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農林水産省本省交渉（全農林労働組合東京地方本部）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成24年４月19日（木）12:12～37(25分)

２．会 場：農林水産省共用第９号会議室（北別館８Ｆドア№803）

３．出 席 者：

農林水産省

同 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 山下 容弘 大臣官房経理課長

同 山口 道彦 大臣官房厚生課長

同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官

同 本多 一郎 大臣官房経理課経理調査官

同 宮浦 浩司 大臣官房秘書課調査官

同 山口潤一郎 大臣官房政策課調査官兼秘書課

同 坂東 俊明 大臣官房秘書課課長補佐

（管理班担当）

同 清水多嘉男 大臣官房秘書課課長補佐

（服務班担当）

同 柳原 清 大臣官房秘書課課長補佐

（給与班担当）

同 塚田 孝二 大臣官房秘書課課長補佐

（給与調整）

同 姥 順一 大臣官房経理課課長補佐

（用度班担当）

同 佐野 清吾 大臣官房厚生課課長補佐

（厚生班担当）

同 齋 康貴 大臣官房厚生課課長補佐

（健康管理班担当）

同 千葉 武巳 大臣官房秘書課管理官

同 浪岡 耕一 大臣官房秘書課管理官

全農林労働組合東京地方本部 原田 富晴 委員長

笠原 洋一 書記長

西田 郁子 執行委員

執行 能弘 執行委員

４．議 題：全農林労働組合東京地方本部提出 別添「要求書」

５．議事概要
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（宮浦調査官）

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に

おいて、全農林東京地本から提出された要求事項のうち、２の人事評価につい

ての（２）、３の超過勤務縮減等についての（１）から（３）、（４）の後段

の帰宅のための交通手段の確保及び（５）、５の後段の宿舎の廃止予定等の情

報提供並びに６の働きやすい職場についての（１）から（３）を交渉対象事項

と整理し、それ以外の事項については、要望事項として承るとの整理とした。

（原田委員長）

公務員労働者に対しては、国家財政の悪化を理由に、賃金や退職金、年金や

定員など、あらゆる労働諸条件に対する切り下げの攻撃が強まっている。連日

の「公務員バッシング」の中には、日本社会が抱えている諸問題はすべて公務

員に原因があるかのような論調も少なくない。中には、意図的に統計や制度を

ねじ曲げるなど、公正と言えない報道も多くある。

一方、職員は、「定員純減」や「新採の抑制」、政権交代による新規業務等

により業務量が増加しているなか、東日本大震災関連業務などに一丸となって

対応している。人事院が発表した本府省の年間超勤時間でも、2010年は2009年

と比べて増加しているが、2011年度は更に増加が見込まれている。

国民の期待に応え、農林水産行政サービスを円滑に、そして確実に提供して

いくためには、雇用の安定と労働条件の改善が不可欠である。

要求している各事項は、職場からのアンケートなどに寄せられた声など公務

推進の障害となっている事柄であり、速やかに解決されることが当局に求めら

れている。我々は職場に根ざす労働組合として労働環境の改善と職場に働くす

べてのみなさんの健康を守るために本交渉に臨むものである。

要求書に対する誠意ある回答をいただきたい。

（宮浦調査官）

それでは、交渉対象事項について、それぞれの担当課長から回答させていた

だく。

（枝元秘書課長）

まず、２の（２）の人事評価の評価者研修等について。

人事評価制度を適切に運用するためには、評価者訓練は重要と考えており、

今後とも総務省人事・恩給局や人事院人材局が主催する評価者研修には、各部

局の評価者を可能な限り多く参加させるほか、農水省主催の管理者研修におい

ても、評価制度及び評価結果の活用について、可能な限り分かりやすく解説す

るなど、評価制度等の周知を更に徹底してまいりたい。

また、日常の業務運営のなかで、評価者が被評価者から報告や相談を受けた

り、必要な指導・助言を行うなどコミュニケーションを図ることは、人事評価

のみならず、良好な職場環境の形成のためにも非常に重要と考えている。

特に、期首・期末面談における被評価者に対する指導・助言を行うに当たっ

ては、被評価者の主体的な能力開発や業務遂行等の取組を促す観点から、個別
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の項目、目標ごとにコメントするなど可能な限りきめ細かく被評価者に分かり

やすい指導・助言を丁寧に行うよう評価者に周知してまいりたい。

次に、３の（１）から（３）及び（５）の超過勤務縮減等について。

超過勤務を命ずる場合には、その業務内容及び緊急性の判断はもとより、職

員の業務の状況、健康管理等にも十分注意することが重要と考えている。

農林水産本省では、超過勤務縮減目標を定め、その目標達成のため、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こと、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

の平準化を図ること、管理職員は、勤務時間外になってからの業務指示は行わ

ないように努めること等、具体的取組事項を定め、取り組んでいるところであ

る。

今後とも、定期的に各局庁における超過勤務縮減の検証を行うなど、適切に

取り組んでまいりたい。

超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、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、超過勤務手当が支給されることとなっている。

今後とも、超過勤務縮減に向けて、「本省庁における超過勤務時間縮減目標

達成のための具体的に取り組む事項」に即して取組を徹底してまいりたい。

また、年次休暇を積極的かつ計画的に使用することは重要であると考えてお

り、年次休暇の計画的使用の促進のため、毎月上旬に、各課等において向こう

３か月の計画表の作成、ゴールデンウィークや夏季休暇取得の際、年次休暇の

取得による長期連続休暇の取得の促進など、職員が休暇を取得しやすい環境作

りを積極的に推進するようノーツ掲示板で周知しているところである。

次に、６の（１）のパワー・ハラスメント防止策の徹底について。

パワー・ハラスメントについては、公務能率の維持・増進の観点からも防止

等に積極的に取り組む問題と認識しているところである。

これまでも、職員からの勤務条件に関する日常的な苦情の相談に応じ、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相談窓口及び相談

員を設置するとともに、管理監督者を含め全職員に対し、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）」を周知するなど、パワー・ハラスメントの防止に取り組んでいると

ころである。

引き続き、会議や研修の場において、管理監督者に対し、パワー・ハラスメ

ントの防止について徹底してまいりたい。

（山下経理課長）

まず、３の（４）の帰宅のための交通手段の確保について。

帰宅のための交通手段としては、「農林水産省タクシー乗車券使用規程」に

おいて、「深夜に渡る業務のため、退庁時刻が午前０時30分から午前５時まで

の間になり、公共の交通機関が利用できない場合」はタクシー乗車券を使用で

きると規定している。

さらに、21年10月からは、「タクシー利用の特例措置」を定め、他律的業務
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又は省内外からの作業依頼により超過勤務を行ったこと、22時30分以降に退庁

すること、自宅への通勤経路途中にある最寄りの鉄道駅までの電車の運行が終

了していること、通勤経路上にある駅からのタクシー乗車であること、タクシ

ー代の立て替え払いを行うことを条件としてタクシー乗車券の利用を認めてお

り、職員の健康への配慮を徹底してまいりたい。

次に、６の（３）の庁舎の空調の弾力的運用について。

庁舎の空調については、国の省エネルギー対策及び地球温暖化対策の趣旨を

踏まえ、事務室の温度設定が、冷房で28℃程度、暖房で19℃程度を基本として

運用しているところである。空調の稼働に当たっては、従来から執務室内に設

置されている温度センサーにより室温を随時把握し、公務遂行に支障を来さず

職員の健康を損なわないよう、引き続き弾力的運用に努力してまいりたい。

（山口厚生課長）

まず、５の宿舎の廃止予定等の情報提供について。

昨年の12月１日、財務省の「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討

会」において、職員への宿舎の貸与は、真に公務のために必要な宿舎に限定し、

明示された５類型に沿って宿舎の調整を図ること、平成29年３月までに国家公

務員宿舎を約21.8万戸から5.6万戸程度削減すること等が公表されたところで

ある。

この方針に基づき、今後、平成29年３月までの削減計画の実施に向けて、財

務省と個別宿舎の長寿命化・廃止等の検討調整を行うとともに、調整結果を踏

まえた職員への周知等を行うことにより、円滑な宿舎の入退居に尽力してまい

りたい。

次に、６の（２）のメンタルヘルス対策の強化等について。

メンタルヘルス対策については、心の健康づくりのための指針及び計画に基

づき、心の健康保持、早期発見・早期治療、円滑な職場復帰と再発防止のため

のメンタルヘルス対策を強化・推進している。

また、本省においては、診療所健康相談室において精神科医・臨床心理士に

毎日相談出来る体制を整備し、外部委託機関にも委託して相談・診療を実施し

ているところである。

本省職員の健康管理については、健康管理医が定期健康診断の結果を精査し、

その結果に基づき、直接本人へ説明しフォローアップを実施している。

また、保健師による生活習慣病対策等の特定保険指導についても積極的に実

施しているところである。

自殺の防止等については、自殺対策強化月間に、職員掲示板にて自殺防止対

策を周知するとともに、「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」を

再掲示し、相談できる体制についても周知を行っている。

また、農林水産省共済組合においても、24時間電話で健康に関する相談ので

きる「健康電話相談」を行っているとともに、全国約150ヶ所以上で専門家に

よる面接相談窓口を設置しているところである。

長期病休者の職場復帰に関しては、当省の指針に基づき、人事院の「試し出

勤」を積極的に活用し、復帰後の健康管理医によるフォローアップ面談を実施
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するなど、円滑な職場復帰及び復帰後の支援対策を強化しているところである。

（原田委員長）

それでは、今の回答に対して、書記長から再度質問をさせていただく。

（笠原書記長）

１点目として、評価や超過勤務など全体を通じて、管理職に対する周知や取

組の徹底といった対応が述べられたが、具体的にどう進めようと考えているの

か。職員への周知が職員掲示板やメールでの提供のみではなく、課長等から直

接の説明も必要ではないか。

２点目として、人事評価については、評価の基準が判らない、期首・期末面

談のやり方などについて苦情相談も寄せられている。こうしたことからも、評

価者訓練や職員とのコミュニケーションを図ることは当然のこと。給与や処遇

に活用されることから、公正性・透明性・信頼性の確保が必要であり、納得性

のある制度となるよう要請する。

３点目として、超過勤務縮減について、超過勤務縮減目標達成のための取組

について、管理職をしっかりと指導するようお願いする。また、超過勤務手当

について、衆議院予算委員会で農林水産省においても不払いがあることが指摘

され、残業実態を調査すべきとの質問が出されたが、調査をしたのか。

４点目として、パワー・ハラスメントについて、アンケートをするたびに出

てくる。同じ人が何度もやっている。なぜ減らないのか。

５点目として、要望事項として整理されたものについては、職員の労働条件

や処遇の改善に必要であり、関係省庁への要請を是非ともお願いする。処遇改

善の中で改善できたものがあるのか、あれば教えていただきたい。

（枝元秘書課長）

１点目の評価や超過勤務など全体を通じて。

例えば、超過勤務時間縮減目標達成のために具体的に取り組む事項を定め、

定期的に各局庁における超過勤務縮減に向けた取組の検証を行うなど、取り組

んでいるところである。

具体的には、先に回答した内容のほかにも、緊急を要する業務で、その日の

うちに処理しなければならない業務以外の超過勤務は行わないこととし、やむ

を得ず超過勤務を命ずる場合も、必要最小限の人員に止めることを管理職に徹

底しているほか、大臣官房秘書課においても、各局庁において設定している完

全定時退庁日には、各局庁の庶務課長又は服務・管理担当課長補佐とともに各

課を見回り、職員に対し定時退庁を周知して促す等、積極的に取り組んでいる。

２点目の人事評価制度について。

人事評価制度を適切に運用するためには、評価者訓練が重要と認識している。

総務省や人事院の行う評価者研修や、省内でのロールプレイ研修など様々な

研修への参加、会議等の機会を捉えて評価者への評価制度等の周知を更に徹底

する考えである。

また、期末面談は、被評価者へ評価結果の開示及び指導・助言を行うほか、
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被評価者からの質問や要望等に対応する場でもあることから、必ず、他の職員

の目に触れない会議室等で被評価者ごとに個別に行うなど、被評価者が気兼ね

なく評価者とコミュニケーションが図れる環境に配慮するよう徹底しており、

今後とも公正性・透明性・信頼性に加えて納得性のあるものとなるよう努力し

てまいりたい。

３点目の超過勤務縮減について。

長時間の超過勤務を継続することは、職員の心身の健康等に悪い影響を及ぼ

すものであり、超過勤務縮減に向けた取組について積極的に取り組む必要があ

ると認識している。今後とも、庶務課長会議や各局庁服務班長会議を通じ、各

局庁においても一層徹底が図られるよう、積極的に取り組んでまいりたい。

なお、２月29日の衆議院予算委員会において、共産党の塩川鉄也議員から、

そのような趣旨の質問があったことは承知している。

その際、鹿野大臣から答弁したとおり、「命令により超過勤務を行った全時

間に対して超過勤務手当を支払っている」と認識している。

４点目のパワー・ハラスメントについて。

パワー・ハラスメントについては、当事者の不安・不満が管理監督者等に実

感として理解されなければ抜本的な改善には繋がらないと考えているので、今

後とも研修などを通じて継続的に防止策を徹底したい。

職員団体におかれても、組合員から相談があった場合には、遠慮なく、当局

が設置した相談窓口に相談頂くよう促して頂きたい。

最後に５点目の関係省庁への要請及び処遇改善について。

職員の労働条件や処遇改善については、これまでも、省として人事院に対し

要望を行っているところであり、今後とも必要に応じて対応してまいりたい。

また、級別定数改定については、職員の処遇の改善の観点から、毎年の人事

院への定数改定要求に際し、特に、本省庁の課長補佐６級、係長４級を重点に

定数の拡大に努力をしているところである。平成24年度においては、課長補佐

６級で５年ぶり、係長４級で３年ぶりに、それぞれ確保したところである。

また、行政職（二）の昇格に当たっては、運用基準の緩和、暫定定数の設定

等、弾力的に運用されるよう人事院に要望を重ねてきたところであり、今後も

引き続き努力してまいりたい。

（原田委員長）

一番最初に私も申し上げたが、労働組合と当局との交渉は、職務に専念でき

る、安心して働く、そういう環境を作ることである。国民から託された農林水

産行政、これは重要なミッションであり、それを遂行する全ての職員が宝であ

る。私たちは一人一人を大切にした職場を作りたい。

特に、全国で10年以上も３万人以上の自殺が続いている。自分で自分の命を

絶ってしまう、こういう自殺の連鎖を何としても止めていきたい。これは、農

林水産省の中でもそうだと思う。仕事により命を奪われることがないようしっ

かりとお互いがアンテナを張っていきたい。特に、職場でそれら兆候を事前に

キャッチ出来るはずである。厚生課もしっかりと健康対策を行っている。ただ、

そこに駆け込む前に職場で私はわかると思う。厚生課長に１つお聞きするが、
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以前かなりの方がすぐ健康相談したくても、なかなか相談できない状況があっ

たが、最近の状況はどうなのか。

（厚生課長）

今は、相談事があればすぐ対応出来る体制になっている。診療所に精神科医

・臨床心理士がおり、毎日相談できる体制を整備している。全国でも人事院、

ＮＰＯ法人に対しても相談できるようになっており、是非、利用していただき

たい。

（枝元秘書課長）

自殺の防止については、職場でちょっとしたことでも気付いたらすぐ相談す

るなど、職場でできることをまず徹底することとし、そうした積み重ねを進め

ていきたい。

（原田委員長）

健康相談に関しては、以前よりだいぶ改善しているという話があったので、

我々もしっかりとＰＲしていきたい。先程も言ったが、職場が基本である。自

殺問題に対しては、職場で管理職のみならず、我々もしっかりと対応していき

たいと思うので、不幸な連鎖が今後ないよう共に頑張りたい。

最後に、分会に対して各局の労務担当はしっかりと対応していると思うが、

引き続き真摯に対応願いたい。また、今後とも、国民の期待に応えられる農林

水産行政の効率的な推進のため、安心して公務に専念できる健康的な職場づく

りに向けてお互いに力を合わせていこう。

（枝元秘書課長）

公務員に対する認識が極めて厳しい中においては、平成21年７月に合意した

「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、透

明性の高い労使関係を築くことが重要であり、そうした努力により、管理職と

職員との間のコミュニケーション、明るく風通しの良い職場作りができると認

識している。

今回の要求・要望事項については、農水省に求められる様々な重要事項に取

り組みつつ、歳出削減や公務員制度改革などにも、ご理解・ご協力いただく中

での皆さんの切実な要求と理解しており、当局として真摯に受け止め、国民の

期待に応えられる農林水産行政を実現するため、管理職と職員が一丸となって

風通しの良い職場づくりが進められるよう各部局を指導してまいりたい。

（宮浦調査官）

ありがとうございました。本日の交渉は以上とする。

以 上


