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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12月14日（金）14:27～15:03（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 水田 正和 大臣官房長

同 前島 明成 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 馬越 美恵 大臣官房秘書課人事調査官

同 横山 博一 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 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当） 外

４．議 題：2018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

（横山秘書課調査官）

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のうち「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 労働条件の改善について」の「１の（２）の超過勤務の事前命令の

部分、（３）の超過勤務縮減策の部分、（４）、４、５、６の官用車の安

全対策の部分」

・ 「Ⅶ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１」

・ 「Ⅷ 女性公務員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」

・ 「Ⅹ 人事評価制度について」の「１、２、３」

・ 「Ⅺ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１、２」

・ 「ⅩⅢ 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
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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、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、2019年度予算、組織・定員、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20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。

（前島秘書課長）

はじめに、Ⅵの労働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であるが、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

等の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、４のハラスメント防止対策であるが、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、その防止の周知を図ってきたところである。特に、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」等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。

なお、従来のセクシュアル・ハラスメント防止週間は、今年度からセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメントの防止に取り組むハラスメント防止週間となったところである。

引き続き、ハラスメントのない職場づくりに取り組んでいく考えである。
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次に、５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取得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、各課等の向こう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の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期

連続休暇となるよう努めること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づく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。

続いて、Ⅶの非常勤職員等の制度及び待遇改善についてである。

当省における非常勤職員の給与は、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合せの「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、「臨時雇用非常勤職員給与等規程」を改正し、平成

30年４月から、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の待遇改善を図ったところである。

また、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が本年11

月30日に公布され、常勤職員の給与が改定されたことを受け、12月以降、非常勤

職員の給与についても常勤職員に準じて所要の改定を行ったところである。

続いて、Ⅷの女性公務員の労働権確立についてである。

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30年度にお

いて40.4％となっており、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てまいりたい。

続いて、Ⅸの福利厚生施策等についてである。

「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、心の健康に対する管理職員の意識向上のため、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。
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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。

続いて、Ⅹ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、調整者による不均衡の補正等が、全体評語を対象

に行われるものであることに鑑み、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、評価者に対し引き続

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

となるよう尽力してまいりたい。

評価者に対しては、人事評価を行うに当たり求められる姿勢等についてより一

層理解が深まるよう、評価者講座やeラーニングを実施しているところである。

また、業務・組織マネジメントの観点からも、管理職のマネジメント能力の向

上に向けた取組を推進しているところである。

続いて、ⅩⅢ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、業務を円滑

に行うことができる環境づくりに努力する考えである。

また、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。

（吉本地方課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての６の官用車の安全対策について、回答

する。

官用車の安全対策については、地方農政局等の要望を踏まえライトバン型から

乗用車型への切り替えを進めており、その際、バックカメラや衝突被害軽減ブレ
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ーキ等の安全装置が標準装備となっている車種等を導入しているところである。

（福原大臣官房参事官（経理））

続いて、Ⅺの国家公務員宿舎の確保等について、回答する。

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。

また、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

続を行うよう、引き続き努力する考えである。

（岡本書記長）

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５

点について、私から重ねて要請する。

１点目は、2019年度予算、組織・定員要求についてである。

まずは、2019年度予算についてである。私たちは、４月27日の概算要求に向け

た要請書を提出して以降、様々な機会を通じてその実現を求めてきた。

また、11月６日に秘書課長に対し、予算、定員の満額確保を要請するとともに、

11月20日の秋季要求書提出の際にも委員長から官房長に対し、重ねて要請したと

ころであり、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求

める。

独立行政法人においては、東日本大震災以降の施設整備費補助金の大幅削減に

よって、施設・設備の老朽化が進み、計画的な更新や修繕費が確保されないなど

施設・設備の維持・存続にも支障を来たしている。

12月４日に水研教育機構、６日に農研機構、13日に森林総研の職域対策会議を

開催したところ、施設の更新はもとより、修繕についても不十分な状況、さらに

は船舶の老朽化、自然災害で被害を受けた施設等の早期復旧を求める意見が数多

く報告されており、各法人の事務・事業に対する大きな影響が明らかとなってい

ることから、所管独立行政法人の運営費交付金と施設整備費補助金の満額確保が

不可欠である。現時点における折衝状況を伺う。

また、ＴＰＰ11は今月30日に発効となり、日欧ＥＰＡにおいても2019年２月１

日が発効であることから、2019年４月以降はいずれも発効２年目の対策が必要と

なる。さらに日米の二国間交渉が年明けから開始可能となるなど、農産物・食品

の自由化が急速に進展する中、持続可能な農林水産業を確立するために万全な国

内対策と必要な予算確保を求める。
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次に定員の確保についてである。

現在、2019年度定員要求に関わり査定省との厳しい折衝が行われていると推察

する。先般、開催した植物防疫所及び動物検疫所の職域対策会議では、訪日外国

人旅行客が激増するとともに、農畜産物・食品の輸出が促進される中、実員の確

保が不十分なため欠員が多く生じており、業務量の増加に見合った人員、検疫官

の確実な確保を求める意見が多く報告されている。水際対策を担うＣＩＱ部門と

して、引き続き大幅な増員と確実な配置が必要と考えているが、まずは2019年度

要求数の確実な確保を求める。

また、自然災害の増加に伴い、ため池緊急点検について全国からの応援体制に

よる実施など土木技術職員の対応が重要度を増しているが、国営土地改良事業所

等の職場においては慢性的な超過勤務での業務対応が続いている中で、年々緊急

対応への負担も増加している。技術の継承も必要なことから、新規採用者の確保

や業務量に見合った定員増を引き続き求める。

２点目は農林水産省設置法改正に伴う附帯決議の遵守についてである。

組織・定員要求決定後は、定員削減の割当てが検討されると思うが、私たちは、

設置法改正時の附帯決議を踏まえ、農林水産政策を着実・継続的に推進できる組

織体制を確立するため、地方組織に過度に偏重した削減を行わないよう求めてき

た。これに対し当局は、設置法の附帯決議に基づき、中長期的な視点に立って、

新規採用等の計画的な配置に努めるとの見解を示しているが、設置法改正から３

年半が経過している中でどのような対策を講じてきたのか伺う。その上で、業務

の継承や組織の活性化、人材育成を図るために来年度の県域・地域拠点への新規

採用者・若手職員の配置について、どのような検討をしているか伺う。

また、要求書提出の際にも委員長から申し上げたが、雇用と年金の接続等につ

いては、フルタイム再任用が原則となっている中、現行の再任用制度では、地方

農政局等の県域・地域拠点においては、厳しい定員事情から未だフルタイムの再

任用職員が配置されない状況が解消されていない。来年度の再任用配置にあたり、

この間私たちが求めてきた定員の弾力的取扱いによる希望者全員のフルタイム再

任用の実現に向けどのように対応しているのか伺う。

３点目は、次期定員合理化計画への対応についてである。

現行定員合理化計画が来年度で終了することを踏まえ、来年７月に策定が想定

される新たな定員合理化計画への対応が最大の課題である。今後、従前のような

削減計画が決定されれば、現行の定員合理化計画の実行と合わせて行われた設置

法改正時の附帯決議の実現は困難となるばかりか、地方における農林水産行政の

円滑な推進、組合員の雇用・労働条件にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。

多発する自然災害への対応、基本計画の着実な達成や地域社会の活性化、持続
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可能な農林水産業の確立には、農林水産省に過度な負担を強いてきた定員削減の

見直しが労使共通の課題と考えており、農林水産省当局が私たちと同じ認識のも

と万全の対策を講じるよう求める。

４点目は、障害者雇用についてである。

障害者雇用に関わる問題は、我々も関係方面から厳しい指摘を受けており、関

係労働組合としても責任を痛感している。

今後、採用が具体化する中で、法令を踏まえた適正な雇用はもとより、雇用さ

れる障害者の立場に立った働き続けられる職場環境や職員の理解促進の整備が重

要である。そのためには、労使が一体となって取り組む必要があると考えており、

労働組合との必要な協議を行うことを求める。

５点目は、引っ越し経費の増大についてである。

本年４月の大規模異動期において、引越し事業者の確保が困難となった状況や

引越し料金の高騰により、引越し業者への支払額が100万円となった実態や支給

された移転料を数十万超える自己負担が生じている実態が明らかとなっている。

転居を伴う異動命令を行う当局として、どう認識しているのか。また、来年４月

の人事異動期に向け農水当局としての具体の対応方針について伺う。

なお、労働条件点検アンケート結果を分析し、より具体の要求をするので誠意

ある対応を求める。

（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。

予算については、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を実現す

るため、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく改革を着実に実行す

るために必要な予算を確保できるよう、決定に向けて、査定当局との調整を進め

てまいりたい。

また、独立行政法人の予算についても、中長期目標等の達成に向け、各独立行

政法人の事務・事業の推進、施設等の修繕に要する経費が確保できるよう、引き

続き査定当局との調整を進めてまいりたい。

組織・定員についても、厳しい査定環境ではあるが、動植物検疫や農地・農業

用施設に係る防災・減災及び災害復旧等を含め、農林水産行政をめぐる諸課題に

的確に対応するため、必要な組織・定員を確保してまいりたい。

次に次期定員合理化計画についてである。

定員合理化については、これまで、農林水産業を取り巻く様々な課題の解決を

図る観点から、必要な定員を確保してきたところであり、平成27年度から31年度
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までの現行の計画期間においても、定員削減を図りつつ、農林水産業の成長産業

化を図るための増員を行うなど、新たな行政ニーズに対応するための定員の確保

に努めてきているところである。32年度からの次期定員合理化計画においても、

将来の業務運営に支障が生じないよう、必要な定員の確保に努めてまいりたい。

（前島秘書課長）

続いて、私から申し上げる。

地方組織における新規採用者を含む若手職員の配置については、その維持・活

性化を図るため、平成27年の農林水産省設置法改正時の附帯決議の趣旨を踏まえ、

業務の継承、地域における農林水産行政の習得に向け、今後も中長期的な視点に

立って、計画的な人材育成等が図られるよう検討してまいりたい。

フルタイム再任用職員を配置するための定員上の取扱いなどの課題については、

制度官庁の動向を注視しつつ、政府全体の中で適切に対応していく考えである。

障害者雇用については、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に

基づき、採用計画期間である来年12月末までに223人の対象障害者を採用する予

定であり、適宜情報提供に努めてまいりたい。

転居を伴う人事異動についてであるが、本年４月期の人事異動において、転居

が必要となる職員が引越業者の確保に苦労されたことは承知している。公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により赴任期間を延長すべき旨の申出があ

った場合は、新在勤官署の勤務管理者は、必要やむを得ない限度において、その

期間を延長することができるとしており、今後とも実情を考慮しながら対応して

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、再度当局見解

を伺う。

１点目は、労働条件の改善についてである。

まずは、働き方改革関連法を踏まえた超過勤務の縮減についてである。

秋季に開催したブロック別分会代表者会議や植防・動検職域対策会議、閉鎖事

業所等対策会議では、各職場から人員不足による超過勤務が増加、慢性化してい

る実態や正確な超過勤務実態が把握されていない実態などが報告されている。

「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」との回答

であるが、民間労働者を対象とした罰則付きの上限規制など働き方改革関連法の

４月施行を踏まえ、人事院は超過勤務を命ずることのできる上限を、原則月45時

間かつ年間360時間とすることなどを人事院規則で定めるとしている。各職場で
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実効あるものとするためには、他律的業務と非他律的業務、さらには重要性・緊

急性の高い業務などの事例を農林水産省として明確化した上で、特例の厳格化を

図ることが重要であるが、判断基準など、どのように検討しているか伺う。

また、私たちは、この間、全ての職員が健康で働き続けるためにも超過勤務縮

減の前提となる職員の勤務実態の把握について、ＩＣＴ等を活用した客観的で厳

格な手法を用いた勤務時間管理の実施や在庁時間の一層の削減などによる実効あ

る超過勤務縮減対策を求めてきたところである。

本年の人事院報告では、「各省各庁の長は適切な方法により職員の超過勤務状

況を把握する」としているが、「適切な方法」について、農林水産省として退庁

時間の把握も含め、どのような措置を検討しているのか併せて伺う。

さらに、年休５日の時季指定についてである。この間の交渉等において年次休

暇の年間取得日数が０から５日の組合員がいることを指摘し、管理者としての自

覚と対応を求めてきたが、今後どのような対策を講ずるのか。

労働時間短縮と働き方の見直しは、社会的な要請であり、民間企業が労使で積

極的に取り組もうとしている中で、公務職場においても適切な対応を求めるとと

もに、超過勤務の縮減と超過勤務手当の全額支給の徹底を重ねて求める。

次に、官用車の長距離・長時間運転についてである。

官用車の安全対策について安全装置を具備した車種等を導入する回答が示され

たところであるが、先般の植物防疫所、動物検疫所の職域対策会議においては、

広域化する管轄区域での数カ所に及ぶ検査対応により疲労が蓄積する中、検疫官

の一人運転による長距離・長時間運転が常態化しており、雪道での運転も含め、

事故リスクが高まっている実態が報告されている。

安全装置を具備した官用車は前提であるが、集荷地検査や栽培地検査、空海港

における検疫など業務量が増加する中、職員にかかる負担や危険性を回避するた

めに早期の改善を求める。

（前島秘書課長）

まず、超過勤務縮減については、「まふ改革行動計画」のとおり、時間意識を

持つ工夫をすること、業務のムダをなくすこと、業務量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り、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うことにより、積極的に超

過勤務の縮減に取り組んでいるところである。

超過勤務の上限規制については、内閣人事局及び人事院において検討がなされ

ているものと認識しており、農林水産省としても、制度官庁の動向を注視しつつ、

適切に対応してまいりたい。

また、職務として行った超過勤務の時間については、勤務管理者がしっかりと

把握するよう指導しているところであり、引き続き徹底してまいりたい。
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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り、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。

年次休暇については、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ているところで

あり、引き続き職員が休暇を取得しやすい環境づくりを徹底してまいりたい。

次に官用車の長距離・長時間運転についてである。

植物防疫所、動物検疫所における長距離の出張検疫については、官用車に加え、

公共交通機関とレンタカーの組み合わせ、泊付き出張等により、適切に対応して

まいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、諸休暇の取得しやすい職場環境の整備についてである。

先ほどの回答において、「夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期

連続休暇となるよう努めることを促す」としているが、前述した職域対策会議に

おいて、夏季休暇の取得時期の７月から９月は訪日外国人旅行客等が多い業務の

繁忙期と重なり、限られた人員の中、24時間シフト勤務等に対応していることか

ら、３日間の連続休暇でさえ取得が難しい実態となっている。人員不足が最大の

課題であるが、水際対策として繁忙期と重なる夏季休暇３日の取得時期を、繁忙

期以外の時期に取得することが可能となるよう様々な努力を求める。

（前島秘書課長）

夏季休暇の取得時期と業務繁忙期が重なっている状況は承知しているが、夏季

休暇については、人事院規則により取得期間が７月から９月と定められていると

ころである。取得期間の拡大については要望として承りたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、非常勤職員等制度及び待遇改善についてである。

新たに職務経験等の要素を考慮した賃金の改善など待遇改善の回答があったが、

夏季休暇を有給で取得可能とするなど福利厚生面において常勤職員との均衡を基

本に改善を図ることを求めているが、農林水産省としてどのように考え検討して

いるか伺う。

（前島秘書課長）

非常勤職員の夏季における休暇については、採用後一定期間継続勤務の見込み

がある職員に対し、年次休暇の一部を前倒しで取得することが平成27年度から認

められたところである。
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さらに、平成29年７月からは、年次休暇の残日数が20日未満の場合、１日未満

の端数についても次の１年に繰り越すことができるよう所要の措置が講じられた

ところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

４点目は人事評価制度についてである。

評価者自身の超過勤務縮減に関する目標等により、自らの目標達成のために部

下である職員に対し必要な超過勤務を認めず、当該職員の働き方に悪影響を及ぼ

していると報告されているが、このような実態に対し、当局としてどのように考

えるのか伺う。

また、管理職に対するハラスメント項目の追加や公文書に関する評価項目が業

績評価に加えられている。管理職員の目標設定が結果として部下である職員の働

き方に影響し、円滑な業務運営に支障を及ぼすことは、人事評価制度の趣旨に反

することであり問題である。評価項目が多様化するなかで、従来どおりの回答に

とどまっているが、被評価者の労働条件に支障を生じさせないような評価者訓練

について具体的にどのように対応するのか。

（前島秘書課長）

超過勤務については、必要性を事前に確認した上で命令しており、今後とも管

理者に対して指導を徹底してまいりたい。

また、評価者訓練については、先ほど申し上げたとおり、評価者講座やeラー

ニングを実施しているほか、業務・組織マネジメントの観点から、管理職のマネ

ジメント能力の向上に向けた取組を推進しているところである。

（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最大限対応いただきたい。

（水田官房長）

本日は働き方改革や諸休暇の取得促進などの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。

本省、地方機関等にかかわらず、当省職員はそれぞれの職場において、農林水

産業を活力ある産業へ展開していくため、日々努力されていると認識している。

当局としても、本日の交渉を踏まえ、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。
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（横山秘書課調査官）

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 －


