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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24年11月29日（木）16:00～16:30(30分)

２．場 所：農林水産省国際部第３会議室（本館地下ドア№016）

３．出 席 者：

農林水産省 今井 敏 大臣官房長

同 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 山口 道彦 大臣官房厚生課長

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 渡邉 由一 調査交渉部長

同 原子 秀夫 調査交渉部長

同 間 英輔 組織教宣部長 外

４．議 題：2012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、全農林要求に基づく交渉を開催する。

（柴山書記長）

国家公務員を巡っては、給与の臨時特例法が施行される一方で、退職手当法

等の一部改正、国家公務員宿舎の削減と使用料等の引き上げ、大幅な定員合理

化と新規増員の抑制が厳しく求められているなど、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、11月14日に郡司大臣に

対して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公務員労働者が国民の期待に応えていくために

は、生きがいをもって働ける将来性ある職場の確立、業務遂行に必要不可欠な

予算及び定員の確保、雇用の安定と労働条件の維持・改善が必要不可欠である。

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、
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特段の対応を要請する。

（今井官房長）

回答については、11月14日に郡司大臣に手交された際申し上げているとおり、

本日行うこととし、交渉事項についてそれぞれの担当課長から回答させる。

（枝元秘書課長）

それでは、要求書のうち、「Ⅵ 労働諸条件の改善について」の１及び２に

ついて、回答させていただく。

まず、Ⅵの１の超過勤務の縮減について。

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こと、超過勤務を命ずる場合は、勤務時

間内に行うように心掛けること、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、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。

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

要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであることを踏ま

え、超過勤務命令に従って勤務した時間に対して支給しているところである。

次に、Ⅵの２の人事配置に伴う勤務条件上の課題について。

人事配置に伴う勤務条件上の課題については、定員削減により人員が減少す

る中、業務の見直しや効率化を進め、働きやすい職場とすることが重要と認識

している。

このため、本年10月に全農林から提出された「各職場の課題・問題点」など

職員の意見を真摯に受け止め、各課題・問題点について現場まで周知して対応

方策の検討を求めたほか、業務計画に沿って適切に業務が行われているか進捗

状況を確認し、必要に応じ、業務計画を見直すなどのフォローアップを行うな

ど、課題解決に向けて取り組んでいるところである。

（山口厚生課長）

次に、「Ⅵ 労働諸条件の改善について」の３について、回答させていただ

く。

公務員宿舎については、昨年12月にとりまとめられた「国家公務員宿舎の削

減計画」に即し、今月26日に、財務省より、5,046住宅の廃止により5.6万戸程

度を削減する、駐車場の使用料を含む宿舎使用料を概ね２倍弱引き上げる、引

上げ時期は給与減額支給措置終了後の平成26年４月からとし、激変緩和措置と

して２年ごとに３段階で引き上げる、ことが公表されたところである。
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当省においては、必要な宿舎の確保について、当省の個別宿舎に係る長寿命

化や廃止の振分けを行い、入替宿舎の提示や職員への周知等により円滑な入退

去を進める方針であり、今後とも混乱のないよう情報提供に努力したい。

（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、2013年度予算、組織・定員の確保についてである。

まずは予算についてである。

衆議院が解散されたことにより、新たな予算編成は新政権に委ねられること

となるが、これまで政府が進めてきた、成長戦略の道筋となる「日本再生戦

略」に３大プロジェクトの一つとして掲げられた農林漁業の実行、東日本大震

災からの復興・再生や「食と農林漁業のための基本方針・行動計画」に基づく

各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は引

き続き展開しなければならない。そのために必要な予算確保に 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よう、重ねて要請する。

次に、組織・定員要求についてである。

農林水産省においては、定員事情が厳しいにも関わらず、来年度においても

概算要求段階で定員合理化数は770人、新規増員要求数は670人と非常に厳しい

定員合理化が求められている。こうした中、岡田副総理は、「新規採用抑制率

（56％）を定員にも反映してこれまでの規模を大幅に上回る純減を目指す」と

しており、今後の定員査定が危惧される。

職場では、ギリギリの人員の中で、農林水産行政を推進しており、新規増員

数670人が確保出来なければ、農政推進に大きな支障が生じることとなる。併

せて、職員の平均年齢が年々高まる中で新規採用も少なく、職場の将来展望が

見いだせない状況が強まっている。これ以上の定員削減を行わず、新規増員を

しっかり確保するよう、 大限の努力を要請する。

２点目は、級別定数改定についてである。

この間の定員削減・定員純減により人員が大幅に削減される中で、東日本大

震災の復興対策、戸別所得補償制度、農山漁村の６次産業化、食の安全・安心

の確保への対応など、定員純減計画策定以降の農林水産業政策は一変しており、

職務内容が複雑・専門・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級定数の拡大が

喫緊の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。

なお、私どもも人事院に対して要求書を提出し、職場代表者も参加する中で、
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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及び通勤手当にかかる新幹線料金の全額支給

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。

３点目は環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）についてである。

ＴＰＰ交渉参加問題がクローズアップされているが、情報量の少なさから国

民的議論が全く不十分であり、多くの自治体において交渉参加反対の決議が出

されている。こうした中、野田首相は、11月20日のオバマ大統領との会談にお

いて、「日米間の課題を乗り越えるべく（事前）協議を加速させよう」と提案

するなど交渉参加への強い意欲を重ねて表明した。

この間も申し上げてきたが、国民生活の崩壊につながるＴＰＰ交渉参加につ

いて私たちは反対であり、交渉には参加しないよう強く求める。

４点目は、公務員宿舎の確保、使用料等の見直しについてである。

公務員宿舎の確保については、要求事項として先程見解が示されたところで

あるが、組合員の労働・生活条件に関わる大きな見直しが行われたことから、

私から申し上げる。

11月26日、財務省から「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等の見直しについて」が公表された。その内

容は、5,046住宅の廃止に加え、宿舎使用料の引き上げ幅も大変厳しい内容と

なっている。私たちは、この間の交渉等において、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と主張してきた。こうした経緯を踏まえ、今

回の見直し内容について、農林水産省としてどのように受け止めているのか伺

いたい。

また、廃止対象となった宿舎に入居している職員は、計画の公表によってそ

の事実を知った。宿舎の廃止は、今後の生活設計等に大きな影響を及ぼすこと

から、廃止計画を策定した当局責任において丁寧に説明するとともに、職員か

らの質問等に対して誠意を持って対応すること。

今後は、削減計画を踏まえた、入れ替え宿舎の提示など、農林水産省として

具体的な取扱いを定めると考えるが、検討にあたっては節目毎に情報提供を行

うとともに、私たちの意見を踏まえて対応するよう要請する。また、削減計画

の進捗における問題点等を把握し公務に必要な宿舎を確保するよう重ねて要請

する。

（今井官房長）

只今重点要請があった事項について、まず私の方から述べさせて頂く。

まずは、2013年度予算、組織・定員の確保について。

平成25年度予算については、「日本再生戦略」を実現するため、「農林漁

業」等について特別重点要求を行っているところである。具体的には、地域資
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源を活用した６次産業化や再生可能エネルギーの取組、農林漁業・農山漁村地

域に新規参入しようとする青年等に対する就農支援、地域コミュニティの再生、

輸出促進・食文化の海外発信、に係る対策について特別重点要求を行っている。

また、昨年決定した「基本方針・行動計画」の２年目として、各戦略の実行

に必要な予算を重点的に要求しているほか、農山漁村地域で行う活動に直接支

援の手が届くような施策の充実に努めている。

現時点では、今後の折衝スケジュールなど判然としない面があるが、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所存である。

独立行政法人の運営費交付金や施設整備費補助金については、「平成25年度

予算の概算要求組替え基準について」に従って要求しており、運営費交付金の

概算要求額は、前年度予算額に比べ74億円減の982億円、施設整備費補助金の

概算要求額は、前年度予算額に比べ６億円減の15億円となっている。

独立行政法人の運営費交付金等についても、予算確保に向けて努力してまい

りたい。

次に、平成25年度の組織・定員要求については、国民に一層の税負担をお願

いする中、総人件費改革を断行する一環として、副総理から各大臣に対して協

力を求められるなど、例年以上に厳しい状況にあることはご指摘のとおりであ

る。

14日に大臣が申し上げたとおり、当省においては、これまでも相当な努力・

協力・貢献をしてきたにもかかわらず、益々上乗せになることがないようにし

たいと考えており、できるだけ多くの増員の確保と定員純減数の抑制に向けて、

大限の努力を払ってまいりたい。

次に、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）について。

ＴＰＰについての政府の方針としては、まず、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、その上で、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。

政府としては、ＴＰＰ交渉参加について、関係国との協議や国民的議論が煮

詰まっていく段階で、関係閣僚会合を開催して判断していくこととなると認識

しており、14日に大臣が申し上げたとおり、そういう状況の中で、今現在、特

定の時期に何かが決まるものではないと考えている。

次に、公務員宿舎の確保、使用料等の見直しについて。

公務員宿舎の確保、使用料等の見直しについては、当省職員の仕事や生活に

大きな影響を及ぼす事案であり、今後の農林水産行政を円滑に進めるためにも、

宿舎の必要性は十分理解している。

今後の対応としては、今回財務省より公表された内容について、まずは、

「職員掲示板」への掲載等により丁寧に周知に努めるとともに、入退去が必要

となる職員に対して入替宿舎の提示などの手続を責任を持って進めてまいりた

い。

また、本件は、多くの職員に影響が及ぶ事案であるので、そのことを重く受

け止めて、今後ともとにかく混乱のないよう節目毎に情報提供にきっちりと努
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め、職員からの質問等に対しても丁寧に対応してまいりたい。

（枝元秘書課長）

私の方から級別定数改定について述べさせて頂く。

級別定数改定については、未だ査定内容が明確になる段階にはないが、私も

一昨日27日に人事院給与第二課長と折衝を行い、職員の処遇改善の観点から、

特に年齢構成上多数職員が偏在する中位級、つまり行政職（一）３級から６級

を重点事項として定数の拡大を強く要求したほか、行政職（二）、研究職、専

門行政職及び海事職（一）・（二）についても、定数の拡大を要求してきたと

ころである。

このほか、昇格基準の緩和等についても、行政職（二）、海事職（一）・

（二）及び医療職（三）での運用基準の緩和、暫定定数の設定等、弾力的な運

用を人事院に要望してきたところである。

官用車での出張時の超過勤務の取扱いについては、原則として、在勤官署と

目的地相互間の官用車による移動時間は、超過勤務の対象からは除かれている

が、官用車による勤務時間外の移動時間も職員の自由を制限していることを踏

まえ、これまでに、超過勤務等として取り扱われるよう人事院に要望してきた

ところである。

人事院からは、官用車を運転する職員については、移動時間であっても、あ

らかじめ勤務時間を指示し、出張後に確認することにより超過勤務等として取

り扱うことができるとの回答があった一方で、同乗者については、その移動時

間の性質が他の交通手段で移動する場合と基本的に相違がないことから、原則

として超過勤務等の対象とは認められないとの見解が示されているところであ

る。

新幹線通勤者に対する新幹線料金の支給については、通常の通勤手当額（月

額上限５万５千円）とは別に、新幹線定期料金の２分の１相当額（月額上限２

万円）を支給しているところであるが、組織再編に伴う地域センターの集約化

等による新幹線通勤者が増えているとの実情等を踏まえ、適正な支給水準とな

るよう関係機関に働き掛けてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、２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り組み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。10月１日から７日ま

で全省的に取り組んだ超過勤務縮減キャンペーン週間について農林水産省とし

てどのような取り組みを行ったのか。取り組みによりどのような成果があった
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のか伺いたい。なお、キャンペーン期間に限らず、組合員の健康管理の観点か

ら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。

２点目は、人事配置に伴う勤務条件上の課題である。

10月に実施した第２回労使間意見交換会において、私たちが７月に実施した

職場点検結果を踏まえ、人員配置や業務分担、既存業務の効率化など各職場の

課題について、一定の見解を受けたところであるが、職場では課題改善が図ら

れていない実態にある。引き続き、当局によるマネジメントと職員とのコミュ

ニケーションを通じて、各職場の課題・問題点の解決に向けた対応を求める。

特に、職場では、本省からの業務指示が輻輳しているとの意見が出されてい

るため、本省内における各部局の連携・調整を図った業務指示の徹底を求める。

（枝元秘書課長）

まず、超過勤務縮減について。

超過勤務縮減キャンペーン週間については、庶務課長会議等の機会を活用す

るほか、職員掲示板やポスター、パンフレット等により、職員に周知を行った

ところである。

週間中の具体的な取組としては、各局庁庶務課長による超過勤務の事前確認

を従来以上に徹底し、必要 小限の人員となるよう努めたほか、各局庁庶務課

長等による見回りを行い、本省では秘書課もこれに同行したところである。

週間中の取組の成果としては、10月の連休前のため検疫件数が増加した植物

防疫所を除き、殆どの局庁において、「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」との報告を受けているところである。

次に、人事配置に伴う勤務条件上の課題について。

各職場での課題や問題点の解決のためには、日常的なコミュニケーションが

不可欠であると認識している。

意思疎通は、組織内の意識の共有や業務改善等のマネジメントを効果的に進

めるほか、職場の実情を把握する上で も基礎的な手段であると考えているの

で、今後とも奨励してまいりたい。

また、指示命令系統について、本省から本局、地域センター、支所という流

れに依らない場合があり得るが、関係者間で情報の共有を図り、業務が輻輳し

ないように本省各部局に注意喚起するほか、特に本省から直接地域センターに

業務指示を行う場合には、農政局本局とも情報の共有を図り、業務指示が輻輳

しないよう努めてまいりたい。
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（柴山書記長）

私たちは、植防・動検職域対策会議を各本場所で開催したところであるが、

参加者からは、水際対策の強化が求められている中、業務量に見合う人員配置

が行われていないとの意見が多数出されている。このことは、全ての職域・職

場に共通する課題であり、これ以上の定員削減が続けば農林水産行政の推進に

支障を来す恐れがある。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。

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

のであることから、要求の前進に向け 大限対応頂きたい。

（今井官房長）

農林水産省においては、「東日本大震災や原発事故からの復旧・復興」「食

と農林漁業の再生」といった重要課題に対し、職員をあげて真摯に努力してき

ており、こうした努力が国民に実感として受け止められることが重要であると

考えている。

本日の要求事項は、そうした努力を無にすることのないよう、引き続き組織

一丸となって取り組むために必要な、職員の切実な声と認識しているので、今

後とも、しっかりと受け止めて誠実に対応してまいりたい。

（宮浦調査官）

以上をもって、全農林要求に基づく交渉を終了する。

以 上


