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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27年12月３日（木）10:58～11:42（44分）

２．場 所：農林水産省大臣官房統計部第１会議室（北別館３階ドア№314)

３．出席者：

農林水産省 荒川 隆 大臣官房長

同 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 橋本 次郎 大臣官房地方課長

同 石上 和夫 大臣官房参事官（経理）

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 山田 裕典 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 渡邉 由一 調査交渉部長

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2015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

（山田秘書課調査官）

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、

「Ⅷ 労働諸条件の改善について」の「１、２の超過勤務縮減の部分、４の官用

車の安全対策の部分、８」

「Ⅸ 国家公務員宿舎の確保等について」の「１、３、４、５」

「Ⅹ ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について」の「１、２、

３、４」

「Ⅺ 福利厚生施策等について」の「２」

「ⅩⅢ 人事評価制度について」の「１、２、３」

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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（柴山書記長）

農林水産省及び独立行政法人に働く組合員は、東日本大震災等からの復興・再

生はもとより、国民生活を支えていくために公務・公共サービスの役割は高まっ

ており、その担い手として、農政の推進に強い使命感と責任をもって昼夜自らの

職務遂行に邁進している。

一方、職場では10月の組織再編に伴う混乱や継続した定員合理化による要員不

足によって、業務過重となり超過勤務は慢性化するなど、極めて厳しい労働環境

下にある。

このような中で、当面する課題について取りまとめ、11月12日に要求書を提出

したところである。

農林水産行政の円滑な推進と国民の期待に応えていくためには、働きがいと将

来展望のもてる職場の確立、業務遂行に必要不可欠な予算及び組織定員の確保、

雇用の安定と労働条件の維持・改善が必要であり、2009年より施行されている公

共サービス基本法11条にも沿ったものである。

要求している事項は、いずれも切実な課題であり、農林水産省当局として解決

できる事項は早急に対応するとともに、関係機関への要請事項についても、特段

の対応を要請する。

（荒川官房長）

要求事項のうち交渉事項に関する回答については、各担当課長から回答させる。

（横山秘書課長）

「Ⅷの１、２ 超過勤務の縮減等」について、農林水産本省では、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、管理職員は、勤務時間

外に業務指示を行わないように努める、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など具体的事項

を定め、超過勤務縮減に向け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

切に対応してまいりたい。

「Ⅷの８ セクハラ・パワハラの防止策の徹底など」については、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）」及び「パワー・ハラスメ

ント防止ハンドブック」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。

また、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。
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相談体制については、パワー・ハラスメントやセクシュアル・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、両当事者間の和解のあっせん等の措置を講じるための体制を

整備しており、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、パワー・ハラスメ

ント及びセクシュアル・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むなど、適切に対応してまいりたい。

「Ⅹの１、２ ワークライフバランスの推進等」については、「国家公務員の

女性活躍ワークライフバランス推進のための取組指針」に基づき、事務次官をチ

ーム長とする「農林水産省女性職員の活躍・職員の仕事と生活の調和推進チー

ム」において、「農林水産省女性活躍ワークライフバランス推進のための取組計

画」を昨年12月に策定し、総合的かつ計画的に取組を実行しているところである。

また、取組計画に示された目標達成に向け、職場ごとに、業務の効率化や職場

環境の改善策を議論・策定し、事後的に評価して更なる改善につなげる取組（PD

CA）の導入、育児・介護等に関わる職員が必要な時にテレワーク勤務を利用でき

る環境の整備、掲示板を利用した男性職員の両立支援制度の活用の周知、男女問

わず全ての職員に対し、仕事と家庭の両立に資するよう、育児・介護に係る状況

や両立支援制度の利用についての意向を記入する「仕事と生活の両立に関する状

況確認シート」の導入などの具体的な取組を着実に進めているところである。

「Ⅹの３ 特定事業主行動計画の着実な実行」については、平成27年３月に策

定した「農林水産省特定事業主行動計画」に即し、「次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ、育成される社会」を創るため、職場を挙げて支援する環境整備

に取り組んでいる。引き続き行動計画に基づき、環境整備に取り組んでまいりた

い。

また、「女性活躍推進法」に基づき、各事業主が策定することとなっている

「農林水産省特定事業主行動計画」の年度内決定に向け、事務次官をチーム長と

する「農林水産省女性職員の活躍・職員の仕事と生活の調和推進チーム」にて、

女性の活躍推進に向けた体制整備となるよう、策定作業をすすめてまいりたい。

「Ⅹの４ 女性の採用・登用等の取組」については、政府の「第３次男女共同

参画基本計画」及び人事院が定めた「女性国家公務員の採用・登用拡大に関する

指針」を踏まえ、農林水産省における女性職員の採用・登用拡大計画を定めてい

るところである。

拡大計画等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・実績主義による人事配

置に努める等、意欲と能力のある女性職員の登用の推進、仕事と生活の両立に関

する状況確認シートの導入、掲示板を利用したメンター制度の周知などの具体的

な取組により女性職員が高い意欲を持って長期的なキャリア形成を図っていける
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よう、先輩女性職員に気軽に相談できるような体制の整備を着実に進めていると

ころである。

これらの取組の結果、準ずる試験である獣医職・畜産職等を含めた農林水産省

全体の女性の採用割合は、平成27年度において38.8％であり、「拡大計画」の目

標35%を上回っているところである。

女性職員の割合も年々増加しており、引き続き女性の採用・登用の拡大や、女

性が働きやすい環境の整備を進めてまいりたい。

「Ⅺの２ メンタルヘルス対策」については、ストレスチェックについては、

人事院規則等の改正が今月１日に公布・施行され、併せてストレスチェック制度

に関する指針が示されたところであり、それらの内容に沿って実施してまいりた

い。

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、職場や専門家が連携して対応してい

るところである。なお、管理職員の心の健康に対する意識向上のため、定期的に

管理職員向けメンタルヘルス研修を実施しているところである。

また、職場に復帰する際には、人事院の「試し出勤」制度を一層活用し、職場

復帰に関する不安を緩和してから復帰するよう努めるとともに、円滑な職場復帰

のための面談と再発防止のための職場復帰計画を作成し、復帰の支援を着実に実

施しているところである。

職員のメンタルヘルス対策は円滑な業務運営の観点からも重要な課題であり、

引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

次に、「ⅩⅢ 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、評価者が付す「個別評語」が調整者による評価の

甘辛の補正などの調整を経ていないことを考慮し、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、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。

評価者訓練については、制度官庁が主催する評価者研修に、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、農林水産省主催の管理者研

修においても、評価制度や評価結果の活用について、可能な限り分かりやすく解

説しているところである。
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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十分周知している

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機会を捉え

て周知しているが、引き続き、評価制度等への理解が更に深まるよう取り組む考

えである。

（橋本地方課長）

「Ⅷ労働諸条件の改善について」の４の「官用車の安全対策の強化」の部分に

ついてお答えする。

官用車の更新に当たっては、これまでも、エアバッグ、ＡＢＳ（アンチロック

・ブレーキ・システム）等の安全装置を搭載した車両を購入しているところであ

る。

衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置を搭載した車両については、今後の普及状

況等を勘案しながら、導入を検討してまいりたい。

また、調査用の機材等を運搬するためライトバン型車両が必要と認識している

ことから、乗用車型車両の購入については、今後の業務実態を踏まえ検討してま

いりたい。

（石上参事官）

「Ⅸ 国家公務員宿舎の確保等」についてお答えする。

国家公務員宿舎の削減については、対応の難しい課題も多いと認識しているが、

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。

独立行政法人向けの必要戸数の見直しについては、国会等において更なる批判

を招くおそれがあるため、難しい状況である。

独法敷地内の財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等については、廃止宿舎の入

居状況等を勘案しながら各財務局等と退去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用

等について、宿舎ごとに調整を行っているところであり、官房としても各局庁と

連絡を密にして、入居者が全て退去するまで、引き続き、真摯に対応を行う考え

である。

また、売却不能宿舎等の財産処分の方向性、対応策は、財務省との引継ぎ協議

の中で財務省とともに検討していく考えである。

退去及び転居を余儀なくされる職員に対しては、引き続き、各官署等において

近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行うとともに、農林水産省共

済組合本部及び各支部並びに農林水産省生活協同組合においても、民間賃貸住宅

や分譲住宅等の情報を提供してまいりたい。

公務員宿舎は、職員の仕事と生活の基盤となる重要な事項であるが、国家財政

や公務員に対する国民の厳しい視線なども考慮しなければならないと認識してい

る。

個別課題の解決に当たっては、官房、各局庁及び省内の各維持管理機関が一体

となって、できることから一つずつ実現するよう、引き続き努力する考えである。
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人事異動に当たり転居を伴う職員の宿舎については、財務本省及び各財務局等

に対し宿舎の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、宿舎への入居手続きに

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

入居手続きを行うよう、引き続き努力する考えである。

また、近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供、農林水産省共済組合

が斡旋する住宅仲介業者による賃貸物件の情報提供及び仲介手数料の割引サービ

スについても併せて周知してまいりたい。

（柴山書記長）

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、先ずは主要な事項に

ついて、私から重ねて要請させていただく。

１点目は、ＴＰＰについてである。

政府は、10月５日にＴＰＰ交渉が「大筋合意」に達したと発表した。その際、

「国益は確保」「交渉の成果」「国会決議の遵守」としているが、農林水産物等

の関税撤廃の状況は81％となっており、大筋合意内容が表面化する中で、国益が

守られているのかという不安と不満の声が生産者を中心に日増しに強くなってい

る。

ＴＰＰ交渉の「大筋合意」は、国会決議を逸脱し、国益を損なう懸念が強いこ

とやアメリカ議会の対応が非常に不透明な状況にあることから、今後想定される

協定の国内批准には慎重に対応するよう要請する。

また、10月に各ブロック段階で開催された品目毎の説明会を踏まえ、今後、地

方参事官を活用した市町村説明会や集落毎の説明会等が予想されるが、この間の

状況と現段階の考え方について伺う。何れにしても、地方任せにせず、農林水産

省の新体制が一体となって責任を持った対応と関係者から出された意見をしっか

りと集約し政策に反映するよう求める。

２点目は、2016年度予算概算、組織・定員についてである。

まずは、2016年度予算概算についてである。

2016年度予算については、農林水産業・地域の活力創造プランに基づく、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要請する。特に、独

立行政法人については、衆参農林水産委員会における附帯決議を踏まえ、事務・

事業の推進に必要な運営費交付金や施設整備費補助金などの予算の満額確保を重

ねて要請する。なお、来年４月には４法人及び２法人が統合されることとなるが、

統合に伴い新たな効率化が行われないよう査定省にしっかり要請するよう求める。

次に、組織・定員についてである。

私たちは、９月25日の労使間意見交換会で次年度の国営土地改良事業所の新設

・閉鎖が明らかとなったことから、事業所閉鎖にかかる課題を把握をするため、

11月４日から18日にかけて４事業所において「閉鎖事業所対策会議」を開催して
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きた。対策会議では、閉鎖を予定している事業所のみならず、各職場では業務量

に見合う人員が配置されていないことから、慢性的な超過勤務を強いられている

など、必要な人員配置を求める切実な意見が出された。

また、10月21日から29日にかけて開催した「１人庁廃止に伴う植防職域対策会

議」では、訪日外国人の急増に伴う検疫業務の増加やＰＰＶへの対応など、業務

に見合った人員配置となっていないことから、慢性的な超過勤務が発生している

との意見が数多く出されたところである。

現在、査定省との厳しい折衝が行われていると思うが、農林水産行政の円滑な

推進と組合員の労働条件を確保するため、組織・定員要求の満額確保を強く求め

る。

なお、来年度から定年後、最長２年間は公的年金が支給されなくなる。政府は、

当面、再任用の義務化を進めるとしているが、定員事情の厳しい農林水産省にお

いて、職員の希望通りの再任用の定員を確保するため、定員管理の弾力化などの

対応を行っているのか伺う。

３点目は、組織再編についてである。

本年10月の組織再編により新たな体制がスタートした。農林水産行政を取り巻

く環境が大きく変化するなかで、行政需要に的確に対応していくためには、衆参

農林水産委員会で採択された附帯決議を踏まえ、農林水産政策を着実・継続的に

推進できる組織体制を確立することが重要である。そのためには、地方組織に偏

重した定員削減は行わず、技術の継承や人材育成を図るため、新規採用者や若手

職員を支局に配置するよう求める。

また、中央本部は、組織再編直後に、総務・会計業務に係るシステムが円滑に

機能していないとの数多くの意見が出されたことから、過日、申し入れを行い一

定の整理を図ってきたところである。さらに、地方参事官室については、組織再

編から２ヶ月も経たない中で旅費や庁費の予算不足が報告されていることから、

業務遂行に支障をきたさないよう必要な予算の確保を求める。

このようなことから、私たちは、組織再編後の業務運営及び2016年度の拠点集

約に係る課題を把握することとしている。取りまとめた課題については、別途提

出し改善を求めるので誠意ある対応を要請する。また、分会においても、適宜、

課題改善に向けて当該当局に対し申し入れ等を行うので、誠意を持って対応する

よう現場当局の指導を重ねて要請する。

４点目は、独立行政法人改革についてである。

次期中長期目標の策定にあたっては、各法人の事務・事業と組織の維持、組合

員の雇用と労働条件の確保を図るため、この間の交渉において節目毎の情報提供

を求めてきたところであるが、11月17日の総務省・独法評価制度委員会の「法人

の業務及び組織の見直しについての意見」も踏まえ、現時点での検討状況につい

て伺う。

また、法人統合にあたっては、各法人が担ってきた事務・事業を確実に引く継
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ぐとともに、新法人としてさらに発展・強化されるよう、衆参農林水産委員会に

おける附帯決議を踏まえ対応するとともに、十分な検討時間を確保し、労働組合

の意見をしっかり反映するよう要請する。

最後に、級別定数についてである。

農林水産省では、相次ぐ定員削減や新規採用の抑制により人員が大幅に削減さ

れる中で、東日本大震災からの復興・再生、農林水産業・地域の活力創造プラン

に基づく農林水産政策の推進、組織再編に伴う支局の発足などに対応している。

また、行政ニーズが高まる中で、全ての機関・職域で業務は複雑・高度化してい

ることから、職責の重さに応じた処遇改善を図ることが必要である。

私どもも人事院に対して10月13日に要求書を提出し、ブロック担当中央執行委

員も参加する中で、現場実態を踏まえた級別定数の拡大を求めてきたところであ

る。

こうした職責の重さ・高まりに応じた処遇改善が図れるよう級別定数の確保に

向け最大限の努力を求める。特に、組織再編に伴う管区機関の取扱いについては、

処遇改善が実現できるよう求める。

（荒川官房長）

柴山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、ＴＰＰについては、関税撤廃の例外を数多く獲得するなど、交渉結果として最

善のものとなったと考えている。農林漁業者の間にある懸念を踏まえ、影響を精

査の上、交渉で獲得した措置と合わせて万全の国内対策を講じていく考えであり、

国会承認に向けて合意内容を正確かつ丁寧に説明してまいりたい。

説明会については、本省、農政局、地方参事官が連携して対応することとして

おり、都道府県等からの要望に応じて地方参事官等が説明会に参加する場合には、

事前に説明ぶりや想定問を共有するほか、説明会の開催時間を本省とも共有の上、

確認が必要な場合には、本省の担当原課に電話問合せが可能となるホットライン

を設けるなど、本省としても最大限対応していく考えである。

次に、平成28年度予算及び組織・定員については、現在、査定省と議論を行っ

ているところであるが、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、「強

い農林水産業」や「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、必要な予算、定員

の確保に努めてまいりたい。

なお、再任用については、平成25年３月の閣議決定の趣旨を踏まえて、再任用

に必要な定員・定数の確保に努めていく考えである。

また、独立行政法人の運営に必要な運営費交付金等の予算については、これま

でのところ、統合に伴う新たな効率化についての検討は行っていない。

現在、査定省において要求内容を精査中であるが、今後の独立行政法人の事務

・事業の実施に支障がないよう、必要な予算確保に万全を期してまいりたい。



- 9 -

組織再編については、今後とも、衆参農林水産委員会で採択された附帯決議の

趣旨を踏まえ、業務の状況を見ながら、政策動向や現場のニーズの変化に対応で

きるよう、必要な体制の確保に努めてまいりたい。

また、各業務の継承、円滑な実施のため、若手職員の人材育成に努めるととも

に地域における農林水産行政を十分習得できるよう、計画的配置に取り組んでま

いりたい。

なお、組織再編後の業務運営については、御要請の趣旨を踏まえ、現場実態や

職員の意見を真摯に受け止め、１つずつ見直すとともに円滑な業務運営に努めて

まいりたい。

次に、独立行政法人についてである。

独立行政法人の新たな中長期目標の策定については、総務省独立行政法人制度

評価委員会からの意見も踏まえ、次期目標案を策定し、１月に独評委に提出した

後、２月末までに次期目標を決定し、法人に指示する予定である。

また、法人統合については、改正された農研機構法及び平成28年４月施行の水

産研究・教育機構法の規定により、各法人が担ってきた事務・事業については、

確実に新法人に引き継がれるとともに、統合の相乗効果により組織全体としての

発展・強化が図られると考えている。

これまでも、節目毎に情報提供してきたところであるが、御要請の趣旨を踏ま

え、引き続き必要な情報提供に努めてまいりたい。

（横山秘書課長）

級別定数については、職務の複雑・困難度が増す中、地方農政局支局が管区機

関として認められるなど、職責の高まりに応じた処遇改善を図ることは、優秀な

人材の確保、職員の士気の高揚による公務能率の一層の増進を図ることからも必

要であり、要求している級別定数の確保について、最大限努力してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、３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、超過勤務縮減についてである。

超過勤務縮減に向けた具体的取り組みについて回答があったが、私たちは、７

月から８月にかけて実施された「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間

については、この取り組みにより超過勤務が増加することは本末転倒であること

から、実質的な超過勤務縮減とワークライフバランスの確保につながる実効性の

あるものとするため、厳格な勤務時間管理による超過勤務の抜本的削減や職場環

境の整備、職員の希望等を踏まえた割り振り、朝型勤務取得者には超過勤務を原

則として命じないこと、などとなるよう求めてきたところである。

これを受け、９月に全分会で「ゆう活チェックシート」により検証を行ってき
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たところ、「実質的に超過勤務が縮減されたか」との問いについては、実質的な

超過勤務の縮減には結びつかず、負担に感じる組合員が多かった、管理職の業務

調整もなくサービス超勤となり組合員の負担となった、出勤時間が早くなっただ

けで退庁時間は変わらず、実質的に勤務時間が延びた、実施期間中の超過勤務は

縮減されたが、その分後回しにされた仕事を実施期間後に超過勤務で行わざるを

得なくなり、実質的な超過勤務縮減とはならなかった、などの意見が数多く出さ

れ、54.5％が超過勤務が縮減されていないとの結果となっている。

農林水産省としても、内閣人事局が取り組んだアンケートを通じて検証を行っ

ていることと思うが、農林水産省における「ゆう活」・ワークライフバランス推

進強化月間の検証結果について伺う。

なお、職場によっては強制的に朝型勤務を取得させられた、取得できない理由

を紙で提出を求められるなど中央段階で確認した事項が履行されていないとの報

告もされている。内閣人事局は、来年度も「ゆう活」を取り組むこととしている

ことから、初年度の総括をしっかり行うとともに、私たちの意見を反映するよう

求める。

また、私たちは昨年６月に成立した「過労死等防止対策推進法」の施行を踏ま

え、職場から過労死等を出さないことを旨とする「過労死ゼロ」宣言を各職場で

採択し、過労死等が起きない健康で安全な職場を維持・実現するため、長時間労

働是正に向けた様々な取り組みを進めている。当局においても、「過労死等防止

対策推進法」を踏まえ、より実効ある超過勤務縮減対策を各職場で実施すること

を強く要請する。

さらに、「管理職は、勤務時間外に業務指示は行わないよう努める」との回答

が示されているが、管理職はマネジメントを十分発揮しながら、業務の進捗状況

を踏まえて勤務時間管理を徹底し、業務上必要な超過勤務については事前命令を

徹底するとともに、命令に伴う超過勤務手当は全額支給するよう予算措置を強く

求める。

（横山秘書課長）

本年７月から８月にかけて実施されたゆう活について、内閣人事局の「ゆう

活」・ワークライフバランス推進強化月間取組状況調査結果を検証したところ、

農林水産省においては、早朝出勤を実施した本省（林・水含む）に勤務する職員

の実施期間中の毎週水曜日の全省庁一斉定時退庁日における定時退庁割合は他省

庁よりも高い傾向となっている。

また、地方支分局においては、１時間未満の早朝出勤実施者が多い点が、本省

と異なるが、実施期間中の毎週水曜日の早朝出勤実施者の定時退庁割合は本省同

様高くなっている。

なお、本省、地方支分局ともに、ゆう活を実施した本年７月、８月における職

員一人当たりの平均超過勤務時間は、昨年同時期と比較して減少していると認識

している。

超過勤務の縮減に関しては、管理職員は、超過勤務をしなければならない場合
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にあっても、午後10時を目途とすることとし、当日中に処理しなければならない

かどうかを十分見極め、通勤時間に配慮し通常の交通手段による帰宅確保に努め

る、やむを得ず長時間かつ長期間の超過勤務命令並びに週休日及び休日の勤務命

令をする場合にあっては、業務の緊要性等を確認するとともに、職員の健康管理

面等を十分勘案する等、健康管理上の観点も考慮の上、引き続き取り組んでまい

りたい。

なお、超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、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、超過勤務手当を支払っている。必要な予算は引き続き確保に努めていく

考えである。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立についてである。

「農林水産省女性活躍ワークライフバランス推進のための取組計画」に示され

た目標達成に向けた具体的な取組として、テレワーク勤務を利用できる環境の整

備が盛り込まれているが、農林水産省における現在の整備状況と今後の整備計画

の考え方について伺う。なお、テレワークに係る勤務時間等のあり方などの見直

しにあたっては、私たちの意見を踏まえるよう要請する。

また、女性活躍推進法の施行に伴う農林水産省特定事業主行動計画の策定につ

いては、前広な情報提供を行うとともに、私たちの意見を反映するよう求める。

（横山秘書課長）

テレワークについては、「農林水産省におけるテレワーク推進計画」に基づき、

まず、本省内において、専用パソコンから職場のシステムにアクセスできるリモ

ートアクセスシステムを活用し、試行を行っているところである。今後、地方支

分部局等においても、試行を開始できるよう検討を行い、2020年度末までに、業

務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除く全ての職場で本格実施を開

始できるよう取り組みを進めてまいりたい。

また、女性活躍推進法の施行に伴う農林水産省特定事業主行動計画の策定にあ

たっては、実効性のあるものとなるよう策定作業を進めるとともに、御要請の趣

旨を踏まえ、必要な情報提供に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は、国家公務員宿舎の確保についてである。

独法敷地内における売却不能宿舎等の有効活用については、この間再三求めて

いるが、今回も「各財務局等と退去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用等につ

いて、宿舎ごとに調整を行っている」との従来の回答に留まっている。多くの宿

舎で退去が進められている中で、先行きが見えないことに組合員は不安を募らせ

ている。部分廃止宿舎の退去期限の延長及び有効活用など具体的な方策を持って、

財務省との調整に当たる必要があると考えるが、当局としてどのように考えてい
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るのか伺う。

（石上参事官）

廃止宿舎の取り扱いについては、国家公務員の宿舎削減計画において、売却す

ること等が示されており、各維持管理機関において、各財務局等と各宿舎の引継

ぎのための調整を行っているところである。

独法敷地内における引継ぎが困難な廃止宿舎等については、先ほど申し上げた

とおり、入居者が退去するまでは、宿舎ごとの事案に応じて退去期限の後ろ倒し

や宿舎貸与の弾力的運用等について真摯に対応しているところである。

なお、引継ぎが困難な廃止宿舎については、本省としても財務本省と引継ぎの

ための連絡調整を密に行い、各財務局等との引継ぎが円滑に行われるよう努めて

いく考えである。

（柴山書記長）

最後になるが、職場からは、農林水産行政の確実・着実な推進が極めて重要と

しながらも、引き続く定員削減により、全ての職域・職場において業務に見合う

人員が配置されていないことから、必要な要員確保を求める意見が数多く出され

ている。

国民の期待に応える農林水産行政を円滑に展開するためには、使用者として組

織の将来に責任を持ち、組合員が安心して働きやすい職場の確立と誇りを持って

事務・事業を推進できる体制の構築が重要である。

冒頭も申し上げたとおり要求事項は、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、多岐に渡っているが、要求の前進に向け最大限の

対応を頂きたい。

（荒川官房長）

本日は、超過勤務の縮減やワーク・ライフバランスなど数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。

10月に組織再編が行われ、職員の皆様には新たな気持ちで農林水産省の重要施

策に取り組んでいただいていると承知している。将来にわたり国民の期待に応え

られる農林水産行政を展開していくため、本省と地方とが一体となって協力して

取り組むとともに、本日の交渉を踏まえ、今まで以上に職員が安心して働きやす

い職場となるよう引き続き努力してまいりたい。

（山田秘書課調査官）

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 －


