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農林水産省本省交渉（全農林労働組合東京地方本部）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成26年５月26日（月）12:08～12:37（29分）

２．会 場：農林水産省国際部第３会議室（本館地下１階ドア№016）

３．出 席 者：
農林水産省

同 横山 紳 大臣官房秘書課長
同 岡本 裕 大臣官房厚生課長
同 北野 光秋 大臣官房経理課経理調査官

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官
同 宮浦 浩司 大臣官房秘書課調査官
同 太田 克久 大臣官房秘書課課長補佐

（任用班担当）
同 仲澤 正 大臣官房秘書課課長補佐

（管理班担当）
同 横田 正明 大臣官房秘書課課長補佐

（服務班担当）
同 塚田 孝二 大臣官房秘書課課長補佐

（給与班担当）
同 仲 忠司 大臣官房経理課課長補佐

（用度班担当）
同 佐々木 徹 大臣官房厚生課課長補佐

（厚生班担当）
同 浪岡 耕一 大臣官房厚生課課長補佐

（健康管理班担当）
同 村松 治輝 大臣官房秘書課管理官
同 冨岡 浩幸 大臣官房秘書課管理官

全農林労働組合東京地方本部 原田 富晴 委員長
笠原 洋一 書記長
足立 憲子 財政局長
光野 直樹 執行委員

４．議 題：全農林労働組合東京地方本部提出 別添「要求書」

５．議事概要
（宮浦秘書課調査官）
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を行い、全

農林東京地本から提出された要求事項のうち、交渉対象事項について整理し、それ以
外の事項については、要望事項として承ることとしたので、予めご承知おきいただき
たい。
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（原田委員長）
昨年９月に職場復帰して、まず驚いたことがある。みんな黙々とパソコンに向かっ

て真剣に作業をしている。我々が国民から期待される農林水産業、農政の推進に日夜
頑張っていることは当然の話である。しかし、休み時間になっても会話が少なくなっ
ていた。私は休職専従をやっていたので、同じ農水省の中にいたとは言え、やはり職
場との温度差を非常に感じた。中には、メンタルで体調を崩しながらも、職務に励ん
でいる職員も多い。
今日、部課長会等の報告があり、その中に定期健康診断の受診状況というものがあ

った。それを見ると平成25年は皆さん受診されているため極めて高いが、残念ながら
長時間超過勤務者の臨時の健康診断の受診状況、これを見てびっくりした。もし業務
が忙しすぎて臨時の健康診断も受けられないとすれば問題であると言わざるを得ない。
組合としては、これらの職員こそ健康のためにしっかり受診すべきであると思ってい
る。これは後で当局の考え、対応をお聞きしたい。

ちなみに、この長期間超過勤務者、月100時間、若しくは80時間を２ヶ月継続、50時
間が３ヶ月継続の３つがある。このほか、管理者が「健康管理上必要と認める者」が
ある。
東京地本として朝ビラを配布している。そうすると皆さんの顔がよく見える。中に

はうつむいて登庁してくる者、脇目もふらず走りながら駆け込んでくる人、様々であ
る。昔からそういうことはあったが、最近は特に多いと感じている。
労働組合は働きやすい職場を作ることを目的としている。そして、何よりも健康で

安心して職務に専念できるようにすることが大事だと考えており、そのためにも業務
遂行の妨げ、これは何なのか、それをしっかり洗い出して、それを解決していく。特
にパワハラ、これは言語道断である。今時はあまりないと思うが、決して許すことの
できない者に対しては東京地本はしっかり対応していく。特にパワハラを「行きすぎ
た指導である」とは認めない。
今回も職場のアンケートや寄せられた声に基づき要求書を取りまとめたので、当局

においては、誠意ある回答をいただきたい。

（宮浦秘書課調査官）
それでは、交渉対象事項について担当課長から回答させていただく。

（横山秘書課長）
２の（２）人事評価の評価者研修についてである。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
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。
特に、期末面談において被評価者への指導・助言を行うに当たっては、個別の項目、

目標ごとにコメントするなど可能な限りきめ細かな指導・助言となるよう、評価者に
周知してまいりたい。
評価者研修については、①制度官庁が主催する評価者研修に、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当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するよう尽力しており、引き
続き徹底してまいりたい。
次に、３の（１）～（３）、（５）の超過勤務縮減等についてである。
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超過勤務縮減対策について、農林水産本省では、超過勤務縮減目標を定め、その目
標達成のため、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こ
と、②超過勤務を命じる場合は、勤務時間内に行うよう心掛けること、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
化を図ること、④職員の勤務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を具体的に定め、積極的に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、適切に取り組ん
でまいりたい。
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している。
年次休暇が取得しやすい環境の整備については、①毎月上旬に、各課等において向

こう３か月の年次休暇計画表を作成しているほか、②ゴールデンウィークや夏季休暇

の際には、長期連続休暇となるよう促すなど、積極的に推進してまいりたい。
次に、７の（１）パワーハラスメントの防止についてである。
パワー・ハラスメントの防止については、管理監督者を含め全職員に対し、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）」を周知し、その防止に取り組んでいるところである。
働きやすい職場とするためには、管理監督者も一般職員も社会常識に注意を払うこ

とが重要であるので、今後とも、会議や研修の場を通じて、管理監督者に対し、パワ
ー・ハラスメントの防止について徹底してまいりたい。

（北野経理調査官）
３の（４）の帰宅のための交通手段の確保についてである。
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している。
また、21年10月には「タクシー利用の特例措置」を定め、①他律的業務又は省内外

からの作業依頼により超過勤務を行ったこと、②22時30分以降に退庁すること、③自
宅への通勤経路途中にある最寄りの鉄道駅までの電車の運行が終了していること、④
通勤経路上にある駅からのタクシー乗車であること、⑤タクシー代の立て替え払いを
行うことを条件として、追加的なタクシー乗車券の利用を認めることとしており、職
員の健康維持に配慮しているところである。
次に、７の（３）の庁舎の空調の弾力的運用についてである。
庁舎の空調については、「国の省エネルギー対策について（省エネルギー・省資源

対策推進会議省庁連絡会議決定）」を踏まえ、冷房の場合は28度程度、暖房の場合は1
9度程度に温度管理を徹底し、空調の適正な運転に努めているところである。
また、従来から事務室内に設置している温度センサーにより事務室内の室温を把握

し、庁舎内の温度の均一化を図るとともに、繁忙期には勤務時間外でも室温に応じて
空調の運転時間の延長等を行うことにより、業務効率及び職員の健康に配慮している
ところである。今後とも、節電が求められるところであるが、使用可能な電力の範囲
内で、弾力的な運用を行ってまいりたい。

（岡本厚生課長）
６の宿舎の確保についてである。
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国家公務員宿舎の削減については、大変厳しい内容であるため、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国民の厳しい視線を考慮し
た上で、真に公務のために必要な宿舎について、引き続き、その確保に努める考えで
ある。
また、廃止入替宿舎についても、引き続きその確保に努め、入替調整を円滑に推進

する所存である。
７の（２）のメンタルヘルス対策についてである。
職員のメンタルヘルス対策については、心の健康づくりのための指針及び計画に基

づき、心の健康保持、早期発見・早期治療及び円滑な職場復帰と再発防止のための対
策を強化・推進している。特に本省では、診療所健康相談室における精神科医及び臨
床心理士への相談並びに外部機関への委託による相談・診療の体制を整備していると
ころである。
まず、本省職員の健康管理については、定期健康診断及び人間ドックの結果を健康

管理医が精査し、その結果に基づき、直接本人へ説明しフォローアップを行うととも
に、保健師による生活習慣病、いわゆるメタボリック対策等の特定保健指導について
も積極的に実施しているところである。
先週金曜日の庶務課長会議でも、特に超勤の多い者、忙しい者の健康診断の受診率

が低いということもあったので、管理者として適切に対応するよう徹底したところで
ある。
次に、自殺の防止等については、常時、職員掲示板に相談先一覧を掲載しているほ

か、管理監督者に対しては、日頃から部下の状況について目配り、気配りを行うとと
もに早期発見・早期対応について徹底しているところである。
また、農林水産省共済組合においても「こころとからだの健康相談」として24時間

電話等による「からだの相談」及び全国約170ヶ所以上で専門家による「こころの相
談」ができる窓口を設置しているところである。
最後に、長期病休者の職場復帰については、人事院の「試し出勤」制度を活用し、

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。

（原田委員長）
それでは、今の回答に対して、書記長から発言をさせていただく。

（笠原書記長）
まず、人事評価制度についてである。
人事評価制度は、評価結果が昇給・昇格、勤勉手当などに反映され、被評価者の処

遇に直接関わるものであることから、評価者研修を行ったり、日常的に職員とのコミ
ュニケーションを図ることは当然のことである。また、評価結果の説明に当たっては、
結果の説明のみにとどまることなく、なぜそのような結果と判断したのかに本人の納
得のいく説明すべきで、公正性・透明性・信頼性の確保を図り、納得性のある制度と
なるよう要請する。
次に、超過勤務縮減についてである。
霞ヶ関にある中央省庁で構成している霞国公が毎年行っている残業実態アンケート

によれば、農林水産省の2013年における超勤時間は2012年に比べ３時間増加した結果
となった。超勤縮減に向けての管理職の対応として、定時退庁日における管理者の指
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導が「全くない」という声も出ている。また、東京地本が行ったアンケートでも「超
勤縮減に向けて定時退庁の推進などに取り組んでいない」課長・室長がいるとの回答
を得ている。更には「超勤が事前命令に基づき行われている」との回答は５割で、２
割は事前の命令が出ていないと回答している。秘書課長から「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。」、「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、適切に取り組んでまいりたい。」との回答あったところであり、超過勤務縮減目
標達成のための取り組みについて、引き続き、管理職をしっかりと指導するようお願
いする。
次に、パワハラについてである。
アンケートではパワハラを感じている組合員は５％であるが、一つ一つの回答を見

ていくと同じ人が何度も出てくる。管理職の名前が出なくても、「大声を上げて怒鳴
る人がいる」という声もある。ここの具体的な声については個別にも要請させていた

だいているが、パワー・ハラスメントは職員の尊厳を傷つけるだけでなく、業務の円
滑な遂行にも影響を与え、ひいては、メンタルの要因にもつながる。パワハラやメン
タルが、発生しない、風通しの良い職場環境となるようお願いする。
次に、要望事項についてである。
要望事項として整理されたものについては、職員の労働条件や処遇の改善に必要で

あり、関係省庁へ要請するなど、適時適切な対応をお願いする。
特に、人事院が提案している「給与制度の総合的見直し」は、公務員賃金を引き下

げるとともに、地域間をはじめとした格差拡大に繋がる極めて問題のある内容である
ことから、農林水産省としても、人事院に対し「給与制度の総合的見直し」について
は、幅広く議論するとともに、一方的に行わないよう要請することを求める。
海外出張における出発・到着が週休日に係る場合の代休措置については、職場の声

を申し上げたい。「海外出張で土日祭日がつぶれても、移動日という理由で何も手当
されない。また。会議前日（夜が多い）現地入りして、翌日寝不足で会議対応を強い
られ、かつ、日曜日（夜が多い）帰宅し、翌日から平常業務を強いられるのはキツイ。
これに対して何も手当がでない。」、「海外出張が多いが、休日出発→休日帰りのパ
ターンが多く、これらも代休扱いさせていただけると大変助かる。」といった意見が
寄せられている。
海外出張は肉体的にも精神的も負担が大きく、それを解消するためにも代休は必要

だと考える。当局においては対策の検討をお願いしたい。

（横山秘書課長）
人事評価制度、超勤縮減、パワハラの３点について、当局として取り組んで来た事

項や認識は既に申し上げたとおりであるが、笠原書記長より重ねて言及のあったこと
を重く受け止め、今後とも管理職に対しての指導を徹底してまいりたい。
要望事項については、権限を有する省庁で責任を持って対応されると認識している

が、職場の実情を伝える努力は常に心掛けて参りたい。
「給与制度の総合的見直し」については、平成25年11月15日の閣議決定「公務員の

給与改定に関する取扱いについて」に基づき、現在、人事院において、慎重に検討が
進められていると考えている。
検討の進め方については、人事院の責任において判断されるべきものであるが、十

分な理解の下で議論が進められることを期待したい。
「海外出張の移動日の代休措置」については、職場の切実なる声として理解するも

のの、国民目線に立てば、一般的に週休日における純粋な移動は、その時間に勤務を
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している訳ではないため、勤務時間として取り扱うことができない。このため、振替
えの対象とならないことについて理解願いたい。

（原田委員長）
皆さんも御承知かと思うが、私達霞ヶ関に働く仲間、多くの仲間が自らが自らの命

を絶っている。私が専従者となった時、一番最初に取り組んだのが、ある若い職員の
自殺による公務災害の認定であった。「二度とこういうことを繰り返さない。」これ
が私の気持ちである。それは、当局も同じ考えだと思う。
私達は、ずっと長く、健康に働きたい、国民のために気持ちよく働きたい、職務に

専念したい。
是非、そういった風通しの良い明るく何でも言える職場となるよう、みなさんとと

もに東京地本、分会とともにがんばっていきたい。

（横山秘書課長）
原田委員長の話のあったとおり、農林水産省にとって人というのは財産である。そ

うした中で、今話のあった超勤の問題、健康の問題などしっかりと組んでいかなけれ
ばならないと改めて感じている。
農林水産業をめぐる状況は、国内外を問わず重要課題が目白押しの状態であり、本

省の職員にあっては寝食を削る思いで取り組んでいると承知している。
国民に対して業務面で最大の成果を示すことができるよう取り組む一方、委員長が

重ねて言及したとおり、職員の勤務環境・生活基盤には十二分に配慮をしなければな
らない。
本日の要求事項を真摯に受け止め、誰にとっても働きやすい職場となるよう、今後

とも注意を払って参りたい。

（宮浦秘書課調査官）
以上をもって、本日の交渉を終了する。

－以 上－


