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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２年９月29日(火) 11:13～11:47(34分)

２．会 場：農林水産省大臣官房国際部第３会議室（本館地下１階ドア№016）

３．出席者：

農林水産省 横山 紳 大臣官房長

同 森 重樹 秘書課長

同 中澤 克典 地方課長

同 秋葉 一彦 予算課参事官

同 大坂 浩之 秘書課人事調査官

同 宮長 郁夫 秘書課人事企画官

全農林労働組合中央本部 渡邉 由一 書記長

同 村上 嘉則 財政局長

同 永井 和宏 調査交渉部長（非現業担当）

同 大滝 重之 調査交渉部長（独法担当）

同 立花 賢司 組織教宣部長 外

４．議 題：2020人勧期要求書回答

(全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」)

５．議事概要

（宮長秘書課人事企画官）

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、

・ 「Ⅱ 2021予算概算、組織・定員要求等について」の「９のコロナ感染拡大

防止対策に関する職場環境の整備の部分」

・ 「Ⅴ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１、２」

・ 「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（１）の超過勤務縮減の部分、（２）、

（３）、３の官用車の安全対策の部分、５のハラスメントの再発防止策の部分、

６、７、８の研修の開催部分を除く障害者等の職場環境の部分」

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。

（渡邉書記長）

農林水産省及び所管独立行政法人に働く組合員は、コロナ禍にあっても、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ニーズに応えるため、

日夜、懸命に職務に邁進している。

７月にＷeb併用で開催した定期大会では連年にわたる厳しい定員削減のなか、業

務量と定員のミスマッチによる厳しい業務実態、新型コロナウイルス感染症拡大防

止にかかる課題をはじめ、欠員の早期解消、業務や技術の継承のために新規採用を

含む若手職員の配置を求める意見などが報告されたところである。

このようななかで、公務関係労働者の生活・労働条件の維持・改善などを要求事

項とした要求書を８月28日に提出し、官房長からは、「十分検討し、後日回答する」
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との見解が示されたところである。それでは、要求書に対する回答をいただきたい。

（横山官房長）

それでは、要求事項のうち交渉事項について、各担当課長から順次回答する。

（森秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅱについての回答をさせていただく。

９のコロナ感染拡大防止対策に関する職場環境の整備の部分についてである。

農林水産省では、省としての機能を維持し、必要な業務を可能な限り継続すると

ともに、職員の健康を確保するため、テレワークの拡大や時差出勤の活用、出勤前

の検温及び体調確認、庁舎の入館制限と入館者の体温測定、咳エチケット、手洗い

や手指消毒の励行などの取組を進めてきたところである。現在においても感染者の

発生が続いている中で、本省においてはテレワーク、休暇及び時差出勤に５割以上

の職員が取り組むこと、地方においては本省の取組を参考とし、知事の要請内容や

業務実態を踏まえ可能な限り対応することとしており、今後も「新しい生活様式」

に即した対応が求められることを踏まえ、これまでの取組を検証しつつ、より効果

的に実施していくことにより、農林水産省の機能の維持と職員の健康確保に努めて

まいりたい。

Ⅴの非常勤職員等の制度及び待遇改善について回答させていただく。

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、順次、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てきたところである。

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。

続いて、Ⅵの労働条件の改善についてである。

１の超過勤務縮減についてであるが、本年度において、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、

超過勤務の縮減に努めること、など具体的な取組について、各局庁に対し、周知し

たところである。

また、昨年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おり、

他律的業務の比重が高い部署の指定の範囲についても、昨年度の超過勤務実績及び

業務実態を踏まえ、必要最小限の範囲となるよう見直しを行ったところである。

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。

続いて、５のハラスメント防止対策についてであるが、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。パ

ワー・ハラスメントの防止については、本年６月１日に人事院規則10-16「パワー

・ハラスメントの防止等」の施行を受けて、当省において「パワー・ハラスメント

防止等に関する措置について」を制定し職員へ周知を行うとともに、既存の「職員

の苦情相談窓口及び相談員の設置について」についても改正を行い、ハラスメント

に関して一元的に相談を受ける体制を整備したところであり、人事院が作成した「職

員は、ハラスメントをしてはならない。」等を職員掲示板に掲載し周知を行い、そ
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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、６の諸休暇を取得しやすい職場環境の整備についてである。

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、課長等が９月以降、毎月

末時点で年次休暇の使用日数が５日未満となる職員を把握するとともに、業務に支

障のない範囲で計画的に年次休暇を使用できるよう配慮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、７の心の健康づくりについてである。

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要

領」に沿って実施してまいりたい。

次に、８の障害者雇用についてである。

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など施設のバリアフリー化を順次実施しているところで

ある。

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、障害者が

安心して働くことができるよう、相談窓口の設置や、人事担当者及び障害者が配属

されている部署の職員等に対して、厚生労働省が開催する講座等への受講機会を設

けるなどにより、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てまいり

たい。

（中澤地方課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての３の官用車の安全対策について、回答さ

せていただく。

官用車の安全対策については、新しくリースなどで官用車を導入する際には、バ

ックカメラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置にも配慮して導入しているところ

である。

（渡邉書記長）

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３点

について、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金改善等についてである。

９月１日に公務員連絡会幹事クラスと人事院との交渉が行われ、新型コロナウイ

ルスの感染拡大により、例年同様の人勧期の取組ができないなかで全国の仲間と取

り組んだ署名を提出するとともに、月例給与の水準の維持や一時金については、職

員の生活を守る支給月数の確保を求めたところである。その署名では、自然災害対

応やコロナ禍等の厳しい業務実態のなか、懸命に職務を遂行している組合員から、
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月例給与水準の維持など賃金・労働条件の維持・改善を求める切実な意見が数多く

寄せられたところである。今後の人事院勧告に向けたスケジュールについては明ら

かになっていないが、農林水産省としても政府の一員としての対応を求める。

２点目は、2021年度予算概算、組織・定員要求についてである。

まず、予算についてである。

2021年度予算概算要求にあたっては、今月末の省議決定に向け最終段階と推察す

るが、コロナ禍にあっても持続可能な農林水産業の確立に向けた各種施策の着実な

実施や勤務環境整備などの組合員の労働条件を改善するためにも必要な予算を確保

するよう最大限の対応を要請する。

この間、独立行政法人では、事務・事業の確実な達成のために必要な運営費交付

金、施設整備費補助金などの確保と組合員の賃金改定及び労働条件の改善に必要な

人件費の確保を求めてきた。特に、その運営費交付金の算定ルールで大きく影響し

てきた理不尽な「効率化係数」の廃止を最大の課題として強く求めてきた。

その理由は、2001年４月の独立行政法人への移行当初から運営費交付金に「効率

化係数」が設定され、一般管理費及び業務経費では、それぞれ対前年度比３％及び

１％の減額が毎年継続されるとともに、施設整備費補助金では2011年の東日本大震

災の対策に係る財源確保のため、翌年度以降から大幅減額となっている。これ以上、

各法人に対する予算の削減が進めば、独立行政法人通則法第２条の「国民生活及び

社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事

業」の遂行に影響を及ぼし、法人の円滑な運営に支障をきたす極めて厳しい状況と

なる。

本年は、第４期中長期目標・計画期間が終了することを踏まえ、第５期中長期目

標の策定に向けた様々な検討が進められているが、この機を逃すと2021年度から移

行する第５期中長期目標・計画期間中に運営費交付金の「効率化係数」が継続され、

見直しが困難となることが想定されることから、まずは主務省が作成する概算要求

において「効率化係数」が廃止されるよう求めている。要求額決定の最終段階であ

るが、主務省として、どのような対応を行ってきたのか伺う。

私たちは、現在、「効率化係数」の廃止と施設整備費補助金の増額・確保を求め、

議員要請に取り組んでいるので、引き続き前広な情報提供と誠意をもった対応を求

める。

加えて、第４期中長期目標等期間終了時の見直しとして、各法人の自己評価報告

を踏まえ、主務省より「業務・組織全般の見直し」が検討されているが、その検討

状況について前広な情報提供を求める。

次に、組織・定員要求についてである。

新たな定員合理化計画目標期間の２年目となるなか、本年３月に閣議決定された

「新たな食料・農業・農村基本計画」等に基づく既存の施策や新たな施策の円滑な

導入・推進を本省・地方が一体となって進めるためにも、定員減少が継続する地方

農政局等出先機関の定員の拡充や頻発・激甚化する自然災害対応、農業農村整備の

推進のための国営土地改良事業所等における業務量に見合った定員の確保、水際対

策など防疫・検疫体制の強化のためのさらなる増員などを求めてきたところである

が、円滑な農林水産行政の推進に必要な体制や新規増員要求は十分な要求となった

のか伺う。

なお、省議決定後は、政府決定まで短期間での査定省との折衝が想定されるが、

農林水産業の生産基盤の強化をはじめとした2021年度予算概算要求、その実現に必

要な組織・定員要求が満額確保されるよう、現時点から最大限の対応を求める。
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我々、労働組合としても満額確保に向け様々な取組を行うこととしており、要求

内容を踏まえ、別途、要請するので、誠意ある対応を求める。

３点目は、組織の将来展望についてである。

要求書提出時に、官房長から、「地方農政局等の維持・活性化を図るため、設置

法改正時の附帯決議を踏まえ、中長期的な視点に立って、新規採用を含む若手職員

が業務を継承し、地域における農林水産行政を習得できるよう、本局・本所のほか、

県域・地域拠点への計画的な人材配置と育成に引き続き取り組む考え」として、本

年度の若手配置等の取組を継続する考えが示されたところである。

コロナ禍のなかでの地域における施策推進に向けた対応など地方組織に対するニ

ーズは高まっており、定員合理化計画期間の２年目となる2021年度においては、組

織の維持・活性化のためにも、地方に偏重した定員削減割当を見直すとともに全て

の県域・地域拠点へ新規採用者及び若手職員、フルタイム再任用職員を確実に配置

するよう現段階から強く求める。

また、今秋には、今年度の新たな業務対応や業務見直し状況について、各職場で

着実に実施されているか、さらにコロナ禍における上半期の業務運営上の課題につ

いて、点検活動に取り組むこととしている。これらの点検結果については、別途提

出し改善を求めるので誠意ある対応を求める。

（横山官房長）

渡邉書記長から言及のあった事項について、私から申し上げる。

人事院勧告については、例年８月上旬に行われているところであるが、本年の取

扱いについては、今後の動向を注視してまいりたい。

令和３年度予算概算要求については、農林水産業・農山漁村の維持・継承、生産

基盤の強化のほか、地方での就農・定住促進、食と農への理解醸成、リモート化・

デジタル化、セーフティネットの強化といったコロナ対策等の課題にも応えられる

ものとなるよう、検討を進めてまいりたい。

独立行政法人における効率化係数については、累次の閣議決定を踏まえて設定し

ているものであるが、法人から要望があることは承知しており、新たな中長期目標

等を設定する中で検討することとなる一方、運営費交付金は国民から徴収された貴

重な財源で賄われるものであるため、独立行政法人は運営費交付金を効率的に使用

するよう努める必要があると考えている。いずれにせよ、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

確保に必要な要求を行ってまいりたい。

また、今期中長期目標における自己評価を踏まえて行われた業務実績評価、業務

・組織全般にわたる検討結果を９月15日に公表したところである。

今後、来年３月までの次期中長期目標の策定にあたっては、これらの内容を踏ま

えるとともに、法人の現状、課題等に留意することが重要であることから、各法人

と緊密に連携してまいりたい。

令和３年度の組織・定員要求については、新たな基本計画に沿って、農林水産業

の成長産業化やその土台となる生産基盤の強化等に向け、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・定員の確保に努めてまいりたい。

次に組織の将来展望であるが、地方組織の維持・活性化を図るため、新規採用者
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や若手職員の計画的な配置に努めるとともに、職員が極端に少ない年齢層の平準化

を図るため、中途採用者の確保や、各県域拠点・地域拠点の欠員状況、希望職員の

業務経験等を総合的に勘案し、現役職員を含めた人事企画の中でフルタイム再任用

者の計画的な配置に努めてまいりたい。

若手職員の配置については、地方組織の維持・活性化を図るため、設置法の附帯

決議に基づき、業務の継承、地域における農林水産行政を習得できるよう、引き続

き計画的な配置に努めてまいりたい。

各職場における業務運営上の課題については、現場の実態や職員の意見等を踏ま

え、真摯に対応していく考えである。

（永井調査交渉部長）

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

伺いたい。

１点目は、労働条件の改善について、超過勤務の上限措置を踏まえた超過勤務の

縮減についてである。

我々が５月に行った「労働条件点検アンケート」結果の速報値では、昨年４月の

人事院規則改正から１年が経過するなかで、超過勤務の上限措置が設けられたこと

を「知らなかった」との回答が24％を超える実態が明らかになったところである。

特に、他律的業務の比重が高い部署の指定の範囲について、必要最小限の範囲と

なるよう本年度には見直しが行われたところであるが、昨年度において指定されて

いる部署においても、指定されているのか「わからない」との回答が３割を超えて

いる実態にある。

このように上限措置自体の周知・認識不足が散見されるなかで、措置後１年間の

超勤実績は本省・地方出先機関等において、どのような結果となったのか伺う。

また、昨年度においては、自然災害や豚熱等防疫対応、新型コロナウイルス対応

など年度途中において、上限時間を超えて超過勤務を命令できる特例業務の指定が

行われたところであるが、これに対する現時点での分析・検証状況はどのようにな

ったのか伺う。

（森秘書課長）

先ほども申し上げたとおり、昨年４月から超過勤務の上限措置の趣旨を踏まえた

取組を行っているところであるが、併せて上限規制の内容については職員掲示板に

掲載するとともに、他律的業務の比重が高い部署の範囲を定めた場合にあっても各

機関ごとに職員掲示板への掲載に加えて各勤務管理者から職員に周知を行っている

ところである。

また、各勤務管理者に対しては、更なる超過勤務縮減に向けた取組を徹底すると

ともに、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ことを周知したと

ころであり、その結果として、上限規制の導入後の１人当たりの月平均超過勤務時

間は、農林水産省全体として、平成３０年に比べ１時間減少したところである。

更に、特例業務の要因の整理、分析及び検証については、現在、秘書課において

各局庁から提出のあった要因分析結果等を検証しているところであり、この結果を

受けて各局庁に対し、必要に応じ指導、助言を行うこととしている。

（永井調査交渉部長）

改めて、上限措置の実効性を確保する観点からも、原則として上限時間を超えて

超過勤務命令はできないという人事院規則改正の主旨や必要とされる他律的業務の

比重の高い部署の指定の周知などを確実・丁寧に行った上で、実効ある超過勤務縮
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減対策の実施を強く求めるとともに特例業務に関する農林水産省としての分析・検

証結果を踏まえた対応方針等については、前広に情報提供するよう求める。

２点目は、本年４月の人事異動期の移転料の実費支給にかかる対応についてであ

る。

近年の引越し料金の高騰などにより、広域異動に対応する多くの組合員が高額な

自己負担になっていることに対し、機会あるごとに改善を求めてきたところ、本年

４月より移転料を実費支給とする見直しが行われたところであるが、その状況を把

握するために、本年４月期の異動を対象として実施した「労働条件点検アンケート」

結果では、異動により引越し業者を利用した組合員のうち、自己負担額が生じた者

は前年の62.1％から24.6％と大幅な減少となったものの、未だ自己負担が生じてい

る実態が明らかになっている。

手続き等に対しては、「繁忙期で引越し業者や見積もり業者が確保できなかっ

た」、「手続きや必要書類など多く事務が煩雑」、「実費支給となっても対象外経費

も多く、結果として自己負担が生じる」など実行面の課題や運用面での改善を求め

る意見が数多く寄せられているが、当局としてこのような状況を把握しているのか。

どのように対応してきたのか伺う。

また、定額の３倍を超え個別協議が継続している実態が報告されているが、当局

としてどのように対応し、どのような結果となったのか伺う。

転居を伴う人事企画を行う当局の責任として、今回の見直しによる課題等を精確

に把握し、関係機関に改めて必要な働きかけを行うことを求める。

（森秘書課長）

赴任期間についてである。

転居を伴う職員が引越し業者の確保ができない場合については、引越しが必要と

なる職員に対して、赴任期間を有効活用し、可能な限り引越繁忙期を避けて引越し

を検討するよう本年３月に周知したところである。また、各管理職に対しては、職

員から赴任期間の延長の申し出があった場合には、公務に支障のない範囲において

柔軟に対応するよう指示したところであるが、今後も周知等に努めてまいりたい。

（秋葉予算課参事官）

移転料についてである。

令和２年３月31日以降に発令された採用や転任による赴任に伴い、移転料を請求

する場合は、原則として３社以上の見積書を必要としているが、業者の訪問を要し

ないメタサーチサイトの利用も可とすることや、やむを得ない事情により見積書を

添付できない場合は、実費が最低限の額であることを証明する内容を記載し、旅行

者が署名・押印した申立書を添付することとしている。

次に、移転料の定額の３倍を超えた場合の個別協議については、協議が終了した

ものから、順次、支払手続を行っているところであり、残りの案件についても早期

に協議が終わるよう取り組んでいるところである。

なお、荷造り、荷解きに係る費用、オートバイの運搬等の追加費用や、ピアノ、

美術品等の個人的な嗜好の強いものについては、財務当局から対象外経費として整

理されているところである。

今後も早期支給に向け、職員向けの「移転料請求手引書」の見直し等を行うとと

もに、対象経費の見直しや協議の迅速化について、財政当局に要請してまいりたい。

（永井調査交渉部長）

３点目は、新型コロナウイルス感染症対策に関する職場環境の整備についてであ

る。
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我々のアンケート結果では、引き続きの職場における感染症拡大防止対策はもと

より、多様な働き方への対応として、テレワーク用パソコンやそれに伴う業務見直

しなどの環境整備のもと、テレワークの継続、さらなる推進を求める意見が数多く

報告されている。

この間、テレワーク用パソコンの調達や省全体の利用ライセンス及び同時アクセ

ス数を拡充していく見解が示されていたが、本省・地方機関における現時点での拡

充状況と今後の整備計画はどうなっているのか伺う。

その上で、引き続き、テレワーク推進を前提とした業務のあり方など、ハード面

・ソフト面でのテレワーク環境の整備促進を求める。

（森秘書課長）

新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、職員のテレワークに係る環

境整備は重要である。このため、パソコンに関しては、本省は、約5,400台のＬＡ

Ｎパソコンを整備しているが、このうち、約4,000台は既にテレワークに利用でき

る持ち出し可能なパソコンに更新し、残り1,400台については、令和２年12月を目

途に更新する予定である。また、地方農政局等、県域・地域拠点及び地方出先機関

については、令和２年度第１次補正予算において、持ち出し可能なパソコン1,000

台分の予算を確保・配布し、調達を進めているところである。

ネットワークに関しては、職員が自宅からＬＡＮシステムに安全に接続するため

のリモートアクセス利用ライセンス数を6,660から全職員分相当の25,000に拡張す

るとともに、同時に接続できる人数を1,700から段階的に5,400まで拡張している。

また、地方用仮想デスクトップ環境ライセンスを、令和３年１月を目途に、500

から1,000に拡充する予定であり、順次、環境整備を進めているところである。

令和３年度に向けても、更なるテレワーク環境整備に努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長）

４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。

我々のアンケート結果による昨年度の年次休暇の取得日数では０日が12人、１日

から５日未満の組合員は132人と一昨年と比べ減少しているものの依然として５日

未満の取得が報告されている。

昨年より働き方改革として民間労働法制においては、「年５日の年休を労働者に

取得させることが使用者の義務」とされ、国家公務員においても「年５日以上確実

に使用することを確保する」通知がなされているなかで、問題であると言わざるを

得ない。この間、「９月以降、毎月末時点で年次休暇の使用日数が５日未満となる

職員を把握する」としているが、把握後、該当職場においてどのような対応が行わ

れたのか、年休の取得はできたのか。

また、介護休暇や育児休暇、子の看護休暇などについて、希望通り取得できなか

ったとする組合員からは、業務多忙をはじめ、管理職の理解不足、職場内で休みず

らい環境などの実態が報告されている。

引き続き、組合員が諸休暇を取得しやすい環境整備を図るよう求める。

（森秘書課長）

年次休暇の取得については、これまでも機会ある毎に計画的な年休取得の呼びか

けを行ってきたところであり、農林水産省全体の年間平均の取得日数は、平成３０

年の15日から14.9日とほぼ前年と同じ状況であった。

また、年５日以上の年休取得については、農林水産省全体で98.0％の職員が５日

以上の年次休暇を取得したところであり、本年度においても、各勤務管理者におい

て９月末時点における年次休暇の取得が５日に満たない職員の把握を行うととも
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に、上司等から未取得の理由を聴取するなど、引き続き職員が年次休暇を取得しや

すい環境づくりに努めるとともに、その他の諸休暇についても取得しやすい環境整

備に努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長）

最後に、ハラスメント防止対策の徹底についてである。

我々が取り組んだ「労働条件点検アンケート」結果では、本年５月時点であるが、

「現在、パワーハラスメントを受けている」、「現在、間接的なパワハラがあり不

快に感じている」等との回答が163名から報告されており、中央本部・分会が連携

し、実態を把握するとともに根絶に向け対応してきたところである。

ハラスメントは、被害者に精神的・身体的苦痛を与え、人格や尊厳を侵害し、健

康が脅かされると同時に、間接的に周りの職員へも不快感を与え職場環境を悪化さ

せることになる。我々労働組合としても職場からハラスメントを根絶するため、「く

みあい相談窓口」を設置するなど、取組を強化することとしている。

引き続き、あらゆるハラスメントを根絶し、真に働きやすい職場環境となるよう

当局としてハラスメント防止策の徹底と事案に対する迅速・厳正な対処を求めると

ともに、労働組合と必要な協議を行うよう求める。

（森秘書課長）

繰り返しとなるが、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。

（渡邉書記長）

ただ今、夏季要求に対する回答を受けたところである。コロナ禍により、新たな

働き方や生活様式への転換が求められるなかで、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。これまで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なかで、組合員は組織の将来や自らの生

活への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。

（横山官房長）

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

り組んでい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。

（宮長秘書課人事企画官）

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 －


