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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．開催日時：平成27年８月５日（水）15:59～16：45（46分）

２．場 所：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 佐藤 一雄 大臣官房長

同 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 半田 五太 大臣官房厚生課長

同 黒田 正純 大臣官房地方課管理官

同 川本 登 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 渡邉 由一 調査交渉部長

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2015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

（川本秘書課調査官）

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が「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．国家公務員宿舎の確保等について」の「１、３、４、５」

「Ⅷ 労働条件の改善について」の「１、２、５のまた書きの安全対策部分、７、

８、12」

「Ⅸ 男女平等の公務職場の実現について」の「１、２、３」

「Ⅹ 非常勤職員等の制度及び処遇改善について」の「１、２、３」

「ⅩⅠ 人事評価制度ついて」の「１、２、３」

「ⅩⅡ 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。

（柴山書記長）
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全農林は、７月23日から24日に都内で第61回定期大会を開催し、東日本大震災

からの復興・再生の重要性を再確認し、取り巻く諸課題から組合員の雇用と労働

条件を確保する運動方針を確立した。大会では、非現業における組織再編が迫る

中、現場と農政を結ぶ新たな業務や実施体制が明確になっていないことへの不安

と不満、独法における２法人及び４法人統合や経理処理事案に対する課題などに

ついて、多くの意見が出された。加えて、口之津拠点の見直しについては、労使

間で確認している事項にも関わらず、一方的に変更され説明がないままに新聞報

道が行われたことに対する憤りと不安の声や、主務省として責任のある対応を求

める声が寄せられたところである。

これら各分会から寄せられた組織や業務、更には予算・定員等に関わる意見や

要望等については、今後も様々な機会を通じて農林水産省当局はもとより、各法

人当局にその改善を求めていくこととしている。

今回要求している各事項は、いずれも切実な課題であることから、農林水産省

当局として解決できる事項は早急に対応するとともに、関係機関への要請事項に

ついても、特段の対応を要請する。

（佐藤官房長）

要求事項のうち交渉事項に関しては、各担当課長から順次回答する。

(横山秘書課長)

「Ⅷの１、２超過勤務の縮減等」については、農林水産本省で、

① 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

② 超過勤務を命ずる場合は、勤務時間内に行うように心掛けること

③ 各課内での意見交換や班ごと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

④ 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

など具体的な事項を定めて取り組んでいるところである。また、地方でも、本省

に準じて超過勤務縮減の取組を進めているところである。

特に７月～８月においては、ワークライフバランス推進強化月間として、「ゆ

う活」をはじめとした取組を推進しているところである。

今後とも、定期的に各局庁における超過勤務縮減の取組を検証し、徹底した削

減努力を行うとともに、超過勤務を命ずる場合には、勤務時間内に行うよう努め

てまいりたい。

「Ⅷの７ セクハラ・パワハラの防止策の徹底など」については、秘書課長通

知により、セクハラの防止及び排除のための措置等を明確にしているところであ

る。

また、パワー・ハラスメントの防止については、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」を職員掲示板
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により周知し、その防止に努めているところである。

相談体制については、勤務条件に関する日常的な苦情等の相談に応じ、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体制を整備しており、

職員掲示板により周知しているところである。

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、セクシュアル・ハ

ラスメントやパワー・ハラスメントの防止等について徹底しており、引き続き防

止策の徹底に取り組むなど、適切に対応してまいりたい。

「Ⅷの８ 年次休暇などの取得しやすい環境整備」については、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、ノーツ掲示板や庶務

課長会議において、

① 毎月上旬に、各課等において向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧し

記入すること

② 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

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境作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。

「Ⅸの１ 女性の採用・登用拡大計画の実施」については、政府の「第３次男

女共同参画基本計画」及び人事院が定めた「女性国家公務員の採用・登用拡大に

関する指針」を踏まえ、農林水産省における女性職員の採用・登用拡大計画を定

めているところである。

これまで、拡大計画等に示された目標の実現に向けて、

① 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

② 人事評価制度を活用した能力・実績主義による人事配置に努める等、意欲と

能力のある女性職員の登用の推進

③ 掲示板を利用したメンター制度の周知

などの具体的な取組を着実に進めてきた結果、準ずる試験である獣医職・畜産職

等を含めた農林水産省全体の女性の採用割合は、平成27年度において38.8％であ

り、「拡大計画」の目標35%を上回ったところである。

また、女性職員の割合も年々増加しており、引き続き女性の採用・登用の拡大

や、女性が働きやすい職場環境の整備を進めてまいりたい。

「Ⅸの２ 農林水産省特定事業主行動計画」については、平成27年３月に策定

した現行計画に即し、「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される

社会」を創るため、職場を挙げて支援する環境整備に取り組んでいる。引き続き

行動計画に基づき、環境整備に取り組んでまいりたい。

「Ⅸの３ 育児休業・育児短時間勤務」については、新たに毎月、両立支援制

度を職員掲示板に掲載して、活用を呼びかける取組を始めたところであり、引き
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続き制度の活用の推進に努めてまいりたい。

「Ⅹの１、２ 非常勤職員等の給与引き上げ等」については、当省における非

常勤職員の給与は、いわゆる人事院の非常勤職員給与ガイドラインを踏まえ制定

した秘書課長通達の規定により常勤職員に準じて決定している。

平成21年３月の通達整備後も、平成26年４月に職務経験を考慮した賃金決定の

改善及び賞与支給対象者の拡大、平成27年４月から通勤手当の支給方法の改善な

ど種々改善に努めているところである。政府の人件費抑制方針の下での運用は厳

しいものがあるが、引き続き、常勤職員に準じた待遇にすべく努力してまいりた

い。

「Ⅹの３ 期間業務職員制度」については、政府全体で同一的な取扱いとなる

ように、制度官庁における検討状況を注視しながら、適切に対応してまいりたい。

次に「ⅩⅠ 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、評価者が付す「個別評語」が調整者による評価の

甘辛の補正などの調整を経ていないことを考慮し、開示範囲を「全体評語」に限

定しているが、期末面談にあたっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、引き

続き指導してまいりたい。

また、苦情処理にあたっては、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、十分理解の得られる人事評価

となるよう尽力する考えである。

評価者訓練については、

① 制度官庁が主催する評価者研修に、地方機関を含む各部局の評価者を 可能

な限り多く参加させるとともに、

② 農林水産省主催の管理者研修においても、評価制度や評価結果の活用 につ

いて、可能な限り分かりやすく解説しているところである。

また、評価結果の活用方法については、評価者訓練において十分周知している

ほか、各職員に対しても昇任・昇格等に活用される重要事項である旨

機会を捉えて周知しており、引き続き、評価制度等への理解が更に深まるよう取

り組む考えである。

「ⅩⅡ 労使関係」については、引き続き管理職が率先して職員とのコミュニケ
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ーションを図り、業務が円滑に行えるような環境づくりに努力する考えである。

また、地方を含む各段階での労使交渉については、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。

（半田厚生課長）

「Ⅵ．国家公務員宿舎の確保等」についてお答えする。

国家公務員宿舎の削減については、対応の難しい課題も多いと認識しているが、

国家財政事情や公務員に対する厳しい視線を考慮した上で、引き続き、真に公務

のために必要な宿舎の確保に努める考えである。

独立行政法人向けの必要戸数の見直しについては、国会等において更なる批判

を招くおそれがあるため、難しい状況である。

独法敷地内の財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等については、退去期限の後

倒しや宿舎貸与の弾力的運用等について、入居状況も勘案しながら各財務局等と

宿舎ごとに調整を行うことが基本であるが、官房としても各局庁と連絡を密にし

て、入居者が全て退去するまでの間、引き続き、真摯に対応を行う考えである。

なお、売却不能宿舎等の処分の方向性、対応策は、財務省との引継ぎ協議の中

で財務省とともに検討していく考えである。

退去及び転居を余儀なくされる職員に対しては、引き続き、

① 各官署等において近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行うと

ともに、

② 農林水産省共済組合本部及び各支部並びに農林水産省生活協同組合において

も、民間賃貸住宅や分譲住宅等の情報を提供してまいりたい。

公務員宿舎は、職員の仕事と生活の基盤となる重要な事項であるが、国家財政

や公務員に対する国民の厳しい視線なども考慮しなければならないと認識してい

る。

個別課題の解決にあたっては、官房、各局庁及び省内の各維持管理機関が一体

となって、できることから一つずつ実現するよう、引き続き努力する考えである。

組織の統廃合や人事異動に当たり転居を伴う職員の宿舎については、宿舎事情

は厳しいが、財務本省及び各財務局等に対し設置状況等の聴き取りや要請を行う

など、合同宿舎のほか他省庁宿舎を含め必要な宿舎が確保できるよう努力すると

ともに、近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行ってまいりたい。

また、農林水産省共済組合が斡旋する賃貸住宅仲介業者による希望条件に基づ

く物件情報提供及び仲介手数料の割引サービスについても併せて周知していきた

い。
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人事異動に伴う宿舎入居手続きについては、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きを行うよう、引き続き努力する考

えである。

続いて「Ⅷの12 心の健康づくり施策の実施」について回答する。

メンタルヘルス対策については、平成22年に「農林水産省職員の心の健康づく

りのための指針」を発出するとともに、平成23年からは「心の健康づくり計画」

を策定・施行し、推進している。

「心の健康づくり計画」においては、心の健康に問題のある職員の早期発見・

早期対応のため、メンタルヘルスチェックを実施するとともに、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、職場や専門家が連携して対応す

ることとしている。

また、職場に復帰する際には、人事院の「試し出勤」制度を活用し、職場復帰

に関する不安を緩和してから復帰するよう努めるとともに、円滑な職場復帰のた

めの面談と再発防止のための職場復帰計画を作成し、復帰の支援を着実に実施し

ている。

職員のメンタルヘルス対策は円滑な業務運営の観点からも重要な課題であり、

引き続き管理監督者及び職員の意識向上に努めるとともに、省内関係部局が連携

して対応する考えである。

（黒田地方課管理官）

次に、要求書のうち、「Ⅷ 労働諸条件の改善について」の５のまた書きの安

全対策部分について、回答させていただく。

官用車の長距離運転については、交通安全に万全を期す観点から、無理のない

計画を組むとともに職員の体調に配慮した運行となるよう対応することや、交通

安全講習会への参加等の交通安全指導等を行ってまいりたい。

また、更新車輌においては、ＡＢＳ等を標準装備した車輌を導入するなど引き

続き安全対策の強化に努めてまいりたい。

（柴山書記長）

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、先ずは主要な事項

５点について、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金要求などについてである。

本年の人事院勧告については、2015春闘における民間の賃上げ状況を踏まえれ

ば、月例給、一時金のいずれについても引き上げ勧告の期待が高まっている。公

務員産別は、本年の勧告について、人事院に対し「公務員労働者の月例給与水準

の引き上げ勧告を行うこと。また、一時金については、精確な民間実態の把握と

官民比較を行い、支給月数を引き上げること」を求めている。さらに、再任用者
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の給与制度については、人事院に対し、経済的負担、定年前職員との均衡を考慮

して改善することとし、労働組合と十分交渉・協議し、合意に基づいて行うよう

求めている。

人事院勧告を巡っては、勧告日が目前に迫っていることから私たちの要求を十

分踏まえ、しっかり対応願いたい。

また、来年度から年金支給開始年齢が62歳となり２年間の無年金期間が生じる

ことから、雇用と年金を確実に接続させるため、人事院の意見の申出等を踏まえ、

段階的な定年延長が実現するよう制度官庁に対して強く要請することを求める。

２点目は、2016年度予算概算、組織・定員要求についてである。

まずは、予算についてである。

政府は、７月24日に「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針に

ついて」を閣議了解した。その内容は、「基本方針2015」で示された「経済・財

政再生計画」の初年度の予算である平成28年度予算概算要求については、手を緩

めることなく本格的な歳出改革に取り組み、歳出全般にわたり、予算の中身を大

胆に重点化するとしている。

2016年度予算概算要求にあたっては、今月末を目途に本格的な予算要求作業が

行われているが、「新たな食料・農業・農村基本計画」や「農林水産業・地域の

活力創造プラン」に基づく各種施策を着実に実施するために必要な予算を確保す

るよう最大限の対応を要請する。

独立行政法人については、次年度から第４期中長期目標期間がスタートするこ

ととなる。各法人の事務・事業の推進と組合員の雇用・労働条件に支障をきたさ

ないよう、必要な運営費交付金及び施設整備費補助金の予算を確保するよう要請

する。運営費交付金では、第２期より毎年、管理運営費３％、業務経費１％の

「効率化係数」が課せられており、各法人の運営も大変厳しい状況にあることか

ら、「効率化係数」による予算の抑制を行わないよう求める。

特に、独立行政法人への移行後、施設整備費補助金が大幅に削減される中で、

施設等の老朽化により事務・事業の推進に支障をきたしていることから、業務や

労働安全面からも法人の要望を踏まえ、総合的な老朽化対策に必要な予算を別枠

で確保するよう求める。

さらに、改正高年齢者雇用安定法に基づく、フルタイムを含む希望者全員を継

続雇用するために必要な予算を別枠で確保するよう合わせて要請する。

次に、組織・定員要求についてである。

定期大会や職場オルグでは、各職場から業務に見合った人員が配置されていな

いことに大きな不満や不安が出されている。具体的には、地域センターでは「人

員減についてはこれまで何とかしのいできたが、もう限界にきている」、植物防

疫所及び動物検疫所では「当該空港等へ長距離出張により毎日対応していること

から、拠点業務に必要な人員が不足し、拠点に残る職員は昼休みも取れず、時に

は昼食も取れない状況にある。訪日外国人旅行者の急増等に対応するためのＣＩ
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Ｑの緊急増員により一部の職場においては若干の増員は図られるものの、増員が

行われない職場においては、厳しい労働環境にある」、国営土地改良事業所では

「業務量に見合う人員配置が行われていないことから、年間を通して大幅な超過

勤務が発生している」、漁業調整事務所では「外国船取締業務を安全に実施する

ための複数乗船体制を要求しているが実現していない」など深刻な職場実態が報

告されている。

このことから、2016年度組織・定員要求にあたっては、要求書にあるとおり、

本省・地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおける組織再編にあたっ

ては、各自治体や関係機関、生産者・消費者へのワンストップサービスが必要な

ことから、附帯決議に基づき、現場に即した農林水産行政を推進する体制整備に

必要な定員の確保。農業農村整備事業の着実な推進、ウメ輪紋ウイルス対策や格

安航空（ＬＣＣ）の新規就航及び外国人旅行者の急増など増加する検疫業務や、

船舶の安全運行を確保し調査・取締業務の的確な遂行など、農林水産施策を継続

かつ円滑に推進するために必要な新規増員の確保を強く求める。

さらに、フルタイム再任用をはじめ組合員の希望どおりの再任用を実現できる

定員を確保すること。

３点目は、組織再編についてである。

本年10月に予定されている組織再編まで２ヶ月を切った。定期大会では、「現

時点においても、地方参事官と地方参事官グループの業務が明確になっていな

い」「地方参事官室については、関係職員が理解を深めるマニュアルを整備する

などの当局見解が示されているが、職場では新しい情報もなく、新組織業務に向

けた準備も行えず、不安が募る一方である」「支局が将来担う業務として、統計、

食品表示監視業務、経営所得安定対策などの10月以降の業務執行体制の具体的な

業務内容について、どこまでが支局で担うべきなのか等の役割分担や事務の流れ

の検討が不十分であり、対外的にも混乱することが想定される」など、10月の組

織再編に向けた不安と不満の声が数多く寄せられた。

組織再編によって行政サービスの停滞や支障をきたすことがあってはならない。

円滑な業務執行体制を確立し混乱のないよう準備、対応することが必要なことか

ら、８月下旬以降開催を要請している労使間意見交換会及び労使間意見聴取会に

おいて十分な論議を求める。

また、拠点集約により強制的な人事運営、ましてや退職を余儀なくされるよう

なことはあってはならない。このため、組織再編に伴う人事異動にあたっては、

組合員の意向を十分尊重するとともに、個別事情への十分な配慮や異動困難者へ

の対応に万全を期すよう求める。

４点目は、独立行政法人改革についてである。

本年４月から、ＦＡＭＩＣが行政執行法人へ、家畜改良Ｃ・種苗管理Ｃ・水産

大学校が中期目標管理法人へ、農研機構・生物研・農環研・国際農研・森林総研

・水研Ｃが国立研究開発法人へ移行した。
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このような中で、４法人及び２法人統合に係る個別法案の国会審議が始まるこ

とから、該当法人の事務・事業と組合員の雇用・労働条件の確保に万全を期すよ

う対応願いたい。

また、法人統合の検討に関しては、該当法人当局と協議を行っているところで

あり、今後は組織体制の詳細や予算、関係規程類などが主務省との調整も踏まえ

て提起される予定である。特に、過去の法人統合では統合に伴う効率化として５

年間で一般管理費10％相当の抑制が義務づけられていたことから、過去と同様の

抑制措置が行われないよう強く要請する。いずれにしても、法人統合にあたって

は各法人が担ってきた事務・事業を確実に引き継ぐとともに、統合による相乗効

果を含め、新法人としてさらに発展・強化されるよう該当法人と連携して対応す

ること。

次に、今年度は第３期中期目標期間の５年目を迎えていることから、期間終了

時の見直しが行われる。この見直し結果を踏まえ、独立行政法人制度評価委員会

は、法人の主要な事務・事業の改廃に関する主務大臣への勧告や講じようとする

措置について報告を求めることができるとされていることから、法人の事務・事

業への影響を及ぼさないよう対応するとともに、節目毎の情報提供を求める。ま

た、中長期目標の策定は、法人が策定する中長期計画と一体であり、組合員の労

働条件に大きな影響を及ぼすことから、提出交渉の回答にあったように必要な情

報提供を行うとともに、労働組合の意見を反映するよう求める。

５点目は、ＴＰＰについてである。

米国ハワイ州で開催されていたＴＰＰ閣僚会合は、ニュージーランドが日本を

含む各国に乳製品の市場開放を強行に求め続けたことや、知的財産分野での対立

が解けなかったことが影響して、目標としていた大筋合意を見送り７月31日に閉

幕した。一方、米国は、今回もＴＰＰ閣僚会合に先立つ日米二国間交渉で、米、

牛豚肉や他の農産物で追加輸入枠や大幅な関税引き下げを勝ち取ったことから、

ＴＰＰが成立しなくても、産業界を納得させる実利を得たと報道されている。

各国は、来秋の米国の大統領選挙や議会承認手続きなどから、８月末が妥結期

限と見ており、８月末にも再び閣僚会合を開く意向であり、あらためて大筋合意

を目指すこととなる。

農林水産省の食料・農業・農村政策審議会食糧部会で生産者委員からは、ＴＰ

Ｐ交渉で安い米が外国から輸入されることへの不安、乳製品や牛肉・豚肉の輸入

で国内の畜産農家が離農すれば飼料用米の先細りは免れないことから、「飼料用

米への転換は先行きが見えない中で進めていることを農政は理解してもらいた

い」との懸念の声があったと聞いている。国際交渉は、いったん合意すればやり

直しはきかない。

政府は、衆参農林水産委員会における「ＴＰＰ協定交渉参加に関する決議」を

遵守するとともに、同決議が遵守されない場合は、農林水産業はもとより地域経

済に甚大な影響を与えることから、交渉から離脱するよう強く求める。
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（佐藤官房長）

ただいま、柴山書記長から重ねて言及のあった事項について、私の方から順次

申し上げる

まず、給与水準の改定に当たっては、行政のプロとして職務に精励している職

員の意欲を向上させるため、民間給与の実態を正確に把握した上で、適正な水準

が確保されるよう、当省としても、先日、人事院に対し要望したところである。

また、定年延長については、今夏の政府方針とりまとめに向け、制度官庁にお

いて鋭意検討が進められていると承知しており、政府全体の検討を注視してまい

りたい。

次に、平成28年度予算及び組織・定員要求については、「農林水産業・地域の

活力創造プラン」や本年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」に

沿って、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けた施策

を着実に展開できるよう検討を進め、農業農村整備事業、検疫業務、調査・漁業

取り締まり強化をはじめ、農林水産行政の円滑な推進に必要な予算、定員の確保

に努め、附帯決議の趣旨を踏まえた体制を確保してまいりたい。

また、独立行政法人の運営に必要な施設整備費補助金等の予算の確保について

は、引き続き確保に向けて努力していく考えである。

次に本年10月の組織再編については、現場と農政を結ぶ業務マニュアルに基づ

く具体的業務を含め、円滑に業務を実施できるよう職員とコミュニケーションを

図りつつ業務計画を策定するよう指示したところである。

また、労使間意見交換会でも10月以降の業務運営について議論していくととも

に、意見聴取会の開催については、意見交換会の状況を見つつ検討してまいりた

い。

組織再編に伴う人事異動については、丁寧に対応してまいりたい。

次に独立行政法人改革については、まずは今国会に提出した独法を統合する法

律案の成立に万全を期したい。また、本年度中に所管独法の次期中（長）期目標

の策定を行う予定であるが、その上で、御要請の趣旨を踏まえ、必要な情報提供

に努めてまいりたい。

次にＴＰＰ交渉については、衆参両院の農林水産委員会決議が守られたとの評

価を頂けるよう、政府一体となって全力を尽くす考えである。

（渡邉調査交渉部長）

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。
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１点目は、公務員宿舎についてである。

定期大会では、「地方では公務員宿舎が不足している状態が続いており、宿舎

に入りたくても入れず、仕方なく民間住宅等に入居せざるを得ない」との意見が

出された。首都圏と地方や地方間での宿舎事情等の違いがあったとしても地方に

おいて宿舎の確保が必要だという現状に変わりはない。

このような全国的な宿舎事情の実態を踏まえれば、農林水産省の必要戸数の全

国調整を行い、公務員宿舎が有効に活用できるよう求めてきたところであるが、

財務省に対してどのような要請を行っているのか伺う。

また、退去及び転居を余儀なくされる職員に対する各種情報提供について、定

期大会では、「宿舎廃止計画の実行においては、職場近隣の不動産情報の提供を

含めた、丁寧な対応を当局に求めることが必要である」との意見が出されている

ことから、民間住宅等の情報提供等について、独法職域を含めた各現場管理者へ

の指導の徹底を求める。さらに、民間住宅の退去にあたり支出が増加しないよう

１ヵ月前の内示を実現すること。

さらに、独法敷地内の売却不能宿舎等の処分の方向性、対応策は、財務省との

引継ぎ協議の中で財務省とともに検討するとのことであるが、私たちが求めてき

た有効活用について、財務省とどのような検討を行っているのかスケジュールも

あわせて伺う。

(半田厚生課長）

組織の新設改廃等による必要戸数の全国・地域間の調整はこれまでも行ってき

ているところであるが、同様な理由により調整が必要なものについては、引き続

き、各財務局等と十分協議し調整を行っていく考えである。

また、退去及び転居を余儀なくされる職員に対しての近隣不動産業者の紹介や

賃貸住宅の情報提供等については、各官署等において丁寧に行うよう指導してま

いりたい。

独法敷地内における引継ぎが困難な廃止宿舎については、先ほど申し上げたと

おり、入居者が退去するまでは、退去期限の後ろ倒しや宿舎貸与の弾力的運用等

について真摯に対応していく考えである。なお、退去後は各財務局等と協議のう

えで宿舎としての用途を廃止していくこととなるが、その後は、財務省との引継

ぎ協議の中で財務省とともに検討していく考えである。

(渡辺調査交渉部長)

２点目は、超過勤務縮減についてである。

私たちが昨年10月～12月を超過勤務縮減月間と位置付け実施した全職場におけ

る１年間の超過勤務実態調査結果からすれば、３月春闘交渉時の当局の「一人当

たりの年間超勤時間が360時間を超えないよう努める」との見解と乖離した実態

にあることを指摘した。その際「管理業務の一環として、地方機関を含め特定の

職員に一定期間に集中して過度な勤務状況となっていないかをチェックするなど、

実態把握を通じた超勤縮減の取組に常時注意を払っている」との見解が示された
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が、昨年度の本省及び地方機関の超勤実態はどのような状況なのか。在庁時間は

削減されているのか。

また、現在、ワークライフバランス推進強化月間として「ゆう活」の取組が行

われている。私たちは、この取組によって超過勤務が増加しては本末転倒となる

ことから、勤務時間管理を徹底し実質的な超勤縮減とワークライフバランスの確

保に繋がる、実効性のあるものとなるよう各級機関の指導を求めてきたところで

あるが、現在における取り組み状況はどうなっているのか。私たちとしても取組

終了後に、各職場段階において検証を行うこととしているので、当局としてもこ

の取組により実質的な超勤縮減に繋がったか検証するよう求める。

更に、女性職員の割合は年々増加し、「拡大計画」の目標を上回っているとの

ことだが、女性が働きやすい職場環境の整備は全ての職員が働きやすいことにつ

ながり、超過勤務の縮減は大きな課題となる。実効ある超過勤務縮減対策の充実

を図るとともに、諸休暇・休業制度の拡充も含め、引き続き環境整備に取り組む

よう求める。

なお、業務上必要な超過勤務については事前命令を徹底するとともに、命令に

伴う超過勤務手当については全額支給となるよう必要な予算の確保を強く求める。

(横山秘書課長)

平成２６年の農林水産省全体における月３１時間以上の超勤状況は、平成２５

年に比べて、ほぼ同じ状況となっていると認識している。

いずれにしても、各管理職員等によって、職員の勤務状況等を踏まえ、超勤縮

減の取組に常時注意を払ってまいりたい。

ゆう活については、全府省での本府省等内部部局における7月1日(水)分の実施

結果では、早朝出勤実施者の定時退庁割合は約６５％、全職員の２０時までの退

庁割合は約８８％となっている。

農林水産省においては、幹部職員の庁内巡回の他、会議は原則１６時１５分ま

でに終えるよう設定するなどの対応を行い、早朝出勤実施者の定時退庁割合や全

職員の２０時までの退庁割合は全府省の割合よりも高い傾向となっているが、引

き続き、定時退庁や早期退庁の勧奨に努めてまいりたい。

また、男女問わず全ての職員が生き生きと働けるような職場環境の実現に向け

て、育児・介護支援策の充実を制度官庁に要望しているところであり、引き続き

環境整備に取り組んでまいりたい。

なお、超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、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、超過勤務手当を支払っている。必要な予算は引き続き確保に努めていく

考えである。

(渡辺調査交渉部長)

３点目は、セクハラ・パワハラ防止策の徹底についてである。

パワハラやセクハラは、職員の権利や人権、生存権を侵害する犯罪行為であり、



- 13 -

断じて容認することはできない。

私たちは、秋季年末及び春季において「労働条件点検期間」を設定し、当局に

よるパワハラやセクハラと受け止められる実態を検証し、課題や問題を把握する

など、明るく働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してきた。 また、本省

におけるパワハラやセクハラは農林水産行政の円滑な推進に影響を与えることか

ら、本省内全組合員に対しハラスメントの根絶に向けた「パワハラ・セクハラ緊

急アンケート」を７月１日～15日にかけて取り組んだところである。

農林水産省の全ての職場からパワハラやセクハラを根絶するため、私たちの検

証結果を提供するので、管理者に対する更なる指導の徹底と的確な対処を強く求

める。

(横山秘書課長）

パワハラは、職場内秩序を乱し、業務運営の障害となり得るとともに職員の勤

労意欲を減退させ、ひいては精神的な障害に陥る職員を発生させる要因になり得

るもので、許されるものではないと認識している。

管理監督者等に対し、パワハラの防止について徹底しており、引き続き防止策

の徹底に取り組んでまいりたい。

(渡辺調査交渉部長)

４点目は、官用車の機能性向上などの安全対策の強化についてである。

定期大会では、「植物防疫所及び動物検疫所における検疫業務では、各拠点か

ら官用車やレンタカーでの出張による応援体制を組んでおり、例えば札幌から稚

内港までは片道380㎞もあり、肉体的にも精神的にも大きな負担を強いられてい

る」との切実な現場実態が報告された。また、この間の地方組織の拠点統合に伴

う意見集約において、現状でも長距離出張により業務を遂行しているが、拠点集

約となれば更なる管轄区域が広域化することから、安全対策の強化を求める意見

が数多く出されている。

組合員が安心して安全に業務を遂行できるよう、現場実態を踏まえた官用車の

機能性を確保した車両更新に必要な予算を確保するよう求める。

また、同乗者を超過勤務の対象として取扱うことや自主運転手当の制度化に向

け、関係機関への対応を要請する。

(黒田地方課管理官)

官用車の機能性を確保した車両更新については、これまでもエアバッグ、ＡＢ

Ｓ等の安全装置を搭載した車両を購入しているところである。

また、衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置を搭載した車両については、今後の

普及状況等を勘案しながら、導入を検討してまいりたい。

(横山秘書課長)

官用車出張の際の同乗者については、その移動時間の性質が他の交通手段で移
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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

められないとの回答を得ているところであるが、引き続き、給与等の改善要望に

おいて、同乗者について移動時間を超過勤務等の対象とするよう要望していく考

えである。

また、自主運転手当の制度化については、先般、官用車の運転実態を踏まえ、

手当の制度化について制度官庁と相談したところ、「特殊な勤務で、給与上特別

の考慮を必要」とするとまで言えないことから、困難であるとの見解であったが、

引き続き、官用車の運転実態を注視しつつ、必要に応じ制度官庁と相談してまい

りたい。

(渡辺調査交渉部長)

５点目は非常勤職員の給与引き上げ等についてである。

通勤手当の支給方法については、私たちの要求も踏まえ改善されたと受け止め

ている。常勤職員に準じた待遇となるよう、引き続きの努力を要請する。

(横山秘書課長)

引き続き、常勤職員に準じた待遇にすべく努力してまいりたい。

(柴山書記長)

これまで申し上げたとおり、農林水産省の組織再編、法人統合の具体化、新た

な中長期目標・計画の策定など労働条件に大きな影響を与える多くの課題が検討、

具体化されるなかで、組合員は将来の組織や自らの生活への不安を募らせつつも、

それぞれの職場で、農林水産行政の円滑な推進のため懸命に対応している。

国民の期待に応える農林水産施策の着実かつ継続的な推進には、本省と地方組

織が一体となり、新たな施策を推進する体制確立が極めて重要である。このこと

から、使用者として組織の将来に責任を持ち、組合員が安心して働きやすい職場

の確立と、意欲を持って事務・事業を遂行できる体制を構築していただきたい。

さらに、要求事項は多岐に渡っているが、いずれも私どもの労働条件の維持・

改善を切実に求めているものであることから、要求の前進に向けて最大限対応頂

きたい。

（佐藤官房長）

本日は、組織再編や、独立行政法人改革などの課題について、多くの意見をい

ただいた。これらは、職員の勤務条件に大きく影響する課題であり、慎重に対応

していかなければならないと認識している。

そうした中で、当省の職員にあっては、それぞれの職場において日々努力いた

だいていると承知しており、当局としても、本日の交渉を踏まえ、安心して働き

やすい職場づくりが進められるよう引き続き努力してまいりたい。

（川本秘書課調査官）
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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 －


