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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12月17日(木) 15:15 ～ 15:54(39分)

２．会 場：農林水産省大臣官房第１会議室（北別館１階 ドア番号 北109）

３．出席者：

農林水産省 横山 紳 官房長

同 森 重樹 秘書課長

同 中澤 克典 地方課長

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 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の年間総労働時間の着実な短縮につい

ての(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、(３)の在庁

時間削減の部分、(５)、３のハラスメント防止対策の部分、４の年次有給休暇の

取得促進の部分、５の官用車の安全対策の部分、８の研修の開催部分を除く障害

者等の職場環境の部分」

・ 「Ⅶ 新型コロナウイルス感染症について」の「２の職員の感染防止の部分」

・ 「Ⅷ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１、２」

・ 「Ⅸ 女性公務員の労働権確立について」の「１、２、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、４の「国家公務員健康増進

等基本計画」の改正の部分を除く使用者責任の部分」

・ 「ⅩⅠの人事評価制度について」の「１、２、３」

・ 「ⅩⅢの労使関係について」の「１、２」

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、新型コロナウイルス感染症が

急速に再拡大するなかにあっても、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遂行に努めているところであり、高病
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原性鳥インフルエンザ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。

このようななかで、2021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11月27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。

（森秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅵについての回答をさせていただく。

１の年間総労働時間の着実な短縮についての（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及び（３）の在庁時間削減についてである。

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、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いる。

また、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、などの具

体的な事項を定め、各局庁において取り組んでいるところであり、超過勤務の上限

に関する措置によって、超過勤務の上限いっぱいまで超過勤務を命ずることができ

るとの誤った認識を持つことがないよう、現場の管理者等に対する指導も引き続き

行っていく考えである。

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、１の(５)の男性国家公務員の育休等取得促進についてである。

男性の育休等利用促進については、令和２年度から、子どもが生まれた全ての男

性職員が育児に伴う１ヶ月以上の休暇・休業を取得できることが政府目標となった

ことから、当省においても、本年３月に農林水産省ポータルに「男の産休・育休」

サイトを新たに設け取組内容の周知を行うとともに、本年８月に意識醸成等を目的

とした研修を実施するなど、本目標の達成に向けた取組を実施してきたところであ

る。

令和２年８月時点において、育児に伴う１ヶ月以上の休暇・休業取得予定者の割

合は、全対象者の98.4%となっているところであり、今後も積極的な働きかけを行

うなど一層の取得促進に努めてまいりたい。

次に３のハラスメント防止対策についてである。

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」の施行を受けて秘書課長通知「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、既存の秘書

課長通知「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、勤務条件に関

する日常的な苦情等の相談内容に応じ、助言、指導、両当事者間の和解のあっせん

等の対応を行うこととしており、職員掲示板により周知している。

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ともに、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、相談員、管理監督者、一般職員別の職場研修
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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。

次に、４の年次休暇についてである。

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、職員掲示板や庶

務課長会議等の機会を捉えて、

・各課等において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、

・また、昨年１月の人事院通知の改正に伴う年５日以上の年次休暇取得への配慮を

踏まえ、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環境を整備すること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりを進めているところであり、引

き続き徹底してまいりたい。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、年末年始における休暇の分散

取得が可能となるよう、周知したところであり、引き続き年次休暇の取得促進に向

け取り組んでまいりたい。

次に、８の障害者の職場環境の整備等についてである。

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、執務室入り口のス

ライドドアの設置など施設のバリアフリー化に向けた環境整備を実施している。

また、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セミナ

ー等への受講の機会を設けるなどにより、障害者が働きやすい職場づくりに努めて

まいりたい。

続いて、Ⅶの新型コロナウイルス感染症について２の職員の感染防止についてで

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。現在感染者の発生が拡大

傾向にある中で、感染拡大の防止及びコロナ禍における働き方改革推進の観点から

も、本省においてはテレワーク、休暇取得による出勤回避及び時差出勤の各取組を

合わせて５割以上の職員が取り組むこと、地方支分部局においては、各地の感染の

拡大状況や都道府県における感染防止策の内容等を踏まえて、テレワーク、休暇取

得による出勤回避や時差出勤に取り組むことについて、本年11月21日に「新型コロ

ナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について」を発出し、周知

しているところであり、引き続き、感染症対策を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取り組むとともに、日頃からの

コミュニケーションを通じ職員の意見等に十分配慮して円滑な業務運営に努めてま

いりたい。

続いて、Ⅷの非常勤職員等の制度及び待遇改善についてである。

農林水産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し合わせの「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
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支給対象の拡大、給与改定日の繰上げ等の処遇改善を図ったところである。

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、Ⅸの女性公務員の労働権確立についてである。

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等の取組により、農

林水産省全体の女性の採用割合は、獣医職・畜産職等を含め、令和２年度において

42.4％となっており、既に「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」の目標35％程度を上回っている状況である。

引き続き、女性の採用拡大とこれら女性職員の登用に向けて、両立支援制度の周

知やテレワークの推進・フレックスタイム制度の活用など、総合的かつ計画的にワ

ークライフバランスの実現に向けた取組を実行してまいりたい。

続いて、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してまいりたい。

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、本年度より「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。

続いて、ⅩⅠの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、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、

期末面談の実施に当たっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、評価者に引き続

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、

被評価者の理解が十分に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ついて、より一

層理解が深まるよう、評価者講座やeラーニング等の評価者訓練を引き続き実施し

てまいりたい。

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力する考えである。
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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。

（中澤地方課長）

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての５の官用車の安全対策について、回答す

る。

官用車については、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４点

について、私から重ねて要請する。

１点目は、2021年度予算概算要求についてである。

まずは、2021年度予算についてである。私たちは、７月３日に概算要求に向けた

要請書提出以降、様々な機会を通じてその実現を求めてきた。

また、11月27日の秋季要求書提出の際にも委員長から官房長に対し、重ねて要請

したところであり、コロナ関連対策をはじめ、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求めてきたところであるが、当局として満額確保に向

けどう取り組んできたのか伺う。

独立行政法人においては、東日本大震災以降の施設整備費補助金の大幅削減によ

って、施設・設備の老朽化がすすみ、計画的な更新や修繕費が確保されないなど施

設・設備の維持・存続にも支障を来たしており、各法人の事務・事業に対する影響

が明らかとなっていることから、所管独立行政法人の運営費交付金と施設整備費補

助金の満額確保が不可欠である。

特に、臨時国会における農林水産委員会での論議において、複数の議員から、「運

営費交付金にかかる効率化係数の見直し」や「運営費交付金、施設整備費補助金の

確保」を求める質問に対し、野上大臣や技術会議事務局長から「今後とも十分なパ

フォーマンスが発揮できるように、運営費交付金、施設整備費補助金の確保に努め

てまいりたい」、「運営費交付金のうち、重点的な研究課題を設定するなどの研究

業務を強化するための経費をしっかり要求して、全体として運営費交付金の確保に

努めている」との答弁がなされているが、施設整備費補助金を含め、現時点におけ

る対応・折衝状況を伺う。

また、農林水産省当局から所管法人の「業務・組織全般の見直しについて」に対

し、12月４日に総務省独立行政法人評価制度委員会より「意見」が出されたところ

である。これを踏まえ次期中長期目標の策定に当たって、各法人の事務・事業と組

織、組合員の雇用・労働条件の確保に向けた主務省として基本的な考え方を伺う。

２点目は、2021年度組織・定員要求と定員の確保についてである。

2021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。

この秋に取り組んでいる業務運営点検や先般開催した閉鎖事業所等対策会議で

は、コロナ禍により、通常業務対応が激変するなか、コロナ関連支援対策や激甚・

頻発化する自然災害からの復旧・復興、高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫

支援等への対応など、人員不足のなか、超過勤務が常態化する等厳しい業務実態が
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数多く報告されている。

次年度においても引き続きコロナ対策を最優先として国土強靭化や水際対策の強

化、農林水産物・食品の輸出拡大に向けた実行戦略などを柱としてすすめられるが、

予算・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り、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、農林水産省設置法改正に伴う附帯決議の遵守についてである。

秋季要求書提出時、官房長から「新規採用を含む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、設置法改正時の附帯決議に基づき、地域におけ

る農林水産行政について習得しつつ、業務が安定的に継承されるよう、引き続き計

画的な配置に努めてまいりたい」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。

また、臨時国会における農林水産委員会においても、複数の議員から、農水省に

偏重した定員削減割当の問題を指摘しながら、地域・現場への若手配置、人員配置

の必要性について言及があり、熊野大臣政務官からは、「災害が頻発する中で、地

方農政局等の地方組織の果たす役割は極めて重要」、「現場の行政ニーズにきめ細

かく対応できるよう、地方組織の新規増員数を近年増加させているとともに、新規

採用者を配属している」、「今後とも、地方組織の業務運営に支障が生じないよう、

必要な定員及び人員の確保に努める」との答弁がなされたところである。

今後、地域におけるコロナ関連支援対策をはじめ、「新たな食料、農業、農村基

本計画」などに基づく施策推進、自然災害等からの営農再開支援、高病原性鳥イン

フルエンザへの機動的な防疫支援対応など、地方組織に対するニーズは益々高まっ

ていると考えている。

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

に向けどのような検討をしているのか伺う。

４点目は、移転料の実費支給への対応についてである。

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、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たことから、先般、

アンケートで把握した改善意見を提出し、当局として対応可能な内示等の早期化や

財政当局に対する対象経費の見直しと協議の迅速化など、組合員の意見を反映する

よう改善を求めてきたところである。

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や早期支給に向けた「移転料請求手引書」の見直しなど

の状況はどのようになっているか伺う。

（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３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、輸出戦略の再構築を始めとする様々な政策経費をしっかりと

確保するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策と経済活動の両立に
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向けた対策を講じることが重要と考えており、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、令和３年度予算の確保に向けて全

力を尽くすとともに、来年度予算と一体で「15ヶ月予算」として編成された令和２

年度第３次補正予算も活用し、農林水産業の所得向上と農山漁村の活性化のための

効果的な施策を展開してまいりたい。

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、施設の修繕等、職員の雇用に要する経費が確保できるよ

う、引き続き効率化係数の適用除外となる経費の範囲の拡充等も含め財政当局との

折衝に万全を期してまいりたい。

なお、今後、来年３月までの次期中長期目標の策定については、総務省独立行政

法人評価制度委員会の意見等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、各法人と密接に連携してまいりたい。

組織・定員についても、厳しい査定環境ではあるが、農林水産業の成長産業化や

その土台となる生産基盤強化等の様々な重要課題に加え、豚熱・アフリカ豚熱等に

対する国内防疫・水際検疫、防災・減災、漁業取締りなどの諸課題に着実に対応す

るため、必要な組織・定員を確保してまいりたい。

（森秘書課長）

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て、国の農政に求められて

いる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て行う

必要があると考えており、この観点から、令和３年度以降についても、将来展望を

踏まえつつ、業務の実施状況や実施体制、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、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。

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

ら実施しているところであるが、これまでの運用状況を踏まえ、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）

要求事項に対する回答を踏まえ、６点について申し上げるので、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についてである。

先ほど、「引き続き、感染症対策をより効果的に実施していく」、「テレワーク、

休暇取得による出勤回避や時差出勤に取り組む」との回答が示されたところである

が、地方出先機関においては、未だテレワーク用パソコンの整備が進んでいないこ

とやパソコンは整備されたものの活用が行われていない、執務室内の飛沫対策、換

気など、テレワーク環境整備やテレワークの促進、感染症対策が不十分との声が数

多く報告されている。

人勧期要求書の回答交渉において、持ち出し可能なパソコン調達、リモートアク

セス利用ライセンス数の拡張など、順次、環境整備をすすめている旨の見解が示さ

れていたが、新型コロナウイルス感染症が急速に再拡大している状況下、現在のテ

レワーク環境の整備状況や地方組織におけるテレワーク実施状況について伺う。ま

た、執務室内の換気等の徹底についてどのような対策を講じているのか伺う。
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（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、職員がテレワークをするこ

とができるシステム環境を整備することは重要である。このため、職員のパソコン

について、テレワークに利用できる持ち出し可能なパソコンへの更新を進めている。

本省では、約5,400台のＬＡＮパソコンのうち、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

中を目途に更新する予定である。また、地方農政局等の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予算を確保し、持ち出し可能なパソコン1,000

台が、ほぼ納品され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、更に、地方組織も含めたテレワークの環境整備に努めて

まいりたい。

なお、執務室内の換気等の感染防止対策については、本年12月４日に人事院通知

「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応について」が改

正されたことを受け、改めて地方出先機関等へ周知するとともに、各機関の施設状

況等に応じ適切に対応するよう指導しているところであり、引き続き先に述べたマ

スク着用の徹底などの取組と合わせ農林水産省の機能の維持と職員の健康確保に取

り組んでまいりたい。

（永井調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減についてである。

秋季に開催したブロック別分会代表者会議やこの秋のインターネット活用による

業務運営点検では、各職場から、「上局からの調査依頼が特定の者に集中している」、

「本省からの時間外の業務連絡メールに対し、迅速な対応を求められる」など、上

限規制が措置された昨年４月以降においても、欠員のなかでの業務対応など絶対的

な人員不足により超過勤務が慢性化している実態、超過勤務の縮減に向けた声掛け

はあるものの、業務の抜本的な見直し・削減等が行われず、超勤実態は大きく変化

していないことなどが数多く報告されている。

この間の回答では、「措置の実効性を確保する観点から、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」としているが、具体的にどのような

見直しを行ってきたのか示すこと。

また、他律的業務の比重が高い部署の範囲は、本年４月の見直しにより若干減少

したところであるが、特例業務の指定状況及び既に人事院に提出している昨年度の

整理・分析・検証結果を早急に示すとともに、検証結果を踏まえた今後の対応につ

いてどのように考えているのか伺う。

さらに、私たちは、全ての職員が健康で働き続けるためにも、この間求めてきた

ＩＣＴ等を活用した客観的で厳格な手法を用いた勤務時間管理の実施について、20

22年度からの運用開始に向け、検討を進めているとしていたが、現時点での進捗状

況について伺う。なお、特例業務の検証結果及び今後の対応や勤務時間管理システ

ムの導入にあたっては、職員の労働条件に大きく影響することから、労働組合との

協議・合意を基に進めるよう求める。

（森秘書課長）

農林水産省本省では、
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・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

等の具体的な事項を定め、各局庁において取り組んだところである。

また、超過勤務上限規制の導入を踏まえ、本年８月に、

・職員個々の勤務時間を常に把握すること

・超過勤務を命じる場合は、業務内容を十分に精査した上で事前命令の徹底を行う

とともに、長時間勤務者を秘書課に報告し、個別に改善策等を含めた検討を行った

上で局長等に報告すること

について、管理職員に周知したところである。また、その上で業務の削減・効率化

の積極的な取組が困難な場合については、部局間を超えた応援体制を構築する措置

を講じたところである。

他律的業務の比重が高い部署の範囲についても、業務の状況を考慮して必要最小

限の範囲で指定しており、今後についても部署の新設や改廃など、状況に変化があ

った部署について、必要に応じて見直しを行ってまいりたい。

特例業務の要因の整理、分析及び検証については、令和元年度は、台風や大雨に

よる大規模災害の発生に伴う対応や豚熱、新型コロナウイルス感染症対策に関する

業務等により、上限を超えて超過勤務を命じた職員数は624名となっているところ

であり、先ほど申し上げた事前命令の徹底等について、該当部局の指導等を行った

ところである。

今後についても、上限措置の実効性を確保する観点から、引き続き、関係部局の

指導等を行いつつ、超過勤務の削減に努めてまいりたい。

ＩＣＴを活用した勤務時間管理のシステム構築については、令和４年からの運用

開始を目標に、システム構築に必要な予算を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

３点目はハラスメントの防止対策についてである。

「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」などの回答が示

されたところであるが、秋季要求書提出時、委員長から言及したように私たちが設

置している「くみあい相談窓口」には、今なおハラスメント等に関する相談が寄せ

られている。また、人事院の令和元年度年次報告書によれば、苦情相談の内容で最

も多いのは、昨年に引き続いて「パワハラ、いじめ・嫌がらせ関係」で496件、30.

6％であり、「セクシャル・ハラスメント」は67件、4.1％となっているところであ

るが、当局の「職員の苦情相談窓口」への相談状況は、人事院規則が施行された６

月１日以降どのようになっているのか伺う。特にパワー・ハラスメントの相談につ

いては、相談者の心身の状況や受け止めなど認識にも配慮しながら、また、意向に

沿いながら丁寧かつ慎重に相談に応じることが重要であることから、相談窓口担当

者の研修や相談しやすい配慮などはどのように行っているのか伺う。

（森秘書課長）

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ところであるが、12月４日から10日までの「ハ

ラスメント防止週間」において相談員の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。

（永井調査交渉部長）

改めて、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、
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当局によるハラスメント防止策の徹底と事案に対しては、相談者に配慮した迅速か

つ正確な確認と行為者に対する厳正な対処、再発防止策の徹底を求めるとともに、

労働組合と必要な協議を行うよう求める。

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。

回答において、「年間を通じて年次休暇の計画表を作成や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」など

を促すとしているが、夏季休暇の取得時期である７月から９月に業務繁忙期となる

職場においては、年々、連続休暇取得の困難性が高まっている。特に現時点では、

来年の東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定であり、訪日外国人旅

行客の増加が想定され、水際対策の強化のため、植物防疫所及び動物検疫所の職場

においては取得の困難性はより高まることが想定される。このことから、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最大限の努力を求め

る。

（森秘書課長）

夏季休暇の取得時期については、昨年、東京オリンピック・パラリンピックの開

催に向け、植物防疫所や動物検疫所の交代制勤務職員が繁忙となることから、取得

が困難となることが想定されたため、人事院に取得期間の拡大について要望してき

たところである。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、当該東京オリンピック・

パラリンピックの開催が延期されたところであり、延期後の開催時期について注視

しつつ、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。

（永井調査交渉部長）

５点目は、非常勤職員等の待遇改善についてである。

非常勤職員の休暇については、この間、2018年に慶弔休暇、2019年に夏季休暇が

措置されたところであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、改め

て非常勤職員の「私傷病休暇」や「子の看護休暇」が無給であることへの課題が浮

き彫りとなっている。そのため、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、給与改定日の繰上等、一定の待遇改善が図られてきたところ

ではあるが、引き続き、常勤職員と同様の待遇となるよう、無給休暇の有給化など

休暇制度等の一層の改善を図ることを求める。

（森秘書課長）

非常勤職員の休暇については、本年１月から措置された夏季休暇を含め、人事院

において、民間の状況等を踏まえて措置されてきたと承知しており、今後の動向を

注視してまいりたい。

（永井調査交渉部長）

６点目は、勤務時間外の官用車出張における対応についてである。

昨年の秋季要求においても、同乗者は共に業務を行う運転者との業務打合せや業

務後の報告対応、不案内な土地での安全確保対応などを行っており、運転者と同様

に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

てきたところである。また、今般の業務運営点検において、鳥インフルエンザ防疫

支援対応により県外へ官用車で夜間、早朝から出発し、同乗者においても長時間に

わたり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ず、

振替や超過勤務手当の対象外とされている勤務実態が明らかになっている。この間

の見解では、「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、
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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ところであるが、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。

（森秘書課長）

同乗者における移動時間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

わり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。

（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が、コロナ禍にあっても組

合員は、国民の期待に応えるため、各種施策の遂行に懸命に奮闘していることを踏

まえれば、不十分な回答と言わざるを得ない。

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る。

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）

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 －


