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農林水産省大臣官房統計部交渉（全農林労働組合統計本省分会） 

 

議  事  要  旨  

 

 

１ 開催日時：平成３０年６月１８日（月）１２：１５～１２：５０ 

２ 場  所：農林水産省北別館３階 統計第１会議室 

３ 出 席 者： 

  農林水産省    神井 弘之 統計部管理課長 

    同      井出 禎久 統計部管理課管理官 

    同      入山 貴之 統計部管理課課長補佐（総務班担当） 

    同      片寄 敦子 統計部管理課総務班管理・厚生係 

 

  全農林労働組合 

  統計本省分会   瀬戸口大輔 執行委員長 

     同      石本 充代 副執行委員長 

     同           熊谷 英通 書記長 

     同      寺元 理恵 財政部長 

     同      御園生 憲 執行委員 

     同      北沢 明美 執行委員 

     同      齋藤 健  執行委員 

     同      田中 良寛 執行委員 

     同      小池みどり 執行委員 

 

４ 議  題：・労働条件の改善と超過勤務縮減等について 

       ・人事評価制度について 

       ・福利厚生施策の充実について 

      （全農林労働組合統計本省分会提出 別添「要求書」） 
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５ 議事概要 

 ○入山課長補佐 

ただ今から、過日、提出のあった要求書に基づき交渉を実施する。 

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で取り決

めた事項を報告する。 

 

「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」Ⅱの１の（３）に

定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求書のⅠの１，２，５，６の(1)

後段、(2)、Ⅱの１，２，３，Ⅲの１，２，３とし、その他の事項については、管理運

営事項や中央段階での交渉事項等に該当することから要望事項として整理したので、

これを前提として交渉を開始する。 

 

 ○瀬戸口委員長 

交渉の場をもっていただいたことに感謝申し上げる。 

冒頭、総括的な話をさせていただくが、今年度についても、12 名の新規採用者を確

保したところではあるが、それを上回る連年の厳しい定員事情による要員不足で、我々

の職場では円滑な業務遂行に支障を生じかねない状況にある。 

さらに、組織再編による地方組織の県庁所在地への拠点集約化、専門調査員の運用

や統計業務の見直しが進められるなど、私たち統計職域で働く組合員の職場環境も大

きく変化している中で、私たちは、日々の業務に常に誇りと使命感・責任を持って懸

命に取り組んでいる。 

現在、統計部では将来を見据え、農林水産統計の見直しだけではなく、課室横断的

チームを立ち上げ、様々な検討を行っているところであるが、引き続き、組合員が国

民の期待に十分に応えた農林水産行政を推進していくためには、働きがいがあり将来

展望をもてる職場の確立、業務に必要な予算と定員の確保や人材育成、雇用の安定と

労働条件の確保が大変重要であり、そのためには日頃から労使間でしっかりとした意

思疎通を図ることが必要不可欠である。 

我々は職場の現状を確認するため、労働条件に係る職場点検を実施したが、その結

果、昨年以上にパワー・ハラスメントや勤務時間外の業務命令などに対する不満の声

が寄せられたところである。 

こうした状況を踏まえ、組合員の総意として決定・提出した本要求書は、職場にお

ける労働条件等の課題・問題点に対する我々の切実な思いであることから、解決・改

善に向けて最大限の尽力をお願いしたい。 

それでは、個々の要求の趣旨について書記長から説明をさせていただく。 

 

 ○熊谷書記長 



 - 3 - 

それでは、要求書の趣旨について説明させていただく。 

説明に当たり交渉対象とならない事項にも踏み込む場合があるかもしれないが、そ

こは要望としてお聞きいただきたい。 

 

まず、「Ⅰ 労働条件の改善と超過勤務縮減等について」の１及び２の民主的な職

場の確立及びコミュニケーションについてであるが、業務を着実かつ円滑に遂行する

ためには、業務の意義や目的について管理職及び職員の双方が十分理解・共有し、職

員の意見もくみ上げ管理職が適切な判断と的確な指示を行い、双方が進捗だけでなく

事務を遂行する上での懸案等も共有していることが重要である。 

これらの実現には、管理職と職員の間で十分なコミュニケーションをとれる関係の

構築が不可欠であり、その関係があればこそ、結果として職員が個々の事務等で潜在

的に抱えるリスクへの早期の対応も可能となるものと考える。 

そのため、管理職においては、職員と日常的にコミュニケーションを図り、自由に

意見を交換し合える関係性を構築し、働きやすく風通しの良い民主的な職場の確立に

向け尽力するようお願いする。 

 

次に、５のワークライフバランスの実現に向けた仕事と家庭の両立についてである

が、平成 28 年度より一般職にもフレックスタイム制が導入され、平成 29 年からプレ

ミアムフライデーの運用や、本省内におけるテレワークの本格実施が開始されたとこ

ろであるが、こうした制度も含めて、ワークライフバランスの実現に係る制度に関す

る情報については、適切に職員に発信・説明し、活用に二の足を踏む職員が生じない

よう、職場の理解向上に努めるとともに、活用が可能な環境を整備するようお願いす

る。 

また、分会が昨年 12 月に実施した職場点検アンケートの結果では、ワークライフバ

ランスの実現に向けて、平成 29 年６月に決定した「『まふ行動計画』を十分に履行し

てほしい」、「完全定時退庁日などの勤務時間終了間際に定時を超えての不要不急な

打合せ等を設定しないでほしい」といった不満の声が寄せられているが、統計部とし

ても男女ともに活躍できる環境の整備などを組織目標としているところであり、こう

した目標をしっかり達成し、一人一人が働きやすい職場となるよう、対応をお願いす

る。 

 

次に、６の超過勤務の縮減についてだが、超過勤務は統計部全体として減少傾向で

はあるが、特定の者への偏りなどがあると思われ、引き続きの縮減に向け、業務運営

の簡素・効率化等更なる取り組みをお願いする。 

職場点検アンケートの結果では、「業務の適正な配分」、「バランスのとれた業務

と人員配置」、「絶対的に人が少ない。１人にかかる負担と責任が大きすぎる」など、
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業務量のアンバランス改善に向けた声が寄せられたところである。数値で見ると、月

平均 30 時間以上の超過勤務を行った者は昨年より減少しているものの、いまだ特定

の者への偏りがみられており、その要因として、国会や調査の見直しなどがあげられ

ている。 

国会対応に関しては「国会待機の縮減」といった職員負担の軽減に向けた声が依然

としてある一方、特に本年は、「時間外になりそうな打ち合わせ等について、必要性

を考えて行ってほしい」、「勤務時間終了後に幹部から宿題が出され、定時退庁日に

もかかわらず超勤対応となったことが多々あった」といった勤務時間外にかかる業務

運営に関する不満とその改善を求める声が昨年以上に上がってきているところであ

る。 

職員の業務内容や実態を把握し、特定の者に恒常的に負担が偏らないよう、的確な

業務調整を図ることはもちろんのこと、私たちとしても必要な業務であれば取り組む

必要があると考えているが、超過勤務の縮減に向けては、勤務時間とその業務の必要

性や緊急性を考慮した業務運営をお願いする。 

 

次に、要求事項「Ⅱ 人事評価制度について」の１、２及び３についてである。 

職場点検アンケートの結果では、目標設定については、まだ一部で納得が得られて

いなかったところである。人事評価制度は、評価結果が被評価者の処遇に直接関わる

ものであることを十分認識し、目標設定に当たっては、目標に対する達成度、困難度、

重要度などを評価者が明確に認識し、面談を踏まえて、被評価者と十分に共有するよ

うお願いする。 

 また、評価結果の説明に当たっては、「評価のポイントが不明確」、「説明が一方

的だった」といった声が寄せられているなど、不満を持つ者がわずかではあるが増加

したところである。結果の説明のみにとどまることなく、判断理由について丁寧に説

明すべきであり、特に、評価結果が被評価者の自己申告の内容と異なる場合には、そ

の理由などについて、本人の納得のいく説明を行うとともに、改善すべき点等につい

て、被評価者に対して適切な指導・助言を行うようお願いする。 

併せて、職員の処遇改善、ひいては統計部全体のパフォーマンス向上のため、期首・

期末の面談時だけではなく、日常においても十分なコミュニケーションを図り、評価

期間を通して、被評価者に対する適切な指導・助言を行うとともに、被評価者からの

意見、質問及び苦情相談に対しては、誠意をもって対応することをお願いする。 

 

次に、要求事項「Ⅲ 福利厚生施策の充実について」の１、職員の健康管理につい

てであるが、職員の健康保持・増進に向け、健康診断の充実を図るとともに、長時間・

長期間にわたり超過勤務を行った職員に対しては、臨時健康診断など適宜適切な健康

診断の確実な実施をお願いする。 
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次に、２の心の健康づくり対策についてであるが、現在においても、残念ながらメ

ンタル面に不調を抱える職員が少なくない状況であり、療養に長期間を要している職

員もいる。連年にわたる定員削減による人員不足、複雑・高度化する業務により職員

の精神面での負担は増大している。 

厳しい定員事情の中で、的確に農林水産施策へ対応していくためには、全ての職員

が持ちうる能力を最大限に発揮していくことが重要であることから、「試し出勤」な

ど円滑な復職支援施策の着実な実施に加え、日頃より、十分なコミュニケーションを

図った上で、職員の言動の些細な変化や出勤の状況に気を配り、不調を抱える職員が

生じないよう着実な対応をお願いする。 

 

次に、３のハラスメント防止策及び相談員制度の周知についてであるが、職場点検

アンケート結果においても、ハラスメントの増加が見てうかがえる。こうしたハラス

メントは、人間の尊厳や誇りを傷つけメンタル面に極めて悪い影響を与えるものであ

り、受けた当事者だけでなく、周囲の勤労意欲も減退させ、職場機能の低下を招くも

のである。組合員からは、職場におけるパワハラを見聞きした等の声も挙げられてい

るが、管理職は、こうしたパワハラ等について正しく理解し自らそのような行為を行

わないことはもちろんのこと、職場におけるパワハラ等の発生防止に努めるとともに、

パワハラ等が見聞きされた場合、適切な指導やケアを行うなど防止策に万全を期して

頂きたい。また職員が一人で悩むことのないよう、日常においても十分なコミュニケ

ーションを図るとともに、苦情や相談が行いやすい環境整備をお願いする。 

 

 交渉対象事項についての要求の趣旨は以上である。当局の回答をお願いする。 

 

 ○入山課長補佐 

それでは、今回の交渉対象事項について、神井管理課長から回答させていただく。 

 

 ○神井管理課長 

それでは、私から回答させていただくが、回答に先立ち、一言申し上げる。 

これまで統計部は、農林水産行政の着実な推進を支える「情報インフラ」及び「公

共財」としての役割を果たしてきたところであり、職員の皆さんの取り組みに対し、

この場をお借りして改めて感謝申し上げる。 

現在、統計部には、農政改革、森林・林業改革、水産業改革等に向けての施策の企

画、実行フォローアップに対応した情報インフラ機能を整備することや、EBPM の取組

など政府全体における統計改革への対応が求められており、皆さんの更なるご尽力を

お願い申し上げる。 
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今回、交渉対象となった要求内容について、只今、書記長から説明いただいたが、

交渉対象以外の要求事項については、要望として承り、人事管理運営の参考とさせて

いただく。 

 

まず、Ⅰの１の働きやすい民主的な職場の確立及びⅠの２の日常的に職員とのコミ

ュニケーションを図ることについてである。 

業務運営に当たっては、ご指摘のとおり、常日頃から職員とのコミュニケーション

を十分図り、各職場における業務運営上の課題や問題点を把握し、対処していくこと

が重要であると認識している。 

各管理者に対しては、管理者自らのマネジメントのもと、職員の業務運営状況を適

切に把握しつつ、業務の見直し・効率化を着実に進めるよう指導し、円滑な業務運営

の推進と風通しの良い職場環境づくりに取り組んでまいりたい。 

 

次に、Ⅰの５のワークライフバランスの実現に向けて仕事と家庭の両立支援の諸制

度が十分に活用できるよう、環境整備に努めること等についてである。 

働き方改革については、政府の最重要課題の一つとして内閣人事局が中心となり、

政府全体で取り組んでおり、農林水産省においても、「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」に基づき、超過勤務時間の縮減、勤務形態の

柔軟化及び風通しの良い職場づくりの推進等の取組を積極的に推進しているところで

あり、働き方改革を継続的に取り組むために、「まふ改革行動計画」を決定しており、

これまで以上にこれらの取り組みを推進してまいりたい。 

   

統計部においては、当該取組計画に則し、 

・ 平成 30 年の超過勤務時間目標を一人当たり月平均 17.9 時間以下とする 

・ 年次休暇取得については、原則として月１日以上取得することとし、年間 15

日以上取得する 

等の独自の目標を設定し、取組を推進している。 

 

また、昨年より本格実施しているテレワークについては、統計部の専用パソコンを

４台を確保し、平成 29 年度においては、各課室でも体験テレワークを実施し、30 年

度においては既に 1 名が実施しており、その積極的活用を促進しているところである。 

 

 男性職員の育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得促進については、配

偶者が出産した男性職員に対して声かけを行うなど、職員が取得しやすい環境づくり

に努めてまいりたい。 

また、引き続き、職員掲示板等を活用して両立支援制度の周知やテレワークの推進
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に努めるほか、秘書課が主催する「仕事と育児に関する座談会」や「仕事と介護の両

立セミナー」などの講習会の参加を促進するとともに、各管理者に対し、制度利用職

員の業務情報の共有等により、職場でのサポート体制を構築し、制度を利用しやすい

環境を整備するよう指導し、ワークライフバランスの実現に向けた良好な職場づくり

に積極的に取り組んでまいりたい。 

  

 次に、Ⅰの６の超過勤務縮減対策及び帰宅のための交通手段の確保を講じることに

ついてである。 

農林水産本省においては、 

・ 事前の超過勤務命令を徹底し、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、取り組んでいるところである。 

統計部においても、毎月１回、部課室長等会議で、 

・ 前月の超過勤務実績を踏まえた超過勤務時間の増減要因  

・ 今後の超過勤務縮減に向けた取り組み 

・ 当月の超過勤務時間の目標設定 

・ 61 時間以上超過勤務者数及び今後の対応 

等を報告し、超過勤務実態の認識共有を図り、各管理者が実効ある対策を実施してき

たところである。 

平成 29 年に行った具体的な取り組みについては、 

 

１つ目は、毎週水曜日・金曜日を「定時退庁日」と位置付けて取り組みを行った。 

具体的には、あらかじめ各課室等から超過勤務予定者を管理課に登録させ、不要不

急のものがないか管理課長が確認し縮減に努めたほか、各課室等の管理者による定時

退庁の呼びかけや、管理課管理官、総務班長等の見回りにより、超過勤務命令のない

職員に対して早期退庁を促した。 

 

    ２つ目は、毎月第２金曜日を「完全定時退庁日」とし、通常の定時退庁日の取り組

みに加え、管理課長又は管理課管理官が各課室等を見回り、点検を行うとともに、超

過勤務命令を受けていない職員に対し早期退庁を促した。 

 

   ３つ目は、人事異動、予算業務、国会対応業務等の季節的業務や他律的業務に係る

超過勤務についても、管理課長及び各管理者が、真にその日のうちに作業を行う必要
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がある業務かどうか判断するとともに、必要最小限の超過勤務命令となるよう徹底し

た。 

特に、国会対応業務については、過去の質問の傾向を踏まえ、待機を最小限とする

とともに、文書課に随時、質疑者の通告状況を確認するよう努め、待機の解除が速や

かに行えるよう取り組んだところである。 

 

    ４つ目は、業務の緊急性等によりやむを得ず長時間又は長期間の超過勤務を命ずる

場合であっても、管理者は、職員の健康管理面に十分配慮した上で超過勤務を命令す

ることを徹底するとともに、長時間の超過勤務実施者に対しては、臨時の健康診断を

必ず受診するよう指導した。 

 

    このような取り組みの結果、統計部においては、平成 29 年における超過勤務縮減目

標を達成したところである。 

 

    平成 30 年においても、各管理者に対し、職員から詳細な業務の進捗状況等を確認

し、特定の職員に負担が集中しないよう可能な限り業務の平準化・分散化を図るとと

もに、事前命令を徹底して必要最小限の超過勤務命令とすることや、月の半ばで各職

員の超過勤務時間を各管理者が把握し、特定の職員に超過勤務が集中している場合の

具体策を検討するよう指導するなど、引き続き、実効ある超過勤務縮減対策に取り組

んでまいりたい。 

   また、やむを得ず休日出勤した場合には、確実に振替休日を取得させるよう指導し

ているところである。 

 

   なお、超過勤務が深夜に及ぶ場合の帰宅のための交通手段については、「農林水産

省タクシー乗車券使用規程」において、「深夜に渡る業務のため、退庁時刻が午前０

時 30 分から午前５時までの間になり、公共の交通機関を利用できない場合」はタクシ

ー乗車券を使用できることとなっている。 

   引き続き、職員の健康維持にも配慮しつつ、適切に対応してまいりたい。 

 

次に、Ⅱの１から４の人事評価の達成目標の到達点の共有化、適切な指導・助言、

苦情処理への対応及び評価者訓練について、一括して回答する。 

業績目標は、評価期間における被評価者が果たすべき役割を明確化・共有化するた

めに目に見える形にするものであり、「組織目標との整合性がとれているか」、「職

位にふさわしい目標か」などの点に留意しつつ、評価者と被評価者との間で到達点に

対する共通認識を持って設定することが重要である。 

このため、各評価者に対しては、期首面談において、目標等の内容について丁寧に
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意見交換を行い、双方の認識が一致した段階で目標等を確定させ、こうした目標の共

有化を通じて、目標達成に向けた職員個々の自発的な能力開発を促すことが、人事評

価の目的である人材育成の観点から非常に重要であることを周知・徹底しているとこ

ろである。 

また、人事評価結果の開示に当たっては、その理由を含めて丁寧に説明するととも

に、特に、評価内容について、評価者と被評価者で認識が一致しない場合には、なぜ

一致しないのかについてよく話し合うことが重要なことから、各評価者に対しては、

被評価者に指導・助言を行う際には、各項目、目標に即してコメントするなど丁寧に

対応するよう、引き続き、指導してまいりたい。 

 

   評価者訓練については、新たに評価者となった者に対し、内閣人事局の評価者講座

や人事院の評価能力向上研修へ可能な限り参加させることとしているほか、統計部に

おいては、平成 29 年７月から９月に全評価者が内閣人事局のｅラーニングを受講し、

人事評価制度の仕組み及び評価手法等の共通認識を図ったところであり、引き続き、

評価制度への理解が深まるよう取り組む考えである。 

   なお、苦情相談・苦情処理の申出があった場合には、申出者の意向も踏まえつつ、

事実関係を客観的に確認するなど、引き続き、誠意を持って対応してまいりたい。 

 

日常的な指導・助言やコミュニケーションは、人事評価制度のみならず、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も最も基礎的な

手段と認識している。 

今後も、各評価者に対し、被評価者との日常のコミュニケーションを奨励し、理解

の得られる人事評価制度となるよう努めてまいりたい。 

 

次にⅢの１の職員の健康管理についてである。 

職員の健康管理については、一般定期健康診断又は人間ドック及び長時間超過勤務

者に対する臨時の健康診断を該当する職員が確実に受診し、その結果に基づき、健康

管理医が必要と認めた場合には、職員に対し、医療機関での検査・受診やフォローア

ップ面談等の受診を促すなど、今後も引き続き、万全を期してまいりたい。 

次にⅢの２の心の健康づくり対策についてである。 

農林水産省においては、「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」及び「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」に基づき、 

・ 心の健康の保持増進 

・ 心の不健康な状態への早期対応 

・ 円滑な職場復帰と再発の防止 

の３つの状況に応じて、各局庁の長、管理監督者、職員のそれぞれが果たすべき役割
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を明確にするなど、メンタルヘルス対策を強化・推進してきている。 

    昨年度の意識啓発に関する具体的な取り組みとしては、秘書課主催の講習会が、管

理・監督者対象２回、一般職員対象２回の計４回実施され、統計部からも管理監督者

６名、一般職員６名が参加し、一層の理解を深めていただいた。 

    また、平成 27 年 12 月の人事院規則等の改正により、職員の心の不健康な状態を未

然に防止することを目的としてストレスチェック制度が創設され、本年１月に全職員

を対象として実施されたところである。 

   なお、相談体制としては、本省診療所健康相談室や指定医療機関において相談がで

きる体制を整備しているほか、農林水産省共済組合においても、「健康電話相談」を

導入しているので活用いただきたい。 

 

    このような取組みを実施しているところではあるが、当部においてもメンタル面に

不調を抱え、療養に時間を要している職員がいることは重く受け止めている。 

統計部においては、引き続き、管理監督者が率先して職員との日常的なコミュニケ

ーションを図り、明るい職場環境づくりを推進するとともに、メンタルヘルス講習会

への参加等を通じ、管理監督者の心の健康に対する意識向上や職員のメンタル疾患の

予防に努めてまいりたい。 

また、心の健康に問題のある職員に対しては、本人、管理監督者、人事担当者、健

康管理担当者、主治医及び健康管理医が連携を図りながら、それぞれの立場、役割に

応じて適切に取り組む考えである。    

   なお、メンタル疾患による休職から復帰する職員に対しては、農林水産省の指針及

び運用方針に則し、各職場の協力を得ながら「試し出勤」を十分に行うなど、引き続

き、円滑に職場復帰できるよう努めてまいりたい。 

 

次にⅢの３セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント防止策についてで

ある。 

セクシュアル・ハラスメントの防止については、職員に対し、機会あるごとに周知

しているほか、毎年 12 月の「セクシュアル・ハラスメント防止週間」において職場研

修を行い、セクハラ防止及び相談体制等について指導・徹底しているところである。 

    パワー・ハラスメント防止についても、機会あるごとに指導してきており、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」も職員掲

示板に掲載し、周知・徹底しているほか、昨年度は人事院主催の「ハラスメント相談

員セミナー」に管理者が出席し、理解を深めたところであるが、先ほど委員長、書記

長からも発言のあったパワハラ等への懸念を踏まえ、各管理者に対し、日頃から職員

とのコミュニケーションを十分図り、ハラスメントのない良好な職場づくりに努める

よう徹底するとともに、職場研修等を通じて職員の意識啓発を推進していく考えであ
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る。 

 

    統計部の苦情相談体制については、人事異動による相談員の変更の都度、職員に周

知するとともに、職員がいつでも閲覧できるよう、相談員名及び連絡先を一覧にして

統計部掲示板やポスターにより周知しているところである。 

    さらに、職場での相談が困難な場合には、人事院においても広く相談を受け付けて

いるので、活用いただきたい。 

   また、新たに相談員となった職員には、人事院のセクハラ相談員セミナーに参加さ

せ、相談体制の向上を図ることとしている。 

   なお、万が一、職員から相談員へ相談があれば、主任相談員である私に報告される

ことになっており、単に職員間のトラブルとして片付けるのではなく、事実関係を適

正に把握・確認し、関係改善に努めるなど、引き続き、真摯に対応したいと考えてい

る。 

回答は、以上である。 

 

 ○熊谷書記長 

ただ今、交渉対象となった要求事項について回答をいただいたが、私たちの要求の

趣旨についてご理解いただいたということでよろしいか。 

 

 ○神井管理課長 

   要求の趣旨については理解した。 

      各課室の課題・問題等については、引き続き、誠意を持って対応していく考えであ  

る。 

 

 ○熊谷書記長 

私からは以上である。最後に委員長から一言申し上げる。 

 

 ○瀬戸口委員長 

理解していただいたことに感謝申し上げる。 

私たちの要求について、管理課長に理解していただけたということなので、職場の

現状と課題について認識し、改善に向けた取り組みを行っていただけるものと理解す

る。 

なお、今回、交渉対象とならなかった事項についても、前段で、要望として人事・

管理運営の参考とすると回答があったので、真摯に対応していただけるものと理解す

る。 

組合員が労働条件や課題等の改善を求めているが、管理運営事項として整理された
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多くの事項について、本来、当局において解決し、改善すべき事項である。 

交渉対象とならなかったこれらの事項についても、組合員の痛切な願いであること

を真摯に受け止め、適切な対応をお願いする。 

また、職場における課題・問題等は、適切な初動により、未然防止や解決できるも

のが多く、そのためにも、職場内で労使が十分にコミュニケーションを図れる環境を

整えていただきたい。 

最後に、明るく働きがいを持って国民の期待に応えられる仕事がしたいというのは

労使共通の想いであると認識している。 

本日の交渉は管理課長に回答いただいたが、内容の詳細については統計部長にも確

実に伝えていただき、統計部として、将来展望を持てる職場、そして、風通しの良い

働きやすい職場づくりに向けてしっかり取り組んでいただくことをお願いする。 

 

 ○神井管理課長 

本日は、ワークライフバランスの実現や超過勤務の縮減、人事評価、ハラスメント

の防止など、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。 

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職場となるよう、引

き続き、努力してまいりたい。 

 

 ○入山課長補佐 

   以上をもって統計本省分会からの要求に基づく交渉を終了とさせていただく。 








