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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３年12月17日(金) 15:03～15:38

２．会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№772、774、776））

３．出席者：

農林水産省 横山 紳 大臣官房長

同 河南 健 秘書課長

同 片貝 敏雄 地方課長

同 石田 大喜 参事官

同 窪山 富士男 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 立花 賢司 組織教宣部長

同 関 真寿 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） 外

４．議 題：2021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

（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、

・ 「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（１）の超過勤務の事前命令の徹

底の部分、１の（２）の超過勤務の縮減策の部分、２の（５）、５の年次休暇

の取得促進の部分、６の官用車の安全対策の部分、10の研修等の実施部分を除

く障害者の職場環境の部分」

・ 「Ⅶ 新型コロナウイルス感染症について」の「１」

・ 「Ⅸ 女性公務員の労働権確立について」の「１、２及び３の職場環境の整

備の部分」

・ 「Ⅹの福利厚生施策等について」の「１、２、３、５及び６」

・ 「ⅩⅠの人事評価制度について」の「１、３及び４」

・ 「ⅩⅢの労使関係について」

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。

（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、公務・公共サービスの担い手

として、農林水産行政に対する国民からのニーズに応えるため、懸命に業務遂行に

努めているところであり、今シーズンも発生している高病原性鳥インフルエンザや

豚熱の防疫支援などをはじめ、昼夜を分かたず、職務に邁進している。

一方、職場は連年にわたる厳しい定員削減が継続されていることから、10月に開
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催したブロック別分会代表者会議、11月に開催した植防職域対策会議及び動検職域

対策会議、12月に開催した国営土地改良事業所等職域対策会議及び閉鎖事業所対策

会議において、各職域から厳しい業務実態が報告されたところである。

このような中で、2022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12月２日に提出し、官房長からは、「十分検討し、後日回答す

る」との見解が示されていたところである。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。

（河南秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅵの１の（１）の超過勤務の事前命令の部分、（２）

の超過勤務縮減の部分について回答する。

超過勤務については、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、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

組むこと等を行っている。

また、昨年８月には、新たな超過勤務縮減対策として、勤務管理者が職員個々の

超勤時間を随時把握し、超勤の必要性を事前に見極めるとともに、必要に応じて人

員配置や業務分担の見直しの検討を行った上で、超過勤務命令を行うよう指導する

とともに、庶務課長等から各局庁等の幹部にも該当局の超過勤務の状況を報告する

よう指示したところである。

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。

次に、２の不妊治療に関する休暇についてであるが、不妊治療と仕事の両立を支

援することを目的として、出生サポート休暇が新設され令和４年１月１日に施行さ

れる予定であり、休暇の概要やプライバシーへの配慮、ハラスメントの防止につい

て、職員周知を行ったところであり、今後、職員が休暇を取得しやすい環境づくり

に努めてまいりたい。

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、年間を通じて年次休暇の計画表を作成するとともに、毎月

上旬には、向こう３か月の計画表を見直し、各班で回覧し記入すること、夏季休暇

や年末年始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よう環境を整備することを促す、などの

取組を行い、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めているところであり、引

き続き徹底してまいりたい。

次に、10の障害者雇用についてである。

障害者の雇用については、現時点では法定雇用率を達成しており、引き続き、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など、障害者が働きや

すい職場づくりに努めてまいりたい。

Ⅶの１のコロナ感染防止対策等についてである。

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
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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、手洗い

や手指消毒、マスクの着用、出勤前の検温及び体調確認、執務室等の換気などの取

組を徹底してきたところである。今後も、再度の感染拡大を回避するため、引き続

き基本的な感染防止対策を徹底するとともに、人との接触を低減させる観点から各

都道府県の要請や感染状況を注視し、職場の状況を踏まえつつ可能な限りテレワー

クや時差出勤に取り組み、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。

次に、Ⅸの女性公務員の労働権確立についてである。

農林水産省としても女性活躍の重要性は認識しており、本年４月に策定した「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」において、採用

者に占める女性職員の割合や登用目標を定めたところである。

これらの目標の達成に向け、採用活動においては、女子学生向け説明会の実施、

活躍している女性職員や育児支援制度の紹介など、公務の魅力を発信し、女性向け

採用活動の強化等に取り組んでいるところであり、また、女性の登用目標達成に向

けた計画的育成のため、女性の職域の拡大や、管理職の意識改革のための勉強会等

を実施しているところである。

引き続き、これらの取組を通じて、女性職員が能力を十分に発揮して活躍できる

環境を整備してまいりたい。

次に、Ⅹ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」に基づいて行われている公務員の福利厚生の

改善・充実については、制度官庁において慎重に検討されると認識しており、その

動向を注視してまいりたい。

農林水産省においては、「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

タルヘルス研修会を実施するほか、心の健康に不調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、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。

なお、共済組合においては、昨年度より「福利厚生事業」として、健康増進、余

暇の充実、育児・介護等の生活支援等のサービスを職員に提供している。

ハラスメント防止対策については、昨年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」が施行されたことを受け、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」の改正を行い、ハラスメント防

止等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る。

また、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

掲示板により周知し、その防止に努めているとともに、本年12月４日から10日まで

の「ハラスメント防止週間」において、全職員を対象とした職場研修を実施したと

ころであり、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。

続いて、ⅩⅠの人事評価制度についてである。

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関し一層理解が

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

あり、本年10月からの人事評価の見直しを踏まえ、人事評価の統一的な運用、評価

手法の適切な理解及び評価結果の人材育成への一層の活用に資するため、本年10月
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より評価者訓練を実施し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、人事評価制度に関わらず、

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。

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、被評価者の更なる成長のため指導・助言を行っていく上で

重要な機会であると認識しており、理由を含めて丁寧に説明するよう、評価者に引

き続き周知徹底してまいりたい。

また、人事評価の苦情処理に当たっては、苦情を申し出る職員が事実調査に際し

て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についても

併せて申し出ることが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。

続いて、ⅩⅢ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めてまいりたい。

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。

（片貝地方課長）

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、回答さ

せていただく。

官用車の安全対策については、地方農政局等の要望を踏まえ、切替えの際、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。

（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５点

について、私から重ねて要請する。

１点目は、2022年度予算概算要求についてである。

私たちは、７月８日に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、12月２日の秋季要求書提出の際にも、委員長から官房長に対し、各種施策

を着実に推進するために必要不可欠な予算、独立行政法人における運営費交付金を

はじめ老朽化した施設・設備の計画的な更新や修繕に必要な施設整備費補助金、非

常勤職員等の同一労働同一賃金に向けた処遇改善に必要な経費の満額確保を求めて

きたところであるが、当局としてどのように取り組んできたのか。特に、農研機構

におけるフルタイム再雇用経費については強く求めてきたところであり、提出交渉

時には必要な経費を確保するよう努めるとの見解が示されたが、確保できる見通し

となっているのか。

２点目は、2022年度組織・定員要求についてである。

2022年度定員要求に関わり、年末の政府決定に向け、査定省との最終段階の折衝

が行われていると推察する。

この秋に取り組んだ業務運営点検や冒頭に述べた各種対策会議では、コロナ禍が
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続く中、出勤抑制措置も相まって、人員不足により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。

次年度においても、国土強靭化や水際対策の強化、農林水産物・食品の輸出拡大

やみどりの食料システム戦略などを柱として施策が進められるが、予算や事業が大

幅に拡充となることが想定されるため、増加する業務量に見合った定員を確保する

ことが最重要課題である。特に、本年７月には本省の組織再編が行われたところで

あるが、地方農政局等における体制整備も必要不可欠である。新規増員要求数の確

実な確保を強く求めるとともに現時点における対応・折衝状況とどのような結果を

見通しているのか伺う。

３点目は、地方組織の維持・活性化についてである。

要求書提出時、官房長から、「新規採用及び中途採用並びに若手職員の配置につ

いては、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、新規採用及び中途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努めてまいりたい」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が、今後、地域拠点を中

心に多くの退職が見込まれることから、若手職員等の配置が待った無しの状況であ

る。定員合理化計画期間の３年目となる2022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、中途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

よう強く求めてきたところであり、現時点において次年度の定員削減数の割当や若

手職員等の配置に向け具体的にどのような検討をしているのか伺う。

また、関連して、単身赴任手当の改善についてである。採用時に単身赴任となっ

た場合には、制度上、手当が支給されない仕組みとなっていることから、夏季要求

の際に人事院をはじめとする関係機関に改善に向けた要請を行うよう求めたところ

である。この間、農林水産省当局として、どのような対応を行ってきたのか伺う。

４点目は新型コロナウイルス感染症対策と働き方改革についてである。

省の機能を維持し必要な業務を遂行するとともに、職員の健康を確保するため種

々の取組が継続されているところであるが、コロナ禍の収束が見えない中、職員は

日々感染への不安を抱きながら職務に努めている状況である。

この間、テレワーク環境については、地方用仮想デスクトップライセンス数やリ

モートアクセスの同時アクセスライセンス数の拡張、USBシンククライアントの導

入、セキュアパソコンへの更新等、に努めてきたと承知しているが、冒頭に述べた

各種対策会議では、特に国営土地改良事業所等や植物防疫所・動物検疫所の地方組

織においてセキュアパソコン等が不足しているとの報告を受けたところである。そ

のため、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がどうなっ

ているのかをあらためて伺う。

最後に、転居を伴う人事異動への対応についてである。

昨年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、労働条

件点検アンケート結果では、未だ自己負担が生じている実態や手続き等に対しても

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。

また、３月に入って内示等があり、その後に宿舎を希望する者には宿舎の割り当

てが行われるが、時期的に引越業者は既に予約で埋まっていたり、転居先の住所等

がわからないため取り扱ってくれない事例もあり、転居を伴う異動者に対しては早

期の内示等を行うことが必要である。

転居を伴う人事企画を行う当局の責任として、移転料実費支給に関する課題等を
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精確に把握するとともに組合員の意見を反映した必要な改善を行うことが重要であ

るが、財政当局への働きかけ等、どのように対応してきたのか伺う。

また、転居を伴う異動者に対する負担軽減のため、内示等を早期に行うよう求め

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、担当課長を含め順次申し上げる。

まず、私から申し上げる。

令和４年度の予算については、農林水産業・農山漁村をめぐる多岐にわたる課題

を解決していくため、農林水産物・食品の輸出力強化や生産基盤の強化を始めとす

る様々な政策経費をしっかりと確保することが重要と考えている。必要な予算の確

保に向け、現在、財務省と最終的な調整を行っているところであり、引き続き、予

算の確保に全力を尽くしてまいりたい。

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、職員の雇用に要する経費等が確保できる

よう、引き続き財政当局との折衝に万全を期してまいりたい。

組織・定員についても、厳しい査定環境ではあるが、農林水産物・食品の輸出の

更なる拡大やそれを支える生産基盤の強化、持続可能な食料システムの構築等の諸

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。

（河南秘書課長）

続いて、私から申し上げる。

若手職員等の配置については、定員合理化計画を受け、農林水産行政上の重要課

題に中長期的に対応していくために、しっかりとメリハリを付けながら行う必要が

あると考えており、この観点から、令和４年度以降についても、将来展望を踏まえ

つつ、業務の実施状況や体制、業務の合理化や欠員の状況等を踏まえ、定員削減数

の割当てを含め検討してまいりたい。

いずれにしても、若手職員等の配置に当たっては、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、若手職

員等が業務を継承し、地域における農林水産行政を習得できるよう、引き続き計画

的な配置に努めてまいりたい。

単身赴任手当については、「異動等」に伴うことが要件とされていることから、

制度官庁から支給することは困難との回答を受けているところであるが、一方で、

中途採用の拡大を図っていることも踏まえ、「権衡職員」の適用拡大に向け、引き

続き制度官庁に対する要請に努めるとともに、該当職員に対しては採用時に丁寧に

説明してまいりたい。

（窪山参事官）

テレワーク環境の整備についてであるが、テレワークを活用した柔軟な働き方の

推進は、ワークライフバランスの充実や感染症対応を含めた非常時において業務継

続が確保されることにも繋がると考えており、その環境整備は重要であると認識し

ている。農林水産省行政情報システムについては、令和６年１月までにガバメント

ネットワークに完全移行する予定であり、それまでの間に、本省及び地方組織の全

職員に対してテレワークにも対応できる持ち出し可能なセキュア端末を順次整備す

る予定である。地方農政局等の地方出先機関については、本年10月以降、約2,500

台の端末を持ち出し可能な端末に切替えを行っている。

また、職場メール等を携帯端末から確認できるカチャットの追加配分やテレワー

クに必要な仮想デスクトップライセンスの追加配分を実施したところであり、引き

続きテレワーク環境の整備を進めてまいりたい。
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（石田参事官）

移転料については、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か

ら実費支給とする見直しが行われたところであるが、これまでの運用状況や職員の

意見等を踏まえ、職員向けの「移転料請求手引書」の見直し等を実施するとともに、

保管料等の個別事案について財務省へ協議を行ってきたところである。引き続き、

課題の把握に努めるとともに、財務省への要請を含め、移転料の支給が円滑に進む

よう取り組んでまいりたい。

（河南秘書課長）

人事異動に伴う転居については、４月期の人事異動は定年退職者に続く人事企画

となるため異動が多い実態となっているが、転居を伴う異動の場合には、赴任期間

を有効に活用することや、赴任期間内での引越が困難な場合には延長の申出ができ

ることとしており、改めて周知してまいりたい。

（関調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、５点について申し述べるので、再度当局見解を

伺いたい。

１点目は、人事評価制度についてである。

夏季要求時、今般の人事評価制度の見直しに際して、公平・公正性、客観性、透

明性、納得性の４原則、労使協議に基づく制度設計及び運営、労働組合の参加する

苦情処理システムの確立の２要件を具備した制度とするためにも、希望者のみ開示

するとしている全体評語に加え、個別評語の開示の義務化を求めてきた。今回その

実現には至らなかったところであるが、４原則２要件を具備した制度とするために

は、全体評語及び個別評語の開示の義務化が不可欠であることから、引き続き、そ

の実現を求める。

また、今般の見直しでチャレンジ目標を設定することとされたが、先に開催した

ブロック別分会代表者会議等において、チャレンジ目標に対する事前の周知及び評

価者からの指導が不十分との意見が出されている。このことから、期中における指

導の徹底と被評価者との信頼関係の構築を求めるとともに、次期人事評価制度の見

直しに向けては、労働組合と十分な交渉・協議、合意に基づき対応を進めるよう求

める。

（河南秘書課長）

今回の人事評価の見直しに伴い「人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令」

が改正されたところであるが、評価結果の開示については従前と同じく、「全体評

語」を含むものでなければならないこと、全体評語の開示を希望しない職員には開

示を行わないこと、と規定されていることから、開示については、これまで同様の

取扱いとしている。

また、チャレンジ目標の設定については、「職員掲示板」において「人事評価の

改善ポイント」を事前に周知するとともに、施行後の令和３年下期期首スケジュー

ルの掲載時に併せ目標設定に当たっての具体な取組の周知を図ったところである。

さらに、各局庁等人事評価担当者を通じ所属職員へ周知を行うとともに、評価者向

けのｅラーニング等の評価者訓練を実施しており、引き続き必要な指導・助言を行

ってまいりたい。

（関調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減等についてである。
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2021年度も残すところあと３ヶ月余りとなったが、４月以降の超過勤務の状況及

び特例業務の指定等どのような状況であったのか伺う。

また、他律的業務の比重が高い部署の指定の範囲について、昨年度の状況を踏ま

えた分析・検証状況、指定の見直しは、どのようになったのか伺う。

なお、人材情報統合システムの導入に向けて、出退勤管理のあり方や具体的な実

施方法は、職員の労働条件に直接影響することから、試行や導入のスケジュールな

ど労働組合との協議・合意の基、円滑に進めるよう求める。

（河南秘書課長）

令和３年４月以降の超過勤務の状況は、本省庁については本年７月に行われた組

織再編対応等の影響もあり、平年に比べて増加傾向とならざるを得なかったところ。

また、令和３年度における特例業務の指定及び他律的業務の比重が高い部署の指

定については、本年７月の組織再編を踏まえ見直しを行っているところであり、こ

の見直しにより超過勤務の縮減が図られるよう対応してまいりたい。

システムの導入に当たっては、職員及び業務担当者に混乱が生じることがないよ

う、移行期間を踏まえたスケジュール設定や、マニュアル・試行内容の充実等に努

めてまいりたい。

（関調査交渉部長）

３点目は、ハラスメント防止対策の徹底についてである。

我々が春季に取り組んだ「労働条件点検アンケート」において、例年同様、「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100件以上報告されたことから、中央本部・分会が連携

し、実態を把握した上で、当局に対し事案に応じて適切な対応を求めてきたところ

である。

しかしながら、その後もパワハラなどに関する相談が続いている状況にあり、職

場からハラスメントを根絶するための取組が急務となっている。

ハラスメントは、被害者に精神的・身体的苦痛を与え、健康が脅かされるだけで

なく、周りの職員へも不快感を与え職場環境を悪化させるものである。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、引き続き「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。

あらゆるハラスメントを根絶し、明るく、風通しが良く、真に働きやすい職場環

境となるよう、当局としてのハラスメント防止策の徹底と事案に対する迅速・厳正

な対処をあらためて求める。

（河南秘書課長）

ハラスメントの防止については、各部署に相談窓口を設置し、職員に周知しつつ、

それぞれの相談員において、ハラスメントを含む日常的な苦情等の相談に応じるこ

ととしており、先ほども申し上げたように、12月４日から10日までの「ハラスメン

ト防止週間」において全職員を対象とした職場研修を実施したところであり、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。

（関調査交渉部長）

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。

ハラスメント同様、「労働条件点検アンケート」において、介護休暇や育児休暇、

子の看護休暇などの取得にあたっては、業務多忙をはじめ、管理職の理解不足、職

場内で休みずらい雰囲気等を理由に、なかなか希望どおり取得できない、できなか

った、との報告があった。不妊治療に関する休暇も新設されたところであり、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とともに、プライバシーへの
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配慮を徹底するよう求める。

また、夏季休暇の取得時期について、業務繁忙期以外の時期に連続取得すること

が可能となる弾力的な運用が図られるよう、引き続き、人事院への働きかけなど対

応を求める。

（河南秘書課長）

休暇を計画的に取得することは重要であると考えており、今後も職員掲示板や各

種会議等の場を活用して、休暇を取得しやすい環境整備を促すなど、職員が休暇を

取得しやすい環境づくりに引き続き取り組んでまいりたい。

また、夏季休暇の取得時期についても、関連省庁とも連携し、改めて人事院に要

望してまいりたい。

（関調査交渉部長）

５点目は、勤務時間外の官用車出張等における対応についてである。

この間、同乗者についても、運転者との業務打合せや業務後の報告準備、走行中

の安全確保対応などを行っており、運転者と同様、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を求めてきた。本年度の業務運営点検に

おいても、官用車での県外への遠距離出張や早朝、夜間の対応など、同乗者も長時

間拘束されるにも関わらず、現地での作業時間しか公務として取り扱われない、理

不尽ともいえる実態が多数報告されている。この間の当局見解では、「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」との考え

が示されていたが、その後、人事院に対する対応状況はどのようになっているのか

伺う。

また、官用車での出張に限らず、現地での作業時間しか公務として取り扱われな

いため、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫支援をはじめ土日に出張対応した者の

労働条件が課題となっている。このことについても、併せて改善が図られるよう人

事院への働きかけなど最大限の努力を求める。

（河南秘書課長）

移動時間における同乗者の超過勤務等の取扱いについては、人事院に確認等をし

たところであるが、同乗者は、その間常時職務に従事する必要がある場合を除き、

その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していた従来からの見解に変

更がないとのことであるが、引き続き、安全運転のために同乗を命じた場合の移動

時間を超過勤務等の対象とするよう人事院に要望していく考えである。

なお、公務として取り扱われるのは実際に業務に従事した時間となっているとこ

ろ、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫支援を始めとして土日に業務対応する職員

の実態について、人事院に伝えてまいりたい。

（渡邉書記長）

ただ今、秋季要求に対する回答を受けたところである。現在、新型コロナウイル

ス感染症の感染者数は落ち着いた状況にあるものの、あらたにオミクロン株の拡大

などもあり、昨年から続く出口の見えないコロナ禍の中、的確な業務運営と働き方

や生活様式の転換が求められている。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。これまでも申し上げてきたが、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
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行政の遂行に努めている。

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、

引き続き、最大限の対応を要請する。

（横山官房長）

本日は、超過勤務の縮減やハラスメントの防止を始め、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やそれを支える生産基盤の強化等に向けて、本省と地方

機関等が一体となり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 －


