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はじめに 

働き続けることが困難になる事態が広がっている職場と、「あきらめ」が先に立ち、要求することさえ困

難になっている労働組合は表裏一体です。労働者が自らの仕事に誇りを持って働くことが失われていく原因

は、農協・関連労働者の賃金が社会的賃金水準よりも低いこととともに、なかまが仕事を通じて社会に貢献

できる誇りを持てないことや、自らの力が最大限発揮できないこと、正当に評価されないことにあります。 

 人間が働くことの国際的な基準である「ディーセント・ワーク（人間らしい適切な働き方）」は、「人はモ

ノではない」こと、人間としての尊厳を労働に実現することをＩＬＯ（国際労働機関）が宣言したものです。

農協と関連職場の現状は、賃金や差別・格差、労働者の権利が十分に保障されておらず、「ディーセント・

ワーク」の実現が必要不可欠なものとなっています。 

 同時に、農協や関連職場の事業・仕事にも働き続けることを困難にしている原因があります。協同組合や

関連する会社・団体の果たす社会的な役割は、その職場に働く労働者の働きがいにも通じるものです。利益

優先、経営優先の事業運営は、労働者の働きがいを奪い、働く意欲を奪ってしまいます。 

 ＩＬＯは、労働者の人権と労働権を守り、労働者が幸せになる権利を保障するものの一つとし「社会的対

話」を掲げています。労働組合が経営者との「団体交渉」で要求を前進させることがその「核心」であるこ

とをＩＬＯは強調しています。労働組合が、賃金や雇用、社会保障の充実を求めてたたかうとともに、「働

きがい」を求めてたたかうことが、「ディーセント・ワーク」の実現、誇りを持って働き続けることを実現

する道です。 

 私たちのたたかいは、一人ひとりのなかまの悩みや不満、希望を解決し実現するためのたたかいです。「人

間らしく働く」ことのできる職場を実現するために奮闘しようではありませんか。 
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２００９年度活動総括（案） 

 ２００９年度は、要求づくりを原点にした全員参加型の労働組合活動の前進と、要求を入り口にしてなか

まを労働組合に迎え入れる組織拡大の活動に大きく足を踏み出した年でした。

 全員参加型の労働組合活動の提起は、「要求づくり」を見直す取り組みに多くの単組が足を踏み出し、「要

求に団結する」という労働組合の原点に立ち返った取り組みが行われたことで成果を上げました。

 組織拡大に多くのなかまが動き始めていることも、組織拡大を、要求を実現するための「団結力の拡大」

としてとらえていることの証しです。

Ⅰ なかまの要求と運動はどこまで前進したのか 

 １、安心して働き続けられる職場を実現するための取り組みはどこまで前進したか 

（１）くらしが成り立つ賃金獲得のたたかいの到達

    農協内最低賃金として時間額１，０００円以上、月額１５０，０００円以上を獲得するたたかいを

提起しましたが、「農協内最低賃金制」の確立で労使が合意に達している単組は極めて少ない状況で

す。

 「生計費原則」にもとづき、なかまの生活実感を「要求」にする取り組みを進めました。社会的な

賃金水準の確保が課題でしたが、ベースアップをかちとった単組とともに、初任給の引き上げによる

賃金水準の引き上げを行った単組があったことは、前年と同様です。

    前年までの停滞傾向から、賃金・一時金ともにやや上向き始めたようです。単組が要求づくりにし

っかり取り組み、戦術・行動も配置してたたかったところで目に見える成果が上がっています。

    臨時・パート労働者の賃金引き上げのたたかいは、山形（単）ひまわり分会や鹿児島（単）西之表

臨時職員労組など、当該の労働組合の粘り強いたたかいが成果に結び付いています。残念ながら、臨

時・パート労働者の組織化が遅れている状況では、賃上げもほとんど行われないのが現状です。

（２）労基法違反をなくし、「働くルール」を確立する運動

   賃金不払い残業を一掃する取り組みは継続的に行われていますが、改善の速度は依然として遅いま

まです。その一方で、「管理・監督者」の範囲や「振替休日」問題に積極的に取り組んでいる単組・

分会も増えています。

   しかし、職場では人減らし「合理化」や人件費抑制策のもとで、「自己責任論」や「経営者目線」

に陥ってしまうなかまもおり、労働組合の取り組みも思った成果があげられていません。

第１章 ２００９年度運動方針にもとづく総括 
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   ２０１０年４月、割増賃金関連の労基法が改正されたこともあって、単組や分会の学習が進み、春

闘要求にも反映された取り組みとなっているところもあります。

   男女ともに安心して働き続けられる職場の実現は、長時間・過重労働を規制し人員不足を解消する

取り組みの前進にかかっています。春闘でも、「家族的責任が果たせる」職場環境を実現しようとい

う取り組みにつながっています。

（３）職場からすべての「差別」「いじめ」をなくす取り組みは進んだのか

   パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの実態は、様々な集会や青年部アンケートなどでも

明らかにされています。とりわけ「ノルマ管理」を口実としたパワハラは、年々ひどくなる傾向にあ

ります。労働組合がアンテナを張り機敏に行動したところでは、パワハラをやめさせるなどの成果を

上げています。

   雇用形態の違いによる差別は、賃金・労働条件など幅広い分野にわたっています。臨時・パート労

働者が労働組合に結集して、こうした差別をなくす取り組みをしていますが、このたたかいの成否は、

正職員の労働組合の理解度にも密接に関係しています。

（４）一方的解雇・雇いどめを許さないたたかい

   新潟（単）佐渡農協労組「高千の里」の雇用・身分を守る裁判闘争は、地域との連携を重視すると

ともに、全国からの励ましの輪も広がり、たたかいを優位に進めています。

   臨時・パート労働者の雇用・身分を守るたたかいは、当事者の頑張りだけでは前進しません。もち

ろん、農協経営の苦しさのなかで、安易な雇用調整の道具としてこうしたなかまを見ることに対して

は、労組員の多くが怒りを持っています。

   しかし、正・臨・パの連携でこうしたたたかいが大きく進んでいるということになっていないのが

現状です。

（５）労働組合つぶしの攻撃を許さないたたかい

   京都（単）京都農協の労働組合つぶしの攻撃は、京都府労働委員会、中央労働委員会において勝利

命令が出されましたが、農協側は東京地裁に命令の取り消しを求める訴訟を起こしています。

   東京地裁は５月末、農協側に中労委命令に従うよう「緊急命令」を出しました。

   京都（単）、京都農協労組では、全国からの支援を受けながら職場オルグや宣伝行動など、職場の

なかまに働きかける取り組みも強化し、労働組合つぶしを許さないたたかいを進めています。

２、農家や国民の期待にこたえられる農協にするための運動は進んだのか 

（１）農政運動の大きな転換が求められた年

総選挙での自公政権の敗北は、これまでの農政運動のあり方を見直すことになりました。国民のく 

らしと日本農業を切り捨ててきた政治に、国民がはっきり「ノー」の審判を下しました。長く自民党

を支持してきた系統農協は、２００９年１０月に開催された「第２５回ＪＡ全国大会」で、「全方位

型」の農政運動を行うことを宣言し、２０１０年の参議院選挙でも特定政党支持をしないことを表明
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しました。

   農家が安心して農業が続けられるための農政を実現するためには、政党はもちろん、幅広い国民各

層との協力・連帯を軸にした運動が必要です。

（２）協同組合のあり方が問われた

０８年から続く世界的な経済危機は、地域経済にも深刻な影響を与えました。農業分野でも、輸入

自由化等によって農畜産物価格は低落し、中小農家の切り捨ては日本農業に深刻な打撃を与えていま

す。

農協が「協同組合」としての役割を果たすことが、農家はもちろん国民のくらしを守ることにつな

がるということは、多方面から指摘されています。「第２５回ＪＡ全国大会」では、「協同組合」とし

てのあり方が問われましたが、その役割発揮が具体化された方針とはなりませんでした。

全農協労連は、１月に「農協事業のあり方を考える交流集会」を開催し、これまでほとんど単協労

働者の参加でしかなかった集会を、今年度は連合会労働者・単協労働者がともに農協事業を考える場

としました。このことは、今後の運動への展望を切りひらく第一歩ともいえます。

３、「貧困と格差」を是正し、安心してくらせる社会を実現するための運動は進んだのか 

（１）地域との共同の前進

秋期年末闘争、春闘を中心に、地域の春闘共闘などの他産業労働者・労働組合との共同・共闘を進  

めました。一部の地域に限定された取り組みにとどまったのは残念ですが、職場の経済闘争だけでは

解決できない国民的な課題の実現に取り組んだ単組・分会があります。

   食の安全・安心、農業を守るという課題では、これまで食健連と共同して取り組んできた「グリー

ンウエーブ」などの行動への参加が地本・単組でも着実に広がっています。食健連の運動は、実際に

情勢を動かす力にもなっています。

（２）平和を守る取り組みの前進

「憲法労組連」や「九条の会」に積極的に参加しました。また、原水禁世界大会への代表者派遣、 

署名活動、平和行進などにも取り組みました。文化連労では、日常的にこうした平和問題の取り組み

を進めるとともに、原水禁世界大会へも代表者を派遣しています。

   沖縄普天間基地の移設問題では、沖縄県内移設案とともに候補にあがった鹿児島徳之島では、全町

民あげて「米軍基地は沖縄にも徳之島にも、日本にもいらない」との集会を開催しました。鹿児島（単）

あまみ農協労組のなかまも参加し、「平和な徳之島を守れ、農業を守れ」と声を上げました。こうし

た地元の声を受け、鹿児島県では、農協組織も積極的に反対運動に参加し、鹿児島（県）（単）でも、

反対集会などに参加しています。

   鹿児島（単）では、「徳之島への米軍基地移設に反対する決議」をあげ、全農協労連も鹿児島（単）

の要請を受けた形で中央執行委員会が「声明」を発表しました。また、迷走する鳩山首相あてに「日

本に米軍基地はいらない」という要請を単組からＦＡＸするなどの取り組みを進めました。
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４、全員参加型の労組活動の前進 

（１）要求にしっかり団結することが労組活動の前進に

労働組合は、要求になかまがしっかり団結をすることで成り立ちます。その原点ともいうべき「要

求づくり」を大切にすることを、昨年の春闘から提起してきました。この１年間、なかまはこの提起

を正面から受け止め、「要求づくり」にしっかり向き合い、実践を始めた単組・分会が増えてきまし

た。

   職場班を確立し、話し合いの場を準備して「要求づくり」にのぞむことで、たたかいの場面では簡

単にあきらめず、要求に確信を持ってしっかり団結することにつながりました。

（２）先頭に立つ執行部の“決意”が全労組員を結集させる

全員参加型の労働組合をめざす活動を進めるためには、先頭に立つ執行部の決意が大切です。職場

班の確立や網の目話し合い、学習といった土台となる活動に全力を尽くすことが求められます。この

一年間で前進した単組・分会では、執行部がそうした地道な努力を続けていることが前進に結び付い

ています。

土台がしっかりしてきたことによって、執行部の団体交渉への姿勢も変わってきます。なかまの団

結を背景に、あきらめず粘り強くたたかいを進めた労働組合・執行部が増え始めています。

Ⅱ 今後のたたかいと運動の前進のために 

 １、情勢を自らが切りひらく運動に参加することがたたかいと運動を進める 

 （１）情勢に働きかける気概をもって

今後のたたかいと運動の前進のためには、情勢を自らが切りひらくことが必要です。わずかな「変

化」を見 逃さず、情勢に働きかけることが必要です。労働組合の成果がかちとれないことや、たた

かわないことの理由を「厳しい情勢」のせいにしていたのでは、情勢が好転することは難しいといえ

ます。

    情勢に働きかける気概がなかまの働きがいを引き出し、経営状況をも変化させることにつながりま

す。

 （２）農業、国民生活を守る運動に参加すること

食の安全・安心を求める声とともに、日本農業がもたらす雇用や経済への影響力に期待する声が

広がっています。不十分であるとはいえ、政府の農業政策に一定の変化をもたらし、「第２５回ＪＡ

全国大会」では、系統は「全方位型」の農政運動を打ち出すという変化を生んでいます。

    「情勢が厳しいからしょうがない」ことでたたかいを放棄せざるを得ないと思いこんできたなかま

も、この「変化」を見逃さないで、「変化」が確実に起こっていることをしっかりつかむことが必要

です。
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 （３）産別や地域のなかまとともに

    「情勢を自ら切りひらく運動」は、単組や分会だけのたたかいでは不十分です。産別に結集するな

かまや他産業労働組合・労働者、農家や市民層といった地域のなかまとともに取り組むことが重要で

す。

    輸入自由化を阻止し農業を守り発展させる運動、労働者を「モノ」扱いする雇用政策を抜本的に変

える運動、大企業優遇の政治をあらためくらしを守る運動、核も基地もない平和な日本にする運動な

どにすべての労働組合・労働者が参加することが大切です。

 ２、土台となる活動をおろそかにしない 

 （１）日常活動を重視することが前進を支える

    労働組合の団結の素（もと）をつくるのは、労組員どうしの日常のつながりです。日常の仕事や家

庭生活の情報を、労働組合の活動に反映させることが重要です。

    なかまが労組員であることの自覚を持つためには、人減らし「合理化」によって“他人のことはか

まっていられない”状態にある労働者に、労働組合の活動に参加してもらうことが何より必要です。

機関紙・ニュースの配布や権利の行使・点検、学習や話し合いの場に参加するなど、労働組合の活動

に全員が参加することです。

    執行部は、団体交渉に大きな力を割くと同じように、なかまの日常活動への結集に力を注ぐことが

これからの労働組合の活動を左右します。

 （２）「要求づくり」を徹底して進めることが大切

 「要求書づくり」と「要求づくり」は違う、と２０１０年春闘方針でも提起しました。この提起に

正面から向き合い取り組んだ単組・分会では、なかまが要求に団結するという状況に大きく近づいた

たたかいができたといえます。

 一方で、執行部が決めた「要求書」への賛否を労組員に問うだけの形式的な「要求づくり」に終始

したところでは、その多くがすべての労組員がたたかいに結集するといった状況になりませんでした。

 「経営が苦しいから」「働けるだけでも満足」など、なかまが要求を否定する「思想攻撃」が経営

者などからかけられています。それを克服するための学習や話し合いを強めながら、なかまが自らの

要求を実現したいという決意を引き出すのが要求づくりともいえます。

 （３）戦術・行動を配置してたたかう

     戦術・行動を配置してたたかう単組・分会が減っています。「厳しい」状況を打開する強い気持ち  

が、「あきらめ」にうちかって要求実現に結びつくことになります。

    ストライキをはじめとする思い切った戦術・行動の配置を重視することは、労働組合のたたかい

の基本ともいえます。

 ストライキ（戦術配置）に対する偏見や、行動への参加への戸惑いを払拭するためには、すべて

の労組員が、戦術・行動の配置について学習することが大事です。「農家組合員の支持が得られない」

「自分で自分の首を絞める」「一度上げた手をおろすタイミングが分からない」などの疑問は、学習

となかまの話し合いによって解決することが大切です。
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Ⅰ 第２年次の取り組みと到達 

 １、組織拡大はどこまで進んだのか 

 （１）組織拡大の到達

    第２年次は、多くの地本や単組で具体的な行動が組まれ、成果をあげている単組も生まれています。

   広域合併の進む青森（単）で、労働組合の統一組織を結成する取り組みのなかで、新しいなかまを労

働組合に迎えています。鹿児島（単）や長野（単）では別会社の組織化に取り組み、新たななかまを

労働組合に迎え入れています。

    労働相談デーを利用して未加入労組、未組織農協を訪問するなどの活動を行っている北海道（単）

の取り組みや、春闘や秋期年末闘争時の未加入・未組織オルグを定期的に行っている和歌山農労連の

取り組みに学ぶことが必要です。また、対象を明確にして集中的にビラまきなどを行っている山口

（単）の取り組みもあります。

    連合会労組では、統合した全農各県本部の労働組合の交流を積極的に行いながら、組織拡大に結び

付けている東北地本の活動や、同じ東北で交流を続けている中央会部会の活動があります。

    大分（単）では、昨年の県域合併以後、賃金制度の統一問題等で粘り強く交渉し成果を上げている

ことで、これまで声をかけてきた未加入労組からあらたな合併を目前にして加入の申し出がありまし

た。

    また、本部労働相談センターに電話をかけてきた労働者が、職場に労働組合をつくることをめざし

て「農協・農業一般労組」に加入してくる事例も増えています。

（２）運動の到達点

 「組織拡大３カ年基本計画」がめざす「４万人全農協労連」を実現するのにふさわしいテンポで  

あるとは言えませんが、２年次の各地本・単組の積極的な取り組みが３年次に成果としてあらわれる

なら、「４万人」も大いに展望できるものです。

  一方で、いまだに「足元を固めて」からと、組織内部の取り組みから足を出せていない単組もあり

ます。組織拡大は要求実現の力ともなり、たたかいとともにあることを、しっかり議論することが大

事です。連合会・単協・関連会社の枠を超え、すべての農協・農業関連労働者の組織化をめざすこと

が、自らの要求実現の道です。

 ２、第２年次の取り組みの特徴 

 （１）方針を正面からとらえて動き始めている

  多くの地本・単組が足を踏み出しはじめました。「第２年次の取り組み」方針では、農協で進む雇 

第２章 「組織拡大３カ年基本計画」第２年次の取り組みにもとづく総括 
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用破壊を許さない取り組みに労働組合が足を踏み出すことが提起されました。大企業を中心に労働

者を「モノ」扱いした雇用政策は、私たちの職場でも身近なものとなっています。「すべての労働者

の苦しみや願いに寄り添って」、臨時・パート労働者の雇用・身分確保に全力をあげた単組が増えて

います。第４回となった「臨時・パート労働者の組織化をめざす交流集会」では、参加者が悩みや

不安を率直に話す臨時・パートのなかまに、心から寄り添い、懸命に力づけました。

年２回の「全国一斉労働相談デー」については、当日の相談件数は少なかったものの、単組では事

前の宣伝や未加入・未組織農協へのオルグなどに積極的に動いた単組もあります。

     その一方で、「足元を固めてから」「力量がないから」と一歩外へ足を踏み出す勇気を持てないで   

いる単組もあります。

 （２）全農協労連の運動に確信を持って

全農協労連への加入を真剣に考えている未加入労働組合が増えています。こうした労働組合に共通

しているのは、なかまの積極的で温かい働きかけと、全農協労連の運動の正しさがあったことが重要

です。全農各本部労組を例にとれば、全農協労連の運動方針への確信とともに、全農全国本部への産

別交渉が、なかまの切実な要求を実現するために重要な役割を果たしていることが、積極的に働きか

ければ未加入のなかまにもきちんと伝わっています。

    また、単協で進む広域合併のなかで、合併を控え、不安な気持ちでいる未加入労組に対する温かい

働きかけや援助が、なかまの心を動かしています。

    情勢に働きかけ、情勢を切りひらく運動を進めている全農協労連となかまへの共感が広がっていま

す。食の安全・安心、日本農業を守ることを運動の基調として掲げ、取り組みを進めていることに、

未加入・未組織のなかまからも賛同の声が上がっています。「厳しい情勢」を自らが変えていく姿勢

をなかまが示すなら、こうした未加入・未組織のなかまの結集も大いに可能であることが、２年次の

取り組みのなかではっきりしてきました。

Ⅱ 最終年度の飛躍的前進のために 

 １、すべての単組、すべてのなかまが行動することが必要 

 （１）一人ひとりの労組員がすべての職場で行動する

    地本や単組の取り組みの前進が実際に組織拡大に結びつくためには、職場の労働組合員が一人ひと

り自覚を持って行動することが必要です。労組員一人ひとりが未加入者に呼びかけ、積極的に働きか

けることが大切です。

    とりわけ、職場に点在する未加入労働者には、雇用形態を問わず積極的に話しかけることが必要で

す。誰もが「組織拡大オルグ」としてなかまを増やす活動に参加することが、職場のなかに未組織労

働者をつくらないことにつながり、要求を実現する大きな力を生み出すことになります。

 （２）すべての単組が協力・連携して取り組む

     和歌山農労連や山口県支部では、県・単の労働組合・労働者が連携して組織拡大に取り組んでい

ます。岩手では、岩手（単）を中心に未加入連合会労組との懇談会をもち、熊本（経）でも、県内の
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県・単職組との協議会を継続して行っています。佐賀（県）では、合併単協に転籍した旧経済連のな

かまたちとともに、合併農協の未加入職組や職員組織への働きかけを行っています。

   全国連、県、単、関連会社（団体）などの労働組合・労働者が、仕事を通じて知り合った未加入・

未組織労働者を紹介することや、一緒にオルグに行くなどの取り組みが必要です。

２、臨時・パート労働者のたたかいの前進のためには何が必要か 

 （１）なかまの支え・連帯のなかで

    臨時・パート労働者は職場のなかでは「弱者」だといえます。雇用や労働条件に対する不安を抱え

ながら、守ってくれるべき労働組合もなく、正職員中心の労働組合にも加入しづらい状況です。臨時・

パート労働者自らがたたかうことは当然ですが、既存の労働組合や労働組合員の温かい支えや励まし

があって、たたかいは前に進むといっても過言ではありません。

    労働組合が“臨時・パートのなかまが自分からたたかおうとしなければダメだ”からと、働きかけ

をやめることは、すべての労働者の組織化という労働組合の責任を放棄するものです。臨時・パート

労働者が、最初から労働組合のたたかいに確信を持ってたたかうことなど現状では考えられないこと

です。私たち組織された労働組合の力こそが必要です。

 （２）臨時・パート労働者の要求を実現する

     臨時・パート労働者の要求は、賃上げから正職員化への要求、せめて退職金がほしいという願い

や、福利厚生を正職員に近付けてほしいという要求など多様なものです。

    なかまの話を聞くと、“何も要求なんかない、現状に満足”“どうせ変わらないんだから”“少ない

給料から組合費払えない”という臨時・パート労働者の「声」があるといいます。前項で述べたよう

に、労働組合で問題を解決する術（すべ）を知らない臨時・パートのなかまに、単純に要求を聞くだ

けの対話ではこうした答えしか返ってこないのは当然であるといえます。

    臨時・パートのなかまの要求を実現するためには、悩みや問題の解決の道筋や方法をきちんと話し、

労働組合に入って一緒に頑張ろうという訴えを心底からすることです。同じ職場に働くなかまとして、

きちんと向き合うことが何よりも大切です。

 ３、組織拡大を要求実現の力にするために

 （１）なかまが増えたことに確信を持つためにも、増やしたら「登録」することが大切 

    組織拡大をしても、目に見える組織人員が変わらなければ確信にはなりません。増えたら登録する

ことは組織原則からいっても当然ですが、こうした組織拡大を進めるための立場から見ても必要です。

   新入労組員とともに、「財政活動・組合費」についてもしっかり学ぶことが必要です。一人ひとり

の労組員の組合費が、一人ひとりの労組員の要求実現のために使われることを学習します。

 （２）増えた力で要求を実現するためにたたかう

     組織拡大を要求実現の力とすることは、組織拡大の目的からいっても当然のことです。数が「増
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えたこと」だけで直接要求実現に結びつくことはまれです。数を要求実現の力とすることが必要です。

    そのためにも、新入労組員教育を徹底することが大切です。何よりも労働組合の先輩たちが原則に

もとづく活動をしなければ、新しく入ったなかまの失望を買うばかりです。組織拡大は労働組合・労

働者の未来への展望を切りひらくものです。

２０１０年度運動方針（案）

Ⅰ 社会情勢の変化 

 １、国民が求めた「変化」の現状とこれからの展望 

 （１）国民が求めた「変化」にはほど遠い現状

    昨年夏の総選挙で自公政権は崩壊しました。国民は、政権を変えることで「変化」に期待し、どん

底まで落ち込んだくらしと経済の立て直しのための一票を行使しました。

    しかし、多くの国民の期待は、少なからず失望に変わっているのも事実です。一昨年の秋から悪化

し続けた雇用情勢は、今年になっても回復に転ずるどころか、１年以上にわたって悪化しています。

失業率は５％前後、失業者は３２０万人にもなり、新卒者の就職難は深刻な状況です。

    大企業の横暴を規制する政策も無く、春闘でも財界あげて賃金抑制の大合唱が行われました。

    一方で、「母子加算（生活保護）」の復活や、「子ども手当」「高校授業料無償化（公立高校）」は何

とか実現することとなりましたが、所得税・住民税は扶養控除廃止となり、新たな負担も生まれてい

ます。民主党は後期高齢者医療制度では公約を破り、廃止を先送りにしました。健康保険料や介護保

険料の値上げなども、今後国民に大きな負担となってのしかかってきます。

    沖縄・普天間基地の移設先を、自公政権当時と変わらない辺野古とする「日米合意」を強行し、沖

縄はもとより、移転候補地とされた日本国内の自治体・住民からの反対の声が広がっています。自公

政権のもとで高まってきた米軍基地に対する不満や不安、平和を求める声の広がりに、民主党連立政

権がこたえていないことへの失望が広がっています。

    こうした基地問題をはじめとする「アメリカ優先」の政治や、金にまつわる疑惑、一向に良くなら

ない国民のくらしなど国民的な批判を浴びて、鳩山首相は政権を放棄しました。

第１章 情勢の特徴 



- 13 - 

 （２）「変わらない」ことの原因はどこにあるのか

     国民が求めた「変化」は、政治構造を大きく変えることになりましたが、現実の国民生活を劇的に

変えることには至っていません。原因はどこにあるのでしょうか。

 一つは、大企業の横暴に歯止めをかけられない政権だということです。労働者派遣法の根本的な改

正もできず、大企業の身勝手な雇用政策に歯止めがかからないことが、労働者の雇用や賃金にも大き

な影響を与えています。トヨタの「欠陥車・リコール」問題も、もうけを優先した経営にその原因が

あることは明らかです。

     大企業がもうけをため込む一方で、労働者の賃金は減るばかりです。「金持ち」大企業や高所得者

からの「所得の再分配」は、ＯＥＣＤ各国のなかで最も低い国だとされています。

     二つ目は、アメリカべったりの政治が続いていることにあります。農畜産物の輸入問題は顕著な事

例ですが、日本の輸出産業がアメリカ依存できたという状況が、一昨年からの世界経済不況の影響を

日本経済がまともに被った原因でもあります。

     アメリカべったりの政治で目に余るのが「基地」問題です。アメリカの「核の傘」「基地抑止力」

論から抜け出せず、沖縄をはじめ、米軍基地の置かれている町の住民に戦後６０年余、犠牲を押し付

けてきています。基地問題をめぐる数々の悲劇や「核兵器持ち込み密約」など、独立国日本の主権を

侵害する事態に、国民が「変化」を求めているのは間違いのない事実です。

 ２、労働者・国民の運動が情勢を切りひらく 

（１）くらしと雇用を守る

    国民が求める本物の変化にするためには、国民自身がそれぞれの分野で積極的な運動と働きかけを

しなければなりません。

    積極的な賃上げで労働者のくらしを守り、地域経済の活性化をはかることが必要です。大企業の内

部留保を吐き出させ、社会的に還元することによって内需の拡大をはかります。

社会保障の充実と応分な税負担に大企業がもっと責任を持つことが必要です。世界的にみても、

ヨーロッパ（ＥＵ）をはじめとして、企業が社会保障費の応分の負担に応じている例が少なくありま

せん。「国際競争力」を口実とした日本の大企業は、応分の負担をしている各国企業と比較しても十

分な体力（内部留保）を持っています。 

    人間を「モノ」として扱う大企業の労務・雇用政策をあらためさせることです。そのためには、国

による労働者派遣法の抜本的な見直しを行い、大企業に迫ることが必要です。日本の大企業が口にす

る「国際競争力」の相手でもあるヨーロッパ諸国の雇用政策は、日本やアメリカの雇用政策と根本的

に違う点があります。正社員が当たり前（非正規は１割前後）であり、均等待遇が実現され、安易な

解雇を許さない法律と手厚い失業保険によって守られているという特徴があります。

    ヨーロッパでは、労働者を「コスト」として考えていません。日本との大きな違いです。労働者を

犠牲にした「国際競争力」はあり得ないというのがヨーロッパの考え方です。そしてその考え方をつ

くってきたのが労働組合のたたかいでした。 イギリスの工場法制定のたたかい以来、常に労働組合

がたたかってつくりあげた雇用の「社会的ルール」に学ぶことが必要です。



- 14 - 

 （２）平和を守るたたかい

    平和を守るたたかいは、「米軍基地は日本のどこにもいらない」という国民の共通した願いによっ

て、運動が大きく前進しています。自民・民主政権が固執する「米軍（海兵隊）抑止力」論は、沖縄

や基地のある町にくらす住民の大きな犠牲の上に成り立っています。しかも日本に駐留する米軍の主

力部隊である「海兵隊」は、日本を守るための部隊ではなく、アメリカの世界戦略のための部隊であ

ることは、米軍内部からの度々の発言でも明らかになっており、「抑止力」にはならないことは明白

です。

    「核抑止力」論は、日本への核兵器持ち込みの根拠です。世界が核兵器の廃絶にむかって動き始め

ている今、「核も基地もない日本」の実現は、国民に共通する願いとなっています。

Ⅱ 日本農業をめぐる情勢 

 １、日本農業と農政の現状 

 （１）日本農業の現状

日本経済の深刻な状況は、日本農業にも大きな影響を与えています。農畜産物価格の下落に経済不

況が加わり、農家と販売・加工・流通などの関連企業に痛烈な打撃を与えています。民主党の「戸別

所得補償制度」は、農家規模で選別しないという点では、自民党農政から一歩進んだ政策を打ち出し

ましたが、問題点を多く抱えた制度でもあります。２０１０年度に実施される「米の戸別所得補償モ

デル事業」は、地方によっては２万円以上の生産費となる「標準生産額」を全国一律で１３，７０３

円と低く設定しており、交付金１５，０００円（１０㌃当たり）は、地域の実情を全く考慮していな

い低い水準のものです。

また、転作作物の助成金の引き下げや、米価の下支えといった役割も放棄したままでは、民主党が

いう「自給率向上」は“夢のまた夢”に終わってしまいます。

  「戸別所得補償」が、農畜産物をいっそう自由化の流れに向かわせることに大きな警戒が必要です。

前政権から引き続く「輸入自由化」の流れは、民主党中心の政権でもＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰ

Ａ（経済連携協定）、ＷＴＯ（世界貿易機関）交渉をいっそう進めています。

  農水省が２００７年に試算した「国境措置を撤廃した場合の国内農業への影響（試算）」（＊資料４）

は、「食料自給率５０％」をめざすとした新しい「食料・農業・農村基本計画」が、「輸入自由化」が

前提となる農業政策ではまったく実現の見通しのないものといっても過言ではありません。

 農業を含む第一次産業に未来を託そうとする若い世代にとって、農林漁業の現状は厳しいものです。

 農林漁業に携わる生産者の多くは、生産物の低価格と生産資材代に追われ、最低賃金にも満たない労

賃で働いています。夢や希望を持って農林漁業の現場に飛び込んだ青年が、働き続けることが困難に

なっています。

 （２）「新たな基本計画」と「行政刷新会議」

    新政権が打ち出している農業政策は、一方で「大規模経営」を中心とする農業からの転換をうたい、

他方では貿易自由化と市場経済への傾倒をいっそう促進するといった方向を打ち出そうとしていま

す。新しい「食料・農業・農村基本計画」でも、そうした新政権の農政の考え方をはっきり示してい



- 15 - 

ます。

 自給率を５０％に引き上げることを目標とすることに異存はありませんが、そのための実効ある措

置がとれるかどうかは、はなはだ疑問であると言わざるを得ません。

    食料自給率の向上と言いながら、政府の農業予算の削減が行われています。「所得補償」の財源確

保のためと言いながら、農業共済関連予算などの必要な予算までばっさり削ってしまうやり方では、

自給率の向上はあり得ない話です。

    小泉政権時代の「規制改革」の流れは、新政権になっても本質的には変わっていません。とりわけ、

農協への攻撃は以前にも増して激しくなっています。政府の「行政刷新会議」の「規制・制度改革に

関する分科会」でも、企業の農業参入を進め、協同組合を否定する「独占禁止法の適用除外」見直し

や、「１人１票制」の見直し、農協から信用・共済事業の分離、金融検査庁・公認会計士監査の押し

付けなどの攻撃が強まっています。

 （３）「第２５回ＪＡ全国大会」以後の農協

    １０月に開催された「第２５回ＪＡ全国大会」では、国民・農家の審判によって自公政権が敗退す

る中で、自民党一本やりだった農協系統の農政運動のあり方が根本的に問われることとなりました。

大会は、農政運動の「全方位外交」を打ち出し、これまでの運動のあり方から転換するとしました。

こうした全方位型の政治へのかかわり方は、農協系統だけでなく、漁業、林業、医療関係など多方面

にわたっています。

  「第２５回ＪＡ全国大会」では、農業と農協を取り巻く情勢の変化を『大転換期』と表現し、『新

たな協同の創造』をうたいました。しかし、決定された方針は、輸入自由化・構造改革路線からの転

換を求める農家・消費者とともにすすめる積極的な運動の提案もなければ、協同組合の立場に立った

事業の提案もなく、農協経営の手法として「県域戦略」などのあらたなリストラ「合理化」策を打ち

出しました。

    今後、農協が協同組合として農家や国民の期待にこたえる事業を行うことができるのかどうかが、

農協と日本農業の未来を大きく左右することになります。

 ２、農政の根本的な転換をめざす展望はあるのか 

 （１）輸入自由化をやめ、農家が展望を持つことができる農政を実現する

    食料自給率向上をめざすのであれば、ＥＰＡ、ＦＴＡ交渉を直ちにやめ、「食糧主権」の立場に立

ってＷＴＯ交渉にのぞむことが必要です。

    また、農業の多様な担い手を確保・育成するための諸政策を国・自治体が実行することを求めます。

所得補償の充実はもちろんですが、生産意欲のある農家が展望を持つことができる価格保障が何より

も必要です。

    第２５回ＪＡ全国大会が掲げた「全方位型」の農政運動を本物にする動きは、まだまだ本格的なも

のとなっていません。系統が農家や国民、労働組合とも連携し、農政運動を進めていくことが必要で

す。

    農政運動の場において、農家や労働者の思想信条の自由を保障し、農家の営農とくらし、国民の食

の安全・安心、地域経済や環境を守るという一致点で運動を進めることが何よりも大切です。
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 （２）国民多数の力で食の安全・安心、環境、地域経済を守る運動を進める

農業を守り発展させる条件はあります。食の安全・安心への関心の高さ、国土保全と環境保護に果

たす農業の役割、基幹産業である農業の地域経済への影響など、農業を守り発展させることで日本全

体が活性化することになります。

国民多数の力で運動を進めることが何よりも大切です。

Ⅰ 「働くルール」が守られている職場だろうか 

 １、働く意欲さえ失わせるような低い賃金水準 

（１）社会的賃金水準に届かない低い賃金水準

農協労働者の賃金は、多くの場合「生活保護基準」と肩を並べるような低賃金であることが多く、

憲法２５条の「健康で文化的な」水準の賃金には程遠い状況です。これでは家族を含めた生活が良く

なるどころではありません。

また、地域間格差も大きく、地域最低賃金と連動しているだけでなく、農産物価格の下落にも左右

されてしまうこともあります。

協同組合に働くという社会的役割からしても、賃金水準の引き上げは重要です。働きがいが奪われ

つつある職場で、賃金の低さは働く意欲さえ失わされる事態に直結してしまいかねません。

 （２）労働者間の分断をはかる賃金制度

    総額人件費の抑制攻撃は、人減らしとともに労働者の賃金を徹底して押さえつけることで目的を果

たしてきました。一時金の切り下げはもちろん、月例賃金にも様々な形で抑制攻撃を仕掛けてきまし

た。ベア（ベースアップ）なし春闘が続き、労働者のなかにも「あきらめ」感が一部に広がっている

のも事実です。

    とりわけ、統合した連合会や広域合併した農協では、「賃金統一」の名目で賃金抑制の攻撃が続い

ています。全国域に広がる連合会では、地域係数やコース係数による格差に疑問の声も上がっていま

す。賃金制度の変更による「手当」の廃止は、成果主義賃金に象徴される「属人的」な手当、扶養（家

族）手当や住居手当の廃止・切り下げとなり、なかまの生活をますます苦しくさせています。

    単協と連合会、関連会社の賃金水準の違いや、雇用形態などによる賃金格差も労働者間を分断する

材料となっています。

    し烈な「ノルマ達成」の競争は、労働者どうしを選別することで賃金格差を合理化しようとしてい

ます。人事考課制度は「問題がある」とこたえた農協は９８．６％にのぼり、考課結果のばらつきや

基準が不明確であることがＪＡ総研の調査でも明らかになっています。

第２章 農協、農業関連労働者と労働組合の状態 
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 （３）赤字の責任を「情勢のせい」にする経営者

    経営の悪化と系統からの圧力によって、労働者の賃金は低く抑えられています。「２年連続の赤字

を出すわけにはいかない」「農協がつぶれたら元も子もない」という経営側からの攻撃に、労働組合

が黙り込んでしまうといった事態が一部にあります。

    赤字の責任を「情勢」のせいにしてしまうことや、労働者への犠牲の押し付けで帳尻合わせをしよ

うという経営者は許すことはできません。しかし、労働組合の側も、「事業の失敗は経営者の責任」

として放置することも正しくありません。

    労働組合が経営のチェック機能を果たすとともに、情勢を打開する運動を経営者に求めることが必

要です。ともに運動を進める立場からも、農協で働くなかまのくらしを保障する賃金を要求し、たた

かっている労働組合もあります。

 ２、経営の苦しさが「雇用」にも影響 

 （１）進む「人減らし」

    「人減らし」は、人件費抑制の短絡的な手段としてすすめられてきました。同時に、人を減らした

だけでは、事業に直ちに影響が出ます。事業縮小との“いたちごっこ”が続いています。

    一方で、職場に残った労働者には「効率化」が求められ、担当する事業への責任感から、長時間労

働や「サービス残業」を常態化させてしまう事態も生まれています。このことが要因となって、メン

タルヘルスの悪化も増えています。

 （２）正職員から臨時・パート職員への置き換え

    人減らしは、臨時・パート労働者への置きかえという形でも進んでいます。臨時・パート労働者は

低賃金であることはもちろん、都合のいい「雇用調整の道具」として扱われていることが少なくあり

ません。

    臨時・パート労働者は、賃金や労働条件への差別とともに、雇用への不安を常に持ちながら仕事を

しています。

 （３）「人員要求」を対置してたたかう

人が少ないことへの不満や不安が労働者のなかに広がっています。しかし、労働組合の取り組みは

遅れています。「どうせ要求してもダメだから」など、「働くルール」の確立の大きな障害になってい

る「人減らし」という問題に、多くのところで手立てをとれないでいるのが現状です。

人員要求は「働くルール」の確立とともに、事業を発展させるうえでも重要です。人減らし→事業

縮小の負のスパイラルを断ち切るためにも大切です。

３、長時間労働と健康破壊 

（１）長時間労働の横行と不払い残業
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    労働組合の取り組みをよそに、長時間労働は多くの職場で広がっています。不払い残業をなくす取

り組みに労働組合が取り組む一方で、「人を増やせ」というたたかいが一向に進まないことが、「長時

間労働はしょうがない」とのあきらめ感を生みだしています。

    経営側の長時間労働の防止に対する意識が低いことは、ＪＡ総研の調査でも長時間労働防止対策と

して「人員増」などの項目が皆無であることを見ても明らかです。経営側の取り組みの中心は、「管

理職層に対する意識啓発」「実態把握と本人・上司への注意」「残業の事前届け出」などがあげられて

いますが（ＪＡ総研調査による）、どれも実効あるものになっておらず、反対に長時間労働の実態を

隠ぺいする目的で行われている場合もあります。

（２）家族的責任や地域・社会の責任が果たせなくなっている

    長時間労働や休日出勤、変形労働時間制やフレックスタイム制によって、家族への責任が果しづら

くなっています。子どもの病気や家族の介護・看護に責任を持てる制度が充実していないこともあり

ますが、なにより、こうした家族的責任を女性に押し付けている実態があることを指摘しなければな

りません。

    家族への責任が果たせなくなることとあわせて、地域社会への責任が果たせなくなっていることも

重要です。

（３）健康への不安

    長時間労働と効率化、ノルマに追われる日常が、労働者の心身を蝕んでいます。メンタルヘルスの

悪化による休職や通院は増加する一方です。多くの職場で安全衛生委員会が設置されましたが、名ば

かりの委員会になっているところも少なくありません。

    メンタルヘルスが原因で休職している農協労働者は、１農協あたり１．５～２人といわれています。

対策は全くとられていないわけではありませんが、メンタルヘルス発症の原因を、「職場の人間関係」

「業務と適性のミスマッチ」としている経営者の意識は、長時間労働と「効率化」が問題の根底にあ

ることと乖離（かいり）しています。

４、働きがいが失われる職場 

 （１）目標管理制度が「ノルマ管理」として使われている

    目標管理が「ノルマ管理」化している実態が職場にあります。とりわけ単協では、事業推進の目標

が「成績」に直結し、労働者の賃金や処遇に大いに反映されることも少なくありません。管理的立場

にある上司からの、時にパワーハラスメントとさえ感じられる厳しい叱責も増えています。

    数字に追われる毎日が、なかまから楽しく働くことを奪ってしまい、苦痛だけの日々になっていま

す。農協事業が農家のくらしや営農を支えるための事業でなく、農協経営を維持するためだけに行わ

れると感じることが、中途退職さえ選択してしまう事態をますます広げています。

    数字に追われる毎日が、なかまから楽しく働くことを奪ってしまい、苦痛だけの日々になっていま

す。農協事業が農家のくらしや営農を支えるための事業でなく、農協経営を維持するためだけに行わ

れると感じることが、中途退職さえ選択してしまう事態をますます広げています。
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 （２）働くことの喜びが失われていく職場

    「労働は商品ではない」とは、ＩＬＯ（国際労働機関）が「フィラデルフィア宣言」で述べたもの

です。人間が働くことは、単に労働力を商品として経営者に売り渡すことではありません。労働力と

いう商品に対して、正当な値段（賃金）を受け取ることは当然ですが、人間が労働を「苦役」と感じ

ている限り、働くことの喜びは生まれません。

    経営が危なくなりそうだからと言って、簡単に解雇・雇いどめを行うなど、人間を「モノ」として

扱う労務政策が横行する事態が社会全体に広がっています。

社会に貢献できることの喜びや、なかまと協力して仕事ができる喜びが感じられる仕事が職場にあ

ることが必要です。

 ５、労働者・労働組合への攻撃 

 （１）「経営者目線」による権利放棄

    経営悪化と人減らし、労働者間の競争をあおる賃金制度、「自己責任」論の広がりによって、労働

者が「経営者的」にものごとを見てしまうといった事態が広がっています。「残業代を請求しないの

はオレの勝手」、「残業代を請求したら担当している業務が赤字になる」など、労働者が自らの権利を

放棄してしまうといったことは、こうした「経営者目線」に陥った結果だといえます。

 （２）労働組合への攻撃

労働組合と労組員に対する攻撃は相変わらず続いています。多くの場合労働組合つぶしの攻撃は、

労組員個々への攻撃となってあらわれます。

    最近増えている臨時・パート労組員への攻撃は、雇用や身分への不安をあおるかたちで陰湿な攻撃

となっています。

Ⅱ なかまの思いが労働組合にしっかり反映されているのか 

 １、なかまの切実な願いや不安が労働組合のたたかいに反映されているか 

（１）なかまの切実な願いや不安に労働組合がこたえる

職場のなかまの状態は深刻です。仕事や生活への悩みや不安は大きく、相談できる相手、相談でき

る場所がないことが、青年部が実施した「黒書アンケート」にも見られるように、様々な機会に指摘

されています。

    労働組合の果たす役割をしっかり考えてみることが必要です。労働組合に入っているだけで賃上げ

ができると考えていれば、とんでもない思い違いです。労働組合の力は、なかまの団結の力です。労

組員の願いや不安にしっかりこたえない労働組合に、団結の力は育ちません。

    役員が毎年のように交代したり、行事をこなすだけの活動になっている労働組合では、「職場班の

確立」や「網の目話し合い」「総学習」、「要求づくり」などに正面から向き合うことが困難になって

いることも少なくありません。
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 （２）職場からすべての差別をなくすことを労働組合でしっかり学び、実践する

職場に差別や競争を持ち込むことで労働者間の分断をはかるのは、労働者支配の常とう手段ともい

えます。「差別」をなくすことは、労働者どうしが学習し、話し合い克服していく以外にありません。

雇用形態の違いや職種、性別、学歴などの差別とともに、「やらないやつ」「できないやつ」に対す

るハラスメントなどに労働組合がしっかり目を向け、原因を明らかにし、問題解決を当事者と労働組

合でしっかり話し合い、取り組むことが必要です。

 ２、要求に団結した労働組合の前進 

（１）「働くルール」の破壊を許さない労働組合の取り組み 

誰もが安心して働き続けられる職場をめざす取り組みは、職場のもっとも弱い人たちに向けられる

攻撃と対峙することでもあります。解雇・雇いどめ撤回のたたかいは、労働組合が当事者たる労組員

にしっかり寄り添いながらたたかいを進めていくことが大切です。 

    障害を持つ労働者の雇用・身分の確保や、妊娠中の女性労働者の負担軽減に取り組む労働組合に、

当該の労働者だけでなく多くのなかまからの期待が寄せられています。 

 （２）労使対等を貫く労働組合 

近年増えているのが、労働条件の一方的変更です。経営が苦しくなると労働者への犠牲の押し付け

が安易に行われることもしばしばです。「手口」の一つは「就業規則の変更」として「意見書」の提

出を求めるというやり方です。就業規則の変更は明らかに労働条件の変更であり、労使協議が前提で

あることは言うまでもありません。しかし、これまでもしばしば「就業規則の一方的変更は有効か？」

という議論が繰り返されてきました。書類（就業規則届け出に関する）の体裁さえ整っていれば黙っ

て受け取ってきた労働基準監督署の対応にも大いに問題があるとはいえ、「届け出られたら終わり」

と最初からあきらめてしまう傾向や、「意見書」提出の攻防になってしまうところも少なくありませ

ん。

    大分（単）は県域合併から１年、賃金制度の提案に対して学習や議論を繰り返し行い、粘り強く要

求・交渉を重ねて前進をかちとっています。
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 労働組合はなかまの要求の実現のためにたたかい、運動をすすめます。その柱ともいうべき３つの基調を、

つねに労働組合が守り通すことが必要です。

Ⅰ 日本農業を守り、協同組合の立場に立つ農協の発展をめざす 

１、日本農業発展の道は、国民の命とくらしを守る道 

（１）食の安全・安心、食料自給率の向上は国民の願い

   食料自給率の低下は、外国産の農畜産物の輸入が増えることによって国内生産が落ち込むというこ

とに主な原因があり、外国からの輸入食品・農畜産物の安全性をめぐって国民の不安はいっそう高ま

っています。

   近年の食をめぐる事件や不正は、「もうけ」一辺倒の新自由主義・構造改革路線のなかで起こった

ことであり、農畜産物の輸入自由化がさらに追い打ちをかけたものといえます。

輸入前提の農業政策をあらため、安心して農業ができる政策に転換させることが、国民の食の安 

全・安心への信頼と食料自給率を高めることになります。

（２）日本農業は経済活性化と国民のくらしの安定に大きな役割を果たす

   輸入食品・農畜産物の安全性が問われ、経済不況・雇用悪化が深刻化する中で、国内農業への関心

が高まっています。顔の見える国内産農畜産物への期待とともに、失業者のあらたな雇用の受け皿と

して農業（農林漁業）がにわかにクローズアップされ始めました。

   日本経済の立て直しは、内需の拡大、とりわけ地域経済を再生し、国民のくらしを立て直すことが

重要です。農業、地域の様々な産業とつながりを持ち、地域農業の発展は地域全体を活気づけること

となります。

   また、地域の重要な雇用の場でもある農協や関連会社（団体）、加工・食品関係の企業などで、安

定した雇用とくらしがきちんと成り立つ賃金が保障されることが地域全体の活性化につながります。

２、労働組合は、働き続けられる職場を守り、健全な経営のためのチェック機能を果たす 

（１）農業発展をめざし、「安心して働き続けられる職場」を実現する

   日本農業の発展のためには、農協と農に関連する職場が民主的に発展することは欠かせません。働

くなかまが、働きがいを持ってずっと働き続けられる職場を実現することは、日本農業を守り発展さ

せる力が強く、大きくなることです。

   労働組合は、くらしが成り立つ賃金と働きがいの持てる職場を実現することで、仕事を通じて農業

の発展をめざすことに大きく寄与することになります。

第３章 運動の基調 
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（２）経営のチェック機能を労働組合が果たす

   「コンプライアンス」違反で経営さえ危うくする事態に陥った企業に共通することは、労働組合が

ないことや、あっても「御用組合」化していたり、「経営のことは経営者が考えること」と経営問題

に無関心な労働組合であることです。

   もうけ一辺倒の経営に陥っている農協や関連会社（団体）の経営に社会的責任を果たさせ、きちん

とモノが言える労働組合があってこそ、農協・関連会社（団体）の経営を守ることの保障です。

（３）農協に「協同組合」の役割を果たさせよう

   協同組合はその始まりから、資本主義経済によるさまざまな弊害から人々を守る運動として始まっ

たものです。問題解決を、自らがなかまと力を合わせて実現していくことこそ、協同組合の大きな特

徴です。

   農協（単協・連合会）が、協同組合の原点から逸脱し「企業化」の道をたどる中で、「運動体」と

しての性格が置き去りにされ、農家組合員がいつの間にか「お客さん」として扱われ始めてきました。

系統は、経済事業改革の中で「組合員メリットを還元」するとして、農家組合員の協同活動への参加

を自らが拒んでいます。

 「新自由主義経済」の弊害が噴出している今、協同組合の原点に立ち返って、農家組合員や市民と

ともに、食と農を守る運動に全力を尽くすこと、農家や市民の期待にこたえられる農協になることを

求めます。

３、労働組合が農家や地域とともに運動を進める 

 （１）食と農を守る運動にすべてのなかまが参加する

農協と農に関連する職場に働くすべての労働組合員・労働者が、食の安全・安心、農業を守る運動

に積極的に参加することは、自らの職域を守る運動とともに、国民の一人として自らと家族の未来を

守ることでもあります。

    農業を取り巻く情勢の厳しさにたじろぎ、あきらめているのでは、要求も実現しないばかりか未来

への展望も見失ってしまいます。すべてのなかまが、食と農を守る運動に参加し、自らの力で情勢を

切りひらくことが必要です。

 （２）農協や農家、地域（消費者）とともに

日本農業を守り、農家が安心して農業を続けるためには、農畜産物の輸入を前提とした農政をあら

ためることです。再生産できる価格の保障と、農家のくらしが成り立つ所得補償をすることが必要で

す。

    食の安全・安心への消費者の関心や地域経済の発展を願う多くの商工業者とも連携し、農協や農家

とともに運動を進め、労働組合が先頭に立って奮闘することが求められます。
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Ⅱ すべての農協・農に関連する労働者に影響力を持つ全農協労連に 

 １、労働者間の分断を許さず、団結と連帯をめざしてたたかってきた 

（１）すべての農協労働者・農に関連する労働者の団結をめざしてきた全農協労連 

全農協労連綱領は、その設立の時から現在に至るまで、一貫してすべての農協労働者の団結こそが

要求実現の道であることを示してきました。 

    農協労働運動の黎明期、劣悪な労働条件で働かされていた単協労働者に「労働組合」の存在を知ら

せ、自らがたたかってこそ要求実現の道が開けることを示したのは、連合会労組のなかまでした。す

べての農協労働者の団結と連帯で農協労働者の要求は前進してきたのです。 

 （２）リストラ「合理化」、人減らし、労働者間の分断を許さない

農業・農協つぶしの攻撃と歩調を合わせ、系統では「組織二段、別会社化」などの組織再編が加速

し、リストラ「合理化」、人減らしが加速しました。同時に、労働組合への不当な攻撃や労働者の分

断攻撃が始まりました。労働組合では「企業内組合」色が強まり、「統一闘争」への結集が弱まって

きました。 

    農協労働者をバラバラにし団結の力を弱める分断攻撃は、農協労働者自身の要求実現をますます困

難にするとともに、輸入自由化を進め、大企業の農業参入を目的とする農協系統や農業への攻撃を容

易にさせることにもつながっています。 

 ２、攻撃をはねかえし、要求を実現する力をより大きなものに 

 （１）産別統一闘争を強化し、すべての農協・農に関連する労働者を結集する

全国連労働者から単協、関連会社・団体の労働者に至るまで、正規雇用労働者からパート・アルバ

イト労働者など非正規雇用労働者に至るまで、なかまを分断させる攻撃を許さず、すべてのなかまの

団結と連帯を取り戻します。 

    会・農協ごとのたたかいでは、個別の経営状況や課題から要求の実現が困難になることが少なくあ

りません。産業全体の抱える課題を克服することなしに、根本的な要求の前進ははかれません。職場、

地域の運動を強めながら、全国のなかまが産別に結集することが必要です。 

    全国規模の宣伝や組織オルグなどの思い切った取り組みを進め、未加入・未組織のなかまを全農協

労連に迎え入れます。大きな「団結の力」で要求を実現します。

 （２）不当な差別や労働組合攻撃を産別全体の力ではねかえす

臨時・パート労働者の雇用問題は、職場のなかだけの問題ではありません。苦しければ「モノ」の

ように切り捨てていくといった労務政策を、産別全体であらためさせることが必要です。

    このことは、労働組合への不当な攻撃を許さないたたかいでも同じです。労働組合をつくり、なか

まの団結の力で要求を実現することを妨害する行為は、産別全体ではねかえしていくことが必要です。

    また、地域で働く他産業のなかまや農家、住民との共同も大きな力です。農協・関連労働者が果た
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す役割を自覚し、広げていくことが、不当な攻撃を許さない力となります。

Ⅲ 運動を支える労働組合の力量を強化する 

 １、なかまの団結と連帯は日常活動のなかで強固になる 

（１）なかまの不安や悩みに寄り添う労働組合

なかまの不安や悩みをしっかり受け止め、一緒になって解決しようとする労働組合だからこそ、な

かまは信頼し、要求実現めざしてともにたたかおうとするのです。一人職場に働くなかま、臨時・パ

ートのなかま、「管理職」のなかまなど、誰にも相談できずに悩みを抱え込んでしまうことの多いな

かまに、つねに視線を注ぐことが大切です。

リストラ・人員削減のもとでの「効率化」一辺倒の経営は、労働者を「競争」や「利益優先」の仕

事に駆り立てます。なかまとの協同や、農家・社会の役に立つ事業を通して職場に「働きがい」を取

り戻します。

 （２）すべての労組員が活動に参加する

    労働組合は、すべてのなかまがたたかいに参加することで要求実現の力になります。一部の役員・

幹部だけにまかせっきりの活動では、要求に団結するなかまの姿が経営者には見えません。

労働組合組織の大小、歴史、役員の年齢、経験の差はあっても、一人ひとりの労組員を大切にする

活動ができているかどうかが、前進のカギを握っています。すぐに成果が表れるわけではない日常の

活動ですが、なかまの結びつきを重視したこうした活動が将来大きな成果と結びつくことになります。 

 ２、「要求」に団結する 

 （１）「要求」に団結する

労働組合は、なかまの切実な願いや不満を「要求」という形にして解決をめざします。なかまがし

っかり話し合い、一致した「要求」を経営者に提出し実現を迫るための行動を行います。これが「要

求に団結し、たたかう」ということです。

    役員だけが集まって「要求書づくり」を行って終わりでなく、すべての労組員が参加して「要求づ

くり」を行うことが大切です。

 （２）未加入労働者の支持を得る

    なかまがしっかり話し合うことによって、要求に団結する力が大きくなります。職場にいる未加入

のなかまにもしっかり知らせ、支持を得ることが大切です。労働組合が職場となかまの労働条件を改

善することの展望をしっかり示す（職場政策）ことで、職場のなかにしっかりとした支持を広げ、職

場世論をつくることが要求を実現させる大きな力となります。

    労働組合に入っていない人たちとも、「一致する要求」にもとづく共同を広げます。注意すべき点



- 25 - 

は、「一致する要求」は「要求を一致させる」ことではないということです。私たちが、職場となか

まのくらしの実態を調査し、学習と話し合いによってつくった要求を「一致させる」ために引き下げ

ないということが大切です。

 ３、職場班の確立と網の目話し合い、総学習運動の強化 

 （１）職場班は労働組合の基礎組織

    労働組合の最小の単位は「職場班」です。同時に「職場班」は、労働組合の基礎をなすものです。

たとえその労働組合に優秀なリーダーがいたとしても、すべての労組員の動静が把握できるものでは

ありません。

    労働組合活動にすべての労組員が参加することを可能にするのが「職場班」の活動です。「網の目

話し合い」や「学習」も、こうした単位ですべての労組員が参加することで大きな効果を発揮します。

 （２）網の目話し合いでなかまの声を要求に

    あきらめかけていた願いや不安も、なかまとの話し合いを通して実現可能な「要求」とすることが

できます。職場班を基礎にしながら、年代・男女別、職種別など、しっかり話し合うことが労働組合

の力をつけることです。

 （３）学ぶことは「自らの力で切りひらく」こと

新入労組員教育や、さまざまな課題の学習は、労働組合活動の中で直面する困難を乗り越え、自ら

の力で切りひらいていくための力を養うものです。 

    すべての労組員が学習活動に参加し、確信を持って労働組合の活動に参加します。 

Ⅰ 安心して働き続けられる職場を実現するための要求 

 １、くらしが成り立つ賃金を獲得する 

 （１）農協内最低賃金制度の確立を求め、社会的な賃金水準を確保する要求

① 時間額１，０００円、月額１６０，０００円の農協（会社）内最低賃金制度を要求します。

   ② 高卒初任給 １６０，０００円以上、大卒初任給 ２００，０００円以上を要求します。

第４章 私たちの要求 
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   ③ 全中（全国農協中央会）に、産業別最低賃金を定めるよう求めます。

 （２）賃金の格差・差別支給をなくすための要求

   ① 同一価値労働同一賃金の原則に沿って、臨時・パート労働者の賃金格差の是正を要求します。

   ② 労働者の不公平感が強い「人事考課」をあらため、一時金への「成績査定」反映をやめるよう要

求します。

   ③ 男女の賃金実態を把握し、格差を是正するよう要求します。

 （３）「全国一律最低賃金制度」を実現するための要求

   ① 全国一律最低賃金制度を実現するよう、国に要求します。

   ② 地域格差を容認する「地域係数」をなくし、全国一律の賃金とするよう要求します。

 ２、労働基準法違反をなくし、誇りを持って働き続けることができる「ルール」をつくる 

 （１）いっさいの「賃金不払い残業」をなくし、長時間労働を規制するための要求

   ① すべての割増賃金を支払うことを要求します。

   ② 「管理監督者」要件を十分に考慮し、割増賃金不払いをなくすよう要求します。

   ③ 労働時間の適正把握につとめ、長時間労働を規制するよう要求します。

 （２）健康で「働きがい」のある職場を実現する要求

   ① 安全衛生委員会の機能を発揮し、メンタルヘルス対策に取り組むことを要求します。

   ② 人減らしをやめ、長時間労働が恒常化している職場や年次有給休暇が消化できない職場に人員を

配置することを要求します。

   ③ 男女ともに家族的責任が果たせるよう、労働時間を短縮し、介護・看護、子育て等の休暇制度を

充実させるよう要求します。

   ④ 職場からパワーハラスメント、セクシャルハラスメントをなくすため、原因を明らかにさせると

ともに、職場研修などの予防策をとるよう要求します。
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 ３、すべてのなかまが不本意な気持ちで退職することを許さない 

 （１）臨時・パート労働者を使い捨てにさせないための要求

   ① 雇用調整や人件費抑制の手段として、臨時・パート労働者の雇いどめを行わないことを要求しま

す。

   ② 臨時・パート労働者の正職員への任用替え（登用）を要求します。

 （２）不本意な気持ちで退職するなかまを出さないための要求

   ① 人権を無視した退職勧奨は絶対に行わないよう要求します。

   ② 事業推進における「ノルマ」の追求は行わないこと。および「自爆」をしない事業推進のあり方

を労使で協議するよう要求します。

Ⅱ 日本農業の発展をめざし、農家と国民の願いにこたえる農協の実現をめざす要求 

 １、輸入自由化をやめ、農家が安心して農業を続けることができる農政への転換を 

 （１）輸入自由化を前提とした農政をあらためるための要求

   ① 農畜産物の輸入自由化をやめ、食糧主権の立場からＷＴＯ協定の抜本的改定、ＦＴＡ・ＥＰＡを

やめるよう要求します。

 （２）農家が安心して農業を続けることができる農政の実現を

   ① 所得補償制度を充実させ、農家の意欲を喚起する価格保障制度を設けることを要求します。

   ② 国の農業予算を増やすことを要求します。

   ③ 「独占禁止法適用除外」の見直しや「１人１票制」の見直し、「信用・共済事業」の切り離し、

「金融検査庁・公認会計士監査」の実施など、協同組合を否定する政府のやり方をあらためるよう

要求します。

 ２、国民の願い「食の安全・安心」を求める 

 （１）食の安全・安心を確保するための要求

   ① 食の安全・安心を確保するための検査体制を充実するよう国に要求します。

   ② 米国産牛肉の輸入条件緩和をやらないよう要求します。
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 （２）安全・安心な農畜産物を国民に届けるための要求

   ① 国内産の農畜産物を学校給食や公共施設の給食・食堂などで使用するよう働きかけるよう要求し

ます。

   ② 口蹄疫や鳥インフルエンザなどの防除・対策を強化するよう要求します。

 ３、協同組合の立場に立った事業運営を 

 （１）協同組合の役割を果たす農協事業を求める要求

   ① 信用事業の本来の目的でもある農家を支援するための信用事業を強化することを要求します。

   ② 「ＪＡバンク基本方針」「系統金融検査マニュアル」の見直しを求めるよう要求します。

   ③ 全共連・信連の配当に頼らない農協経営・事業運営をめざすことを要求します。

   ④ 人減らし「合理化」をやめ、農家の声が反映できる人員配置・要員体制をとることを要求します。

 （２）すべての農家への積極的な援助を求める要求

   ① 企業を含めた大規模経営体（法人）への対応に軸足を置くのでなく、小規模・家族経営農家への

援助を積極的に行うよう要求します。

Ⅲ 安心してくらせる社会を実現する要求 

 １、大企業の横暴を規制し、誰もが安心して働き、生活できる社会に 

 （１）労働者派遣法の抜本的改正を求め、労働者保護の立場で労働法制を改善する要求

   ① 労働者をモノ扱いする雇用政策をあらためるために、労働者派遣法を抜本的に見直すことを要求

します。

   ② 解雇規制を強化し、長時間労働を規制する抜本的な法の改正を要求します。

 （２）大企業の優遇税制を規制し、国民への新たな増税に反対する要求

   ① 大企業の優遇税制をやめ応分の負担を求めるとともに、消費税増税をやめ社会保障の充実を要求

します。

② 食料品への非課税を実現するよう要求します。



- 29 - 

 ２、平和と民主主義が守られる社会に 

 （１）核も基地もない日本を実現するための要求

   ① 米軍基地の日本国内の「たらいまわし」はやめ、米軍基地を撤去するよう要求します。

   ② 核兵器廃絶の運動に農協系統が積極的に取り組むよう要求します。

 （２）憲法九条を守るための要求

   ① 国民合意のない「国民投票法」施行はやめることを要求します。

Ⅰ 誰もが安心して働き続けられる職場を実現する 

１、社会的な賃金水準を確保しくらしを向上させる 

 （１）全国一律最低賃金制と産業内最低賃金の確立に向けて

   ① 貧困と格差を広げている日本の最低賃金制度

     日本の最低賃金制度は、地域別最低賃金と産業別最低賃金の二つを基本に成り立っています。２

００９年度の地域最低賃金は、７９１円の東京を最高に、佐賀、長崎、宮崎、沖縄で６２９円が最

低です。この差は大きく、年間では３０万円程度の格差となります。

アメリカやイギリス、フランスなど世界の多くの国で、全国一律最低賃金制度を定めています。

地域最低賃金制度をとっている国は、国土面積の大きい発展途上国が大半です。（＊資料７）

日本で全国一律最低賃金制度が採用されない原因は、地域間の生活費の格差だとされていますが、

労働総研、全労連による調査では、東北地方の最低生計費と首都圏の最低生計費の差はほとんどな

いことが明らかになりました。（＊資料８）大企業・政府が主張する「地域間格差」の根拠はなく、

日本でも全国一律最低賃金制度が必要です。

日本の最低賃金が世界と比べても異常に低いことの原因は、「最低賃金法」に定める決定基準に

重大な過ちがあるからです。決定基準は、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③賃金の支払い能

力となっています。生計費が本来の最低賃金の基準であることは、憲法２５条で保障される「健康

で文化的な最低限度の生活」に沿ったものです。「支払い能力」を基準にした「最低賃金法」は明

らかに誤りです。

   ② 全国一律最低賃金制度の確立をめざす取り組み

     現在の「地域別最低賃金」は多くの問題点が指摘されています。低賃金を押し付ける根拠である

第５章 運動の課題と取り組みの具体化 
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と同時に、地域格差を固定化してしまうものです。

     農協系統でも、統合した連合会が賃金水準の統一を行う際の根拠としてこの地域最低賃金を上げ

ていますが、「低賃金押し付けの根拠」や「地域格差の固定化」といった問題点が多くの労働組合、

有識者から指摘されていることを踏まえれば、全国一律の賃金制度を前提とした見直しが必要とな

ります。

     全国一律の最低賃金制が確立することによって、すべての国民の最低生活を保障する「ナショナ

ル・ミニマム」の確立をはかる一歩ともなります。農家の「地域最賃」にも満たない低所得を引き

上げる運動が、こうした労働者の全国一律最低賃金制確立の運動と歩調を合わせ行われることが重

要です。

     農林水産業（一次産業）に働く労働者の賃金は他の産業に比べても低く、産業間の賃金格差を是

正するための連携・共同も追及することが必要です。

     春闘共闘をはじめとする他産業労働組合との共闘を地域段階からすすめます。当面、「全国一律

最低賃金制度確立」を求める行動とともに、地域最低賃金の大幅引き上げを求める行動に参加しま

す。今後、国民春闘共闘委員会（各都道府県春闘共闘）などとも協力しながら、「地域最低生計費」

等の調査を行い、賃金闘争に役立てることも検討します。

   ③ 産業内最低賃金の確立

     農協労働者および農に関連する労働者の賃金は産業全体の所得の低さもあり、経営側が労働者の

くらしを保障する観点から賃金をとらえていないという側面も見受けられます。「支払い能力論」

を口実とした賃金抑制と真っ向から向き合うためにも、「生計費」原則の立場に立つことが労働組

合の側に求められます。

     農協および農に関連する団体・企業に働く労働者の低賃金は、社会全体の賃金を抑制しているこ

ととともに、産業内で働くなかまが誇りを持って働き続けることを困難にしています。「社会に役

立つ仕事をしている」という誇りにふさわしい賃金を獲得することが必要です。

     労働者間の賃金格差は、産業内で労働者どうしが対立する構図をつくりだします。対立は全体の

賃金を引き下げることにつながります。そうした賃金水準の引き下げを許さないためにも、時間額

１，０００円以上、月額１６０，０００以上の産業内最低賃金を確立する取り組みを強めます。

     産別要求として、産業内最低賃金の確立を掲げ、全中など系統組織にも働きかけます。

 （２）「社会的賃金水準」を確保する

   ① くらしの実態、賃金の実態を明らかにする

     くらしの実態を明らかにするための取り組みを行います。家計調査やアンケートももちろん有効

な手段ですが、なかまが自らのくらし、家計の状況などを自らの口で語ることが必要です。切実な

願いがなかまのなかで共感を呼び、たたかう力となります。

     賃金の実態を労働組合がつかむことが重要です。経営側に資料の提示を求めることもありますが、

労働組合員が自らの賃金をきちんと自覚するうえでも、労働組合自身が賃金調査を行うことが重要

です。

     もちろん、「社会的賃金水準」との比較で自らの賃金水準をなかまが自覚することも大切です。

地域の公務員賃金や生活保護基準、標準生計費や他産業労働者の賃金水準など、徹底的に調べて討

議することが必要です。
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   ② 誇りを持って働くことができる賃金を

     国民の食の安全・安心、安定供給を守り、農業と農家組合員の営農とくらしを守るという役割を

果たすことは、社会に役立つ仕事であり、働きがいのある仕事です。誇りを持って働き続けられる

保障でもある賃金が低いままでは、将来にわたって責任ある仕事ができる保障がないということで

す。

     将来にわたって仕事に誇りを持って働き続けるためには、安心して働き続けることができる賃金

を実現することが必要です。

 （３）臨時・パート労働者の賃金改善に積極的に取り組む

   ① 「貧困と格差」を職場からなくす

     貧困と格差の根本には、「成果主義賃金制度」とともに、「非正規雇用」労働者の「雇用の不安定

化」と差別的な低賃金の押し付けがあります。ＩＬＯでも指摘される「同一価値労働同一賃金（同

一労働同一賃金）」の原則がまだまだ不十分なわが国では、臨時・パート労働者（非正規雇用労働

者）の低賃金が、職場全体の賃金を押し下げています。

     職場では、低賃金・不安定雇用労働者への置き換えが進み、農協、農業関連団体の職場でも、「貧

困と格差」が広がっています。

   ② 正職員も臨時・パート労働者の賃金改善を自らの課題として

     職場の重要な働き手として、臨時・パート労働者の存在は無くてはならないものとなっています。

低賃金・不安定雇用の働き手の上に職場が成り立っているのでは、やがては職場全体が崩壊してし

まいます。

     正職員も、臨時・パートのなかまの低賃金を解消するために、自らの課題として取り組むことが

大切です。

 （４）すべての賃金差別を解消する

   ① 性別による差別

     賃金に格差が生じるのは、昇給・昇格要件とその運用が大きな原因です。とりわけ女性に対する

賃金差別は、昇給・昇格要件につきものの研修や試験が休日・時間外に行われる場合が多く、「自

己啓発」などといって就業時間外を最初から想定しているなど、家庭を持つ女性には不利益な場合

が多いものです。

     女性が働き続けることを困難にしている現状を、しっかり話し合い、女性に対する賃金差別の実

態を明らかにしてたたかいます。

   ② コース選択による賃金抑制・女性差別をなくす

     「男女雇用機会均等法」で、コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たり、転居を伴

う転勤に応じることができることを要件とすることが禁止されています。実態のないコース選択で

賃金抑制をはかることなど許されません。

     統合連合会でも、全国域と県域の間の賃金格差や、総合職と一般職間の業務分担の実態などを見

ても、賃金の格差があることは大きな疑問です。

     単協では、コース選択の基準が極めてあいまいです。事業推進の「ノルマ」の有無など、本来の



- 32 - 

業務とは関係ない部分で賃金決定がされてしまうことになっている職場もあります。

     働き方の実態を明らかにし、コース別人事制度（複線型人事制度）による差別・格差の是正を求

めます。

   ③ 地域間格差をなくす

     くらしている場所、地域によって基本的な人間の営みに差があるわけではありません。ましてや、

憲法で国民は等しく「健康で文化的な」生活を営む権利を持っています。地域によって、住居費や

交通費、光熱費に差があることは間違いありませんが、居住する地域によって賃金そのものに格差

をつけることは許されません。

     統合した連合会の「地域係数」による格差は、こうした考え方からも撤廃することが必要です。

     「全国一律最低賃金制」確立の運動や地域最低賃金の引き上げのたたかいを、他産業労働組合な

どと取り組むこととともに、産業内最賃の確立、公平感のある賃金制度の検討などに取り組みます。

 （５）賃金の「個別決定化」を許さない労働組合のたたかい

   ① 賃金差別による労働者間の分断を許さないのが労働組合

     賃金格差は労働者間の分断を生むことにつながります。立場や業務の内容は様々でも、「労働力

の価値」は変わるものではありません。労働組合は、賃金の差別を許さず、労働者が団結の力で要

求を実現するためにたたかう組織です。

   ② 成果主義、査定による賃金の「個別決定化」

     業務や地域による賃金差別とともに、労働者が団結してたたかえなくなる原因の一つが「成果主

義賃金制度」「査定」による賃金の「個別決定化」です。賃金が集団的に決定されるのではなく、

個人の成績や成果によって決まるのであれば、労働組合の賃金闘争は大きく後退してしまいます。

そのことによって、全体の賃金水準を高くするたたかいは影を潜め、労働者の団結はますます弱ま

ってしまいます。

     成果主義や査定による個別賃金決定を許さず、生計費原則に基づく賃金支払いと制度の確立をめ

ざします。

 ２、職場のすべてのなかまの雇用と働く権利を守る 

 （１）雇用を守る

   ① 臨時・パート労働者の雇用を守る

     「安易な雇用調整の道具」として、経営の苦しさを理由の「雇いどめ」を許してはなりません。

人減らし「合理化」を進める中で、賃金のはるかに低い臨時・パート、派遣といった労働者に置き

換えていくといったことが進んでいます。

     こうした臨時・パート、派遣のなかまは、雇用への不安と低賃金という厳しい環境で働かざるを

得ない状況です。

     職場に働くなかまとして、労働組合に加入・未加入を問わず、臨時・パート労働者の解雇・雇い

どめ問題に、労働組合が正面から取り組むことが大切です。
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   ② 不本意な気持ちで退職するなかまを出さない

     職場には、毎年中途退職を選択するなかまが多数います。その多くは「不本意な気持ち」で退職

を選択してしまったなかまです。

     中途退職に至る理由を明らかにし、解決策を講じることが必要です。低賃金、ノルマなどの理由

で退職する人はもちろん多いのですが、職場の「人間関係」を理由とする人たちも少なからずいま

す。こうした「人間関係であればしょうがない」と放置してしまうことが最も危険です。職場のな

かの人間関係が悪化してしまう理由があるはずです。労働者どうしの競争をあおる賃金制度、「自

己責任」論のまん延によって、なかまと楽しく仕事をする環境が職場から消えています。

     労働組合が、なかまの不安や悩みに寄り添うことで、増え続ける中途退職にも歯止めをかけるこ

とになります。「やめるな」と声を掛け合うなかまづくりとともに、退職を決意するに至る原因を

明らかにして、不本意な気持ちで退職するなかまが出ないよう取り組みます。

 （２）中高年齢層、女性を狙い撃ちにする退職強要を許さない

   ① 中高年齢層を狙い撃ちにする退職勧奨を許さない

     人件費抑制を進める経営側の標的になりやすいのが、「中高年齢層」のとりわけ女性労働者です。

あからさまな退職勧奨や嫌がらせなどのパワハラで退職に追い込むことは許されません。

     労働組合がこうした退職強要に敏感になることが必要です。攻撃を見逃さず機敏に対処すること

が必要です。

   ② 女性を狙い撃ちにした早期退職制度

     明らかに女性を狙い撃ちにした早期退職制度が提案されています。とりわけ子育て世代の女性を

対象とする３０歳代をスタート年齢とする制度の提案は、女性が働き続けられる環境をますます狭

めています。早期退職制度は、家族的責任の多くを押し付けられ仕事との両立に悩む女性に、「退

職する」という道を選択させてしまうことにもつながっています。

     男女ともに働き続けられる職場の実現をめざす取り組みを進めることで、早期退職制度が必要な

い職場環境をつくります。

 ３、職場からすべての差別・格差をなくす取り組みを強化する 

 （１）性別による差別をなくします

   ① 女性が働き続けることへの差別をなくす取り組みを進める

     女性が働き続けることへの差別は、昇格・昇給への差別だけでなく、家族的責任にまで及んでい

ます。子育てや介護の多くを女性が分担することが当たり前になってしまっている状況で、女性を

職場の重要な働き手として位置付けない人事制度、役割分担となっていることが問題です。

     また、子育て支援や介護支援など、両性が家族的責任を十分果たせるよう職場環境の整備や権利

の拡充をはかります。

   ② 男性が取り組まなければ解決しない

     女性に対するセクシャルハラスメント（セクハラ）の横行は、男性に対して徹底した教育が必要

です。女性が働き続けることへの理解は、セクハラ問題や家族的責任など、男性の意識が変わらな
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いことには前進しません。

 （２）雇用形態、職種による差別をなくす取り組み

   ① 雇用形態の違いによる差別は許さない

     雇用形態による差別は賃金の格差にとどまらず、福利厚生、研修機会など多岐にわたります。安

価な労働力として雇用される臨時・パート労働者には、正規雇用労働者並みの労働条件は望むべく

もないのでしょうか。

     労働条件の差は労働者の意識に働きかけ、知らず知らずのうちに雇用形態の違いによる差別につ

ながっています。職務上の権限が「責任」ということになり、臨時・パート労働者には「責任がな

い」と言い放ってしまうことがあります。

     経営者側も意識的に正規・非正規間の対立をつくりだし、利用しようとしています。正規・非正

規労働者間の競争は、賃金をはじめ労働条件の低下につながっています。

     雇用や身分による労働条件の格差・差別をなくすためには、格差・差別が生まれる仕組みをしっ

かりと学習し、低い労働条件で働くなかまを職場につくらないたたかいをすることが必要です。正

規・非正規労働者が連帯し、団結してたたかいます。

   ② 職種やコース別人事制度による差別をなくす

     赤字部門に働く労働者への差別的な言動が、経営者のなかから発せられることがしばしばありま

す。労働者への思想攻撃もあり、労働者のなかにもそういった目線でなかまを見ることがあるのも

否定できません。

     また、全国連（旧全国連＝全国本部）労働者と県連労働者（各県連合会労働者）との関係や、連

合会労働者と単協労働者、子会社に働くプロパー労働者との関係においても、ぎくしゃくとした関

係が存在するところもあるということを指摘する必要があります。

     その他にも「総合職」と「一般職」、「高卒」と「大卒」など、差別を意識する場面に行き当たる

ことがあります。労働組合は、こうしたあらゆる差別をなくすこと、実際の労働条件や権利の問題

だけでなく「差別観（感）」をなくすことに全力をあげます。同じ職場に働くなかまが話し合いや

ともにたたかうことによって、解決していける問題です。

 ４、労働基準法違反、労働組合法違反を一掃するための取り組み 

 （１）時間外・休日労働に関する取り組み

   ① 「経営者目線」「自己責任論」を打ち破り、労働者の目線で労働時間を見る

     労働基準法によって労働時間が厳しく制限されていることは、労働者の長いたたかいの末にかち

とった権利であることと同時に、長時間・過重労働が労働者自身の健康や家族への責任にも大きな

影響を与えているものだからです。

     「管理・監督者」の範囲をめぐって、経営側が労基法の規定を意図的に広げ、「名ばかり管理職」

にまで割増賃金を払わない事態が広がっているのは、労働者自身が「経営者目線」「自己責任論」

を打ち破らなければ解決しない一面も持っています。

   ② 労働組合として取り組む



- 35 - 

     残業代（割増賃金）を請求し、支払わせることを、個人の責任としないことが大切です。一人ひ

とりの自覚は何よりも大切ですが、この問題の解決には労働組合として集団で取り組むことが必要

です。

     「請求しない」労組員・労働者に対しては、割増賃金の意味を確認するとともに、「請求」が本

人はもちろん職場のなかまにも大きな影響を及ぼすことを説明し、請求するよう説得することが大

事です。

     職場班の任務は、未払いの残業代をチェックすることや「３６協定」に違反する長時間労働のチ

ェックとともに、「請求」に対しても厳しい目でチェックすることが大切です。「請求の仕方がわか

らない」などの若年層への指導や学習、集団提出などの取り組みも必要です。慣習として「３６協

定」を無条件に締結することをやめ、長時間労働の規制という立場で見直しをすることも必要です。

     経営側に労働時間の適正把握を求め、資料を提示させ、改善を要求することが重要です。「安全

衛生委員会」に労働組合が積極的にかかわることも大切です。

 （２）「事業推進」、ノルマ達成の強要

   ① 事業推進のあり方

     事業推進のあり方を労使で協議します。「もうけ」を優先する事業推進ではなく、協同組合事業

としての位置づけが必要です。不要不急な物資・生活用品などを「生活必需品」として無理やり押

し付けることなどあってはならないことです。推進を行う労働者はもちろん、計画段階（連合会に

よる事業計画も含み）から、労働組合によるチェック、見直しが必要です。また、法令違反はどん

なことがあっても容認することはできません。

     品目や推進期間、目標などは労使協議の対象です。時間外に行う事業推進はすべて時間外労働で

す。

     事業推進のあり方について単組で取り組みを進めるとともに、全中、全共連、全農などへも、産

別中央行動や必要に応じて要請、協議の場を設けます。

   ② 「目標」をノルマ化しない

     事業に目標をもつことは必要ですが、目標が「ノルマ」と化してしまうことは避けるべきです。

「新人事制度」や「成果主義賃金制度」では、「目標管理」として目標を数値化することが増えて

います。達成できたかどうかで評価され、賃金や処遇に反映されるようになるとまさに「ノルマ」

と化して労働者に襲いかかってきます。

「違法な時間外労働を査定対象とする査定制度は公序良俗に反する」とした秋田やまもと裁判高

裁判決を活用し、「ノルマ」化することに対して厳しくチェックする姿勢が必要です。

     「目標」の設定や「目標管理制度」の運用について、労働組合が関与していくことが必要です。

 （３）労働条件は労使対等で決定する

   ① 就業規則の一方的変更に対して

    経営側は、労働条件の変更について提案を行い、形ばかりの協議の後「意見書」の提出を求め、

労働組合が反対でも就業規則の変更として強行してしまう、といったやり方が少なくありません。

    労働組合のなかには、「意見書を提出しなければいい」「どうせ反対しても無視されるのだから

出さない」という態度をとるところもあります。しかし、文書できちんと反対しておくことで、
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労働条件の一方的改悪であることを明確にし、少なくとも労組員には適用させることができない

といった重要なたたかいの素材をつくることになります。就業規則の内容が労基法に抵触する可

能性のある場合など、きちんと指摘し、労働基準監督署に働きかけます。抵触が明らかな変更な

ど無効です。

② 労働条件の「労使対等決定」で対抗する

  就業規則の改悪にあたって、労働組合はどうたたかえばいいのでしょうか。前述のようにきちん

と反対意見を表明した上で、改悪に対抗する労働協約案を対置してたたかうことが大切です。それ

には改悪案を徹底的に分析し、学習することが必要です。執行部はもちろん、労組員一人ひとりが

学習することを重視します。

 労働条件は雇用契約の内容です。一方の当事者の思惑だけで、双方の合意のない契約変更は成立し

ません。一方的な変更は許されないことに確信を持ちます。

 団体交渉で「改悪反対」の意思表示をすることはもちろん大切ですが、交渉の場で労働組合の要求

（対案）を示し協議を行うことが何よりも必要です。

 （４）労働組合への不当な攻撃を許さない

   ① 労働組合つぶしの攻撃に立ち向かう

     労働組合に対する攻撃は、どんな小さなものでも見逃しません。労働組合をつぶそうとする企み

には、全国のなかまの連帯と団結で立ち向かいます。労働組合への攻撃は、憲法への攻撃です。労

働者・国民に与えられた団結権を踏みにじる卑劣な行為です。

   ② 労働者分断攻撃に立ち向かう

     労働組合つぶしや弱体化攻撃は、団結を崩すために、労働者一人ひとりへの攻撃となって襲いか

かってきます。決して一人では対処しないことです。労働組合として、対策をきちんととることが

必要です。

     日常活動を強化し、揺るぎのないなかまのつながりをつくることが何よりも大切です。

Ⅱ 食の安全・安心、日本農業を守り地域経済を守るための運動を広げる 

 １、すべての単組、労組員が「食と農」の運動に参加する 

 （１）グリーンウエーブにすべての単組、労組員が参加する

全国食健連との共同で、毎年秋に行われる「グリーンウエーブ（全国一斉共同行動）」にすべての

単組、労組員が参加します。

    署名や宣伝行動、自治体や農協訪問、シンポジウムや収穫祭などの多彩な取り組みを行います。具

体化は「第８章２０１０年秋期年末闘争」および「秋のグリーンウエーブ実施要項」によります。

 （２）職場で学習をする

    食の安全・安心、日本農業を守り地域経済を発展させるための学習に、すべての労組員が取り組み
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ます。秋のグリーンウエーブの宣伝・学習資材を活用した学習に取り組みます。

 ２、農協や地域を巻き込んだ運動 

 （１）シンポジウムや学習会を農協の参加で

    食の安全・安心、農業を守るという運動は、労働組合も農協も一致できる課題です。シンポジウム

や学習会に農協の参加を要請するなど、共同の取り組みを積極的に進めます。

    全農協労連では、「農協事業のあり方を考える交流集会」などでも、積極的に農協役員に呼びかけ、

パネラーや講師をお願いします。

 （２）消費者とともに

    日ごろ付き合いのある地域の食健連や、春闘共闘などの他産業労働組合のなかまも消費者です。あ

らゆるつながりを生かして、こうした運動にできるだけ多くの国民に参加してもらう努力が必要です。

    単組や分会でも、地域食健連に積極的に参加します。地域食健連組織がないところでは、全国食健

連とも相談し、全国段階での参加団体の力も借りながら結成を目指します。

 （３）国連の「国際協同組合年」に呼応した取り組み 

第６４回国連総会において、２０１２年を「国際協同組合年」とすることが決議されました。これ

は、世界的な金融危機やひっ迫する食料危機のなかで、協同組合が社会経済状況の改善や貧困の根絶

に寄与するものであることを強調した上で、「国際協同組合年」を機に協同組合を推進しようとする

ものです。

    全中（日本協同組合連絡協議会委員長）でも、この「国際協同組合年」決定を機に協同組合を広く

社会にアピールするとしています。２０１２年が「第２６回ＪＡ全国大会」と重なることで、系統で

も呼応した取り組みを準備することが予想されます。

    私たち労働組合でも、関係する協同組合関連労働組合（生協労連など）とも協議しながら、取り組

みを進めます。

Ⅲ 農協事業と働き方の見直し 

 １、職場から事業を見直す 

 （１）協同組合のあり方を見直す

   ① 協同組合の果たす役割

     日本経済（地域経済）が不況のなかにあって、農家や地域住民のくらしは引き続き厳しいものに

なっています。農家のくらしの厳しさにいっそう拍車をかけているのが「輸入自由化」と「市場原

理主義」です。日本農業の衰退は、農家の営農とくらしばかりか、国民の食の安全・安心へも大き

な影響を及ぼしています。
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     協同組合といえども、経営や事業を無視して運動体としてのみ活動するわけではありませんが、

社会状況（情勢）を変えていく運動を忘れては、本来の「協同組合」としての農協の存在はあり得

ません。

   ② 協同組合の立場に立った農協事業に

     農協が「協同組合」としての機能を発揮することを妨げる内外からの攻撃があります。「独禁法

適用除外の見直し」や「信用・共済事業の分離」などといった攻撃の根本には、農協を協同組合と

して見るのではなく、企業と競争をさせ、企業が農業市場に積極的に参加するための仕掛けとして

こうした攻撃が加えられているのです。

     農協内部からも、協同組合機能の発揮を阻害する要因を自ら作り出しています。協同組合を口に

しながら、経営優先の事業計画を組んでしまうことなどがそれにあたりますが、そうした事業計画

を組まざるを得ない根本には、「ＪＡバンク基本方針」や「系統金融検査マニュアル」があります。

農林中金を基軸にした事業を見直し、地域農業の発展を基軸にした協同組合事業を考えることが必

要です。

     労働組合は経営側ともこうした課題で協議を行い、農家組合員とともに運動を進めます。

 （２）労働組合が経営のチェック機能を果たす

   ① 経営優先になりがちな協同組合をチェックする

     人減らし「合理化」、人件費抑制は、安易に経営の苦しさを乗り切るための手段として使われが

ちです。その結果、労働者の労働意欲の低下や事業の縮小にもつながり、経営はますます悪化して

しまいかねません。

     農家や市民の目線で協同組合を見るのでなく、農協という経営体の生き残りだけにしか目がいか

なくなると、法令違反をともなう労働者への犠牲の押し付けや事業管理が行われかねません。そう

した経営に対するチェックの目を労働組合が持つことが必要です。

   ② 現場からの声を伝える

     経営に対してきちんとモノが言える労働組合が必要です。「厳しいからガマン」と要求も出さな

い労働組合では、経営の間違いを正すことはできません。人員不足が労働者の健康や事業にどうい

う影響を与えているのか、労働者が感じていることを労働組合として経営側に伝えることが大事で

す。

     労働組合が経営にきちんとモノが言えるということは、労使対等の立場に立ち、正々堂々と要求

したたかうことができるということです。

     現場の労働者にしかできないことがあります。農家や地域住民の声を直接聞きとることができる

労働者が、労働組合の立場でその声を経営者に届ける役割も果たします。

 （３）誇りの持てる事業にする

働きがいのある仕事とは、社会の役に立つ仕事であることが大切な条件の一つです。教育労働者や

医療労働者と同じように、農協・農業関連団体の仕事は、農家や国民のいのちとくらしを守るための

仕事です。

    労働者を苦しめている現状の「事業推進」のあり方を、根本的に考え直すことが必要です。目標に
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追われ、苦しさばかりの毎日から逃れるために中途退職をする青年が後を絶ちません。

    仕事を通じて「喜ばれた」瞬間を、事業改善への足がかりとして話し合ってみます。

 ２、安易な「合併」による経営再建を見直す 

 （１）安易な「合併」に頼らず農協再建をめざす

    系統は、「１県１農協」など大規模農協を実現することによって、リストラ「合理化」を進め、「コ

ストダウン」をはかろうとしています。こうした「合併効果」は、長期的にみると農協事業の縮小→

経営悪化という負のスパイラルにつながり、地域の農業をますます困難にさせてしまう要因をつくり

だしています。

経営不振に陥った農協では、人減らしや賃金抑制など、労働者への犠牲転嫁で当面乗り切ろうとす

ることが多いものです。しかしこれでは長続きもせず、結局は労働者だけでなく、農家組員までも犠

牲にして「合併」という道を選択させられてしまうことが増えています。

    合併にあたって、「不良債権」として農家から強引な取り立てを行い、労働者の人減らし「合理化」

を進めています。

    農協が経営不振に陥った時、安易な合併に頼らず、農家組合員や労働者の力に依拠して経営再建を

めざすことが必要です。

 （２）労働組合との「協同」で経営再建をめざす

    農協経営を再建するためには、労働組合の協力が欠かせないのは明らかです。経営が困難だからと

いって、頭ごなしに「人減らし」「人件費抑制」を進め、労働者には「ガマン」を強要するだけでは

解決には向かいません。

    労働者こそ財産であり、協同活動を支える力だということを労使が確認することが大切です。労働

者を「モノ」のように扱っていたのでは、経営再建の力とはなりません。経営者は労働者の雇用とく

らしを守る責任があることを自覚し、力を合わせて経営再建にあたります。労使の対等な関係を基本

に、すべての情報を労働組合に公開し、労働組合と合意しながら再建策を進めるよう求めます。

 ３、「農協事業のあり方を考える交流集会」を成功させる 

 （１）すべての農協労働者が参加する

    ２００９年度に開催した「農協事業のあり方を考える交流集会」は、単協労働者と連合会労働者が

ともに農協事業を考える場となりました。農協事業は、全国連から単協、関連会社に至るすべての労

働者で成り立っているものです。

    それぞれの立場から見た事業のあり方を率直に出し合い、今後の農協事業を発展させていくことが

必要です。全国連から単協、関連会社に働くすべての労働者が参加するよう、積極的に働きかけます。

 （２）地本や単組でも取り組みを進めよう

    こうした農協事業のあり方を考えるための集会や学習会を、地本・単組でも積極的に開催すること
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が大切です。地本・単組の状態や、話し合った意見などを全農協労連「農協事業のあり方を考える交

流集会」に持ち寄ることで、いっそう意義ある集会となります。

Ⅳ 貧困と格差をなくし、くらしと平和を守る 

 １、大企業の横暴を規制し、雇用・くらしを守る 

 （１）大企業に社会的責任を果たさせる

日本の大企業は「国際競争力の強化」を口実に、労働者への徹底した犠牲の押し付けを行ってきま

した。「カローシ」は世界共通語となり、使い捨て労働の広がりを生み出し、貧困と格差を増大させ

ました。世界経済危機によって被った国民への被害の大きさは、ヨーロッパ諸国に比べても甚大なも

のとなりました。

    ヨーロッパ諸国との大きな違いは、「社会的なルールづくり」にあります。ヨーロッパでは「正社

員」が当たりまえであり、非正規雇用労働者の割合はＥＵ主要国では１０％に対して日本は３８％近

くに達しています。社会保障費にかかる財源でも、ＥＵ主要国が２０％を超える負担を国と企業によ

って支出していますが、日本では国・企業の負担分はわずか１１％でしかありません。

    貧困と格差をなくすための根本的な運動は、雇用のルールと長時間労働の解消、賃金の底上げを大

企業に求めることが必要です。大企業の横暴を規制する社会的なルールをつくることを国に求める運

動を積極的に進めます。

 （２）雇用・くらしを守り、社会保障を充実させるためにたたかう

「働くルールの確立」は、個別の職場でのたたかいとともに、企業に雇用責任を果たさせるための

たたかいや、労働法制の改正を求めるたたかいが必要です。

    くらしや社会保障の充実を求めるたたかいは、大幅賃上げのたたかいとともに、人間として健康で

文化的にくらせる最低限の社会保障の負担を求めるたたかいが必要です。こうしたたたかいは、労働

組合が（企業内の）労働組合が単独でできるものではなく、地域住民や他産業労働者とともに国民的

な規模で取り組むことが重要です。

 ２、国民の願い「平和」を守る取り組み 

 （１）日本には核も基地もいらない

    ５月に国連本部で開かれた核拡散防止条約(NPT)再検討会議（＊注７）では、核兵器廃絶の運動が

世界的にも大きく前進し始めていることが明らかになりました。核兵器廃絶の運動に、誰もが取り組

むことが必要です。８月に開催される「原水爆禁止世界大会」（広島）に、全農協労連から代表派遣

するとともに、単組からも積極的に参加します。「世界大会」とあわせた「平和行進」にも参加しま

す。

    沖縄普天間基地の移設をめぐって、沖縄はもとより、移設先とされた鹿児島・徳之島では、私たち

のなかまも参加して住民の大半が「基地はいらない」の反対運動を進めています。私たちは、「沖縄

にも徳之島にも、日本に米軍基地はいらない」という運動を進めます。
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    米軍基地問題の根本的解決のためには、「日米安保条約」の解消という議論を避けて通るわけには

いきません。他国の軍隊が駐留し、その経費を国の予算で賄う「思いやり予算」という世界にも例の

ない日本の現実を見直すことが必要です。日米安保条約について学習の機会を持ち、議論を進めます。

 （２）憲法九条を守る

    草の根からの運動、地域「九条の会」に積極的に参加するなど、憲法九条を守る取り組みを進めま

す。憲法労組連の活動に参加します。 

    「国民投票法」を利用して、日本を「戦争をする国」にしようとする改憲策動を許しません。「国

民投票法」を機能させないことが大切です。自衛隊の海外派遣に反対します。 

Ⅴ 運動を進めるための土台をつくる（組織強化の課題） 

 １、労働組合の力量を高めるために 

 （１）学習活動の強化

   ① 新入労組員教育

     労働組合に入ったら必ず学習を行います。労働組合の基本的な役割と活動、労働者・労働組合の

権利、農業・農協の発展をめざす運動などを学びます。

     新入労組員教育の講師を育てます。全農協労連は、９月に「労働組合セミナー」を開催し、新入

労組員教育の講師を養成する講座を設けます。単組はこの講座に積極的に参加し、講師を養成しま

す。単組・分会の執行委員は、すべて新入労組員教育の講師ができるよう学習を進めます。

   ② 運動とたたかいを進めるための学習

     時期ごとのたたかいにあたっては、情勢学習や方針学習を行います。地本や単組で、討論集会な

どを開催します。職場班の学習を重視します。「要求づくり」と関連して、権利問題や先進的事例

の学習などを行い、討論します。

     たたかいを有利に進めるための学習もします。戦術や行動の配置について学ぶとともに、全国の

なかまのたたかいにも学びます。

     上部団体主催の学習会や交流集会、共闘組織の運動への参加は、単組・分会の労働組合の枠だけ

の活動では感じられない確信や展望を持つことにもつながります。

 （２）たたかう構えの確立

   ① すべてのなかまがたたかいに参加することを徹底する

     労働組合は要求を実現するための組織です。すべてのなかまが自らの要求を持ちより、団結して

実現のためにたたかうことが必要です。「要求づくり」の段階から、そのことを徹底することです。

     執行部は、職場集会や決起集会の開催、全員団交の設定など、なかまがたたかいに参加するため

の工夫をします。

   ② 戦術・行動を配置する
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     たたかいでは、戦術・行動を配置することが大切です。要求にこだわることなく、簡単にあきら

めてしまい、なかまが要求実現に結集している姿が見えない交渉では、どれだけ団交で頑張ろうと

も大きな前進は見込めません。

     秋期年末闘争や春闘では、すべての単組・分会が必ずストライキ権を確立します。回答指定日に

は必ず団体交渉を設定して、指定した日に回答を引き出すための行動を配置します。

   ③ たたかいの先頭に立つ執行部

     執行部がたたかいの先頭に立つことが大切ですが、「執行部の請負」にならないように注意する

ことです。先頭に立つということは、「執行部だけでたたかう」ということではありません。なか

まが団結した姿が経営者に見えてこそ、執行部が迫力を持って団体交渉に臨むことができ、経営者

を動かす力となります。

     単協労県本部役員の単組・分会の団体交渉への参加という産別機能をいかします。全農協労連本

部役員も必要に応じ、単組の交渉に参加します。

     “忙しくて執行委員会に人が集まらない”ことを放置しません。仕事や家庭の状況にも配慮しな

がら、職場の話し合いを進め、執行委員が会議や団体交渉に参加できる環境を作ります。

執行委員会を定例化し、職場の状況を常につかむようにします。執行委員が学習の先頭に立つ習

慣を身につけることが大切です。

 （３）財政活動と教宣活動

   ① 活動を支える健全な財政活動

     健全な財政活動が単組や分会の活動を支えます。組合費がどう使われるのか、何をするために必

要なのかをしっかり学習することも大切です。また、上部団体の組合費や共闘組織への分担金の役

割を知るためにも学習は必要です。新入労組員教育などをしっかり行い、労働組合費についても学

びます。

   ② 全員が機関紙を読む

     労働組合員は全員機関紙（ニュース）を読むことで、労働組合員であることの自覚が生まれます。

労働組合員一人ひとりに機関紙を手渡すのは、一人ひとりが労働組合員であり、一人ひとりが主役

だということだからです。

 ２、連帯・共同を広げる 

 （１）産別のなかまとの連帯

   ① 地本・県支部活動を充実させる

     地本・県支部活動を充実させます。とりわけ、連合会労組と単協労組がある府県では、県支部活

動を活性化することを重視します。たたかいの支援や交流などを積極的に行います。

   ② 産別統一行動に結集する

     全農協労連に結集する労働組合・労働者が、統一してたたかうことは要求実現にとって重要です。

なかまの団結と連帯の力が大きいほど、要求実現をめざすたたかいの力は大きくなります。
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     時期ごとのたたかいで示す「産別統一行動」に全単組が結集することが大切です。産別統一要求

日、統一回答指定日を徹底します。

 （２）地域、他産業労働者との共同

   ① 一致する課題にもとづく共同・共闘

国民の「いのち」を守る共同を職場・地域から広げます。食と農の共同をはじめ、社会保障の充

実、労働法制、平和などの一致できる要求や課題にもとづいて全国革新懇が提起した共同目標にも

とづく取り組みに積極的に参加します。中央社会保障推進協議会など下記に掲げる共闘組織に引き

続き参加し、共同運動の一翼を担います。 

     全農協労連本部は「国民春闘共闘委員会」「国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会（略称：全

国食健連）」の一員として奮闘するとともに、「農業・農協問題研究所」（＊注 10）の体制強化につ

とめます。 

   ② 地域や他産業労働者・労働組合との共同・共闘

雇用や権利を守るたたかいは、産別に結集する全国のなかまの支えとともに、地域や他産業労働

者との連帯が重要です。経営側に、社会的な責任の重みを知らせるとともに、より多くの労働者、

地域住民の連帯が労働者・労働組合を励ますことになります。 

全国厚生連労働組合連合会（全厚労）や生協労連、自治労連、農民連などの労働組合・団体との

交流を進めます。

   ③ 第一次産業に働く労働者・労働組合との連帯・共同

     農林漁業関係の職場に働く労働者・労働組合との連帯・共同を強めます。

＜全国革新懇が提起している３つの共同目標＞ 

①日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本をめざします。 

②日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本をめざします。 

③日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中立の平和な日本をめざします。

＜全農協労連が参加する諸団体＞ 

 農林年金中央共闘会議／中央社会保障推進協議会（中央社保協）／機関紙連合通信社／日本機関紙

協会／農業・農協問題研究所／純中立労働組合懇談会（純中立労組懇）／保険・共済関係労働組合懇

談会／金融共闘会議／平和・民主・革新の日本をめざす全国の会（全国革新懇）／「軍事費を削って

くらし・福祉・教育の充実を！」国民大運動実行委員会／非核の政府を求める会／全国第三次産業労

働組合連絡会議（三次労組連）／消費税廃止各界連絡会／「安全な食糧は日本の大地から」国民運動

推進会議／国鉄闘争支援中央共闘会議／国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会（全国食健連）／商

業サービス関連労組連絡会（商サ連）／小選挙区制の廃止を求める各界連絡会／女性保護規定改悪を

許さず、実効ある均等法の改正を求める中央連絡会（「女子保護」中央連絡会）／憲法改悪反対労組連

絡会（憲法労組連）／（各年度）国民春闘共闘委員会 
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Ⅰ 労働組合の体制と組織強化 

 １、本部役員と書記局体制 

 （１）２０１０年度本部役員と書記局体制

２０１０年度専従役員は、中央執行委員長、書記長、書記次長（財政部長兼務）、専従中央執行委

員各１名とします。非専従副執行委員長３名、地本担当中央執行委員（非専従）１１名、監査委員（非

専従）３名とします。

    書記局は上記専従役員と４名の書記で構成します。書記局の構成については、定年を近々に迎える

書記もおり、財政の確保も踏まえたうえで世代交代を円滑に進めるために、新規採用を検討します。

 （２）中・長期的な組織と体制の展望

２０１１年度以降を考慮し、組織のあり方や体制について中長期的な展望を含め検討する場を設け

ます。専従役員の確保については、差し迫った課題として議論を進めます。

    青年部が結成され、女性部結成にも動き始めている中で、青年および女性担当中央執行委員を検討

する時期に来ています。女性部結成をめどに青年および女性担当中執の具体的検討を始めます。

 ２、組織 

 （１）産別強化

   ① 産別組織の強化のために役員・専従者の育成・力量強化をはかる

     労働組合セミナーを開催し、新入労組員教育の講師を養成するための講座や、中堅幹部の力量強

化をはかるための講座を設けます。

労働組合の専従者および書記の育成・力量強化のためのセミナーを今年度も行います。

   ② 地本・県支部活動の強化

     すべての農協・農業関連労働者の連帯が必要です。地本・県支部の活動は、全農協労連に加入す

る単組が、連合会や単協、関連団体（会社）などの枠を超え、たたかいに学び、連帯して運動を前

進させるために必要なものです。

 （２）連合会労組

   ① 中央会

     中央会は２０１０年３月に新しい「総合審議会答申」が出され、中央会がめざす将来の「あるべ

き姿」と取り組みの方向が示されました。

第６章 体制と財政 
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     中央会部会を中心に、労働組合として今後の中央会のあり方について議論を進めます。全中など

とも協議・懇談の場を設けます。必要に応じて産別交渉を行います。

   ② 全農・経済連

     統合した全農では、事業本部制や関連会社を使った事業農広域化を視野に入れながら、一層のリ

ストラ「合理化」を進めています。人減らしと機構改編により、労働者一人ひとりの声がますます

事業に反映しなくなる事態を引き起こしています。賃金や労働条件の交渉でも、県本部と全国本部

間の権限問題をあいまいにしながら労働者の要求を抑え込もうとしています。

     全農協労連では全農部会を中心に産別交渉を持ち、なかまの声を直接全農に届けてきました。重

要な前進がいくつもありましたが、各県本部労組の積極的なたたかいが産別交渉をいっそう前進さ

せ、なかまの要求実現を進めることにつながります。

     全農未統合の経済連労組のたたかいについても、全農協労連本部からの援助、全農部会との連携

もとりながら進めていきます。

   ③ 共済連

県本部によっては、要員不足の解消や職場改善、メンタルヘルス対策の強化、時間外手当支給対

象者の拡大を求める声もあがっており、労働組合活動の強化が大切になっています。

共済連部会の活動を強化し、各単組の労働組合力量の強化に努めます。共済連労組交流会を開催

し、未加入労組に参加を働きかけます。

   ④ 信連

信連では、農林中金の「サブプライム関連」の運用失敗なども加わり、資金運用が思わしくない

ところもあります。農家や地域に依拠した資金需要を掘り起こすためにも、単協や農家との連携が

欠かせなくなっています。

信連労組交流会を開催し、未加入信連労組にも積極的に参加を働きかけます。 

 （３）単協労組

   ① 県本部体制の確立

     単協労県本部の果たす役割は重要です。単協という単位の「企業内組合」活動に終始してしまい

がちになる労働組合を、共通する課題にもとづく統一闘争を軸に、しっかりと連帯させることが必

要です。

     県本部役員が、単協ごとの労働組合組織を指導援助できる力量を自ら高めることが大切です。ま

た、組織拡大を進め、専従者の配置をめざします。専従者・書記は学習を深め、社会的な規範を守

り、労組員の先頭に立って運動を進めるよう努力します。

   ② 広域合併対策

     県域合併構想が加速しています。経営不振農協の救済合併も増え、労働者の雇用・身分に対する

不安も広がっています。未加入労働組合や未組織労働者の組織化を進めながら、合併計画そのもの

の見直しも含め、労使協議を進めます。

     合併が後戻りできない状況では、雇用・身分の確保とともに、労働条件の維持・向上を図ります。

労働組合の統一、全農協労連への加入を進めますが、全国農団労との関係では、“お互いに上部団
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体を抜けて”という議論に陥らないよう留意します。上部団体を抜けるという議論は、労働組合の

力量を弱めてしまうことはもちろん、全国のなかまの連帯と団結による要求実現の道を大幅に狭め

てしまうことにつながるものです。

 （４）関連労組・産直組織労組

① 関連会社（子会社）

組織再編下で生活関連部門、流通関連部門が次々に別会社化されています。出向・転籍といっ

た課題も抱える中で、別会社（子会社）に働く労働者の雇用や身分、権利・労働条件を守るたた

かいは進んでいません。

     全農関連の子会社の再編が進行しています。今後いっそう人減らし「合理化」攻撃が強まるこ

とが予想されます。未加入労組への働きかけを強めることが急がれます。

   ② 専門農協・産直組織

     専門農協、産直組織に働く労働者の労働条件は、厳しい経営状況とともに放置できない状況にあ

ります。労働組合が自らの労働条件の向上のためにたたかうことはもちろんですが、働きがいのあ

る職場環境をつくり、事業を発展させることが必要です。労働組合の役割として、経営のチェック

機能を果たすことは言うまでもありません。

     専門農協、産直組織の多くは労働組合組織がないのが実態です。働くなかまの要求実現を入り口

にして労働組合づくりを積極的に進めます。

   ③ 農業共済、農業関連団体

     農業共済をはじめ、農業・農家を支える関連（関係）団体の組織化を進めます。国の「事業仕訳」

など、農業を取り巻く諸事業の見直しが、これらの団体の運営や労働者の労働条件に大きな影響を

与え、労働者のくらしの問題はもとより、農業・農家への影響も看過できない状況です。

 （５）一般労組

昨年度結成された農協・農業関連一般労組は、一人でもはいれる労働組合として、切実な要求を実

現するとともに、労働相談をきっかけとして職場に労働組合を結成することをめざすなかまが結集し

ています。

    農に関連するすべての労働者の組織化をめざします。

 （６）青年・女性

   ① 青年

すべての単組、分会で青年部の結成をめざします。青年が働き続けるための要求実現をめざす組

織として、“運動する力”を養います。全農協労連青年部が主催する「ヤングセミナー」や諸行動

を通じて、職場に青年部組織を確立し、青年の自主的な労組活動を進めます。

青年労働者が日ごろ持つ不満や悩みは、「残業代の未払い」や「セクハラ」、仕事への向上心など、

社会的な常識に照らしてみればしごくまっとうな、当たり前のことがらです。その「まっとうな、
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当たり前」のことを教えてくれるはずの上司や同僚とのコミュニケーションがとれず、悩んでいま

す。労働組合がその受け皿として機能することが必要です。同じ悩みを持つ青年が、語り合い、学

習し、問題解決のためにたたかう場として青年部活動が重要です。

未来を担う青年が、戦争のない平和な国をつくる運動に積極的にかかわるよう、学習や諸行動へ

の参加を促します。

   ② 女性

     家事・育児・介護・看護のいわゆる「家族的責任」は依然として多くの女性が担っています。男

性の労働時間が長いことは指摘されていますが、「家族的責任」を含めた労働時間では女性の方が

はるかに長い時間労働をしています。

女性部結成を本格的に進めます。女性が自らのこととして「働き続けること」をとらえ、主体的

に運動をすすめる基礎となるのは学習です。不満・不安を正直に話し合える場、それがなぜ起こる

かを自分の職場に照らし合わせ客観的に考えられる場、幅広いなかまとのつながりを活かし女性労

働者の要求を前進させていく運動の場として、全農協労連は女性部を結成します。女性部の要求は

女性だけが取り組めは前進するものではなく、男性とも連帯しながら、「同じ職場に働くなかま」

の問題として労働組合全体で取り組めるよう、男性労組員の学習も同時に進めます。

女性が労働組合活動に積極的にかかわれるよう、活動スタイルを見直します。深夜に及ぶ執行委

員会などの見直しや会議中の禁煙措置などの工夫もしながら、単組・分会の女性執行委員比率を３

割以上とすることをめざします。

Ⅱ 財政強化 

 １、財政の確立と未登録組合員の解消 

 （１）単組財政の確立

適正な組合費水準（２％）を維持することは、労組活動を最低限の保障です。「組合費が高い」と

いう声は、活動が低下していることの反映です。未登録組合員の解消とあわせて、単組財政の確立を

図ります。

 （２）本部財政の確立

    事務の効率化に取り組みながら、書記局経費の節減に努めます。

    労働組合員すべてが全農協労連組合員であり、産別のなかまです。１００％登録が当たり前の組織

活動を行うことが大切です。これまでの取り組みの弱さを克服し、当面「１０％登録増」の取り組み

をきっかけとし、早い時期に全員登録をめざします。組織拡大を追求しながら、財政を健全化・確立

します。

    本年度中に「財政活動・機関紙活動の手引き」を発行し、単組・分会の財政・機関紙活動の指導・

援助を行います。
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 ２、組合費 

 （１）月額組合費

組合費は組合員あたり月額６５０円とします。 

 （２）年間組合費

年間組合費は組合員あたり１，５１０円とします。２０１０年度６月１日付登録組合員数を基礎に、

１２月までに納入することとします。 

    新規加入および脱退の場合は、月割り計算で納入するものとします。 

 （３）臨時・パート等組合員に対する助成措置

臨時・パート等組合員に対して、月額４３０円と年間組合費相当額１，５１０円の助成をおこない

ます。なお、本年度も引き続き臨時・パート等組合員の組合費および助成措置について、見直しを検

討します。 

 ３、会計 

 （１）出版会計

一般会計からの助成をおこなわず、独立採算を維持します。

 （２）犠牲者救援基金会計

    第８１回定期大会（２００１年７月）での犠牲者救援規定の改正により、別途定めるまで徴収しま

せん。 

 （３）特別基金会計

    特別基金規定にもとづき、１組合員あたり４，０００円の積み立てに向けて、不足している単組は

積み立てをおこなうものとします。 

 （４）組織拡大３カ年基本計画会計

    組織拡大３カ年基本計画にもとづき、積極的に活用します。

Ⅲ 教宣活動の強化 

１、機関紙・誌の強化 
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（１）「労農のなかま」の発行について 

現在の隔月刊を維持しながら内容等の見直しを行い、定期購読を増やします。 

（２）機関紙「全農協労連」 

 毎月１回発行します。紙面の改善に努めます。単組・職場では、すべての労組員に機関紙が配布さ

れるよう体制を整えます。 

 未登録組合員の解消に努めながら、機関紙も読まれない状況を生まないためにも、最低でも「有料

購読」として、すべての労組員が機関紙を手にとることができるよう取り組みます。 

（３）「ミモザ」 

    女性部結成を念頭において、「女性部機関紙」としての機能を持つことを前提に、発行形態やふさ

わしい規模の部数を発行することを検討します。 

（４）青年部「機関紙」 

    引き続き青年部の機関紙を発行します。 

（５）ホームページ 

 ホームページの充実に努めます。労働相談コーナーを充実させるなど、全農協労連への入り口とし

ての機能も果たすよう改善を進めます。 

     http://www.nokyororen.ne.jp/ 

 （６）「権利読本」の改訂 

    「農協労働者の権利読本」を改訂し、２０１０年１２月までに発行します。現在の「権利読本」を

基本に、全農協労連顧問弁護士の手で新たに執筆されます。新しい「権利読本」をたたかいに活用し

ます。 

２、機関会議、集会等 

（１）機関会議 

   ① 定期大会・臨時大会   

     ７月および２月開催とします。 

② 春闘討論集会・単組代表者会議 

     １２月初旬開催とし、春闘方針の策定を主題に討論を行います。 
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③ 単組三役専従者会議 

     ５月下旬開催とし、次年度運動方針策定について議論します。 

（２）学習・交流会 

   ① 労働組合セミナー 

     ９月中旬をめどに、単組の学習・教育活動を支える講師を養成することを目的に開催します。 

② 農協事業のあり方を考える全国交流集会 

     １月開催とし、連合会・単協といった枠を超えて農協事業のあり方について議論・交流を行いま

す。 

   ③ 組織拡大全国交流会 

     組織拡大の経験を交流し、すべての単組・職場で組織拡大を進めるための集会とします。 

   ④ 専従者セミナー 

     専従者・書記の力量を強化し、運動を発展させるためのセミナーを設けます。在籍専従者も含め、

学習・交流を行います。 

（３）青年、女性、臨時・パート労働者 

   ① 青年部総会、「ヤングセミナー」、学習・交流会  

     全農協労連青年部を中心に「ヤングセミナー」などの学習・交流会を開催します。 

② 農協に働く女性のつどい 

第４３回農協に働く女性のつどいを開催します。今年度は、このつどいを女性部結成のための準

備会としても位置付けます。 

③ 臨時・パート労働者の組織化をめざす交流会 

     「組織拡大交流集会」と同時開催を検討します。 

（４）連合会労組交流会 

    連合会労組では、それぞれ中央会労組交流会、経済連・全農労組交流会、共済連労組交流会、信連

労組交流会を開催し、産別に結集するなかまの交流とともに未加入労組へも参加を働きかけ、組織拡

大を進めるきっかけづくりとします。 
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 「組織拡大３カ年基本計画」は、２００８年度から始まり今年度が３年次、最終年度となります。この章

では、最終年度の取り組みの基本方針を確認し、年度末に大きな飛躍をかちとることをめざすものです。

 取り組みの具体策については、第６６７回中央執行委員会（２０１０年８月開催）で決定します。

Ⅰ 第３年次（最終年次）の取り組みの目標 

 １、４万人全農協労連へのしっかりした足がかりをつくる 

    「組織拡大３カ年基本計画」では、運動の目標を「早期に４万人全農協労連の実現」をめざすこと

としました。残念ながら、現時点ではその目標にふさわしい組織拡大ができていません。「３カ年基

本計画」最終年度、早期に４万人全農協労連実現をめざすにふさわしい規模の組織拡大を行います。

    第一には、すべての単組が組織拡大の行動を起こすことです。対象者を狭めず、全農協労連がめざ

す“すべての農協・農業関連労働者”を対象に組織拡大を進めることが大切です。運動方針でも繰り

返し述べている通り、企業内組合、正職員だけの労組活動では要求実現はままなりません。臨時・パ

ートのなかま、関連会社や農業関連職場のなかまなどをすべて対象者として働きかけることが必要で

す。

    第二には、４万人全農協労連を早期に実現するためにふさわしい到達点を築くことです。全農協労

連は、厚労省実施の調査では、２００９年６月現在３４，２００人の組織勢力となっています。今年

度中に、組織実数を３６，０００人とすることともに、未登録問題の解消に努力し、全農協労連への

登録率を１０％以上引き上げることを目標とします。

 ２、組織別の取り組み目標 

 （１）連合会労組、関連会社の組織化

連合会労組では、全農各本部の組織化に積極的に取り組みます。とりわけ、この間全農・経済連労

組全国交流会などに参加した労働組合には必ず声をかけます。中央会でも、全国交流会に参加し、過

去に脱退した組織などに積極的に働きかけることを重視します。

    全農の関連会社の組織化を進めます。全国単位で展開する関連会社で労働組合組織を持っていると

ころには必ず訪問し、全農協労連への加入を訴えます。

 （２）単協労の取り組み

単協では、農協合併に絡む組織統一を大きな機会ととらえ、なかまの要求を実現する労働組合の姿

を示して加入を訴えます。全国農団労や上部団体を持たない職員組合との組織統合に関して、「上部

団体をいったん抜けて」という議論はしないことです。最初から「組織統一」ありきでは、労働者の

要求を実現する議論が抜け落ちてしまいます。産別組織に結集していることが、要求を実現する大き

な力になることに確信を持ちます。

第７章 「組織拡大３か年基本計画」にもとづく第３年次の取り組み 



- 52 - 

    単協労県本部では、県内の未加入組織とのつながりをつくるため、時期ごとのたたかいなど、折に

触れ、調査・アンケートなどの協力を要請します。また、互助会組織や組織のない農協には、労働相

談のチラシを配布するなどの取り組みを進めます。

 （３）臨時・パート労働者

臨時・パート労働者の組織化は、正職員の労働組合員との連携が必要です。臨時・パート労働者が

職場で果たす役割は、その労働条件以上に大きなものです。同じ職場に働くなかまとして、すべての

臨時・パート労働者を労働組合に迎え入れる目標を立てます。

 （４）すべてのなかまを労働組合に迎えるために「一般労組」を活用する

「一般労組」の活用で組織拡大を進めます。職場に点在する「意識を持った」労働者が、当面一人

でも入れる労働組合に加入することで、職場を変え、なかまを増やす大きな力となります。単組でも、

直接加入の規約を整備するなど、すべての労働者を対象とする体制を整え、積極的に労組加入を訴え

ます。

Ⅱ 取り組みを進めるための課題 

 １、つながりのある労組員・組織にすべて加入を訴える 

 （１）全農協労連の方針を正面から伝える

    全農協労連の方針、めざすものを相手にしっかり伝えることが大切です。社会情勢や農業・農協を

めぐる環境の変化、なかまの置かれている状態をしっかりと見ることとともに、自らが情勢に働きか

け、変えていくことの展望をしっかり話します。

    現在の困難さの原因を解決するために、しっかりたたかうことによって自らの要求実現の道が開け

ることを伝えます。

    労働組合の果たす役割についても伝えることが大切です。労働組合が一人ひとりの労組員の悩みや

不満、期待をしっかり受け止め、解決するために奮闘する組織だということをしっかり話をします。

 （２）相手の気持ちにしっかり寄り添い、思い切って加入を訴える

    労働組合が、組織の都合だけで対応しないことです。対象者が何を考え、何に悩んでいるのかをし

っかり聴くことが大切です。

    話をしっかり聴いたうえで、解決の方法をはっきりと示すことが必要です。労働組合に入ってなか

まとともに団結の力で解決しようと呼びかけます。

 ２、集中した取り組み 

 （１）地本・単組で集中期間を設けて取り組む
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    全農協労連は「全国一斉労働相談デー」を設定し、事前に組織オルグや宣伝行動などを行います。

    地本・単組で「組織拡大集中期間」を設定して取り組みを進めます。時期ごとのたたかい時の「ア

ンケート」「調査」への協力要請や、「全国一斉労働相談デー」宣伝オルグなどを積極的に取り組みま

す。

 （２）“人”の集中をはかる

    「組織拡大集中期間」に、組織拡大オルグなど人の配置を集中的に行います。短期専従者の配置も

検討することとし、経費については本部予算とします。

    「短期専従者」については、労働組合役員や役員経験者、ＯＢなど幅広い人材を対象としますが、

原則として地本を活動範囲とし、地本執行委員会および全農協労連中央執行委員会の承認を得ること

とします。

 ３、「専門委員会」の役割と本部の取り組み 

 （１）組織拡大専門委員会の役割

    組織拡大専門委員は、地本・単組の取り組みを援助し、指導することを任務とします。年４回の専

門委員会を開催し、地本の取り組み状況を報告しながら、全国的な運動の状況について協議し、対策

を立てます。

    また、専門委員会の要請にもとづいて、地本をこえてオルグを行うこともあります。

（２）組織拡大交流会

    昨年度開催した「組織拡大交流集会」を開催し、全国の組織拡大の取り組みに学びます。今年度は、

３月に開催していた「臨時・パート労働者の組織化をめざす交流集会」も同時開催することを検討し

ます。

 （３）労働相談活動

    すべての単組で労働相談活動に取り組めるよう、相談員の育成を行います。全農協労連では、労働

組合セミナーなどで、相談員養成セミナーを行います。

全国一斉の労働相談デーを行うこととし、時期については組織拡大専門委員会で検討します。地本

や単組では、事前に宣伝行動やオルグを行うなどの取り組みを進めます。

    「全農協労連労働相談センター」のネットワークを増やします。フリーダイヤルの常時設置単組を

増やし、地方・地域ごとの相談活動を行います。

 （４）全農協労連本部の取り組みの重点

    本部への組織拡大担当専従者の配置に努力するとともに、地本への短期専従者の配置や本部役員の

地本・単組への援助を積極的に進めます。

全農の関連会社の組織化を重点に、加入の呼びかけを行います。



- 54 - 

２０１０年秋期年末闘争方針について基本方針を提起し、産業別統一要求についてストライキ権を確立し

ます。８月開催予定の第６６７回（２０１０年度第１回）中央執行委員会において具体策（案）を決定し、

組織協議を経た上で９月に開催される第６６８回中央執行委員会で「２０１０年秋期年末闘争具体策」を確

立します。 

Ⅰ ２０１０年秋期年末闘争の課題と取り組み  

 １、求められるたたかいの課題 

 （１）「働きがい」のある職場にするために

    「働きがい」のある職場をめざすたたかいは、職場に人間らしく働くルールを確立することととも

に、仕事そのものに働きがいが持てるようにすることが必要です。

    くらしが成り立つ賃金とともに、労働基準法や労働協約をきちんと守らせ、健康で家族的責任が果

たせる職場環境をつくるたたかいにしっかり取り組みます。とりわけ秋期年末闘争では、職場やくら

しのチェック（調査）をすべての単組・分会で行うことを重視します。労働時間調査（時間外労働調

査）、権利行使調査（有給休暇、介護・育児制度等）、賃金実態調査、家計調査（生計費調査）などに

しっかり取り組むことが大切です。

    調査は、一方的に回答を求めるだけの「アンケート」にせず、職場のなかまでしっかり話し合いな

がら進めます。結果は、経営側との交渉の根拠となるだけでなく、なかまが自分の置かれている状態

を確認することになります。調査から、労組員一人ひとりの置かれている状態とともに、職場やくら

しの全体像を把握することが大切です。

    農協事業のあり方について労働組合でしっかり議論します。現場でぶつかっている困難さを出し合

い、解決の道筋を話し合います。県支部や地本を単位に「事業のあり方」を交流する場を持ちます。

連合会労働者、単協労働者、関連職場で働く労働者の話し合いを進めます。

 （２）農業と農協の明日を切りひらく

    日本農業を守り、発展させるための運動にすべての単組、労働組合員が積極的に参加します。別途

示す「２０１０年秋のグリーンウエーブ（一斉共同行動）」に積極的に取り組みます。

    輸入自由化に反対し、ＥＰＡ、ＦＴＡ交渉をやめさせ、ＷＴＯ協定の根本的見直しを求める行動に

参加します。

    「独占禁止法適用除外」の見直しや「１人１票制」、「信用・共済事業分離」、「金融検査庁・公認会

計士監査」の義務付けなど、政府・行政刷新会議の農協攻撃を許さない取り組みを強化します。

 （３）くらしと平和・民主主義を守る

    財界は消費税増税を政府に要求しています。大企業優遇税制をあらため、ヨーロッパ並みの社会保

第８章 ２０１０年秋期年末闘争方針 
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障費負担を大企業に求めることを国に要求します。

    労働者・農民が二度と戦場に出ず、安心して働ける国をめざします。核も基地もない日本・世界を

実現するために、米軍基地の撤去、核兵器廃絶の運動を強めます。

 （４）くらしを支える年末一時金の獲得のために

    年末一時金は、社会的賃金水準に届いていない農協労働者・関連労働者の賃金を補填する役割を果

たしています。一時金が「業績」や「成果」の配分でなく、労働者が生活するために必要な（生計費）

賃金の一部であるという立場に立って、生活実態を前面に立てたたかいを進めます。

 ２、１年間の見通しを立て、日常活動に重点を置いた取り組みを進める 

 （１）年間活動計画を立て体制を確立する

新年度の運動のスタートとして、単組、支部・分会で年間活動計画・体制を確立します。とりわけ、

執行委員会の定例化は、今後の労働組合活動にとってきわめて重要です。すべての執行委員が年度当

初の方針の具体化、計画づくりに参加できるよう援助を強めることが大切です。

 （２）すべての労組員が結集するための手だてをとる

    職場班の確立や、網の目話し合いを具体化することが必要です。

    労働組合の活動の基盤である職場班に、なかまがすべて結集することが大切です。権利侵害が起き

ていないかを点検し、なかまの悩みや期待を共有することができる職場班を確立します。すべての労

組員が労働組合に結集するための手立てをとります。執行委員会で担当の職場班を決め、職場・労組

員への援助を行います。

 ３、学習と要求づくりを徹底する 

 （１）新入労組員教育を徹底する

    労働組合の果たす役割をしっかりつかむことが何より必要です。労働組合が一部の幹部だけの活動

になっていたり、活動が停滞していたりすると「メリット論」や「労組不要論」が出始めます。一人

ひとりが労働組合の主役であるという自覚が薄れ、労働組合が何のために存在するのかさえ分からな

くなってきます。

多くの職場で「試用期間」の切れる７月をめどに、新入職員の労働組合への加入が進められていま

す。加入と同時に「新入労組員教育」を行うことが必要ですが、多くの職場でこれからといった状況

にあります。

    単組では、１日も早い「新入労組員教育」を行うことをめざすとともに、教育を担当する幹部を養

成します。９月に開催される「全国労働組合セミナー」では「講師養成講座」を開講して、職場の教

育活動を担う幹部養成の場とします。単組、職場から積極的に参加するよう取り組みを進めます。
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 （２）すべての労組員が要求づくりに参加する

    ９月から１０月を「要求づくり」にあてます。職場の実態調査などを並行して行いながら、職場班

を基本とし、学習や話し合いを進めます。生活や職場の実態を出し合い、共有し、たたかいの道筋を

話し合うことで、なかまが「要求に団結」することをうながします。

    たたかいのスケジュールを立て、要求実現のための行動・戦術を配置することを意思統一します。

 ４、組織拡大に全力をあげる 

 （１）新入職員を必ず労働組合に迎え入れる

    「試用期間」明けを区切りにして労働組合加入を訴える単組も少なくありません。執行部は、新入

職員の名簿を準備し、一人ひとりに担当者を配置して、必ず声をかけることです。青年部組織がある

ところでは、青年が声をかけることも大事です。

 （２）要求を入り口に

    労働組合は「要求に団結」する組織です。秋期年末闘争は、労働組合が労働組合らしさを発揮する

ことが目に見える機会の一つです。要求づくりを未加入・未組織労働者も対象にしながら進めていく

ことで、労働組合の姿がより鮮明になります。

    要求を入り口に、すべての対象者に労組加入を呼びかけます。

Ⅱ 産業別統一要求とストライキ権の確立 

 １、産業別統一要求 

 （１）雇用・働くルールの確立に関する要求

① 職場から賃金不払い残業など、労働基準法違反を一掃すること。

② 人減らしをやめ、長時間労働が恒常化している職場に人員を配置すること。

③ 安全衛生委員会の機能を発揮し、メンタルヘルス対策に取り組むこと。

   ④ 臨時・パート労働者等の「雇い止め」はしないこと。

（２）食と農に関する要求

① 農畜産物の輸入自由化をやめ、食糧主権の立場からＷＴＯ協定の抜本的改定、ＦＴＡ、ＥＰＡを

やめるよう国に要求すること。

② 所得補償制度を充実させ、農家の意欲を喚起する価格保障制度を設けるよう国に働きかけること。
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③ 「独占禁止法適用除外」の見直しや「１人１票制」の見直し、「信用・共済事業の分離」、「金融

検査庁・公認会計士監査」の実施など、協同組合を否定する政府のやり方をあらためるよう働きか

けること。

④ 食の安全・安心を確保するための検査体制を充実するよう国に要求すること。

（３）農協事業の見直し・改善に関する要求

① 農家の声が反映できる要員体制を確保すること。

② 企業を含めた大規模経営体への対応に軸足を置くのでなく、小規模・家族経営農家への援助を積

極的に行うこと。

③ 事業推進における「ノルマ」の追求は行わないこと。

（４）くらし、社会保障、平和に関する要求

① 「後期高齢者医療制度」を廃止するよう運動すること。また、農家組合員への福祉事業を充実す

ること。

② 消費税増税に反対する運動を積極的におこなうこと。

③ 米軍基地の日本国内への「たらいまわし」をやめ、米軍基地を撤去するための運動に積極的に参

加すること。

（５）年末一時金に関する要求

① 年末一時金を○○ヶ月分支給すること。 （要求基準は昨年要求を下回らないこととし、この間

の削減分を取り戻す水準とする）

② 支給にあたっては「目標」達成度による査定などの格差支給はおこなわないこと。

 ２、産別ストライキ権の確立 

   産別ストライキ権を上記「産業別統一要求」項目のうち、次の項目について確立します。 

 （１）雇用・働くルールの確立に関する要求および（５）年末一時金に関する要求

Ⅲ たたかいの日程  

 １、統一要求日と回答指定日、統一行動日 
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 （１）統一要求日と回答指定日 

   ・統一要求日   １１月 ４日（木） 

   ・回答指定日   １１月１１日（木） 

（２）産業別統一行動日 

   第１波統一行動日は回答指定日の翌日（１１日）としますが、第２波以降については、「具体策」

で提起します。 

   なお、要求日（４日）以降「プレート」を着用し、１１日の回答指定日には職場集会を配置します。 

 ２、秋の産別中央行動

   ２０１０年秋の産別中央行動を行います。詳細は具体策で示します。 


