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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26年12月12日（金）12:06～12:46（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 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 橋本 次郎 大臣官房地方課長

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 須﨑 文広 組織教宣部長

同 渡邉 由一 調査交渉部長（非現業担当）

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長

同 中村 洋子 女性・ワークライフバランス

担当 外

４．議 題：2014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

（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）

農林水産省及び独立行政法人に働く組合員は、東日本大震災からの一刻も

早い復興・再生はもとより、公務・公共サービスの担い手として、農政の推

進に強い使命感と責任をもって日夜自らの職務遂行に邁進している。

一方、職場では継続した定員合理化による要員不足によって、業務過重と

なり超過勤務は慢性化するなど、極めて厳しい労働環境下にある。

このような中で、当面する課題について取りまとめ、11月25日に要求書を

提出したところである。
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農林水産行政の円滑な推進と国民の期待に応えていくためには、働きがい

のある将来展望のもてる職場の確立、業務遂行に必要不可欠な予算及び組織

・定員の確保、雇用の安定と労働条件の維持・改善が必要である。

要求している事項は、いずれも切実な課題であり、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）

今、書記長から要求事項の話がありましたが、要求事項のうち交渉事項に

関する回答については、各担当課長から回答させる。

（横山秘書課長）

まず最初に、要求書のうち「Ⅶ ワークライフバランスの推進、女性の労

働権確立について」の１、２、３、４、「Ⅹ 人事評価制度ついて」の１、

２、３、「ⅩⅡ 労働諸条件の改善について」の１、２、９、「ⅩⅢ 労使関係

について」の１、２について回答させていただく。

Ⅶの１、２、３ワークライフバランスの推進などについては、「国家公務

員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」に基づき、

「農林水産省女性活躍ワークライフバランス推進のための取組計画」の年内

決定に向け、事務次官をチーム長とする「農林水産省女性職員の活躍・職員

の仕事と生活の調和推進チーム」にて検討中である。

また、次世代育成支援対策推進法に基づく現行の「農林水産省特定事業主

行動計画」に即し、「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」を創るた

め、職場を挙げて支援する環境整備に継続して取り組んできたところであり、

引き続き、行動計画及び両立支援制度に係るパンフレット等を職員掲示板へ

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

体験談を省内報に掲載する等の取組を行い、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。

平成27年度を始期とする次期行動計画策定についても、実効性のあるもの

となるよう策定作業をすすめてまいりたい。

Ⅶの４女性の採用拡大のための取組については、政府の「第３次男女共同

参画基本計画」及び人事院が定めた「女性国家公務員の採用・登用の拡大等

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、拡大計画に示された目標の実現に向けて、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、人事評価制度を活用した能力・実力主

義による人事配置に努める等意欲と能力のある女性職員の登用の推進、掲示

板を利用したメンター制度の周知などの具体的な取組を着実に進めていると

ころである。

これらの取組の結果、準ずる試験である獣医職・畜産職を含めた農林水産

省全体の女性の採用割合は、26年４月は33.7％と「第３次男女共同参画基本
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計画」で定める目標を上回っている。引き続き女性の採用・登用の拡大や、

女性が働きやすい環境の整備を進めてまいりたい。

Ⅹ人事評価制度についてである。

Ⅹの１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、期末面談にあたっては、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あたっては、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２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してまいりたい。

Ⅹの３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、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、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おり、引き続き、評価制度等への理解が更に深まるよう

取り組む考えである。

ⅩⅡ労働諸条件の改善について申し上げる。

ⅩⅡの１、２超過勤務縮減の取組などについてであるが、超過勤務の縮減に

ついては、農林水産本省で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、管理職員は勤務時間外に業務指示を行わないように努め

る、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。

ⅩⅡの９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、秘書課長通知により、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」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。
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相談体制については、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメン

トに起因する問題が生じた場合に限らず、勤務条件に関する日常的な苦情等

の相談に応じ、助言、指導、両当事者間の和解のあっせん等の措置を講じる

ための体制の整備を行い、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、セクシュアル

・ハラスメントやパワー・ハラスメントの防止等について徹底しており、引

き続き防止策に取り組んでいく考えである。

ⅩⅢ労使関係についてである。

ⅩⅢ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。

ⅩⅢ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「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。

（岡本厚生課長）

次に、要求書のうち、「Ⅵ．国家公務員宿舎の確保等について」の１の柱

書、１の(１)、１の(２)及び３、４、５について、回答させていただく。

Ⅵ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。

Ⅵの１の(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、難しい状況である。

Ⅵの１の(２)独法敷地内における売却不能宿舎の有効活用についてである

が、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

舎ごとに調整を行う考えである。

Ⅵ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、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。

Ⅵ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、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。

個別課題の解決にあたっては、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
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えである。

なお、退去期限が2015年 1月末日とされている職員に対しても、先ほど述

べたとおり、近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供等をしている

ところであり、引き続き丁寧な対応をしてまいりたい。

Ⅵの５人事異動に伴う異動先宿舎入居手続きの早期化についてであるが、

人事異動に伴う宿舎入居手続きについては、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。

（柴山書記長）

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年度予算概算、組織・定員、組織再編についてである。

まずは、2015年度予算概算についてである。

2015年度予算については、独立行政法人関連予算も含め、農政の円滑な遂

行に必要不可欠な予算の満額確保を要請する。

次に、組織・定員、組織再編についてである。

農林水産省は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革

を着実に実行するために、組織再編を含む組織・定員要求を省議決定した。

また、農林水産省における2015年度からの５年間の合理化数は3,175人が求

められるとともに、自律的再配置分として884人が示されている。各職場で

は、ギリギリの人員の中で行政サービスが低下しないよう業務を遂行してお

り、2015年度における自律的再配置分の活用や、新規増員要求370人が確保

できなければ農政推進に大きな支障が生じることとなる。また、フルタイム

再任用ができなくなるなど雇用と年金の接続にも大きな影響を及ぼすことが

懸念される。現在、査定省との厳しい折衝が行われていると思うが、折衝状

況について伺うとともに、組織・定員要求の満額確保を強く求める。さらに、

業務と組織の見直しによる自律的再配置の取扱いを十分踏まえ、地方組織に

偏重した定員削減を行わず、地方組織の維持・活性化を図るため新規採用者

を配置することを強く求める。

他方、組織再編では、農政全般について「現場に伝える」「現場から汲み

上げる」ために地域センターを見直すとしているが、現場と農政を結ぶ機能

を強化するためには、必要な拠点と新規採用を含めた人員の配置は不可欠で

ある。また、円滑な農政を継続的に推進していくためには、業務の見直しと

平仄を合わせた組織再編とすることが重要である。過日、職場段階で検討を

行った「地域センター業務見直し案」に対する意見集約結果を提出した。拠

点のあり方及び業務の見直しにあたっては私どもの意見を十分踏まえて検討

するよう強く求める。

２点目は、農業政策についてである。

現在、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、米政策や経営所
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得安定対策の見直しなどが進められているが、今年の生産者米価を巡っては、

農協の概算金が過去最低となっており、生産現場からは不安の声が上がって

いる。私たちは、農業者が将来に亘って持続的かつ安定的に営農することが、

持続可能な農林水産業の確立に結びつくと考えているが、当局としてどのよ

うに考えているのか伺う。また、「食料・農業・農村基本計画」の見直しに

あたっても、持続可能な農林水産業を確立することが重要と考えるが、現在

における検討方向と検討状況について伺う。

３点目は、級別定数についてである。

農林水産省では、相次ぐ定員削減や新規採用の抑制により人員が大幅に削

減される中で、東日本大震災・福島原発事故からの復興・再生、農林水産業

・地域の活力創造プランに基づく農林水産政策の推進など、定員削減計画の

策定時点から農林水産政策は一変しており、全ての機関・職域で業務は複雑、

高度化し、職責の高まりに応じた処遇改善を図ることが重要である。私ども

も人事院に対して10月９日に要求書を提出し、職場代表者も参加する中で、

職場実態を踏まえた級別定数の拡大、特に、事業所の３級定数及び地域セン

ターの４・５級定数の拡大を求めてきた。また、官用車出張における同乗者

の超過勤務の取扱い及び自主運転手当の新設、通勤手当にかかる新幹線料金

の全額支給及び住居手当の最高支給限度額の引き上げを強く要請してきたと

ころである。

農林水産省においても、これらの課題について制度官庁に強く働きかける

よう求めるとともに、現時点での査定状況について伺いたい。

４点目は、雇用と年金の接続についてである。

人事院は、本年の報告で「2015年度の定年退職者からは年金支給開始まで

最長２年間となるが、現状のままでは、職員の希望に反する短時間再任用が

さらに増加し、公務能率や職員の士気低下、収入不足という問題が深刻化す

るおそれがある」と指摘した上で、公務外活用、業務運営、定員配置の柔軟

化、60歳前からの人事管理の見直しに加えて、民間企業と同様、フルタイム

中心の勤務を公務で実現していくため、雇用と年金の接続の在り方を検討し

ていく必要があるとしている。組合員の生活にとって雇用と年金の接続は極

めて重要であることから、この報告を十分踏まえ、年金支給開始年齢が62歳

になる2016年度までに段階的定年延長を実現するよう制度官庁に強く働きか

けるよう求める。

なお、当面は、2013年の閣議決定に基づき、「組合員の希望どおり」の再

任用を実現するとともに、安心して再任用を希望できる環境整備をはかるよ

う要請する。

５点目は、独立行政法人改革についてである。

独立行政法人改革を巡っては、通則法の一部改正を踏まえ、次期通常国会

に提出される個別法の策定に向け、2016年４月とされる法人統合の具体的検

討が進められるとともに、「各法人の講ずべき措置」で指摘された事務・事

業の見直しなど、独法改革の具体化に向け検討が進められている。現時点に
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おける検討状況について伺う。

これらの検討にあたっては、組合員の雇用と労働条件の維持はもとより、

農林水産業政策の推進と一体的に事務・事業を展開するための組織を維持し、

現行の中期目標・計画の着実な遂行・達成の確保に万全を期すよう強く求め

る。また、節目毎に情報提供するとともに、私どもの意見を反映するよう要

請する。

（佐藤官房長）

ただいま柴山書記長からいくつかの言及があったが、担当課長を含めて順

次申し上げる。

まず、平成27年度予算要求についてである。

平成27年度農林水産関係予算の概算要求については、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」に基づき、農林水産業の成長産業化や美しく伝統ある農

山漁村の継承などを実現するための施策を要求しているところであり、概算

決定に向けて、これらの要求が認められるよう、全力を傾注していく考えで

ある。

平成27年度農林水産省所管の独立行政法人運営費交付金については、平成

26年度予算額に比べ９億円増の1,010億円を、また、施設整備費補助金につ

いては、17億円をそれぞれ要求しているところである。独立行政法人の事務

・事業の推進にあたっては、より一層の効果的・効率的な業務運営を図ると

ともに、業務運営に必要な運営費交付金、施設整備費補助金等の予算確保に

努めていく考えである。

次に、農業政策についてである。

我が国の農林水産業・農山漁村は、担い手の高齢化等の課題が山積してい

る一方で、我が国の成長の原動力となる潜在力を有していると認識している。

この潜在力を最大限に引き出し、農林漁業者の所得を向上させ、農山漁村

のにぎわいを取り戻していくことが重要であり、大臣を本部長とする「攻め

の農林水産業実行本部」の下、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を着

実に実行し、農林水産業を若者に魅力ある成長産業にしてまいりたい。

また、食料・農業・農村基本計画の改訂に当たっては、現行基本計画の検

証結果を踏まえつつ、現在、施策の具体的な方向性や食料自給率目標、食料

自給力の取扱い等について集中的に議論を進めているところであり、来年３

月を目途に新たな計画を策定してまいりたい。

（大角文書課長）

平成27年度組織・定員要求についてである。

平成27年度組織・定員要求については、引き続き非常に厳しい機構・定員

環境の下、査定官庁に対して、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基

づく農政改革を着実に推進し得るよう、必要な組織・定員を確保すべく折衝

を行っているところであり、引き続き、所要の組織及び新規増員の確保に努
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めてまいりたい。また、必要な定員措置については、地方を中心に自律的再

配置を活用し、現下の農林水産省の政策課題に的確に対応するとともに、業

務の状況を考慮して対応していくこととしている。

次に、独立行政法人改革についてである。

独立行政法人改革については、平成28年４月に農林水産省所管独法の統合

が行われることとされており、現在、次期通常国会への提出を目指し個別法

案の検討等を進めているところである。

また、「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

決定されており、法人に対して、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。今後とも、御要請の趣旨を踏まえ、必要な情報提供に努め

てまいりたい。

（橋本地方課長）

地方農政局等における組織再編については、現在、地方参事官とその他の

担当官を各県の県庁所在地に駐在させるために必要な組織・定員要求を行っ

ており、現場と農政を結ぶ機能の強化が実現するように努めてまいりたい。

業務の見直しについては、実際に業務に携わる職員の皆様の意見を参考と

しながら、より実効性のあるものにしていく考えである。また、各県の拠点

は段階的に県庁所在地に集約することとしているが、その検討にあたっては、

業務の進め方等も踏まえて総合的に判断していきたい。

（横山秘書課長）

まず、地方組織への新規採用者の配置については、今年度よりも増やして

いく考えである。

次に、級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、特に年齢構

成上、多数の職員が偏在する行政職（一）３級から６級を重点事項として定

数の拡大を要求しているほか、行政職（二）、研究職、専門行政職、海事職

（一）及び（二）についても、定数の拡大を要求しているところである。

次に、諸手当についてである。

官用車出張時の同乗者の超過勤務の取扱いや通勤手当にかかる新幹線料金

及び住居手当の最高支給限度額を実情を踏まえた適正な水準とすることにつ

いて、引き続き人事院はじめ関係機関に働き掛けていく考えである。また、

自主運転手当の新設についてであるが、今後、要望の趣旨を伺いながら、制

度官庁へ相談してまいりたい。

次に、雇用と年金の接続についてである。

定年年齢の段階的な引き上げについては、国家公務員法等の一部を改正す

る法律附則第42条を踏まえ、制度官庁を中心に検討が進められているものと

考えている。また、再任用については、平成25年３月の閣議決定の主旨を踏
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まえて、再任用に必要な定員・定数の確保に努めていく考えであり、職員が

長年培った能力・経験を有効に発揮して頂けるような条件を提示できるよう

に取り組みたい。

（渡辺調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、私から２点、さらに中村女性・ワークラ

イフバランス担当から１点申し上げるので、再度当局の見解を伺いたい。

１点目は、国家公務員宿舎の確保等についてである。

まずは、独法敷地内における売却不能宿舎等の有効活用についてである。

今ほど、「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う」と従来同様の回答が示されたが、退去

期限が近づく中、組合員は先行きが見えないことに不安を募らせている。こ

の課題は、組合員の生活設計に大きく影響することから、早急に退去期限の

延長及び有効活用が図られるよう、農林水産省として主体的な方向性を持っ

て財務省との調整に当たる必要があると考えるが、当局としてこの状況をど

う受け止め、どのように対策を講ずるのか伺う。

次に、退去及び転居に伴う個別課題への対応についてである。

今ほど、「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」との回答が示されているが、組合員からは様々な相談が寄せられ

ている。私どもに寄せられた個別課題については、適宜対応を求めるので、

解決に努めるよう重ねて要請する。

（岡本厚生課長）

退去及び転居を余儀なくされる職員に対しては、先ほど申し上げたとおり、

様々な課題について引き続き、丁寧に対応していく考えである。

独法敷地内の財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等に入居している職員に

ついても、退去期限が近づいていることは承知しており、退去期限の後ろ倒

しや課題については、入居状況も勘案しながら、各財務局等と宿舎ごとに調

整を行うことが基本であるが、官房としても各局庁と連絡を密にして職員の

不安の解消に向けて、引き続き、真摯に対応を行う考えである。

（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。

超過勤務縮減に向けた具体的取り組みについて回答があったが、本省・地

方組織において実効あるものとすることが重要である。10月の第１週を超過

勤務縮減キャンペーン週間とし、全省庁あげての取り組みを行ったが、農林

水産省としてどのような取り組みを行ったのか伺う。その取り組みによりど

のような成果があり、日頃の超過勤務縮減に活かしていくのか伺う。キャン

ペーン期間に限らず、年間通した超過勤務の縮減を求める。
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また、私たちは、本年６月に成立した「過労死等防止対策推進法」の施行

を踏まえ、職場から過労死等を出させないことを旨とする「過労死ゼロ」宣

言を各職場で採択し、過労死等が起きない健康で安全な職場を維持・実現す

るため、長時間労働是正に向けた様々な取り組みを進めることとしている。

当局においても、「過労死等防止対策推進法」を踏まえ、より実効ある超過

勤務縮減対策を各職場で実施することを重ねて求める。

さらに、「管理職員は、勤務時間外に業務指示は行わないように努める」

との回答が示されたが、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とともに、命令に伴う

超過勤務手当は全額支給するよう予算措置を強く求める。

（横山秘書課長）

超過勤務縮減キャンペーン週間中における主な取組としては、各管理職員

が命ずる超過勤務について、事前に必要最小限の人員となっているか庶務課

長等が確認するとともに、本省においては庶務課長をはじめとする管理職員

が各課等の見回りを行い、定時退庁の徹底等を図ったところである。

この結果、各局庁等からの報告によると、25局庁等中21局庁等が「キャン

ペーン週間前と比べると全体的に超過勤務が減少した」と回答しており、取

組による一定の成果が見られたと認識している。今後とも、職員の健康管理

上の観点から、管理職員は、超過勤務をしなければならない場合にあっても、

午後１０時を目途とすることとし、当日中に処理しなければならないかどう

かを十分見極め、通勤時間に配慮し通常の交通手段による帰宅確保に努める、

やむを得ず長時間かつ長期間の超過勤務命令並びに週休日及び休日の勤務命

令をする場合にあっては、業務の緊要性等を確認するとともに、職員の健康

管理面等を十分勘案する等にも配慮し、超過勤務縮減に向けて取り組んでま

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、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

等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

（中村女性・ワークライフバランス担当）

私からは、ワークライフバランスの推進などについて申し上げたい。

職場では、長年にわたる定員削減や新規採用の抑制による職員の減少によ

り、休暇が取りづらい状況となっている。特に、高年齢化により多くの組合

員が親の介護が必要な年代になっているが、組合員からは「介護休暇は他の

休暇と比べても取得しづらい制度になっている」「親の突然の長期入院など

があった場合でも、介護休暇申請が間に合わず年休を使うことになってしま

う」などの声が聞かれる。また、厳しい職場事情の中で、職務の継続と親の
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介護の両立ができず、職場を去らざるを得ないという苦渋の決断をされる組

合員もいるという大変辛い話もある。その一方で、「家族が急な入院で混乱

している時に、職場の窓口担当者から、人事院規則で短期介護休暇が整備さ

れているからと助言があり、手続きをして休暇を取得することができ、何と

か急場を乗り切ることができた。休暇制度が整備されていることのありがた

みが、当事者になって初めてわかった。」という声もある。「国家公務員の

女性活躍ワークライフバランス推進のための取組指針」の推進にあたり、政

府は「３つの改革と９つの取組」を強力に進めるとしており、介護は「育児

・介護等と両立して活躍できるための改革」として各府省等が具体的に取り

組む事項とされている。

介護のための両立支援制度の周知を図るとともに、介護休暇取得者を職場

全体で支える、取得しやすい職場環境の整備を要請する。

なお、「農林水産省女性活躍ワークライフバランス推進のための取組計

画」の策定作業にあたっては、実効性のあるものとするため労働組合の意見

も踏まえ対応頂きたい。

（横山秘書課長）

介護に関する両立支援制度について、政府の「第３次男女共同参画基本計

画」を踏まえ、介護休暇や早出・遅出勤務等の両立支援制度に係るパンフレ

ット等を職員掲示板へ掲示し、活用促進に努めてきたところである。より介

護休暇を取得しやすい環境を整備するため、「農林水産省女性活躍ワークラ

イフバランス推進のための取組計画」の策定にあたっても、実効性のあるも

のとなるよう策定作業をすすめてまいりたい。

（柴山書記長）

最後になるが、組合員からは、農林水産行政の確実・着実な推進が極めて

重要であるとしながらも、引き続く定員合理化により、全ての職域・職場に

おいて業務に見合う人員が配置されていない中で、更なる定員合理化や業務

の見直しと平仄の合わない組織見直しは、農林水産行政の推進に深刻な影響

を及ぼす恐れがあるとの意見が数多く出されている。

国民の期待に応える農林水産行政を円滑に展開するためには、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誇り

を持って事務・事業を推進できる体制の構築が重要である。

冒頭にも申し上げたが、要求事項は、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り、多岐にわたっているが、要求の前進に

向け最大限対応頂きたい。

（佐藤官房長）

本日は、ワークライフバランス、公務員宿舎の確保など数多くの課題に

ついて、職員からの切実な声を伺った。
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国民の期待に応える農林水産行政を円滑に展開するためには、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

欠であり、様々な課題がある中でも、引き続き国民の期待に応えられるよう、

協力して取り組んでいきたいと考えている。

当局としても、本日の交渉を踏まえ、安心して働きやすい職場づくりが進

められるよう、引き続き努力してまいりたい。

（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 －


