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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28年12月19日（月）10:59～11:35（36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 荒川 隆 大臣官房長

同 青山 豊久 大臣官房秘書課長

同 坂本 修 大臣官房地方課長

同 菅原 誠治 大臣官房参事官（経理）

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 山田 裕典 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 渡辺 由一 財政局長兼調査交渉部長

同 武藤 公明 組織教宣部長

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当）

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2016秋闘要求書回答

（全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（山田秘書課調査官）

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、

「Ⅵ 労働諸条件の改善について」の「１の（１）、（２）、（３）、（４）、

３の官用車の安全対策の部分、６」

「Ⅶ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１の（１）、（２）、３の

（２）、（３）」

「Ⅷ ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について」の「１、２、

３」

「Ⅸ 福利厚生施策等について」の「１、２、３、４」

「Ⅺ 人事評価制度について」の「１、２、３」

「Ⅻ 非常勤職員制度等について」の「３、５」

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
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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、地震等の災害からの復興・

再生はもとより、公務・公共サービスの担い手として、国民の生活を支えていく

ために日夜自らの職務遂行に邁進している。

このような中で、2017年度予算、組織・定員、組織再編、労働条件の維持・改

善などを要求事項とした要求書を11月16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

る回答を示していただきたい。

（荒川官房長）

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）

初に、交渉事項のうち、Ⅵの労働諸条件の改善について回答させていただく。

１の（１）から（３）の超過勤務の縮減等については、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

おり、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、１の（４）の両立支援制度については、これまでも職員掲示版への掲載

などにより周知を図ってきたところであるが、平成29年１月１日に施行される、

勤務時間法改正に伴う介護休暇等の制度改正、育児休業法改正に伴う育児休業等

の対象となる子の範囲の拡大についても、訓令等の整備を早急に進め、担当職員

への説明、職員への周知に取り組む予定である。また、介護に関しては、育児と

比べ制度の理解が進んでいないと認識しており、今年度導入した介護に関しての

状況確認シートも活用しつつ、制度の周知の工夫に取り組んでまいりたい。

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

・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。
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続いて、Ⅷのワークライフバランスの推進、女性の労働権確立についてである

が、平成28年３月25日に改定した「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」に基づき、両立支援制度の周知やテレワークの推進拡大

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て

まいりたい。

また、採用については、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、農林水産省全体の女性の採用割合は、獣医職・畜産職等

を含め、平成28年度において40.3％であり、すでに同取組計画の目標35％程度を

上回っている状況である。

今後、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、女性が働

きやすい環境の整備を進めてまいりたい。

このほか、平成28年７月29日の閣僚懇談会で示された「霞が関の働き方改革を

加速するための重点取組方針」を踏まえ、実効性のある取組を進めてまいりたい。

次に、Ⅸの福利厚生施策等についてお答えする。

本年４月に改定された「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、管理職員、課長補佐及び係長相当職への昇任時に心の健康づく

り等に関する研修の必修化、ストレスチェック制度の円滑な実施、外部専門機関

の活用による相談体制の整備、職場復帰支援や再発防止に関して各府省間の情報

共有等を図るなど、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、平成22年に「農林水産省職員の心の健康づくりのための指

針」を発出するとともに、昨年10月、新たに「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」を施行し、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る。

また、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した職員が職場に復帰する際に

は、人事院の「試し出勤」制度を一層活用し、円滑な職場復帰のための面談と再

発防止のための職場復帰計画を作成し、復帰の支援を着実に実施しているところ

である。

さらに、ストレスチェックについては、本年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、適切に実施してまいりたい。

職員のメンタルヘルス対策は円滑な業務運営の観点からも重要な課題であり、

引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

なお、レクリエーション経費については、平成28年度も各府省統一で予算要求

は見送られたところである。

職員の心身の健康保持、コミュニケーションの場としてのレクリエーションの
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重要性は認識しているものの、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してまいりたい。

次にⅪの人事評価制度についてである。

人事評価の結果については、評価者が付す「個別評語」が調整者による評価の

甘辛の補正などの調整を経ていないことを考慮し、開示範囲を「全体評語」に限

定しているが、期末面談に当たっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、引き

続き指導してまいりたい。

また、人事評価の苦情処理に当たっては、事実調査の際に同席人を希望するか、

本人以外の者からの聴取、調査等を希望するか選択できることとしており、客観

的な事実関係の確認に努めているところである。

日常的な指導・助言やコミュニケーションについては、人事評価制度にかかわ

らず、組織内の意識の共有や業務改善等につながるほか、職場の実情を把握する

上で も基礎的な手段と認識している。

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、十分理解の得られる人事評価

となるよう尽力してまいりたい。

評価者訓練については、内閣人事局、人事院が主催する評価者講座等に、地方

機関を含む各部局の評価者を可能な限り多く参加させるとともに、農林水産省主

催の管理者研修においても、評価制度や評価結果の活用について、可能な限り分

かりやすく解説している。

なお、評価結果の活用方法については、評価者訓練において十分周知している

ほか、各職員に対しても昇任・昇格等に活用される重要事項である旨機会を捉え

て周知しているが、引き続き、評価制度等への理解が更に深まるよう取り組む考

えである。

続いて、Ⅻの非常勤職員制度等についてである。

３の期間業務職員の処遇については、政府全体で同一的な取扱いとなるように、

制度官庁における検討状況を注視しながら、適切に対応してまいりたい。

５の非常勤職員の給与改定については、これまでも一般職給与法改正に準じて

給与水準の改定を行っているところであり、本年度についても同様に措置する考

えである。

（坂本地方課長）

続いて、Ⅵの労働諸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、ＡＢＳ等の安全装置

を搭載した車両を購入しているところである。

なお、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は、今後の
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普及状況等を勘案しながら、導入を検討してまいりたい。

（菅原参事官（経理））

続いて、Ⅶの国家公務員宿舎の確保等について私からお答えする。

国家公務員宿舎の削減については、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。

また、１の（２）の独法敷地内の財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等につい

ては、廃止宿舎の入居状況等を勘案しながら各財務局等と退去期限の後倒しや宿

舎貸与の弾力的運用等について、宿舎ごとに調整を行ったところであり、官房と

しても各局庁と連絡を密にして、入居者が全て退去するまで、引き続き、真摯に

対応を行う考えである。

なお、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の本文の個別課題の解決については、国家公務員宿舎は、職員の仕事と生活

の基盤となる重要な事項であるが、国家財政や公務員に対する国民の厳しい視線

なども考慮しなければならないと認識している。

個別課題の解決に当たっては、官房、各局庁及び省内の各維持管理機関が一体

となって、できることから一つずつ実現するよう、引き続き努力する考えである。

また、３の（２）の退去及び転居を余儀なくされる職員に対する支援について

であるが、今般財務省が合同宿舎の入居者募集を行うことを受けて、退去要請は

当分の間行わないこととしたが、引き続き、各官署等において近隣の不動産業者

の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行うとともに、農林水産省共済組合本部及び各

支部並びに農林水産省生活協同組合においても、民間賃貸住宅や分譲住宅等の情

報を提供してまいりたい。

なお、３の（３）の組織の統合や人事異動に当た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、引き続き努力してまいりたい。

（岡本書記長）



- 6 -

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、先ずは主要な事項４

点について、私から重ねて要請する。

１点目は、2017年度予算、組織・定員要求についてである。

まずは、予算要求についてである。2017年度予算については、各種施策を着実

に推進するために必要不可欠な予算の満額確保を要請する。特に、国営土地改良

事業所等において、業務を推進する上で重要な超過勤務手当や旅費・庁費などの

諸経費・工事雑費は、当初予算にしか計上されないことから、満額確保を重ねて

要請する。

また、第４期中長期目標・計画期間等に移行した独立行政法人においては、各

法人の事務・事業の円滑な推進に必要な予算確保を図るため、農林水産委員会の

附帯決議を踏まえ、主務省として責任を持って査定省との折衝に万全を期すこと。

次に、組織・定員要求についてである。

私たちは、11月11日～17日に各植物防疫所本所において職域対策会議を開催し

てきた。対策会議では、政府が推進する農林水産物の輸出拡大に伴う検疫対象物

の拡大や訪日外国人旅行者の急激な増加などによる輸出入検疫業務の増加に加え、

出張所統廃合による管轄区域の広域化により、応援体制が慢性化するなど組合員

の厳しい業務実態が出された。

また、11月22日に開催した動物検疫所職域対策会議においては、増加する輸出

検疫業務に対応している中で、女性職員の比率が高い職場における安心して働き

つづけられる職場環境の整備と仕事と家庭の両立支援策の確実な実施に必要な人

員の確保、代替要員の確保が求められた。

更に、12月２日～16日に各農政局で開催した国営土地改良事業所等対策会議に

おいては、年々増加する農業農村整備事業費等の予算・事業に対し、必要な人員

が配置されていないため、超過勤務が常態化するなど厳しい職場実態と事業完了

地区が増加するなか新規の玉出しなど将来展望に対する不安などの意見が出され

た。

それぞれの対策会議終了後、各所長等に現場の声を聞いていただいたところで

あるが、消費・安全局、農村振興局においても現場の声を十分に踏まえ、課題改

善に向けて 大限の努力を求める。

現在、査定省との折衝は 終局面を迎えていることと思うが、農林水産行政の

円滑な推進と組合員の労働条件を確保するため、組織・定員要求の満額確保を強

く求めるとともに、予算、組織・定員要求決定後は、新年度の業務運営が課題と

なることから、労使間意見交換会において、私たちと十分な論議を行い、円滑な

業務執行体制の確立を求める。

２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政府は、当面、再任用の義務化を進めるとしている

が、定員事情の厳しい農林水産省において、職員の希望どおりの再任用の定員を
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確保するため、定員管理の弾力化などの対応を行っているのか伺う。

また、職場における再任用職員の割合が年々高くなる中で、フルタイム再任用

職員による責任を持った業務対応が重要である。再任用職員がモチべーションを

維持し、若年層や中堅層職員への技能・ノウハウの継承など、やりがいを持って

働ける環境づくりの確立を求める。

３点目は、組織再編についてである。

昨年10月の組織再編以降の諸課題については、将来的にも現体制のもと全国各

地で農林水産行政を推進し、組合員の雇用と労働条件を確保するため、昨年５月

に衆参農林水産委員会で採択された附帯決議に基づいた組織体制を当局が責任を

持って実現することを強く求める。特に、これ以上の地方組織に偏重した人員削

減は、円滑な農林水産行政の推進の確保が困難となることから、定員削減の割当

てにあたっては、このことを念頭に慎重な対応を求める。

また、地域における農林水産行政の円滑な推進と地方農政局業務の継承、「現

場と農政を結ぶ業務」等を幅広く経験させるため、本局等所在地の県域拠点に、

採用後２年目から３年目の者を併任配置し、担当業務の検証を行うとしていたが、

どのような検証が行われているのか伺う。組織の活性化、人材育成を図るため、

地方農政局県域拠点に新規採用者を含む若手職員を配置することは喫緊の課題で

あり、来年度からの配置に向け、検証結果について私どもと十分に意見交換を行

うよう求める。

４点目は、級別定数改定についてである。

農林水産省では、相次ぐ定員削減や新規採用の抑制により人員が大幅に削減さ

れる中で、全国各地で農林水産政策を推進している。また、行政ニーズが高まる

中で、全ての機関・職域で業務は複雑・高度化していることから、職責の重さに

応じた処遇改善を図ることが必要である。

私どもも人事院に対して10月27日に要求書を提出し、ブロック担当中央執行委

員も参加する中で、現場実態を踏まえた級別定数の拡大を求めてきたところであ

る。

こうした職責の重さ・高まりに応じた処遇改善が図れるよう級別定数の確保に

向け 大限の努力を求める。特に、未だ改善が図られていない地方農政局県域拠

点や国営土地改良事業所等における定数拡大が実現できるよう求める。

（荒川官房長）

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。

平成29年度予算、組織・定員については、農林水産業を成長産業にするととも

に、美しく伝統ある農山漁村を次世代に継承できるよう、農業農村整備事業、動

植物検疫を含めた農林水産業をめぐる諸課題に的確に対応し、農政新時代を切り

拓くために必要な予算・定員が確保できるよう査定当局との調整を進めてまいり
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たい。

また、独立行政法人の平成29年度予算については、中長期目標等の達成に向け、

各独立行政法人の事務・事業が確実に遂行されるよう、引き続きその確保に万全

を期してまいりたい。

なお、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。

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て、再

任用に必要な定員・定数の確保に努めていく考えであり、職員が長年培った能力

・経験を有効に発揮していただけるような条件を提示できるように取り組んでま

いりたい。

なお、再任用の定員を確保するための定員の弾力的取扱いについては、他府省

の動向も見つつ、適切に対応してまいりたい。

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

議の主旨を踏まえ、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。

なお、組織再編後の地方組織の必要な定員措置については、現下の農林水産省

の政策課題に的確に対応するとともに、業務の状況を考慮して対応してまいりた

い。

（青山秘書課長）

今年度の行政系一般職員の本局等所在地の県域拠点への併任配置は、地域にお

ける農林水産行政の円滑な推進と地方農政局業務の継承のための、中長期視点に

立った計画的育成に係る問題点等を把握することを主眼に「現場と農政を結ぶ業

務」を中心に行っているものである。

今後は、平成29年４月からの本局等所在地の県域拠点への配置を基本としつつ、

担当業務等を検討してまいりたい。

級別定数改定についてお答えする。職責の高まりに応じた処遇改善を図ること

は、優秀な人材の確保、職員の士気の高揚による公務能率の一層の増進を図るこ

とからも必要であり、地方農政局県域拠点や農地事業所等を含め、級別定数の確

保について、引き続き努力してまいりたい。

（渡辺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、再度当局見解

を伺う。

１点目は、仕事と家庭の両立支援制度についてである。
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職員一人ひとりが、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じた多様な

働き方を選択し、男女ともに働き続けられる職場とすることが求められている。

先程、農林水産省における女性の採用割合が「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%を上回っているとの回答が示され

たが、植物防疫所、動物検疫所の対策会議では、女子更衣室や女性用トイレの不

備などが報告されており、子の看護休暇の拡大をはじめ、女性職員が働きやすい

職場環境の整備が急務である。来年１月からは両立支援策の改正により、育児休

業等における「子」の対象の拡大、介護休暇の分割取得や介護時間の新設など制

度面は拡充される。既に制度化されている育児時間などをはじめ、これらの制度

を積極的に活用できるよう、人員の確保を含めた職場環境を確立するよう求める。

また、これら訓令等の整備にあたっては、労働組合に情報提供するとともに、意

見を反映するよう求める。

（青山秘書課長）

両立支援制度に関する職場環境の整備については、「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」に基づく取組を進めてまいりたい。

また、来年１月１日に施行される、勤務時間法の改正及び育児休業法の改正に

伴う訓令等の整備を進めているところであり、御要請の趣旨を踏まえつつ、適切

な対応に努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減についてである。

この間も国営土地改良事業所等における慢性的な超過勤務の解消を強く求めて

きたところであるが、対策会議では、管理職からの声かけや事前命令の改善は図

られているとの意見も出されたものの、根本的な改善に至っていないとの意見が

多く出されており、健康問題につながりかねないことを危惧している。

全ての職員が健康で働き続けるためには、長時間労働の解消イコール超過勤務

の縮減を実現する必要がある。

この間も求めているが、新たな勤務時間管理手法をはじめとするより実効ある

超勤縮減策を打ち出し、職員がその効果を実感できるような具体的な対応を図る

こと。

なお、業務上必要な超過勤務については業務の進捗状況等を踏まえるとともに

組合員との意思疎通を図った上で、事前命令の徹底や、命令に伴う超過勤務手当

について全額支給となるよう必要な予算の確保を強く求める。

（青山秘書課長）

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などの具体的な対策

を講じているところであるが、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
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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いる。必要な予算は引き

続き確保に努めていく考えである。

（渡辺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、10月～11月に「労働条件点検期間」を設定し、当局によるパワハラ

やセクハラと受け止められる実態を検証するため、アンケート調査を実施し課題

や問題を把握するなど、明るく働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してい

る。今回については、人事評価の期首・期末面談の実施状況も把握しているとこ

ろである。調査結果がまとまり次第、必要に応じて対策を求めるので、誠意を持

って対応すること。

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、追跡調査を行う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やセクハラを根絶するため、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、来年１月から人事院規則の改正に伴いマタハラへの対策が重要となるが、

農林水産省としての具体策について伺う。

（青山秘書課長）

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

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

取り組んでまいりたい。

また、来年１月から「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

等について」新たに人事院規則が施行されることから、当該ハラスメントの防止

等について、秘書課長通知を新たに定めるとともに苦情相談体制を整備し、その

防止に努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

後に、国家公務員宿舎についてである。

先程、「財務省が合同宿舎の入居者募集を行うことを受けて、退去要請は当分

の間行わない」との回答が示されたが、省庁別宿舎についても同様の対応を行う

との理解でよいか。また、このような対応が行われている中で、４月の人事異動

に必要な宿舎をどう確保していくのか伺う。

退去基準については、各原局毎に必要戸数を管理するのではなく、全国及び地

域内調整を可能とするため、農林水産省や管区・都道府県など地域毎に管理でき
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る体制とすることを強く求めてきたが、削減計画終了後の退去基準のあり方につ

いて私たちと十分に論議を行い、意見を反映するよう求める。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。

（菅原参事官（経理））

退去要請の取扱いについては、省庁別宿舎も同様の対応としている。また、人

事異動時期の宿舎配分は各財務局毎の対応が異なるため、各財務局の対応方法を

確認しつつ、必要に応じて要請を行い、人事異動時期の宿舎の確保に向け対応す

る考えである。

退去基準のあり方は、財務省の削減計画終了以降の宿舎行政の方針等を確認し

た上で、各維持管理機関ごとの課題等を整理し検討していく考えである。

（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組合員の労働条件の維持・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 大限対応いただきたい。

（荒川官房長）

本日は、農業農村整備事業や動植物検疫など、職場における諸課題について職

員からの声をお聞かせいただいた。

将来にわたって国民の期待に応えられる農林水産施策を展開していくためには、

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職場となるよ

う引き続き努力してまいりたい。

（山田秘書課調査官）

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 －


