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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４年３月 29 日(火) 14:01 ～ 14:36 (35 分)     
２．会 場：官房第１会議室（北別館１階 ドア№109） 
３．出席者： 
 農林水産省        横山  紳   官房長 
   同          河南  健   秘書課長 
   同          石田 大喜  参事官 
   同          窪山 富士男 参事官 
   同          田邉 浩之  地方課課長補佐（総務班担当） 
   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 外 
 
 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：2022 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 
（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、 
・ 「Ⅶ 障害者雇用について」の「障害者が安定的に働くことができる部分」 
・ 「Ⅷ 新型コロナウイルス感染症対策について」の「職員の感染防止措置の部

分」 
・ 「Ⅸ 労働時間の短縮及び労働条件の改善等について」の「１の（１）の事前

の超過勤務命令と在庁時間削減の部分、（２）の超過勤務の縮減策の部分、２の
（６）、（７）の年次休暇の取得促進の部分、６の（４）、７の（３）の官用車
の安全対策の部分」 

・ 「Ⅹ 女性公務員の労働権確立について」の「１、２及び３の女性国家公務員
の採用等の推進の部分」 

・ 「ⅩⅠ 福利厚生の充実について」 
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、引き続くコロナ禍にあっても、
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ニーズに応えるため懸
命に業務に邁進している。とりわけ、人事異動や年度末における業務整理など、昼
夜を分かたず職務遂行に努めている。 

このような中で、2022 年度賃金や労働条件の維持・改善などを要求事項とした要
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求書を２月 28 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。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、Ⅶの障害者雇用について回答する。 

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。 

 
次に、Ⅷの新型コロナウイルス感染症対策についてである。 
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、テレワークや時差出勤の活用、会議等のリモ

ート開催の推奨、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、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
能な限り出勤回避等に取り組み、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１の（１）の事前の超過勤務命令と在庁時間削減の部分、（２）の超
過勤務縮減についてであるが、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の取組を行っている。 

 また、令和２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。 
 在庁時間の削減については、先ほど述べた超過勤務縮減対策を徹底することによ
り在庁時間の削減を図ってまいりたい。 
 

次に２の（６）の出生サポート休暇については、不妊治療と仕事の両立を支援す
ることを目的として、本年１月に新設されたところであり、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る。今
後、休暇取得を希望する職員に対して、プライバシーの配慮やハラスメントの防止

等を徹底することにより、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２の（７）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、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。 
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次にⅩ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、令和３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。 
 また、育児等家庭のケアが女性に偏りがちであることも、女性活躍を妨げる要因
の一つであるという考えから、男性職員の育休取得を推進するとともに、働き方改
革の推進、男女問わず柔軟な働き方を選択し活躍できる環境整備等に取り組んでい
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ⅩⅠの福利厚生の充実についてである。 
 内閣総理大臣決定による「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。 
 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ところであ
る。 

 また、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してまいりたい。 
 
 ハラスメント防止対策については、令和２年６月に人事院規則 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、昨年 12 月４日から 10 日までの間の「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。 
 

（石田参事官（経理）） 

 続いて、Ⅸの６の（４）の異動先の宿舎の確保についてである。 

 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いつつ、合同宿舎と省庁別宿舎を合わせて必要な宿舎が確保
できるよう努めるとともに、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、努めてまいりた
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い。 
 

（田邉地方課課長補佐（総務班担当）） 

 続いて、Ⅸの７の（３）の官用車の安全対策についてである。 

 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） 
 ただ今の回答を踏まえ、私からは６点について、当局の見解を伺う。 

１点目は、2022 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 2022 春闘要求については、人事院からは３月 22 日、政府か

らは翌 23 日に回答が示されたところである。 
公務員連絡会は、新型コロナウイルス感染症が民間の賃金・雇用に与える影響が

引き続き大きい中、春季の交渉においては、①本年の給与改定に当たっては、政府
の基本的な立場には何ら変更がないこと、②人事院が実施する職種別民間給与実態
調査の企業規模及び官民の比較方法に変更がないこと、などを確認したところであ
る。 

このことから、全農林としても今後、人事院勧告期、賃金確定期に向け取組を強
化していくこととしているところである。 

要求書提出時に、官房長から、「給与については民間の給与実態を的確に把握し、
国民の理解が得られる適正な水準が確保されるよう、関係省庁へ働きかけてまいる
考えである」との見解が示されていたが、この間、どのような対応を行ってきたの
か伺う。 

また、2022 年度賃金改定にあたっては、民間の厳しい状況を踏まえつつも、公務
員労働者の賃金の引上げを図り、農林水産行政の推進に向けて昼夜を分かたず懸命
に働く組合員の期待に応えるよう、あらためて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、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、定員削減が継続する

職場や欠員が解消されない職場を中心に、要員不足により 2022 年度の業務運営が今
年度にも増して困難になることや、コロナ収束後の業務量増加への対応が懸念され
る。一方で、厳しい定員事情の中、引き続きの課題に加え、本局への業務移管や新
規業務などに伴う、新たな課題の発生も想定される。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していただきたい。 

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こ
とから、職場段階で日常的に検証し、課題があればその都度要求等を行うので、各
管理者は真摯に向き合うよう要請する。 
 

３点目は、雇用と年金の接続についてである。 
３月 15 日に行われた内閣人事局と公務員連絡会との交渉の中で、内閣人事局は

「令和５年度からの段階的な定年の引上げの円滑な運用が行われるよう、各府省の
意見を聞きながら検討を行っている」との回答を示している。 

農林水産省としては、制度完成までの間の新規採用等に必要な定員の確保や役職
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定年に伴い役降りとなる職員の働き方の検討など、引き続き我々と十分な意見交換
を行うとともに、必要な事項については関係省庁への意見反映に努めるよう求める。 

 また、定年の段階的な引上げの制度完成までの間は、フルタイムを中心とする再
任用制度のもと、雇用と年金の接続を図っていくこととなることから、希望どおり
の再任用となるよう求める。 
 

４点目は、独立行政法人の課題についてである。 
運営費交付金については、理不尽な「効率化係数」が継続されることになったこ

とは極めて問題であるが、自己収入のうち控除対象外となる項目及び効率化係数の
適用除外となる経費の範囲が一部拡充されたことは受け止める。引き続き、効率化
係数による予算の削減が各法人の組織・業務運営に大きな影響を及ぼしていること
から、当該係数の適用除外となる経費の更なる拡充等を強く求める。また、施設整
備費補助金については、2012 年度以降、大幅な減額が継続されており、老朽化する
施設等の更新が進まず、事務・事業の推進や労働環境の悪化が懸念される状況とな
っている。このため、各法人からの予算要求を踏まえた 2023 年度予算概算要求を行

い、その満額確保を実現するよう強く求める。 
また、「同一労働同一賃金」に係る非常勤職員等の待遇改善について、法施行後、

３年目を迎えるなか、引き続き、法人における 2022 年度予算概算の確保状況に差異
が生じたことは極めて問題である。公的機関である独立行政法人において、法律の
趣旨を踏まえて対応することは必須であり、今後の対応について見解を求めるとと
もに、2023 年度予算概算要求にあたっては、非常勤職員等の均等・均衡待遇を実現
するため、各法人と十分な連携を図り、予算要求の満額確保に向け戦略的に対応す
るよう強く求める。 

さらに、昨年度、第５期中長期目標・計画等が策定され、２年目を迎える中で、
コロナ禍やウクライナ情勢により原油価格の上昇や原材料・資材の値上がりなどが
法人の業務運営に影響を及ぼしかねないことから、引き続き、各法人の使命と役割
が発揮されるよう、主務省として万全の対応を強く求める。 

 
５点目は、諸手当の改善についてである。 
まず、新幹線通勤手当の改善についてであるが、昨年４月の人事異動に伴い 10

数年ぶりに自宅に戻り、異動先の官署への通勤を新幹線で届け出たところ、人事院
の「権衡職員として官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い転居したこ
とのある職員で、過去６年以内において当該異動等の直前に居住していた住居に再
び転居し、当該住居から通勤する等の場合には認定を受けることができる」との規
定に該当しないとして、新幹線通勤が認定されないという事案があった。人事異動
が当局命令により行われ、長期にわたり職場に貢献しているにも関わらず、「過去
６年以内」との規定を満たしていないために認められないというのは、理解し難い
ことである。広域異動が拡大・長期化する中、全農林は公務員連絡会・国公連合に
結集し、人事院に対して、この間求めている新幹線通勤手当の全額支給と併せ支給

に向けた改善を求めているので、人事企画を行う当局としても課題等を精確に把握
し、人事院に対する改善に向けた対応を要請する。 

また、採用時の単身赴任手当の改善についてである。いまほどの新幹線通勤手当
の改善同様、全農林としては、公務員連絡会・国公連合に結集し、人事院に対し支
給に向けた改善を求めているので、農林水産省としても、引き続き、人事院への対
応を要請する。 

さらに、移転料の改善については、先般、定額の３倍を超過する場合の財務大臣
協議や支給対象の拡大などの改善が図られたところであるが、３社以上の見積書取
得の軽減・簡素化や支給対象経費の更なる拡大など、十分な改善には至っていない
状況である。 
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全農林としても公務員連絡会・国公連合を通じ財務省に対し課題改善を求めてい
るので、農林水産省としても、引き続き、財政当局への働きかけや早期支給に向け

た適切な対応を求める。 
 

最後に、2023 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を踏まえ国民の負託に応えるとともに、食料・農

業・農村基本計画等に基づく農林水産業政策を推進するためには、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、2023 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、
全農林としても予算概算要求期に向け、増加する業務に必要な定員や希望に基づく
フルタイム再任用者を配置できる定員の確保、政策の実行と業務運営に必要となる
予算の確保など、現場実態を踏まえ要請を行うので、前向きな対応を求める。 
 
（横山官房長） 

 渡邉書記長から言及のあった事項について、担当課長を含め順次申し上げる。 
 まず、私から申し上げる。 
 

本年４月以降の業務運営に当たっては、これまでと同様に、コミュニケーション
を十分に図るとともに、管理職のマネジメントの下、再任用職員を含め職員の業務
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。 

 
独立行政法人に交付される運営費交付金については、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

よう努めることとされている。いずれにせよ、各法人の業務に支障がないよう、事
務・事業の推進を始め、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。 
 非常勤職員等の雇用や給与については、各法人において判断されるものであるが、
予算要求に当たっては、法人から業務運営の計画や常勤職員との均等を図る必要性
等を聞き取りし、内容を把握・精査した上で、必要な予算の要求を行ってまいりた
い。 

 
令和４年度予算、組織・定員については、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、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するために
必要な予算、組織・定員を措置したところであり、令和５年度についても、引き続
き課題に的確に対応できるよう、検討を進めてまいりたい。 

 
（河南秘書課長） 

続いて、私から申し上げる。 
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。 
 

定年延長に関しては、現在、制度官庁において具体の制度について検討が進めら
れているところであり、農林水産省としても、こうした政府全体の検討状況を注視
しつつ適切に対応してまいりたい。 
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 フルタイム再任用の配置については、職員が培ってきた知識・経験を有効に生か
せるよう、各部局の欠員状況を勘案しつつ、人事企画の中で他の人事と同様に、本

人の希望や業務経験等を総合的に勘案しながら、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。 
 

新幹線等を利用した場合における通勤手当は、特例として、一定の要件を満たす
場合に認められるものであるが、当省の人事異動の実態も踏まえつつ、要件の緩和
について、制度官庁に要請してまいりたい。 
 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あり、「権衡職員」の適用拡大に向けて、制度
官庁に対する要請に引き続き努めるとともに、現状においては該当職員に対して採
用時に丁寧に説明してまいりたい。 
 

（石田参事官） 

移転料については、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。 
 
（関調査交渉部長（非現業担当）） 

要求事項に対する回答を踏まえ、私から５点について、再度当局見解を伺う。 
１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。 
在宅勤務に必要となるテレワーク環境の整備については、秋季要求書の回答交渉

において、「地方農政局等の地方出先機関については、昨年 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」との見解が示されていたところであるが、その後に我々が開催

した職域対策会議等では、特に国営土地改良事業所等、植物防疫所、動物検疫所及
び漁業調整事務所の職場代表から、早急に環境整備を求める意見が多く出されてい
ることから、当該職場での計画的かつ速やかな環境整備を要請する。 
 
（窪山参事官） 

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ソリュ
ーションサービスに完全移行することとしており、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整
備することとしている。 
 令和３年度においては、セキュアパソコンへの更新を始め、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、来年度においても、引き続きテレ

ワーク環境の整備を進めてまいりたい。 
 
（関調査交渉部長（非現業担当）） 

２点目は、超過勤務の縮減についてである。 
慢性的な要員不足やマネジメント不足により、慢性的な超過勤務や一部の者に偏

った超過勤務の実態が報告されており、勤務時間管理や実効ある超過勤務の縮減対
策は喫緊の課題である。 

まもなく新年度を迎えるが、昨年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。 
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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・検証を行い指定の見直しの検討を行うとしていたが、どのような結果と

なったのか伺う。 
加えて、本年２月から、人材情報統合システムのうち勤務管理領域が本省におい

て導入されたところであるが、システムトラブルなど問題は発生していないのか。
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、この間の検証結果や稼働状況等について、引き続き前広な情報提供を求める。 
 
（河南秘書課長） 

昨年４月以降の超過勤務の状況については、令和２年度の業務内容や超過勤務実
績等を踏まえた分析・検証を行い、必要最小限の範囲で他律的業務の比重が高い部
署を指定し、それでもやむを得ず上限を超えて超過勤務を行わざるを得なかった業
務については、特例業務として指定したところである。その結果、一人当たりの月
平均超過勤務時間数は、対前年比で地方機関は 96.9％と減少したものの、本省にお
いては 106.3％と増加したところである。 

本省における増加の要因は、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス対策関連
業務や昨年７月の組織再編関係業務等に対応せざるを得なかったことの影響による
ものであるが、令和４年度においては、これらの実態も踏まえ、各部局庁ごとの毎
月の超過勤務実績を庶務課長会議の場で提示しつつ、特に実績が増加している部局
においては、要因を分析の上、庶務課長に対して説明を求めるなど、超過勤務縮減
対策の実行性を確保するための取組を粘り強く行ってまいりたい。 

また、人材情報統合システムについては、導入初日に不具合が発生し、稼働を一
時停止したが、その後は、職員や担当者の協力を得つつ、順調に稼働しており、今
後も不具合や必要な改善点等があれば迅速に対応してまいりたい。 
 
（関調査交渉部長（非現業担当）） 

前年度の平均超過勤務時間数について、単純平均では 100％を超えているが、本

年度、不払い超勤は生じないのか。また、必要な来年度予算は確保できているのか。 
 
（河南秘書課長） 

令和３年度における本省の超過勤務手当については、不払いが生じないよう対応
してまいりたい。 

また、来年度の超過勤務手当については、既に令和３年度第２回労使間意見交換
会で回答したとおり、各職場の実情に合わせて予算を確保しているところである。 
 
（関調査交渉部長（非現業担当）） 

３点目は、ハラスメントの防止対策についてである。 
交渉等の都度、パワハラをはじめとするハラスメントの根絶を訴えているが、秋

季の回答交渉以降も我々の「くみあい相談窓口」には、相変わらず①大声で叱責さ

れた、②怒鳴り散らすため職場環境が悪い、など未だにパワハラ等の実態が報告さ
れている。 

このような実態を踏まえると、当局による研修やハラスメント相談窓口の機能化
など、対策が不十分と言わざるを得ない。 

全ての職場からパワハラを根絶し、生き生きと働き続けられる職場環境をつくる
ことが重要であり、我々としては、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ので、当局には、ハラスメント防止対策をより一層
強化・徹底し実効性の伴うものとするよう求める。 
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（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、昨年 12 月４日から 10 日までの間の「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（非現業担当）） 

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、交渉の都度要請している事項であるが、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、業務多忙だけではなく、管理職の理解不足、
職場内で休みづ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、との声があることや、出生サポート休暇も新設されたことから、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。 

出生サポート休暇については、先程も申し上げたところであるが、プライバシー
の配慮やハラスメントの防止等を徹底することにより、休暇を取得しやすい環境づ
くりに努めてまいりたい。 
  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、引き続き人事院に

要望してまいりたい。 
 
（関調査交渉部長（非現業担当）） 

最後に、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。 
移動時間における同乗者の超過勤務等の取扱いや防疫支援を始めとする土日の業

務対応については、秋季の回答交渉においても、「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すること」、
「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、人事院に伝え公務の取扱いについて改善をはかること」を求めてき
たところであるが、改善に向け、あらためて継続した対応を要請する。 

 
（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、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。 
 また、災害対応や高病原性鳥インフルエンザ等の防疫支援等により土日に業務対
応せざるを得ない職員の実態については、引き続き人事院に伝えてまいりたい。 
 
（渡邉書記長） 

ただ今、春季要求に対する回答を受けたところであるが、出口の見えないコロナ
禍の中にあっても、組合員は国民の期待に応えるため昼夜を分かたず、職務遂行に
奮闘していることを踏まえれば、十分な回答とは言えない。 
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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り、
引き続き、要求の前進に向けて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の防止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。 
 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 － 


