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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24年４月10日（火）16:31～17:24(53分)

２．場 所：農林水産省大臣官房秘書課研修室（本館７階ドア№774）

３．出 席 者：

農林水産省 本川 一善 大臣官房長

同 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 山口 道彦 大臣官房厚生課長

同 村上 堅治 農林水産技術会議事務局総務課長

同 宮浦 浩司 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 石原 富雄 副委員長兼調査交渉部長

同 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 原子 秀夫 調査交渉部長

同 間 英輔 組織教宣部長 外

４．議 題：2012春闘要求書回答

（全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（宮浦秘書課調査官）

ただいまから、全農林要求に基づく交渉を開始する。

（柴山書記長）

国家公務員を巡っては、総人件費改革の一層の推進による定員削減や新規採

用の抑制、地方分権改革など行財政機構の抜本的な改革により、雇用や労働条

件に大きな影響を与える課題が山積している。

そのような中で、当面する課題について取りまとめ、３月14日に森本大臣政

務官に対して要求書を提出させていただいたところである。

連年にわたる定員削減や新規採用の抑制等によって、大幅な職員の減少や40

代後半に山が集中する等年齢構成の分布に大きな偏りが生じている一方で、業

務量が増大する中、東日本大震災からの復旧・復興、農林漁業の再生に向けた

各種施策の展開に一丸となって対応しているところである。

国民の期待に応え、農林水産行政サービスを円滑に、そして確実に提供して

いくためには、雇用の安定と労働条件の維持・改善が不可欠である。
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要求している各事項は、いずれもが切実な課題であり、農林水産省当局とし

て解決できる事項は早急に対応いただくとともに、関係機関への要請事項につ

いても、特段の対応を冒頭に要請する。

（本川官房長）

要求書については、去る３月14日、森本大臣政務官に手交されたその場で森

本大臣政務官から発言があったとおり、交渉事項についてそれぞれの担当課長

から回答させる。

（枝元秘書課長）

それでは、私から要求書のうち、Ⅲの「2012年度賃金等の改善について」の

１の超過勤務手当関係、Ⅶの「非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」

の２及び３、Ⅸの「労働諸条件の改善について」の３、４及び６、Ⅹの「男女

平等の公務職場の実現について」、ⅩⅡの「人事評価制度について」並びにⅩ

Ⅳの「労使関係について」の１及び２に対し、回答させていただく。

まず、Ⅲの１の超過勤務手当について。

超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務

命令に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対して

は、超過勤務手当が支給されることとなっている。

次に、Ⅶの２の非常勤職員の給与及びⅦの３の期間業務職員制度について。

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ガイドラ

イン（平成20年８月）を踏まえ制定した「臨時雇用非常勤職員給与等規程」

（平成21年３月19日付20秘第582号秘書課長通達）の規定により常勤職員に

準じて決定される。

なお、非常勤職員の給与についても、「国家公務員の給与減額支給措置に

ついて」（平成23年６月の閣議決定）等に基づき、常勤職員より相当程度給

与水準が低い場合を除き、減額の対象となり、平成24年４月から平成26年３

月まで減額することとされたところである。減額率は、地域によって異なる

が、概ね4.77％となっている。

期間業務職員の雇用については、人事院規則等に基づき、引き続き、適切

に運用してまいりたい。

次に、Ⅸの３及び４の在庁時間の削減等について。

農林水産本省では、超過勤務縮減に向け、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、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こと、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

こと等、具体的取組事項を定め、取り組んでいる。

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、

適切に取り組むとともに、超過勤務を命ずる場合は、勤務時間内に行うよう

心掛けてまいりたい。
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次に、Ⅸの６のセクシュアル・ハラスメントの防止等について。

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講じていると

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）」を職員に対し、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。

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、職員に対し、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。

次に、Ⅹの男女平等の公務職場の実現について。

男女共同参画を推進する上で、国家公務員においても、女性職員が意欲と

能力を十分に発揮できる環境を整備していく必要があると考えており、農林

水産省としても、「第３次男女共同参画基本計画」や本年１月に変更した農

林水産省の「女性職員採用・登用拡大計画」に沿って、女性の採用・登用の

拡大や、女性が能力を最大限に発揮して輝くことができる環境の整備を進め

ていく考えである。

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、女性職員による仕事・生活上の相談受付体制の充実などの具体的

な取組を着実に進めてまいりたい。

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」

（行動計画）については、これまでの目標の達成状況等を検証した上で、平

成22年３月に変更を行ったところである。

また、男性の育児休業取得率について、平成22年度実績値が5.1％となり、

行動計画における平成26年度までの目標値５％を達成したことから、新たに

当該目標値を10％に引き上げる変更を平成23年12月に行うとともに、変更後

の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に掲示し、

職員に周知を図ったところである。

今後とも、男性職員の育児休業等の取得促進を図るため、仕事と育児の両

立支援制度を特に男性職員に周知すること等によって、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。

次に、ⅩⅡの人事評価制度について。

評価結果については、理由を含め、期末面談において丁寧に説明するよう
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引き続き指導してまいりたい。

なお、評語の開示については、農林水産省人事評価実施規程（実施規程）

において、開示範囲を「全体評語」に限定している。これは、人事評価制度

上、評価者が付す「個別評語」は調整者による評価の甘辛の補正などの調整

が行われない中で「個別評語」の開示を前提とした場合、統一的な評価制度

の運用に支障を生じるおそれがあること等によるものである。

また、人事評価の苦情処理プロセスについては、実施規程において、職員

は、開示された評価結果に関する苦情申出等を行うに当たり、苦情処理窓口

が事実調査のために行う聴取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申し出ることができることとしている。この場合、

これを認めるかどうかは、苦情処理窓口において事実関係の確認に必要かど

うかで判断することとしている。

日常の業務運営のなかで、評価者が被評価者から報告や相談を受けたり、

必要な指導・助言を行うなど、コミュニケーションを図ることは、人事評価

の目的である人材育成の観点から非常に重要と考えている。

また、日常的なコミュニケーションについては、組織内の意識の共有化や

業務改善等に結び付けていくとともに、日常のコミュニケーションにより把

握した事実を評価に適正に反映させることが重要と考えている。

期首・期末面談における被評価者に対する指導・助言を行うに当たっては、

被評価者の主体的な能力開発や業務遂行等の取組を促す観点から、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被評価者に分かりや

すい指導・助言を丁寧に行うよう評価者に周知してまいりたい。

また、制度を適切に運用するためには、評価者訓練は重要と考えており、

総務省人事・恩給局や人事院人材局が主催する評価者研修には、今後とも地

方農政局などの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、農水省主催の管理者研修においても、評価制度及び評価結果の活

用について、可能な限り分かりやすく解説するなど、評価者への評価制度等

の周知を更に徹底する考えである。

なお、職員に対しても、制度官庁作成の「人事評価マニュアル」及び「リ

ーフレット」を配布しているほか、秘書課において「評価結果の活用につい

て」を作成し、職員掲示板に掲載するなど、機会ある毎に職員に周知を図っ

ているところである。

次に、ⅩⅣの１及び２の労使関係について。

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作りに努力してまいりたい。

また、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、丁寧に対応してまいりたい。
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（山口厚生課長）

それでは、私から要求書のうち、Ⅸの「労働諸条件の改善について」の７及

び８並びにⅩⅠの「福利厚生の充実について」に対し、回答させていただく。

まず、Ⅸの７の公務員宿舎の確保について。

昨年の12月１日、財務省の「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討

会」において、平成29年３月までに国家公務員宿舎を約21.8万戸から5.6万戸

程度（△25.5％）削減する等の削減計画が公表されたところである。

この方針に基づき、今後、平成29年３月までの削減計画の実施に向けて、財

務省と個別宿舎の長寿命化・廃止等の検討・調整を行うとともに、職員の宿舎

の貸与は、真に公務のために必要な宿舎に限定されたことから、限定された５

類型に沿って調整を行い、職員への周知等を行うことにより、円滑な宿舎の入

退去を行うこととしたい。

次に、Ⅸの８の原子力災害対策に従事する職員の健康安全対策について。

原子力災害対策に従事する職員の健康安全対策は重要と考えている。

職員の放射線障害の防止については、人事院規則10－５に基づき、健康安全

対策が図られてきたところである。

東日本大震災においては、昨年６月に指示文書を発出し、福島第一原発から

20キロメートル圏内等における作業等の措置について、被ばく線量の計測及び

記録を行うことや、安全教育の徹底を行うこと等の安全対策を図ってきたとこ

ろである。

また、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染

等のための業務等にかかる職員の放射線障害の防止については、本年１月に人

事院規則10－13が施行されているところであり、同規則に基づいて適切に対応

してまいりたい。

次に、ⅩⅠの福利厚生の充実について。

職員の福利厚生施策は、昨年４月に改定された「国家公務員福利厚生基本

計画」に基づき、職員の健康の保持増進、安全管理、レクリエーション活動

の推進等を図ることを通じて、職員の勤務意欲及び勤務能率を増進し、職員

の資質の向上及び組織の活性化を図ることを目標として、これを推進するこ

ととされている。

当省としては、職員の福利厚生施策の推進は重要な事項と認識しており、

各種施策の拡充が図られるよう、引き続き予算の確保に努めてまいりたい。

メンタルヘルス対策については、一昨年「当省職員の心の健康づくりのた

めの指針」を発出し、この指針を着実に実行に移すため、「心の健康づくり

計画」を、昨年１月に本省、昨年４月には地方農政局等の全国の出先機関等

で策定・施行し、メンタルヘルス対策を推進している。

さらに、平成23年度は全国の職員を対象にメンタルヘルスチェックを行う

など、メンタルヘルス対策の推進強化を図っているところである。

また、平成23年度においては、メンタルヘルスに関する管理監督者研修等

を大幅に強化しており、平成24年度においても引き続き充実・強化を図って
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まいりたい。

さらに、地方出先機関においても、講話会の開催を大幅に増加させるなど、

管理監督者を含め職員のメンタルヘルス対策の強化を図っており、引き続き

「心の健康づくり計画」の着実な実施について指導してまいりたい。

いずれにしましても、職員のメンタルヘルス対策の強化は大きな課題であ

り、今後も引き続き省内関係部局が連携して行ってまいりたい。

レクリエーション経費については、平成24年度も各府省統一で予算要求は

見送られたところである。

職員の心身の健康保持、コミュニケーションの場としてのレクリエーショ

ンの重要性は認識しており、国民の厳しい目線に留意しつつ、今後の政府内

の議論に対応してまいりたい。

（柴山書記長）

今ほど、要求事項について回答いただいたところであるが、主要な事項につ

いて、私の方から重ねて要請させていただく。

まず、農林水産政策の拡充・強化についてである。

１点目は、農業者戸別所得補償制度についてである。

昨年８月の３党合意に基づき、政策効果の検証を基に、必要な見直しを行う

ための協議が行われてきたものの、来年度の予算編成過程において見直しが断

念され、現行制度が維持されることとなった。農業の中核施策である農業者戸

別所得補償制度は、農業者等からの評価も高く、安定的な実施を望む声が強い

と承知している。農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができ、

長期的な視点で営農計画が立てられるようにするためには、制度の早期法制化

が必要と考えるが、いかがか。

２点目は、ＴＰＰについてである。

野田総理は、ＴＰＰに関し「参加各国が、日本に求めるものについて情報収

集を行い、国内的議論を経て、交渉参加表明をするかどうかの結論を得てい

く」と国内外に発信している。しかし、総理が参加に向けて強い意欲を示す一

方で、実際には国民に対してほとんど情報が公開されていないのが現状である。

年明け以降、構成各国との事前協議が行われたとのことであるが、その状況

はどうなっているのか。また、十分な情報開示を行った上で、国民的議論を十

分に尽くすことが必要と考えるが、いかがか。

なお、我々としては、農林水産業への打撃はもとより、医療制度や医薬品認

可、食品の安全基準、労働慣行、国際係争の裁判システムなど、国の制度や国

内法、地域の条例にも影響を及ぼすことが危惧され、国民生活はもとより、大

震災や原発事故からの復興途上にある我が国の農林水産業や関連産業などに致

命的な打撃を与えることから、ＴＰＰ協定交渉参加に反対であることを改めて

申し上げておきたい。

３点目は、予算、組織・定員についてである。

まず、定員についてである。本年度の定員削減は昨年度と同数であり、配置
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転換で対応してきた定員削減数が求められ続けている。一方、増員要求は昨年

度と比べ大幅な増加となったが、要求の３割程度となっており、依然として厳

しい状況にある。

政府は、総人件費の削減をはじめとする行財政機構の抜本的な改革に向けて

検討を進めているが、これまで極めて厳しい定員合理化に対応してきた当省に

おいて、過去の実績に基づく過度な定員削減や新規増員の厳しい抑制が行われ

れば、震災からの復興・再生、食と農林漁業の再生に甚大な影響を及ぼすこと

が危惧される。

食と農林漁業の再生に向けた施策展開、食の安全・消費者の信頼確保など、

輸入検疫の増加、海空港の国際化の進展、家畜伝染病予防法の改正等に対応し

た検疫体制の強化、機動的な漁業取締りや円滑な漁業調整の実施、水産資源の

適正な管理など、農林水産施策の推進に必要な定員が確保されるよう要請する。

次に、予算についてである。

食と農林漁業の再生に向けて、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本

方針・行動計画」に基づき、本年度より集中的に施策を展開することとしてい

るが、財政状況が厳しさを増す中、今後も徹底した歳出削減が求められること

は必至な状況と考えている。基本方針・行動計画に基づく施策が着実に実施さ

れ、食料自給率の向上をはじめとする各基本計画等に定める目標の達成に向け

て、必要な予算が確保されるよう、次年度予算編成に向けて引き続き最大限の

対応を要請する。

なお、我々は、先日船舶・漁業調整事務所職域の対策会議を実施したところ

であるが、その際に、船舶の安全運航に必要な予算・定員が十分に確保されて

いないとの課題が多く出された。

特殊な労働条件・労働環境にあって、要員の不足、船体整備の不備などは、

職員に身の安全に直結する重要な課題である。

安全運航に必要な要員を確保するとともに、消耗部品・老朽部品の交換修理、

ドック、老朽化した船の代船建造などの必要な予算がしっかり確保されるよう

強く求めておきたい。

最後に、組織に関してであるが、農林水産技術会議の筑波事務所の組合員は、

独立行政法人の制度及び組織の見直しに関連して、どのような影響があるのか

不透明な状況にある。節目ごとに情報提供を行うなど、丁寧な対応を求める。

４点目は、地方分権改革についてである。

政府は、地方出先機関について、既存の広域連合制度をベースに制度を発展

させることとし、「出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲することを推

進するための特例制度」を踏まえ、関連法案を本国会に提出するとしている。

また、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所を当面の移譲対象候補として、

所管省庁との折衝が行われていると聞いている。

一方で、直近では四国知事会が広域連合を発足させることで合意し、移管の

対象候補として地方農政局の受け入れを表明したと聞いている。

これまでも申し上げてきたが、我々は、地方出先機関の事務・権限の移譲に
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あたっては、社会経済情勢の変化に対応した形で国と地方自治体の行政の役割

分担を見直し、その上で、より地域に密着した公共サービス拡充の観点から事

務・事業の検証が必要であり、加えて、東日本大震災からの復興への対応も踏

まえることが必要と考えている。

また、食と農林漁業の再生に向け、集中的な施策展開を図る上で、中央・地

方が一体となった実施体制が不可欠と考えているが、農林水産省としての考え

方について伺いたい。

５点目は、独立行政法人についてである。

政府は、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づき、関

連法案を本国会に提出するとしている。

新たな制度においては、共通ルールの整備や内部ガバナンスの構築など、更

なる効率化や評価の厳格化、情報公開が示唆されており、併せて、新たな法人

制度及び組織への移行にあたっては、統合等を行う法人はもとより、それ以外

の法人においても、合理化・効率化の推進と不断の見直しが指摘されている。

基本方針に基づく具体的な制度改正や関連法案の策定においては、この間も

要請してきたが、組合員の雇用と労働条件が確保されること、農政推進と一体

的に事務・事業を展開する組織が維持されること、農林水産省所管法人の中期

目標・中期計画の遂行・達成、自主的・自律的業務運営に支障をきたさないこ

となど、いわゆる「３要件」が確保されるよう主務省として責任ある対応を要

請する。

６点目は、新たな高齢者雇用施策についてである。

政府は、60歳以降の職員の雇用と年金の接続に向け、希望者全員の再任用を

義務づける基本方針を３月23日に決定した。

しかしながら、基本方針においては、再任用を義務化しつつも、最下位の職

制上の段階の標準的官職に係る標準職務能力及び官職についての適性を有しな

い場合、任命権者は義務を課されないこと。給与のあり方について総人件費改

革の観点が入っており、給与水準の引下げが企図されていることなど、問題を

有していると我々は受け止めている。

我々は、雇用と年金の接続は、確実な採用が保障されない現行の再任用制度

又はその延長上の制度ではなく、高齢期における雇用を確保し、生活水準を維

持するとともに、公務員として能力を十分に発揮するためにも、定年延長が最

も相応しい方法と考えている。

今後、基本方針に基づき具体的な制度改正案の検討が行われることとなるが、

今ほど申し上げた点も含めて、年金が支給されない中で、生活を維持できるの

かどうかという不安を払拭するものとなるよう、最大限の対応を図るとともに、

労働組合の意見を踏まえた制度の実現を制度官庁へ要請されたい。

最後に、７点目は、退職手当制度の見直しについてである。

人事院の民間の企業年金及び退職金の調査結果等を踏まえ、制度官庁におい

て、関係者も含め、国家公務員の退職給付に係る具体的措置が検討されている

が、退職給付の水準見直しなどは、職域年金のあり方を含め、退職後の生活設
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計に大きな影響を与えることとなる。

このため、具体的措置の検討にあたっては、労働組合と十分に交渉・協議し、

合意のもとに進められるよう、制度官庁に要請いただきたい。

（本川官房長）

まず、農業者戸別所得補償制度について。

農業者戸別所得補償制度については、地方自治体や農業者の方々からも早期

の法制化を求められているところであり、できるだけ早く法制化する必要があ

ると考えているところである。

このため、今通常国会においては、「検討中の法案」として農業者戸別所得

補償法案を位置付けているところであり、各党の御意見も参考にして検討を進

め、準備が整った段階で国会に提出したいと考えている。

法案の円滑な成立のためにも、25年度以降の本制度のあり方について、３党

協議が早期に再開されることを期待しているところである。

次に、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）について。

ＴＰＰについては、交渉参加に向けた関係国との協議を進めているところで

あり、協議を通じ、各国が我が国に求めるものについてしっかり情報収集を行

い、幅広く国民各層へ情報提供していく。

これらの情報の収集・提供を進め、十分な国民的議論を経た上で、ＴＰＰ交

渉参加について結論を得ていくこととしている。

次に、平成25年度予算、組織・定員要求について。

平成25年度の組織・定員については、食と農林漁業の再生等、農林水産省の

政策課題に的確に対応できる定員を要求していく考えである。

また、平成25年度の予算については、東日本大震災からの本格的な復興、原

発事故からの復旧・復興を進めるとともに、「我が国の食と農林漁業の再生の

ための基本方針・行動計画」に基づく施策を着実に実施するためには、まずは、

平成24年度予算に係る取組を進めていくことが重要である。

その上で、「基本方針・行動計画」の５年間の集中展開期間の２年目に当た

る平成25年度の予算についても、検討を進めていく考えである。

なお、船舶の安全運航に必要な予算・定員についても厳しい状況ではあるが、

確保に努めてまいりたい。

次に、地方分権改革について。

地方出先機関については、「アクション・プラン」（平成22年12月閣議決

定）により、原則廃止に向けて、その事務・権限をブロック単位で移譲するこ

ととされ、昨年末の地域主権戦略会議において、移譲を受けようとする具体的

意思を持つ関西・九州両地域の意向を踏まえ、経済産業局、地方整備局、地方

環境事務所の３機関を当面の移譲対象候補として検討を行い、関連法案を本国

会に提出することを目指すことが了承されたと承知している。

農林水産省としては、先行する事務・権限の移譲の議論や地方の意向等を踏

まえながら、出先機関のあり方に係る検討を進めてまいる考えである。



- 10 -

次に、独立行政法人について。

今般の独立行政法人の制度及び組織の見直しの趣旨は、各法人が行う事務・

事業の特性に着目し、それぞれの法人に最適なガバナンスを構築することによ

り、各法人に期待される政策実施機能を的確に発揮できるようにするものであ

る。

このため、今般の見直しの内容は、独立行政法人の事務・事業が担う政策機

能が維持されているものと考えるが、今後、新たな法人制度及び組織に移行す

るための具体的な制度改正に当たっては、ご要請の趣旨を踏まえて対応してま

いりたい。

次に、新たな高齢者雇用施策について。

３月23日の国家公務員制度改革推進本部及び行政改革実行本部において、再

任用の義務化等を内容とする「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方

針」が決定されたところである。

今後、この方針に基づき、総人件費改革等の論点を踏まえつつ具体的な制度

改正案が検討されることとなっており、職員団体の意見も踏まえながら制度官

庁と調整を進めてまいりたい。

次に、退職手当制度の見直しについて。

人事院が、３月７日、民間企業の退職金調査の結果、公務が民間を約４００

万円（13.6％）上回り、民間との較差を埋める措置が必要との見解を表明した

ことは承知している。

人事院は、退職給付の見直しに当たり、年金との関係の考慮や所要の経過措

置が必要との見解を示している。

また、雇用と年金の接続方策等については、再任用の義務化等を内容とする

基本方針が政府内で決定されたところであり、今後、具体的な制度改正案が検

討されることとなっている。

いずれも、職員の老後の生活設計に関わるものであり、その影響がでないよ

う、政府内の今後の検討の動向を注視してまいりたい。

（村上農林水産技術会議事務局総務課長）

農林水産技術会議事務局筑波事務所について。

農業試験研究独立行政法人については、現在、本年１月20日に閣議決定され

た「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づき、新たな法人

制度及び組織への移行を目指し、検討を開始したところである。

筑波研究学園都市に所在する農業試験研究独立行政法人に対する共同利用施

設の提供などを行っている農林水産技術会議事務局筑波事務所についても、独

立行政法人の見直しにあわせて、その組織及び業務などについて検討が必要と

認識している。

今後の検討に当たっては、農林水産技術会議事務局筑波事務所の職員に対し

ても、節目節目で必要な情報提供を行ってまいりたい。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、６点について申し上げるので、再度当局と

しての見解をいただきたい。

１点目は、超過勤務縮減についてである。

超過勤務は「命令に従って行われるもの」との回答があったが、管理者によ

る事前の超過勤務命令が徹底されているのか確認したい。併せて、超勤上限目

安時間を超える要因、臨時健康診断の受診状況について伺いたい。

また、月60時間を超える超過勤務時間に対する超勤代休時間については、我

々は恒常的な超過勤務を削減する観点から、代休を指定するのではなく、超過

勤務手当の割増率の引き上げを基本とするよう求めてきたところであるが、改

めて要請する。

（枝元秘書課長）

管理職員は、超過勤務を命ずる場合、勤務時間内に命令を行い、勤務時間外

になってからの業務指示は行わないよう、庶務課長会議において徹底してきて

いるところであり、各局庁においても事前命令に努めるなど超過勤務の縮減に

取り組んでいると認識している。

23年の超過勤務については、東日本大震災への復旧復興対応業務、ＴＰＰ、

組織再編、台風12号・15号への対応、調査捕鯨妨害への対応業務等により、増

加した部局もある。また、国会・予算等の他律的要因によるところもあるが、

今後、超過勤務が常態化することのないよう、縮減に向け引き続き取り組んで

まいりたい。

また、月60時間を超える超過勤務時間に対する超勤代休時間については、人

事院規則において、職員が超勤代休時間の指定を希望しない場合には指定せず、

超過勤務手当の支給割合を引き上げることとしており、職員の意向を第一に適

切に対応してまいりたい。

（山口厚生課長）

長時間の時間外勤務を行った職員については、臨時の健康診断を実施するこ

ととし、生活習慣病等の早期発見、早期対応に努めているところである。受診

率については増加傾向にあるが、依然として未受診者も多いため、今後も引き

続き該当する職員に対し受診を促すとともに、管理職を含め臨時の健康診断の

重要性等について周知してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

職員の心身の健康の保持のためにも、超勤縮減は重要であり、全省横断的な

縮減が図られるよう、もう一歩踏み込んだ取組を要請する。また、他律的業務

については、政府全体として縮減に向けた取組が進められるよう対応すること。

なお、超勤手当の全額支給については、当局の認識と組合員の受け止め方に

は乖離がある。事前の超勤命令がされていない職場があることや、管理者が超
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勤実態を把握していないこともこの要因となっているのではないか。我々がこ

の間実施してきたアンケート調査においても、超過勤務をする際の状況につい

て、「自分の判断で行っている」との回答が依然として高い水準にある。業務

の進捗状況を踏まえて勤務時間管理を徹底し、業務遂行上必要な超過勤務につ

いては、事前命令を徹底するよう重ねて求める。併せて、臨時健康診断につい

て、未受診者の多い状況が改善されるよう要請する。

（枝元秘書課長）

長時間の超過勤務が継続することは、職員の心身の健康等に悪い影響を及ぼ

すものであり、超過勤務縮減に向けた取組については、積極的に取り組む必要

があると認識している。超過勤務命令については、勤務時間内に事前に行うこ

ととしているが、今後とも、各局庁においてもより一層徹底が図られるよう、

庶務課長会議や各局庁服務班長会議を通じ積極的に取り組んでまいりたい。

なお、他律的業務については、引き続き関係機関に対し、改善に向け要望し

てまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

２点目は、セクシュアルハラスメント、パワー・ハラスメントについてであ

る。

昨年、全農林が実施したアンケートによると、セクシュアルハラスメントに

ついては、５年前と比較すると半減したものの、「受けたことがある」とする

女性は１割に及んでいる。また、パワー・ハラスメントについても、１割が

「受けたことがある」としており、これについては男女差が見られない状況と

なっている。

全農林は、各地本・分会に労働条件点検・苦情等受付窓口を設置しており、

寄せられた相談については、その都度改善を求めてきたが、依然として苦情相

談が続いている。特にパワハラについては、上司の不適切な発言や問題のある

対応が、当事者に大きな精神的苦痛を与え、そのような状況が続いた結果、メ

ンタル不調により病気休暇や休職に追い込まれている苦情が出されている。こ

のことは、当局の取組が抜本的な改善につながっていないものと考えるが、い

かがか。また、繰り返しハラスメントを起こさせないためにも、厳正に対処す

ることを求める。

いずれにしても、これらのハラスメントは起きないようにすることが重要で

ある。ハラスメントの防止は、働きやすい職場環境の構築、業務の円滑な推進

はもとより、質の高い行政サービスの提供にもつながるものであり、引き続き、

徹底した防止策を講じるよう求めておきたい。

なお、この問題はメンタルヘルス対策とも密接に関係するが、メンタルヘル

スに関する管理監督者研修等を「大幅に強化」しているとのことであるが、ど

のような強化を図っているのか説明願いたい。

一方で、アンケート結果によると、ハラスメントを受けたとする者は、その



- 13 -

対処方法として、職場の苦情相談窓口に相談する割合は極めて低位となってい

るが、相談窓口への相談件数はどのようになっているのか。現状を踏まえ、相

談体制の一層の機能化について重ねて要請する。

（枝元秘書課長）

セクシュアルハラスメント、パワー・ハラスメントについては、受ける当事

者の不安・不満が管理監督者等に実感として理解されなければ抜本的な改善に

は繋がらないと考えているので、今後とも研修などを通じて継続的に防止策を

徹底したい。

また、問題のある管理者については、個別の指導、ハラスメント研修への受

講命令を行う等々の措置も講じることとしたい。

メンタルヘルスに関する管理監督者研修等については、受講時間を大幅に増

加するとともに、医師等の外部講師の招聘、事例検討など実践的な対応を習得

して貰うカリキュラムを導入している。

セクシュアルハラスメント、パワー・ハラスメントの防止についても各種研

修の場において周知、徹底を行っているところである。

一方、苦情相談の件数については年間１～２件となっており、職員が相談窓

口が設置されていることを十分承知していないとも考えられるので、新年度を

迎えて新規採用者もいることから、改めて各局庁担当者に周知を指示したとこ

ろである。

職員団体におかれても、組合員からの相談があった場合には、遠慮なく、当

局が設置した相談窓口に相談頂くよう促して頂きたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

引き続き、我々の労働条件点検・苦情等受付窓口に寄せられた苦情について

は改善を求めるので、問題のある管理者については必要な措置を講じるなど、

厳正に対処することを求める。

３点目は、公務員宿舎の確保についてである。

財務省と個別宿舎の長寿命化・廃止等の検討調整を行うとの回答があったが、

具体的にどのような検討を行うのか伺いたい。

また、宿舎の削減計画の実施に当たって、「限定された５類型に沿って調整

を行う」としているが、どのような調整を考えているのか、また、５類型に該

当しない場合、当該者は自ら住居を確保しなければならないのか伺いたい。

（山口厚生課長）

具体的な存置宿舎・廃止宿舎の選定作業については、各地方財務局において

コスト比較等により、地域ごとに宿舎の必要戸数の集約化を行い、それを基に

各省庁との間で調整を行うこととなる。

また、今回の財務省理財局長通達の改正は、真に公務のために宿舎を必要と

する職員に宿舎を提供するため、５類型に該当する職員の入居を優先すること



- 14 -

としたものである。５類型に該当しなくなった場合には、所属の各省庁・各官

署の判断により、一定期間を定めた上で、宿舎からの退去をお願いすることが

有り得るところであり、当省としては、今後決定される具体的な廃止対象宿舎

を踏まえ、宿舎に入居している職員がどの５類型に該当しているのか等を人事

担当者等と協力しながら把握した上で、今後の運用を検討してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

宿舎は、生活の基盤であることはもとより、職務遂行のために入居するもの

であり、広域かつ短期間の異動に対応するための必須条件である。また、地方

組織においては拠点集約により人事異動が広域化していることや、復興や除染

対策への対応などにより、現状においても宿舎の確保は困難な状況となってい

る。

このような状況を踏まえ、今後の制度官庁との調整や宿舎の入退去に当たっ

ては、農林水産行政を円滑に進めるために必要な宿舎が確保されるよう強く求

めておきたい。

（山口厚生課長）

「宿舎削減計画」による宿舎の削減が進められる中で、東日本大震災の被災

者等支援、復興や除染対策への対応などを担っていかなければならないなど、

状況は極めて厳しいところであるが、今後の財務省との宿舎調整や入退去に当

たっては、農林水産行政を円滑に進めるためにも必要な宿舎が確保できるよう

努力してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

４点目は、原子力災害対策に従事する職員の安全対策についてである。

原子力災害への対策に農林水産省・独立行政法人を挙げて対応している中で、

引き続き実効ある対策を十分に講じ、従事する職員の労働条件が確保されるよ

う重ねて要請する。

（山口厚生課長）

原子力災害対策に従事する職員の健康管理、安全対策は重要と考えており、

人事院規則等に基づき、今後も適切に対応してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

５点目として、男女平等の公務職場の実現についてである。

男性の育児休業取得率について、行動計画の目標値が10％に引き上げられた

ところであるが、その達成に向けては、行動計画及び両立支援制度の周知のみ

では、目標の達成は困難と考える。

我々は、この間、様々な職域の対策会議を実施してきたところであるが、定

員事情が極めて厳しい中で、男性職員が育児休業等を希望しても、それが取得
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できる職場環境にないとの課題が報告されている。また、部署によっては、女

性職員が育児短時間勤務の取得さえもためらうような状況が実態としてあると

聞いている。

行動計画の目標達成に向けては、制度の周知はもとより、取得しやすい職場

環境の構築が重要である。各職場において、そのための具体的な環境整備が図

られるよう求めておきたい。

（枝元秘書課長）

男性職員の育児休業の取得や女性職員の育児短時間勤務が行いやすくなるよ

う、制度の周知とともに、必要に応じて、職場内の業務分担の見直しや代替要

員の確保に努める等の取組により、勤務環境の整備を図ってまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

６点目として、人事評価制度についてである。

人事評価の目的である人材育成の観点から、日常的なコミュニケーションや

期首・期末面談における丁寧な指導・助言の重要性について回答があったが、

その重要性は我々も共有するものである。しかしながら、我々が設置している

労働条件点検・苦情等受付窓口へは、「評価者の恣意的な被評価者に対する判

断によって、下位の評価が行われた」「期末面談が課長の自席の前で行われ、

指導・助言が行われなかった」などの相談が続いている。また、苦情相談にお

いては、評価者と苦情相談員が同一の者であったために、苦情を申し出ること

ができなかった事例もある。

評価結果は、今後、昇任、昇格、降給などの処遇に活用されることとなるが、

人材育成という所期の目的を達成できるかどうかは、実際に被評価者の人事評

価を行う評価者が、その職責をいかに的確に果たすかにかかっている。併せて、

評価を公正かつ適正に行う上では、実際の評価の過程において、評価者として

求められる実践的な知識・技能を有していることが必要である。

現状において、回答にあった当局の取組が実効を伴わず、適切な運用が行わ

れていない実態があることを強く指摘した上で、信頼性・納得性のある制度と

なるよう、調整者の役割の機能化とこれまで以上の評価者訓練の徹底を求める。

また、苦情処理プロセスについては、被評価者が相談しやすい制度となるよう

一層の機能化を求めておきたい。

併せて、農林水産省においては、１人庁の職場や特殊な勤務環境である船舶

など、様々な職場があるが、適正な評価が行われているのか疑問が出されてい

る。職場・職種によって、目標に違いはあっても、評価者の能力や対応に違い

があってはならない。そのような特殊な職場における運用状況等について、節

目ごとに検証し、必要に応じて改善措置を講じるとともに、評価者訓練の徹底

を重ねて求めておきたい。
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（枝元秘書課長）

人事評価制度については、繰り返しになるが、制度を適切に運用するために

は、評価者訓練は重要と考えており、総務省や人事院の行う評価者研修や、省

内でのロールプレイ研修など様々な研修への参加、会議等の機会を捉えて評価

者への評価制度等の周知を更に徹底してまいりたい。

また、評価者による評価の不均衡等が生じないよう、調整者が適切な調整を

行うことが重要であり、調整者及びその補助者についても、調整の趣旨やあり

方等について周知を更に徹底してまいりたい。

なお、期末面談では、被評価者へ評価結果の開示及び指導・助言を行うほか、

被評価者からの質問や要望等に対応する場でもあることから、必ず、他の職員

の目に触れない会議室等で被評価者ごとに個別に行うなど、被評価者が気兼ね

なく評価者とコミュニケーションが図れる環境に配慮して実施すべきことを平

成２３年度下期の期末面談の前に、評価者に対し徹底している。

また、苦情相談に関して、評価者と苦情相談員が同一の者であったという件

については、評価者と苦情相談員を明確に区別化するように、今般農林水産省

人事評価実施規程（訓令）の改正を行い、体制の整備を図ったところである。

１人庁の職場など特殊な職場における評価については、機会あるごとに評価

者が出向くなどコミュニケーションを図るように評価者に徹底してまいりたい。

（柴山書記長）

これまで申し上げたとおり、勤務条件に大きな影響を与える事項が様々に検

討される中、組合員は不安を募らせる一方で、それぞれの持ち場で、新たな農

林水産施策を円滑に進めるために全力を挙げている。

国民の期待に応える農林水産行政を円滑に展開していくためにも、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の構築が重要であ

る。

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、要求の前進に向けて最大限対応いただきたい。

（本川官房長）

東日本大震災から１年と少しが経ったところであるが、復興に向けた対策や

原発事故等への対応については、24年度の作付けに向けて、依然気を抜けない

対応が続いていると承知しており、多くの職域の皆さんの努力に改めて感謝申

し上げる。

食と農林漁業の再生は、待ったなしの課題となっており、今年は、「基本方

針・行動計画」に定める５年間の施策の集中展開期間の１年目となる重要な年

である。

今回の要求・要望事項については、こうした重要課題に取り組みつつ、歳出

削減や公務員制度改革などにも骨身を削って対応いただく皆さんの切なる思い

と理解しており、当局として真摯に受け止め、今後とも、公務員に対する国民
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の視点は厳しいものと思うが、国民視点に立った農林水産行政を実現するため、

管理職と職員が一丸となって風通しのいい職場づくりが進められるよう各部局

を指導してまいりたい。

（宮浦調査官）

ありがとうございました。本日の交渉は以上とする。

以 上


