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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26年８月５日（火）14:30～15:15(45分)

２．場 所：農林水産省統計部第１会議室（北別館３階ドア№314）

３．出 席 者：

農林水産省 佐藤 一雄 大臣官房長

同 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 大角 亨 大臣官房文書課長

同 岡本 裕 大臣官房厚生課長

同 平野 統三 農林水産技術会議事務局総務課長

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 川本 登 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 須崎 文広 組織教宣部長

同 渡邉 由一 調査交渉部長

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2014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

（川本秘書課調査官）

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）

全農林は７月17日から18日に都内で第60回定期大会を開催し、引き続き、

東日本大震災からの復興・再生に向けて力を結集し、様々な改革の具体化か

ら組合員の雇用と労働条件を守るための運動方針を決定した。大会では、現

在検討されている給与制度の総合的見直しや新たな定員合理化計画策定に対

する不満と不安、地方統計業務の見直しや独法改革の具体化と法人統合に対

する課題などについて、多くの意見が出された。加えて、事務・事業と組織

の見直しへの懸念と先の「地域センター削減報道」に対する憤りの声も多く

寄せられたところである。

これら各地域・分会から寄せられた組織や業務、更には予算・定員等に関
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わる意見や要望等については、本日も補足するが、今後、様々な機会を通じ

て農林水産省当局はもとより、各法人当局も共有して頂き、その解決を求め

たいと考えていることを申し上げておきたい。

回答を受けるにあたり、改めて申し上げたいことは、国民の期待に応え、

農林水産行政を円滑に推進していくためには、本省と地方組織が一体となっ

た組織における雇用の安定と労働条件の維持・改善が不可欠であること。要

求している各事項は、いずれも切実な課題であることから、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。

（佐藤官房長）

まず最初に、当省に対する国民の目線は依然として厳しいものと認識して

おり、新たな労使関係の構築に関する基本方針に則り、緊張感をもって農林

水産行政に当たりたいと考えている。

それでは、人勧期の要求事項のうち交渉事項に関する回答について、各担

当課長から回答させる。

（横山秘書課長）

最初に、「Ⅶ 労働条件の改善について」の１、２、６、７、「Ⅷ 男女
７ ８

平等の公務職場の実現について」、「Ⅸ 非常勤職員等の制度及び処遇改善
９

について」の２、３、「Ⅹ 人事評価制度について」の２、３、４、「Ⅺ
１０ １１

労使関係について」について回答させていただく。

Ⅶ労働条件の改善についてである。

Ⅶの１、２超勤縮減、在庁時間の一層の削減などについてであるが、農林

水産本省では、①一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、②管理職員は、勤務時間外になってからの業務指示は行わないよ

うに努める、③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など具体的事項を定め、超過勤務

縮減に向けて取り組んでいるところである。

今後とも、定期的に各局庁における超過勤務縮減の取組の検証を行うなど、

適切に対応してまいりたい。

Ⅶの６セクハラ・パワハラの防止策の徹底などについてであるが、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、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ところである。

これらへの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対して、助言、指導、両当事者間の和解の
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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

ワハラの防止等を徹底しているが、引き続き取り組んでまいりたい。

Ⅶの７年次休暇などの取得しやすい環境整備についてであるが、年次休暇

や夏季休暇については、計画的に使用することが重要であるため、①毎月上

旬に、各課等において向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧して記入

する、②ゴールデンウィークや夏季休暇の取得の際には、年次休暇と組み合

わせて長期連続休暇となるよう努めるなどを職員掲示板や庶務課長会議にお

いて促しており、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めているので、

こうした取組を引き続き徹底してまいりたい。

Ⅷ男女平等の公務職場の実現についてである。

Ⅷの１女性職員の採用・登用拡大計画の実施などについてであるが、女性

職員の採用・登用については、政府の「第３次男女共同参画基本計画」や人

事院が定めた「女性国家公務員の採用・登用拡大に関する指針」を踏まえ、

「農林水産省における女性職員の採用・登用拡大計画」を定めているところ

である。

これまで、採用・登用拡大計画に示された目標の実現に向けて、①業務説

明会への女性職員の派遣など女性向け採用活動の強化、②人事評価制度を活

用した意欲と能力のある女性職員の登用の推進、③女性職員からのキャリア

形成に関する相談に対応するメンター制度の周知などの取組を着実に推進し

てきた結果、農林水産省全体の新規採用に占める女性の割合は、平成26年で

33.6％と、拡大計画の目標35％は若干下回ったものの、「基本計画」の目標

30％は上回ったところである。

また、女性職員の割合も年々増加しており、引き続き、女性の採用・登用

の拡大や働きやすい環境の整備を進めてまいりたい。

Ⅷの２育児休業・育児のための短時間勤務を取得しやすい環境の整備につ

いてであるが、両立支援施策の推進は政府全体の課題であり、農林水産省と

しても制度のパンフレットを掲示板に掲示する等、非常勤職員を含め施策の

周知・推進に努めてまいりたい。

Ⅷの３男性の育児休業取得率13％（2020年）達成のための具体策について

であるが、男性の育児休業取得率については、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」において、平成26年度に取得率10

％の目標値を設定している。

農林水産省においては、この目標の達成に向けて、行動計画や仕事と家庭

の両立を支援する制度に係るパンフレット等を職員掲示板に掲示し、職員へ

の周知を図るとともに、育児休業取得経験のある男性職員の体験談の省内報

への掲載、人事院主催の両立支援に関する講演会の参加募集などの具体的な

取組を進めている。

これらの取組の結果、男性の平成24年度の取得率は5.7％と、全府省平均
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の 2.0％を上回っている。男性職員の育児休業等の取得促進を図るため、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。

Ⅸ非常勤職員等の制度及び処遇改善についてである。

Ⅸの２「非常勤職員給与指針」の遵守についてであるが、当省における非

常勤職員の給与は、いわゆる人事院の非常勤職員給与決定指針を踏まえ制定

した「臨時雇用非常勤職員給与等規程」の規定により常勤職員に準じて決定

している。

本年４月に、臨時雇用非常勤職員給与等規程を改正し、非常勤職員の賃金

決定に際し、これまで反映できなかった職務経験を考慮するようしたところ

である。

Ⅸの３期間業務職員制度の適切な運用についてであるが、期間業務職員の

雇用と処遇については、国会でも指摘されているところであり、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。

Ⅹ人事評価制度についてである。

Ⅹの２評価結果の全面開示、苦情処理への組合関与の検討についてである

が、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。

Ⅹの３被評価者への指導・助言などについてであるが、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。

Ⅹの４評価者訓練の一層の徹底などについてであるが、評価者訓練につい

ては、①制度官庁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、②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

しているところである。

また、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

う取り組んでまいりたい。

Ⅺ労使関係についてである。

Ⅺの１民主的な職場の確立についてであるが、労使関係については、引き
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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、業務が円滑に行

えるような環境づくりに努力する考えである。

Ⅺの２各級段階の交渉についてであるが、地方を含む各段階での労使交渉

については、平成21年７月に労使間で合意した「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する考えである。

（岡本厚生課長）

最後に、要求のうち、

「Ⅴ 国家公務員宿舎の確保等について」の１の柱書、(１)、(２)及び３、
５

４について、回答させていただく。

Ⅴ国家公務員宿舎の確保等についてである。

Ⅴの１柱書農林水産行政の遂行に必要な宿舎の確保についてであるが、国

家公務員の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。

Ⅴの１．（１）独立行政法人向けの必要戸数の上積みなどについてである

が、独立行政法人向けの必要戸数の見直しについては、国会等において更な

る批判を招くおそれがあるため、大変厳しい状況である。

他方、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、退

去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用等について、引き続き、各財務局等

と宿舎ごとに調整を行ってまいりたい。

Ⅴの１．（２）つくば地域における宿舎に係る関係機関との調整について

であるが、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

生推進会議最終報告」及び「つくば地区廃止宿舎の売却スケジュール」を踏

まえた財務省関東財務局等各関係機関の検討結果に即して適切に対応してま

いりたい。

Ⅴの３．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が、退

去及び転居を余儀なくされる職員に対しては、引き続き、①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、②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。

Ⅴの４．退去及び転居に伴う個別課題への対応についてであるが、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、引き続き努力してま

いりたい。

（柴山書記長）
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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、2015年度予算、組織・定員要求についてである。

まず予算についてである。

政府は、６月に今後の財政運営に関する「骨太方針」と「「日本再興戦

略」の改定2014」を閣議決定し、歳出分野における重点化・効率化の考え方

として、裁量的経費、義務的経費を通じた聖域なき見直しの必要性を明記し

ている。これらを踏まえ、７月25日の閣議で「平成27年度予算は、「中期財

政計画」（平成25年８月８日閣議了解）に沿って、平成26年度予算に続き、

民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目指し、メリハリの予

算とする。」との概算要求に当たっての基本的な方針が了解されたところで

ある。2015年度予算要求にあたっては、今月末を目途に本格的な予算要求作

業が行われているが、東日本大震災・福島原発事故からの復興、「農林水産

業・地域の活力創造プラン」に基づく各種施策を着実に実施するために必要

な予算を確保するよう最大限の対応を要請する。

他方、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

費補助金など十分な予算を確保するとともに、政府要請に基づき東日本大震

災からの復旧・復興対策に係る事業については、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。また、定期大会では「農研機構の

研究所は、施設等の老朽化が進み修繕箇所が増加しており、従来の運営費交

付金では維持管理が困難」との意見が出されている。業務や労働安全面から

も総合的な老朽化対策に必要な予算を別枠として確保するよう求める。さら

に、改正高年齢者雇用安定法に基づく、フルタイムを含む希望者全員を継続

雇用するために必要な予算を別枠で確保するよう合わせて要請する。

次に、組織・定員要求及び事務・事業と組織の見直しについてである。

政府は、７月25日に2015年度から５年間の定員合理化計画を閣議決定し、

これを受けて内閣人事局は、各府省に対し定員合理化目標数を通知した。農

林水産省に対する合理化率は、政府全体の中で最も多い14.19％となってお

り、農林水産省に偏重した合理化が解消されたとは言い難いと考えるが、こ

の削減率を当局としてどのように受け止めているのか伺う。私たちは、この

間の交渉において、長年に亘る定員削減や新規採用抑制により、要員不足を

起因とする業務過重や超過勤務の問題など深刻化する職場の改善を図るため、

必要な定員確保を強く求めてきたところである。定期大会でも、「今年度も

大幅な純減となり、地方組織の業務運営は限界にきている。これ以上の定員

削減は精神的・肉体的にも限界である」「国営土地改良事業所では、適切な

要員配置が行われていないことから、年間通して大幅な超過勤務が発生して

いる者が複数いる」「植物防疫所では、プラムポックスウイルス病の緊急防

除対策の急増や深夜便の増便などに対応するための人員増が必要」など深刻

な職場実態が報告されており、職場の労働環境は限界にきている。

したがって、2015年度組織・定員要求にあたっては、要求書にあるとおり、
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新たな農林水産政策を着実・継続的に展開するため、本省・地方農政局・北

海道農政事務所・地域センター・国営土地改良事業所等が一体となって推進

できる組織体制の確立、農業農村整備事業の着実な推進、ウメ輪紋ウイルス

対策や格安航空（ＬＣＣ）の新規就航など増加する検疫業務や、船舶の安全

運航を確保し調査・取締業務の的確な遂行などに必要な定員を確保するよう

求める。加えて、農林水産施策を継続かつ円滑に推進するために必要な新規

採用者の確保を強く求めたい。

また、先般の要求書提出の際に、官房長から「「農林水産業・地域の活力

創造プラン」に基づき、農業・農村の所得を今後10年間で倍増させるために

は、本省・地方組織が一体となって推進するための組織・体制が必要である。

こうした観点に立って、労使間で建設的な論議を期待したい」との見解が示

されたところである。事務・事業と組織の見直し検討にあたっては、農政の

円滑な推進と、組合員の雇用と労働条件に大きく影響することから、労働組

合の意見を十分踏まえるよう強く要請する。

２点目は、給与制度の総合的見直し及び賃金要求についてである。

人事院は、昨年８月、「給与制度の総合的見直し」について早急に結論を

得ると報告し、本年の勧告に向けて作業を進めている。定期大会では、

「「給与制度の総合的見直し」は、給与構造改革終了後間もなく、拙速かつ

恣意的な見直しであり納得できない」「地域間配分の見直しによる地域給与

の引き下げや技能・労務職員の給与水準引き下げは、更なる格差を拡大させ

るものであり容認できない」など、見直しに反対する数多くの意見が出され

た。このため、大会参加者の総意として労働組合と十分な交渉・協議、合意

の上で検討作業を進め、一方的な勧告は行わないよう強く求める決議を採択

し過日人事院に提出するとともに、公務員連絡会に結集し組織の総力をあげ

て取り組みを強化することを確認した。

「給与制度の総合的見直し」は、処遇の悪化に繋がるばかりか、全国各地

で農林水産行政の推進に従事している農林水産省の職員にとって、地域間や

世代間などの更なる格差拡大、人事行政への影響が懸念されるなど問題のあ

る内容であり、職員の士気や組織活力が維持・向上するとは全く理解出来な

い。農林水産省としても、人事院に対し、労働組合と十分に交渉・協議、合

意を基本に、一方的な勧告は行わないよう要請することを強く求める。

また、本年の勧告については、人事院に対し「公務員労働者の月例給与水

準の引き上げ勧告を行うこと。また、一時金については精確な民間実態の把

握と官民比較を行い、支給月数を引き上げること」を強く求めている。さら

に、再任用者の給与制度上の措置の検討については、人事院に対し、交渉・

協議と合意に基づく作業を求めている。

人事院勧告を巡っては、勧告日が迫っていることから私たちの要求を十分

に踏まえ、しっかり対応願いたい。

３点目は、独立行政法人改革についてである。

独立行政法人通則法の一部改正法案が６月６日に可決・成立した。附帯決
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議では「独立行政法人の統廃合の組織の見直しにあたっては、当該法人職員

の雇用の安定に配慮すること。また、独立行政法人の職員の給与等は、自主

性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係

法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること」とさ

れており、これらを踏まえた対応を強く要請する。

定期大会では、代議員から、今次独法改革に関わって、法人統合の時期や

事務・事業の継続、事業所の廃止や間接部門の合理化、人員削減や業務量の

増加などを懸念する多くの意見が出された。また、法人当局や主務省から一

連の動向等について説明がなく、職場に不安が広がっているとの報告も出さ

れている。今後、事務・事業と組織のあり方を含む個別法の策定や法人統合

が具体化されるが、引き続き、①組合員の雇用と労働条件の維持、農政推進

と一体的に事務・事業を展開する組織体制の維持など、この間求めてきた

「３要件」を確実に確保すること、②法案策定の節目毎に情報提供し労働組

合の意見を反映すること。特に、統合法人の個別法案には、新法人に職員が

円滑に移行するよう「職員の承継」を明記するよう要請する。

次に、独法改革の実施時期について、各法人は中期目標期間の５年間を見

据えて年度ごとの業務計画をたて、着実な達成に努めている。農林水産行政

の実施部門として社会的な要請に応えるためには、中期目標全期間での目標

・計画の遂行による使命達成が重要と考える。また、法人統合など制度面の

措置の実施には十分な検討・準備期間が必要である。このことから、第３期

中期目標期間終了後の「2016年４月から改革実施」とするよう要請する。

（佐藤官房長）

ただいま、柴山書記長から重ねて言及のあった事項について、私の方から

順次申し上げる。

まず、平成27年度予算、組織・定員要求等についてである。

平成27年度予算は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の２年目予算

であることから、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現

に向けた施策を着実に展開できるよう検討を進めてまいりたい。

また、組織は、本省や地方組織が一体となって推進するための組織体制の

確立に向け検討を進めるとともに、農業農村整備事業、検疫業務、調査・漁

業取締り強化をはじめ、今後、農林水産行政の円滑な推進に必要な定員の確

保に努めてまいりたい。

次に、給与制度の総合的見直しについてである。

給与制度の総合的見直しについては、人事院において、慎重に検討が進め

られているものと考えている。今回の総合的見直しによる措置を含め、公務

員給与のあり方については、国民の理解が得られ、職員がやる気を持って業

務遂行できる環境を整えるよう、先般、人事院に対し要望したところである。

（大角文書課長）
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定員合理化計画の削減率、新規採用の確保についてである。

次期定員合理化目標における合理化率は、14.19％であり、ご指摘のとお

り政府全体の中で最も高いものとなっている。

当省の合理化率は、これまでの５年間でも14.34％となっていた上、定年

退職者数についても、これまでの５年間の2,076人から、今後５年間では、

3,433人に増加する見通しであること等から、引き続き高い水準となってい

るものと考えている。

しかしながら、22年度から５年間の定員合理化計画と次期定員合理化計画

の削減率の増減をみると、半数程度の府省が前回より増加している中で、当

省は0.15％の減少となっている。

また、今回、当省の合理化率が引き続き高い水準とならないよう、内閣人

事局に対して、次期合理化目標数の算定方法の見直しを要請し、内閣人事局

通知において、「平成32年度から５年間の各府省の合理化目標数の算定方法

については、内閣人事局において、平成31年度までの各府省の定員管理の状

況を踏まえつつ、必要に応じ見直しを行うものとする。」と明記されたとこ

ろである。

なお、新規採用については、自立的な組織内の再配置の措置等により、こ

れまで以上の新規採用が可能となる水準を確保したところである。

次に、独法改革の実施時期についてであるが、独立行政法人に対する評価

の仕組みの変更など制度面での措置は、先の国会で成立した独立行政法人通

則法の一部を改正する法律において、平成27年４月から施行することとされ

ている。また、法人統合の実施時期については、平成26年夏を目処に行政改

革推進本部において決定することとされている。

農林水産省としては、各法人とも連携しながら、改革に伴う混乱が生じな

いよう適切に対応するとともに、今後とも、必要な情報提供を行ってまいり

たい。

（平野農林水産技術会議事務局総務課長）

独立行政法人の予算確保についてである。

東日本大震災からの復旧・復興に係る事業については、委託事業予算を運

営費交付金とは別に確保しているところである。引き続き、予算の確保に向

け努力する考えである。

一方、昭和５０年代に一斉に整備したつくば地区をはじめとして老朽化し

た研究施設が多いことは認識している。

このような中、補正予算で農業関係研究独法の施設の耐震改修等に対し、

１６２億円を措置したところである。引き続き、独立行政法人の運営に必要

な施設整備費補助金の確保に向けて努力する考えである。

また、改正高年齢者雇用安定法に基づく定年退職者の再雇用に必要な予算

については、別枠で確保することは困難であるが、運営費交付金の中で対応

できるよう、引き続き予算確保に努力する考えである。
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次に、独立行政法人改革についてである。

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「独立行政法人

で現在働いている職員の士気の向上や雇用の安定にも配慮する。」と決定さ

れている。統合法人の個別法案には、基本方針や過去の独法統廃合の例を踏

まえ、「職員の承継」に限らず一切の権利及び義務が統合後の法人に引き継

がれるよう、法的な措置を行うことを検討しており、法人に対しても、職員

の雇用の安定に十分配慮するよう要請してまいりたい。

また、職員の給与水準については、現在も労使交渉を通じて法人が責任を

もって決定しており、今後とも各法人が国民の納得のいく説明責任を果たす

ことを前提に、その事務・事業の特性を踏まえて給与水準を決定することに

変わりはないと認識している。

（渡辺調査交渉部長）

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

の見解を伺いたい。

１点目は、公務員宿舎についてである。

定期大会では、公務員宿舎の退去期限が迫っていることから、個別案件に

応じた退去期限の延長や弾力的運用を求める多くの意見が出されている。今

ほど、「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、退

去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用等について、引き続き、各財務局等

と宿舎ごとに調整を行って参りたい」との回答が示されたところであるが、

退去期限は入居者の生活設計に大きく影響することから、引き続き退去期限

の延長及び有効活用が図れるよう財務省等に働きかけるとともに、個別案件

にしっかり対応するよう求める。

また、関東財務局が５月に公表した「つくば地区廃止宿舎の売却スジュー

ル」では、地区計画と処分時期の年度が示されたが宿舎の廃止期限及び退去

期限が示されていない。退去期限の延長や個別案件に応じた弾力的運用が早

期に図られるよう、引き続き関係機関への働きかけを重ねて求める。

（岡本厚生課長）

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、先ほど申

し上げたとおり、各財務局等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、引き続き関係機関と連絡

を密にして適切に対応する考えである。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減についてである。

超過勤務縮減については、回答にあった具体的取組事項が各職場で確実に

実行されることが喫緊の課題である。定期大会では、特に、国営土地改良事

業所の職場から「公共事業の実施にあたって地元対応に大変苦慮しており、
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月 100時間の超過勤務を１年間続けた者が複数いた。管理職のマネジメント

不足との意見もあるが、適切な要員が配置されていないことが大きい。職員

の適切な配置と超勤手当の全額支給を求める」などの厳しい職場実態が報告

された。このように国営土地改良事業所においては、公共事業の推進や震災

復旧など業務量が増加し慢性的な超過勤務が発生しているなかで、当局の認

識とは乖離した実態にあることが浮き彫りとなっている。これらの問題は、

事前の超過勤務命令を出す管理者の姿勢や、管理者が超過勤務の実態を把握

していないことが原因と考えられる。内閣人事局は、今年の人事管理運営方

針で新たに「管理職員が部下職員の超過勤務の必要性の事実確認を行う」こ

とを明記しており、その徹底を求めている。業務量に見合う要員配置はもち

ろんのこと、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ことを求めるとともに、全額支

給となるよう必要な予算を確保することを重ねて求める。

なお、国公連合としてもワーク・ライフ・バランスを実現するため超過勤

務縮減の取組を強化している。特に本省庁における国会対応等による在庁時

間の削減と他律的業務を含む超勤上限目安時間の遵守を図るため、５月27日

の与野党７党による「国会審議の充実に関する申し合わせ」にある「国家公

務員の過剰な残業是正」に向けた確実な対応を関係議員に要請している。

また、３月19日の春闘交渉時に、私たちはこの間、当局に対し超過勤務縮

減対策を求め一定の見解は示されているものの、一向に超過勤務の改善が図

られないことから、昨年10月～11月に実態把握を行った結果、当局の「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」との見解と乖

離した実態にあることを指摘した。その際当局は、「超過勤務の実態につい

ては、特定の職員に一定期間集中して過度な勤務状況となっていないかチェ

ックするため、管理業務の一環として、地方機関を含め毎月31時間以上の超

過勤務者の人数等を把握するよう努め」との見解が示されが、昨年度の本省

及び地方機関の超勤実態はどのような状況となっているのか。在庁時間は削

減しているのか。

（横山秘書課長）

超過勤務については、事前命令を徹底することはもちろんのこと、職員の

健康管理上の観点からも縮減を図ることが重要である。

平成２５年の当省における月３１時間以上の超勤者の割合は、一昨年に比

べて、ほぼ同じ状況となっていると認識している。いずれにしても、各管理

職員等によって、職員の勤務状況等を踏まえ、超勤縮減の取組に常時注意を

はらってまいりたい。

また、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、超過勤務手当を支給しているところである。

なお、超過勤務手当の予算の確保については、業務全般の超過勤務の状況
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等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は男女平等の公務職場の実現についてである。

国家公務員法の改正を踏まえ、６月24日に閣議決定された採用昇任等基本

方針では、女性職員の採用・登用の拡大、仕事と生活の調和を図るための取

組の促進等に関する指針が盛り込まれた。

その中では、①育児短時間勤務、テレワークなど職員の状況に応じた柔軟

な働き方を推進するとともに、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環

境を整備する、②全省的体制を整備し府省毎に取組計画を策定・公表すると

なっているが、現在の推進状況と農林水産省としての対応状況はどうなって

いるのか。

また、定期大会では、育児休業に伴う代替職員を配置しない職場が増えて

いるとの意見が出されている。当該職員が安心して育児休業を取得できるよ

う、当局は職場状況を十分に把握し適切な対応を図るよう求める。

（横山秘書課長）

仕事と生活の調和を図るための取組については、現在、９～１０月の政府

全体の取組指針の取りまとめに向け、内閣人事局が有識者等からのヒアリン

グ等を実施中と聞いている。このため、政府全体の取組指針策定後に、当省

の体制整備、取組計画の策定に取組むこととしている。

また、育児休業に伴う代替職員については、適切に採用しているところで

あり、今後も引き続き対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

４点目は、人事評価制度についてである。

「人事評価の基準、方法等についての一部改正について（総務省人事・恩

給局通知）」に基づき「農林水産省人事評価実施規程」の見直し作業が進め

られていると推察するが、実施規程の見直しにあたっては、人事評価制度の

納得性と信頼性を高めるため、評価補助者の面談への同席やワーク・ライフ

・バランスの行動の評価など、人事評価マニュアルの見直し内容を適切に反

映するとともに、前広な情報提供を求める。

また、新たな規程の適用は本年10月以降の人事評価からと考えるが、まず

は評価者が十分に改正内容を理解して評価に臨むことが重要であり、そのた

めの評価者訓練の徹底が必要となる。規程改正に伴う評価者訓練の考え方に

ついて伺う。

（横山秘書課長）

評価者訓練については、規程改正後も制度官庁が主催する評価者研修に、

地方機関を含め各部局の評価者を積極的に参加させるとともに、当省主催の
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管理者研修においても、制度官庁の指導の下、改正内容を分かりやすく講義

することとしている。

また、評価者に対しては、様々な機会を捉え、改正内容について周知徹底

してまいりたい。

なお、実施規程の改正に当たっては、職員に周知するとともに、中央本部

にも情報提供してまいりたい。

（柴山書記長）

これまで申し上げたとおり、新たな定員合理化計画をはじめとして、我々

の労働条件に大きな影響を与える多くの事項が検討されるなかで、組合員は

組織の将来や自らの生活への不安を募らせつつも、それぞれの職場で、農林

水産施策を円滑に推進するために日々全力を挙げている。

国民の期待に応える農林水産施策の着実かつ継続的な推進には、中央・地

方が一体となり、新たな施策を推進する体制の確保が極めて重要であること

から、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を構築していただ

きたい。

さらに、要求事項は多岐にわたっているが、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、要求の前進に向けて最

大限対応いただきたい。

（佐藤官房長）

書記長から話があったように、本年度は、給与制度の総合的見直し、新た

な定員合理化計画の策定のほか、農林水産行政を推進するための事業・組織

の見直しなど、避けて通れない課題が多く、これらは、職員の勤務条件に大

きく影響する課題であり、慎重にかつ、入念に対応していかなければならな

いと認識している。

そうした中、農林水産施策を着実かつ継続的に推進するためには、将来を

見越した業務・組織を構築し、本省と地方とが一体になって推進することが

不可欠である。これから８月末の概算要求に向け予算・組織については最後

の詰めに入って行くが、業務・組織の見直しについては、将来に希望の持て

るものにしたいと考えている。

本日の要求事項は全国の職員の切実なる声と理解しているので、今後とも、

しっかりと受け止め誠実に対応してまいりたい。

（川本秘書課調査官）

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 －


