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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：平成28年３月31日（木）16:14～16:58（44分）

２．会 場：農林水産省大臣官房統計部第１会議室

（北別館３階ドア№北314）

３．出席者：

農林水産省 荒川 隆 大臣官房長

同 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 坂本 修 大臣官房地方課長

同 石上 和夫 大臣官房参事官（経理）

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 山田 裕典 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 須﨑 文広 組織教宣部長

同 渡辺 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：2016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

（山田秘書課調査官）

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、交渉対象事

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」、「Ⅶ 非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の「２」、「Ⅷ 労

働諸条件の改善について」の「１の（１）、（２）、（３）の超過勤務縮減の部

分、（５）、６、７の官用車の安全対策の部分、11」、「Ⅹ ワーク・ライフ・

バランスの推進、女性の労働権確立について」の「１、２、３、４」、「Ⅻ 福

利厚生の充実について」の「１、２、３」「ⅩⅢ 人事評価制度について」の「１、

２、３」「ⅩⅣ 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。
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（柴山書記長）

農林水産省においては、ＴＰＰ関連施策大綱、「強くて豊かな農林水産業」や

「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けた各種施策を推進しているが、職場は

連年に亘る定員削減により超過勤務は慢性化しており極めて厳しい労働環境にあ

る。また、独立行政法人においては、４月から法人統合をはじめ第４期中長期目

標期間へ移行することから、各法人の円滑な業務運営と労働条件の維持に向け、

中長期目標・計画等への対応が喫緊の課題となっている。

このような状況の中で、当面する課題について取りまとめ、２月29日に要求書

を提出したところである。

公務員労働者が国民の期待に応え、様々な課題に的確に対応し、国民生活の安

心と安全を確保するため公共サービスの役割は大きくなっている。そのためには

公務職場における労働環境の整備はもとより、雇用の安定と公務員労働者に相応

しい労働条件の維持・改善が不可欠である。

要求している事項は、いずれも切実な課題であり、農林水産省当局として解決

できる事項は早急に対応していただくとともに、関係機関への要請事項について

も、特段の対応を冒頭要請する。

（荒川官房長）

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）

それでは、交渉事項に関して、始めに私から何点か回答させていただく。

まず、Ⅶの２の非常勤職員の給与についてお答えする。

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決定指針

を踏まえ制定した「臨時雇用非常勤職員給与等規程」の規定により常勤職員に準

じて決定される。

なお、平成27年度においては、給与法の改正を受け、日給で100円程度引き上

げたところである。

次に、Ⅷの労働条件の改善についてお答えする。

Ⅷの１の超過勤務の縮減等についてである。誰もがやりがいや充実感を感じな

がら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、

自己啓発等に係る個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生

活の双方の調和の実現は、重要な課題と認識している。

超過勤務の縮減については、農林水産本省で、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、管理職員は、勤務時間外に業務指示を行わ

ないよう努める、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など具体的な事項を定めて取り組んで
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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。

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するなど適切に

対応してまいりたい。

次にⅧの６のハラスメント防止対策についてである。セクシュアル・ハラスメ

ントの防止等については、秘書課長通知により、セクシュアル・ハラスメントの

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。

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」を職員に対し、職員掲

示板により周知し、その防止に努めているところである。

Ⅷの11の休暇の取得しやすい環境整備についてである。

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、職員

掲示板や庶務課長会議において、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、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。

次に、Ⅹのワークライフバランスの推進等についてお答えする。

女性活躍推進法の制定、第４次男女共同参画基本計画の閣議決定等を受け、

「農林水産省女性職員とワークライフバランス推進のための取組計画」の改定を

行うとともに、これまで別に定めていた次世代法に基づく農林水産省特定事業主

行動計画も内容が重複する部分もあることから、これらの計画を統合し、一本化

したところである。

この改定にあたっては、都度の御要請の趣旨を踏まえ、ご意見も承ったところ

である。

今後は、改定した「農林水産省女性職員とワークライフバランス推進のための

取組計画」に基づき、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。

取組計画に示された目標達成に向けた具体的な取組としては、必要性の事前確

認の徹底などを通じた超過勤務の縮減、交替制等勤務職員の対象外職員を除いた

全ての職員を対象としたフレックスタイム制の拡充、育児・介護に関わる職員等

が必要な時にテレワーク勤務を利用できる環境の整備、掲示板を利用した男性職

員の両立支援制度の活用の周知、仕事と生活の両立に関する状況確認シートの導

入及びこれを活用した座談会など気軽に相談できる体制づくり、省内保育施設の

平成28年度中の開設などの具体的な取組を着実に進めているところである。

また、採用については、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
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を含め、平成27年度において38.8％であり、すでに同取組計画の目標35％程度を

上回っている状況である。

今後、引き続き女性の採用の拡大と女性職員の登用に向けて、女性が働きやす

い環境の整備を進めてまいりたい。

次に、Ⅻの福利厚生の充実についてお答えする。

職員の福利厚生については、平成23年４月に改定された「国家公務員福利厚生

基本計画」に基づき、職員の心身の健康の保持増進、安全管理、レクリエーショ

ン活動の実施等を通じて、職員がその能力を十分に発揮し、安心・安定して公務

に専念できる環境を確保することにより、職員の勤務意欲の向上及び勤務能率の

増進を図り、国民に対してより良質な行政サービスを提供することを目標として

いるところである。

福利厚生の抜本的な改善・充実については、制度官庁において慎重に検討され

ると考えており、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、平成28年度も各府省統一で予算要求は見送

られたところである。

職員の心身の健康保持、コミュニケーションの場としてのレクリエーションの

重要性は認識しているものの、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。

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、今年度、新たに「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」を策定・施行し、推進しているところで

ある。

ストレスチェックについては、昨年12月に人事院規則が改正・施行、併せてス

トレスチェック制度に関する指針が示されたところであり、それらの内容に沿っ

て実施してまいりたい。

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、職場や専門家が連携して対応する考

えである。

なお、管理職員の心の健康に対する意識向上のため、定期的にメンタルヘルス

研修を実施しているところである。

また、職場に復帰する際には、人事院の「試し出勤」制度を一層活用し、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

施しているところである。

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、

引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。
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次に、ⅩⅢの人事評価制度についてお答えする。

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、期末面談に当たっては、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、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 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。

評価者訓練については、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、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

て周知しているが、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。

ⅩⅣ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。

（坂本地方課長）

Ⅷの７の官用車の安全対策の強化についてお答えする。

官用車の更新に当たっては、これまでも、エアバッグ、ＡＢＳ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。

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。

また、調査用の機材等を運搬するためライトバン型車両が必要と認識している

ことから、乗用車型車両の購入については、今後の業務実態を踏まえ検討してま

いりたい。
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（石上大臣官房参事官(経理)）

Ⅵの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国家公務員宿舎についてであるが、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。

また、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、廃止宿

舎の入居状況等を勘案しながら各財務局等と退去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力

的運用等について、宿舎ごとに調整を行ったところであり、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、引き続き、真摯に対応を行う考

えである。

なお、売却不能宿舎等の財産処分の方向性、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所存である。

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、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、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。

なお、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。

個別課題の解決に当たっては、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。

次に、人事異動に当たり転居を伴う職員の宿舎についてであるが、財務本省及

び各財務局等に対し宿舎の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、宿舎への

入居手続きについても、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きを行うよう、引き続き努力する考えである。

また、近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供、農林水産省共済組合

が斡旋する住宅仲介業者による賃貸物件の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。

（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、まずは主要な事項に

ついて、私から重ねて要請する。
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１点目は、賃金引き上げについてである。

2016春闘において、連合は「底上げ・底支え」「格差是正」の実現を通じ、

「デフレからの脱却」と「経済の好循環実現」を図るため、全ての組合において

定期昇給相当分を含め４％程度の賃上げや、正規・非正規間の格差是正に向け、

「誰もが時給1,000円」、時給換算で37円の賃上げなどを目標に交渉を繰り広げ

ている。３月16日には自動車や電機など民間大手の先行組合に対する回答が行わ

れ、多くの組合が３年連続のベア実施と非正規職員の日給・時給等の引上げ回答

が示されたところである。引き続き、４月から５月にかけて地場・中小の交渉が

本格化することとなるが、連合はこの流れが継続するよう、交渉中の組合を支援

していくとともに、春闘がもつ社会的コンセンサス作りの機能拡大に向けて取り

組みを進めていくこととしている。

一方、私たち公務員産別についても、２月19日に提出した2016春闘要求書に対

する回答が３月24日に政府及び人事院から示されたところである。その回答は、

課題認識を共有するとともに労働組合の意見を聞く姿勢を確認したものの、私た

ちの要求に明確に応えたものではなかった。しかし、人事院勧告による賃金・労

働条件決定制度のもと、予断を許さない公務をめぐる極めて厳しい情勢の中で、

春の段階における交渉の到達点と受け止め、人事院勧告期、賃金確定期に向け闘

争態勢を継続・強化していくこととしたところである。

2016年度給与改定にあたっては、現行の比較企業規模を堅持した上で民間賃金

の実態を正確に把握し、公務員労働者の賃金及び一時金を引き上げるよう、人事

院に要請することを求める。

また、フレックスタイム制の拡充により交替制等勤務職員を除く一般職員にも

４月からフレックスタイム制が適用されることとなる。ワークライフバランスの

推進をはじめとする働き方改革や超過勤務縮減につなげることが重要である。こ

のため、フレックスタイム制の運用にあたっては、引き続き労働組合の意見を十

分反映するよう求める。

２点目は、４月以降の業務運営についてである。

2016年度は、今年度にも増して厳しい定員事情の中で「農林水産業・地域の活

力創造プラン」等に基づく各種施策の推進に的確かつ機動的な対応が求められて

おり、４月以降の体制において如何に円滑な業務運営を図るかが重要となる。

４月以降の業務運営について、先に開催した第４回労使間意見交換会でも申し

上げたが、各職域において人員が減少する中で多くの課題を残していることから、

現場で解決すべき課題については、分会から改善を求めるので誠意を持って対応

するよう求める。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

すよう重ねて求める。

一方、３月22日に開催した船舶・漁調職域対策会議では、「年休どころか週休
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も十分に取ることが出来ない」「総務関係業務への適正な職員配置となっていな

い」など、現場実態を踏まえた課題や問題が多く報告された。近く要請書として

整理し改善を求めるので、これに対しても真摯に向き合って頂きたい。

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

案件である。我々としては、職場段階で定期的に検証し課題があればその都度要

求・要請を行うので、各管理者が真摯に向き合って頂くよう要請する。

３点目は、農政推進に向けた必要な予算・定員の確保である。

我々は、農林水産行政需要に適確に対応し、国民の負託に応えるためには、独

立行政法人を含む各級機関の活性化が極めて重要なことから、機会ある毎に予算

と定員の確保を強く求めてきた。

新年度以降、2017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、全農林としても昨年同様、予算要求に向けて現場実態を踏まえた要請を行う

こととしているので、前向きな対応を求める。

また、独立行政法人における運営費交付金は、一般管理費及び業務経費の効率

化係数が継続されている。加えて、施設整備補助金も依然として厳しい状況にあ

るなかで、各法人の施設や船舶の老朽化対策、研究機材等の確保が課題となって

いる。このことから、衆参農林水産委員会の附帯決議が活かされるよう、法人と

連携し必要な予算と要員の確保に努めるなど適切に対応するよう要請する。

４点目は、独立行政法人についてである。

農林水産省が所管する非特定９法人は、いよいよ４月に第４期中長期目標期間

へ移行する。特に、４法人及び２法人の統合が行われ、それぞれ国立研究開発法

人として「農業・食品産業技術総合研究機構」「水産研究・教育機構」としてス

タートする。また、農林水産消費安全技術センターは、行政執行法人として2016

年度目標に沿った事務・事業を遂行することとなる。

なお、新たな中長期目標・計画では、とりわけ、国立研究開発法人に対し、研

究開発成果の 大化に向け、研究マネジメントに重点を置くことやアウトカムと

関連させた定量的な目標が設定されている。法人においては自主性や自律性はも

とより、研究者の自由な発想の下での研究推進が極めて重要と考えることから、

主務省としても、法人の業務運営や予算執行に支障を来たさないよう十分なフォ

ローを要請する。

また、統合法人では組織の肥大化に伴うガバナンスやマネジメント等の問題や

課題が懸念される。それぞれの新法人が、その使命や役割が十分発揮されるよう、

引き続き法人と連携し対応していただきたい。

次に、経理処理事案では、この間、機会ある毎に慎重かつ丁寧な対応を求めて

きた。新たな年度や新中長期目標期間にあたり、法人はもとより組合員・職員の

モチベーションを保持した上で移行できるよう、主務省としての真摯な対応を改

めて要請する。
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次に、森林法等の改正による森林総研の名称問題については、余りにも唐突で

遺憾であることを申し上げてきたが、その後は丁寧に対応していただいている。

すでに、３月８日に同法律案が閣議決定され、今通常国会で審議が予定されてい

る。

要求書の提出時にも委員長から申し上げたが、①国立研究開発法人の位置づけ

を維持すること、②森林総研の研究遂行及び林木の育種業務等に影響を及ぼさな

いことなど、該当分会・組合員の意見や要望を踏まえた対応を求める。

５点目は、政府関係機関の移転についてである。

３月22日に「基本方針」が閣議決定され、農林水産省の所管法人では農研機構

と水研Ｃが８県との共同研究の実施、また、非現業では森林総合研修所が３県と

の現地研修の実施とされ、2016年度内に５～10年程度の年次プランを共同作成す

ることになっている。

特に、研究機関では、共同研究における連携の中身が今後の課題となる。該当

法人の中長期目標・計画の遂行や組合員の労働条件に影響を及ぼさないよう、主

務省として法人と連携して対応していただきたい。特に、具体的な検討にあたっ

ては、組合員の意見を十分反映するとともに、適宜情報提供するよう要請する。

（荒川官房長）

柴山書記長から言及のあった事項について、担当課長を含めて順次申し上げる。

まず私から申し上げる。

４月以降の業務運営については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基

づく農政改革を着実に推進するため、職員とのコミュニケーションを十分に図る

とともに、管理職のマネージメントのもと、職員の業務運営状況を適宜把握し、

業務見直し・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。

また、漁業調整事務所及び船舶をはじめとする各職場における課題等について

は、現場実態や職員の意見も踏まえ、真摯に対応してまいりたい。

平成28年度の予算、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」に基づき、農林水産業の成長産業化を促進し、美しく伝統ある農山漁

村を継承していくための施策の展開及び着実な実施に必要な予算、組織体制及び

定員を措置したところである。平成29年度においても、効果的かつ着実に施策を

展開・実施できるよう、必要な予算と定員確保に向け検討を進めてまいりたい。

独立行政法人における平成28年度の運営費交付金については、法人の業務運営

の実態も踏まえつつ、新たな第４期中長期目標及び中長期計画の達成が図られる

よう、所要額を措置したところである。
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また、施設等の老朽化対策については、法人運営に支障を来すことなく、優先

順位の高いものから計画的に整備が進められるよう、平成28年度予算として所要

額を措置したところである。

今後とも、法人と連携して必要な予算の確保に努めてまいりたい。

法人の業務運営や予算執行における自主性・自律性には十分配慮するとともに、

例えば新たな農研機構の中長期目標では、政策ニーズに直結した研究に加え、研

究者の自由な発想の下、将来のイノベーションにつながる技術シーズの創出をめ

ざす研究開発も推進することとしている。

組織の拡大に対応するため、理事長のリーダーシップの下、役員の担当業務、

権限及び責任の明確化、リスク管理専門組織の設置、コンプライアンスの推進等

ガバナンスの強化を中長期目標で指示しており、引き続き法人と連携し対応して

まいりたい。

不適正な経理処理事案については、各独立行政法人において、昨年12月に公表

した調査結果の 終報告に基づき、関係者の処分が行われたところである。

また、農林水産省としても、先般、研究事業への応募制限措置について公表し

たところである。

このように、本事案への対応については本年度中に一定の区切りが着いたと考

えている。

各独立行政法人には、本年４月からスタートする新たな中長期目標期間におい

て、研究開発成果の 大化等に向けて、一層業務に邁進されることを期待してい

る。

森林総合研究所については、今回の法改正をもって、国立研究開発法人の位置

づけに変更はない。また、現在、森林総合研究所が本則に基づいて実施している

研究開発業務等については変更する考えはない。

本件については、去る２月18日にも森林総合研究所において職員説明を実施し

たところであり、引き続き慎重に対応してまいりたい。

政府関係機関の地方移転については、農研機構及び水研・教育機構においては、

機関の移転ではなく、共同研究等により地域の研究機関との連携を図っていくこ

ととなったが、共同研究の内容については、今後、農研機構等が各県と具体化に

向けて検討を進めていくこととしており、農林水産省としても、国の研究機関と

しての機能の維持・向上が図られ、中長期目標・計画の遂行への支障や職員の労

働条件への影響を及ぼさないよう、法人と連携して対応してまいりたい。また、

その進捗状況について職員に適宜情報提供するよう、法人にも指導してまいりた

い。

（横山秘書課長）
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給与水準の改定に当たっては、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、人事院に働きかけていく考えである。

フレックスタイム制は、現在研究職等の一部に導入されているのみであるが、

交替制等勤務職員を除く一般職の職員にも導入すれば、育児や介護等で時間制約

のある職員がその状況に応じた柔軟な働き方ができることはもとより、ワークラ

イフバランスの充実による職員の意欲や志気の向上や、効率的な時間配分による

超過勤務の縮減などが期待される等、公務能率にも資することから、本年４月か

ら実施することとなったところである。

今後、フレックスタイム制を実施するにあたっては、御要請の趣旨を踏まえつ

つ、適切な対応に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

私からは、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

度当局としての見解をいただきたい。

１点目は、非常勤職員の雇用、労働条件の改善についてである。

私たちは、常勤職員との均等待遇の原則に基づいた取扱いとなるよう求めてい

るが、非常勤職員の給与については、「臨時雇用非常勤職員給与等規程」で定め

られており、改定時期については、給与法改正法案成立の翌月とされている。

常勤職員と同様の取扱いとなるよう、同規程を改正するとともに必要な予算を

確保すること。

（横山秘書課長）

現行の給与法改正に伴う非常勤職員の給与の改正時期は、予算の範囲内で実施

可能な時期であることを踏まえて規定しているところであり、政府の総人件費抑

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。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減についてである。

私たちは、超過勤務縮減を進めるためには、職場段階における取り組みが重要

なことから、昨年10月～12月を超過勤務縮減月間と位置付け、全職場における１

年間の超過勤務の実態調査を行った。その結果は、すべての職域において「年間

360時間を超えた者」が存在し、本省、地方農政局、国営土地改良事業所等、植

防・動検では、昨年を上回っている、「勤務時間内の事前命令」については、地

方農政局において５割以上が「不十分」としている、「業務の削減・効率化」に

ついては、全ての職域で「不十分」とする割合が増加している。特に本省におい

ては、前回調査の３割から７割に増加し、依然として業務の削減・効率化が進ん
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でいない状況となっている。

先程の回答では、超過勤務縮減対策として「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」としているが、私たちの調査結果と大きく乖

離していると受け止められることから、正確な実態把握と実効ある縮減対策を進

めるとともに、超過勤務命令に伴う超過勤務手当は全額支給するよう強く求める。

また、より実効ある超過勤務縮減を着実に実施するため、「新たな超過勤務縮

減目標等の設定と上限規制の導入」を新たに要求したところであるが、これらに

対する農林水産省としての具体的な考え方について伺う。

更に、４月から全職員を対象としたフレックスタイム制が拡充される。働き方

の多様化が進む中、超過勤務を縮減させるためには、より厳格な勤務時間管理が

重要となるが、フレックスタイム制の拡大に伴う勤務時間管理の方策について伺

う。

（横山秘書課長）

超過勤務縮減については、先程申し上げたように、一人当たり年間超過勤務時

間数が360時間を超えないよう努めているところであるが、国会・国際関係、法

令協議、予算折衝など、業務量や時期が他律的に決まる比重が高い部署等におい

ても、上限目安時間を十分認識するとともに、部内での処理体制の整備の推進、

必要性の事前確認の徹底、業務の繁閑に応じた早出・遅出勤務の活用等に努めて

いるところであり、このような超過勤務の縮減の取組を引き続き進めてまいりた

い。

また、勤務時間管理については、引き続き、現行どおりの勤務管理を行うこと

となるが、フレックスタイム制の活用状況等を踏まえつつ、超過勤務が増加しな

いよう、適切に対応してまいりたい。

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る。このため、超過勤務命令に従い勤務した

時間に対しては、超過勤務手当を支給することとしている。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は、年次休暇の取得状況の検証と環境整備についてである。

先の提出交渉において、委員長から言及しているが、私たちが実施した2015年

の年休消化状況調査においては、業務多忙を理由に年休取得が難しい実態が明ら

かとなった。詳細は先にお渡ししたとおりであるが、年間の取得日数が０日や１

日などの組合員もおり、「国家公務員の労働時間短縮対策において、「特に管理

職員に対し、職員が年次休暇を取得しやすい環境作りに努める」ことが実践され

ていないことになり、管理者としての職員管理に非常に問題があるものとなって

いる。農林水産省が把握している年休の取得状況、及びその結果を踏まえた管理

者への指導など具体的な対策について伺う。

また、書記長からもあった「船舶・漁調対策会議」における意見で、運航計画
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そのものが年次休暇の取得を前提としていないとして、切実な実態と合わせて報

告された。更に、年休調査結果においても大半の船舶職員が「業務多忙で取得で

きない」としている。このような実態に対する見解と改善策について伺う。

（横山秘書課長）

本省における年次休暇の平均取得日数は、前年とほぼ同様の取得状況であるが、

職員が年次休暇を計画的に使用できるよう計画表を作成する他、ゴールデンウイ

ーク・夏季・年末年始などにおける連続休暇取得を奨励するなど、引き続き、職

員が休暇を取得しやすい環境作りについて、職員掲示板による啓発や庶務課長会

議等での指導を行ってまいりたい。

また、船舶職員の年次休暇取得については、年間運航計画は、年次休暇及び週

休が消化できることを前提に決定しているところであるが、実際の運航に当たっ

ては、各船の実情、実態等により、運航日数が計画どおりとならない場合もある

ことをご理解願いたい。そのような場合でも、年次休暇及び週休が可能な限り消

化できるよう配慮してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

４点目は、ワークライフバランスの推進についてである。

女性の活躍とワークライフバランスの推進が政府全体の重要課題となっている

中、「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」が各

職場において実効あるものとしなければならない。

農林水産省においては、特定事業主行動計画や女性活躍推進法などを取組計画

に統合、一本化するための改定を行ったところであるが、問題はいかに実効性を

確保するかである。改定にあたり、私たちとしても意見集約を行ってきたところ

であるが、組合員からは、「まずは、業務に見合った人員を確保することが重

要」「人が減り続ける今の職場環境からみて、実現できる見込みはない」「女性

活躍を謳っても、人事異動や育児・介護など環境整備が図られていない」「男性

職員の意識改革が重要」など率直な意見が多く出されている。ワークライフバラ

ンスを実効あるものとするためには、働き方の改善が前提となることから、これ

らの意見を真摯に受け止め計画の実行に反映するとともに、必要な人員確保と超

過勤務の着実な縮減を図ることを強く求める。

私たちとしても、取組計画のフォローアップを適宜実施し、必要に応じて改善

を求めているので誠意を持って対応すること。

（横山秘書課長）

ワークライフバランスの推進については、改定した「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」に基づき、超過勤務の縮減や両立支

援制度、フレックスタイム制、テレワーク勤務等の周知など、総合的かつ計画的

にワークライフバランス実現に向けた取組を実行してまいりたい。

本取組計画は御要請の趣旨を踏まえ毎年度取組状況をフォローアップし、必要
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に応じて、見直しを行う等、適切に対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

５点目は、福利厚生の充実についてである。

新年度から始まるストレスチェックについて、確実かつ円滑な実施、集団的分

析による職場環境改善に努めることが重要となるが、農林水産省としてどのよう

に対応するのか伺う。また、レクリエーションについては、職場を活性化し、仕

事に良い影響を与えることから、「働き方改革」の一環として活性化を図るべき

と考えるが、どのように対応するのか伺う。

（横山秘書課長）

ストレスチェックについては、昨年12月に人事院規則が改正・施行され、併せ

てストレスチェック制度に関する指針が示されたところであり、それらの内容に

沿って心の不健康な状態の未然防止の段階である一次予防の強化に努めてまいり

たい。

また、レクリエーションについては、職員の心身の健康保持、コミュニケーシ

ョンの場としての重要性は認識しているものの、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。

（柴山書記長）

これまで申し上げたとおり、労働条件に大きな影響を与える多くの事項が検討、

更には具体化される中、組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせる一

方で、それぞれの職場で、国民の期待に応えるため「農林水産業・地域の活力創

造プラン」に基づく各種施策の遂行に懸命に対応している。

要求事項は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

あり、多岐にわたっているが、要求の前進に向けて 大限対応頂きたい。

（荒川官房長）

本日は年次休暇の取得や超過勤務の縮減など、数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。

将来にわたり、国民の期待に応えられる農林水産施策を展開していくためには、

本省と地方機関等が一体となって協力して取り組むとともに、管理職のマネジメ

ントのもと、職員の日々の努力の積み重ねが重要であると考えている。

本日の交渉を踏まえ、今まで以上に働きやすい職場となるよう引き続き努力し

てまいりたい。

（山田秘書課調査官）

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 －


