
- 1 -

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24年８月７日（火）10:43～11:32(49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 本川 一善 大臣官房長

同 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 新井 毅 大臣官房文書課長

同 山口 道彦 大臣官房厚生課長

同 髙野 浩文 農林水産技術会議事務局総務課長

同 宮浦 浩司 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 渡辺 由一 調査交渉部長（非現業担当）

同 原子 秀夫 調査交渉部長（独法担当） 外

４．議 題：2012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

（宮浦秘書課調査官）

ただいまから、全農林要求に基づく交渉を開始する。

（柴山書記長）

国家公務員を巡っては、給与改定・特例法案の施行や退職給付及び共済年金職

域部分の見直し、総人件費改革の一層の推進による定員削減や新規採用の抑制な

ど、雇用や労働条件に大きな影響を与える課題が山積している。

そのような中で、当面する課題について取りまとめ、７月６日に郡司大臣に対

して要求書を提出したところである。

また、全農林は、７月12日から13日に宮城県松島町で第58回定期大会を開催し、

向こう１年間の運動方針を確認するとともに、公務労働者として東日本大震災か

らの復興、再生に全力を尽くす決意を固め合ったところである。大会では、定員

削減による要員不足、新規採用抑制による組織の将来展望への不安、組織再編後
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の人員配置、業務運営などについて、多くの課題が出されたところである。

国民の期待に応え、農林水産行政サービスを円滑に、そして確実に実施してい

くためには、雇用の安定と労働条件の維持・改善が不可欠である。

要求している各事項は、いずれもが切実な課題であり、農林水産省当局として

解決できる事項は早急に対応するとともに、関係機関への要請事項についても、

特段の対応を要請する。

（本川官房長）

７月６日に要求書が提出された際、郡司農林水産大臣が申し上げたとおり、各

交渉事項の担当課長からそれぞれ回答させたい。

（枝元秘書課長）

最初に、要求書のうち、Ⅷの「労働諸条件に改善について」の１、２、４、５

及び10、Ⅸの「男女平等の公務職場の実現について」、ⅩⅠの「新たな人事評価

制度について」並びにⅩⅡの「労使関係について」について回答させていただく。

まず、Ⅷの１の在庁時間の削減等について、Ⅷの２の超過勤務の縮減及び超過

勤務手当について及びⅧの５の超過勤務の縮減について。

農林水産本省では、超過勤務縮減に向け、一人当たりの年間超過勤務時間が36

0時間を超えないように努めること、管理職員は、勤務時間外になってからの業

務指示を行わないように努めること、各課内での意見交換や班毎の業務スケジュ

ールの作成により、予め日程調整を行う等業務の平準化を図ること等、具体的事

項を定め、取り組んでいるところである。

また、経済情勢などに即して業務上の課題が変化する中では、既存業務の効率

化を図りながら新規課題に取り組むことが必要である。

今後とも、各局庁における超過勤務縮減の取組の検証を定期的に行うとともに、

超過勤務を命じる場合には、勤務時間内に行うよう努めてまいりたい。

さらに、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ため、超過勤務命令に従って勤務した

時間に対しては、超過勤務手当を適切に支給しているところである。

次に、Ⅷの４の組織再編後の人員配置に伴う勤務条件上の課題について。

昨年９月の組織再編については、本省・出先機関ともに大規模な改編であった

ことから、それぞれの職場環境が大きく変化したと認識している。

働きやすい職場とするためには、日常的なコミュニケーションが大切であるの

で、職員の皆さんの意見によく耳を傾けてまいりたい。

次に、Ⅷの10のセクシュアル・ハラスメントの防止等について。

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、これまでに、秘書課長通知

により、管理者において、日頃から職員の言動に十分な注意を払い、苦情の相談

や申出があった場合には、真摯かつ迅速に対処するよう徹底しているところであ
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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（通知）」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。

相談体制については、日常的な苦情等の相談に応じ、助言、指導、両当事者間

の和解のあっせん等の措置を講じる体制を整えており、職員掲示板により周知し

ているところである。

これらの取組については、これまでも会議や研修の場において、管理監督者等

に対して徹底しているが、引き続き防止策の徹底に取り組んでまいりたい。

次に、Ⅸの男女平等の公務職場の実現について。

男女共同参画を推進する上で、国家公務員においても、女性職員が意欲と能

力を十分に発揮できる環境を整備していく必要があると考えており、農林水産

省としても、「第３次男女共同参画基本計画」や本年１月に変更した農林水産

省の「女性職員採用・登用拡大計画」に沿って、女性の採用・登用の拡大や、

女性が能力を最大限に発揮して輝くことができる環境の整備を進めていく考え

である。

拡大計画に示された目標の実現に向けて、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、人事評価制度を活用した能力・実績主義による人事

配置、女性職員による仕事・生活上の相談受付体制の充実などの具体的な取組

を着実に進めてまいりたい。

次世代育成支援対策推進法に基づく「農林水産省特定事業主行動計画」（行

動計画）については、これまでの目標の達成状況等を検証した上で、平成22年

３月に変更を行ったところである。

また、男性の育児休業取得率について、平成22年度実績値が5.1％となり、

行動計画における平成26年度までの目標値５％を達成したことから、新たに当

該目標値を10％に引き上げる変更を平成23年12月に行うとともに、変更後の行

動計画及び両立支援制度に係るパンフレット等を職員掲示板に掲示し、職員に

周知を図ったところである。

今後とも、男性職員の育児休業等の取得促進を図るため、仕事と育児の両立

支援制度を特に男性職員に周知すること等によって、引き続き育児休業等が取

得しやすい勤務環境の実現に取り組んでまいりたい。

次に、ⅩⅠの新たな人事評価制度について。

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を申し出ることとし、事実関係の
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確認に努めているところである。

さらに、日常的なコミュニケーションについては、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最も基礎的な手段であるので、

今後とも奨励することとしたい。

このほか、評価者の訓練については、今後とも、総務省人事・恩給局や人事院

人材局が主催する評価者研修に、地方機関を含む各部局の評価者を可能な限り参

加させるとともに、農水省主催の管理者研修においても、評価制度及び評価結果

の活用について、可能な限り分かりやすく解説するなど、評価者への評価制度等

の周知を更に徹底する考えである。

次に、ⅩⅡの労使関係について。

働きやすい職場の確立については、これまでも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作りに努めてきたところ

であるが、今後とも風通しの良い職場となるよう努力してまいりたい。

また、労使対応については、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、丁寧に対応する考えである。

（新井文書課長）

次に、Ⅳの「独立行政法人関係について」のうち節目ごとの説明などについて、

回答させていただく。

独立行政法人の抜本的見直しに伴う個別法の改正など組織見直しに当たっては、

要請を十分に踏まえ、節目ごとに説明してまいりたい。

（山口厚生課長）

最後に、Ⅷの「労働諸条件の改善について」の６及び７のうち公務員宿舎の確

保関係、Ⅹの「福利厚生施策の充実について」のうち、レクリエーションの理念

の再構築や事業の復活について回答させていただく。

まず、Ⅷの６の原子力災害対策に従事する職員の健康安全対策について。

原子力災害対策に従事する職員の放射線障害の防止対策については、人事院規

則10－５に基づき、健康安全対策が図られているところである。

特に東日本大震災においては、昨年６月に指示文書を発出し、福島第一原発か

ら20キロメートル圏内等における作業等に関して、被ばく線量の計測・記録を行

うことや、安全教育の徹底を行うこと等の安全対策を図ってきたところである。

また、今回の原発事故の放射性物質により汚染された土壌等の除染等に従事す

る職員の放射線障害の防止対策として、本年１月より被ばく線量の測定、記録等

を行うこととしているほか、７月からは、新たに除染特別地域等において除染を

目的としない復旧作業等に従事する職員に関しても、被ばく線量の測定等を行っ

ているので、今後とも適切に対応してまいりたい。
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次に、Ⅷの７の公務員宿舎の確保について。

公務員宿舎の確保については、個別宿舎の長寿命化や廃止の振り分けに関する

財務省との調整後、職員への周知や入替宿舎の提示等により円滑な宿舎の入退去

を行う考えである。

次に、Ⅹの福利厚生施設の充実について。

メンタルヘルス対策については、一昨年「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、この指針を着実に実行に移すため、昨年１月

に本省、昨年４月には地方農政局等で「心の健康づくり計画」を策定・施行して

いるほか、今年度もメンタルヘルスに関する管理監督者研修等の充実・強化を図

っているところである。

また、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

ョンの重要性については、十分認識しているところであるが、国家公務員に対す

る国民の厳しい目線を考慮し、レクリエーション経費については、平成24年度も

各府省統一で予算要求を見送ったところであり、今後とも政府内の議論に適切に

対応する考えである。

（柴山書記長）

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、先ずは主要な事項に

ついて、私から重ねて要請させていただく。

１点目は、農林水産政策の拡充・強化についてである。

ＴＰＰについては、カナダ・メキシコがＴＰＰ交渉参加を表明したことを受け、

財界やマスコミは日本のＴＰＰ交渉参加にむけた圧力を強めている。このような

中、政府は社会保障と税の一体改革の法案成立後、交渉参加を表明するとの報道

がされているが、７月12日の予算委員会で野田総理は「ＴＰＰの交渉参加は政府

として判断するが、党内の議論をよく踏まえて対応するので、一方的に進めるこ

とはない」との見解を示している。

党内では、現在、党の経済連携ＰＴにおいて検討が進められているが、ＴＰＰ

に関する懸念事項が多く出されている。

日本農業に壊滅的打撃を与え、日本社会のあり方を変えるとともに、中国、イ

ンドネシア、タイ等が参加しないＴＰＰに入っても、政府が言う「アジア太平洋

の需要を取り込む」ことにはならないことから、ＴＰＰ交渉には参加しないよう

強く求める。

次に、農業者戸別所得補償制度についてである。

大臣への要求書提出の際にも要請しているところであるが、全国知事会並びに

全国町村会からも平成25年度予算に関する提案・要望のなかで、本制度の法制化

を含め、安定的・継続的な制度とするよう求められている。与野党協議を含め困

難な状況にあるが、引き続き法制化に向け対応願いたい。

次に、規制・制度改革委員会に設置された農業ワーキンググループへの対応に
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ついてである。

農業ワーキンググループにおける検討に当たっては、農林水産行政の展開に支

障を来さないよう対応する必要があると考えるが、農林水産省として、この間ど

のように対応してきたのか、また、今後の対応方針について伺いたい。

２点目は、2013年度予算、組織・定員要求等についてである。

まず、予算について。

政府は、成長戦略の道筋となる「日本再生戦略」を閣議決定し、エネルギー、

健康、農林漁業を重点分野として優先的に取り組むとしている。こうした中、民

主党は、2013年度予算案の編成作業で党の関与を強めるとし、８月の各府省によ

る概算要求から事前審査の対象とするとともに、７月25日に党主催で事業仕分け

を行い、要求段階から各府省における類似施策の重複排除を徹底するとしている。

このような状況の中で、東日本大震災からの復興・再生や「食と農林漁業の再

生のための基本方針・行動計画」に基づく戦略の集中展開など、持続可能な力強

い農林水産業を育てるための施策展開に必要な予算を確保するよう最大限の対応

を要請する。

また、独立行政法人の事務・事業の推進に必要な運営費交付金、施設整備費補

助金など必要な予算を確保するとともに、政府の要請に基づく東日本大震災から

の復旧・復興対策に係る事業、放射能汚染によって生じた支出や職員の被爆防止

に関する経費等については、通常の運営費交付金とは別枠で必要な予算を確保す

るよう要請する。

次に、組織・定員要求について。

本年度の定員削減は昨年と同数であり、配置転換で対応してきた定員削減数が

引き続き求められている。一方、増員要求は昨年度と比べ大幅な増加となったが、

要求の３割程度であり、厳しい状況にある。定期大会やこの間に開催した各職域

対策会議では、各職場において、定員削減によって要員不足となっている深刻な

実態が報告され、これ以上の定員削減は、農林水産施策の推進に支障を及ぼすこ

とが危惧される。また、「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」に

基づく再任用の義務化にも悪影響を及ぼすことが懸念される。

震災からの復興・再生にかかる農林水産省の役割は極めて重要であり、これら

の事務・事業の推進には、時間と労力が必要と考える。

したがって、2013年度の組織・定員要求に当たっては、食と農林漁業の再生に

向けた施策展開、食の安全・消費者の信頼確保、日本再生戦略の重点事項である

農林漁業の展開など、農林水産施策の推進に必要な定員を確保するとともに、こ

れまでと同様な定員削減が求められないよう、しっかり対応すること。

３点目は、独立行政法人関係についてである。

政府は、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づき、通則

法の改正法案を本国会に提出し、次年度に向けては個別法の提出が予定されてい

る。
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基本方針に基づく具体的な制度改正や個別法の策定においては、この間も要請

してきたが、組合員の雇用と労働条件が確保されること、農林水産政策の推進と

一体的に事務・事業を展開する組織が維持されること、農林水産省所管法人の中

期目標・中期計画の遂行・達成、自主的・自律的業務運営に支障を来さないこと

などが重要である。定期大会では、法人統合に向けた検討状況はどうなっている

のか、検討に当たっては組合員の意見を十分に聞き反映すべきだなどの意見が多

く出されている。主務省は法人統合に主体的に関わっていることから、節目毎に

説明するなど責任ある対応を要請する。

なお、独立行政法人に関連して、要求書に記載されていない事項ではあるが、

この場を借りて敢えて一言申し上げる。

現在、全農林独立行政法人労働組合と各独立行政法人は、労組法等が適用され

る労使関係性のもとで、2011年度の賃金改定交渉を行っているが、法人側は、給

与削減の進捗状況について財務省から照会があり、これを受けて主務省から国と

同様の削減と交渉の促進を厳しく求められているとしている。

このことは、３月14日に森本政務官に春闘要求書を提出した際に、棚村委員長

が「独立行政法人の給与に関しては、閣議決定にもあるとおり、各法人における

自律的・自主的な労使関係を前提に、労使により自主的に決着すべきものである。

とりわけ、国家公務員における「平成23年度人事院勧告の実施に伴う年間調整」

については、法人に対して何らの措置を求めることがないよう強く求めておきた

い。」と要請したのに対し、政務官から示された「独立行政法人の賃金について

は、言われるとおり労使により自主的に決着することが基本と考えており、大臣

にもその旨お伝えしていきたい。」との見解を反故にする対応であり、私たちと

しては容認できない。

主務省として法人当局に対し、どのような対応を行っているのか明らかにする

とともに、独立行政法人の労使関係性と民間法制における賃金決定システムを十

分尊重するよう要請する。

４点目は、賃金要求についてである。

本年の人事院勧告については、人事院に対し「国家公務員の給与については、

現実に減額支給されていることに変わりはなく、本年の勧告によって、これを更

に引き下げるといったことはあってはならない。国公法に規定されている職員の

利益を擁護するという人事院の使命を踏まえ対応するよう」強く求めている。

また、50歳台職員の昇格・昇給制度の見直しについて、人事院は、50歳台の昇

格・昇給制度の具体案を示した。これに対し、私たちは、50歳台の官民給与差が

埋めるべき格差なのか納得できる説明がないこと、50歳台後半のみならず50歳台

前半、40歳台後半も抑制されていること、十分な議論の時間もなく拙速な見直し

となりかねないこと、臨時特例減額期間中に更に抑制する必要がないことから、

提案内容どおりに実施することは到底認められないとしている。

人事院勧告を巡っては、勧告が目前に迫っているが、先程申し上げたとおり、
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私たちの要求を踏まえ、対応願いたい。

５点目は、退職手当制度及び共済年金職域部分の見直しについてである。

退職給付は、公務員労働者にとって重要な勤務条件であり、退職後の生活設計

に大きな影響を与えることとなる。特に、現在、国家公務員給与の臨時特例引下

げが実施されており、そのことを十分に踏まえた対応となるよう制度官庁に要請

してきたところである。本日、官民較差分を退職手当で解消し、３段階の経過措

置とした退職手当法の改正について閣議決定されたが、その内容は、大変厳しい

ものであり、職員の士気への影響も懸念されるところである。

今後、被用者年金の一元化に伴う共済年金職域部分の廃止と新たな年金制度の

あり方についても検討が行われるが、労働組合と十分に交渉・協議し、合意のも

とに進められるよう、制度官庁に要請いただきたい。

（本川官房長）

１点目の環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）について。

ＴＰＰについては、関係国との協議を進め、各国が我が国に求めるものについ

て情報収集に努めるとともに、十分な国民的議論を経た上で、ＴＰＰ交渉参加に

ついて結論を得るとの方針である。

これまでの協議では、例えば、関税撤廃について、全ての品目を７年以内に関

税撤廃すべきであることを多くの国が支持しているなど、厳しい考え方も伝えら

れていると承知している。

関係国との協議を進めていく中で、どのようなメリット・デメリットがあるか、

関係省庁と協力しつつ、情報の収集・開示を進めて、十分な国民的議論を行って

いくことが重要である。

２点目の農業者戸別所得補償制度について。

農業者や地方公共団体からは、戸別所得補償制度を安定的に実施してほしいと

の要請が多数寄せられているところである。

国民から見て安心できる制度とする観点から、早急に法制化できるよう努力し

てまいりたい。

３点目の規制・制度改革委員会に設置された農業ワーキンググループについて。

本年５月に規制･制度改革委員会の下に設置された農業ワーキンググループの

検討テーマについては、かねてより「食と農林漁業の再生のための基本方針･行

動計画」を踏まえたものとするよう申し入れてきたところである。

７月12日には第２回農業ワーキンググループが開催され、「基本方針･行動計

画」について意見交換が行われるなど、農業の体質強化･競争力強化を図る観点

から検討が進められているところである。

農林水産省としては、今後とも規制・制度改革を着実に実施するとともに、農
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業の成長産業化に向け、現場のニーズを踏まえた建設的な議論がなされるよう協

力していく考えである。

４点目の平成25年度予算、組織・定員要求について。

平成25年度予算については、「日本再生戦略」の着実な実行につながる予算編

成となるため、「日本再生戦略」に明記されているとおり、「食と農林漁業の再

生のための基本方針・行動計画」に基づき、東日本農林漁業の復興、日本の農林

水産物の信頼回復にしっかり取り組むとともに、全国的な競争力・体質強化、地

域振興を集中展開できるよう、取り組んでいく考えである。

また、独立行政法人については、各独立行政法人の中期目標等に即し、業務の

運営に支障を生じないよう、必要な予算を確保するとともに、東日本大震災から

の復旧・復興対策に係る運営費交付金については、通常の運営費交付金とは別に、

東日本大震災復興特別会計において要求してまいりたい。

農林水産省における定員削減については、これまで他省庁を上回る合理化を実

施し、特に平成19年度から平成22年度にかけて、政府の「定員合理化計画」に基

づき大幅な合理化を達成した結果、もはや余剰人員がない状況となっている。

このため、平成25年度の組織・定員要求においては、各省庁平等の定員合理化

を求めつつ、「基本方針・行動計画」等の重点分野における新規施策の実施に必

要な増員要求を行うなど、業務の運営に支障が生じないよう取り組む考えである。

５点目の独立行政法人関係について。

独立行政法人の個別法の見直しについては、先程文書課長が回答したとおりで

あるが、改めて要請があったことを十分踏まえて対応してまいりたい。

また、柴山書記長から特別に言及のあった点について一言申し上げる。

独立行政法人の役職員の給与については、昨年来、国家公務員の給与削減に関

する閣議決定に際し、「法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の

給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請」してきたところであ

るが、本年５月の閣僚懇談会にて、なお対応が遅れていると見受けられる法人が

あるとのことから、副総理・財務大臣より重ねて発言があったものである。

独立行政法人の職員の給与については、もとより、各法人における労使交渉に

より決定されるのが基本的な仕組みであり、自律的・自主的な労使関係を通じて

議論されるものと考えている。

（枝元秘書課長）

まず、賃金要求について。

初めに、給与等の改善要望について、月例給与の水準維持や行（一）中位級の

定数拡大などをとりまとめ、８月２日に人事院に要望書として提出したところで

ある。

50歳台職員の昇格・昇給のあり方については、平成23年９月の人事院勧告にお

いて「来年度以降、高齢層における官民の給与差を縮小する方向で昇格、昇給制
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度の見直しの検討を進めることとしたい。」と言及されていると承知している。

高齢化が進展している当省においては、50歳台職員の昇格・昇給のあり方は重

要な課題と認識していることから、今後の動向を注視してまいりたい。

次に、退職手当制度及び共済年金職域部分の見直しについて。

退職手当の見直しについては、本年３月に人事院が公表した民間の企業年金及

び退職金の調査結果により、退職給付で約400万円の官民較差が指摘され、本年

７月には「共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議」において、その全

額を一時金である退職手当の引下げにより行うことが適当と報告された。これら

を踏まえ、本日、３回にわたり段階的に引き下げられることが閣議決定されたと

ころである。

また、共済年金の職域部分廃止後の新たな年金のあり方については、本年７月

の「有識者会議」の報告において、「民間の企業年金に相当する年金を導入し、

退職手当との二本建てで支給する」ことがとりまとめられているところである。

退職手当及び新たな年金のあり方については、職員の老後の生活設計に関わる

重要な事項であるので、今後とも、その動向を注視してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、８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、超過勤務縮減についてである。

超過勤務縮減に向けた具体的取組事項について回答があったが、本省・地方組

織において実効あるものとすることが重要である。先の春闘交渉においても「定

期的に各局庁における超過勤務縮減の取組検証を行う」との回答があったが、昨

年度の取組状況について伺いたい。

また、定期大会では、大幅な定員削減や組織再編、大震災への復興対策に伴い、

超過勤務が増大しているとの意見が多く出されている。職員の心身の健康保持の

ためにも、本省・地方組織あげて横断的な縮減が図られるよう、踏み込んだ取組

を求める。

なお、超過勤務手当の全額支給については、当局の認識と組合員の受け止め方

に未だ乖離がある。業務の進捗状況を踏まえて勤務時間管理を徹底し、業務上必

要な超過勤務については事前命令を徹底するよう重ねて求める。

（枝元秘書課長）

平成23年度は、東日本大震災からの復旧復興業務や組織再編対応等大変な一年

であったが、そうした状況の下でも超過勤務を縮減するよう、業務分担を一時的

に変更して超過勤務の抑制に努めたり、緊急業務に対して対策チームを編成して

業務の平準化を図ってきたところである。

今後とも、復旧復興や食と農林漁業の再生に向けて取り組むべき課題が非常に
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多いので、同時に、超過勤務の縮減に一層の注意を払っていく考えである。

また、超過勤務命令については、勤務時間内に命令を行うこととし、勤務時間

外には新たな業務命令を行わないよう、庶務課長会議や地方農政局総務部長等会

議において徹底しているが、引き続き事前命令を徹底してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、定員削減及び組織再編後の人員配置、復興対策に伴う労働条件上の

課題についてである。

本年４月には、組織再編後の業務に即した人員配置とするため、ブロック間及

びブロック内人事異動が行われたところであるが、定期大会では、農政局業務課

や東京地域センターの表示・規格チームなど大人数職場においては、管理職の配

置が少なく、業務運営、勤務管理等に支障が生じているとの意見が出されている。

また、広域化に伴う移動時間の増大や指揮・命令系統の輻輳、部門間応援や業

務調整が機能せず、スタッフ制が機能しないなど、組織再編後の課題が職場実態

を含めて多く出されたところである。

一方、厳しい定員削減が進められる中で、震災対応をはじめ農林水産施策を推

進するため既存業務の効率化が進められているが、実効が伴わず超過勤務が増加

しているとの意見が出されている。特に、統計業務における被災地域での復興定

点調査等新たな業務、消費・安全における米トレーサビリティ業務に係る外食産

業等への立入検査に対応するなど、既存業務の見直し以上に新規業務や通常業務

が増えている状況にある。

現在、各職場において点検活動を行い、課題整理を図っているところである。

これについては、先の郡司農林水産大臣への要求書提出の際にも申し上げ、大臣

からは「様々な課題が生じているのであれば、ざっくばらんにお知らせいただき、

できるかぎりお互いが納得できるような意見交換を行って参りたい」との見解を

いただいているところである。

今後、課題改善に向けて各地本・分会が要求書を提出するので、十分な予備交

渉を行い、具体的な見解を示すなど誠意を持って対応するよう各当局を指導願い

たい。

また、原子力災害への対策に農林水産省・独立行政法人を上げて対応している。

引き続き実効ある安全対策を十分に講じ、従事する職員の労働条件を確保するよ

う重ねて求める。

なお、原子力災害対策に従事する職員の安全対策についてであるが、定期大会

において、独法職場から、国の除染が進まず、研究拠点の除染の方向が示されな

いことに危惧を感じているとの意見があった。国及び独法職場の除染対策につい

て徹底するよう求めたい。
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（枝元秘書課長）

公務員をめぐる厳しい状況から定員削減が進む一方で、当省の業務・役割は依

然大きいことから、各職場での職員一人一人のご努力は相当のものと考えている。

点検活動で収集された課題に基づく要求については、真摯に受け止めるべきも

のであり、平成21年７月に労使間で合意した「基本方針」に即して、適切に対応

してまいりたい。

（山口厚生課長）

原子力災害対策に従事する職員の健康管理、安全対策は重要と考えており、人

事院規則等に基づき、今後とも適切に対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は、公務員宿舎の確保についてである。

宿舎は生活の基盤であることはもとより、職務遂行のために入居するものであ

り、広域かつ短期間の異動に対応するための必須条件である。このような状況を

踏まえ、今後の制度官庁との調整や宿舎の入退去に当たっては、農林水産行政を

円滑に進めるために必要な宿舎が確保されるよう強く求める。

その上で、財務省との個別宿舎に係る長寿命化・廃止の調整後、廃止入替宿舎

を提示するとの回答があったが、現時点における調整状況について伺いたい。

また、国家公務員宿舎に入居している独法職員についてであるが、定期大会に

おいて、独法宿舎の削減が求められているとともに、国家公務員の宿舎貸与基準

の５類型では、技術専門職員が該当しない可能性が高いことを懸念する意見が出

されている。

このような懸念について払拭するよう公務員宿舎の確保を図るとともに、調整

状況について節目毎に説明するよう要請する。

（山口厚生課長）

公務員宿舎の存置・廃止の振り分け作業については、各地方財務局ごとに宿舎

の必要戸数を特定し、各省庁と調整を行うこととしている。

振り分けに当たっては、老朽化が進み耐震性等に問題がある宿舎について、維

持管理した場合にはどの程度のコストがかかるのか、また、売却した場合にはど

の程度の収入が見込まれるのか等のコスト比較をしたり、通勤時間や規模・戸数

等を考慮して、代替し得る施設があるのかなど、詳細な分析を行っていると聞い

ている。

こうした振り分けの結果、絞り込んだ宿舎については、耐震改修等の長寿命化

が有利なのか、集約化による建替が有利なのか等の比較を行い、最終的に取扱い

を決定していくこととされている。

今後の農林水産行政を円滑に進めるためにも、宿舎の必要性は理解しているの
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で、十分な調整を行って必要な宿舎確保に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

行政改革実行本部は、国有財産及び独立行政法人が保有する資産の売却等に係

る工程表を作成するなど検討を進めていることから、対応状況について節目毎に

説明するよう重ねて要請する。

（原子調査交渉部長）

４点目は、独立行政法人関係についてである。

独立行政法人の抜本的見直しに伴う個別法の改正など組織見直しに当たっては、

回答にあったように主務省として節目毎に説明するとともに、職員の意見を十分

に踏まえ検討を進めていただきたい。

なお、春闘交渉においても要請しているところであるが、農林水産技術会議の

筑波事務所の動向については、職員の関心事項であるので、節目ごとに情報提供

を行うなど、丁寧な対応を求める。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

農林水産技術会議事務局筑波事務所の組織及び業務のあり方などについては、

独立行政法人の見直しに合わせて検討が必要と認識しているので、節目節目で必

要な情報提供を行ってまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

５点目は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントについてであ

る。

引き続き、各地本・分会に設置している労働条件点検・苦情等受付窓口に寄せ

られた苦情については改善を求めるので、ハラスメント防止策を徹底するととも

に、問題のある管理者については必要な措置を講じるなど、厳正に対処すること

を求める。

（枝元秘書課長）

セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントについては、受ける当事

者の不安・不満が管理監督者等に実感として理解されなければ抜本的な改善には

繋がらないと考えているので、今後とも研修などを通じて継続的に防止策を徹底

したい。

また、問題のある管理者については、個別の指導、ハラスメント研修への受講

命令を行う等の措置も講じることとしたい。
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（渡辺調査交渉部長）

６点目は、人事評価制度についてである。

我々が設置している労働条件点検・苦情等受付窓口に本年３月期の期末面談に

関して苦情相談が出されている。その多くは、期末面談において納得できる説明

がなされなかったとしており、「評価結果の理由を聞いても明確な回答が示され

ない」「期首面談において評価者・被評価者が納得の上で目標を設定し、その目

標を超えて達成するとともに、その他業務にも対応実績があるにもかかわらず、

評価結果に反映されなかった」「期末面談時に評価者から適切な助言がなかっ

た」などの苦情が出されている。

評価結果は、今後、地方においても昇任、昇格などの処遇に活用されることと

なるが、人材育成という人事評価の目的を達成できるかどうかは、日常の業務運

営のなかでコミュニケーションを図るとともに、期首・期末面談において個別の

項目、目標ごとにコメントするなど、被評価者に分かりやすい指導・助言を丁寧

に行うよう評価者に周知することが全ての職場で行われることが重要である。

今回の苦情は、評価者が評価者研修を受講していないことが起因していると聞

いており、現状において当局の取組が不十分であることを強く指摘した上で、信

頼性・納得性のある制度となるよう、調整者の役割の機能化とこれまで以上の評

価者訓練の徹底を求める。

なお、全農林として期首・期末面談の対応を基本としたアンケート調査を実施

し、現在取りまとめを行っているところである。アンケート結果を踏まえ、必要

に応じて改善を求めるので、誠意を持って対応願いたい。

（枝元秘書課長）

昇任・昇格等への人事評価の活用を考慮すると、評価者訓練や調整者による評

価のバラツキの調整は大変重要と考えている。このため、今後とも、評価者の研

修参加を進めるとともに、調整補助者の協力を得て、調整者による調整が一層適

切に行われるよう徹底してまいりたい。

また、アンケート調査によって収集される意見については、率直に伺うべきも

のであるので、本省段階で直接お聞かせいただきたいと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

７点目は、福利厚生施策の充実についてである。

より円滑な職場復帰支援を実現する観点から2010年７月に改定された「円滑な

職場復帰及び再発防止のための受入方針」に基づく「試し出勤」について、農林

水産省における対応状況について伺いたい。

また、メンタルヘルスに問題を抱える職員が増加傾向にあるとの意見も出され

ており、その原因を丁寧に分析し抜本的な対策を講ずるよう求める。
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（山口厚生課長）

「試し出勤」については、長期病休者の職場復帰に際し、職場復帰に関する不

安を緩和して職場への定着を図る目的で、本人の申請に基づき積極的に活用して

いるところである。

メンタルヘルス上の問題については、まずは発生させないことが何よりも重要

であるが、原因分析や抜本対策には依然解消すべき課題が多いと承知しているの

で、今後とも職員が復帰しやすい環境づくりに努力してまいりたい

（渡辺調査交渉部長）

８点目は、労使関係についてである。

各段階における交渉については、回答にあったとおり「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」及び「交渉における対象事項、予備交渉

等の今後の対応について」に基づき、交渉事項の明確化、予備交渉の機能化を図

りながら取り組んでいるところである。しかし、定期大会において、長岡地域セ

ンター長が、労務管理担当者に指定されているもかかわらず、総括労務担当者に

指定されている新潟地域センター長と予備交渉・交渉を行わなければならないこ

と、労働条件に関わる課題であるにも関わらず、多くの課題が管理運営事項、権

限外事項とされ交渉対象事項とならないこと、などの交渉に係る意見が出されて

いる。

長岡地域センターの件については、労務管理担当者である長岡地域センター長

と直接予備交渉・交渉ができることを改めて確認する。

交渉対象事項の件については、2009年秋季交渉における予備交渉において、十

分な議論が行われず、労働条件に影響する課題であるにも関わらず、交渉事項の

多くが対応当局の権限外事項又は管理運営事項とされ交渉対象事項とならなかっ

たことから、私たちが、職場の課題や労働条件に影響する事項は交渉対象事項と

すること、上部機関で交渉対象事項とした事項であっても、地方段階で労働条件

上問題がある場合は交渉対象事項とすることを求め、労使で一定の整理を図った

ものである。これらの経緯を各労務管理担当者が十分に認識し、誠意ある交渉対

応を求める。

なお、職場段階で課題が生じた場合は、この間の労使間意見交換会での確認を

踏まえ、必要に応じて地方本部・分会が改善を申し入れるので誠意を持って対応

願いたい。

（枝元秘書課長）

長岡地域センターの件については、交渉の申し入れの窓口は総括労務管理担当

者の新潟地域センター長又は新潟地域センター長が指名した者となるが、予備交

渉及び交渉は、新潟地域センター長と連携の下、長岡地域センター長が行うこと

ができる。
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また、交渉対象となる要求事項や改善の申し入れなどの要望事項については、

「新たな労使関係の構築に関する基本方針」に即して、予備交渉を効果的かつ効

率的に実施するとともに、時間外に要望書として接受するなど、適切に対応して

まいりたい。

（柴山書記長）

これまで申し上げたとおり、勤務条件に大きな影響を与える事項が次々に検討

される中、組合員は不安を募らせている。その一方では、それぞれの持ち場で、

農林水産施策を円滑に進めるため全力を挙げている。

こうした組合員の努力に応えるため、働きやすい職場の確立と意欲を持って事

務・事業を遂行できる体制の構築が重要である。このことが国民の期待に応える

農林水産行政を円滑に展開していくことにつながると考える。

要求事項は、いずれも私どもの労働条件の維持・改善を切実に求めているもの

であり、多岐にわたっているが、要求の前進に向けて最大限対応いただきたい。

（本川官房長）

本日の交渉においても様々な声が届けられたとおり、各地域の職場で働く職員

の皆さんにおいては、給与や定員の削減の中にあっても、「東日本大震災や原発

事故からの復旧・復興」はもちろん、「日本再生戦略」の柱の一つに位置付けら

れた「食と農林漁業の再生」など重要課題に応えるべく、日夜努力していただい

ている。

一方、社会保障と税の一体改革など国民の皆さんにとって厳しい改革をお願い

する中においては、今後とも公務員に対する厳しい視線を覚悟せざるを得ないと

考えている。

今後とも、労使ともに緊張感を共有しながら、国民視点に立った農林水産行政

の実現に向けて、風通しの良い職場づくりに努力してまいりたい。

（宮浦秘書課調査官）

本日の交渉は以上とする。

以 上


