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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：平成30年３月30日（金）14:01～14:34（33分）

２．会 場：農林水産省大臣官房国際部第３会議室（本館地下１階ドア№016）

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 福原 伸之 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

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当） 外

４．議 題：2018春闘要求書回答

（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、

・ 「Ⅴ 非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の２の改正後の「非

常勤職員給与決定指針」に基づく非常勤給与の引上げの部分、

・ 「Ⅶ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１の（１）、３」

・ 「Ⅷ 働き方改革の推進及び労働諸条件の改善について」の「１の（１）、

（２）、（３）、（４）、６、７の（３）の官用車の安全対策の部分、11」

・ 「Ⅹ 女性公務員の労働権確立について」の「１、２、３」

・ 「Ⅺ 福利厚生の充実について」の「１、２、３、４」

・ 「Ⅻ 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）

農林水産省及び所管独立行政法人に働く組合員は、農林水産行政に対する国民

ニーズに的確に対応すべく、日夜懸命に業務に邁進している。

こうした中、組合員の労働条件確保に向けた春闘要求書を去る２月26日に提出

したところである。まずは要求書に対する回答をいただきたい。

（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。

（青山秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅴの非常勤職員の雇用、労働条件の改善について回

答させていただく。

２の非常勤職員の給与の引上げについてであるが、当省における非常勤職員の

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」の一部改正や各

府省申し合わせの「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、新たに職務経験等の要素を考慮した賃金の改善、ボーナスの支給

対象の拡大、給与改定日の繰上げ等、非常勤職員の処遇改善を図ることとしてい

る。

次に、Ⅷの働き方改革の推進及び労働諸条件の改善についてである。

１の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６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ついては、秘書課長通知により、セク

シュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置等を明確にしているところ

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
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・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、11の諸休暇の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、

・ 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

などに取り組んでいるところである。

これまでも職員掲示板への掲載などにより、年次休暇の取得促進等について職

員への周知を図り、諸休暇の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、Ⅹの女性公務員の労働権確立についてである。

農林水産省全体の女性の採用割合は、業務説明会への女性職員の派遣等、女性

向け採用活動の強化等の取組により、獣医職・畜産職等を含め、平成29年度にお

いて、42.4％であり、既に「農林水産省女性活躍とワークライフバランス推進の

ための取組計画」の目標35％程度を上回っている状況である。

引き続き、女性の採用の拡大とこれら女性職員の登用に向けて、両立支援制度

の周知やテレワークの推進・フレックスタイム制度の活用など、総合的かつ計画

的にワークライフバランスの実現に向けた取組を実行し、女性が働きやすい環境

の整備を進めてまいりたい。

次に、Ⅺの福利厚生の充実についてである。

「国家公務員健康増進等基本計画」は、メンタル不調による長期病休者の減少

及び高年齢職員増加への対応に主眼をおき、心の健康づくりの強化として、健康

面を中心に見直しが図られたところである。

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、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、「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。

なお、レクリエーション経費については、各府省統一で予算要求は見送られた

ところであり、国家公務員に対する国民の厳しい視線に留意しつつ、今後の政府

内の議論に即して対応する考えである。
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続いて、Ⅻ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。

（福原大臣官房参事官（経理））

続いて、Ⅶ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。

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

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。

（吉本地方課長）

続いて、Ⅷの働き方改革の推進及び労働諸条件の改善についての７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）

ただ今の回答を踏まえ、私の方から５点について申し上げ、当局の見解を伺う。

１点目は、2018年度賃金の引き上げと働き方改革についてである。

まずは、賃金の引き上げについてである。

私たち公務員産別の春闘要求については、２月20日に公務員連絡会が政府及び

人事院に提出した2018春闘要求書に対する回答が３月23日に示されたところであ

る。

その回答内容は、政府からは、2018年度賃金や非常勤職員の処遇改善について

は公務員連絡会の意見を聞く、長時間労働を是正するためにも「働き方改革」を
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一層着実に進める、定年の引上げについて、公務員連絡会の意見を聞きつつ制度

設計を行う、人事院からは、賃金等は情勢適用の原則に基づき勧告を行う、長時

間労働の是正、健康管理の観点から適切な方法で勤務実態を把握する、非常勤職

員の給与について、改正した指針に沿った処遇が図られるよう取り組む、定年の

引上げについて、制度の具体的設計に当たり、公務員連絡会の意見を聞く、など

課題認識の共有と労働組合の意見を聞く姿勢を確認したものの、私たちの要求に

具体的で明確には応えていないものとなった。

しかし、人事院勧告による賃金・労働条件決定制度のもと、財政再建を含め公

務をめぐる極めて厳しい情勢の中で、春の段階における交渉の到達点と受け止め、

人事院勧告期、賃金確定期に向け闘争態勢を継続・強化していくこととしたとこ

ろである。

このことから、2018年度給与改定にあたっては、現行の比較対象企業規模を堅

持した上で民間賃金の実態を正確に把握し、公務員労働者の賃金及び一時金の引

き上げを図り、農政推進に向けて懸命に働く組合員の期待に応えるよう、人事院

に要請することを求める。

次に、働き方改革についてである。

公務・公共部門労働者においても、働き方改革は喫緊の課題である。農林水産

省としてもＩＣＴ等を活用した厳格な勤務時間管理の実施や超過勤務の上限規制

など超過勤務の縮減に向けた実効ある対策により長時間労働を是正するよう求め

る。

また、仕事と家庭生活を両立し、すべての職員が良好な労働条件のもとで、働

き甲斐を持って勤務を継続できるようにすることが喫緊の課題であり、特に育児

・介護を担う職員については、超過勤務の縮減や諸休暇・休業の取得促進を図る

など両立支援制度を利用しやすくするような体制や環境整備を求める。

２点目は、公務における高齢期雇用施策についてである。

定年の引上げについては、２月16日の「公務員の定年の引上げに関する検討

会」の論点整理を踏まえ、今後、具体的な制度設計に向け、関係省庁との協議が

始まることとなる。

定年延長の制度設計は、当事者である労働組合との交渉・協議が大前提であり、

農林水産省としても先の提出交渉時に指摘したとおり、厳しい定員事情や全国展

開している職場実態を踏まえ、我々の意見を十分に反映するよう求める。

公務における高齢期雇用施策について、本年の退職者から年金支給開始年齢が

さらに１歳引き上げられ63歳となるが、定員事情が厳しい農林水産省においては、

フルタイム再任用を原則とする閣議決定に基づいた運用となっておらず、多くの

再任用希望者が短時間勤務を余儀なくされ、生活水準の確保も不十分となってい

る。

特に退職者数の多い農政局及び北海道農政事務所の県域・地域拠点においては、

依然としてフルタイム再任用が配置されていない状況が続くことになる。要求書
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提出の際には具体的な見解が示されなかったが、雇用と年金を接続させるため、

当局としてどう雇用責任を果たしていくのか。

また、再任用者の増加が見込まれる中で、現職と再任用者がモチベーションを

高め、円滑な業務運営を行うためどのような対策を考えているのか改めて伺う。

３点目は、４月以降の業務運営についてである。

先に開催した第３回労使間意見交換会でも申し上げたが、厳しい定員事情によ

り退職不補充が続いている職場では要員不足により2018年度の業務運営が今年度

にも増して厳しくなることが予想される。各職域において人員が減少する中で多

くの課題が存在していることから、現場で解決すべき課題については、分会から

改善を求めるので誠意を持って対応するよう求める。

また、各管理者が日常的に職員とコミュニケーションを図り、業務分担や業務

計画の進捗状況を把握し、的確に工程管理を行うとともに、必要に応じて業務調

整や業務計画の見直しを行うなど４月以降の業務運営に万全を期すよう重ねて求

める。

なお、各職場における業務運営のあり方は、優れて組合員の労働条件に関わる

案件である。我々としては、職場段階で定期的に検証し課題があればその都度要

求・要請を行うので、各管理者が真摯に向き合っていただくよう要請する。

４点目は、独立行政法人の課題についてである。

この間、施設整備費補助金が大幅に減額され、各法人の施設や船舶の老朽化対

策、研究機材等の確保などに影響が生じるなど、依然として厳しい状況にある。

加えて、一般管理費及び業務経費の効率化係数も継続されているため、年々厳し

い組織・業務運営になっている。このため、独法改革法に係る衆参農林水産委員

会の附帯決議が活かされるよう、法人と連携し農林水産行政の基盤となる研究推

進等に必要な予算の確保に努めるなど適切に対応するよう要請する。

また、農林水産省における非常勤職員については、各府省申し合わせによる

「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、新た

に職務経験等の要素を考慮した賃金の改善やボーナスの支給対象の拡大などが実

施されるが、独法における非常勤職員等の雇用経費については予算要求への計上

が認められておらず、不公正な扱いとなっている。４月から改正労契法の施行に

基づく無期転換申し込み権が発生する中で、非常勤職員の雇用の安定・確保に向

け、法律改正に伴う予算要求として査定省へ要求するよう求める。

最後になるが、次年度の予算、定員の確保についてである。

農林水産省に対する行政ニーズに適確に対応し、国民の負託に応えるためには、

独立行政法人を含む各級機関の事務・事業が円滑に進められることが極めて重要

として、この間、機会ある毎に予算と定員の確保を強く求めてきたところである。

先般、開催した船舶職域対策会議においても、海上という特殊な勤務環境や過

密な運航計画等により、「船舶予備員の不足により病気やケガ等による下船を躊
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躇してしまう」「欠員が生じており乗組員の負担は増加している」など、厳しい

定員事情による乗組員への過度な負担や健康面への不安から、不測の事態に対す

る安全運航への懸念が報告された。また、若年層の早期退職が増加する中で、新

造船の建造が予算措置されたことから、確実な新規定員の確保を強く求める意見

が報告された。

新年度以降、2019年度予算や組織・定員要求に向けた作業が始まることとなる

が、全農林としても昨年同様、予算概算要求に向け、増加する業務に必要な定員

を確保すること、全ての職場でフルタイム再任用を配置できる定員を確保するこ

と、超勤予算を確保することなど、現場実態を踏まえた要請を行うこととしてい

るので、前向きな対応を求める。

（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。

定年の引上げについては、政府全体の検討の中で適切に対応していく考えである。

また、雇用と年金の接続については、平成25年３月の閣議決定の主旨を踏まえ、

公的年金の支給年齢の引上げに伴い、無収入期間が発生しないよう、再任用を希

望する職員については再任用することで対応してきたところである。

なお、再任用職員の配置は、地方農政局等の県域・地域拠点においても、人事

異動を企画する中で他の人事異動と同様に、本人の希望、業務経験等も踏まえて、

今後とも対応していく考えである。

４月以降の業務運営については、これまでと同様に、職員とのコミュニケーシ

ョンを十分図るとともに、管理職のマネジメントのもと、再任用職員も含め職員

の業務運営状況を適宜把握し、業務の見直し・効率化を着実に進めるなど円滑な

業務運営に努めてまいりたい。

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

を踏まえて、真摯に対応していく考えである。

独立行政法人の予算については、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、

職員の雇用に要する経費等の確保に万全を期してまいりたい。

予算、組織・定員については、平成30年度は「農林水産業・地域の活力創造プ

ラン」に基づく農政改革等を着実に実行するための施策の展開に必要な予算、定

員を措置したところであり、平成31年度についても、引き続き効果的に施策を展

開できるよう、検討を進めてまいりたい。

（青山秘書課長）
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官民給与の比較方法については、現段階では見直しの検討を行うようなことは

承知していないが、給与水準の改定に当たっては、民間の給与実態を的確に把握

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。

働き方改革については、内閣人事局が中心となって、政府の最重要課題の一つ

として政府全体となって取り組んでおり、農林水産省においても「農林水産省女

性活躍ワークライフバランス推進のための取組計画」に基づき、両立支援制度の

周知や超過勤務の縮減、業務の効率化などを積極的に進めているところである。

また、働き方改革を継続的に取り組むために、「まふ改革行動計画」を決定し

ており、これまで以上にこれらの取組を推進してまいりたい。

（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、４点について申し上げるので、再度当局の見

解を伺いたい。

１点目は、超過勤務縮減等についてである。

私たちは、働き方改革を進めるためには、職場段階から長時間労働を是正する

ことが必要なことから、アンケート結果を踏まえ、具体策を要求事項に整理した

ところである。

先程、超過勤務縮減に向けた回答が示されたところであるが、実効ある超過勤

務縮減には、私たちが具体策として要求した「勤務時間外のメール・電話による

作業指示や短時間での報告、会議資料や報告書の作成指示にあたっては、その必

要性を十分に精査し、必要最小限とすること」「課・室・チーム内における業務

の平準化を図り、特定の者に業務を集中させないこと」の実現が重要と考えるが、

どのように考えているのか。

また、提出交渉時に指摘した年次休暇取得日数「０日」「１～５日」の改善に

ついて、従来どおりの掲示版への掲載・周知では改善できないのではないか。更

なる取組についてどう考えているのか。

次に、正確な勤務時間の把握についてである。

超過勤務の縮減に当たっては、職員の勤務実態の把握が前提であるが、農林水

産省における在庁時間の状況について伺う。農林水産省が進める「まふ改革行動

計画2017」では、「超過勤務状況の見える化などによる超過勤務縮減の徹底や各

職員の超過勤務実績について実働時間との不一致等不自然な点がないか確認し、

特定の職員の超過勤務時間が著しく多い場合など業務負荷に偏りがある場合には、

業務分担の見直しを柔軟に行う」としているが、超過勤務時間の見える化が図ら

れているのか、その上で、業務分担の見直しなどを行っているのか伺う。

民間の労働法が改正されれば来年４月から罰則付きで上限規制が設けられるが、

長時間労働の是正は官民を問わない課題であり、公務が率先垂範して上限規制を
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設けるべきである。当局の責務として関係機関へ強く要請するよう求めるととも

に、働き方改革の機運が高まっている今だからこそ、適切な勤務時間管理と上限

規制による長時間労働の是正をはかるとともに超過勤務手当の全額支給を求める。

（青山秘書課長）

超過勤務縮減については、まず、「まふ改革行動計画」のとおり、時間意識を

持つ工夫をし業務のムダをなくすこと、業務の偏りを随時見直すことを、全職員

に呼び掛けているところである。

また、各管理者は日頃から職員の仕事の状況や残業理由を把握した上で、業務

分担の見直しを行なうことにより、積極的に超過勤務の縮減に取り組むこととし

ており、更に、超過勤務の必要性の事前確認を徹底して行い、効率的に働く意識

を浸透させることとしている。

次に、正確な勤務時間の把握については、超過勤務状況の見える化について、

当面、本省モデル課である秘書課において、課内で共有することを開始したとこ

ろである。

超過勤務の上限規制については、今後、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。

超過勤務手当については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、超過

勤務命令に従い勤務した時間に対しては、支給することとしている。

なお、年次休暇についても、これまでの取組に加え、「まふ改革行動計画」に

基づき、全職員が原則として月１日以上の年次休暇を取得する取組を行ったとこ

ろである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、非常勤職員の待遇改善についてである。

先ほど、「農林水産省においても本年４月より、職務経験等の要素を考慮した

賃金の改善をはじめとして各府省申合せに沿った非常勤職員の処遇改善を図る」

との回答が示されたが、本改正により雇用期間の短縮や雇止めが生じないよう対

応できたのか。事務費も含め必要な予算は確保できたのか伺う。

また、私たちが実施したアンケート結果では、勤務している省庁によって取扱

いが異なる給与や手当、婦人科検診の受診など待遇に対する不満、夏季特別休暇

の新設をはじめとする休暇制度の充実、などの意見があげられたところである。

農林水産行政の推進に必要な非常勤職員の待遇改善に向け、給与や諸手当の改善、

婦人科検診の受診、夏季特別休暇の新設を求める。

（青山秘書課長）

非常勤職員の雇用を含めた事務費については、各種施策の推進に必要な予算が

確保されたものと考えている。

当省における非常勤職員の給与については、先程申し上げたとおり、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し合わせの「国家公
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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、改善を図るこ

ととしており、休暇制度も含め、引き続き関係機関等の動向を注視してまいりた

い。

なお、健康診断については事業の充実を図る観点から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、ハラスメント防止対策についてである。

私たちが昨年秋に実施した労働条件点検アンケート結果を踏まえ、それぞれの

事案について確認した上で、必要な対応や改善を求めてきたところである。

パワハラなどのハラスメント行為は、まさに職員の権利や人権、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。

今回の調査結果では、管理職による理不尽な業務命令、叱責、威圧的な態度や

発言のほか、身体や性別に対する差別などが明らかとなっており、回答で示され

た再発防止策では根絶が図られないのではないか。

農林水産省の全ての職場からパワハラ等を根絶するため、管理者に対する更な

る指導の徹底と対象者への厳正な対処が必要と考えるが、どのように考えている

のか伺う。

（青山秘書課長）

ハラスメント防止対策については、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・ハラスメントの防止等について徹底しており、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、国家公務員宿舎等についてである。

国家公務員宿舎使用料の見直しに基づき、段階的に使用料が引き上げられ、本

年４月に最終改正されることとなる。

宿舎使用料が再設定される入居者に対しては丁寧に説明することを改めて求め

るとともに本年４月の人事異動に伴う必要な宿舎戸数について確保できたのか伺

う。

また、「必要な宿舎の確保に努める」との回答が示されたが、地域事情に応じ

た必要戸数の見直し・弾力的な対応や部分廃止宿舎の有効活用などを図ることが

重要と考えるが、国家公務員宿舎廃止計画の終了を踏まえ、必要な宿舎確保に向

けどのような対応・対策を考えているのか伺う。

更に、４月の人事異動について、転居を伴う異動者からは、引越し事業者の確

保が困難となっている状況や料金の高騰により多額の自己負担となっている実態

が報告されているが、人事企画を行う農林水産省当局として、どのような実態を

把握し、具体的な対策を講ずるのか伺う。
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（福原大臣官房参事官（経理））

国家公務員宿舎使用料の見直しについては、本年４月からの関係政省令の改正

を受け、職員掲示板等にて周知を行っているところであり、職員個人からの問合

せがあった場合にも、個別に対応していくこととしている。

また、本年４月の人事異動により転居を伴う職員の宿舎については、必要な宿

舎戸数について、確保できる見込みである。

なお、今後必要な宿舎の確保については、各地域・機関ごとの宿舎事情を把握

しつつ、財務本省及び各地方財務局等に対し、設置状況等の聞き取りや要請を行

うなど、合同宿舎のほか他省庁宿舎を含め、真に公務に必要な宿舎の確保に努め

る考えである。

本年４月の引越業者の確保が困難な状況については、一部報道等において懸念

が伝えられていたことから、宿舎の入退去見込みを早期に把握するとともに、財

務局等と連絡を密にし代替可能な宿舎戸数の確保等の対応に努めたところである。

（岡本書記長）

ただ今、本日段階の回答を受けた。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、残念ながら私たちの要求に応えたものとはなっていな

い。

これまでも申し上げてきたとおり、自らの労働条件に大きな影響を与える多く

の課題が山積する中で、組合員は組織や生活への将来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、日夜懸命に農林水産行政に従事している。

当局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、

引き続き最大限の対応をいただきたい。

（水田官房長）

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

取り組んで行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。

（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 －


