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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31年３月28日（木）13:12～13:47（35分）

２．会 場：大臣官房統計部第１会議室（北別館３階ドア№北314）

３．出席者：

農林水産省 水田 正和 大臣官房長

同 前島 明成 大臣官房秘書課長

同 吉本 俊彦 大臣官房地方課長

同 福原 伸之 大臣官房参事官（経理）

同 馬越 美恵 大臣官房秘書課人事調査官

同 横山 博一 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 岡本 吉洋 書記長

同 渡邉 由一 財政局長兼調査交渉部長

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当） 外

４．議 題：2019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

（横山秘書課調査官）

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。

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の段

階で取り決めた事項を報告する。

全農林中央本部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、交渉事項とす

る事項は、

・ 「Ⅵ 非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の「２の非常勤職員

給与の引上げの部分」

・ 「Ⅸ 国家公務員宿舎の確保等について」

・ 「Ⅹ 働き方改革の推進及び労働諸条件の改善について」の「１の（１）、

（２）の超過勤務の事前命令の部分、（３）、（４）、５、７の（３）の

官用車の安全対策と単独の長距離・長時間運転の解消の部分、10」

・ 「ⅩⅡ 女性公務員の労働権確立について」

・ 「ⅩⅢ 福利厚生の充実について」

・ 「ⅩⅣ 労使関係について」

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

して整理しているので、これを前提として交渉を行う。
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（岡本書記長）

農林水産省及び農林水産省所管の独立行政法人に働く組合員は、農林水産行政

に対する国民ニーズに的確に対応すべく、昼夜を問わず、業務遂行に邁進してい

る。

こうした中、組合員の労働条件確保に向けた春闘要求書を去る２月25日に提出

したところである。

本日は、まずは要求書に対する回答をいただきたい。

（水田官房長）

要求事項のうち交渉事項に関しては、各担当課長から順次回答する。

（前島秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅵの非常勤職員の雇用、労働条件の改善について回

答させていただく。

２の非常勤職員の給与の引上げについてであるが、当省における非常勤職員の

給与は、人事院が制定した「非常勤職員給与決定指針」の一部改正や各府省申合

せの「国家公務員の非常勤職員の給与に係る当面の取扱いについて」を踏まえ、

「臨時雇用非常勤職員給与等規程」を改正し、平成30年４月から、新たに職務経

験等の要素を考慮した賃金の改善、ボーナスの支給対象の拡大、給与改定日の繰

上げ等の待遇改善を図ったところである。

また、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が昨年11

月30日に公布され、常勤職員の給与が改定されたことを受け、12月以降、非常勤

職員の給与についても常勤職員に準じて所要の改定を行ったところであり、今後

も政府全体の取組の中で適切に対応してまいりたい。

次に、Ⅹの働き方改革の推進及び労働諸条件の改善についてである。

１の超過勤務の縮減について農林水産本省では、

・ 事前の超過勤務命令を心掛け、勤務時間外の業務指示は行わないよう努め

ること、

・ 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努めること、

・ 他律的な業務の比重が高い部署においても、上限目安時間を十分認識し、

早出遅出勤務制度の活用に努めること、

・ 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

等の具体的な事項を定め、各局庁において取り組んでいるところである。

また、地方でも、本省に準じて超過勤務縮減の取組を進めているところである。

今般の人事院規則の改正により上限時間を超えての超過勤務命令は原則できな
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いことから、引き続き、各局庁における取組の実施状況を定期的に検証し、より

実効性のある超過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。

次に、５のハラスメント防止対策であるが、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、その防止の周知を図ってきたところである。特に、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」等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。

引き続き、ハラスメントのない職場づくりに取り組んでまいりたい。

次に、10の諸休暇の取得についてであるが、年次休暇や夏季休暇を計画的に使

用することは重要であると考えており、職員掲示板や庶務課長会議において、

・ 毎月上旬に、各課等の向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧し記入

すること、

・ ゴールデンウィークや夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期

連続休暇となるよう努めること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引

き続き徹底してまいりたい。

次に、Ⅻの女性公務員の労働権確立についてである。

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等の取組により、

農林水産省全体の女性の採用割合は、獣医職・畜産職等を含め、平成30年度にお

いて40.4％となっており、すでに「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」の目標35％程度を上回っている状況である。

引き続き、女性の採用の拡大とこれら女性職員の登用に向けて、両立支援制度

の周知やテレワークの推進・フレックスタイム制度の活用など、総合的かつ計画

的にワークライフバランスの実現に向けた取組を実行してまいりたい。

次に、ⅩⅢの福利厚生の充実についてである。

「国家公務員健康増進等基本計画」は、メンタル不調による長期病休者の減少

及び高年齢職員増加への対応に主眼をおき、心の健康づくりの強化として、健康

面を中心に見直しが図られたところである。

当省においては、「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」等に基づき、心の健康に対する管理職員の意識向上のため、定期的にメンタ

ルヘルス研修を実施するほか、心の健康に問題のある職員の早期発見・早期対応

のため、職場内の相談体制や外部の専門機関に相談できる体制を整備していると

ころであり、引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

また、ストレスチェックについては、「農林水産省ストレスチェック制度実施
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要領」に沿って実施してまいりたい。

なお、レクリエーション経費については、各府省統一で予算要求は見送られた

ところであり、国家公務員に対する国民の厳しい視線に留意しつつ、今後の政府

内の議論に即して対応する考えである。

続いて、ⅩⅣの労使関係についてである。

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。

また、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。

（福原大臣官房参事官（経理））

続いて、Ⅸの国家公務員宿舎の確保等について回答させていただく。

国家公務員宿舎については、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。

また、人事異動により転居を伴う職員の宿舎については、各財務局等に対し設

置状況等の聴き取りや要請を行うなど、合同宿舎のほか他省庁宿舎を含め必要な

宿舎が確保できるよう努力するとともに、宿舎の入居手続についても、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を行うよう、

引き続き努力する考えである。

（吉本地方課長）

続いて、Ⅹの働き方改革の推進及び労働諸条件の改善についての７の（３）の

官用車の安全対策等について、私からお答えする。

官用車の安全対策については、これまで説明したとおり、順次改善を進めてい

る。

また、官用車の長時間・長距離運転については、平成28年１月６日付け「官用

車による事故防止・安全運転の徹底について」により、原則、複数の者による計

画とする等具体的に指導しているところであり、引き続き指導・監督に当たるべ

き管理職に徹底してまいりたい。

（岡本書記長）

ただ今の回答を踏まえ、私の方からは７点について申し上げ、当局の見解を伺

う。

１点目は、2019年度賃金の引き上げについてである。

私たち公務員産別の2019春闘要求については、２月19日に公務員連絡会が政府
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及び人事院に提出した要求書に対する回答が、３月20日に示されたところである。

その回答内容について、政府からは、

・ 2019年度賃金については、公務員連絡会の意見を聞く、

・ 長時間労働の是正については、制度改正を踏まえ、適切な運用を図るとと

もに、政府一丸となって、引き続き公務員連絡会の意見も聞きつつ、実効あ

る施策を推進する、

・ 定年の引上げについては、人事院の意見の申出も踏まえ、公務員連絡会の

意見も十分に聞きながら結論を得ていく、

人事院からは、

・ 賃金等については、情勢適応の原則に基づき、必要な勧告を行う、住居手

当については、勧告に向けて、公務員連絡会の意見も聞きながら必要な検討

を行う、

・ 長時間労働の是正については、政府全体で取り組む必要のある重要な課題

であり、人事院としても、引き続き適切に役割を果たしていく、

・ 定年の引上げについて、人事院としてその責任を適切に果たすとともに、

再任用の給与の在り方について、必要な検討を行っていく、

・ 障害者雇用については、各府省に対して、引き続き適切に対応するよう必

要な指導を行っていく

など課題認識を共有するとともに労働組合の意見を聞く姿勢は確認したものの、

私たちの要求に対して明確には応えていないものとなった。

しかし、障害者雇用問題や統計問題をはじめとする公務に対する厳しい批判の

もと、人事院勧告による賃金・労働条件決定制度のもとでの春の段階における交

渉の到達点と受け止め、今後、人事院勧告期、賃金確定期に向け闘争態勢を堅持

・強化していくこととしたところである。

このようなことから、2019年度賃金改定にあたっては、現行の比較対象企業規

模を堅持した上で民間賃金の実態を精確に把握し、公務員労働者の賃金及び一時

金の引き上げを図り、農林水産行政の推進に向けて日夜懸命に働く組合員の期待

に応えるよう、農林水産省当局からも人事院に要請することを求める。

２点目は、超過勤務の上限規制についてである。

２月１日に公布された超過勤務の上限等に関する人事院規則等が民間労働法制

の改正とあわせ４月１日に施行となるが、今般の措置は超過勤務縮減に向けたゴ

ールではなく、あくまでスタートであることをお互いに確認しておきたい。

４月以降、改正人事院規則のもとで超勤縮減に向けた取組がスタートするが、

現時点においても他律的業務の比重が高い部署や特例業務の特定が示されていな

いのは問題がある。我々が昨年秋に実施した労働条件点検アンケート結果では、

依然として超過勤務の上限を超える実態がある中で、全職員への周知を含めどの

ように進めるのか。超過勤務の縮減は、まさに労働条件に影響する課題である。
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業務範囲の厳格化をはじめ、超勤縮減に向けた取組を着実に進めるため、必要な

情報提供を行うとともに、労働組合の意見を反映するよう求める。

３点目は、４月以降の業務運営と次期定員削減計画についてである。

まずは、４月以降の業務運営についてである。

先般開催された第３回労使間意見交換会でも申し上げたが、厳しい定員事情に

より退職不補充が続いている職場では、要員不足により2019年度の業務運営が今

年度にも増して困難になることが予想される。各職域において人員が減少する中、

多くの課題が未だ改善されていないことから、現場段階で解決できる課題につい

ては、分会から改善を求めるので誠意を持って対応するよう求める。

また、各管理者が日常的に職員とコミュニケーションを図り、業務分担や業務

計画の進捗状況を把握し、的確に工程管理を行うとともに、必要に応じて業務調

整や業務計画の見直しを行うなど、４月以降の業務運営に万全を期すよう求める。

なお、各職場における業務運営のあり方は、優れて組合員の労働条件に関わる

案件であることから、職場段階で定期的に検証し、課題があればその都度要求等

を行うので、各管理者にあっては真摯に向き合っていただくよう要請する。

次に、次期定員削減計画についてである。

次期定員削減計画については、府省毎の削減目標数策定に向けて、今後、査定

省との折衝が本格化するものと認識している。

農林水産業の成長産業化に伴う施策の具体化により、各職場の業務は増加する

とともに高度・複雑化している。その一方で、継続した定員削減が実施されたた

め、人員不足が最大の課題となっている。また、一昨年来、多くの農林水産関係

法案が成立するとともに、今通常国会でも４法案が提出されているなど、新たな

農林水産政策の具体化が進む中で、本省と地方組織が一体となり、生産現場等に

おける様々な不安に向き合い、解決していくことが一層重要となっている。

こうした状況の下、全国各地で着実かつ的確な施策を推進するためには、「現

場と農政を結ぶ人員の配置」や「統計業務の専門性の継続」などを趣旨とした農

林水産省設置法の附帯決議の早期実現が必要である。そのためには、若手職員と

フルタイム再任用を県域・地域拠点に早急に配置し、維持・活性化を図ることが

不可欠である。ついては、次期定員削減計画の策定にあたり、他省庁に比べ過度

な負担を強いる定員削減目標数が課せられないよう査定省との折衝に臨むことを

強く求める。

４点目は、独立行政法人についてである。

各法人とも、運営費交付金では効率化係数が継続されるとともに、施設整備費

補助金では2012年度以降の大幅減額に加え、調査船に係る船舶建造費補助金では

法人からの要求が認められなかった。このため、各法人の組織・業務運営や老朽
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化施設の建替え及び修繕、調査船の高船齢化が進む中で代船建造に支障を来して

いることから、現場実態を視察した上で予算確保に最大限努めるよう求める。

また、現状においては、農林水産業改革に基づくスマート農業関連や水産資源

管理及び水産業の成長産業化などの事業予算は認められるものの、当該法人の研

究体制の構築に必要な予算が認められず、厳しい対応を余儀なくされているため、

これらの予算の確保を重ねて要請する。

さらに、非常勤職員等においては、本年４月より無期労働契約へ移行され、雇

用の安定・確保が不可欠となる。また、「同一労働・同一賃金」の課題を含む働

き方改革関連法が成立し、「正規職員と非正規職員の待遇に不合理な差をつける

ことを禁止」とされ、雇用経費の確保が大きな課題となっている。今後、各法人

からの予算要求が満額確保されるよう、査定省への適切な対応を求める。

５点目は、障害者雇用についてである。

障害者雇用については、政府の基本方針に基づき、採用計画期間内に農林水産

省として287人を採用する予定とし、人事院による選考試験やハローワーク等で

の募集など採用に向けた取組が進められている。人事院が実施した採用試験には、

約10倍もの応募があったと聞いており、公務部門における障害者雇用への期待の

現れと受け止めている。農林水産省における非常勤職員を含めた採用状況、さら

には、人事院が通知した「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に

対して各省庁の長が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた受入体制を含む環境

整備の状況について伺う。

農林水産省として、法に基づく適切な対応はもとより、採用される障害者のみ

なさんの職場定着が図られるよう、バリアフリー化や緊急時の避難経路の確保な

どハード面の環境整備を進めるとともに、合理的配慮指針等の周知をはじめ、職

員の理解促進に向けた研修の実施など受入体制を整備することが必要不可欠であ

る。

労働組合としても障害者雇用は「雇用率達成」という消極的な理由で進めるの

ではなく、公務職場における障害者の参画という積極的な視点で進めることが重

要と考えている。私どもも職場で障害者に寄り添った職場環境の整備等に向け協

力・努力をしていくので十分な情報提供と必要な協議を行うよう求める。

６点目は、高齢者雇用施策についてである。

段階的な定年引上げについては、人事院の申出を踏まえて政府での検討が行わ

れているが、今通常国会での関係法案の提出が見送られたことは残念である。60

歳以降の賃金水準については、与党の一部において批判的な論議もあると聞いて

いるが、労働基本権制約の代償機関である人事院の意見の申出と異なる措置は断

じて認められない。農林水産省として段階的な定年の引上げの着実かつ確実な早

期実現に向け、関係府省庁への働きかけを求める。
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また、再任用制度については、雇用と年金を確実に接続するため、フルタイム

再任用が原則となっている制度設計の中、農林水産省においては、短時間再任用

を余儀なくされており、給与水準は３割から４割の年収200万円程度に留まり、

公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達するまでの生活設計に支障が生じて

いる実態となっていることは、農林水産省の制度運用に問題があると言わざるを

得ない。短時間再任用者は宿舎入居もできず、現行制度の矛盾点である住居手当

などの生活関連手当が支給されるよう人事院に要請するとともに、農林水産省と

して、無年金期間においては、職員の希望どおりのフルタイム再任用が実現でき

るよう定員を確保するよう求める。

最後に、2020年度の予算、定員の確保についてである。

農林水産省に対する行政ニーズに適確に対応し、国民の負託に応えるためには、

独立行政法人を含む各級機関の事務・事業が円滑に進められることが極めて重要

として、この間、機会ある毎に予算と定員の確保を強く求めてきたところである。

新年度以降、次期定員削減計画の策定とあわせ、2020年度予算や組織・定員要

求に向けた作業が始まることとなるが、全農林としても

・ 増加する業務に必要な定員の確保、

・ 全ての職場でフルタイム再任用者を配置できる定員の確保、

・ 超過勤務予算の確保

など、現場実態を踏まえ要請を行うこととしているので、引き続き前向きな対応

を求める。

（水田官房長）

岡本書記長から言及のあった事項について、担当課長を含めて順次申し上げる。

まず、私から申し上げる。

４月以降の業務運営については、これまでと同様に、職員とのコミュニケー

ションを十分図るとともに、管理職のマネジメントのもと、再任用職員も含め職

員の業務運営状況を適宜把握し、業務の見直し・効率化を着実に進めるなど円滑

な業務運営に努めてまいりたい。

なお、各職場における業務運営上の課題については、現場実態や職員の意見等

を踏まえて、真摯に対応していく考えである。

次に次期定員合理化計画についてである。

平成27年度から31年度までの現行の定員合理化計画期間においても、５年間で

の定員削減を計画的に行う一方で、農林水産業の成長産業化を図るための増員を

行うなど、各年度において新たな行政ニーズに対応するための定員の確保に努め

てきたところである。

2020年度からの次期定員合理化計画の対応に当たっても、平成27年の農林水産
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省設置法改正時の附帯決議を踏まえつつ、将来の業務運営に支障が生じないよう、

適切に対応してまいりたい。

独立行政法人についてである。

独立行政法人の予算については、第４期中長期目標・計画等の達成に向け各法

人の業務に支障がないよう、事務・事業の推進をはじめ、施設等の修繕、職員の

雇用に要する経費等の確保に万全を期してまいりたい。

公務における高齢期雇用施策についてである。

定年引上げについては、制度官庁を中心に検討が行われていると認識しており、

農林水産省としても、政府全体の検討の中で適切に対応してまいりたい。

また、フルタイム再任用は人事企画の中で他の人事異動と同様に、本人の希望

や業務経験等を総合的に勘案しながら対応しているところであるが、引き続き雇

用と年金の接続が確実に行われるよう対応してまいりたい。

2020年度の予算・定員の確保についてである。

2019年度予算、定員については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に

基づく農林水産業全般にわたる改革を着実に実行するための施策の展開に必要な

予算、定員を措置したところであり、2020年度についても、引き続き効果的に施

策を展開できるよう、検討を進めてまいりたい。

（前島秘書課長）

続いて、私から申し上げる。

賃金の引き上げについてである。

給与改定に当たっては、民間の給与実態を的確に把握し、国の行政組織の実態、

公務の特殊性及び職員の生活実態等を十分考慮して、国民の理解が得られる適正

な水準が確保されるよう、従来から関係機関に働きかけているところである。

超過勤務の上限規制についてである。

超過勤務については、今般の人事院規則の改正によって、原則として４月以降

は上限時間を超えての超過勤務命令はできないため、実効性のある超過勤務の縮

減対策に取り組むことが必要であると考えている。

他律的業務の比重が高い部署については、国会関係や予算折衝業務など、府省

の枠を超えて他律的に決まる業務に従事する部署となるが、年間を通じて、他律

的業務が少なくとも６箇月以上恒常的に発生する場合、他律的業務が恒常的に年

間の業務量の半分以上を占める場合など、年間業務量を踏まえ設定することとし

ている。なお、設定した部署の一覧については、職員向け掲示板に掲載し、周知

することとしている。
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また、特例業務については、業務内容を個々に判断する必要があるが、大規模

災害への対処など重要な業務であって緊急に処理することを要するものとされて

おり、特例業務により上限時間を超えて超過勤務を命じざるを得ないときに大臣

官房秘書課に協議の上各部局長が認め、職員へ通知することとしている。

何れの場合も業務範囲を最小限とすることとしており、超過勤務縮減対策の取

組とあわせて実施してまいりたい。

障害者雇用への対応についてである。

障害者雇用への対応については、障害者の就労を進めるために必要な設備改修

として、多機能トイレの整備やスロープの設置など施設のバリアフリー化を実施

することとしている。

また、障害の特性や状況に応じて勤務できるよう機器を整備するほか、相談窓

口の設置などにより、障害者の方が能力を発揮し活躍できる職場づくりに努める

とともに、適宜情報提供に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、４点について申し上げるので、再度当局の見

解を伺いたい。

１点目は、超過勤務縮減等についてである。

人事院規則等の改正に伴う、他律的業務の比重の高い部署の指定や特例業務の

特定に係る課題については、先ほど書記長から申し上げたので、私からは具体的

な超過勤務縮減と厳格な勤務時間管理について述べる。

超過勤務時間数の縮減という数字の結果ももちろん大切であるが、職員自身が

「働き方が改善された」という実感がなければ、実効ある縮減策といえないので

はないか。私たちはアンケート結果を踏まえ、

・ 勤務時間外のメール・電話による作業指示や短時間での報告、会議資料や

報告書の作成指示にあたっては、その必要性を十分に精査し、必要最小限と

すること、

・ 課・室・チーム内における業務の平準化を図り、特定の者に業務を集中さ

せないこと

の具体策を実現することが重要と考えるが、当局としてどのように考えているの

か。

次に、厳格な勤務時間管理についてである。

人事院規則等の改正では、客観的な記録を基礎として職員の在庁状況を把握し

ている場合は、これを参照することもできるとの規定だが、民間では、タイムカ

ードなどの客観的な記録を基礎とすることとされている。公務においても厳格な

勤務時間管理を行うべきと考えるが、農林水産省における客観的な勤務時間管理
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の手法における検討状況について伺う。

最後に５日以上の年休取得についてである。

人事院規則等においては、「配慮すること」という措置にとどまっているが、

私たちのアンケート結果では昨年の年次休暇取得日数が「５日以内」の職員が存

在している。農林水産省として実効性あるものとするためにどのような対応する

のか。

（前島秘書課長）

超過勤務縮減については、「まふ改革行動計画」のとおり、時間意識を持つ工

夫をすること、業務のムダをなくすこと、業務量の偏りを随時見直すことを、全

職員に呼び掛けているところであり、各管理者は日頃から職員の仕事の状況や残

業理由を把握した上で、業務分担の見直しを行うことにより、積極的に超過勤務

の縮減に取り組んでいるところである。

なお、職務として行った超過勤務の時間については、勤務管理者がしっかりと

把握するよう指導しているところであり、引き続き徹底してまいりたい。

また、年次休暇については、これまでの取組に加え、「まふ改革行動計画」に

基づき、全職員が原則として月１日以上の年次休暇を取得する取組を行っている

ところであり、引き続き職員が休暇を取得しやすい環境づくりを徹底してまいり

たい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、非常勤職員の待遇改善についてである。

民間における同一労働同一賃金の法整備が2020年４月より施行される。

先ほど、農林水産省における待遇改善の措置について回答が示されたが、雇用

期間の短縮や雇止めが生じていないのか。事務費も含め必要な予算は確保できた

のか伺う。

また、農林水産行政の推進に必要な非常勤職員の待遇改善に向け、給与や諸手

当の改善、婦人科検診の受診、夏季特別休暇の新設を求める。

（前島秘書課長）

非常勤職員については、各種施策の推進に必要なものとして雇用されており、

その雇用に必要な予算は確保されたものと考えている。

当省における非常勤職員の給与については、先程申し上げたとおり、人事院が

制定した「非常勤職員給与決定指針」の一部改正や各府省申し合わせの「国家公

務員の非常勤職員の給与に係る当面の取扱いについて」を踏まえ、改善を図って

きたところであり、休暇制度も含め、引き続き関係機関等の動向を注視しつつ検

討してまいりたい。

また、非常勤職員の健康診断については、事業の充実を図る観点から、予算の
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執行状況等を踏まえつつ、引き続き適切に対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、ハラスメント防止対策についてである。

私たちが昨年秋に実施した労働条件点検アンケート結果を踏まえ、それぞれの

事案について確認した上で、必要な対応や改善を求めてきたところである。

パワハラなどのハラスメント行為は、まさに職員の権利や人権、生存権を侵害

する犯罪行為であり断じて容認することはできない。

また、妊娠、出産、育児や介護に関するハラスメント防止も重要になってきて

いるが、農林水産省として、どのような対応をとってきたのか伺う。

さらに、農林水産省の全ての職場からハラスメントを根絶するため、管理者に

対する更なる指導の徹底と対象者への厳正な対処が必要と考えるが、どのように

考えているのか伺う。

（前島秘書課長）

ハラスメント防止対策については、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハ

ラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に取り組

むハラスメント防止週間を昨年12月に実施したところである。

また、繰り返しとなるが、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、その防止の周知を図ってきたところであり、引き続き防止策の徹底に取

り組んでいく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

４点目は、女性公務員の労働権確立についてである。

先ほど、すでに「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」の目標を上回っている、との回答が示されたところであるが、この間も

指摘してきたが、更衣室や休養室の確保、育児休業及び育児のための短時間勤務

が取得しやすい等女性が働きやすい職場環境の整備を図ることが重要である。

代替要員の確保に万全を期すとともに育児短時間勤務、育児時間等について、

子の年齢要件等の取得要件を緩和するなど制度改善を図るため、関係機関への引

き続きの要請を求める。

（前島秘書課長）

女性が働きやすい職場環境は重要であると認識しており、その環境整備に努め

ているところである。

人事院に対しては、保育時間の拡大・期間の延長、家族看護休暇の新設、子の

看護のための特別休暇の適用範囲の拡大等、休暇制度について適切な見直し・改

善を検討するよう機会あるごとに要望してまいりたい。
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（岡本書記長）

ただ今、春闘要求に対する回答を受けたところである。

要求はいずれも、労働条件の維持・改善を求める切実な事項であるが、残念な

がら回答内容は、私たちの要求に応えたものとはなっていない。

これまでも申し上げてきたことだが、自らの労働条件に大きな影響を与える課

題が山積する中で、組合員は組織や生活への将来不安を募らせながらも、国民か

らの行政ニーズに応えるため、昼夜を問わず、懸命に農林水産行政の遂行に従事

している。

当局には、これら組合員の労苦に報いるためにも、要求事項の解決・前進に向

けて、引き続き、最大限の対応をいただきたい。

（水田官房長）

本日は超過勤務の縮減やハラスメント防止など多くの課題について職員からの

声を聞かせていただいた。

農林水産業の成長産業化に向けて、本省と地方機関等が一体となって協力して

取り組んで行くことが重要と考えている。本日の交渉を踏まえ、職員が今まで以

上に安心して働きやすい、明るく風通しの良い職場となるよう引き続き努力して

まいりたい。

（横山秘書課調査官）

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 －


