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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：令和元年12月19日（木）17:35～18:09（34分）

２．会 場：農林水産省統計部第１会議室（北別館３階ドア№314）

３．出席者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房長

同 森 重樹 大臣官房秘書課長

同 松尾 浩則 大臣官房地方課長

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

（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 労働条件の改善について」の「１の年間総労働時間の着実な短縮に

ついての(１)の超過勤務の事前命令の部分、（２）の超過勤務縮減策の部

分、４、５、６の官用車の安全対策の部分、９の障害者の職場環境の整備

と職員に対する理解の促進の部分」

・ 「Ⅶ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１の非常勤職員等

の給与の引上げの部分」

・ 「Ⅷ 女性公務員の労働権確立について」の「１、２、３」

・ 「Ⅸ 福利厚生施策等について」の「１、２、３、４」

・ 「Ⅹ 人事評価制度について」の「１、２、３」

・ 「Ⅺ 労使関係について」の「１、２」

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）

要求書提出時に委員長からも申し上げたが、農林水産省及び所管独立行政法人

に働く組合員は、公務・公共サービスの担い手として、とりわけ農林水産行政に

対する行政ニーズに応えるため、日夜、懸命に職務遂行に邁進している。

このような中で、2020年度予算、組織・定員、労働条件の維持・改善などを要

求事項とした要求書を11月27日に提出し、官房長からは、「十分検討し、後日回

答する」との見解が示されたところである。早速ではあるが、要求書に対する回

答をいただきたい。

（枝元官房長）

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。

（森秘書課長）

はじめに、Ⅵの労働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であるが、

本年４月から超過勤務の上限規制の措置により、原則として上限時間を超えて

の超過勤務命令はできないため、措置の実効性を確保する観点から、まずは業務

の見直し、業務分担や人員配置の見直し等をより一層推進することとしていると

ころである。

また、超過勤務の上限に関する措置によって、超過勤務の上限いっぱいまで超

過勤務を命ずることができるとの誤った認識を持つことのないよう、現場の管理

者等に対する指導も併せて行っていくほか、当該措置により必要な業務の遂行や

適切な超過勤務手当の支給に支障が生じることのないようにしてまいりたい。

いずれにしても、日頃から管理職及び各職員が超過勤務の状況を意識しつつ、

超過勤務の縮減に向けた組織マネジメントを行っていくことが重要であり、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、４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、ハラスメントの防

止の周知を図ってきたところである。また、国家公務員ハラスメント防止週間に

おいて、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んだところである。

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いく考えである。

次に、５の年次休暇についてであるが、

年次休暇等を計画的に取得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、
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・ 毎月上旬に、各課等において向こう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、

・ 課長等が９月末時点で年次休暇の使用日数が５日未満の職員を把握し、業

務に支障のない範囲で計画的に使用できる環境を整備すること

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、９の障害者の職場環境の整備等についてであるが、

障害者の働きやすい職場環境づくりについては、厚生労働省開催のセミナーや

研修会への人事担当者等の参加促進、ハローワークによる職場定着支援のほか、

「障害者職業生活相談員」を配置している。

今後も障害者の要望や実態の把握に努めて、きめ細かい対策を講ずることとし

ており、障害のある方が障害の特性等に応じて意欲と能力を発揮し、活躍できる

場の拡大にこれまで以上に取り組んでまいりたい。

続いて、Ⅶの非常勤職員等の制度及び待遇改善についてである。

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１１月

２２日に公布されたことから、常勤職員に準じて所要の改定を行ったところであ

る。

続いて、Ⅷ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、令和元年度にお

いて45.2％となっており、既に「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。
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続いて、Ⅸの福利厚生施策等についてである。

「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、人事院規則の改正により健康確保措置が強化されたことから、本年４月

から長時間の超過勤務者に対する面接指導を拡充したところである。

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、Ⅹの人事評価制度についてである。

人事評価の結果については、調整者による調整が、評価者が付した全体評語の

不均衡を補正するものであることに鑑み、開示範囲を「全体評語」に限定してい

るが、期末面談に当たっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、評価者に引き

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。

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。

評価者に対しては、人事評価を行うに当たり求められる姿勢等について、より

一層理解が深まるよう、評価者訓練として評価者講座や eラーニングを充実してい

るところである。

また、業務・組織マネジメントの側面からも、管理職のマネジメント能力の向上に向

けた取組を推進しているところである。

続いて、Ⅺ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、業務を円滑

に行うことができる環境づくりに努力する考えである。

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、適切に対応してまいりたい。
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（松尾地方課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての６の官用車の安全対策について、回答

する。

官用車については、地方農政局等の要望を踏まえ、切り替えの際、バックカメ

ラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置が標準装備となっている車種を優先的に

導入しているところであり、今後とも適切に対応してまいりたい。

（岡本書記長）

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５

点について、私から重ねて要請する。

１点目は、2020年度予算概算要求についてである。

６月17日の概算要求に向けた要請書を提出して以降、様々な機会を通じてその

実現を求めてきた。

また、11月７日に秘書課長に対し、予算、定員の満額確保を要請するとともに、

11月27日の秋季要求書提出の際にも委員長から官房長に対し、重ねて要請したと

ころであり、各種施策を着実に推進するために必要不可欠な予算の満額確保を求

める。

独立行政法人においては、東日本大震災以降の施設整備費補助金の大幅削減に

よって、施設・設備の老朽化が進み、計画的な更新や修繕費が確保されないなど

施設・設備の維持・存続にも支障を来たしており、各法人の事務・事業に対する

影響が明らかとなっていることから、所管独立行政法人の運営費交付金と施設整

備費補助金の満額確保が不可欠である。特に、非常勤職員の待遇改善について、

民間においては来年４月から、不合理な待遇差の禁止等、同一労働同一賃金ガイ

ドラインに基づく関係法令が施行されることとなるが、農林水産省所管独立行政

法人における雇用経費の確保など、現時点における対応・折衝状況を伺う。

また、昨年末のＴＰＰ11、今年２月の日欧ＥＰＡの発効に続き、日米貿易協定

が先の臨時国会の承認により、来月１日に発効されることから、持続可能な農林

水産業を確立するために万全な国内対策と必要な予算確保を求める。

２点目は2020年度組織・定員要求についてである。

現在、2020年度定員要求に関わり査定省との厳しい折衝が行われていると推察

する。先般、我々が開催した国営土地改良事業所等の職域対策会議では、通常業

務に加え、激甚・頻発化している自然災害からの復旧・復興等への対応など、人

員不足の中、超過勤務が常態化する等厳しい業務実態が数多く報告されている。

2019年度補正予算においても災害復旧対策が柱として検討がすすめられているが、

予算・事業が大幅に拡充となることが想定されるため、業務量に見合った定員の

確保を強く求める。
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また、訪日外国人旅行客が激増する中、来年の東京オリンピック・パラリンピ

ックなどに向け、国際線の大幅増便など更なる業務量の増加が見込まれており、

水際対策の強化のためには、防疫官・検疫官の大幅な増員による確実な人員配置

が必要となる。このような中、年度内には動植物検疫探知犬を大幅に増頭すると

しているが、配置予定箇所や今年度の新規増員の配置状況はどのようになってい

るのか伺うとともに、2020年度新規増員要求数の確実な確保を求める。

３点目は農林水産省設置法改正に伴う附帯決議の遵守についてである。

2020年度組織・定員決定後は、新たな定員合理化計画による定員削減の割当て

が検討されると思うが、この５年間においては、地方組織に過度に偏重した削減

割当が行われたことにより、設置法改正時の附帯決議に基づき中長期的な視点に

よる新規採用等の計画的な配置を行うとしてきた当局見解は履行されていないと

言わざるを得ない。特に地方農政局等の所在地以外の県域・地域拠点においては、

この５年間、新規採用者・若手職員、フルタイムの再任用職員の配置は行われて

おらず、退職不補充が継続しており、地方における農林水産行政の円滑な推進や

組合員の雇用・労働条件にも大きな影響を及ぼすことが懸念されている。

業務の継承や組織の活性化、人材育成を図るために、新たな定員合理化計画の

初年度となる2020年度において、県域・地域拠点への新規採用者・若手職員の配

置や希望に基づくフルタイム再任用の実現に向け、どのような検討をしているか

伺う。

４点目は、障害者雇用についてである。

障害者の働きやすい職場環境づくりについて、改正された障害者雇用促進法で

は、障害者活躍推進計画の策定等が求められているが、農林水産省としてどのよ

うな対応状況となっているのか。全国各職場で雇用がすすめられているが、年末

までの法定雇用率達成に向けた農林水産省としての採用状況はどうなっているの

か伺う。

また、先ほど研修会への参加促進や「障害者職業生活相談員」を配置している

旨の回答が示されたところであるが、本年４月に策定した障害者からの相談体制

や相談窓口、相談員については、どのような変更となっているのか。

引き続き、障害を持つ方々が安心して働き続けることができるよう、ハード面

の職場環境づくりはもとより、職員の理解促進などソフト面での配慮を広げる取

組を進めるよう求める。

５点目は、引っ越し経費の自己負担の増大についてである。

近年、４月期の大規模異動においては、引越し事業者の確保が困難となってい

ることや引越し料金の高騰などにより、移転料の自己負担は増加の一途を辿って

おり、異動を繰り返す組合員は赤字が累積している実態が報告されている。

転居を伴う人事企画を行う当局の責任として、このような実態を精確に把握す

るよう求めるとともに、当該組合員への内示等の人事異動情報の早期伝達や異動
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に伴う宿舎の早期決定、異動時期の分散化など、当局としてできる限りの対応を

行うべきであり、自己負担の軽減につながる具体の対応策についてどのように考

えているのか伺う。その上で、私たちが求める赴任旅費の実費支給に向けた旅費

法の改正等について、関係機関への働きかけを行うよう求める。

(枝元官房長)

岡本書記長から言及のあった事項について、担当課長を含め順次申し上げる。

まず、私から申し上げる。

予算については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づき、農林水

産業を成長産業化するとともに、美しく伝統ある農山漁村を次世代に継承するた

めに必要な予算を確保してまいりたい。

また、独立行政法人の予算についても、中長期目標等の達成に向け、各独立行

政法人の事務・事業の推進、施設等の修繕や非常勤職員の雇用に要する経費が確

保できるよう、万全を期してまいりたい。

組織・定員についても、動植物検疫や農地・農業用施設に係る防災・減災及び

災害復旧等を含め、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するため、必要な

組織・定員を確保してまいりたい。

なお、動植物検疫探知犬の配置については、主要空港における増頭のほか地方

空港への配置の拡大、国際郵便物検査強化のための増頭などにより検査体制の強

化を図っているところであり、人員の配置についても、人員が限られている中で、

各所の業務執行体制、業務量等を勘案して対応しているところである。

(森秘書課長)

続いて、私から申し上げる。

若手職員等の配置については、新たな定員合理化計画を受けて、国の農政に求

められている重要課題に中長期的に対応していくため、しっかりとメリハリを付

けて行う必要があると考えており、この観点から、令和２年度以降について、業

務の実施状況や実施体制、業務の合理化や欠員の状況等を踏まえて対応すること

としている。

なお、若手職員等については、ただいま申し上げた考え方の下、地域における

農林水産行政の円滑な推進に向けて、今後、計画的な配置を進めていく考えであ

る。

障害者活躍推進計画については、厚生労働省が労働政策審議会障害者雇用分科

会における議論を踏まえて「障害者活躍推進計画作成指針」の策定を進めている

ところと承知しており、今後とも動向を注視してまいりたい。

障害者の雇用については、採用計画期間である今月末までに法定雇用率が達成

できる見込みである。

なお、障害者の相談体制や相談窓口、相談員については、本年４月に設置した

ところであるが、加えて、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正を

受けて、改めて同法に基づき、今月５日に「障害者職業生活相談員」を設置した
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ところである。

いずれにしても、障害のある方にいきいきと活躍していただくことが何よりも

重要と考えているところであり、障害のある方が働きやすい環境の整備に力を入

れてまいりたい。

人事異動に伴う転居については、４月期の人事異動において、転居を伴う職員

が引越業者の確保に御苦労されていることから、その対応を本年３月に職員へ周

知したところである。赴任期間を有効活用して集中期間を避けていただくととも

に、やむを得ない事情により期間を延長すべき旨の申出があった場合は、今後と

も公務に支障のない範囲内において、実情を考慮しながら柔軟に対応してまいり

たい。

なお、移転料については「国家公務員等の旅費に関する法律」に具体的な額が

定められているところであり、御要望については関係機関に伝えてまいりたい。

（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、５点について申し上げるので、再度当局見解

を伺う。

１点目は、超過勤務の縮減についてである。

秋季に開催したブロック別分会代表者会議や国営土地改良事業所等職域対策会

議では、各職場から、上限規制が措置された４月以降においても、欠員の中での

業務対応など絶対的な人員不足により超過勤務が慢性化している実態や超過勤務

の縮減に向けた声掛けはあるものの、業務の抜本的な見直し等はなされず、超勤

状況は大きく変化していない実態などが報告されている。

先ほどの回答では、「措置の実効性を確保する観点から、まずは業務の見直し、

業務分担や人員配置の見直し等をより一層推進する」としているが、４月から９

ヶ月が経過するなかで、具体的にどのような見直しを行ってきたのか示すこと。

また、必要最小限の範囲で指定したとする他律的業務の比重が高い部署の範囲

を減少させているのか。さらに、上限規制等を適用しない特例業務の指定状況を

示すこと。

私たちは、この間、全ての職員が健康で働き続けるためにも超過勤務縮減の前

提となるＩＣＴ等を活用した客観的で厳格な手法を用いた勤務時間管理の実施に

ついて求めており、民間に遅れることなく対応する必要があると考えているが、

農林水産省としてどのような対応を考えているのか。

(森秘書課長)

農林水産省本省では、

・ 事前の超過勤務命令を徹底し、勤務時間外の業務指示は行わないよう努める

こと

・ 上限時間を十分認識し、早出遅出勤務制度の活用に努めること



- 9 -

・ 職員の勤務の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。

他律的業務の比重が高い部署の範囲については、業務の状況を考慮して必要最

小限の範囲で指定しており、部署の新設や改廃など、状況に変化があった部署に

ついて、必要に応じて見直しをすることとしている。

さらに、特例業務については、主に国際交渉、法案の国会審議への対処、突発

的に発生した災害・防疫対応等の業務など、職員が従事する業務の状況を考慮し

て必要最小限の範囲で承認しているところである。

なお、勤務時間管理については、民間や他省庁の取組を参考にしつつ、ＩＣＴ

を活用したシステム構築の検討を進めているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、諸休暇の取得しやすい職場環境の整備についてである。

先ほどの回答において、「ゴールデンウィークや夏季休暇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」としているが、夏季

休暇の取得時期である７月から９月に業務の繁忙期となる植物防疫所、動物検疫

所の職場においては、連続休暇取得の困難性が高まっていることから、水際対策

として繁忙期と重なる夏季休暇３日の取得時期について、業務繁忙期以外の時期

に取得することが可能となるよう人事院への働きかけなど最大限の努力を求める。

(森秘書課長)

御指摘の官署について、夏季休暇の取得時期と業務繁忙期が重なっている状況

は承知している。夏季休暇については、人事院規則により取得時期が７月から９

月までと定められているため、取得時期の拡大を人事院に要望しているところで

あり、引き続き人事院の検討状況を見守ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、非常勤職員等の制度及び待遇改善についてである。

我々が求めてきた福利厚生面での待遇改善については、非常勤職員の夏季休暇

を有給で新設する人事院規則の改正が施行されることとなるなど福利厚生面で一

定の待遇改善が図られるが、引き続き、常勤職員と同様となるよう、非常勤職員

等の無給休暇の有給化など休暇制度の改善を図ること。

(森秘書課長)

非常勤職員の休暇については、今般の夏季休暇の新設を含め、人事院において、

民間の状況等を踏まえて措置されてきたと承知しており、今後の動向を注視して

まいりたい。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

４点目はハラスメントの防止対策についてである。

ハラスメント防止の周知などの取組について回答が示されたところであるが、

特にパワー・ハラスメントの防止対策について、民間においては女性活躍・ハラ

スメント規制法が来年６月に施行となり、パワハラの具体例など判断基準を示し

た指針が厚労省の労政審でとりまとめられ、現在、人事院の検討会においても議

論がすすめられている。我々が実施したアンケート結果においても、パワハラを

受けているとの報告が未だ散見されており、この間、労使で確認しているパワハ

ラの根絶に向けた対策を強化すること。

(森秘書課長)

現在、人事院の「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」に

おいて検討が進められていることは承知している。当省では、12月４日から10日

までの国家公務員ハラスメント防止週間において、人事院が作成した啓発資料に

加え、省独自のハラスメント防止チェックシートを配布し、ハラスメント防止に

努めているところであり、人事院の検討状況を見守りつつ、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）

５点目は、勤務時間外の官用車出張における対応についてである。

管轄が広域化し、長距離運転が常態化している中、他律的な業務対応や自然災

害対応、緊急的な応援対応などにより、移動時間が勤務時間外におよぶ場合、同

乗者についても、共に業務を行う運転者との業務打合せや業務後の報告対応、不

案内な土地での安全確保対応など行っており、運転者と同様に業務として拘束さ

れていることから、超過勤務の対象として取り扱うこと。

(森秘書課長)

官用車での移動が勤務時間外に及ぶ場合の同乗者の取扱いについては、「移動

時間の性質が他の交通手段で移動する場合と基本的に相違がないことから、原則

として超過勤務等の対象とは認められない」との見解が人事院から示されている

ところである。

一方で、当省では、官用車を使用した出張等が長距離、長時間に及ぶ場合は、

事故防止・安全運転の観点から、原則として複数の者による出張等とするよう指

示するなどしていること等から、同乗者を超過勤務の対象とするよう人事院に要

望してまいりたい。

(岡本書記長）

これまで申し上げたとおり、労働条件に大きな影響を与える多くの事項が具体

化される中、組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせる一方で、それ

ぞれの職場で国民の期待に応えるため、各種施策の遂行に懸命に対応している。
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要求事項はいずれも組合員の労働条件の維持・改善を求めているものである。

引き続き、要求の前進に向けて最大限対応いただきたい。

（枝元官房長）

本日は働き方改革や諸休暇の取得促進などの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。

本省、地方機関等にかかわらず、当省職員はそれぞれの職場において、農林水

産業を活力ある産業へ展開していくため、日々努力されていると認識している。

当局としても、本日の交渉を踏まえ、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 －


