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農林水産本省交渉(全農林労働組合中央本部）

議 事 要 旨

１．日 時：令和元年８月７日(水) 15:56～16:27(31分)

２．会 場：統計部第１会議室（北別館３階 ドア№北314）

３．出席者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房長

同 森 重樹 秘書課長

同 松尾 浩則 地方課長

同 馬越 美恵 秘書課人事調査官

同 横山 博一 秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 岡本 吉洋 書記長

同 渡邉 由一 財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当）外７名

４．議 題：2019人勧期要求書回答

(全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」)

５．議事概要

（横山秘書課調査官）

ただいまから、全農林からの要求に基づく交渉を開始する。

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第108条の５の規定に基づく予備交渉の段階

で取り決めた事項を報告する。

全農林中央本部から提出された要求事項のうち「新たな労使関係の構築に関する

基本方針について」第３の１の(３)に定められた要件を満たし、交渉事項とする事

項は、

・ 「Ⅴ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１、２」

・ 「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（１）の超過勤務縮減の部分、（２）、

（３）、３の官用車の安全対策の部分、５、６、７、８の研修の開催部分を除

く障害者等の職場環境の部分」

・ 「Ⅶ 労使関係について」の「１、２」

とし、その他の事項については、管理運営事項等に該当することから要望事項とし

て整理しているので、これを前提として交渉を行う。

（岡本書記長）

農林水産省及び所管独立行政法人に働く組合員は、公務・公共サービスの担い手

として、とりわけ農林水産行政に対する行政ニーズに応えるため、日夜、懸命に職

務に邁進している。

先般開催した定期大会において、厳しい定員削減が継続される中、限られた人員

で必死に現場で奮闘する組合員からの業務実態の報告や業務量に見合った定員の確

保、増員を求める意見、独法における法人運営に必要な予算の確保を求める意見な

ど数多く報告されたところである。

このような中で、公務関係労働者の生活・労働条件の維持・改善などを要求事項

とした要求書を７月17日に提出し、官房長からは、「十分検討し、後日回答する」

との見解が示されたところである。それでは、要求書に対する回答をいただきたい。
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（枝元官房長）

それでは、要求事項のうち交渉事項に関しては、各担当課長から順次回答する。

（森秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅴの非常勤職員等の制度及び待遇改善について回答さ

せていただく。

当省における非常勤職員の給与は、人事院が制定した「非常勤職員給与決定指針」

の一部改正や各府省申合せの「国家公務員の非常勤職員の給与に係る当面の取扱い

について」を踏まえ、「臨時雇用非常勤職員給与等規程」を改正し、平成30年４月

から、

① 新たに職務経験等の要素を考慮した賃金の改善

② ボーナスの支給対象の拡大

③ 給与改定日の繰上げ

等の待遇改善を図ったところである。

今後も政府全体の取組の中で適切に対応してまいりたい。

続いて、Ⅵの労働条件の改善についてである。

本年４月から超過勤務の上限規制の措置により、原則として上限時間を超えての

超過勤務命令はできないため、措置の実効性を確保する観点から、まずは業務の見

直し、業務分担や人員配置の見直し等をより一層推進することとしているところで

ある。

また、超過勤務の上限に関する措置によって、超過勤務の上限いっぱいまで超過

勤務を命ずることができるとの誤った認識を持つことのないよう、現場の管理者等

に対する指導も併せて行っていくほか、当該措置により必要な業務の遂行や適切な

超過勤務手当の支給に支障が生じることのないようにしてまいりたい。

いずれにしても、日頃から管理職及び各職員が超過勤務の状況を意識しつつ、超

過勤務の縮減に向けた組織マネジメントを行っていくことが重要であり、より実効

性のある超過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。

続いて、５のハラスメント防止対策についてであるが、

これまでも会議や研修の場において、管理監督者等に対し、その防止の周知を図

ってきたところ。特に、パワー・ハラスメントの防止については、人事院が作成し

た「「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例について」等

を職員掲示板により周知し、その防止に努めているところである。

引き続き、ハラスメントのない職場づくりに取り組んでいく考えである。

次に、６の諸休暇を取得しやすい職場環境の整備についてである。

年次休暇や夏季休暇を計画的に使用することは重要であると考えており、職員掲

示板や庶務課長会議において、

① 毎月上旬に、各課等の向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧し記入す

ること

② ゴールデンウィークや夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期連

続休暇となるよう努めること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引き

続き徹底してまいりたい。



- 3 -

なお、人事院の通知においても、平成31年１月から、一の年において10日以上の

年次休暇を使用可能な職員については、当該年に５日以上の年次休暇を使用するこ

とができるよう配慮することとされたところであり、引き続き徹底してまいりたい。

次に、７の心の健康づくりについてである。

当省においては、「農林水産省職員の心の健康づくりのための運用方針について」

等に基づき、心の健康に対する管理職員の意識向上のため、定期的にメンタルヘル

ス研修を実施するほか、心の健康に問題のある職員の早期発見・早期対応のため、

職場内の相談体制や外部の専門機関に相談できる体制を整備しているところであ

り、引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

また、ストレスチェックについては、「農林水産省ストレスチェック制度実施要

領」に沿って実施してまいりたい。

次に、８の障害者雇用についてである。

障害者雇用への対応については、障害者の就労を進めるために必要な設備改修と

して、多機能トイレの整備など施設のバリアフリー化を実施することとしている。

また、障害の特性や状況に応じて勤務できるよう機器を整備するほか、相談窓口

の設置などにより、障害者の方が能力を発揮し活躍できる職場づくりに努めてまい

りたい。

続いて、Ⅶの労使関係についてである。

引き続き、管理職が率先して職員とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に

行うことができるような環境づくりに努力する考えである。

また、平成21年７月に労使間で合意した「農林水産省における新たな労使関係の

構築に関する基本方針」に基づき、予備交渉を効果的かつ効率的に実施するなど、

適切に対応してまいりたい。

（松尾地方課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての３の官用車の安全対策について、回答さ

せていただく。

官用車の安全対策については、新しくリースなどで官用車を導入する際には、バ

ックカメラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置にも配慮して導入しているところ

である。

（岡本書記長）

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、まずは主要な事項４点

について、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金改善等についてである。

既に８月５日には、公務員連絡会の委員長クラスと人事院総裁の間で交渉が行わ

れているところであるが、人事院勧告後は、速やかに完全実施となるよう農林水産

省にも政府の一員としての対応を求める。

２点目は、2020年度予算概算、組織・定員要求についてである。

まず、予算についてである。

2020年度予算概算要求にあたっては、今月末の省議決定に向け本格的な予算要求

作業が行われていると推察するが、持続可能な農林水産業の確立に向けた各種施策
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の着実な実施や環境整備などの組合員の労働条件を改善するためにも必要な予算を

確保するよう最大限の対応を要請する。

特に、独立行政法人では、先の定期大会においても、東日本大震災以降、減額と

なっている施設整備費補助金が、各法人の施設の維持や業務及び研究体制のあり方

にまで影響し、組合員の雇用・労働条件に直結する大きな課題となっていることか

ら、円滑な法人運営に必要な運営費交付金はもとより施設整備費補助金などの予算

の確保を強く求める。

次に、組織・定員要求についてである。

先般、2020年度から５年間の新たな定員合理化目標数が示されたところであり、

削減数は決まってしまったことから、今後は、要員確保に向けては年毎の新規増員

要求の確保が重要であり、その初年度となる2020年度定員要求が極めて重要である。

特に、この間の我々の取組の中で、地域における農林水産行政の円滑な推進のため

には、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点における地方参事官室業務

の拡充や農林水産統計の専門性の継承などが必要であると関係各位から数多くの意

見を頂いている。

また、先の定期大会では、①植物防疫所・動物検疫所では、「検疫体制の強化、

輸出入貨物の増加、格安航空会社の増便により、業務が増加・複雑化しているにも

かかわらず、それに見合った人員が配置されていない」「動植物検疫業務の連携が

進められる中においても、新たな欠員が生じている。」②国営土地改良事業所では、

「予算が拡充される中、定員削減により人員が減少し、超過勤務が慢性化している」

など各職場から、恒常的に長時間の超過勤務を行わざるを得ない実態や業務に見合

った人員が確保されていない厳しい実態が報告されている。

農林水産行政の円滑な推進に必要な定員確保に向け、大幅な新規増員を要求し、

確保するとともに確実に実員を配置するよう強く求める。

３点目は、地方組織の将来展望についてである。

先の定期大会では、本年度までの５年間の地方組織に偏重した定員削減割当によ

り、地方農政局等の県域・地域拠点においては大幅な減員となっており、業務チー

ムによっては、５割を超える一般職員が削減されるなど厳しい業務運営となってい

るとの実態の報告や地方組織の将来への不安や懸念に対し、向こう５年間の定員合

理化計画期間において、将来展望を持つことができる組織を確立するため、新規採

用者を始めとした若手職員、さらには、フルタイム再任用者の確実な配置を強く求

める意見が数多く報告されている。

先の提出交渉時に官房長から「令和２年度から令和６年度までの新たな定員合理

化計画の下で具体の対応を行うに当たっては、附帯決議を踏まえつつ、現下の農林

水産省の政策課題に的確に対応する」との見解が示されているが、農林水産省設置

法一部改正時の衆参農林水産委員会の附帯決議の遵守と着実な履行のためには、退

職者数が増加する地方組織において、これまでと同様の地方に偏重した定員削減割

当を見直すとともに地方農政局等の業務の継承のため、農政局等所在地以外の県域

・地域拠点へも新規採用者及び若手職員、フルタイム再任用職員を早急かつ確実に

配置するよう求める。

また、４月以降の業務運営を論議した平成30年度第３回労使間意見交換会におい

て、秘書課長をはじめ各原局から示された見解が、各職場で着実に実施されている

か、今秋に点検活動に取り組むこととしている。これらの点検結果については、別

途提出し改善を求めるので誠意ある対応を求める。
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４点目は、雇用と年金の接続についてである。

雇用と年金の接続について、来年３月の定年退職者から、最長で４年間、無年金

の状態が発生する。私たちが５月に取り組んだ「再任用・再雇用に関する意向調査

結果」では、義務的再任用は原則フルタイム勤務となっているにもかかわらず、フ

ルタイム勤務を希望しても短時間勤務を余儀なくされている組合員からは、生活不

安が増大している実態や早期の定年引上げを望む意見が報告されている。

無年金期間において、年収200万円程度の賃金水準で任用することは、政府の高

齢者雇用施策と大きく乖離しており、問題である。

高齢層職員が能力・経験を十分に発揮するためにも組合員の希望に基づいた働き

方を実現できるよう定員の確保とともに定年引上げの早期実現を強く求める。

（枝元官房長）

岡本書記長から言及のあった事項について、私から申し上げる。

人事院勧告の取扱いについては、今後の動向を注視してまいりたい。

令和２年度の予算概算要求及び組織・定員要求については、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」に基づき、農林水産業の成長産業化に向けて、「強い農林水産

業」と「美しく活力ある農山漁村」を実現していくため、動植物検疫や農業農村整

備事業を含めた諸施策を着実に展開できるよう検討を進め、必要な予算及び組織・

定員の確保に努めてまいりたい。

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金等については、第４期中長

期目標・中長期計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、必要な予算の

確保に努めてまいりたい。

定員合理化目標数の配分や若手職員等の配置については、新たな定員合理化計画

を受けて、重要課題に中長期的に対応していくため、しっかりとメリハリを付けて

行う必要があると考えており、この観点から、令和２年度についても、業務の実施

状況や実施体制、業務の合理化や欠員の状況等を踏まえて対応することとしている。

なお、若手職員の配置に当たっては、今後も地域における農林水産行政の円滑

な推進と地方農政局等の業務の継承のため、計画的育成を図っていく考えである。

各職場における業務運営上の課題については、現場の実態や職員の意見等を踏ま

え、真摯に対応していく考えである。

定年引上げについては、制度官庁を中心に検討が行われていると承知しており、

農林水産省としても、政府全体の検討の中で適切に対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、５点について申し上げるので、再度当局見解を

伺いたい。

１点目は、労働条件の改善について、超過勤務の上限措置を踏まえた超過勤務の

縮減についてである。

我々が６月に実施した労働条件点検アンケートについては、人員不足が解消され
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ない中で、超過勤務の上限措置の導入となったことから、４月時点で、上限である

一箇月45時間や他律的業務の比重の高い部署における100時間を超える超過勤務の

実態などが散見されており、年間360時間や720時間を超える懸念が生じている。先

の定期大会では、各職場から人員不足による超過勤務が増加、慢性化している実態

などが報告されている。

超過勤務の上限規制に関し、回答では「業務見直し、業務分担や人員配置の見直

し等をより一層推進する」としているが、４月以降、具体的にどのような対応をと

ってきたのか伺う。

また、超過勤務を縮減するためには、ＩＣＴを活用した厳格な勤務時間管理が前

提となるが、農林水産省としてどのような検討を行っているのか伺う。

さらに、上限時間を超えて超過勤務を命令できる特例業務の指定はどのような状

況となっているのか。

（森秘書課長）

農林水産省本省では、

① 事前の超過勤務命令を徹底し、勤務時間外の業務指示は行わないよう努める

こと

② 上限時間を十分認識し、早出遅出勤務制度の活用に努めること、

③ 職員の勤務の状況等を注意深く把握し、業務の削減・効率化に積極的に取り

組むこと

等の具体的な事項を定め、各局庁において取り組んでいるところである。

また、地方でも、本省に準じて超過勤務縮減の取組を進めているところ。

勤務時間管理については、内閣人事局においてＩＣＴを活用したシステム構築を

検討していると聞いており、その状況等を注視してまいりたい。

特例業務については、これまでに本省においては、主に国際交渉、法案の国会審

議への対処、家畜伝染病のまん延防止等の業務、地方機関においては、家畜伝染病

のまん延防止業務等について承認したところであり、職員が従事する業務の状況を

考慮して必要最小限の範囲としているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

我々としても、別途、上限規制導入後の超過勤務実態を調査し、他律的業務の比

重の高い部署の指定の範囲や特例業務の指定に関する課題・問題点について、改善

を求めるので、誠意を持って対応すること。

２点目は、非常勤職員の待遇改善についてである。

農林水産省として対応可能な婦人科検診の受診については、健康診断にかかる予

算を確保し、事業の充実を図るとしていたが、実現可能となったのか伺う。

引き続き、農林水産行政の推進に必要な非常勤職員の待遇改善を図るよう求める。

（森秘書課長）

非常勤職員の健康診断については、事業の充実を図る観点から、婦人科検診の実

施に向けて、引き続き予算の確保に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、ハラスメント防止策の徹底についてである。

私たちは、秋季年末及び春季において「労働条件点検期間」を設定し、当局によ

るセクハラ・パワハラと受け止められる実態を検証し、課題や問題を把握するなど、
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明るく働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してきた。

パワハラは、職員の権利や人権、生存権を侵害する犯罪行為であり、断じて容認

することはできない。

農林水産省の全ての職場からパワハラをはじめとするハラスメントを根絶するた

め、管理者に対する更なる指導の徹底と的確な対処を重ねて求める。

また、先の通常国会では、民間におけるパワー・ハラスメント防止対策等を含む

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成

立し、人事院においても民間の状況を踏まえ、「公務職場におけるパワー・ハラス

メント防止対策検討会」において議論を進め、新たな防止策を講ずるとしており、

民間に遅れることのないよう農林水産省としても対応すること。

（森秘書課長）

ハラスメント防止対策については、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラ

スメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に取り組むハ

ラスメント防止週間を昨年12月に実施したところである。

また、繰り返しとなるが、これまでも会議や研修の場において、管理監督者等に

対し、ハラスメントの防止の周知を図ってきたところであり、引き続き防止策の徹

底に取り組んでいく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

４点目は、諸休暇の取得しやすい職場環境の整備についてである。

先ほど、夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期連続休暇となるよう

努めることを促している旨の回答が示されたところであるが、訪日外国人旅客が増

加する夏季に業務繁忙期となる植物防疫所や動物検疫所の職場からは、取得可能な

時期を選択できるよう弾力的な運用を求める意見が報告されていることから、制度

官庁に対し働きかけを求める。

（森秘書課長）

御指摘の官署については、夏季休暇の取得時期と業務繁忙期が重なっている状況

は承知しているが、夏季休暇については、人事院規則により取得時期が７月から９

月と定められているところである。取得時期の拡大については要望として承りたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

５点目は、障害者雇用についてである。

先ほど、障害者の就労を進めるために必要な設備改修の実施や相談窓口の設置な

どについて回答が示されたが、昨年末以降、非常勤職員を含め、年末までにさらな

る採用が予定されている。

障害者が安心して働き続けることができるよう、合理的配慮指針に基づく対応や、

職場における職員の理解促進を図る研修等、理解と思いやりの職場環境づくりにつ

いて、具体的にどのように対応しているのか伺う。

（森秘書課長）

障害者の働きやすい職場環境づくりについては、人事担当者等に対して厚生労働

省が開催するセミナーや研修会への参加を促すとともに、ハローワークによる職場

定着支援を受けることなどにより、障害のある方が障害の特性等に応じて意欲と能

力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組んでまいりたい。
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（岡本書記長）

ただ今、夏季要求に対する回答を受けたところである。要求はいずれも、労働条

件の維持・改善を求める切実な事項であるが、残念ながら回答内容は、私たちの要

求に十分に応えたものとはなっていない。これまで申し上げてきたことだが、自ら

の労働条件に大きな影響を与える課題が山積する中で、組合員は組織の将来や自ら

の生活への不安を募らせながらも、国民からの行政ニーズに応えるため、昼夜を問

わず、懸命に農林水産行政の遂行に従事している。

当局には、これら組合員の労苦に報いるためにも要求事項の解決・前進に向けて、

引き続き、最大限の対応をいただきたい。

（枝元官房長）

本日は超過勤務の縮減やハラスメント防止など多くの課題について職員からの声

を聞かせていただいた。

農林水産業の成長産業化に向けて、本省と地方機関等が一体となって協力して取

り組んでいくことが重要と考えている。本日の交渉を踏まえ、職員が今まで以上に

安心して働きやすい、明るく風通しの良い職場となるよう引き続き努力してまいり

たい。

（横山秘書課調査官）

以上をもって、全農林からの要求に基づく交渉を終了する。

－ 以 上 －


