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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28年８月９日（火）16:58～17：44（46分）

２．場 所：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 荒川 隆 大臣官房長

同 青山 豊久 大臣官房秘書課長

同 坂本 修 大臣官房地方課長

同 菅原 誠治 大臣官房参事官（経理）

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 山田 裕典 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 渡辺 由一 財政局長兼調査交渉部長

同 武藤 公明 組織教宣部長

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当）

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2016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

（山田秘書課調査官）

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が「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、

「Ⅳ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１の（１）、（２）、３ の

（２）、（３）」

「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（１）、（２）、（３）、３ の官用

車の安全対策の部分、５、６、８」

「Ⅶ 非常勤職員等の制度及び処遇改善について」の「１、２、３」

「Ⅷ 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

して整理しているので、これを前提として交渉を行う。
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それでは、出席者を紹介する。当局側として荒川大臣官房長、青山秘書課長、

坂本地方課長、菅原大臣官房参事官(経理)、半田秘書課人事調査官それに山田秘

書課調査官である。

職員団体側として、岡本書記長、渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、

武藤組織教宣部長、村上調査交渉部長（独法担当）、笠原東京ブロック対策部長

である。

（岡本書記長）

全農林は、７月22日から23日に第62回定期大会を開催し、熊本県を中心とした

大地震による甚大な被害からの早期復旧に向け、労働組合による社会的使命の発

揮と具体的な支援活動、東日本大震災・福島原発事故を風化させることなく、復

興・再生に力を尽くすことを確認し、取り巻く諸課題から組合員の雇用と労働条

件を確保する運動方針を確立した。大会では、非現業職域においては業務に必要

な定員の確保や組織再編以降の組織・業務運営の課題、独法職域においては運営

費交付金の確保や法人統合後の課題などについて、多くの意見が出された。

これら各分会から出された意見・要望等については、今後も様々な機会を通じ

て農林水産省当局はもとより、各法人当局にその改善を求めていくこととしてい

る。

７月６日に提出した要求書の各事項は、いずれも切実な課題である。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してきたので、それらに対する回答をいただく。

（荒川官房長）

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。

（菅原参事官（経理））

最初に、交渉事項のうち、Ⅳの国家公務員宿舎の確保等について回答させてい

ただく。

国家公務員宿舎の削減については、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。

１の（１）の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、難しい状況である。

また、１の（２）の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、廃止宿舎の入居状況等を勘案しながら各財務局等と退去期限の後倒しや宿

舎貸与の弾力的運用等について、宿舎ごとに調整を行ったところであり、官房と
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しても各局庁と連絡を密にして、入居者が全て退去するまで、引き続き、真摯に

対応を行う考えである。

なお、引継ぎが困難とされている廃止宿舎であっても、本省として、財務本省

と引継ぎのための連絡調整等を密に行い、各財務局等への円滑な引継ぎが実現さ

れるよう努めていく考えである。

３の本文の個別課題の解決については、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、引き続き努力する考えである。

また、３の（２）の退去及び転居を余儀なくされる職員に対する支援について

は、引き続き、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、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。

なお、３の（３）の組織の統合や人事異動に当た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、

宿舎の入居手続きについても、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きを行うよう、引き続き努力する考えである。

（青山秘書課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についてお答えする。

１の超過勤務の縮減等については、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

ことなど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、５のハラスメント防止対策についてである。

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、秘書課長通知により、セク

ハラ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」を職員に対し、
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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。

次に、６の休暇の取得しやすい環境整備についてである。

年次休暇や夏季休暇を計画的に使用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、各課等において向こう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取得

の際に年次休暇と組合わせ、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作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。

次に、８の心の健康づくり施策についてであるが、平成22年に「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、昨年10月、新たに「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」を策定・施行し、推

進しているところである。

心の健康づくりに当たっては、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、職場

や専門家が連携して対応する考えである。

なお、管理職員の心の健康に対する意識向上のため、定期的にメンタルヘルス

研修を実施しているところである。

また、職場に復帰する際には、人事院の「試し出勤」制度を一層活用し、職場

復帰に関する不安を緩和してから復帰するよう努めるとともに、円滑な職場復帰

のための面談と再発防止のための職場復帰計画を作成し、復帰の支援を着実に実

施しているところである。

ストレスチェックについては、昨年12月の人事院規則の改正・施行と併せて、

ストレスチェック制度に関する指針が示されたところであり、それらの内容に沿

って実施してまいる所存である。

職員のメンタルヘルス対策は円滑な業務運営の観点からも重要な課題であり、

引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

続いて、Ⅶの非常勤職員等の制度及び処遇改善についてである。

１、２の非常勤職員の給与の引き上げについてであるが、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。

直近の規程改正では、平成26年４月に職務経験を考慮した賃金決定及び賞与支

給対象者の拡大、平成27年４月から通勤手当の支給方法など種々改善を図ってい

るところであり、引き続き、常勤職員に準じた待遇にすべく努力してまいりたい。

３の期間業務職員制度の改善措置については、引き続き制度の適切な運用に努

めるとともに、処遇については、政府全体で同一な取扱いとなるように、制度官
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庁の動向を注視しつつ、適切に対応してまいりたい。

続いて、Ⅷの労使関係についてである。

労使関係については、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。

また、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「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。

（坂本地方課長）

続いて、Ⅵ 労働条件の改善の３の官用車の安全対策についてお答えする。

官用車の長距離運転については、交通安全に万全を期す観点から、無理のない

計画を組むとともに職員の体調に配慮した運行となるよう対応することや、交通

安全講習会への参加等の交通安全指導等を行ってまいりたい。

また、更新車輌においては、ＡＢＳ等を標準装備した車輌を導入するなど引き

続き安全対策の強化に努めてまいりたい。

（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

点については、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金改善等についてである。

人事院は８月８日、月例給を平均0.17%の708円、一時金の支給月数を0.10月そ

れぞれ引き上げるとともに扶養手当制度を見直す勧告・報告と両立支援制度を改

正する勧告と意見の申出を行った。

月例給及び一時金の３年連続での引上げは、組合員の期待に一定程度応えると

ともに、賃上げによる経済の好循環をはかるという観点から当然と言える。

人事院勧告が出されたことを踏まえ、公務員連絡会は８月８日に内閣総理大臣

及び厚生労働大臣に対し要求書を提出し、本年の給与改定勧告及び両立支援制度

の改正勧告と意見の申出について、勧告・報告どおり実施する閣議決定を行い、

所要の法案を国会に提出するよう求めたところである。農林水産省としても政府

の一員として、しっかり対応願いたい。

２点目は、2017年度予算概算、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、８月２日に「平成29年度予算の概算要求基準」を閣議了解した。その

内容は、引き続き、「基本方針2015」で示された「経済・財政再生計画」の枠組

みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むとしている。義務的経

費については、前年度予算額と同額とし、「ニッポン一億総活躍プラン」等を踏

まえた諸課題について要望額を含めた上で、聖域を設けることなく抜本的な見直
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しを行い、可能な限り歳出の抑制を図るとしている。

2017年度予算概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、持続可能な農林水産業の確立に向けた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。

また、組織再編に伴う拠点集約の最終年度となる2018年度は、多くの職場の拠

点集約が予定されていることから、環境整備をはじめ必要な予算を十分確保する

よう重ねて要請する。

本年４月から第４期中長期目標期間へと移行した独立行政法人では、第４期に

おいても査定省より「効率化係数」が課せられたことから、各法人の予算運営も

非常に厳しい状況になっている。事務・事業の推進と組合員の雇用・労働条件に

支障を来すことがないよう、必要な運営費交付金及び施設整備費補助金などの予

算を確保するよう要請する。

特に、独法移行後、施設整備費補助金が大幅に削減される中で、各法人とも施

設等の老朽化が進み、事務・事業の推進に影響を及ぼしている。また、船舶職場

においても、老朽化した船舶の代船建造、修理費等の確保が喫緊の課題となって

いる。このような中で、円滑な業務遂行や労働安全の確保面からも、各法人から

の要望を踏まえ、総合的な老朽化対策に必要な予算を別枠で確保するよう求める。

また、独法における再雇用職員の賃金格付けは、非現業行政職（一）職員と同

等の３級格付けとし、他の職種も同水準での格付けとなる予算を確保するよう求

める。

さらに、労働契約法第18条が改正され、2018年４月より非特定独法に雇用され

ている契約職員・非常勤職員は、条件を満たせば無期転換申込権が発生する。改

正労契法は、有期雇用労働者の雇用の安定化を図ることを最大の目的としている

が、該当法人では「効率化係数」により運営費交付金の一般管理経費や業務経費

が削減されていること、また、外部資金など研究予算も安定的に確保できる見通

しが立たないとして、５年未満の雇い止めも危惧されることから、改正労契法の

趣旨を踏まえた対応が可能となるよう、別枠予算を要求すること。

次に、組織・定員要求についてである。

定期大会では、各職場から業務量に見合った人員が確保されていないことに大

きな不満や不安が出されている。具体的には、本省・地方農政局・北海道農政事

務所・県域拠点等では「業務見直しが進んでおらず、人員不足による業務過重に

より超過勤務が増加し、心身に不調を来している組合員もいる」、国営土地改良

事業所では「事業に見合った人員が確保されていないため、慢性的な超過勤務と

なっている」、植物防疫所・動物検疫所では「外国人観光客の拡大や農畜水産物

の輸出促進などによる検疫業務の増加、検疫探知犬の増頭、管轄区域の広域化な

どに対応するための適正な人員が確保されておらず、厳しい労働環境は一向に改

善されていないため職場は限界にきている」、漁業調整事務所では「外国漁船の

取締業務が増加するなか職員の安全を確保するため、漁業取締官の複数乗船体制

に必要な人員が確保されていない」など深刻な職場実態が報告されている。
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このことから、2017年度組織・定員要求にあたっては、要求書にあるとおり、

農林水産行政の円滑な推進に必要な定員確保に向け新規増員を行うとともに、新

規採用者を確保すること。

特に、地方農政局・北海道農政事務所・県域拠点・駐在所については、組織再

編に伴う附帯決議を踏まえ、現場と農政を結ぶ機能の強化及び統計調査や食品表

示監視業務、経営所得安定対策の推進に必要な定員を確保すること。さらに、農

業農村整備事業の着実な推進、水際対策としての輸出入検疫体制の強化、船舶の

安全運行を確保し調査・取締業務の的確な遂行など、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増員の確保を強く求める。

また、４月から定年退職後、最長２年間は公的年金が支給されなくなったこと

に伴い、フルタイムの再任用を希望する組合員が多くなっているが、職域によっ

ては、定員の関係上フルタイム再任用が実現できない状況にあり、高齢期の生活

不安が強まっている。来年度においては、希望どおりのフルタイム再任用が実現

できるよう定員の確保・弾力化を図ること。

なお、４月以降の業務運営を論議した第４回労使間意見交換会において、秘書

課長をはじめ各原局から示された見解が、各職場で着実に実施されているか、点

検活動に取り組んできた。これらの点検結果については、別途提出し改善を求め

るので誠意ある対応を要請する。また、2017年度予算概算、組織・定員要求に関

する労使間意見交換会においても、組織再編後の課題について十分な議論を求め

る。

３点目は、組織再編についてである。

昨年10月の組織再編から10ヶ月が経過し、本年４月には２年目の拠点集約が実

施された。定期大会では、「総務関係事務担当者の事務の効率化、地方参事官室

における業務運営や各チームとの連携、統計チームにおける専門調査員制度の課

題など、依然として課題や問題が山積している」「管轄区域が広域となり、移動

に４～５時間もかかるため、現地でできる仕事も限られ、業務の効率が悪くなっ

ている」「官用車を運転する１日の行程が300㎞～500㎞に及ぶこともあり、職員

は身も心も疲弊している」「支局当局が理解を示したことでも本局が認めないな

ど、本局の権限が非常に強くなっている」など、組織再編以降の業務運営や当局

のマネジメント不足などに対する不満の声が数多く寄せられた。

組織再編に至る交渉や労使間意見交換会では、「業務の見直しと組織の見直し

の平仄を合わせる」ことを幾度となく確認してきたにも関わらず、このように、

人員が減少するだけで業務見直しの課題が山積していることは、この間の確認を

反故にするものであり大きな問題である。早期の課題改善をはかるため、分会か

らの要請や職員の意見を十分に踏まえ、各管理者がマネジメントを発揮し業務の

見直し・効率化を着実に進めるよう強く求める。さらに、今後の拠点集約に伴う

人事異動への対応については、この間の労使間意見交換会で確認してきたとおり、

組合員の意向を十分尊重するとともに、個別事情への十分な配慮や異動困難者へ
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の対応に万全を期すよう強く求める。

また、２年目に入った統計業務の専門調査員制度についても、人員が減少する

中での専門調査員の指導、管理業務に追われ、組合員の負担が増加していること

や今の業務体制では専門調査員制度を継続することは難しいとの意見が報告され

ている。私たちは、昨年１年間における専門調査員の確保、研修、調査など各ス

テージ毎に検証を行ったところ、多くの職場から同様の厳しい実態が報告されて

いる。課題を整理した上で、別途、要請書を提出するので、誠意を持って対応す

るよう求める。

４点目は、独立行政法人の円滑な組織・業務運営についてである。

本年４月より、農林水産省が所管する６法人では、第４期中長期目標・計画等

に沿って事務・事業を遂行している。

４月に発足した農研機構及び水産研究・教育機構では、統合から４か月が経過

したにも関わらず、組織・業務運営に多くの課題を有している。現在、法人当局

に対し、早期に課題の改善を図るよう求めているところであるが、主務省として

各法人と連携し、法人の社会的役割や使命が達成され、組合員の雇用・労働条件

が維持・改善されるよう最大限の努力を求める。

また、政府関係機関の地方移転については、本年３月に「基本方針」が閣議決

定され、独法では農研機構と水産研究・教育機構が対象機関に該当し、本年度内

に５～10年程度の年次プランの共同作成が進められる。関係者間で検討されてい

る「研究の連携」が、２法人の中長期目標・計画及び各研究や業務遂行に支障を

来すことのないよう法人と連携し対応するとともに、検討の進捗状況について適

宜情報提供するよう求める。

最後に、研修旅費についてである。

定期大会や職場オルグでは「都内におけるビジネスホテルなどの宿泊料金が高

騰しており、研修者には多額の自己負担が生じていることから、研修旅費の改善

を求める」との切実な意見が全国から数多く寄せられている。

近年は、農林水産省会議室で行われる宿泊を伴う研修が数多く開催されており、

その旅費は農林水産省職員日額旅費支給規則に基づき支給されているが、初日以

外は、日額5,910円しか支給されない状況である。農林水産行政を円滑に遂行す

るための研修に、多額の個人負担をさせることは大きな問題である。

都内の宿泊施設の料金は、東京オリンピック開催に向け高騰が続くことが予想

されることから、国家公務員全体の課題として早急に研修旅費の引き上げを関係

機関に要請すること。また、研修所以外で行う研修は普通旅費で支払うなど運用

を図るよう強く求める。

（荒川官房長）

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。
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まず、私から申し上げる。給与水準の改定に当たっては、行政のプロとして職

務に精励している職員の意欲を向上させるため、民間給与の実態を正確に把握し

た上で、適正な水準が確保されるよう、当省としても、先日、人事院に対して要

望したところである。また、昨日の給与改定勧告及び勤務時間法改正勧告等の取

扱いについては、閣議決定及び改正法案の国会審議等、今後の動向を注視してま

いりたい。

次に、平成29年度予算及び組織・定員要求については、攻めの農林水産業を展

開し、農林水産業を成長産業にするとともに、美しく伝統ある農山漁村を次世代

に継承していくよう検討を進め、農業農村整備事業、輸出入検疫、漁業取り締ま

りを含めた農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するために必要な予算、定

員の確保に努めてまいりたい。

また、地方農政局、北海道農政事務所、県域拠点、駐在所については、附帯決

議の趣旨を踏まえた体制を確保してまいりたい。

なお、平成30年４月の拠点集約については、各農政局からの要望を踏まえ必要

な予算を確保するため、平成29年度予算概算要求において予算要求を検討してい

るところである。

新規採用については、定員状況やフルタイム再任用職員の動向などを踏まえつ

つ、計画的かつ適切に採用数を確保するとともに、地方組織への配置も増やして

いく考えである。

また、フルタイム再任用を確保するための定員の弾力化については、他府省の

動向も踏まえて適切に対応してまいりたい。

なお、統計業務をはじめとする業務運営上の課題については、現場実態や職員

の意見等を踏まえ、真摯に対応していく考えである。

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金については、新たな第４

期中長期目標・計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、事務・事業

の推進をはじめ、老朽化施設等の修繕、賃金改定や再雇用・再任用などの人件費

等、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

次に、組織再編後の業務運営については、業務遂行に支障が生じないよう、管

理職のマネジメントのもと、職員の業務運営状況を適宜把握し、業務見直し・効

率化を着実に進めてまいりたい。
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また、人事異動にあたっては、職務希望等調書をもとに必要に応じて個別面談

等を行いながら職員の意向を丁寧に把握した上で、人事配置を行ってまいりたい。

次に、政府関係機関の地方移転についてである。

地方との「研究の連携」については、地方創生への貢献と同時に、国の研究機

関としての機能の維持・向上を図る観点から検討を行っているため、法人の中長

期目標・計画、各研究・業務の遂行に支障を来たすことにはならないと考えてい

るところである。

また、「研究の連携」に関する情報提供については、適切に行ってまいりたい。

（菅原参事官（経理））

研修旅費の支給については、「国家公務員等の旅費に関する法律」及び「農林

水産省職員日額旅費支給規則」の規定により、日額旅費の種類、支給方法、支給

額が定められているところである。

また、日額旅費の支給額については、平成20年11月各府省等申合せにより作成

された「旅費業務に関する標準マニュアル」による統一基準に基づいて定められ

ているため、当省のみならず他府省においても同様の支給額となっていることを

ご理解いただきたい。

なお、研修所以外で行う研修であっても支給額は「旅費業務に関する標準マニ

ュアル」に定められており、当省独自に運用方法を定めることは困難であるため、

研修日額旅費の支給額の引き上げについては、関係機関に要請してまいりたい。

（渡辺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、７点について申し上げるので、再度当局見解

を伺いたい。

１点目は、国家公務員宿舎についてである。

国家公務員宿舎の削減計画は本年度で終了する。現在の退去基準は、必要戸数

の算定にあたり、中長期的な研究及び業務遂行のため５～10年程度のサイクルで

全国異動を行っている独立行政法人の業務運営や人事異動の実態が全く考慮され

なかった。結果として、多くの法人で必要戸数の大幅な不足により退去基準が極

端に短くなっているため宿舎に入居することができず、大きな自己負担が強いら

れている。

次年度以降の退去基準については、各原局毎に必要戸数を管理するのではなく、

全国及び地域内調整を可能とするため、農林水産省や管区・都道府県など地域毎

に管理できる体制とすることが必要と考えるが、削減計画終了後の退去基準の在

り方について考えを伺う。また、削減計画当初から求めてきた部分廃止宿舎の有

効活用の考えを伺う。組合員の労働・生活条件を改善するよう維持管理機関とし

て責任を持って対応すること。
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（菅原参事官（経理））

退去基準については、求められた宿舎削減計画に対応するため各維持管理機関

が定め実施してきたところであり、宿舎削減計画が終了する今年度末以降の業務

に必要な宿舎確保に向けて、宿舎の運用状況・組織統合などに伴う課題等を調査

した上で、各維持管理機関及び所管省等と調整しながら見直しについて検討して

まいりたい。

また、部分廃止宿舎については、宿舎削減計画における対応の難しい課題のひ

とつと認識しており、今後も所管省等とも調整しながら課題の解決に努めてまい

りたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

２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」と超過勤務の縮減についてである。

４月から全職員を対象としたフレックスタイムが拡充されるとともに、２年目

となる「ゆう活」が７・８月に取り組まれている。また、内閣人事局は「霞ヶ関

の働き方改革を加速するための重点取組方針」を７月29日に決定し、まずは本府

省等を中心に今後３年間という期限を区切って取り組むとしていおり、「働き方

改革」の加速化が進んでいる。

今後、男女を問わず多くの職員が育児や介護を担うことなるなど時間的制約の

ある職員が急増することが予測される中、全ての職員が健康で働き続けるために

は、長時間労働の解消すなわち超過勤務の縮減を実現する必要がある。このこと

は職員の意識改革だけでは実現できないことから、新たな勤務時間管理手法をは

じめとするより実効ある超勤縮減策を打ち出し、職員がその効果を実感できるよ

うな具体的な対応を図ること。

なお、定期大会では、各職場から超過勤務が増大していると報告されている。

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

勤務手当については全額支給となるよう必要な予算の確保を強く求める。

（青山秘書課長）

超過勤務の縮減については、職員が健康で働き続けるために、先ほど申し上げ

たように、勤務時間外に業務指示を行わないよう努める等の具体的な対策を講じ

ているところだが、職員がその効果を実感できるよう、対策の効果等を検証し、

必要に応じて見直しを図る等、より実効ある超過勤務縮減対策の実施に努めてま

いりたい。

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る。このため、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おり、必要な予算の確保に

努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）
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次に、職場の環境整備についてである。

定期大会では、人事異動や新規採用により女性職員が増加している中、トイレ

をはじめ職場環境の整備について報告があった。女性職員が働きやすい職場環境

の整備は重要な課題であるが、各職場の状況を把握し環境整備が図られているの

か伺う。また、分会からの改善要請については、誠意を持って対応するよう求め

る。

（坂本地方課長）

職場の環境整備については、女性職員を含め職員が働きやすい職場環境となる

よう、各農政局等において予算要求時などに各職場の状況把握を行ってきている

と承知しているが、今後とも、各職場の状況把握に努め必要な措置を講じてまい

りたい。また、職場環境の整備に関しては、職員の意見を聞きつつ適切に対応す

るよう指導してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、ハラスメント防止策の徹底についてである。

私たちは、秋季年末及び春季において「労働条件点検期間」を設定し、当局に

よるパワハラやセクハラと受け止められる実態を検証し、課題や問題を把握する

など、明るく働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してきた。発生した事案

については、その都度中央本部と分会が連携し当該当局や官房秘書課に速やかに

対処を求めてきたところであるが、パワハラは、職員の権利や人権、生存権を侵

害する犯罪行為であり、断じて容認することはできない。対象者は異動先でも繰

り返しパワハラ行為を行っている傾向が見られることから、追跡調査を行うなど

再発防止策の強化を求める。農林水産省の全ての職場からパワハラやセクハラを

根絶するため、管理者に対する更なる指導の徹底と的確な対処を重ねて求める。

（青山秘書課長）

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）」は、管理監督者等にも、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、セクシャル・ハラ

スメント及びパワー・ハラスメントの防止等について徹底しており、引き続き防

止策の徹底に取り組んでまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

４点目は、休暇の取得しやすい環境整備である。

先程示された回答は、休暇を取得しやすい環境づくりにとどまっており不十分

である。

先の提出交渉において、委員長から言及しているが、私たちが問題としている

のは、年間の取得日数が０日や１日などの組合員がいることは、管理者としての

職員管理に非常に問題があるということである。管理者への指導など具体的な対
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策について伺う。

（青山秘書課長）

年次休暇や夏季休暇など、諸休暇の取得については、庶務課長会議の場等にお

いて、管理監督者等に対しても、年次休暇や夏季休暇の計画的な取得の促進を周

知しているところであり、引き続き徹底してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

５点目は、心の健康づくり施策についてである。

回答では、職場内の相談体制等の整備が示されたが、昨年度における相談件数、

相談数の傾向について伺う。

また、ストレスチェックの実施にあたっては、心の不調の防止が重要という趣

旨が行き渡るよう職員に周知することや、実施状況を踏まえて様々な対策が必要

となるが、初年度である本年の取組についてスケジュール感も含めて伺う。

（青山秘書課長）

心の健康づくりに関する相談件数については、昨年度、本省において契約した

外部委託医療機関に対し、地方出先機関を含め相談のあった件数は、１００件程

度であり、若干の増加傾向が見られるところである。

また、ストレスチェックの実施にあたっては、本年度の取組及びスケジュール

が決まり次第、職員に周知してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

６点目は、非常勤職員等の制度及び処遇改善についてである。

本年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が実施されるが、対象者

への周知や相談などについて、どのような対応を図っているのか伺う。

（青山秘書課長）

当該制度改正については、平成28年３月に、厚生労働省発出の事務連絡を各局

に周知し、６月にも適用拡大に係る考え方等を各局に連絡したところである。ま

た、「８月頃に国の全ての適用事業所に対して、事前のお知らせを送付する」と

聞いており、その際に改めて各局向けに周知を行う予定である。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

７点目は労使関係についてである。

定期大会では、分会交渉において「交渉対象事項の取扱いが職場によって違

う」「交渉対象事項にならない理由を管理運営事項とするだけで、明確な理由を

示さない」「現場当局は、交渉事項の取扱いを上局に確認しなければ対応できな

い」との報告がされている。各分会段階で適切に交渉が実施されるよう、各労務

管理担当者への指導を強く求める。
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（青山秘書課長）

繰り返しになるが、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「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、引き続き適切に対

応してまいりたい。

（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私どもの労働条件の維持・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。

（荒川官房長）

本日は、超過勤務の縮減や職場の環境整備など、数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。

将来にわたって国民の期待に応えられる農林水産施策を展開していくためには、

本省と地方機関等が一体となって協力して取り組んでいくことが重要と考えてい

る。本日の交渉を踏まえ、職員が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。

（山田秘書課調査官）

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 －


