
- 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．日 時：平成25年11月27日（水）15:03～15:38（分）

２．会 場：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 今井 敏 大臣官房長

同 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 小松 米夫 大臣官房厚生課長

同 宮浦 浩司 大臣秘書課調査官 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 間 英輔 組織教宣部長

同 渡邉 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：2013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

（宮浦秘書課調査官）

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。

（柴山書記長）

農林水産省及び所管独立行政法人に働く組合員は、東日本大震災からの一

刻も早い復興・再生をめざし、各職場で全力をあげて対策に取り組むととも

に、農政の推進に高い使命感と責任をもって日々の職務に精励している。

一方、職場では、国家公務員宿舎廃止計画の実行、継続した定員合理化に

よる要員不足と業務過重、超過勤務の増加など極めて厳しい状況にある。

そのような中で、当面する課題について取りまとめ、11月７日に要求書を

提出したところである。

農林水産行政の円滑な推進と国民の期待に応えていくためには、働きがい

があり、将来展望のもてる職場の確立、業務遂行に必要不可欠な予算及び組

織・定員の確保、雇用の安定と労働条件の維持・改善が必要である。

要求している事項は、いずれも切実な課題であり、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。
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（今井官房長）

要求事項のうち交渉事項に関する回答については、各担当課長から回答さ

せる。

（小松厚生課長）

最初に、要求書のうち、Ⅶの「国家公務員宿舎の確保等について」の１の
７

柱書、(１)、(２)、（３）の後段及び３、４、６について、回答させていた

だく。

Ⅶの１の柱書、農林水産行政の遂行に必要な宿舎の確保であるが、今般の
７

宿舎削減については、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。

Ⅶの１の（１）東北農政局管内の退去要請期間の平準化であるが、東北農
７

政局管内の退去要請期間については、「平成25年度宿舎設置計画」において、

財務省から、東北農政局管内の新規の国営事業所の職員向けや、国営事業所

の増員職員向けの借上宿舎30戸分につき、他の地方農政局から付け替えて追

加配分することが認められたことを踏まえ、本年６月28日に退去要請基準を

１年緩和したところである。今後とも退去要請基準の緩和に努める考えであ

る。

次に、（２）独立行政法人向けの必要戸数の上積みなどであるが、独立行

政法人向けの必要戸数の見直しについては、昨年11月の「国家公務員宿舎の

削減計画に基づくコスト比較等による個別検討結果及び宿舎使用料の見直し

について」の公表以降、大きな状況変化が見られないほか、削減計画期間中

の見直しは更なる批判を招くおそれがあるため、難しい状況である。

他方、独法敷地内にある、財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等について

は、退去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用等につき、引き続き各財務局

と宿舎ごとに調整を行う考えである。

（３）つくば地域における宿舎に係る関係機関との調整であるが、つくば

地域における宿舎削減への対応については、財務省関東財務局や有識者が参

画している「つくば中心市街地再生推進会議」の審議状況を注視しつつ、引

き続きつくば市との情報交換や調整に努める考えである。

次に、Ⅶの３退去及び転居者への新たな住宅環境の整備であるが、退去及
７

び転居を余儀なくされる職員に対しては、引き続き、各官署において近隣の

不動産会社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

部や各支部、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

等の情報提供を行い、円滑な退去・転居を支援する考えである。

次に、４の退去及び転居に伴う個別課題への対応であるが、退去・転居に

伴う個別課題については、官房はじめ省内の各維持管理機関が一体となって、

一つずつ解決できるよう努力する考えである。
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Ⅶの６人事異動に伴う異動先宿舎入居手続であるが、人事異動に伴う宿舎
７

入居手続については、人事担当部局とも十分連携し、可能な限り速やかに宿

舎の配分や入居手続を行うよう、引き続き努力する考えである。

（横山秘書課長）

次に、Ⅹの「新たな人事評価制度ついて」の２、３、Ⅺの「労働諸条件の
１０ １１

改善について」の１、８について回答させていただく。

まず、新たな人事評価制度であるが、Ⅹの２の被評価者への指導・助言な
１０

どについては、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最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する考えである。

次に、評価者訓練の一層の徹底などであるが、評価者訓練については、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多く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

すく解説するよう尽力している。

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

えて周知しており、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。

次に、労働諸条件の改善である。

まず、超過勤務の縮減、超過勤務手当の全額支給の件であるが、超過勤務

の縮減については、農林水産本省で、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に努める、超過勤務を命ずる場合は、勤務時間内に行う

ように努める、各課内での意見交換や班ごとの業務スケジュールの作成によ

り、予め日程調整を行うなど業務の平準化を図るなど具体的な事項を定め、

超過勤務の縮減に向けて取り組んでいるところである。

また、既存業務の効率化について、職員の勤務状況等を注意深く把握し、

業務の削減・効率化に取り組むほか、統計調査の絞り込みや民間委託、農産

物検査のアウトソ－シングなど徹底した効率化を実施するとともに、非常勤

職員の雇用についても、業務効率化によっても一時的に業務過多となるおそ

れがある場合には、必要に応じて対応し、超過勤務の縮減を一層促す考えで

ある。

超過勤務手当の支給については、超過勤務が、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

務命令に従い勤務した時間に対しては、適切に支給しているところである。

次に、セクハラ・パワハラの防止策の徹底などである。

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、秘書課長通知を発出し、
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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（通

知）」を職員掲示板により周知し、その防止に努めている。

相談体制については、セクハラやパワハラに限らず、勤務条件に関する日

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

措置を講じるための体制を整備するとともに、職員掲示板により周知してい

るところである。

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、セクハラやパ

ワハラの防止等に尽力しているが、引き続き防止策を徹底する考えである。

（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、まずは主要な事

項について、私から重ねて要請させていただく。

１点目は、2014年度予算、組織・定員の確保及び組織の将来展望について

である。

まずは、2014年度予算についてである。

2014年度予算については、独立行政法人関連予算も含め、農政の円滑な遂

行に必要不可欠な予算の満額確保を要請する。

次に、組織・定員についてである。

11月15日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いについて」

には、「平成26年度予算において、現行の合理化計画の目標数を大幅に上回

る合理化を達成するとともに、重要課題には適切に対応しつつ増員を抑制し、

大幅な純減を目指す」ことが盛り込まれている。しかし、農林水産省におい

ては、本年度も定員削減808人に対し新規増員が206人と、他府省庁を大きく

上回る定員純減が求められている。その結果、各職場では、ギリギリの人員

の中で行政サービスが低下しないよう業務を遂行しており、これ以上定員削

減が求められたり、新規増員要求507人が確保できなければ農政推進に大き

な支障が生じることとなる。また、フルタイム再任用ができなくなるなど雇

用と年金の接続にも大きく影響を及ぼすことが懸念される。現在の査定省と

の折衝状況について伺うとともに、組織・定員要求の満額確保を強く求める。

また、地方組織における職員の年齢構成が高年齢化する中、農政の見直し

検討も相俟って将来に不安を抱く組合員も多くなっているが、地方組織の将

来展望をどのように考えているか伺いたい。全国各地で農林水産行政を着実

に推進するためには地方組織は必要と考えており、継続した業務遂行や業務

の継承をはかるため、退職に見合った新規採用を確保するとともに地方組織

への配置を強く要請する。

２点目は、農業政策についてである。

ＴＰＰ交渉については、年内合意に向けた動きが強まる中、交渉参加国が
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日本に対し関税の100%撤廃を求めていると報道されている。一方、米国では

多くの議員が、ファスト・トラック権限要請に反対する旨の書簡を大統領に

送付するなどＴＰＡ取得が厳しい状況となっている。要求書の提出の際にも、

官房長から改めて「重要５品目などの聖域の確保については、衆参両院の農

林水産委員会決議も踏まえ、国益を守り抜くよう全力を尽くす考え」との見

解が示されているところであり、農林水産省としては引き続き、国益を守る

ため毅然として対応するよう要請する。

また、政府は、経営所得安定対策や米の生産調整を中心に農政の見直し・

検討を急速に進め、昨日の「農林水産業、地域の活力創造本部」において、

制度設計の全体像を決定したが、生産現場からは不安の声が上がっており、

混乱が強く懸念される。農業者が将来に渡って持続的かつ安定的に営農する

ため、現行の枠組を維持した直接支払制度の継続などが求められており、安

定性と拡充がはかれるよう慎重に対応することを要請する。

３点目は、賃金・給与制度についてである。

政府は11月15日の閣議において、東日本大震災からの一刻も早い復興・再

生のための財源として拠出した国家公務員給与の臨時特例減額措置について、

法律の規定どおり2013年度末をもって終了することを決定した。

私たちからすれば、この政府の決定は当然の判断であると認識しているが、

閣議決定の中では、総人件費の抑制など行政改革を引き続き着実に推進する

とし、国家公務員の給与について、給与体系の抜本改革に取り組み、2014年

度中から実施に移すため、早急に具体的な措置を取りまとめるよう人事院に

対し要請していることは問題である。

公務員連絡会は、11月26日に「2014年度賃金・労働条件に関わる基本要求

書」を総務省及び人事院に提出した。特に給与制度の総合的見直しについて

は、人事院から12月には考え方が示されることから、労働組合と十分な交渉

・協議を行い、合意に基づいて対応することを求めている。農林水産省にお

いても私たちの要求を理解し対応するよう要請する。

また、早期退職募集について、要求書提出の際にも申し上げているが、

「希望」に名を借りた退職強要を絶対に行わないことを改めて要請する。

４点目は、級別定数改定についてである。

農林水産省では、この間の定員削減や定員純減により人員が大幅に削減さ

れる中で、東日本大震災・福島原発事故からの復興・再生、強い農林水産業、

美しく活力ある農山漁村の展開など、定員削減計画の策定以降の農林水産政

策は一変しており、業務内容は複雑、高度化し、職責の高まりに応じた処遇

改善を図ることが重要である。特に、事業所の３級定数及び地域センターの

４・５級定数の拡大が課題であることから、制度官庁に強く働きかけるよう

求める。

９月の労使間意見交換会において、農林水産省としての要求状況について

説明を受けているところであるが、現時点における査定状況について伺いた

い。
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なお、私どもも人事院に対して今月12日に要求書を提出し、職場代表者も

参加する中で、職場実態を踏まえた級別定数の拡大を強く求めてきた。また、

官用車出張における同乗者の超過勤務の取り扱い、通勤手当にかかる新幹線

料金の全額支給及び住宅手当の最高支給限度額の引き上げを要請してきたと

ころである。これらの課題についても改善が図れるよう引き続きの対応を要

請する。

最後に独立行政法人改革についてである。

行政推進会議は、最終とりまとめを12月中旬から下旬にかけて行うとして

いるが、要求書提出の際にも強く要請したとおり、主務省としてこの間私た

ちが要求してきた３要件、１つは組合員の雇用と労働条件の維持、それから

農林水産政策の推進と一体的に事務・事業を展開するための組織の維持、３

つ目として現行の中期目標・計画の着実な遂行・達成の確保を維持すること

を改めて要請する。

また、行政改革推進会議における検討状況について、節目ごとに情報提供

を行うとともに、私たちの要求に対し誠意を持って対応をすることを要請す

る。

（今井官房長）

柴山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。

最初に、平成26年度予算及び組織・定員の確保、地方組織の将来展望につ

いてである。

まず、必要な予算の確保についてであるが、平成26年度農林水産関係予算

の概算要求については、省内の攻めの農林水産業推進本部での検討や、官邸

に設置された農林水産業・地域の活力創造本部等における検討の方向に沿い、

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」を推進するための施策を

要求しているところであり、年末の概算決定に向けて、これらの要求が認め

られるよう、全力を傾注していく考えである。

平成26年度の農林水産省所管の独立行政法人運営費交付金については、平

成25年度予算額に比べ52億円増の1,016億円を、また、施設整備費補助金に

ついては15億円を、それぞれ要求しているところである。独立行政法人の事

務・事業の推進に当たり、より一層の効果的・効率的な業務運営を図りつつ、

業務運営に必要な運営費交付金、施設整備費補助金等の予算確保に努めてい

く考えである。

次に、組織・定員要求の満額確保についてである。

平成26年度の定員合理化については、対前年比３割減という大幅な縮減と

なったところであるが、国の機関・定員をめぐる情勢は、依然非常に厳しい。

こうした状況下ではあるものの、「攻めの農林水産業」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っているため、所要の新規増員の

確保に最後まで尽力していく考えである。
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次に、地方組織の将来展望についてである。

地方組織においては、平成19年度から平成22年度までの間に、政府の「定

員純減計画」により大幅な合理化を行うとともに、更なる合理化や新規採用

抑制により、人員が減少し、年齢構成が高年齢化している。

地方組織の将来展望については、当省の業務や人員の展望、地方分権に関

する議論の推移などを踏まえた上で、様々な意見を伺いながら検討を進める

とともに、将来展望に即した人員配置を行うことが必要と考えている。

次に、農業政策についてである。

まず、ＴＰＰ交渉についてであるが、衆参両院の農林水産委員会において、

「重要５品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した

場合は、脱退も辞さないものとすること」などが決議されたところであり、

この決議も踏まえて、国益を守り抜くよう、全力を尽くす考えである。

次に、現行の枠組を維持した直接支払制度の継続などについてである。

経営所得安定対策の見直しと日本型直接支払の創設については、昨日、官

邸で行われた「農林水産業・地域の活力創造本部」において、制度設計の全

体像が決定されたところである。

その中で、米の直接支払交付金については、平成26年産米から単価を削減

した上で、平成29年産米までの時限措置(平成30年産から廃止）とする一方、

農地を農地として維持していくための多面的機能支払の創設、非主食用米等

への支援の充実など水田のフル活用対策の充実等を図ることとしている。

また、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型直接支援対策についても、

日本型直接支払の関連施策と位置付け、これらを含む法制化について検討し

ているところである。

いずれにしても、農業者が将来にわたって持続的・安定的に営農ができる

よう制度設計を行い、直接支払制度の拡充を進めてまいりたい。

次に、独立行政法人改革についてである。

今般の独立行政法人改革に当たっては、各法人がその政策実施機能を最大

限に発揮して国民に信頼され、国民のために機能する組織となるため、ゼロ

ベースで予断なく見直しを行う、その際、各法人の職員が誇りを持って職務

を遂行し、職員の自発性、創意工夫を通じて経済成長や国民生活の向上に最

大限貢献できるように配慮するとされているところである。農林水産省とし

ても、この方針を踏まえるとともに、「攻めの農林水産業」を強力に推進す

る観点から検討を進めていく考えである。

また、要請のあった３要件については、その趣旨を十分に踏まえて対応す

るとともに、節目ごとに必要な情報提供を行う考えである。

（横山秘書課長）

賃金・給与制度等について申し上げる。

まず、賃金・給与制度についてであるが、給与の特例減額措置については、

本年11月15日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」にお
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いて、平成26年３月31日をもって特例措置を終了する旨決定されたところで

ある。

同時に、給与体系を総合的に見直し、行財政改革を着実に推進する方針も

併せて決定されたところであり、今後、人事院において適切に検討されると

認識している。

早期退職募集制度については、退職手当法上「職員の自発的な意思に委ね

られ」「強制してはならない」と明記されており、法令に則って適正に運用

する考えである。

次に、級別定数の関係である。

級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、特に年齢構成上多

数の職員が偏在する中位級、行政職（一）３級から６級を重点事項として定

数の拡大を要求しているほか、行政職（二）、研究職、専門行政職及び海事

職（一）・（二）の級別定数についても、定数の拡大を要求しているところ

である。

次に、官用車出張時の同乗者の超過勤務の取扱い、新幹線通勤者に対する

新幹線料金の支給、住宅手当支給限度額の引上げについてであるが、これま

でも様々な形で関係機関に働き掛けを行ってきたところであるが、現場の実

態を正確に把握して適切に対応していただけるよう、引き続き人事院はじめ

関係機関に働き掛けていく考えである。

（渡辺調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、３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、国家公務員宿舎の確保等についてである。

まずは、独法敷地内にある、財務省への引き継ぎが困難な廃止宿舎等につ

いてである。「退去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用につき、引き続き

各財務局と宿舎ごとに調整を行う」との回答が示されたが、現時点の調整状

況はどうなっているのか伺う。宿舎の退去期限は、組合員の生活設計に大き

く影響することから、期限の延長が早期に判断されるよう各財務局へ働きか

けるよう要請する。また、つくば地域における宿舎削減については、「つく

ば中心市街地再生推進会議」において審議されているが、宿舎の廃止期限等

が弾力的な対応となるよう引き続きの努力を求める。

次に、退去及び転居者への新たな住宅環境の整備についてである。「各官

署において近隣の不動産会社や賃貸住宅等の情報提供を行う」との回答が示

されたが、本年４月の異動では個人で探すよう指導された官署もあったと聞

いている。宿舎を確保することが前提であるが、業務運営に支障を生じさせ

ないためにも、回答にあった対応が統一的に行われるよう対応すること。

最後に、退去及び転居に伴う個別課題への対応である。

転居を伴う人事異動であるにもかかわらず、異動先で宿舎が確保されない

状況が生じている。来年４月異動では、このような事態が生じないよう対応
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することを求める。また、宿舎の課題を根本的に解決するには、必要戸数の

上積みや見直しが必要不可欠であり、これらに早急に対応するためには、必

要戸数の地区内・全国調整が必要である。厳しい状況は理解するが、改善が

図られるよう最大限の努力を求める。

また、来年から随時、退去基準に基づき退去及び転居を余儀なくされる状

況が生じ、それに伴い個別課題も増えてくることが想定される。課題等につ

いてはその都度改善を求めるので、官房・独法所管部局が一体となって、丁

寧に対応するよう求める。

（小松厚生課長）

財務省への引継ぎが困難な部分廃止宿舎については、これまでに北海道、

東北、九州の各財務局管内において廃止期限の後倒しが認められている状況

であり、引き続き、当該宿舎の入居状況も勘案しつつ、各管轄財務局と宿舎

ごとに調整を行う考えである。

また、つくば地域における宿舎削減についても、引き続きつくば市との情

報交換や調整に努める考えである。

退去者・転居者への対応については、特に人事異動の際に官署近隣の不動

産会社や賃貸住宅等の情報提供に注意を払い、各官署において適切に対応す

るほか、公務に必要な宿舎の確保や個別課題への対応に粘り強く、関係機関

が一体となって努力する考えである。

（渡辺調査交渉部長）

２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り組み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。10月の第１週を超過

勤務縮減キャンペーン週間とし、全省庁あげての取り組みを行ったが、農林

水産省としてどのような取り組みを行ったのか伺う。取り組みによりどのよ

うな成果があり、日頃の超過勤務縮減に活かしていくのか伺う。キャンペー

ン期間に限らず、年間通した超過勤務の縮減を求める。

また、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とともに、命令に伴う超過勤務手当は

全額支給するよう予算措置を強く要請する。

なお、既存業務の効率化について回答があったが、現場からは、定員削減

が続く中、「業務内容の細分化や補完業務の増加等により効率化は図られて

いない」との意見が依然として報告されている。現場実態を十分に把握した

抜本的かつ実効ある効率化を図るよう要請する。

（横山秘書課長）

超過勤務縮減キャンペーン週間の取組については、職員掲示板やポスター

の掲示、パンフレットの配布等により周知を行ったほか、各局庁庶務課長に
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よる超過勤務の事前確認を更に徹底し、必要最小限の人員となるよう努める

とともに、各局庁庶務課長等による見回りを行ってきたところである。

この結果、各局庁からの報告によると、25局庁中21局庁が「キャンペーン

週間前と比べると全体的に超過勤務が減少した」と回答しており、取組によ

る一定の成果が見られたと認識している。

今後とも、超過勤務縮減キャンペーン週間中に限らず、事前命令や勤務時

間管理を徹底し、年間を通じた超過勤務の縮減に取り組んでいく考えである。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は、人事評価制度についてである。

11月も今週で終わるが、10月からの下期期首のスケジュール及び農林水産

省の目標も示されていない状況となっているがその理由は何か伺う。人事評

価に関しては昨年も要請したが、評価結果の納得性を確保するためには、期

首面談での目標設定について、評価者と被評価者が十分に認識の共有を図る

ことが必要である。面談の時間を十分に確保したスケジュールを早急に示す

よう求める。

（横山秘書課長）

25年下期の期首面談等については、臨時国会への対応などから予定どおり

に進んでいないところであるが、面談時間の確保をはじめ、できる限り早急

に対応したいと考えている。

（柴山書記長）

最後になるが、組合員からは、農林水産行政の確実・着実な推進が極めて

重要であるとしながらも、引き続く定員合理化により、全ての職域・職場に

おいて業務に見合う人員が配置されていない中で、更なる定員合理化は、農

林水産行政の推進に深刻な影響を及ぼす恐れがあるとの声が日増しに強くな

っている。

国民の期待に応える農林水産行政を円滑に展開するためには、使用者とし

て組織の将来展望に責任を持ち、組合員が安心して働きやすい職場の確立と

誇りを持って事務・事業を遂行できる体制の構築が重要である。

冒頭にも申し上げたが、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

向け最大限対応頂きたい。

（今井官房長）

本日は、予算、組織・定員をはじめ公務員宿舎、独法改革など数多くの課

題について切実な声を伺った。当省はじめ国家公務員への国民の期待は、私

達が受け止めている以上に大きいと認識しており、様々な課題がある中でも、

引き続き期待に応えられるよう、協力して取り組んでいきたいと考えている。
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当局としても、本日の交渉をしっかり踏まえ、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。

（宮浦秘書課調査官）

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 －


