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はじめに―たたかえば、ベースアップをはじめ要求が前進する情勢

　私たちのたたかいが、いまのきびしい情勢を切り開きつつあります。2014 年春闘は、

私たちが職場と地域から攻勢的にたたかえば、要求の前進を自らの手にできる新しい可

能性が生まれています。

　一つ目に、ベースアップや最低賃金の底上げをはじめ、全ての労働者の賃上げを実現

する可能性が広がっています。これまでの私たちのたたかいと運動が、その条件を大き

く切り開いています。この間、ベースアップを勝ちとった単組は2012年春闘で9単組、

2013 年春闘で 16単組と着実に増えています。同時に大切なことは、ベースアップ実

現に至らなかった単組でも、経営者にしっかりと賃上げを要求し、なかまの切実な諸要

求を掲げてたたかって、要求を前進させてきたことです。

　二つ目に、これまで農協がすすめてきた人件費削減を中心としたリストラ型経営は、

労働者からモチベーションを削いで、農家や農協との結びつきも弱める原因となり、も

はや、そのような乱暴な経営のやり方では、ことが進まなくなっています。リストラ路

線に立ち向かってきた私たちの団結と連帯が、リストラに偏った経営姿勢を変えつつあ

ります。

　三つ目に、私たちも参加しながら、一致

する要求課題での共同が大きく広がってき

たことです。TPP反対、消費税増税中止、

原発再稼働反対をはじめ、くらしや雇用、

農業と食料を守り発展させる国民的共同の

たたかいが前進してきました。

　四つ目に、賃上げを求める社会的世論の

高まりです。労働者派遣法改悪や解雇自由、サービス残業合法化など、政府のやろうと

していることはアベコベですが、その安倍首相ですら「賃上げ」の必要性を認めざるを

得ないのは、「労働者の賃上げこそ不況打開の決め手である」という国民世論の反映です。

　私たちは、これまでの運動がつくり上げてきた要求実現の条件と可能性に確信を持ち

ながら、2014 年春闘において、全単組・支部分会が経営者に対して賃上げ要求を提出

してその実現をめざします。また、増税や TPP推進をはじめ、私たちのくらしを根こ

そぎこわしてしまう「暴走」を許さない運動を強化し、大いに地域から共同を広げてた

たかいます。
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第１章　行きづまるリストラ型経営と私たちのたたかい

１．リストラ型経営から、人間を大切にする経営への転換を

（１）リストラ型経営の行きづまり
　人件費削減を中心としたリストラ型経営は、労働者に生活苦をもたらし、働きがいを

失わせています。人員不足や長時間労働を深刻にし、先輩が後輩の面倒を見る余裕すら

ないような職場環境に悪化させ、多くの中途退職者を生み出しています。若者が定着し

ないような職場に展望はなく、リストラ型経営は行きづまっています。

（２）要求を掲げてたたかうことが、転換の決め手
　リストラ型経営から、人間を大切にする経営に変えるためには、農協・農業団体に働

く労働者・労働組合がなかまの切実な要求を掲げて、職場からこえを上げることが重要

です。要求実現のたたかいは、農協の事業や運営に、協同組合らしさを取り戻すうえで

も決め手です。

２．生活の苦しさが増している

（１）低賃金のなかまが増大している
　リストラ型経営は、低賃金のなかまを増大させています。低賃金は、労働者の年収減

少や非正規雇用労働者数の増加として、全国の職場に現れています。

2001 263,342 96,480 37% 41,191 16% 41,009 304,351 82,200 27.0%
2002 257,645 95,177 37% 47,885 19% 39,302 296,947 87,187 29.4%
2003 248,015 91,500 37% 45,328 18% 38,816 286,831 84,144 29.3%
2004 240,435 88,313 37% 42,890 18% 39,659 280,094 82,549 29.5%
2005 232,981 84,681 36% 42,701 18% 38,485 271,466 81,186 29.9%
2006 227,711 83,273 37% 41,113 18% 39,303 267,014 80,416 30.1%
2007 226,008 82,684 37% 45,148 20% 40,288 266,296 85,436 32.1%
2008 224,063 82,610 37% 45,254 20% 40,113 264,176 85,367 32.3%
2009 223,329 83,974 38% 45,558 20% 41,063 264,392 86,621 32.8%
2010 220,781 82,661 37% 42,412 19% 41,681 262,462 84,093 32.0%
2011 215,807 80,850 37% 40,321 19% 40,750 256,557 81,071 31.6%

　●農協労働者数の推移
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（２）生活苦の深まり
　年収減少は労働者に生活苦をもたらしています。非正規雇用の増大は、低賃金に加え

て、定期昇給の保障もなく、いつ雇止めされるのかわからない不安を抱える労働者が職

場に増えていることです。これらの事態が職場に貧困と格差を広げていることは重大で

す。

３．労働の苦しさが増している

（１）人員削減が長時間・
　　　過密労働をもたらしている
　人が減らされる中で、「仕事が

自分たちに覆いかぶさる」ような

状況が全国の職場に広がっていま

す。長時間・過密労働が招く過酷

な職場環境は、労働苦を増大させ

ています。

（２）「ブラック企業」化している
　法も守らない非人間的な働かせ

方をする「ブラック企業」が大き
な社会問題となっています。農協でも、人件費削減優先の経営が、「36協定」の上限時

間を超える働かせ方や賃金不払い残業、「名ばかり」管理職への残業代不払いのような

違法な働かせ方をまん延させています。

（３）労働者が競争にさらされている
　多くの農協経営者は、事業上の様々な目標数字を労働者個人に背負わせて達成を迫り、

その実績結果によって賃金や一時金に格差をつけています。事業の個人ノルマ化は、労

働者同士を分断し、個人目標達成という過酷な競争に駆り立てています。こうした職場

環境の悪化が、いじめやパワーハラスメントを発生させる原因となっています。

苦しい
25.1％

やや苦しい
36.5％

まあまあだ
31.5％

ややゆとりがある
5.0％

ゆとりがある
1.6％

　●私たちの生活実感

男　性 ４２，７１８ 円
女　性 ３５，４６０ 円
平　均 ４０，０３７ 円

※全農協労連「2014年くらしの実態・要求アン
ケート」中間集約（2014年12月22日現在）より

　●私たちの生活給の月々の不足額
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４．差別やハラスメントによって労働者が苦しめられている

（１）雇用形態による格差が差別をもたらしている
　労働者への差別が労働者の人格を傷つけ、はたらく意欲を削いでいます。「コース別

人事制度」は、実際には同じ仕事をしているのに賃金などの労働条件に大きな格差をつ

くり、労働者に差別をもたらしています。また、「仕事と家事との両立」とか「転勤に

応じる覚悟はあるのか」と問いただして女性を一般職に誘導しており、憲法違反の男女

差別の隠れ蓑となっています。さらに、多くの有期雇用労働者は、正職員と変わらない

恒常的仕事をしているのに、待遇に大きな格差が生まれています。

（２）人権侵害のハラスメントの広がり
　人員削減・効率経営・個人目標必達という経営優先の論理が職場で幅を利かせており、

職場では、労働者の人権がないがしろにされています。人権を尊重しない職場環境は、

ハラスメントを生み出す温床になっています。セクハラやパワハラなどのハラスメント

は、はたらく者の尊厳を傷つける行為です。

５．労働組合の力で「変えたこと」や「進んだこと」を活動の確信に

（１）要求を掲げてたたかうことは、アキラメを払しょくすること
　全国の単組・支部分会は、困難に立ち向って、要求を掲げて粘り強くたたかいを進め

ており、職場に変化を生み出しています。労働組合が要求を掲げてたたかうことは、労

働者がアキラメを払しょくし、力を合わせて労働条件の改善に「立ち向かおう」と宣言

することです。

　「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場に働く者に対して、職務上の地位

や人間関係などの職場内の優位性（＊）を背景に、業務上の適正な範囲を超えて、

精神的肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。＊上司から部

下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に

対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる」

　パワーハラスメントとは ―
　「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」（厚労省）より
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（２）みんなで「こえ」を上げることが職場を変える
　全国のなかまが力を合わせてたたかうことによって、一時金回答の前進、ベースアッ

プ獲得、不払い残業代の支給、男女差別の是正、人員補充、有期雇用から正規雇用への

転換など、様々な要求実現の経験が広がっています。労働組合の団結の力で「変えるこ

とができた」「前進させた」という経験も生まれています。

　また、全農協労連の各単組が、TPP問題や原発再稼働反対、被災地支援などの課題

で地域に出て、署名・宣伝活動にとりくむことも大きく広がっています。

　みんなで「こえ」を上げることで、職場や地域に変化をつくっています。労組がなか

まの切実な要求を掲げて頑張ることは、労組の存在を職場のなかまや地域の人々に示す

ことにつながります。

第２章　安倍政権の暴走と国民のたたかい

１．ベースアップの実現は、くらしの改善と景気回復への道

（１）アベノミクスが国民生活をこわしている
　安倍政権は、景気が回復したように見せようと物価を吊り上げて、消費税増税を強行

しようとしています。アベノミクスの第 1の矢（金融緩和）は、小麦や油などの生活

必需品を高騰させて国民生活を苦しめ、株価を上昇させて企業と大資産家だけが大もう

0 10 20 30 40 50 60 70
公務・公共サービス切捨て反対

被災者本位、地域再生重視の第震災復興
授業料など教育費の負担軽減、奨学金等の充実

男女・年齢・雇用形態による格差・差別解消、均等待遇
後期高齢者医療制度の廃止、医療・介護、子育て支援充実

年金改善、最低保障年金制度の確立
安価な公共住宅の供給

消費税増税反対、大企業・富裕層の課税強化
最低賃金大幅引き上げ

労働時間短縮、安全衛生強化、メンタルヘルス対策
労働者派遣法抜本改正、安定雇用実現

雇用問題への対応などくらしを守る景気対策
規制緩和反対、市場競争万能主義見直し

農協事業の分離、「経営」の効率化を柱とした「農協改革」反対
憲法改悪阻止、米軍基地再編強化反対、核兵器廃絶

原発事故の早期収束、原子力にたよらない再生可能エネルギーへ
食の安全・自給率の向上、TPP 参加反対

※全農協労連「2014年くらしの実態・要求アンケート」中間集約（2013年12月22日現在）より

　●私たちがくらしや平和にかかわって実現したいこと
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けを上げています。

　第 2の矢（大型公共事業）は、大手ゼネコンを潤しましたが、財源はすべて建設国

債で賄い、国民の借金を増やしました。第 3の矢（規制緩和）は、TPP推進、働くルー

ルの破壊、年金や医療、介護など社会保障の大改悪として、いま、国民に押しつけられ

ようとしています。このように、アベノミクスは国民生活をこわすいっぽうで、大企業

と大資産家を潤すばかりです。

（２）労働者の雇用安定と賃上げこそ景気回復につながる
　いま必要なことは人為的に物価を吊り上げることではなく、労働者の賃金を引き上げ

ることです。

　日本の労働者の賃金は 1997 年をピークに年収で約 70万円も下がっています。賃金

が下がり続けてきた結果、国民の購買力も大きく落ち込んで、日本は長引くデフレ不況

に陥っています。労働組合が、要求自粛の呪縛を解いて、全ての労働者の雇用安定と賃

金引き上げをかかげてたたかうことは、国民生活改善の社会的役割を発揮することでも

あります。また、国民の購買力が回復すれば、国内農産物の消費や生産の安定・発展に

も大きく貢献します。

２．雇用をこわす安倍「雇用改革」

　安倍政権は、労働法制の大改悪を急ピッチですすめています。労働者派遣法の改悪、

解雇規制や労働時間（残業）規制の骨抜き・撤廃、「名ばかり正社員制度」（限定正社員

制度・ジョブ型正社員）の導入などです。これらは、雇用破壊を合法化し、労働者のい

のちを脅かすもので、憲法や労働者保護法制を真っ向から否定するものです。

　●賃金は下がっている（平均賃金年額の推移）

※ 2014年国民春闘白書より
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５．東日本大震災・原発事故からくらしと生業の再生を最優先にさせる

　被災地では、仮設住宅の入居をはじめ、あらゆる支援策に「期限」が設けられ、医療・

介護の減免措置や被災者の失業補償などが次々と打ち切られ、政府の冷たい施策が被災

者の心まで傷つけています。住民の運動によって、地方自治体が代わって施策を続ける

３．公約に違反し、内容も公表できないTPP交渉からは即時撤退を

　公約を投げ捨てて安倍政権は TPP交渉に参加しました。交渉内容は、国民にも国会

議員にもまったく知らされないまま、秘密交渉が続いています。自民党が「聖域」とし

て国民に公約した農産物 5品目についても守れる保障はなく、「聖域」に大穴をあけよ

うとしています。内容も公表できず、公約を守れないような TPP交渉からただちに撤

退すべきです。

４．くらしをこわす大増税

　安倍政権は、この 4月から消費税率を８％に増税し、国民に 8兆円、年金削減など

の社会保障改悪を合わせると１０兆円もの負担増を押しつけようとしています。増税分

のうち、社会保障に回るのは 5千億円だけで、その大半を６兆円にのぼる大企業減税

へ充てようとしています。労働者の賃金が減少する中で大増税を強いれば、くらしと景

気の両方をこわしてしまいます。消費税増税の中止を強く求めます。

　●消費税収と法人３税の減収額の推移 ※ 2014年国民春闘白書より
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例も生まれていますが、大震災からの再生に正面から向き合おうとしない冷酷な政府の

姿勢が、くらしと生業の再生を遅らせています。

　福島第 1原発事故が、「収束」や「汚染水は完全にブロックされている」などの状況

にないことは、だれの目にも明らかです。今なお、くらしに見通しを持てないまま、避

難所生活を強いられている 15万人の人々や、原発被害に苦しめられている福島県民を

はじめとした人々に対して、国が全責任を持ち、生活や健康に万全の対策を講ずるべき

です。また、「世界最高水準の安全基準」などと言って原発輸出に奔走するなど、もっ

てのほかです。私たちは、東電を破綻処理し、大銀行などの株主に応分の負担をさせて、

国の責任で、原発事故の早期収束・被災者支援を求めます。

６．農業成長戦略と農協攻撃とのたたかい

（１）地域農業をこわす「攻めの農政」改革
　政府は、農業に市場原理を徹底する「攻めの農政」改革を行おうとしています。その

内容は、① 5年後にコメの「直接支払制度」と生産調整を廃止する、②農政の対象を

大規模農家や法人などの「担い手」に絞る、③米生産費を 4割減して 60 キロ 7千円

～ 8千円に引き下げる、④農地を集約して 15年後には 1経営体 50ｈａ程度に拡大す

る、⑤企業が参入しやすいように農業生産法人の要件緩和と農地賃借を完全自由化する、　

⑥農地集約を進めるために農地中間管理機構を設置して不動産業者などに委託し全国

公募すること、などが柱です。TPP参加で外国産の農産物を自由に流通させるために、

国内の生産調整を廃止しろ、農業と農地を企業に開放しろという、産業競争力会議に参

加する企業代表の注文と同じです。

（２）農協「改革」＝農協つぶしの強まり
　政府や財界は、農協事業を大企業のもうけの草刈り場にする動きを強めています。

13年11月の規制改革会議は、14年6月までに民間企業とのイコール・フッティング（同

じ競争条件にすること）の促進を柱に、農協「改革」＝農協つぶしの具体的方針を決め

るとしています。これと合わせるように、全国農協中央会と日本経団連との連携強化や、

全共連と東京海上日動との包括的事業提携など、系統組織が大企業・大資本と提携する

動きが急ピッチで進んでいます。このような動きに対して、農協経営者からも、協同の

否定につながるのではないかという疑問や批判のこえが上っています。
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（３）TPP推進・家族的経営の解体・農協つぶしは一体の攻撃
　なぜ、政府はいま、農政「改革」や農協「改革」のスピードに加速をつけようとして

いるのでしょうか。それは、政府がTPP推進を前提にしているからです。TPPは関税

や非関税障壁の撤廃が大原則です。もし、日本がTPP に合意し参加することになれば、

アメリカは日本に対して、生産調整は政府が食料生産に関与することなので「自由貿易

違反だ」と迫ってくるでしょう。また、米の所得補償は「アメリカのコメ輸出の障害だ」

と言ってくるでしょう。さらに、相互扶助組織である協同組合の共済は「アメリカが日

本の保険業界に参入するのを不当に阻んでいる」として、これまで以上に強い圧力をか

けてくるでしょう。日本が TPPに参加すれば、アメリカの不当な要求を呑まされるこ

とになってしまいます。TPP推進・家族的経営の解体・農協つぶしは一体の攻撃です。

（４）家族的経営など持続可能な農業こそ、日本にふさわしい
　国民多数の願いは、食の安全・安心確保と食料自給率の向上にあります。持続可能な

国内農業の発展こそ、あるべき姿です。その実現のためには、農家の農業所得を増やし、

農業を続けたい農家や新規就農者を担い手として育てること、国の農業予算をもっと農

産物の価格保障や所得補償の充実にあてることが必要です。私たち農協労働者の仕事も、

農家の営農とくらしを守り、地域農業を振興することにあります。

７．暴走を許さない「一点共同」が広がっている

　安倍政権は、日本を「世界で一番企業が活動しやすい国にする」と言って大暴走を始

めています。また、特定秘密保護法や国家安全保障会議の設置など、日本を「戦争をす

る国」にする動きを急速に強めています。しかし、押し進める中身は、国民の要求や願

いと真っ向から反するものばかりです。

　2013 年 10月の増税表明後も、増税「反対」が「賛成」を上回っています。TPP交渉

　●各種世論調査結果
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に対して国民の 8割以上が交渉内容の「説明が不十分」と答えています。原発再稼働

についても、国民の６割が「再稼働すべきではない」と明確に反対の意思を示しています。

　このように、TPP、原発、消費税、労働法制、憲法など、それぞれの課題にもとづ

く一点共同が大きく広がっています。全農協労連のなかまも、このような国民的な共同

の一翼を担っています。

第３章　2014年春闘の運動課題

１．全ての労働者の賃上げを実現する

　全ての農協・農業団体労働者のくらしを守り、改善するために、賃金の引き上げをめ

ざしてたたかいます。また、国に対して、地域最低賃金の引き上げと全国一律最低賃金

制度の確立、中小企業支援の拡充を要求します。

２．はたらき続けることのできる職場を実現する

　働くルールや均等待遇の実現など、臨時やパートのなかまを含めて、全ての農協・農

業団体労働者が安心してはたらき続けることのできる職場をめざします。

３．農協に協同組合らしい社会的役割を発揮させる

（１）地域農業の振興と農家所得の向上
　私たちは、農協に対して、地域農業の振興と農家所得の向上、大震災からの復旧と原

発ゼロ社会の実現、農家の所得につながり、地域の振興に役立つ形での再生可能エネル

ギー普及など、社会的役割の発揮を求めていきます。

（２）協同を否定する動きに反対し、組合員や地域に根ざした役割の発揮を求める
　私たちは、系統組織と大企業・大資本との提携強化について、情報の公開を求めなが

ら、それらの動きを注視し、協同を自己否定するような動きに対しては、反対のとりく

みを強めます。また、農協が組合員や地域に根ざした協同組合の役割をしっかりと発揮

するよう求めていきます。
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　さらに、2月に農業・農協問題研究所が発行するパンフ『協同組合のこれからを考え

る』（仮称）を活用して、職場や地域から学習運動を広げます。

４．なかまを迎えて、たたかう力をつける

　たたかいや積極的な働きかけを通じてなかまを増やすことは、労組のたたかう力を培

うことにつながり、労働組合にとってもっとも重要な活動です。全国には、たたかいの

中でなかまを労組に迎え、次の闘争の力にする経験も生まれています。2014 年春闘を

たたかって、組合員が未加入のなかまに加入を呼びかける運動にしっかりととりくみま

す。

　また、全農協労連本部が作成する職場討議リーフ『臨時・パート職員の労働条件改善

と労組加入運動の前進をめざして』を活用しながら、有期雇用のなかまの労組加入に全

力を上げます。

５．生活と平和破壊を許さない共同を広げる

（１）労働法制大改悪やTPP参加、憲法改悪を許さない
　全単組が、労働法制の大改悪や TPP反対をはじめ、労働者・国民のくらしや雇用、

脅かす悪政を許さないために、地域から共同を広げてたたかいます。また、日本を戦争

をする国につくり変えようとする安倍首相の時代錯誤の企みに反対し、憲法改悪阻止の

一点での共同を広げます。さらに、特定秘密保護法の廃止に向けた運動にとりくみます。

（２）東日本大震災・東京電力福島第1原発事故からの再生
　国に責任を果たさせ、東日本大震災・福島第 1原発事故からの再生をめざします。「原

発をなくす会」や各地の「復興支援会議」が 3月 11日を中心にとりくむ集会や行動に

参加します。

第４章　2014年春闘の産別統一要求（案）

１．賃金の引き上げ要求
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　○「要求額」と「初任給」は、単組の要求討議や「くらしの要求アンケート」結果に　　
　　もとづいて、1月に示します。

（１）賃上げ要求
　①　要求額　だれでも　　　　　　円以上
　　　　　　　平　均　　　　　　　円以上

　　　　　　　時　給　　　　　　　円以上

　②　初任給　高　卒　　　　　　　円以上、
　　　　　　　短大卒　　　　　　　円以上、

　　　　　　　大　卒　　　　　　　円以上

　③　最低賃金　時間給 1,000 円以上　日額 8,000 円以上　月額 170,000 円以上

（２）賃金制度に関する要求
＜すでに制度が導入されている単組の要求です＞

　①　複線型（コース別）人事制度による昇格・昇給格差を改善すること。また、女性
　　差別につながる運用を行わないこと。

　②　人事考課・査定を行っているところでは、ノルマ達成（成果）を前提とする昇格・
　　昇給への格差を持ち込まないこと。考課結果については評定分布を公表するととも

　　に、各職員にフィードバックし、異議申し立て制度を設けること。

　③　合併農協における賃金格差を是正すること。また、統合連合会における地域係数
　　をなくすこと。

２．人員増に関する要求

　第２６回ＪＡ全国大会が決議したように、これまでの人減らしによるリストラ型経営

は限界に達しています。職員は限界レベルのような人員体制のもとで働いている状況に

※ 全農協労連「2014年くらしの
実態・要求アンケート」中間集約
（2013年12月22日現在）より

　●私たちの要求したい額

＜月額＞
男　性 ２３，２３０ 円
女　性 ２１，０５１ 円
平　均 ２２，４３４ 円

＜パート・時間額＞
平　均 １６９ 円
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あり、各課や部署の不足人員を速やかに正規雇用で補充すること。

　　○　各単組は、各課や部署ごとに具体的な人数を示して要求します。

３．働くルール確立に関する要求

（１）賃金不払い残業の一掃
　労働基準法を順守し、時間外・休日労働に対しては、適正に割増賃金を支払うこと。

（２）職場における安全配慮義務違反の一掃
　セクシャルハラスメントやパワーハラスメントをなくすために、全職員へのハラスメ

ント啓発と周知活動、相談窓口の設置など、防止対策を講ずること。また、発生した場

合、使用者は適切な措置を講じ、被害を最小限にとどめ、安心して働ける職場環境をつ

くること。

（３）安全衛生委員会の確立と機能発揮
　安全衛生委員会において、農協は、各職場の長時間労働の実態や残業代支払状況を報

告し、健康ではたらき続けられる職場環境の実現と賃金不払い残業の防止対策を講ずる

こと。

４．雇用保障に関する要求

（１）職員の異動、出向、転籍にあたっては、事前に労働組合との協議を尽くし合意を
得て、その後に当該者の同意を得てから実施すること。

（２）機構・組織の改編、統廃合に際して、職員の解雇・雇止めや退職勧奨をしないこと。

５．均等待遇の実現に関する要求

（１）有期雇用職員と正職員との間で、期間の定めがあることによって不合理な労働条
　件の相違がある場合には、速やかに是正すること。
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（２）契約を反復更新している有期雇用職員を速やかに正職員にすること。

６．60歳以上の雇用保障に関する要求

　希望者全員を対象に 65歳まで定年延長もしくは継続雇用（再雇用）すること。

７．農協事業に関する要求

（１）ＴＰＰ反対の一致点での共同
　ともに力を合わせて、ＴＰＰ反対の学習や行動を地域から広げていくこと。

（２）大企業との事業提携について
　全国農協中央会と日本経団連との連携強

化、また、全共連と東京海上日動との包括的

事業提携のように、系統組織が大企業・大資

本と提携を進めています。ついては、全中や

全共連全国本部に対して、すべての情報開示

を求めること。また、協同を否定する動きに対しては、反対の意思を表明すること。

（３）農家が参加する再生可能エネルギーの普及
　農協として、小水力発電やバイオマスエネルギー、太陽光、風力など、農家が参加し

て、農家の所得につながり、地域振興に役立つ再生可能エネルギーの普及を進めること。

８．東日本大震災・東京電力福島第１原発事故からの再生をめざす要求

（１）被災地の再生について
　被災地・被災者の仕事や生業の再生を最優先でとりくむよう、国に対して要求するこ

と。また、農業の再生にあたっては、農家組合員の意見を反映した復旧・復興対策を講

ずるよう、要求すること。

農業・農協問題研究所のシンポでも問題を指摘
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（２）原発被害の全面賠償について
　風評被害（実害）も含めて、国や東京電力に全面賠償を求めること。

（３）農協への支援策について
　東日本大震災や福島第１原発事故の被災農協への支援にあたっては、人員削減などの

経営「合理化」や合併などの組織統合を前提条件にしないよう、全国農協中央会や農林

中央金庫に申し入れること。

９．年度末一時金要求
　年度末一時金を　　　カ月分支給すること。

　○　単組・支部分会の要求決定に当たっては、前年度を下回らないこととします。

＜産別要求例＞　
　以下の項目について、各単組で具体化します。

　○　働くルール確立の要求
　○　農協事業に関する要求
　○　農業と食の安全・安心を守る要求。

＜産別ストライキ権の確立＞
　産別ストライキ権は、１～６、９の要求について確立します。

第５章　たたかいのすすめ方と要求づくりにあたっての考え方

１．賃金闘争の前進をはかる

（１）生活できる賃金
　①　賃金は生活給である
　　私たちは、労働力を売って賃金を得て生計を立てています。賃金は、自らと家族の

　生活を営むために必要な費用＝生計費であり、生活給です。
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　②　しっかりと生活実態を話し合って要求をつくる
　　ⅰ）生活実態を要求の土台に
　　　春闘は一人ひとりの生活を土台にして、生活の実態を職場でよく話し合うことが

　　出発点です。毎月の生活費のやり繰りや不足額、これから予定される支出や、生計

　　を立てるために「これだけは必要である」という金額について、話し合いを通じて

　　確かめ合うことを要求の土台に据えます。

　　ⅱ）物価上昇や消費税増税がもたらす生活への悪影響
　　安倍政権は食料品や燃油をはじめとする消費者物価を上昇させ、さらに 4月から

　　消費税が増税されようとしています。私たちは、増税中止のたたかいをすすめると

　　ともに、物価上昇と大増税がもたらす生活への悪影響も踏まえて、賃金要求につい

　　て話し合います。

　　ⅲ）生活改善につながる積極的な討議を
　　　1997 年から続いている賃金ダウンに歯止めをかけるとともに、だれもが将来の

　　生活設計を描けて、生活改善につながる積極的な要求討議を行います。

（２）はたらき続けることができる賃金
　①　労働者はコストではなく『人財』
　　労働者は生身の人間であり、単なるコスト（費用）ではありません。労働者は「人

　材」ではなく、同じ言葉を使うなら『人財』というべきです。

　●日本だけ賃下げ！賃金の国際比較
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　②　低賃金や「ガマン」の押しつけを許されない
　　「農協だから」と、労働者が低賃金を押しつけられる理由はどこにもありません。

　ガマンの押しつけは、生活を悪化させ働く意欲を失わせます。働く意欲の後退は事業

　の低下やモラルハザードを生む温床にもなります。ガマンの押しつけは、やめさせな

　ければなりません。

　③　社会的水準の賃金をめざす
　　私たちは、農協・農業団体が農家とともに協同の力を発揮し、地域農業の発展と食

　料自給率向上、安全・安心な食料を供給する社会に役立つ仕事を担っています。そう

　いう職場ではたらき続けるためにも、私たちが、社会的水準の賃金をめざすのは当然

　のことです。

（３）差別のない賃金
　①　統合連合会における地域係数制度の廃止をめざす
　　同じ仕事をしていても賃金に大きな差別をもたらしている統合全国連の地域係数制

　度の廃止をめざします。

　● 25歳単身（男性）の最低生計費試算結果　　　賃貸（1K25㎡）　全労連調べ　（単位：円）　
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　②　コース別人事制度の見直しを要求する
　　同じ仕事をしても賃金に大きな差別を

　もたらし、女性差別の隠れ蓑となってい

　るコース別人事制度を見直し、職場に均

　等待遇の実現をめざします。

　③　一方的な人事考課の実施を許さない
　　賃金や一時金を人事考課によって決め

　ることは、労働組合の団体交渉権を否定

　して団結権を侵害するものです。また、

　成果主義的賃金制度は、総額人件費を削

　る手段であり、低い評価を受けた労働者の賃金削減分を、高い評価の労働者へ回して、

　労働者を目標達成のための過酷な競争へと駆り立てます。一方的な人事考課の実施を

　許さないたたかいが必要です。

　●正規・非正規、男・女で大きな格差

　●人事考課制度の問題点の有無

　●人事考課制度の問題点（従業員規模別）

※平成 24 年の人事・労務管理総合調査結果　ＪＣ総研 2013.4 月
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　④　事業の上でもマイナスに
　　労働者がノルマに追われるようでは、農協が農家や住民から協同組合としての信頼

　を得ることはできません。農協が総合力を発揮するうえでも大きなマイナスです。ま

　た、「成果さえとれればいい」という仕事に傾斜させ、モラルの低下やコンプライア

　ンス違反を誘発し、事業低迷の原因にもなります。

　⑤　人事考課制度の見直しを要求する
　　私たちは、人事考課を賃金に連動させる成果主義的賃金制度の導入に反対します。

　また、制度を導入したところでも、制度の弊害を具体的に話し合って要求化し、経営

　者に対して制度の見直しを求めます。

（４）学習・討議・たたかいを通じて「支払い能力論」を克服する
　経営者は、「支払い能力論」や「財源論」を使い、労働者に対して「きびしい時はガマンを」

「財源を生み出すために目標達成を」という攻撃をし、「賃金＝生計費」という原則を消

し去って、労働者に「賃金は成果物」であるかのように思い込ませます。労働者を分断

して、さらにきびしい競争へと巻き込んでいきます。

　私たちは、全組合員が「賃金は生計費であり生活給」という原則を踏まえて、賃金学

習をしっかりと行なうことが大切です。春闘は、なかまが、自らの生活改善のために行

動に立ちあがる場です。学習と職場討論、たたかいを通じて「支払い能力論」や「財源

論」の克服をめざします。

（５）しっかり準備を行って職場討議を充実させる
　①　自分たちの賃金調査
　　初任給や農協内最低賃金を調査し、生活保護費や最低賃金と比較できるようにしま

　す。また、全組合員の賃金実態を調査し、モデル賃金や 25歳最低生計費（全労連調査）

　や 35歳最低生計費、標準生計費、民間賃金や公務員賃金などと比較できるようにし　

ます。

　②　組合員の賃金をプロット図に落とす
　　①の調査にもとづいて、労働組合が組合員の賃金をプロット図に落として賃金実態

　を可視化します。そして、組合員が、モデル賃金や社会的賃金水準と客観的に比べる
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　ことができるよう資料も事前に準備して話し合いをすすめます。

　●プロット図を用いた賃金・生計費の比較
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（６）賃金学習と職場班討議の徹底
　①　さあ始めよう、本音の職場討議を
　　賃金調査、プロット図などをみんなに配布して、賃金の実態を共有し、何よりも生

　活維持・改善のためには「これだけは必要だ」「これだけはほしい」という本音の職

場討議をはじめます。

　②　ベースアップの必要性
　　「ベースアップ」と「定期昇給」の違いやベースアップの必要性について学習を強

化します。定昇だけでは、実際には先輩の賃金に追いつくことはできません。また、

物価上昇や大増税がもたらす負担増を学習しながら、ベースアップの必要性をしっか

りと確認し合います。ベースアップの実現は、農協全体の賃金水準の引き上げにつな

がります。

　③　賃金の「3つの改善」をめざす
　　ⅰ）賃金の出発点である初任給を改善することは、低賃金を打ち破り、賃金水準を
　　　上へと押し上げる力になります。

　　ⅱ）職能等級の最長在級年数等を設けて「上位等級」へ昇格するルールを確立する
　　　ことは、賃金格差を改善させることです。

　　ⅲ）中途採用者を含めて全員がモデル賃金へ到達することは、全体の賃金水準を引
　　　き上げること（モデル賃金の改善）につながります。

　④　賃金の「底上げ」をめざす
　　臨時やパート労働者は、農協に働いて生活の糧を得ているなかまです。農協の最低

　賃金を「底上げ」する要求は、職場から貧困や格差をなくすうえで、労働組合の本気

　度が問われる重要なとりくみ課題です。

162,195 174,878 173,599 204,149 219,981

　● 2013 年初任給の学歴別平均金額　　　　　　　　　　　（円）

※労政時報 2013 年 8 月号
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　　全国の最低賃金は平均 764

円に留まっており、最低と最高

の較差は 205 円に広がってい

ます。最低賃金の引き上げは、

労働組合が、組合に組織されて

　いない多くの労働者とともに春

　闘をたたかうことができる闘争

　課題であり、とりくみを強化し

　ます。

　⑤　学習と職場討議の力で
　　　「労働者目線」を取り戻す
　　経営者は、労働者に推進目標

　を割り振って、強圧的に目標達

　成を迫っています。このような

　利益優先の経営主義が、労働者

　にも「賃金は成果によって決ま

　る」「達成でない者に差をつけ

　るのはやむを得ない」と思わせ

　て、さらにきびしい競争へと労

　働者を追い込んでいます。のよ

　うな経営姿勢のもとで、働者は

　身も心もすり減る働き方をしています。

　　労働者が孤立を深めながら競争によって陥ってしまう「経営者目線」を克服するた

　めには、しっかりと賃金学習や職場討議を行いながら要求で団結し、職場に連帯を取

　り戻すことが何よりも求められています。

　　また、「協同組合」の理念に立ち返って仕事のすすめ方や事業について論議し、農

協事業の改善要求につなげることは、仲間の切実な要求でもあります。

　　学習と討議、事業の見直しを通じて労働者が「経営者目線」から「労働者目線」を

　取り戻すことは、春闘をたたかうための大切な課題です。

　●地域別最低賃金　　　　　　　　　（単位：円）

資料：厚生労働省資料より作成
（2014 年国民春闘白書）
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２．職場に誇りと働きがいを取り戻す人員増運動

（１）人員削減の根っこをなくしていく
　人員の減少は、リストラなどの人員削減とともに、労働者が中途退職をしてしまうこ

とにも起因しています。人員不足をなくすには、リストラ型の人員削減をやめさせて人

員増を図ること、また、職場から違法・無法をなくし、個人ノルマの追求で労働者をト

コトン疲弊させるような働き方を改めさせることが必要です。

（２）話し合いを通じて、具体的人員要求を掲げて交渉する
　人員増を実現するために一番必要なことは、徹底した職場での話し合いです。職場班

で、残業や休日出勤の状況、健康破壊やメンタルヘルス不全の実態、人員体制の推移な

ども調べて、過重労働・過密労働の実態を話し合い、自分たちの問題として再確認し合

うことが増員実現への出発点です。話し合いを通じて、具体的な増員要求を明らかにし

ます。所属長との交渉や話し合いを通じて、経営者に働きかける方法もありますが、や

はり肝心なのは、団体交渉において人員削減によって失われた職場のゆとりや職場実態

をしっかりと伝え、「これだけは譲れない」という人員要求を追及しながら、人員増を

めざすことです。

2008 35.1 30.4 65.5 13.9 20.6
2010 39.6 31.4 71.0 7.9 21.1
2012 44.5 28.4 72.9 2.5 24.6

2008 8.5 30.9 1.2 53.7 53.3 31.7 15.4
2010 7.1 35.1 5.2 58.2 50.4 38.8 16.4
2012 8.0 32.5 4.2 57.1 49.5 37.5 18.7

2008 42.6 36.8 20.6
2010 60.1 28.8 11.1
2012 76.0 19.6 4.4

　●農協職員のメンタルヘルス関係疾病の状況

※ JC総研「ＪＡの人事・労務管理総合調査」

2008年、2010年、2012年各調査より



- 24 -

（２）「残業代の記録・請求運動」と「職場チェック」を春闘要求に生かそう
　①　「長時間労働を規制する３つの取り組み」のひと
　　つである「残業代の記録・支払い」を行うために、3月

　　～ 4月を「残業代記録・請求運動期間」とします。

　　　各単組は、職場のただ働き残業の実態を把握し、

　　その原因を明らかにし、長時間労働が労働者にどう

　　いう影響をもたらしているのか、しっかり事実を把

　　握するために、この運動を位置づけます。実態を踏

　　まえた具体的な改善点を討議し、春闘要求に反映さ

　　せます。

　②　春闘共闘委員会が作成した「職場の『法令遵守度』チェックカード」を活用します。

（３）人事異動は団交事項である
　①　「就業の場所、従事すべき業務」は、労働基準法第 15条が定めているように、
　　経営者が労働者に必ず明示しなければならない重要な労働条件のひとつです。「働く

　　場所」や「働く業務」の変更は、労働条件の変更であり、「労働条件は労働者と使用

　　者が同等の立場において決定すべきものである」（労基法第 2条 1項）と定めてい

　　るように団体交渉事項です。

　　　労働組合が、該当者の意思にゆだねるのではなく、労働条件の変更問題として明

３．はたらき続けることのできる職場をめざす

（１）「働きがい」について話し合う
　低賃金やノルマに加えて、人が減って「先

輩が後輩の面倒を見ない・見る余裕もない」

ような職場状況を乗りこえるためにも、青

年のこえに耳を傾けながら、先輩が自らの

働きがいを語り、労働組合のあゆみを伝え

ていく「話し合いの場」を持つことを大切

にします。

（％）
全額支払われている 40.2
５時間未満（不払い） 15.5
10 時間未満 13.0
15 時間未満 6.2
20 時間未満 7.2
30 時間未満 5.4
40 時間未満 2.2
40 時間以上 7.1
※全農協労連「2014年くらしの
実態・要求アンケート」中間集約
（2013年12月22日現在）より

●賃金不払い残業の実態

青年部では「働きがい」のアンケートを元に議論
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　　確にして、職場で団体交渉機能をフルに発揮することによって、労働者のくらしや

　　雇用を守ります。

　②　全共連がすすめている「地域ブロック」設置とそれに伴う異動問題は、通勤や転
　　居を伴う労働条件の変更も含んでおり、自らと家族の生活に大きな影響を与える問

　　題です。労働組合が、労働条件の変更は団体交渉事項であることを県本部に示し、

　　労働者が「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、団交機能をフル

　　に生かして、その役割をしっかりと果します。

４．職場からハラスメントをなくすとりくみ

（１）労働者の尊厳と人格の侵害
　セクハラやパワハラ、マタニティーハラス

メントなどのハラスメントは、労働者の尊厳

や人格、安全に働き続ける権利への侵害であ

り、許されません。

　また、ハラスメント発生の背景に、ノルマや競争によって「自己責任」論が職場には

びこり、職場の風通しが悪化していることがあげられます。

（２）経営者に安全配慮義務を果たさせ、具体的な対策を講じさせる
　経営者には、労働者をハラスメントから守り、労働者が安全に働くことができる安全

配慮対策を講ずる義務があります。

　職場からハラスメントをなくすためには、どのような行為がハラスメントに当たるの

かという学習会の開催、全職員へ啓発・周知など、経営者に対策の充実を要求すること

が必要です。また、経営者が推進実績の未達者を呼び出すことはパワハラ行為であり、

中止するよう要求します。要求実現のたたかいは、ハラスメントをなくし、風通しのい

い職場にしていく力になります。

５．均等待遇の実現をめざす

（１）一番弱い立場のなかまに手を差し伸べるのは、労働組合の最も大事な役割

女性のつどいでもハラスメントの解決策を討議
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　労働組合が、有期雇用のなかまをはじめ、職場で一番弱い立場にあるなかまに手を差

し伸べることは、労組の最も大事な役割です。

（２）正職員化や均等待遇を求める
　①　恒常的な業務や職務に正職員を採用することは雇用の大原則です。事業を継続・
　　向上させるためには、いまの劣悪な待遇の有期雇用をなくし、正職員にしていく必

　　要があります。

　②　そのためには、「正職員」の大幅な増員が必要であり、正職員の「定数増」とともに、
　　「均等待遇」の原則にもとづいて、長期臨時職員を正職員として採用・任用替する

　　制度を実現することが必要です。

（３）「こえ」を上げることが重要
　労働組合が、有期雇用のなかまとともに、「こえ」を上げることが、要求実現の一番

の力です。労働組合が有期雇用のなかまにしっかりと寄り添い、励まし、団結の必要性

を伝えながら、労組への加入を働きかけていきます。

６．60歳以上の定年延長・再雇用制度の実現

（１）定年延長と再雇用制度の状況
　2013 年 4月から、希望者全員の 65歳までの雇用保障を義務づける「高年齢者雇用

安定法」の改正が行われました。厚生労働省の発表によると、2012年6月1日の時点で、

全企業の 97.3％が実施済みで、そのうち希望者全員が 65歳まで働ける割合は 51.7％

となっています。また、「継続雇用制度」が 82.5％、「定年延長」が 14.7％、「定年廃止」

が2.7％という状況です。農協では、定年延長は少ないものの、希望者全員を継続雇用（再

雇用）することが始まっています。こうした状況を踏まえて、春闘において労働条件を

含めた制度の改善・充実を要求します。

（２）職場合意をめざす視点
　今回の法律改正の背景には、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、60

歳定年では無収入になってしまうことがあります。職場討議では、60歳以降の労働条
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　②　「忙しい」を乗りこえよう
　「忙しいから集まれない」を乗りこえて、「忙しいからこそ集まって話す」必要があり

ます。話すことで同じ思いや悩みを共有でき、一人ではできなくとも、なかまと一緒な

らできるという確信を持つこともできます。何よりも集まって話せば元気が出ます。

（２）日常活動を職場に根づかせる
　①　日常活動
　　労働組合が実際に職場で機能するために、　

　支店や課などを単位に１０人程度の職場班を

　つくります。班会議を定例化して、要求討議、

　残業代請求の権利チェックなどを行い、一人

　ひとりのなかまが労働組合に参加している実感をもてるよう、日常活動をすすめます。

　②　労組は全労働者の代表
　　労働組合で勝ち取ったものは、基本的に全労働者に実施されます。また、有期雇用

　労働者をはじめ、一番低いなかまの労働条件の改善や「困っているなかまを放ってお

件や、継続雇用を理由にした 60歳以下の労働条件切り下げ問題について話し合います。

また、経験を生かすためにはどのような仕事がふさわしいのか、さらに、再雇用を理由

に、若者の採用を控えることがないようさせるなど、職場で 60歳以降の雇用環境を整

える話し合いをすすめます。

第６章　たたかう「かまえ」の構築と闘争日程

１．春闘をたたかう「かまえ」を構築する

（１）執行委員会を定例化する
　①　定例開催への努力
　　春闘のとりくみを強化するために、春闘を機に、執行委員会を定例化していない単

　組は、定例化を図ります。労働組合が強くなることは、執行委員や組合員の基本的な

　要求です。そのためには執行委員会をきちんと定例化することが必要です。

職場で集まることが労組活動には欠かせない
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　かず」に、問題の解決のためにとりくむこともできます。文字通り、労働組合はすべ

　ての労働者の代表であり、その役割を発揮することができる唯一の組織です。

（３）全国のなかまといっしょにたたかう
　要求実現のために、全国のなかまが力を合わせてたたかいます。また、全ての単組が

力を寄せ合って要求の実現をめざす産別統一行動日を設定します。

（４）地域のなかまといっしょにたたかう
　全農協労連は国民春闘共闘委員会に結集して他産業の労働組合のなかまとともにたた

かいます。各単組も、県労連や地域労連が呼びかける春闘共闘組織に結集して、他産業

のなかまとともに賃上げ実現をめざします。また、増税や社会保障改悪、TPP反対な

どの課題で共同を広げます。

２．労働者や国民に対する分断攻撃に負けない

　農業過保護論、生活保護バッシング、派遣労働者に対する「頑張らなかったあなたが

悪い」という一部評論家の心ない発言、「老人はお金持ち」など、国民を分断する攻撃

が強まっています。それは、安倍政権が国民のたたかいの広がりを恐れ、怒りの矛先が

悪政に向くのを妨げようとしているからです。そのすきに、TPPや社会保障、労働法

制の改悪などを一気にすすめようとしています。私たちは、職場で「全農協労連 2014

年春闘方針」を学習して議論を深め、労働者や国民を分断する攻撃に負けない力、事の

真実を見抜く力を培って、2014 年春闘をたたかいます。

３．全労組員が「たたかい」に結集し、産別統一闘争を貫く

（１）統一要求日までに要求書を提出する
　①　全職場討議・学習期間
　　１～ 2月を、全職場討議・学習期間に設定します。

　②　3月5日（水）　産別統一要求日
　　全農協労連は、3月 5日（水）を産別統一要求日とします。全単組は、事前に職場
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　討議を行い、臨時大会を開催して、産別統一要求日までに要求書を提出します。

　③　要求書は団体交渉の場で提出
　　要求書は、必ず団体交渉の場で提出し、要求内容をきちんと説明し、回答指定日に

　具体的回答を提示するよう経営者に求めます。

（２）3月12日（水）　統一回答指定日　
　3月12日（水）を統一回答日とします。団体交渉の場で具体的な回答を求めます。「追っ

て回答する」は、ゼロ回答であり許されません。万一、そうした「回答」があった場合

には、すみやかに抗議行動をとるようにします。

（３）3月13日（木）　全国統一行動日
　3月 13日（木）を全国統一行動日とします。全単組は、この日に統一ストライキや

時間内外の決起集会を実施するよう準備します。

（２）みんなで行動に結集し、労使対等を貫く
　①　一人一言メッセージなど、組合員の行動参加を具体化する
　　全組合員がたたかいに結集することが、要求実現のカギです。具体的戦術・行動を

　配置して、団結する姿を経営者に示し、要求の前進をめざします。そのために、自分

　たちのくらしの実態や切実な要求を全組合員がメッセージに記入することによって団　

　結を確かめ合う「一人一言メッセージ」などの行動にとりくみます。

②　団交では、全員が発言できるようにする
　　団体交渉は要求実現の場です。事前によく意思統一

をし、参加者全員が、生活の苦しい実態、労働の現場の

実態について、生のこえを経営者にしっかりと伝えるよ

うにします。

　③　組合員と執行部の「双方向」の活動　
　　執行部は、職場に出向いて執行部の考えや回答を伝え、なかまの意見を集約し、交

　渉に反映する「双方向」の活動にこころを砕くように努めます。

切実なメッセージを大切に
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　④　執行委員が先頭に立つ
　　執行部は、たたかいの先頭に立ちます。

　

　⑤　不当な言動を許さない
　　経営者が回答指定日にきちんと回答するのは、労使対等を守らせる基本です。回答

　延期や不誠実な対応は、労使対等を否定するものです。団交の繰り返しだけでは要求

　の実現は望めません。ストライキや抗議集会、全員団交など、全員参加の行動にとり

　くみます。

４．臨時大会などの日程

（１）2月20日（木）～21日（金）に第106回臨時大会
　①　2014年春闘方針の決定
　　第 106回臨時大会において、春闘方針を決定します。

　②　産別ストライキ権の確立
　　臨時大会において、産別統一要求に関する統一ストライキ権を確立します。

（２）春の産別中央行動
　臨時大会終了後、「農業署名」の国会議員要請をはじめ、産別中央行動を実施します。

（３）オルグ活動の強化
　本部中央執行委員会は産別統一行動日や組織拡大のオルグにとりくみます。

５．おもな署名運動のとりくみ

（１）継続してとりくむ署名
　・「農業署名」（農業予算を抜本的に増額し、食料自給率向上をめざす請願署名）

　・「TPP署名」（TPPからの撤退を求める請願署名）
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（２）春闘時にとりくむ署名
　・「社会保障署名」（憲法をいかし安心の医療・介護を求める請願署名）

　・「最低賃金署名」（時給千円以上へ最低賃金の引き上げを求める請願署名）

　・「特定秘密保護法の廃止を求める請願署名」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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春闘に臨むすべてのなかまに春闘に臨むすべてのなかまに
 【新版】農協労働者の権利読本ー全２巻 【新版】農協労働者の権利読本ー全２巻
　　第Ⅰ巻『農協に働く労働者のための権利読本』　　第Ⅰ巻『農協に働く労働者のための権利読本』
　　　　◆協同組合、農業に関連する職場における働き手の権利を基本に、労働時間、

　　　　　賃金、雇用保障、ハラスメント、安全衛生などあらゆる問題に対応

　　　　◆臨時・パート労働者の権利についてもさらに充実

　　　　◆仕事と生活の両立をめざすために

　　第Ⅱ巻『農協の労働組合のための権利読本』　　第Ⅱ巻『農協の労働組合のための権利読本』
　　　　◆労働組合の結成から活動の権利、団体交渉、闘争戦術までを網羅

　　　　◆労働協約、就業規則と労働条件についても最新の判例をふまえて解説

　　　　◆いま求められる「農協労働組合の役割とコンプライアンス」にも対応

　　　　　組合員・春闘特別価格⇒　２巻セット２，０００円　
  
  「労農のなかま」2014年春闘特集号

　　　
★全国各地のなかまから、春闘に臨む構えや先駆的な取り組み事例を紹介

　　　★有給取得、過度な推進の規制など、切実な課題について解説

　　　★春闘はもちろん、多彩な角度から２０１４年の課題に迫る

　　　　「賃金闘争をどう進めるか」―国民春闘共闘委員会事務局次長・伊藤圭一さん

　　　　「農業・農業攻撃の本質と対抗する方向」―大妻女子大学教授

　　　　　　　　　　　　　　　　／農業農協問題研究所事務局長・田代洋一さん…等

　　　　　　　　　　　　　　　割引価格⇒　　 １～ 9部　＠ 580 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ～ 49 部　＠ 450 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 ～ 99 部　＠ 350 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　100 部以上　＠ 300 円　　

※　注文は各単組または
　全農協労連本部まで。
　TEL　03 － 3370 － 8327
　FAX　03 － 3370 － 8329


