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農林水産省大臣官房統計部交渉（全農林労働組合東京地方本部統計本省分会）

議 事 要 旨

１ 開催日時：平成２６年３月２０日（木）１２：１０～１２：５０（４０分）

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 山本 徹弥 統計部管理課長

同 大熊 純夫 統計部管理課管理官

同 大向 正明 統計部管理課課長補佐(人事班担当)

同 小菅 一也 統計部管理課課長補佐(管理班担当)

同 北原 紀明 統計部管理課管理班管理係長

全農林労働組合東京地方本部

統計本省分会 椎野健太郎 執行委員長

同 吉田 正則 副執行委員長

同 堤 清仁 書記長

同 田村 洋介 会計長

同 吉江 健司 執行委員

同 中村 洋子 執行委員

同 寺元 理恵 執行委員

同 室井 勇二 執行委員

同 杉山 矛 執行委員

同 窪田 秀則 執行委員

同 森本恵美子 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

・ 国家公務員宿舎の削減計画について

・ 人事評価制度について

・ 福利厚生施策の充実について

・ 職場環境の改善について

（全農林労働組合東京地方本部統計本省分会提出 別添「要求書」）
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５ 議事概要

○小菅課長補佐

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、Ⅲの１，

２，３，４，５、Ⅳ、Ⅴとし、Ⅰの３、４及び６については管理運営事項に該当する

こと、Ⅰの７については中央段階での農林水産省本省交渉、全農林労働組合中央本部

あるいは全農林東京地方本部との交渉事項であること、Ⅱの１、２、３、Ⅲの６につ

いては当局が適法に管理し又は決定することができる事項いわゆる権限内事項ではな

いこと及び全農林労働組合中央本部あるいは全農林東京地方本部との交渉事項である

こと、と判断し要望事項として承るとの整理をした。これを前提として交渉を開始す

る。

○椎野委員長

年度末の多忙な時期に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、私たちの職場では連年の厳しい定員合

理化により労働条件は非常に厳しく、円滑な業務遂行に支障を生じかねない状況にあ

る。また、特例給与減額措置については2014年３月で終了するものの、新たな給与制

度の総合的見直しの検討や国家公務員宿舎削減計画が進められる等、組合員の不安や

不満が増大している。

このような状況にあって私たちは、政策の企画・立案や交付金の算定、政策評価に

使われる統計データの取りまとめを始め、農林水産施策の推進に必要となる情報イン

フラ整備など、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。

引き続き、組合員が農政推進に貢献し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、業務に必要な定員の確保、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意思疎通を図っ

ていくことが必要不可欠である。

今回、組合員の総意として決定、提出した要求書は、職場における労働条件の課題

・問題点等に対する私たちの切実な思いであり、解決・改善に向けて最大限のご尽力

をお願いする。
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それでは、交渉の対象となる事項について書記長から説明をさせていただく。

○堤書記長

それでは、要求書の趣旨について説明させていただく。

なお、説明に当たり新たな労使関係の構築に関する基本方針に基づく交渉ルールで

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、要求事項「Ⅰ 労働条件の改善と超過勤務縮減等について」の「１ 自由に

意見を言える働きやすい民主的な職場の確立を図ること。」「２ 各種業務の着実か

つ円滑な遂行に向け、管理職は、日常的に職員とのコミュニケーションを十分に図る

こと。」「５ 管理職は、超過勤務の事前命令を徹底するとともに、職員の業務内容

・実態を把握し、職員との業務運営等に関する意見交換を十分に行い、工程管理や業

務調整の徹底、業務の簡素化・効率化を図るなど、実効ある超過勤務縮減対策を講じ

ること。」についてである。

超過勤務に関しては、省として縮減に向けた具体的な目標を定めており、統計部と

しても、その達成に向けて取り組んでいただいているところであるが、昨年12月に分

会が実施した職場点検アンケートの結果では月30時間以上の超勤を行った組合員の割

合は減少しており、一定の効果が表れているものと思われる。しかし、一部の課室で

は、いまだに恒常的に超過勤務を行っている状況であり、また、特定の者への偏りが

あるとの声もあるため、引き続き、実効ある超過勤務縮減対策を講じた上で、やむを

得ず超勤を命ずる場合は、事前命令の徹底をお願いする。

恒常的な超過勤務は、業務に対して人員が不足していることが根底にあると考える

が、そのなかで円滑に業務を遂行するためには、業務の進捗状況等を職場で共有し、

管理職は適切な判断のもと的確な指示を行うことが重要である。これには、日頃から

の管理職と職員との十分なコミュニケーションが不可欠であり、結果として民主的な

職場の確立に繋がるものと考える。

次に、要求事項「Ⅲ 人事評価制度について」の「１ 人事評価制度が人材育成・

能力開発に資する制度となるよう、また、評価結果が処遇に活用されることを十分に

認識し、達成目標の到達点など、被評価者との共有化を十分に図ること。」「２ 評

価期間を通して被評価者に対する指導・助言を丁寧に行うとともに、日常においても

コミュニケーションを十分に図ること。」「３ 評価結果は、その評価理由とともに

被評価者へ説明すること。特に評価者の評価結果が被評価者の自己申告の内容と異な



- 4 -

る場合は、その理由などを丁寧に説明すること。」「４ 人事評価制度に対する評価

者の知識及び技能の状況を検証し、評価者訓練を徹底すること。」「５ 被評価者か

らの意見、質問及び苦情相談に対しては、誠意を持って対応すること。」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を十分に認識し、目標設定に当たっては達成すべき目

標の到達点を見据え、面談による十分な話し合いをとおして、目標に対する達成度、

困難度、重要度など目標設定における認識を評価者と被評価者で共有するべきと考え

る。さらに、期首・期末の面談時だけではなく、評価期間を通して、被評価者に対す

る適切な指導・助言を行い、日常においても十分なコミュニケーションを図ることで、

結果として人事評価の納得性の担保にもつながることとなる。

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ついても説明すべきである。特に評価者の評価結果が

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

いく丁寧な説明をお願いする。併せて、この制度は人材育成や能力開発といった目的

も有しており、これは組織の機能にも影響する非常に重要な事項であるので適切な対

応をお願いする。

分会が実施した職場点検アンケートでは、目標設定と評価者による評価結果の説明

については全体で９割以上の組合員が「納得できた」としているものの、目標設定に

ついては、期首面談における意思疎通が不十分であるとの意見があがっている。

特に、本年度下期においては、組織目標の設定が大幅に遅れたことについて、組合

員から不満の声があがっている。重ねて申し上げるが、人事評価制度は被評価者の処

遇に直接関わるものであるため、円滑な実施をお願いするとともに、本年度下期にお

いては目標設定から評価までが短期間となっているが、適正な評価が行われるようお

願いする。

そして、評価者による評価結果の説明については、課室によりバラツキが見られ、

特定の課室では「納得できなかった」との声が他の課室よりも多く寄せられた。具体

的には、評価結果の開示のみで、評価に基づく指導・助言がなかったなど、被評価者

への説明が十分に尽くされていないことが、評価結果の説明に納得できなかった理由

に繋がっている。そのため、評価を行う管理職に対して制度の意義や仕組みを周知徹

底し、職員の理解と納得が得られるよう評価者訓練の徹底をお願いしたい。

なお、全農林が設置している労働条件点検・苦情等相談窓口にも何件かの苦情が寄

せられていると聞いており、被評価者からの意見、質問及び苦情相談に対しては、誠

意を持って対応することも併せてお願いする。
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次に、要求事項「Ⅳ 福利厚生施策の充実について」の「１ 健康診断の充実など、

職員の健康管理を万全を期すこと。」「２ 心の健康づくり対策については、農林水

産省職員の健康づくりのための指針に基づき、適切かつ着実な推進を図ること。」「３

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の防止策を徹底するととも

に、相談員制度の機能化を図ること。」についてである。

健康で安全に働けることは、私たち労働者にとって何より守られるべきものである。

管理職は、日頃から職員の健康状態について把握するとともに、やむを得ず長期間

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

実施をお願いする。

また、私たちの職場においても、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。連年にわたる定員合理化

による人員不足、複雑化・高度化する業務により職員の精神面での負担も増大してい

る。メンタルヘルス不全の要因は様々であると考えられるが、１月に開催されたメン

タルヘルス講話会では、メンタルヘルス不全と時間外勤務や睡眠不足は強い相関関係

があることが紹介された。直ちに抜本的な改善策を講じることは難しいと思うが、ま

ずは、そのような状況を作らないこと、招かないことが肝要であり、職員の言動の些

細な変化にも注意しておく必要があると考える。

管理職においては、「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」及び「本省

における心の健康作り計画」に基づき対策を強化し、職員の心の健康保持・増進、円

滑な職場復帰等について、適切かつ着実な推進をお願いする。

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントは、受けた当事者だけでなく

周囲にも悪い影響を及ぼし、職場全体の機能を低下させるものである。いずれも、対

人関係の中で生じる問題であり、不用意な言動が、それを受ける職員によっては、や

やもすると、セクハラやパワハラと感じる場合もある。

特に、パワハラは職員の尊厳や誇りを傷つけるばかりか、職場内の秩序を乱し、職

員の業務遂行にも悪影響を及ぼすものである。また、勤労意欲を減退させるとともに、

メンタルヘルス不全に陥る要因にもなり得る。

管理職にはセクハラ、パワハラに対する正しい理解と同時に、メンタルヘルスケア

の視点からも個々のケーススタディにより実効ある防止策を講じ、日頃から職員との

コミュニケーションを図り、自由に意見が言える風通しの良い職場環境の実現をお願

いしたい。そのことが、業務の効率化はもとより質の高い行政サービスにもつながる

と考える。
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また、妊娠や出産者に対する嫌がらせであるマタニティハラスメントや精神的な暴

力・嫌がらせであるモラルハラスメント等を含め、職場におけるハラスメントについ

ては発生してから対応するのではなく、発生しないように対応することが肝要である。

管理職は、職場におけるハラスメントの発生防止に努めて頂くとともに、問題の早

期発見と早期の対処に努めて頂き、併せて、職員が一人で悩むことのないよう、苦情

処理体制の機能強化をお願いする。

次に、要求事項「Ⅴ 職場環境の改善について」の「職員の健康管理に配慮した職

場環境を構築すること。」についてである。

管理課情報室の移転に伴い、10月に北別館３階の女性休養室が廃止された。これに

対し、職場点検アンケートでは、２割の女性組合員が「支障をきたしている。」と回

答している。当局からは、共用の休養室の利用を促す説明がなされたところであるが、

執務室から遠く利便性が低下したことから、これまで以上に妊娠・出産者、体調が優

れない職員への目配り、気配りを行っていただき、休養を必要とする者がいつでも利

用できるよう配慮をお願いする。

夏期及び冬期の庁舎の空調については、一定の温度設定を基本に運用されていると

ころであるが、事務室の向きや階の違いにより相当の温度差があるようである。この

ような環境では作業効率の低下はもとより、職員の健康にも悪影響が生じる恐れがあ

ることから、全ての職員が適切に管理された室温で事務を遂行できるよう、弾力的な

運用をお願いする。

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。

○小菅課長補佐

それでは、今回の交渉対象事項について、山本管理課長から回答させていただく。

○山本管理課長

それでは、私の方から回答させていただくが、それに先立ち、一言申し上げる。

現在、農林水産省は「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、産業施策と

地域政策を車の両輪として、農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを

目指し政策を展開しようとしているところである。

統計部は、農林水産行政の推進に資するため、「農政の情報インフラ」としての役

割を果たしてきたところであり、職員の皆さんの取組みに対し、この場をお借りして
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改めて感謝申し上げるとともに、引き続き新たな政策を実施するに当たっても、その

役割が十全に発揮されるよう皆さんのご協力・ご尽力をお願いする。

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、御要望として承り、人事管理運営の参考とさせ

ていただく。

それでは、回答させていただく。

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のに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、各管理者は日頃から職員とのコミュニケーションを十分図

るとともに、各業務ごとの課題・問題点等について職員とコンセンサスを得ながら業

務を円滑に推進していくことが、ひいては業務の効率化にも繋がるものと認識してい

る。今後とも、管理者と職員のコミュニケーションが図れる風通しの良い職場環境と

なるよう、積極的に取組んでまいりたい。

次に、Ⅰの５の実効ある超過勤務縮減対策を講じることについてである。

農林水産本省では、平成２５年２月に、平成２５年に達成すべき目標を定め、その

目標達成のため、①管理職が職員に対して超過勤務を命じる場合には、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超過勤務命令は、勤

務時間内に行うように心掛けること、③各課内班長会議において、超過勤務の状況等

について意見交換を行うとともに、班毎に業務スケジュールを作成するなど、予め日

程調整を行い業務の平準化を図るため、取組んできている。

統計部においても、毎月１回、部課室長等会議で、①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、②今後の超過勤務縮減に向けた取組み、③当月の超過勤

務時間の目標設定、④６１時間以上超過勤務者及び今後の対応等を報告し、部長指揮

のもと超過勤務の実態認識の共有を図り、各管理者が実効ある対策を検討してきたと

ころである。

平成２５年における具体的な取組みについて申し上げる。

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をしている。また、各課室等の管理者は、超過勤務

命令の出ていない職員に対して定時退庁の呼びかけを行うとともに、管理課管理班長、

管理係長及び服務係長が各課室等を見回り、超過勤務を命令されていない職員に対し
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て定時退庁を促した。

２つ目は、毎月第２金曜日を「完全に定時退庁する日」とし、通常の定時退庁日の

取組みに加えて管理課長が各課室等を見回り、超過勤務を命令されていない職員が勤

務していないか確認・点検を行うとともに、命令を受けていないにもかかわらず室内

に残っている職員がいる場合には退庁を促した。

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、各管理者が、真にその日のうちに作業を行う必要がある業務か

どうか判断し、超過勤務命令を必要最小限にすることを徹底した。

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、健康管理面に十分配慮した上で、超過勤務を命令するこ

とを徹底した。

５つ目は、長時間の超過勤務実施者に対し、臨時の健康診断を必ず受診するよう指

導した。

このような取組みの結果、一人当たり月平均超過勤務時間の縮減などの一定の効果

（一人当たり平均超過勤務時間16.1時間で平成24年実績と比較して10.1％減少した）

が出ていると考えている。

しかしながら、超過勤務縮減のための取組みはこれで十分であるわけではなく、今

後も引き続き取り組んでいく必要がある。特に、特定の者に超過勤務が集中する傾向

が見られることから、各課室等の管理者は職員から詳細な業務の進捗状況等を確認し、

可能な限り業務の平準化・分散化を推進するとともに、事前命令の徹底などの実効あ

る超過勤務縮減に向けて、今後も工夫し取り組んでまいりたい。

繰り返しになるが、各管理者が日頃から職員とのコミュニケーションを十分に図っ

ていくことが、ひいては業務の効率化に繋がるものと認識しているので、風通しの良

い職場環境作りに積極的に取り組んでまいりたい。

次に、Ⅲの１の人事評価の達成目標の到達点の共有化についてである。

業績評価において決定する目標は、評価期間において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みえる形にするものである。

目標は、「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

の点に留意して設定する必要があり、評価者と被評価者との間で到着点に対する共通
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認識を持っておくことが重要である。

このため、期首面談においては、目標等の内容について、十分、丁寧な意見交換を

行い、双方の認識が一致した段階で目標等を確定させることとしており、それにより

意識の共有化が図られること、目標達成に向けた職員個々の自発的な能力開発を促す

ことなどが、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ため、引き

続き評価者に周知・徹底してまいりたい。

２５年度下期の組織目標の設定については、省としての取組みが大幅に遅れたこと

で職員の皆様にはご迷惑をおかけしたが、省の下期人事評価のスケジュールが１２月

末に示されたことに対し、統計部としては独自に組織目標の素案を示し１１月下旬か

ら職員の業績目標の設定を行ってきたところである。

２５年下期の人事評価についても、適切に行われるよう取組んで参りたい。

次に、Ⅲの２の被評価者に対する指導・助言についてである。

評価者は、日常業務の一環として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、評価期間中を通して日頃からコミュニケーションを図り、被評価者

との認識の共有を図ることが大切であり、それを通じて把握した事実を評価に適正に

反映させることが重要であるため、部議の中でも周知を図っているところである。

次に、Ⅲの３の評価結果は、その評価理由とともに被評価者へ説明すること。特に

評価者の評価結果が被評価者の自己申告の内容と異なる場合は、その理由などを丁寧

に説明することについてである。

人事評価の結果については、理由を含めて丁寧に説明するよう、引き続き管理者に

指導してまいりたい。

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ものは、なぜ一致

しないのかについて丁寧に話し合うことが重要であると考えている。被評価者に指導

・助言を行う際には、個別の項目、目標ごとにコメントするなど丁寧に行うよう評価

者に周知・徹底してまいりたい。

次に、Ⅲの４の評価者訓練についてである。

人事評価制度を適切に運用するためには、評価者の訓練は重要と考えており、総務

省人事・恩給局が主催する評価者講座や人事院が主催する評価能力向上研修へ可能な

限り参加させている。統計部においては、２１年１０月の人事評価制度本格施行以降、

評価者等延べ２４名が研修に参加している。ちなみに、平成２５年度は６名が参加し

ているところである。

また、参加できなかった評価者へも資料を配付するなどして評価能力の向上に努め、
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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ているところである。

次に、Ⅲの５の苦情相談についてである。

人事評価の苦情処理に当たっては、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を申し出ることとし、事実関係の確認に努める

こととしており、苦情相談があった場合には引き続き誠意を持って対応してまいりた

い。

次にⅣ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、人間ドック、長時間超過勤務者に

対する臨時の健康診断の結果、健康管理医が必要と認めた場合のフォローアップ面談

等への職員の確実な受診を促しながら、今後とも引き続き、万全を期してまいりたい。

次にⅣの２の心の健康づくり対策についてである。

平成２２年１１月に秘書課長、厚生課長の連名で「農林水産省職員の心の健康づく

りのための指針」及び「本省における心の健康づくり計画」が発出され、①心の健康

保持、②早期発見・早期治療、③円滑な職場復帰と再発防止の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を明確にするなど、メン

タルヘルス対策を強化・推進している。

具体的な取組みとしては、厚生課主催の講習会が、本年度は管理・監督者対象３回、

一般職員対象２回の計５回実施され、統計部からも管理・監督者が延べ１９名、一般

職員が延べ１５名参加し、一層の理解を深めていただいているところである。

また、本省診療所健康相談室において、精神科医・臨床心理士によるメンタルヘル

ス等の相談を毎日行うことができるほか、外部医療機関にも委託して体制整備を図っ

ている。

さらに、農林水産省共済組合においても、電話で健康に関する相談のできる「健康

電話相談」を導入しているほか、メンタルヘルスについて面接による相談のできる相

談窓口を設置しているところである。

このような取組みを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

を抱える職員がいることは重く受け止めているところである。メンタルヘルス対策を

より一層強化するため、本指針及び計画に基づき、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等が連携を図りながら、それぞれの立場、役

割に応じて積極的に取り組むことが重要であると考えており、引き続き、適切に対応

してまいりたい。

なお、病気休職から復帰する職員に対しては、各職場の協力を得ながら「試し出勤」
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等を十分に行うなど、円滑に職場復帰できるよう努めているところである。

次にⅣの３のセクシュアル・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、平成１１年の秘書課長通知により、

職員がその能率を十分発揮できるような勤務環境を確保することを目的として、その

防止及び排除のための措置並びに苦情相談体制が定められている。

これを受け、統計部においても、毎年１２月の「セクシュアル・ハラスメント防止

週間」において職員を対象とする職場研修を行い、セクハラ防止及び相談体制等につ

いて職員に周知・指導しているところである。

また、パワー・ハラスメント防止については、これまでも部議等において、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について」についても、職員掲示板に掲載して周知されてい

るところである。

なお、統計部においても、苦情相談窓口及び相談員を設置しており、相談員の設置

状況については、必要なときに職員がいつでも閲覧できるよう、相談員名及び連絡先

を一覧にした苦情相談体制を統計部掲示版に掲載するとともに、ポスターにより職員

に周知しているところである。また、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、質の向上に取組んでいる。

仮に、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、相談を真摯に受け止め、事実関係を適正に把握・確認し、単に個人間のト

ラブルとして片付けるのではなく、職場管理の問題として両者の人間関係の改善など

を含め、的確に対応してまいりたい。

さらに、職場での相談がしにくい場合には、外部機関である人事院においても、職

員からの悩みや苦情について、電話・面談・手紙・電子メールで広く相談に応じてい

るので、こちらも活用いただきたい。

次にⅤの職場環境の改善についてである。

これまでも説明してきたように、女性休養室の廃止は情報室の移転に伴う事務室不

足を補うための措置であり、これまでのように事務室に近い場所を確保できない状況

であることをご理解願いたい。また、各管理者にも、これまで以上に妊娠・出産者、

体調が優れない職員への配慮を怠らないよう指導してまいりたい。

庁舎の空調については、国の省エネルギー対策及び地球温暖化対策の趣旨を踏まえ、

事務室の温度設定が、冷房で28℃程度、暖房で19℃程度を基本として運用していると

ころである。空調の稼働にあたっては、従来から執務室内に設置されている温度セン



- 12 -

サーにより室温を随時把握し、公務遂行に支障を来さず職員の健康を損なわないよう、

引き続き弾力的運用に努力してまいりたい。

○堤書記長

ありがとうございました。ただ今、交渉対象となった要求事項について一通り回答

をいただいたが、私たちの要求の趣旨をさらにご理解いただくために重ねて要請させ

ていただく。

まず、一つ目は労働条件の改善と超過勤務縮減等についてである。私たち組合員も、

農林水産行政の確実・着実な推進が極めて重要であると考えている。しかしながら、

連年の定員合理化により業務に見合った人員が確保されないなか、国会対応等の他律

的業務や情報セキュリティ等の困難性の高い業務に加えて、調査の企画・設計、シス

テム開発、情報インフラ整備等の遂行には、時間と労力が必要である。さらに、「攻

めの農林水産業」の推進、「食料・農業・農村基本計画」の見直し検討など各種施策

の展開に加え、農林水産統計業務の効率化に向け的確に対応しなければならない状況

にあるため、業務運営にあたっては当局のマネジメントを十分に発揮し、職員のコン

センサスを得ながら、現実的なスケジュールで職員の過度の負担が発生しないように

お願いする。

二つ目は人事評価制度について、分会が実施した職場点検アンケートで意思疎通や

被評価者への説明が十分でない状況が覗えるなど、未だ制度として成熟しきれていな

い側面があるとみている。私たち組合員は責任と誇りを持って個々の業務を遂行して

おり、自信を持って自己評価しているので、評価者の知識や技術不足により課室間で

差が出ないようお願いする。

三つ目は福利厚生施策の充実についてであるが、セクハラやパワハラ等の無い、メ

ンタル面に不調を抱える職員が出ない職場となるよう、誰もが活躍し、自由に意見の

言える風通しの良い民主的な職場環境の実現をお願いする。

なお、私たちは、今後も引き続き、各課室の課題・問題、超過勤務の状況等につい

て、毎週実施している執行委員会で報告・確認を行うとともに、機会あるごとに組合

員へアンケートを実施し点検・把握を行い、より良い職場環境を目指して取り組みを

強化していきたいと考えている。場合によってはその都度、当局に対して改善を求め

ることもあろうかと思うが、その際は的確な対応をお願いする。また、これらについ
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ても考えをお聞かせ願いたい。

○山本管理課長

ただいま書記長から要望のあった点について、一つ目の労働条件の改善と超過勤務

縮減については、各管理者が日頃から職員とのコミュニケーションを十分に図ってい

くことが、ひいては業務の効率化につながるものと認識している。

二つ目の人事評価制度については、引き続き評価者が評価能力向上研修等へ参加す

ることにより、課室間に差が出ないように評価者の評価能力の向上に努めてまいりた

い。

三つ目のセクハラやパワハラ等の無い、メンタル面に不調を抱える職員が出ない職

場については、一つ目と同様に各管理者が日頃から職員とのコミュニケーションを十

分に図られる、風通しの良い職場環境作りに積極的に取組んでまいりたい。

また、最後に話のあった各課室の課題・問題等については、部内で解決を図れる問

題については、引き続き誠意を持って対応してまいりたい。

○堤書記長

ありがとうございました。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。

○山本管理課長

要求の趣旨については理解した。

○椎野委員長

ありがとうございます。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、交渉対象にならなかった事項についても、前段で、要望として承り、

人事管理運営の参考とさせていただくと回答があったので、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図ってほしいと思っている事項のほとんどが管

理運営事項となっているが、管理運営事項から発生している課題等は当局において解

決し、改善すべき事項である。

交渉対象とならなかった定員関係、業務運営のあり方、宿舎削減計画への対応など

の要望事項は組合員の痛切な願い、本当の思いであるので真摯に受け止めていただき、
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適時適切な対応をお願いする。

また、職場における課題、問題等については、労使間でしっかり意思疎通を図り共

通認識を持って対応することで解決できるもの、問題の発生を防ぐことができるもの

も多いと考える。一方で、そこができていなければ上手くいくものも上手くいかない

ことから、職場内で管理職と組合員が十分にコミュニケーションを図ることができる

環境を整えていただきたい。そうすることで、人事評価であれば意思疎通を図り業務

目標や課題への対応方法の共有と実践をすることで組織力の底上げ、職員の資質向上

につながり、人事評価の目的である人材育成にも効果が期待でき、納得性・信頼性も

高まる。

超勤について言えば、必要か必要でないかの判断は管理職が行うものであるが、そ

の判断と組合員の考えが一致すれば具体的な超勤縮減対策も講じやすいだろうし、命

令に基づかない超勤等はなくなる。さらには、お互いの気持ちや感情の共有の必要性

を認識し実践することで、メンタル面の不調者やパワー・ハラスメント等の発生を防

止することにもなる。

最後になるが、国民の期待に応えられるいい仕事がしたい、そしていい仕事ができ

るよう明るく働きがいのある職場にしたいという想いは当局と同じである。

統計部においては、全職員が課題・問題点を共有し、本省と地方組織が一丸となっ

て業務に取り組める体制づくりとモチベーションが上がり、やりがいのある将来展望

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しっかり取り組んでい

ただきたい。私たちも、そうした職場となるよう頑張って取り組んでいく。

以上、今回の交渉はこれで終わりとするが、本日の交渉は管理課長に対応していた

だいたが、内容については統計部長にも確実に伝えていただき、統計部として労働条

件の改善に向けて引き続きのご努力をお願いする。

○小菅課長補佐

以上をもって交渉を終了とさせていただく。
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