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東海農政局交渉（全農林労働組合）

議 事 要 旨

１ 日 時：平成29年３月30日（木）18:10～18:42

２ 会 場：東海農政局第１・２会議室

３ 出席者：

東海農政局 田辺 義貴 局長

同 津垣 修一 局次長

同 下司 昌美 総務管理官

同 中島 利夫 総務課長

同 長谷部 勲 厚生官

同 三吉 芳三 総務課課長補佐（人事）

同 水垣 敦司 総務課管理官

同 江﨑 洋明 総務課管理係長

全農林労働組合中央本部 青山 法美 執行委員（東海駐在）

全農林労働組合愛知分会 鈴木 孝弘 副委員長

同 伊藤 豪 副委員長

同 本田 隆浩 書記長

４ 議題：2016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

○中島総務課長

ただいまから、全農林からの要求に基づく交渉を始めます。交渉を始めるに当

たり、出席者を紹介します。

当局側として、田辺局長、津垣局次長、下司総務管理官、長谷部厚生官、三吉

総務課課長補佐（人事）、水垣総務課管理官、江﨑総務課管理係長及び本日司会

進行を努める総務課長の中島です。

職員団体側として、全農林中央本部から青山執行委員、愛知分会から鈴木副委

員長、伊藤副委員長、本田書記長。

それでは、本日の交渉に先立ち、国家公務員法第108条の５の規定に基づき、

３月23日に実施した予備交渉において取り決めた事項を報告します。

全農林から提出された要求事項のうち「新たな労使関係の構築に関する基本方

針について」第３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、
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「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の「１(1)、(2)の超過勤務縮減の部分、２の

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの根絶の部分、３、４(1)、(2)、

５」

「Ⅱ 福利厚生施策の充実について」の「２」

「Ⅲ 人事評価制度について」の「１」

「別添」の「１①の官用車の安全対策」

とし、その他の事項については、管理運営事項等に該当することから要望事項と

して接受するとして整理しました。これらを前提に交渉を行います。

予備交渉でも話しましたが、発言は交渉対象事項に限っていただくよう改めて

お願いします。

それでは、要求書の提出及び趣旨説明をお願いします。

○青山中央執行委員

要求書の趣旨を説明します。

昨年は、熊本・鳥取で発生した地震、度重なる台風の直撃等によって、多くの

災害が発生したところです。また、東日本大震災から６年余りが経過しましたが、

いまだ避難者数が12万人を超えて、福島第一原発事故による被害も深刻な状況が

続いており、一日も早い災害からの復旧・復興に向け、公務・公共サービスの果

たす役割は重要なものとなっています。

職場においては、農業の体質強化に向けた改革として「農業競争力強化プログ

ラム」を踏まえた農政改革が進行しており、組合員においては東海農政局管内の

農政推進に向けて、職務遂行に努力をしているところですが、農林水産省におけ

る2017年度の定員は、政府全体の純減数650のうち370を占め、依然厳しい状況で

あり、定員合理化数のほとんどが地方農政局に割り振られています。また、年齢

構成からすれば、今後、退職者が大幅に増加する中で業務運営に大きな影響を及

ぼしています。

また、政府の主要なテーマである働き方改革について、東海農政局の職場にお

いては、先ほど申し上げたとおり親の介護を担う年齢層の職員の増加や女性職員

の採用増により、男女問わず介護や育児を担わなければならない時間的制約のあ

る職員がますます増加する傾向にあります。更には少子高齢化に伴い優秀な人材

確保のためにも公務職場における働き方改革は喫緊の課題であると考えていま

す。

今般、取りまとめた要求内容は、円滑な業務運営はもとより安心して働き続け

られる職場を確立するためには、重要な事項です。東海農政局当局におかれては

誠実な対応を要請します。

まず、１点目は、超過勤務の縮減についてです。

現在、東海農政局においては、人員の減少に伴い、さまざまな部署において超

過勤務が発生している状況にありますが、勤務時間管理や事前命令は徹底されて

いるのか、また、超過勤務が一部の者に集中するような偏った超過勤務実態とな

っていないのか、その上でそういった実態があるのであれば、管理職のリーダー
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シップにより、業務の平準化に努めるよう要請するとともに、超過勤務縮減に向

けた抜本的な対策を行うよう要請します。

一方で、年度末を迎え、業務が集中する時期でもあることから超過勤務予算に

不足を生じることがないのか。

２点目は、働きやすい明るい職場の確立についてです。

業務を遂行する上で、業務優先の対応は理解するものの、過度な対応は、職場

の雰囲気を壊すものであり、ましてやその姿勢がハラスメントにつながっていな

いのか、懸念されるところです。東海農政局当局においては、節目において啓発

を行い、明るい職場づくりを要請します。また、職員の健康管理やメンタル対策

及びワーク・ライフ・バランスに資するため、年次休暇はもとより、各種休暇が

取得しやすい職場環境の整備を併せて要請します。

３点目は、人事評価制度についてです。

評価制度の適正な運営にあたっては、職場の人間関係に大きく関係するところ

であり、信頼関係なくして評価制度の運営は成り立ちません。評価に対する被評

価者の理解と納得が重要であることを改めて申し上げます。

以上、要求書の趣旨について申し上げ、東海農政局当局の見解を伺います。

○田辺局長

局長の田辺でございます。よろしくお願いします。

まず最初に、農政については、農業競争力強化プログラムの推進、米政策の見

直しなど大きな転機にある中で、消費者の信頼の確保、農業の体質強化と農山漁

村の活性化など地域農政の推進について、多くの職員の皆様にご尽力いただいて

いることに対し、この場をお借りして感謝申し上げます。引き続きよろしくお願

いします。

Ⅰの１ 超過勤務の縮減について、

超過勤務の縮減については、ワークライフバランスを実現し、一人一人の職員

の生活を充実させ、組織の生産性を高めるために、不要不急の超過勤務の防止に

努めるとともに、やむを得ず超過勤務をする場合も必要最小限に止めることが重

要であると考えています。

東海農政局では、超過勤務の状況について局議において、毎月の実績と超過勤

務の発生の原因を確認し、一層の超過勤務の縮減に取り組むよう促しています。

なお、一人あたりの月平均超過勤務時間数については、過去５年間の動向をみ

ると減少傾向にあります。

また、平成28年４月からはフレックスタイム制が私たちの職場にも導入され、

より柔軟な勤務形態の下で勤務を行うことができるようになり、育児・介護を必

要とする職員等も含め、有効に活用されており、今後も制度の活用について周知

していきます。

超過勤務の縮減は職員の健康維持、士気の向上、コスト意識をもって効率的に

業務を進める上で極めて重要な事項であると認識しており、今後も職場の業務実
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態を注意深く把握するよう、管理職員に対して指導を徹底し、引き続き超過勤務

縮減に努めていきます。

Ⅰの２ セクシュア・ルハラスメント、パワー・ハラスメントの根絶について、

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントは、その標的になった職

員にとって人権侵害であり、安心して職務にいそしみ能力を発揮してもらうため

に、そういう事態を発生させないようしっかりと取り組んでいかなければならな

いと考えています。セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの防止

のために職員一人一人が気を付けなければならないことを理解してもらうように

努めていますが、今後とも、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメン

トの発生の防止にしっかりと取り組んでいきます。

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、国家公務員セクシュアル・

ハラスメント防止週間（H28.12.４～10）にあわせて、管理職による職場研修の

実施や職員掲示板による苦情相談体制の周知などを行いました。

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

メント防止ハンドブック」及び「『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）」を職員掲示板により周知し、セクハラ防止

週間に研修資料として各職員にメール配信しました。

なお、平成28年12月に人事院規則10-15「妊娠、出産、育児又は介護に関する

ハラスメントの防止等」が制定されたことに伴い、マタニティー・ハラスメント

等の防止等についても職員掲示板に掲載しています。

セクハラ、パワハラ等については、職員からの相談を受ける窓口を設けて、助

言や両当事者のあっせんなどを行う体制を整備し、そのことについて職員掲示板

に掲示するとともに、毎年４月に全職員にメールにより周知をしています。

Ⅰの３ 年次休暇等取得しやすい職場環境について、

年次休暇や夏期休暇については、ワークライフバランスを実現し、心身ともに

リフレッシュして、仕事への活力の源ともなると考えており、その取得を促進す

るため職員が休暇を取得しやすい環境づくりに取り組んでいます。

また、計画的に休暇を使用することが重要であると考えており、ゴールデンウ

ィーク期間、夏季休暇取得時、年末年始には、年次休暇と組み合わせて長期連続

休暇となるよう、部課長会議で奨励するほか、各課等で計画表を作成するなど、

計画的な利用促進にも努めています。

Ⅰの４ ワークライフバランスの確保、育児休業等が取得しやすい職場環境に

ついて、

ワークライフバランスの確立については、生きがいをもって仕事にいそしむと

同時に、生活の充実があってこそ、職員の皆さんの生きがいは増し、ひいてはそ

れが組織の生産性を高め、国民の期待に応えていくことになります。あらゆる機

会を通じて、ワークライフバランスの大切さについて理解を求めるとともに、夏
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季休暇、有給休暇の取得、超過勤務の縮減、あるいは業務プロセスの見直し、業

務の無駄をなくすことを促すなど、ワークライフバランス実現のための環境整備

に努めていきます。ワークライフバランスの実現のための各種の制度も用意され

ているので、そういったものについての情報の周知に努めたいと考えています。

育児休業の取得等については、「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」に沿って、男性・女性職員の積極的な育児休業等の取得

を推進しており、育児休業や育児のための短時間勤務などを含めた「仕事と育児

・介護等の両立支援」に関する制度について職員掲示板により周知しています。

なお、平成29年１月１日に施行された勤務時間法改正に伴う介護休暇等の制度

改正、育児休業法改正に伴う育児休業等の対象となる子の範囲の拡大についても

全職員へメールや職員掲示板での周知を行いました。

また、男女ともに育児・介護等に係る状況や両立支援制度の利用についての意

向を任意に記入・提出してもらう「仕事と生活の両立に関する状況確認シート」

の活用により、きめ細かく職員の状況を把握したり、平成28年に子どもの生まれ

た男性職員に対し育児休業等に関するアンケートを行い、周知状況の把握や育児

休業等の積極的な利用について検討を行っています。

今後ともワークライフバランスの確保や育児休業及び育児のための短時間勤務

が取得しやすい職場環境の整備に取り組んでいきます。

Ⅰの５ 民主的な職場の確立について、

日常的にコミュニケーションを図ることは、職場内の意識の共有や業務改善等

につながるほか、セクハラ・パワハラ等の防止、メンタル対策など、業務を円滑

に推進する上で重要と認識しています。

日頃から部下職員の言葉によく耳を傾け、その動向に気を配り、明るい職場づ

くりに努めるよう管理職に対し指導しており、今後も引き続き、管理職が率先し

て職員とコミュニケーションを図り、明るく風通しの良い職場環境づくりに積極

的に努めていきます。

Ⅱの福利厚生施策等について、

職員の身体と心の健康の維持・増進や不調な者への対応については、良好な職

場づくりにおいて大変重要な事案であると認識しています。

人間ドックや健康診断で異常と認められた者には、医師による健康相談や指導

区分の通知により健康管理を促しています。

また、「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、東海農政局では、心

の健康づくりのための体制の整備、予防対策の強化、早期発見や長期休養してい

る職員の円滑な職場復帰に向けたフォローの強化、復帰後の健康管理医によるフ

ォローアップ面談を定期的に実施するなどの再発防止対策を講じています。

特にメンタルヘルス対策については、管理監督者に対して、研修や講習会等に

積極的に参加させ、管理者教育に努めています。
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平成27年12月に人事院規則10－４が改正され、ストレスチェックが義務づけら

れたことから全職員（非常勤職員を含む）に対して、平成29年１月に実施しまし

た。

その結果を踏まえ高ストレス者に対しては、希望者に医師による面談指導を行

い、医師の意見を基に職員の健康を保持するために必要な措置を講じました。

今後も引き続き、管理職が率先して部下職員とコミュニケーションをとり、職

員の心の健康状態を把握し、風通しの良い何でも相談できる職場環境の構築に努

めるよう指導していきます。

Ⅲの人事評価制度について、

人事評価制度については、昇任・昇格、昇給、期末勤勉手当への反映など評価

結果が処遇に活用されることから、評価の基礎となる目標の設定が適切になされ

ること、評価者による評価の基礎となる日常の行動の観察や目標達成に向けた指

導、評価の基準の的確な当てはめなど評価者の能力の向上により、適切に評価が

されることが極めて重要であると考えています。

期首面談においては、評価者と被評価者の間で目標内容を明確にすることや、

認識を共有することが重要であり、コミュニケーションを図りながら目標を確定

させるよう指導しています。

期末面談においては、評価者は、被評価者とコミュニケーションを図りながら、

全体評語の開示のほか、個別の項目、目標ごとに可能な限りきめ細やかな説明を

行い、話しやすい雰囲気のもとで適切に面談が行われるよう指導しています。

評価者訓練については、内閣人事局主催の評価者講座、農林水産研修所主催の

管理者研修における人事評価演習及び評価者全員が対象の評価者向けｅラーニン

グなどを受講させており、本年１月には東海農政局独自で評価者講習会を開催す

るなど、評価能力の向上及び評価者の目線合わせに努めています。

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職員掲示板により

周知しています。

別添１の官用車の安全対策について、

長距離運転については、交通安全に万全を期す観点から、無理のない計画を立

てるとともに、職員の体調に配慮し安全な運行となるよう指導しています。

官用車の安全対策については、これまでも、エアバッグ、ＡＢＳ等の安全装置

を搭載した車両を購入しています。

なお、官用車による出張を命じる際は、管理職から出張者に対して、交通事故

等の防止について指導を行うとともに、健康状態、アルコール検査数値、運転免

許証の携帯等の確認を実施しています。

また、交通事故・違反を防止するため、管内各機関において、自動車安全運転

講習会を毎年開催し、安全運転に対する意識の向上を図るとともに、節目節目に

繰り返し注意喚起を行っています。引き続き、交通法規遵守の意識醸成、交通安
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全対策に万全を期すよう努めていきます。

○青山中央執行委員

回答に感謝申し上げます。

本日は、愛知分会の役員も出席し、職場の実態を申し上げ、理解を深めること

としていますので、順次、分会役員から発言します。

○伊藤副委員長

１点目は、労働条件の改善についてです。

超過勤務の縮減については、定時退庁の呼びかけだけでは、縮減につながりま

せん。連綿と続く定員削減の中で、人員と業務量のバランスがとられていないこ

とから、必然的に超過勤務をやらなければならない職場実態にあります。

具体的な業務量に見合った業務運営のチェックを行うよう要請します。

パワー・ハラスメントについては、管理職の資質が問われる問題であると考え

ます。自らの業績アップのために、イライラしたりする感情は分からないでもな

いが、部下を指導しているつもりでも、人間一人ひとりの思いも千差万別、叱咤

激励が良い指導とはならない場合もあるし、生産性の上がる業務には結びつきま

せん。部下の能力にも個人差はあるので、自分の考え方を押し付けるようなマネ

ージメントを改め、双方向に話し合える民主的な業務運営を確立し、パワハラを

根絶するよう要請します。

２点目は、福利厚生についてです。

国民の目を気にするあまり、公務員労働者が社会的公平性をもって扱われてい

ません。

これまで、国民のため、よりよい行政サービスを目指して日常業務をこなして

きている公務員が、福利厚生を求めることに萎縮する必要はないと考えます。か

えってそのことが、働きがいのない、暗い職場環境を作り出している状況にあり

ます。したがって、以前のようなレクリエーションも視野に入れた改善を要請し

ます。

○鈴木副委員長

労働条件の改善について申し上げます。

消費・安全、統計、参事官室の業務は、管轄区域の広域化に伴い、官用車によ

る移動が長距離になっています。その中で、運転業務が負担となっており、安全

運転及び運転業務の負担軽減の為にもセダン、ステーションワゴンの購入を要求

します。

特に、限られた時間内で効率的に業務を行うため、３名以上の出張の機会も増

えており、現在のバンでは後列に座ることは健康上にも問題があることを申し上

げます。

また、時間外の官用車移動では、運転手以外は超過勤務が認められていません。
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管轄区域の広域化で、現地での調査時間を確保するために、始業時間前及び退庁

時間後に官用車同乗で拘束される機会が多くなっています。特に、時差出勤、フ

レックス、夏はゆう活と出勤時間もまちまちの状態で、極力、時間外に拘束しな

いようにするために担当者が出張計画を策定するのは、大変な苦労があることも

付け加えておきます。

次に働きやすい職場の確立について、安田庁舎の職場は、女性職員も多く、働

き続けるために、各種の休暇、制度が取得しやすい職場とすることは大変重要で

す。

特に、育児休業の取得しやすい職場の確立のためには、代替要員の確保も重要

と考えますが、消費・安全チームは、この一年半配置がされませんでした。適切

に配置されるよう要求します。

安田庁舎では新年度から３名の方が育児休業から復帰する予定です。育児の為

の短時間勤務が取得しやすい職場とするために、出張計画等も配慮して業務を進

められるよう要求します。

特に、一昨年、安田庁舎内と安田から三の丸に異動した子育て世代の女性職員

が相次いで退職されました。ご本人の意思で退職されたわけですが、私たち組合

も、女性が働きやすい職場環境の整備を進め、これから職場の中心として、頑張

っていただく職員が安心して働ける農林水産省の職場としていきたいと思いま

す。当局にも、制度の一層の充実、困ったときは相談できる体制整備を要求しま

す。

○本田書記長

分会では、アンケート調査や職域対策会議を通して、すべての組合員から意見

を聴きとっています。中でも、とりわけ意見が多く、かつ、切実なテーマが超過

勤務の問題です。

分会の意見集約に寄せられた声を紹介して、現場実態を訴えます。

分会のアンケートには、『残業時間が多いことに対して、「仕事のやり方を見

直す」と言われるが、より具体的に業務見直しの指示をしてもらいたい。もしく

は、当該課の係長、係員を増やさないと、残業は減らない。』という意見があり、

課長クラスではなく係長以下の増員が必要でもあると考えます。また、『超過勤

務縮減が評価目標となっているため、管理職は必死になっている。一方、時間外

に必要な業務があっても、管理職が業務内容を把握していないため、さらに上部

の管理職へ説明するわずらしさを見ていると、超過勤務を行える状況にはない。

しかし、報告期日に間に合わせ、間違いのない仕事をするには、超過勤務が必要

な場合もある。超過勤務が出来ないばかりに間違いの多い仕事になっては本末転

倒である。管理職は業務の状況をしっかりと把握し、職員がやる気を持って業務

を行える環境を整備するべきである。』という意見も出ています。

管理職によっては、日常的に業務を把握できず、超勤が必要な状況の把握も自

らせずに部下に任せ、その必要性を細かく報告させる者もあると聞いています。
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そのため、さらに手間暇がかかる悪循環です。更には、水曜日・金曜日は、部下

のことより総務への面子を第一に、なぜ超勤するのか、と追及する者もあること

から、リーダーシップの発揮が求められます。

超勤縮減・定時退庁の掛け声だけではだめであり、実情に即した対応が必要で

す。超勤にならざるを得ないのに、その縮減を求め、実態に合っていないケース

はないのか。超勤縮減を人事評価の目標としていることもあり、締め付ければ、

申請なしのいわゆる「サービス残業」が発生しているのではないか。超勤時間の

多少を重視するだけではなく、本質的な課題解決が必要です。

○田辺局長

分会の皆さんから意見・ご要望がありました。職員の皆さんが、意欲を持って、

それぞれの持ち場で存分に力を発揮してもらえる職場環境をつくることは、農政

局に対する国民の付託に応える上で、不可欠と考えています。

ご要望・ご意見については、できるもの、できないものがありますが、職員の

生の声としてしっかりと受け止めます。全体を通じて管理職が職場の実態を熟知

して的確な指示等を行うこと、職員の意欲を引き出すことなど、マネージメント

能力を高めることの重要性をご指摘いただきました。自らの戒めにもし、折に触

れて管理職に対して注意を促したいと思います。

個別のご意見・ご要望についてです。超過勤務については、目標数字を定めて、

縮減を呼びかけていますが、部署・担当ごとに超勤の発生原因も異なっていると

思います。仕事の質を高めるための超過勤務の必要性についてのお話もありまし

た。こうしたことも含めて実効ある超過勤務の縮減対策をどうすべきか、考えて

みたい。パワハラについては、当局では発生していないと理解していますが、そ

うした事態が起きることがないよう、管理職に対する研修等を引き続き行います。

女性職員の育児休業の取得促進については、現在では、代替職員の確保や各職

場での業務の調整を行い、育児休業の取得を希望する職員の担当業務が支障なく

行われるようにしています。育児について職員が抱える課題の把握に努め、その

解決を支援することで、女性職員に安心して働き続けてもらえる環境づくりに努

めます。

レクレーションの復活についてであります。福利厚生の一環として、職員の心

身の健康の保持、コミュニケーションの場としてのレクリエーションは重要と認

識しており、同じスポーツを一緒にやることなどで、職場の一体感、士気を高め

ることは大切であると思います。一方で、各府省統一でレクリエーション経費が

認められておりません。従来のような形のレクレーションを行うことは難しいで

すが、日頃から、お互いにコミュニケーションを良くして、同好の士で声を掛け

合って、一緒に何かを楽しむことが自然にできる職場の雰囲気づくりが大事だろ

うと考えています。

官用車について、管轄区域の広域化に伴う運転業務が負担になっているという

お話がありました。現在のバンは、農林水産省では全国共通の基準で採用されて

います。勤務時間外の官用車の移動の際の超過勤務の取扱については、人事院か
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ら見解が示されているところです。このような事情でありますので、この場では、

ご意見として承らせていただきます。

○青山中執行委員

回答に感謝申し上げます。

分会から、職場の現状について発言がありましたが、今後とも、労働条件が改

善するよう東海農政局当局の誠意ある対応を最後に要請します。

○中島総務課長

以上をもちまして交渉を終わります。








