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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．開催日時：平成29年８月２日（水）13:13 ～13：50 （37分）

２．場 所：農林水産省大臣官房統計部第１会議室（北別館３階ドア№314）

３．出席者：

農林水産省 水田 正和 大臣官房長

同 青山 豊久 大臣官房秘書課長

同 吉本 俊彦 大臣官房地方課長

同 菅原 誠治 大臣官房参事官（経理）

同 塚田 孝二 大臣官房秘書課人事調査官

同 清水 正雄 大臣官房秘書課調査官 外

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

同 武藤 公明 組織教宣部長

兼東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2017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

（清水秘書課調査官）

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が「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、

・「Ⅳ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１、１の（１）、（２）、

３」

・「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（１）、（２）、（３）、３の官

用車の安全対策の部分、５、６、８」

・「Ⅶ 非常勤職員等の制度及び処遇改善について」の「１の給与引き上げの

部分」

・「Ⅷ 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。
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（岡本書記長）

全農林は、７月14日から15日に第63回定期大会を開催し、熊本地震、東日本大

震災・福島第一原発事故、さらには九州豪雨などの自然災害による甚大な被害か

らの早期復旧・復興・再生に向け、公務関係労働者の社会的役割の発揮と被災地

に寄り添い、復興・再生に力を尽くすことを確認するとともに、取り巻く諸課題

から組合員の雇用と労働条件を確保する運動方針を確立した。大会では、非現業

職域における必要な定員の確保や組織再編以降の組織・業務運営の課題、独法職

域における運営費交付金の確保や法人統合後の課題、加えて、農研機構における

改革の方向性への対応などについて、多くの意見が出された。

これら各分会から出された意見・要望等については、農林水産省当局はもとよ

り、各法人当局に対し様々な機会を通じて改善を求めていくこととしているので

誠意を持って対応願いたい。

それでは、７月６日に提出した要求書に対する回答をいただく。

（水田官房長）

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。

（菅原大臣官房参事官（経理））

最初に、交渉事項のうち、Ⅳの国家公務員宿舎の確保等について回答させてい

ただく。

国家公務員宿舎については、対応の難しい課題も多いと認識しているが、国家

財政事情や公務員に対する厳しい視線を考慮した上で、引き続き、真に公務のた

めに必要な宿舎の確保に努める考えである。

１の（１）の独立行政法人向けの必要戸数の見直しについては、国会等におい

て更なる批判を招くおそれがあるため、難しい状況である。

１の（２）の独法敷地内の廃止宿舎についてであるが、入居者については、個

別の事情にも対処しつつ、平成28年度末をもって無事に退去が完了したところで

ある。

また、引継ぎが困難とされている廃止宿舎であっても、本省として、財務本省

と引継ぎのための連絡調整等を密に行い、各財務局等への円滑な引継ぎが実現さ

れるよう努めていく考えである。

３の人事異動により転居を伴う職員の宿舎については、財務本省及び各財務局

等に対し設置状況等の聴き取りや要請を行うなど、合同宿舎のほか他省庁宿舎を

含め必要な宿舎が確保できるよう努力するとともに、宿舎の入居手続きについて
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も、人事担当部局とも密接に連携し、可能な限り速やかに宿舎の配分及び入居手

続きを行うよう、引き続き努力する考えである。

（青山秘書課長）

次に、Ⅵの労働条件の改善についてである。

超過勤務の縮減については、農林水産本省で、

・ 事前の超過勤務命令を心掛け、勤務時間外に業務指示は行わないよう努め

ること

・ 一人当たりの年間超過勤務時間が360時間を超えないよう努めること

・ 他律的な業務の比重が高い部署においても、上限目安時間を十分認識し、

早出遅出勤務制度の活用に努めること

・ 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、

など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り、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である。

今後とも、定期的に各局庁における取組の実施状況を検証し、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。

次に５のハラスメント防止対策についてである。

セクシュアル・ハラスメントの防止等に加え、平成28年度には妊娠、出産、育

児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する措置について、秘書課長通知

により明確にし、その防止に努めているところである。

また、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」を職員に対し、

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。

次に６の休暇の取得しやすい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、

・ 毎月上旬に、各課等において向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧

し記入すること

・ ゴールデンウィークや夏季休暇取得の際に年次休暇と組合わせ、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作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。

次に８の心の健康づくりの推進についてである。

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」に基づき、管理職員の心の健康に対する意識向上のため、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



- 4 -

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、職場や専

門家が連携して対応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、昨年11月に施行した「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、Ⅶの非常勤職員等の制度及び処遇改善についてである。

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」を踏まえ「臨時雇用非常勤職員給与等規程」の規定により常勤職員に準じて

決定しているところである。

続いて、Ⅷ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、業務が円滑に

行えるような環境づくりに努力する考えである。

また、地方を含む各段階での労使交渉については、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。

（吉本地方課長）

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、私か

らお答えする。

官用車の安全対策については、これまでも、エアバッグ、アンチロック・ブレ

ーキ・システム等の安全装置を搭載した車両を購入しているほか、衝突被害軽減

ブレーキ等の安全装置を搭載した車両についても、既に購入実績があり、今後の

官用車更新時期等を踏まえて、順次導入してまいりたい。

（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。

本年度の人事院勧告を巡っては、「働き方改革」が焦点化されるなか、民間の

賃上げ状況を踏まえての月例給・一時金の引き上げ勧告の実現、非常勤職員等の

給与引き上げ等の処遇改善、超過勤務の縮減とワーク・ライフ・バランスの実現、

再任用職員の給与改善と定年延長の実現などが最重要課題となっている。

提出交渉の際にも申し上げたが、私たちは公務員連絡会に結集し、６月20日に

人事院総裁に対し要求書を提出して以降、幹事クラス、書記長クラスの交渉を積

み上げ要求実現を求めてきた。８月に入り、今まさに山場を迎えているところで

あるが、民間等の賃上げ状況を踏まえれば、本年も公務員給与の引き上げ勧告は
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当然であると考えている。また、超勤縮減、ワーク・ライフ・バランスの推進、

再任用の給与改善、ハラスメント対策の強化を図る勧告・報告となるよう、農林

水産省も政府の一員として最後まで対応願いたい。

２点目は、2018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。

2018年度予算概算要求にあたっては、今月末を目途に本格的な予算要求作業が

行われているが、持続可能な農林水産業の確立に向けた各種施策の着実な実施や

環境整備など組合員の労働条件を改善するために必要な予算を確保するよう最大

限の対応を要請する。

独立行政法人では、第４期中長期目標期間においても、一般管理費及び業務経

費において「効率化係数」が課せられたことから、各法人の予算運営も非常に厳

しい状況になっている。主務省として、各法人の事務・事業の推進と組合員の雇

用・労働条件の安定・確保に支障を来すことがないよう、必要な運営費交付金及

び施設整備費補助金などの予算を確保するよう要請する。

定期大会においては、施設整備費補助金が大幅に削減される中で、各法人とも

施設や設備等の老朽化が深刻な問題として事務・事業の推進に影響を及ぼしてい

ることが報告されている。加えて、国際農研大わし地区など耐震基準に満たない

庁舎も存在し、そこに働く組合員は常に不安を抱え業務を遂行している。更に、

船舶職場においても、老朽化した船舶の代船建造、修理費等の確保が喫緊の課題

となっている。このような中で、円滑な業務遂行や適切な労働安全対策に資する

ため、各法人からの要望を踏まえ、総合的な施設等の老朽化対策に必要な予算を

別枠で確保するよう強く求める。

また、労働契約法第18条が改正され、2018年４月より国立研究開発法人等の５

法人に雇用されている非常勤職員等は、条件を満たせば無期転換申込権が発生す

る。改正労契法は、有期雇用労働者の雇用の安定化を図ることを最大の目的とし

ているが、該当法人では運営費交付金の一般管理費や業務経費が削減されている

こと、また、外部資金など研究予算も安定的に確保できる見通しが立たないこと

などを理由として、長期間継続雇用してきた非常勤職員等の雇い止めをすること

は、改正労契法の趣旨に反するだけでなく、法律に抵触することも強く危惧され

ている。このことから、主務省として、該当法人が改正労契法の趣旨を踏まえた

対応が可能となるよう、別枠での予算要求を検討するよう求める。

なお、一部の法人における再雇用・再任用短時間勤務職員の俸給表の格付けに

ついて、一般職員については非現業国家公務員の行政職（一）職員と同等の３級

格付けとし、技術専門職員についても同水準での格付けとなる予算を確保するよ

う強く求める。

次に、組織・定員要求についてである。

定期大会では、各職場から業務量が増加する一方で、定員削減が継続されるこ

とによる人員不足を要因とした厳しい職場実態が報告されたところである。
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具体的には、

・ 植物防疫所・動物検疫所では、「訪日外国人旅行者の急増や農畜水産物の

輸出促進などによる検疫業務が急増する中、主要空港では24時間365日体制

に対応するためシフト勤務で対応しているが、人員が不足しているため夜勤

の者も突発的な事案に対応せざるを得ず、心身への負担が増加している。」、

・ 本省・地方農政局・北海道農政事務所・県域拠点等では「業務見直しや実

効ある効率化が進んでおらず、人員不足による業務過重により超過勤務が増

加し、心身に不調を来している組合員が年々増加している」、

・ 国営土地改良事業所では「増加した予算、事業量に見合った人員が確保さ

れていないため、慢性的な超過勤務となっている。」、

・ 漁業調整事務所では「外国漁船による違法操業の取締業務が急増する中、

漁業取締官の複数乗船体制に必要な人員が確保されていないため、業務運営

の安全性が確保できない状況となっている。」、

など深刻な職場実態が報告されている。

各代議員から出された意見の内容については、先に官房秘書課に提出している

ことから、官房長におかれても既に報告を受けていると思うが、これら厳しい職

場実態を十分に認識した上で、農林水産行政の円滑な推進に必要な定員確保に向

け新規増員を行うとともに、新規採用者を確保するよう強く求める。

３点目は、組織再編についてである。

地方組織を将来にわたって維持するための最終形とした組織再編から１年８ヶ

月が経過し、拠点集約は最終年度を迎える。

提出交渉の際に、委員長から、組織再編以降、県域・地域拠点において、新規

採用者及び若手職員はもとより、退職者に見合う人員が配置されておらず、「附

帯決議を踏まえて対応する」としたこの間の当局見解が履行されていないことを

厳しく指摘したが、定期大会においては、多くの代議員から、「このまま定員削

減が続けば、近い将来に組織として体をなさなくなる」など将来に対する不安が

報告された。

また、消費・安全業務における横断的監視体制、統計業務における専門調査員

制度の導入による業務の効率化が図られていないことや、次年度以降の経営所得

安定対策業務を推進する上で、「これ以上の人員減は円滑な業務に支障を来す」

などの意見が報告された。

次年度においては、退職者数に見合った新規採用を確保し、農政局等所在地以

外の県域・地域拠点への新規採用者などの若手職員やフルタイム再任用者を配置

することを強く求める。

また、４月以降の業務運営を論議した平成28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、点検活動に取り組んできた。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。

なお、拠点集約最終年度の重要な時期であることから、職員の意見を尊重し、
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コミュニケーションを図り、円滑な業務運営を行うよう求める。

４点目は、高年齢者雇用施策についてである。

本年度の定年退職者から、最長３年間は公的年金が支給されなくなることに伴

い、フルタイム再任用を確保することが重要となっている。

私たちが５月に取り組んだ「再任用・再雇用意向調査結果」では、前年に比べ

フルタイム再任用を希望する者は、当然のごとく大幅に増加している。しかし、

職域によっては、厳しい定員事情を理由にフルタイム再任用が配置されていない

状況が続いている。

このことは、フルタイム再任用を基本に雇用と年金の接続を図るとする政府及

び人事院の方針に反するものであり、極めて問題がある。

昨年、人事院は「各府省において新規採用者を一定数確保しながらフルタイム

中心の再任用勤務が実現できるよう、定員の調整を行うための経過的な取扱いに

ついて関係機関に働きかけを行う」との報告をしている。定員事情の厳しい農林

水産省としては、この報告に基づき最大限の努力をする必要があると考えるが、

定員の確保・弾力化を図るため、関係機関に対しどのような対策を講じているの

か伺う。

いずれにしても、フルタイム再任用の確保は待ったなしの状況にある。希望ど

おりのフルタイム再任用が実現できる定員の確保に向け最大限の努力を求める。

更に、定年延長については、骨太方針に「公務員の定年の引上げについて、具

体的な検討を進める」との記載がされ、政府においても本格的に検討が始まった

ところである。私たちが取りまとめた意向調査結果においても、定年延長を望む

意見が多く報告されているところであり、この機を逃すことなく、人事院の意見

の申出に基づく定年延長を直ちに実施することが重要である。

なお、検討にあたっては、総人件費削減につながらないよう、労働組合の意見

を反映した内容となるよう政府への働きかけを求める。

一方、短時間再任用者が増加することにより、業務運営上の課題も生じてきて

いる。現職及び再任用者がそれぞれの役割を十分発揮し、円滑な業務運営となる

よう対策を講じるよう求める。

（水田官房長）

岡本書記長から言及のあった事項について、担当課長を含めて順次申し上げる。

まず、私から申し上げる。

給与水準等の改定に当たっては、民間の実態を的確に把握し、国の行政組織の

実態、公務の特殊性及び職員の生活実態等を十分考慮して、国民の理解が得られ

る適正な水準が確保されるよう、従来から関係機関に働きかけているところであ

る。

平成30年度の予算概算、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
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業」と「美しく活力ある農山漁村」を実現していくため、農業農村整備事業や輸

出入検疫、漁業取り締まり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、定員の確保に努めてまいりたい。

また、新規採用については、定員状況やフルタイム再任用職員の動向などを踏

まえつつ、計画的かつ適切に採用数を確保する考えである。

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金については、第４期中長

期目標・計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、事務・事業の推進

をはじめ、老朽化施設等の修繕、賃金改定や再雇用・再任用などの人件費等、必

要な予算の確保に努めてまいりたい。

なお、労働契約法に係る雇用の対応及び短時間再任用・再雇用者の格付けにつ

いては、各法人において判断されるものであるが、予算要求にあたっては、法人

から次年度の業務運営の計画・必要額等を聞き取りし、内容を把握・精査した上

で、所要額を要求していく予定である。

次に、組織再編についてである。

将来的な地方組織の体制については、衆参農林水産委員会で採択された附帯決

議の趣旨を踏まえ、業務の状況を見ながら、政策動向や現場ニーズの変化に対応

できるよう、職員の雇用と労働条件の確保にも引き続き配慮しつつ必要な体制の

確保に努めてまいりたい。

（青山秘書課長）

地方組織における若手職員の配置については、その維持・活性化を図るため、

設置法の附帯決議に基づき、業務の継承、地域における農林水産行政を習得でき

るよう、今後も中長期的な視点に立って、計画的な人材育成等が図れるよう検討

してまいりたい。

また、再任用の配置については、各地方組織の定員状況、本人の希望、業務経

験等を踏まえて対応してまいりたい。

なお、各職場における業務運営上の課題については、現場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。

（吉本地方課長）

平成30年度の拠点集約に向けて、今後も引き続き、管理職から職員に対してス

ケジュールやフロアープラン等を事前に提示するなど、丁寧な説明を行い、円滑

な業務運営を進めてまいりたい。

なお、フロアープラン案作成にあたっては、各拠点ごとに委員会を設置するな
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ど、職員の意向が反映されるよう進められている。

（青山秘書課長）

次に、高年齢者雇用施策についてである。

フルタイム再任用を配置するための定員の調整や定年延長などの公務員制度全

般に関わる課題については、制度官庁において適切に対処されるものと認識して

いる。農林水産省としては制度官庁の動向を注視しつつ、適切に対応していく考

えである。

（吉本地方課長）

短時間再任用者の増加により、業務運営上の課題が生じているとの御指摘につ

いては、短時間再任用職員の勤務状況と業務状況を適宜把握しつつ、管理職のマ

ネージメントのもと、現職及び再任用職員の円滑な業務運営を図ってまいりたい。

（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、４点について改めて申し上げるので、再度当

局見解を伺いたい。

１点目は、国家公務員宿舎についてである。

まず、2011年12月に決定された国家公務員宿舎削減計画については、昨年度末

をもって終了したのか伺う。その上で、農林水産省としての退去基準の見直しの

検討状況について考え方を示すこと。

なお、この間も要求してきたが、退去基準を独法職域の業務・異動実態に即し

たものに見直すとともに、十分な必要戸数の確保と全国及び機関・地域内調整な

ど弾力的運用が図られるよう、私どもの意見を反映するよう求める。

また、部分廃止宿舎の有効活用についてどのような対策を講じているのか伺う。

組合員の労働・生活条件を改善するよう維持管理機関として責任を持って対応

すること。

（菅原大臣官房参事官（経理））

財務省は、「国家公務員宿舎の削減計画」に基づき約16.3万戸への削減を達成

したと表明した。

退去基準の在り方については、当面、退去要請を行わないこととし、各維持管

理機関ごとの課題を整理するなどして、必要な宿舎の確保と適切な運用を図るた

め検討を進めているところであり、検討状況に係る情報提供については適切に対

応してまいりたい。

なお、各地域・機関ごとの必要戸数の調整については、宿舎事情の変化を把握

しつつ、事務事業に必要な宿舎の確保が可能となるよう個別に対処していく考え

である。

また、部分廃止宿舎については、対応の難しい課題と認識しており、今後も所
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管省等とも調整してまいりたい。

いずれにしても真に公務のために必要な宿舎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）

２点目は、「働き方改革」と超過勤務の縮減についてである。

「働き方改革」論議において、民間では罰則付きの超勤上限規制が設けられる

ことになる。一方、国家公務員は、勤務時間法第13条第２項で臨時・緊急の場合、

任命権者が超勤を命じることができるとされているが、結果として全ての業務が

臨時・緊急扱いとされ、長時間労働につながっている。公務においても、この機

を逃さず厳格な対応が図れるよう主管官庁への要請を求める。

超過勤務の縮減には、厳格な勤務時間管理と実効ある縮減対策が重要である。

農林水産省においても、７月から本省における出勤確認が入館ゲートの通過記録

を活用して行われているが、退庁時間を含めた在庁時間の正確な把握による厳格

な勤務時間管理を確立し、連日深夜に亘る国会対応や勤務時間外のメールによる

業務指示などを根本的に見直し、超過勤務縮減を実現することが重要と考えるが、

どのように考えているのか。

なお、定期大会では、各職場から超過勤務が増大していると報告されており、

超過勤務手当の全額支給を求める意見が出されている。業務上必要な超過勤務に

ついては事前命令を徹底するとともに、超過勤務手当の全額支給に必要な予算の

確保を強く求める。

（青山秘書課長）

「働き方改革」の議論における、民間での罰則付きの超勤上限規制が設けられ

ることに伴なう国家公務員への対応については、内閣人事局及び人事院において

適切に検討がなされるものと認識している。

また、職員が健康で働き続けるために、超過勤務の縮減については、事前の超

過勤務命令を心掛け、勤務時間外に業務指示を行わないよう努める等の具体的な

対策を講じているところだが、職員がその効果を実感できるよう、職員との意思

疎通を図った上で事前の超過勤務命令を行うことを徹底する等、より実効ある超

過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。

なお、超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に超過

勤務命令に従って行われるものである。このため、超過勤務命令に従い勤務した

時間に対しては、超過勤務手当を支給することとしており、必要な予算の確保に

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、明る
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く働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してきた。

それにも関わらず、定期大会において、パワハラ事案について報告されるとと

もに、直近では本省内分会から苦情相談が出されるなど、後を絶たない状況とな

っている。

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。対象者は異動先でも繰り返しパワハラ行為を行っている

傾向が見られることから、追跡調査を行い必要な対策を講ずるなど再発防止策の

強化を求める。

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。

（青山秘書課長）

パワーハラスメント及びセクシャル・ハラスメント等については、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、パワー・ハラスメント及びセク

シャル・ハラスメントの防止等について徹底しており、引き続きハラスメントの

ない良好な職場づくりに取り組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

４点目は、非常勤職員等の制度及び処遇改善についてである。

７月12日にいわゆる非常勤職員給与決定ガイドラインが改正・施行され、基本

となる給与、期末・勤勉手当に相当する給与の支給などについて、平成30年度か

ら段階的に実施するよう各府省が所要の措置を講ずることとされたところである。

改正内容に沿った改善を図るための必要な予算を確保するよう求める。

（青山秘書課長）

非常勤職員の給与については、人事院が制定した「非常勤職員給与決定指針」

を考慮し支給しているところであるが、今回の改正等も踏まえ、非常勤職員の処

遇改善が図られるよう必要な予算の確保に努めてまいりたい。

（岡本書記長）

これまで申し上げたとおり、労働条件に大きな影響を与える多くの事項が具体

化される中、組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせる一方で、それ

ぞれの職場で国民の期待に応えるため、各種施策の遂行に懸命に対応している。

要求事項はいずれも私どもの労働条件の維持・改善を求めているものである。

引き続き、要求の前進に向けて最大限対応いただきたい。

（水田官房長）

本日は働き方改革と超過勤務の縮減、ハラスメントの防止など、数多くの課題

について職員からの声を聞かせていただいた。

本省、地方機関等に関わらず、当省職員はそれぞれの職場において農林水産施
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策の効果的な展開のため、日々努力されていると認識している。当局としても、

本日の交渉を踏まえ、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。

（清水秘書課調査官）

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 －


