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第1章

国民が行動に立ち上がるもとで迎える春闘
―

情勢の特徴と私たちの課題

―

１．くらしと雇用破壊が貧困と格差を拡大している

（１）人件費削減は生活苦と労働苦をもたらしている

①農協労働者の人件費は大幅に削減
農協は人件費削減で経営のつじつまを合わせてきました。全農協労連はリストラ経営
では雇用破壊がすすんで農家と労働者の結びつきが弱まり、事業も行きづまることを指
摘してきました。2012 年 10 月におこなわれた第 26 回ＪＡ全国大会は、大会決議の
なかで「人件費削減はもう限界レベル」にあるとのべました。ことばを変えれば、農協
労働者はすでに「限界レベル」で働いており、これまでのリストラ経営では立ち行かな
くなっていることを認めたことにほかなりません。
リストラは有期雇用労働者を含めて、労働者に大きなしわ寄せを及ぼしています。労
働者から働く意欲をうばい、より良い生活を求める夢や希望を断ち切り、仕事と生活の
つり合いを著しく悪化させています。農協がリストラ経営を抜け出すためには、労働組
合が、労働者の切実な要求を声にして上げることが決定的に重要です。
②生活苦の訴えが全国の職場から

●私たちの生活実感

「年収が減って生活が苦しい」
というなかまの声が職場で増大し
ています。多くのなかまは中途退

ゆとりがある
苦しい

1.8％

22.4％

ややゆとりがある
6.6％

職の原因について、低賃金と過重
労働にあると痛感しています。低
賃金と過重労働を解消するたたか

やや苦しい

いはますます重要です。

34.4％

まあまあだ
34.5％

※ 全農協労連「2013年くらしの実態・要求アンケート」
中間集約
（2013年1月4日現在）より
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③人減らしが、長時間・過密労働の原因
リストラで人員が減っても補充されず、欠員のまま放置されれば、仕事量が増大する
のは当然といえます。休日出勤が振替休日として濫用されており、振休消化がままなら
ず、年休取得に手が届かない状況も蔓延しています。人減らしは長時間労働とともに、
過密労働の大きな原因になっています。
④職場の荒廃

メンタルヘルス不全やパワハラの広がり

人減らしがもたらす長時間・過密労働は、職場を荒廃させる原因になっています。ま
た目標管理制度は職場にきびしい競争をもたらしています。
さらにコース別人事制度は、
不合理な差別を職場に持ち込んで、労働者を人として大切にする職場風土や人を育てて
いく環境を失わせ、メンタルヘルス不全やパワーハラスメントの原因となっています。
⑤労組のちからで「変えた」ことや「実現した」経験をみんなの確信に
人件費削減は、人員削減や賃金削減として現れて、労働者に働き続けるうえで大きな
困難をもたらしていますが、
それだけに一人ひとりの要求は本当に切実になっています。
全国には、連続ベアの獲得、残業代未払いの是正、人員の補充、有期雇用労働者に対
する均等待遇の前進など、様々な要求実現の経験も広がっています。労働組合の団結の
ちからで理不尽な処遇を「変えることができた」経験や「前進させた」経験も生まれて
います。
実現のちからは、執行部の奮闘とともに、自らもこえを上げながら頑張ったなかまの
成果です。2013 年春闘では、「アキラメ」を克服しながら、労働組合がなかまの要求
をしっかりと掲げてたたかうことが重要です。
●農協労働者数の推移
D@
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I%*L I%*L"+
e(b+c)
e/d×100)
82,200
27.0%
87,187
29.4%
84,144
29.3%
82,549
29.5%
81,186
29.9%
80,416
30.1%
85,436
32.1%
85,367
32.3%
86,621
32.8%

【私たちの課題】
○すべての労働者の賃金引上げ

最低賃金の底上げ

○人員増の実現で職場にゆとりを
○職場にはたらくルールの確立・均等待遇の実現
○人事考課や成果主義賃金制度の見直し

（２）くらしをこわす大増税

①くらしが成り立たなくなる大増税
2014 年 4 月から 8％、2015 年 10 月から 10％に消費税が増税されると、4 人家族
で、年間に約 34 万円の家計費負担となり、昨年の法案成立後も国民の約 6 割が反対の
意思を示しています。大増税が強行されれば、国民のくらしは成り立たたなくなってし
まいます。財界や政府は、消費税増税は社会保障財源のために必要だと説明しています
が、増税の本当のねらいは、大企業の社会保障負担を減らすためです。
同時に国民のたたかいが大きな

● 2015年までに予定されている負担増

圧力となって、増税法には「
（増
税の）停止を含めて所要の措置を
とる」ことが明記されました。増
税はストップできる条件があるの
です。
また、消費増税にたよらなくと
も、財源を生み出すことは可能で
す。大型公共事業や米軍思いやり
予算など国の予算の無駄を省き、
※ 2013年国民春闘白書より

行き過ぎた大企業や大金持ちに対

する減税の中止、所得税に応能負担原則を徹底することを通じて、社会保障を拡充して
いくことができます。
②国民の分断は、貧困と格差をガマンさせる
国民同士を対立させて、貧困と格差をガマンさせる分断が強まっています。
「公務員
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バッシング」を利用した賃下げの押しつけは、公務労働者のくらしや誇りを失わせ、民
間労働者の賃金の重石となって全労働者の賃金抑制に跳ね返ってきます。
「生活保護バッ
シング」は、構造改革によって増え続けている貧困世帯を申請抑制に追い込み、貧困と
格差をガマンさせながら拡大させます。
私たちには、社会的連帯を強化し、貧困と格差をなくす運動をすすめるとが求められ
ています。
【私たちの課題】
○増税ストップの条件はあり、運動をすすめる
（増税法附則 18 条 3 項）
『（その時の）経済状況を勘案した上で（増税の）停止を含めて所要の措置をとる』

（３）雇用と地域経済をこわす動き

①吹き荒れる雇用破壊とその原因
電機産業を中心に 13 万人ものリストラ・退職強要が進行しています。収益悪化を理
由としていますが、電機産業が抱える内部留保は 26 兆円（主要企業 19 社）にのぼっ
ています。雇用破壊の本当の原因は、人件費を減らして内部留保を確保し、株主へ高配
当することにあります。まさに大企業の横暴勝手です。
しかし、人間を「モノ」のように扱う企業は技術開発がおろそかになり、海外企業に
大きく水をあけられ、経営の危機に陥っています。政府は「有期雇用が基本の社会」
（12
年 8 月「日本再生戦略」）を閣議で決定し、
労働者をモノ扱いする経営を応援しています。
「日本再生戦略」がめざす「有期雇用が当たり前の社会」づくりは、農協・農業関連に
働く私たちに、大きな影響を及ぼします。
②「大企業は社会的責任を果たせ」の声と行動
企業が撤退を表明した全国各地の地方自治体からは、
「大企業は社会的責任を果たせ」
の声と行動が広がっています。多国籍大企業の横暴は世界にも拡大しており、同時にそ
れを許さない世論と運動も広がっています。2012 年の国連 ILO 総会は「若者雇用の危
機：行動の時」を決議し、安定した雇用を実現することを、政労使の責任として宣言し
ました。
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③ TPP 参加も大企業の利益追求がねらい
日本の TPP 参加は、アメリカ多国籍企業が日本へ輸出を拡大し、日本の大企業も海
外へ進出して利益を追求することがねらいです。その結果、農林漁業は衰退を強いられ、
大企業も工場閉鎖・縮小・売却をすすめ、地域経済と雇用はますます深刻な危機にさら
されることになります。
④ＴＰＰ参加の国内条件整備である「人・農地プラン」
政府は TPP 参加の国内条件整備として「人・農地プラン」をすすめ、20 〜 30ha
の経営体に農地を集積しようとすすめています。要求運動により、新規就農者への助成
措置はようやく手厚くなりました。しかし、規模を拡大しても所得が安定する保障は少
ないといえます。ましてや、日本の農家の 1 戸当たりの耕作面積と比べて、約 100 倍
のアメリカや約 2 千倍のオーストラリアと競争しても、勝てる見込みはありません。
効率化のみの農政から、地域の実情に応じた農政へ転換すべきです。同時に、農協も、
効率優先で支所・支店を統廃合し、地域から撤退した責任が問われています。
「人・農
地プラン」の推進が、農協を利用している多くの中小農家を切り捨てることにつながれ
ば、農協事業の基盤も崩れてしまうことになります。
●耕地面積の国際比較
日本

（農水省「ミニマム・アクセス米をめぐる状況」
（2010年4月）より、カッコ内は日本を１とした倍率）
アメリカ EU（25）
オーストラリア

（07 年）（06 年） （05 年） ドイツ フランス イギリス
農家１戸当
1.8
180.5
たりの農地
面積（ha） （１） （100）

16.9

43.7

（９） （24）

（05 年）

52.3

55.4

3,407.9

（29）

（31）

（1,893）

⑤農林漁業や再生可能エネルギーなど、地域循環型経済への転換
農林漁業の再生は、地域経済再生のかなめです。再生可能エネルギーの普及は、自然
が豊かで農林漁業も盛んなところが大きな可能性を持っています。再生可能エネルギー
は日本にある 54 の原発の約 40 倍のエネルギー潜在能力があるといわれています。農
協が農家と学習を積み重ねながら、再生可能エネルギーの普及に貢献することが求めら
れています。地域循環型の経済再生への転換が必要です。
【私たちの課題】
○ＴＰＰ参加や雇用破壊を許さず、地域経済を守る共同を広げる
○大企業労働者のリストラのたたかいに連帯し、支援する
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２．空前の広がり

国民の怒りと行動

（１）東日本大震災・東京電力福島第 1 原発事故とのたたかい

①いのちを守るためにたたかう
福島のなかまは、東京電力福島第 1 原発事故の放射能被害からいのちを守るために「県
民とともにたたかう」決意を新たにしてたたかっています。自らも被害にあいながら、
農地の除染や放射性物質の農産物検査に全力を上げています。
また、
「単組内だけのとりくみでは前進を図れない」と意思統一し、県内のなかまを
結集してたたかっています。宮城や岩手のなかまも、大震災から農業と地域の再生をめ
ざして懸命な奮闘を続けています。
②原発ノーの行動
原発事故は、いったんことが起こると、技術的にも、時間的・空間的にも、また社会
的にも、防ぐ手だてがありません。毎週金曜日に行われる官邸前行動が全国各地にも波
及し、原発即時ゼロを求める大きな行動として広がっています。原発は、いのちと相い
れないことは明らかです。
（２）国の予算を被災地のくらしと生業の再生に回せ

政府は復興予算を、F16 戦闘機がアメリカで訓練を実施することなど、目的外に使
うことを決定しました。民自公の 3 党による密室協議で合意したためです。復興予算
を被災地のくらしや住居、仕事の再生に回せと、国民の怒りが集中したことは当然です。
（３）ＴＰＰ交渉参加反対の大きな共同のうねり

世界の穀物価格市場が大高騰しています。日本が TPP に参加すれば、政府の調査で
も食料自給率が 13％に下がってしまい、食料の安定供給も、食の安全も崩れてしまい
ます。アメリカは、日本が非関税障壁を撤廃すれば、医療や保険、投資や公共調達にも
参入できるチャンスとにらんでいます。しかも、TPP 交渉内容は向こう 4 年間、国会
議員にも知らせない協定があることも明らかになっています。
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TPP 交渉参加に反対する協力・共同が
大きく広がっています。この 2 年間で反
対決議は慎重も含めて 44 道府県議会、市
町村議会では 4 分の 3 以上で、繰り返し
て上げているのが特徴です。私たちと全国
農協中央会との間でも、TPP 反対の一致
TPP反対の行動を全国各地で展開

点での共同がすすんでいます。

（４）オスプレイ配備や暴行事件に対する抗議の声

オスプレイの配備が強行され、また、在日米軍兵士による日本人暴行・殺傷事件が後
を絶ちません。沖縄ばかりではなく、日本中から抗議が上がっています。事故を発生さ
せている日米安保条約の根本を問い直す声が高まっています。
（５）総選挙結果とたたかいの方向

①自公が 4 割の得票で 7 割の議席
昨年 12 月の総選挙は、自民・公明が 4 割の得票で 7 割の多数議席を占めて政権に復
帰しました。復帰の背景に、増税や TPP、原発再稼働など、民主党に対する国民の激
しい怒りがありました。また、議席に結びつかない「死票」が 6 割に達し、小選挙区
制度の弊害が指摘されました。
②国民要求との矛盾は深まる
自公政権は、「これまで以上の自由貿易の推進」、
「原発方針の見直し」、
「生活保護の
見直し」
、「憲法改正に向けた議論」を重点課題に掲げました。古い政治への逆戻りを許
さない草の根からの行動は、ますます重要です。
【私たちの課題】
○増税ストップ、TPP 交渉参加反対、被災地のくらしと生業の再生と原発ゼロの
実現、日本を脅かすオスプレイ配備・米軍基地撤去、憲法改悪反対など、国民的
課題にとりくむ。
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第２章

春闘のかまえ

労働組合がしっかりと役割を発揮する

１．日常活動の活性化と産別結集のちからで、労使対等を貫く

（１）日常活動を活性化して、生活の実態を徹底して話し合う

2012 年運動方針では「日常活動を労組活動の基本に位置づける」重要性について、
次のように強調しています。

――「労働組合がしっかりたたかうためには、全ての労組員がたたかいに結集する
ことが大切です。労組員がたたかいに結集するためには、労働組合員どうしの日常
的なつながりや労働組合執行部とのコミュニケーションが必要です。そうしたつな
がりをつくるためには、労働組合員が職場で『日常的に』活動することが欠かせま
せん。労働組合がうまく機能しないというところでは、『職場班活動（日常活動）』
ができているか点検することが必要です。
『要求づくり』が、なかまの話し合いか
らスタートせず、
『アンケートの取りまとめ』や『執行部案の承認』で要求書が完
成しても、なかまが要求に団結することは困難と言わざるを得ません。『職場班』
づくりと『日常活動』の強化に全力をあげます。労働組合が要求をかちとる『近道』
はありません。なかまが要求に団結し、
たたかいに結集するための唯一の手段です」
。
いま、労組員は、仕事の忙しさの
ために、労組活動への参加が後回し
になる状況になっています。
しかし、
多くのなかまは、今のままの職場で
いいとは思っておらず、
「何とかし
たい」と感じています。執行委員会
は、職場班活動（日常活動）を点検
しながら、委員長を先頭に、春闘を

職場班で要求討議やざっくばらんに
「語る会」
なども

通じて日常活動の活性化に全力を上
げます。
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（２）産別に結集してたたかう

私たち労働者がもっている唯一のちからは、団結のちからです。職場においてしっか
りと団結することが基本です。しかし、賃金や一時金などの労働条件は、職場の力関係
だけでは決まりません。近隣の農協や連合会はもとより、地域の民間や公務の労働条件
が影響しあいます。特に重要なのは、同じ産業に働いているなかまの労働条件がお互い
に影響しあうことです。職場を基本に、同一産業の労働者の団結のちからが労働条件を
左右します。職場や企業を超えて連帯し、いっしょにちからを集中していくことが何よ
りも重要です。ちからを合わせてこそ、農協・関連労働者の労働条件や社会的地位の向
上につながります。
（３）労使対等を貫いて、要求の実現をめざす

全ての単組において、執行部が日常活動を活性化してなかまを励まし、産別に結集し
てたたかうちからを培って、団体交渉では労使対等をしっかりと貫いて、要求の実現を
めざします。全国統合した連合会でも、積極的に賃金や権利問題の要求を掲げてたたか
い、交渉力を強化して、切実な職場要求を実現するためにたたかいます。
２．青年や女性をはじめ、各階層の要求を重視する

青年や女性の要求を春闘要求に積
極的に反映させることは重要です。
その際にも、青年や女性のつながり
を強化し、ともに苦労や喜びを語り
合って共感し合える関係をつくるた
めに、階層ごとに職場討議を持つよ
うにします。
つながって本音を出し合える階層別の活動が重要に

また、執行部は、青年や女性から

出された要求にしっかりと耳を傾けて、それらの要求が労組全体の合意になるように、
要求の背景にある職場の問題点について執行委員会で議論を深めるようにします。
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３．低賃金や無権利のなかまを放置しない

職場では、低賃金や差別に苦しむ有期雇用のなかまが増大しています。その原因は、
経営者が、同じ仕事をするのなら権利を主張して「高くつく」正規雇用よりも、低賃金・
無権利で「安く済む」有期雇用を雇ったほうが、
人件費がかからないと考えるからです。
労働組合が低賃金・無権利のなかまを放置すれば、正職員にも男女間やコース別間差別
が広がります。
低賃金や無権利、差別に苦しむなかまを放置せず、労働組合がその解決をめざすこと
は、だれもが人として尊重される職場をめざすという、労働組合運動の原点です。低賃
金や無権利のなかまにしっかりと寄りそって、不安の解決と要求の前進のために労組が
役割を発揮します。
４．労働組合が、社会的役割を発揮する

（１）被災地のなかまと連帯し、雇用をつないでくらしと生業の再生をめざす

産別の総力をあげて、被災地のなかまと連帯してたたかいます。東日本大震災・福島
第 1 原発事故から、いのちを守るたたかいを強化します。また、被災者が一刻も早く、
仕事とくらし、生業が再建できるよう
に、支援活動にとりくみます。
被災地で奮闘しているなかまの雇用
をつなぎ、雇止めや労働条件の改悪な
どを許さないたたかいに全力を上げま
す。
住民とともに多様な支援活動をおこなってきた仲間

（２）貧困と格差の拡大を許さない

総選挙を契機に、最低賃金制度の廃止や生活保護基準の切り下げなど、社会保障制度
に対する悪らつな攻撃が急速に強まってきました。私たちは、労働組合として、また、
人間として、人が人として生きていくことに対する攻撃を絶対に許すわけにはいきませ
ん。
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貧困と格差を限りなく拡大するこれらの攻撃に対して、春闘において、産別の力を発
揮してたたかいます。
（３）農協に対して、社会的役割の発揮を求めていく

農協が、農家の営農とくらしを守り改善していくことは、国民に安全・安心な食料を
安定的に供給するための土台となります。また、再生可能エネルギーの普及をはじめ、
ほかの協同組合とともに事業や運動を起こしていくことは、地域社会の発展に貢献する
ものです。春闘では、農協が地域の経済や社会にとって必要な存在として、しっかりと
役割を発揮することを求めていきます。
５．春闘共闘に結集して、いっしょにたたかう
（１）地域から、産別をこえて交流する

いまの深刻なデフレ不況を打開して消費を回復するためには、全ての労働者の賃金を
引き上げることが必要です。消費税増税は、デフレ不況をますます悪化させてしまいま
す。地域で、大増税や TPP に反対する運動が、目にも見えて、音にも聞こえるように
していくことは、春

●私たちがくらしや平和にかかわって実現したいこと

闘に対する地域住民

食の安全・自給率の向上、TPP 参加反対

の共感にもつながり

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
憲法改悪阻止、米軍基地再編強化反対、核兵器廃絶

ます。

農協事業の分離、「経営」の効率化を柱とした「農協改革」反対

単組は、地域春闘

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

共闘に積極的に参加

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

して、産業をこえた

最低賃金大幅引き上げ

労働組合同士が職場

消費税増税反対、大企業・富裕層の課税強化
安価な公共住宅の供給

実態や要求について

年金改善、最低保障年金制度の確立
後期高齢者医療制度の廃止、医療・介護、子育て支援充実

交流をすすめます。

男女・年齢・雇用形態による格差・差別解消、均等待遇
授業料など教育費の負担軽減、奨学金等の充実
被災者本位、地域再生重視の第震災復興
公務・公共サービス切捨て反対
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※ 全農協労連
「2013年くらしの実態・要求アンケート」中間集約（2013年1月4日現在）
より
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（２）一致点での共同を広げていく

連合中央は、TPP や大増税を積極的に推進し、国民の要求にまったく背を向けてい
ますが、全労連や春闘共闘は、全国各地で大増税やＴＰＰ反対の運動に全力を上げてい
ます。全ての単組が春闘共闘に結集して、震災からの生業の再生や TPP 参加反対など、
産業をこえて労働組合との共同を大きく広げます。

第３章

２０１３年春闘の目標

１．ねばり強くたたかって、要求の前進をはかること

（１）全ての単組が、一つのもれなく要求を提出する
2012 年春闘は、ほとんどの連合会労

●私たちの生活給の月々の不足額

組が要求を提出しましたが、単協労では
要求の提出率が 64％にとどまりました。
経営者に対して、なかまの生活実態に
もとづいて、全ての単組が賃金要求を提
出することを目標にします。

男

性

４０，０２８ 円

女

性

３５，３５０ 円

平

均

３８，１７４ 円

※ 全農協労連「2013年くらしの実態・要求アン
ケート」中間集約（2013年1月4日現在）
より

（２）なかまの要求に徹底してこだわり、要求の獲得をめざして粘り強くたたかう

全ての単組が「アキラメ」を克服し、なかまの切実な要求に徹底してこだわって、要
求の前進・獲得をめざしてたたかうことを目標にします。
２．全単組が、有期雇用労働者の労働条件の底上げにとりくむこと

農協労働者に占める有期雇用者の割合は 33％に上っています。不安定な雇用や労働
条件のもとで働いている有期雇用労働者も、ともに農協に働いて生活を支えている仲間
です。全単組が有期雇用のなかまとちからを合わせて労働条件の底上げにとりくむこと
を目標にします。
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３．企業内組合の弱点を克服すること

（１）要求の前進のためにちからを合わせる

職場内では団結を強調し、産別の仲間との
連帯や団結を否定したのでは、分断攻撃に立
ち向かうことはできません。
要求の前進のために、ちからを合わること
を目標にします。
（２）分断攻撃に立ち向かうために
単協・連合会・農業関連団体の仲間とともに
他産業労働者や国民の力あわせた春闘へ

公務員や生活保護バッシングは、公務員や
生活保護者と国民との分断をはかりながら、国民のくらしや政治への不満をそらすため
に行われています。農協労働者に対しても「農家が減少しているのに農協労働者は多す
ぎる」という攻撃が農協バッシングのために、使われてきました。
私たちは、様々な分断に負けないで立ち向かっていくために、企業をこえて産別や地
域に結集してたたかうことを目標にします。
（３）協同組合に働く者同士として

農家がちからを合わせて営農とくらしの向上を図るために「協同」する仕事を担うの
が私たちの職場です。東日本大震災を通じて、多くの国民が、社会的に連帯し合うこと
の大切さを痛感しています。企業内組合を克服し、協同組合に働く者同士がちからを合
わせることの大切さを再確認し合うことを目標にします。
４．全単組が組織拡大にとりくみ、要求実現のちからをつけること

全ての単組が、職場の未加入者や有期雇用労働者に対して「くらしの要求アンケート」
への協力を呼びかけます。
「語る会」や「交流会」
、
「新人歓迎会」を開催して、加入を
働きかけます。
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また、未加入労組を訪問し、「くらしの要求アンケート」や「２０１３年春闘方針」
を届けて、春闘での共同や学習会への参加を積極的に呼びかけます。直接訪問・直接対
話活動にとりくみ、組織を拡大しながら、要求実現のちからをつけることを目標にしま
す。

第４章

２０１３年春闘の産別統一要求

＜産別統一要求＞
次の１項目から８項目までを、産別統一要求とします。
ただし、ストライキ権は、６・７項目以外について確立します。

１．賃金の引き上げ要求

（１）賃上げ要求

①だれでも月額 10,000 円以上、平均 20,000 円以上、引き上げること。
また、時給 100 円以上、引き上げること。

②初任給の引き上げ

●私たちの要求したい額

高 卒 160,000 円 以 上、 短 大 180,000

＜月額＞

円以上、大卒 200,000 円以上に賃金を引

男

性

２１，５７９ 円

き上げること。

女

性

１９，３００ 円

平

均

２０，６８１ 円

③農協内最低賃金の確立・引き上げ
時間額 1,000 円以上
上

＜パート・時間額＞

平

日額 7,500 円以

月額 160,000 円以上

均

１７０ 円

※ 全農協労連「2013年くらしの実態・要求アン
ケート」中間集約
（2013年1月4日現在）より

（２）賃金制度に関する要求

①複線型（コース別）人事制度による昇格・昇給差別を行わないこと。とりわけ女性に
対する賃金差別を撤廃すること。
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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
給への格差を持ちこまないこと。考課結果については必ず公表（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

2012 年 10 月 11 日に開催された第 26 回ＪＡ全国大会では「人件費を主体とした
コスト削減によるリストラ型経営は限界レベル」と決議したように、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あり、各課や部署の不
足人員を速やかに正規雇用で補充し増員すること。

（＊各単組は、各課や部署ごとに具体的な人数を示して要求するようにします）

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、全職員研修の実施など、防止対策を講じること。
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４．均等待遇の実現に関する要求

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労働条件の相違があ
る場合には、速やかに是正すること。

（＊ 2012 年 8 月 10 日に成立した改正労働契約法は、有期労働契約を理由とする不
合理な処遇格差を禁止することを定めました。学習と議論を踏まえて要求します）
５．高齢者の継続雇用に関する要求

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すること。

（＊公的年金の支給開始年齢が 2013 年 4 月から 61 歳に引き上げられ、60 歳定年で
は無収入になる可能性があることから要求します）
６．農協事業に関する要求

（１）ＴＰＰ参加反対の一致点での共同

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

消費税増税は、農家の営農とくらしや農協事業にも悪影響を与えます。ついては消費
税増税反対の一致点で、労働組合とも共同を広げていくこと。
（３）再生可能エネルギーの開発と普及について

第 26 回 JA 全国大会が決議した「脱原発」をめざしていくために、国内の原子力発
電所の再稼働をやめ、再生可能なエネルギーに電力を切り替えるよう、国に対して要求
すること。
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また、農協系統としても、小水力発電やバイオマスエネルギー、太陽光、風力など、
農家組合員が主体になってとりくめる再生可能エネルギーを開発し、事業として普及す
ること。
７．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・復興対策を講じるよう、要求
すること。
（２）原発被害の全面賠償について
原発をなくせと声をあげる仲間
（福島）

風評被害（実害）も含めて、全面賠償するよう、国や東京電力に要求すること。
（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。
８．年度末一時金の要求

①

年度末一時金を

カ月分支払うこと。

（＊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）
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＜産別要求例＞
以下の項目について、さらに職場討議を踏まえて各単組で具体化することとします。
○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

第５章

要求の考え方について

１．くらしを改善するために、賃金引き上げをめざす

（１）しっかりと生活実態を話し合って要求をつくる

要求づくりの出発点は、職場において、一人ひとりの生活実態を徹底して話し合うこ
とです。職場集会が、執行部からの一方的な説明で承認を求めるだけであれば、なかま
からこえが出ないのは、当たり前です。
職場班では、自分や家族の生活のうえで充実させたいもの、結婚や子育ての計画、奨
学金や車・マイホームなどのローン返済など、生活の改善について話し合えるようにし
ましょう。要求書に盛り込んだ要求金額には、職場班で話し合われたなかまの切実な要
求や生活の実態がいっぱい詰まったものにしていくことが重要です。
（２）賃金は生計費であり、生活給である

私たちは、時間単位で労働力を売って賃金を得て生計を立てています。賃金は生計費
であり、生活給です。
ところが経営者は、「支払い能力論」や「財源論」を持ち出して、
「きびしい時はガマ
ンが当たり前」
「財源を生み出すために目標達成を」
という攻撃に労働者をさらしながら、
『賃金＝生計費』という原則を否定し、労働者に「賃金は成果物」であると思い込ませ
ようとします。そして労働者を分断し、いちだんと激しい競争へ駆り立てていきます。
私たちは、
「賃金は生計費であり生活給」であることを学び、討論していくことが大
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切です。春闘は、なかまが、自らの生活改善をかけて、行動に立ちあがるたたかいの場
です。たたかいを通じて「支払い能力論」や「財源論」を打ち破っていくことが大事です。
全農協労連は、最低生計費調査にもとづく「年齢による最低保障賃金要求」を、職場
で討議することを呼びかけます。
＜年齢による最低保障賃金要求＞
25 歳（単身・男子の最低生計費）

230,000 円（年収 275 万円）

35 歳（親一人が子一人を育てるために必要な最低生計費）350,000 円
（年収 420 万円）

● 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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（３）最低賃金の引き上げをめざす

①農協に働く労働者の 3 人に 1 人が有期雇用です。有期雇用のなかまの賃金は、最低
賃金を目安に決められるのがほとんどで、生活を維持するうえでも、働き続けるうえ
でも、大きな障害になっています。単協労組・連合会労組は、産別統一要求にもとづ
いて、農協内最低賃金を要求し、職場から、低賃金をなくすために、全力を上げます。

② 2012 年の地域最低賃金は、厚労省の「目安」を突破して平均 12 円の引き上げを
かちとりました。しかし全国平均 749 円という水準では、年間 2 千時間働いても
150 万円です。しかも最高額の 850 円（東京）と、
最も低い 652 円（島根・高知）には、
198 円（23％）のも格差が生じていることは見過ごせません。最賃格差の是正、
「Ｃ・
Ｄランク」の大幅引き上げ、時給千円以上の実現をめざしてたたかうことは、農協に
はたらく有期雇用の賃上げや初任給を押し上げるうえでも、春闘の重要課題です。
（４）
「経営者目線」から「労働者目線」を取り戻す

「賃金は働きに応じた成果で決まる」
「やらなかった者に差をつけて当然」など、労働
者自身が「経営者目線」に陥ってしまう傾向が強まっています。その結果、要求を自粛
し、
「目標を達成しないとモノが言えない」雰囲気が職場に広がっています。
要求自粛は、労働者が権利を主張しない状況を生み出します。
「経営者目線」から「労
働者目線」を取り戻していくことが必要です。また、
職場や仕事の問題点を、
「協同組合」
の理念に照らして議論しながら、
事業や経営改善の要求につないでいくことも大切です。
（５）人勧準拠単組も、春闘に賃金要求を集中する

政府は、消費税増税の露払いとして、国家公務員の人件費を２割削減しようとしてい
ます。また、日本経団連は、この春闘に対して、
「定昇を凍結し、賃金も引下げるべきだ」
と、公然と攻撃を加えています。
昨年に強行された特例措置によって公務員賃金は民間労働者よりも「７．６７％・
２８，
６１０円」引き下がっており、
自治労連や国公労連、
全教などの公務労組連絡会は、
民間労働者に連帯して、春闘をたたかう状況を広げています。
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全農協労連の人勧準拠組合も、人事院勧告待ちの受け身の姿勢を克服して、春闘にお
いて、ともに賃金要求を掲げてたたかうことが重要です。
２．働きがいの持てる賃金引き上げをめざす

（１）労働者はコストではない

労働者は生身の人間であって、決してコスト（費用）ではありません。労働者は「人
材」ではなく、同じことばを使うならば『人財』というべきです。農協・農業関連労働
者は労働力を提供することによって農家の営農とくらしを守り、国民へ食料の安全・安
心を届ける仕事を担っています。私たちの働きがいは、そのような社会的役割を担って
いることにあります。社会的な賃金水準をめざすことは、働きがいの持てる労働条件を
実現するうえで欠くことのできない大切な課題です。
（２）ガマンの押しつけは、働く意欲をうばう

労働者に低賃金でガマンを押しつけることは、労働者の生活を悪化させて働く意欲を
失わせることになります。働く意欲を保てなければ、事業の低迷や後退にもつながって
いきます。さらに、職場のモラルを低下させる要因にもなります。労働組合がこえを上
げて、ガマンの押しつけをやめさせなければなりません。
（３）賃金格差や差別は、働く意欲をうばう

同じような仕事をしているのに、
有期雇用だからという理由で賃金に格差があること、
また、コース別人事制度によって賃金格差があることは、差別ではないでしょうか。職
場で大いに議論していく必要があります。
さらに、統合連合会において都道府県域ごとに設定された地域係数も、大きな格差を
生み出しています。このような差別や格差は、なかまが働き続けていく意欲をうばうこ
とにつながります。私たちは、職場から議論をおこし、このような差別や格差を許さな
いたたかいを強化します。
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（４）差別的賃金制度の改善をめざす

①パワハラや、退職を広げる過度なノルマ・目標をなくしていく
人事考課や成果主義的賃金制度が入った職場では、労働者に対して過度なノルマや目
標が課されて、目標未達を理由としたパワーハラスメントや退職勧奨が広がっており、
働きがいを奪っています。賃金や一時金が、一方的な査定によって決ることは、労働組
合の団体交渉権の否定です。労働者がノルマに追われて「自爆」するようでは、農協が
農家や住民から協同組合として信頼をえ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。
●農協での目標管理運営上の問題点の有無

（単位：％）

●農協での目標管理運営上の問題（従業員規模別）

（複数回答、単位：％）

※ JC総研「人事管理REPOT」2011.4.1より
（回答農協数382）
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また、人事考課や成果主義的賃金制度は、総額人件費を削る手段であり、低い評価の
労働者の賃金分を、高い評価の労働者へ回して、労働者に過酷な目標達成のための競争
を押しつけています。その目標も短期目標にかたよっており、
「成果をとれればいい」
ことに偏重するために、モラルの低下やコンプライアンス違反を誘発して、事業低迷の
原因にもなっています。私たちは、人事考課を賃金に連動させることや成果主義的賃金
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、制度の弊害を指摘して、
改善を要求します。
●農協での人事考課制度の問題点の有無

（単位：％）

●農協での人事考課制度の問題点（従業員規模別）

（複数回答、単位：％）

※ JC総研「人事管理REPOT」2011.4.1より（回答農協数382）

②目標達成を、賃金引き上げの基準にさせない
人事考課や成果主義的賃金制度が入った職場では、次のような問題も表面化していま
す。評価者と被評価者との信頼関係や、職場のチームワークやフォロー、コミュニケー
ションが希薄になっています。培ってきた仕事の経験や技能が次の世代に受け継がれな
いこと、過度な競争によって、協同組合で働いているというモチベーション（何のため
に働くかという動機づけ）も低下しています。
労働者の賃金を、目標やノルマの達成度によって決めることは、このような問題を発
生させます。目標達成を、賃金引き上げの基準にさせないたたかいが求められています。
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３．職場に誇りと働きがいを取り戻す人員増をめざす

（１）なかまから悲鳴が上がっている

全国の職場のなかまから、過重労働・過密労働に対する悲鳴が上がっています。「い
ままで 3 人で担当していたのに一人に減った」
「うちの農協では 7 人のなかまが長期療
養休職している」など、きびしい職場実態を反映するこえが相次いでいます。人員増要
求は、なかまに共通する切実な要求になっています。しかし、人員削減がもたらしてい
るきびしい職場状況を放置し、問題にすることがなければ、結局は労働者の「自己責任」
のように、過重労働が押しつけられてしまいます。
（２）人員増要求の実現のためには、何が必要だろう

人員増を実現するために一番必要なことは、徹底した職場の話し合いです。職場班で
は、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てい
くことが大切です。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、やはり肝心なのは人員削減によって失われてきた職場のゆとりなど、職場実
態をしっかりと伝えて団体交渉することです。
４．
８時間労働をとり戻し、職場から健康破壊や過労死・過労自殺をなくす
●賃金不払い残業の実態
2012 年の秋にスタートした「残業代の記録・
請求運動」は、単組でとりくみがはじまりまし
た。
しかし、労働者が残業した分をしっかりと請
求するまでには至っていないのが実態です。
これまでも、全国で労働基準監督署が検査に
入り、農協が違法を指摘され、賃金不払い残業
の是正指導を受ける事件が後を絶ちません。
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全額支払われている
５時間未満（不払い）
10 時間未満
15 時間未満
20 時間未満
30 時間未満
40 時間未満
40 時間以上

（％）
44.7
15.4
13.0
6.0
7.5
4.3
2.4
4.5

※ 全農協労連「2013年くらしの実態・要求アン
ケート」中間集約（2013年1月4日現在）より

全中は、全農協労連の要請にこたえて、各都道府県中央会に対して「労働時間の適正
な管理と時間外労働の削減について」という指導文書を出しました（2009 年 10 月 30
日付）
。しかし、個々の農協や連合会までには指導が徹底されていません。
「残業代の記録・請求運動」をちからにしながら、労働基準法違反を一掃する要求を
提出します。同時に、時間外労働を削減して８時間労働をとり戻し、人員増を勝ちとり、
過労死や過労自殺を生む劣悪な長時間・過密労働をなくしていきます。
５．セクハラやパワハラの根絶をめざす

（１）人格の侵害

セクハラやパワハラは犯罪です。労働者の人格権を侵害する行為であり、許されるも
のではありません。パワハラは、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、業務の適正な範囲を超え、精神的・肉体的苦痛を与え
る、または職場環境を悪化させる行為のことをいいます。
職場にノルマや競争が持ちこまれるなかで、職場が荒廃し、労働者を育てるという気
風が失われていることにも大きな原因があります。
（２）職場で防止するために

セクハラやパワハラを防止するためには、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、学習会の開催など、ハラスメントを起こさせない職場気風をつくるこ
とが大切です。
経営者が推進未達成者を呼び出して「達成を迫る」行為は明確なパワハラ行為であり、
中止させなければなりません。パワハラが起こった場合には、
労働組合が事実を収集し、
労使協議を行って対策を講じさせること、また、労組が、実際に職場でやめさせるとり
くみに踏み切ることも、本人の人格権を守るために必要なことです。
６．希望者全員を対象とする定年延長・継続雇用制度の実現

（１）年金受給までの空白をつくらせない
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公的年金（老齢厚生年金：２階の報酬比例部分）の支給開始年齢が 2013 年 4 月か
ら 61 歳に引き上げられ、順次 65 歳まで引き上げられます。
60 歳定年では無収入になる可能性があるため、2013 年 4 月 1 日に施行する高齢者
雇用安定法の改正を踏まえて要求します。
（２）希望者全員とし、排除を許さない

今回の法改正は「継続雇用制度を導入する場合には希望者全員を継続雇用の対象とす
る」ことになりました。

●厚生年金支給開始年齢の引き上げ

※ 厚生労働省ホームページより
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しかし、継続雇用の場合には子会社や関連会社に移ることを容認し、
「心身の故障の
ために業務に耐えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員
としての職責を果たし得ないこと等就業規則の解雇事由や退職事由に該当する場合には
継続しなくてもいい」（厚労省指針）としており、問題を残しています。労働組合が、
高齢者の雇用の安定という法の趣旨のとおり、
希望者全員にさせていく必要があります。
（３）職場での話し合いを大切にする

職場の若い世代にとっては、自らの将来の問題ではあっても、まだ遠い先のこととし
て受け止められやすく、関心が薄いのが実態です。しかし、日本経団連は、65 歳まで
の継続雇用のための人件費を確保する目的で、40 歳代、50 歳代の賃金を抑制する賃金
制度改悪の方針を打ち出しています。高齢者雇用を口実とした総額人件費削減攻撃に対
して、反撃していく必要があります。また、政府は、年金支給年齢をさらに延伸する計
画であり、「老後のくらしの夢が抱けない」年金支給年齢の延伸に反対するたたかいが
求められています。継続雇用制度にあたっては、高齢者が培ってきた経験を活かせる仕
事についても、議論を深めていく必要があります。
７．改正労働契約法もたたかいに活かして、均等待遇の実現をめざす

改正労働契約法は、有期雇用は一時的・臨時的な場合に限るべきであるという入口規
制は設けられずに大きな問題点を残しました。いっぽうで、臨時職員などの有期雇用労
働者と、正職員である無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによって不合理
な労働条件の相違をもうけることを禁止する
条文が、はじめて盛り込まれました。
今回の法改正は、不当な雇用差別の撤回を
求めて是正を勝ちとった全農庄内すみれ会を
はじめ、多くの労働者のたたかいにより勝ち
とられた大きな成果です。私たちは、この春
闘において、有期労働契約の新しいルールを

貴重な到達へと繋がったすみれ会の頑張り

積極的に活用しながら、臨時職員など有期雇用のなかまとの対話活動をおこなって、差
別や格差の改善をめざしていくことが大切です。
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８．農協・連合会に協同組合としての役割を発揮させる

（１）農協が、再生可能エネルギーの普及など、農家の要求を農協の事業にむすぶこと

第 26 回 JA 全国大会が、はじめて脱原発の方針を決定し、単協が小水力発電などに
先進的にとりくんでいる事例も紹介されています。しかし、農協の再生可能エネルギー
普及の本格的なとりくみは、これからです。
国民の多数が原発即時ゼロを求めているいま、農協や農業団体が、太陽光やバイオマ
ス、小水力や風力などの再生可能エネルギーの普及にとりくむことは、農家の要求を農
協事業にむすぶことにつながります。農協が、漁協や森林組合、生協など、他の協同組
合といっしょに連携を強化して、地域循環型経済の再生と地域づくりに貢献することも
大切な役割です。
（２）仕事の見直しや改善要求の重視

仕事を改善し、見直していくとりくみを重視します。労働者が毎日の仕事を通じて感
じたことを職場班で話し合って要求を提出し、
仕事の改善や見直しにつないでいきます。

第６章

たたかいのすすめ方

１．生活を土台に、職場討議と賃金学習を徹底する

（１）職場討議ための準備を怠らない

①生活を土台において討議する
一人ひとりの生活には違いがあっても、それぞれの生活実態を土台に、賃金について
徹底して話し合って賃金要求をつくります。
②自分たちの賃金実態の調査
全組合員の賃金実態を調査し、単協・連合会のモデル賃金や、25 歳最低生計費や 35
歳最低生計費と比較ができるようにします。
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③組合員の現在の賃金をプロット図に落とす
①の調査にもとづいて、組合員が、モデル賃金や最低生計費に到達しているのかを確
かめることができるように全員の賃金をプロット図に落とします。
●プロット図を用いた賃金・生計費の比較
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㪍㪇䌾

作成した資料を積極的に活用して、職場班討議において一人ひとりから生活実態を出
し合い、聞き合えるようにします。
（２）職場班討議を徹底する

①ベースアップがないと賃金水準は引き下がる
賃金は、定期昇給を続けているだけでは、これまでの先輩の賃金に到達することはで
きません。先輩がたたかって築いてきた賃金水準には、定期昇給だけではなく、ベース
アップも含まれているからです。賃金は、しっかりとベースアップをかちとって賃金表
を書き換えさせないと、賃金水準が上がらないことを確認し合うことが大事です。
②「これだけはほしい」という、本音の要求討議をおこなう
生活や仕事の実態を話し合うことを怠っていたのでは、本当の要求にはなりません。
生活をするために、
「本当はこれだけほしい」という本音の要求討議を、職場班単位で
実施することを徹底します。職場班は、労働組合になかまが結集する基本組織です。各
単組は、1 月から 2 月までに、しっかりと職場班討議をおこないます。
（３）賃金学習をおこなう

①賃金は生活給であること
賃金は、労働者にとって生計費であり、生活
給であることを学習します。
「賃金」
とは何か改めて学習することが大切

②ベースアップの必要性を学ぶ

定期昇給とべースアップの違いとともに、ベースアップの必要性と大切さをしっかり
と学びます。
③定期昇給の平均金額（率）を経営者に明示させる
遅くとも各農協の新年度には、定期昇給が決まっています。賃金は大切な労働条件で
すから明示させるべきです。経営者に対して、定期昇給の金額提示を求めます。
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２．全ての労組員が「たたかい」に結集し、労使対等を貫く

（１）統一要求日までに必ず要求を提出する

①産別統一要求日（3 月 6 日）
全単組は、産別統一要求日までに、必ず要求書を提出するよう、全力を尽くします。
2012 春闘を振り返ると、3 月 7 日の産別統一要求日までに要求を提出した単組の多く
が、3 月から 4 月にかけて、有額回答を引き出しています。
1 月から 2 月の職場班討議をしっかりとおこなうこと、そして、産別統一要求日まで
に要求書を提出することを、
産別を上げて徹底します。統一要求日から統一プレート
「要
求実現・団結ガンバロー」を着用します。
②要求書は、団体交渉において説明して提出する
要求書は、団体交渉の場において提出することを原則とします。団交では、要求の内
容をきちんと説明できるよう、執行委員会において十分に意思統一します。
また、回答指定日を示し、その日の団交を申し入れるとともに、具体的な回答を明示
するよう求めます。
（２）回答指定日に団交をおこなって、具体的な回答を求める

回答指定日の団体交渉では、具体的な回答の提示を求めます。
「追って回答する」と
いう回答は「ゼロ回答」にほかなりません。
（３）3 月 14 日は第１波統一行動日

全農協労連は、回答指定日翌日の 3 月 14 日を第１波統一行動日に設定し、全ての単
組・支部が一斉職場集会をおこなって、回答の報告と今後のたたかいの意思統一を行う
ようにします。
この日は、国民春闘共闘委員会の統一行動日であり、全国で 50 万人以上の行動参加
を目標に、統一行動にとりくみます。
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（４）みんなで行動に結集して、要求を前進させる

①みんなで行動に結集する
全労組員がたたかいに結集することが、要求実現のカギです。具体的戦術や行動を配
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。
②「一人一言メッセージ」など、組合員の行動参加を重視する
自分たちのくらしの実態や切実な賃金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い、要求実現の力を強めていきます。
また、労組未加入者にも、アンケートや「一人一言メッセージ」への協力を呼びかけ
ていきます。
③団体交渉では、交渉参加者が全員発言できるように準備する
団体交渉は要求実現の場です。事前によく意思統一をしながら、参加者全員が、生活
の苦しい実態や過重労働・過密労働の実態について、なまの声を発言することが大切で
す。
また、発言することはできない場合でも、熱い「まなざし」を経営者に向け、不当な
回答には怒りの「まなざし」を向けて抗議することも大切です。
④決起集会の開催
職場において決起集会を開催して、た
たかう意思統一を行うなど、みんなで行
動することを具体化します。
⑤執行委員がたたかいの先頭に立つ
執行委員は、たたかいの先頭に立ち、

支部での決起集会

全ての労組員が活動に結集するように指名ストライキにはいってオルグ（意思統一のた
めの訪問行動）を実施するなど、職場の意思統一に力を注ぎます。
⑥不当な言動、不誠実な対応は許さない
経営者が回答指定日に誠実に回答することは、労使対等を守らせる基本です。回答延
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期や、団体交渉での不誠実な対応は、労使対等を否定することです。団交をくり返して
いただけでは、要求の前進は望めません。ストライキや抗議集会、全員団交など、知恵
を絞ってたたかいます。
３．統一行動の設定など闘争日程と体制

（１）第 104 回臨時大会の開催

① 2013 年春闘方針（案）の読み合わせ討議（1 月〜 2 月）
本部は春闘討論集会（12 月 13 日〜 14 日開催）での討論をもとに、中央執行委員会
において春闘方針案を決定し、第 104 回臨時大会議案として単組に送付して議論に付
します。
② 2013 年春闘方針の決定
第 104 回臨時大会を 2 月 21 日〜 22 日に東京で開催し春闘方針を決定します。
③春の産別中央行動
春の産別中央行動は、臨時大会に引き続いて、2 月 22 日午後に実施します。
（２）統一要求日、回答指定日、統一行動日へ総結集をめざす

①統一要求日（ゾーン）と回答指定日
○統一要求日

臨時大会後から 3 月 6 日（水）まで

（＊要求提出日から「プレート」の着用
○回答指定日

＊団体交渉の場で要求書を提出すること）

3 月 13 日（水）

（＊あらかじめ団体交渉を申し入れて設定し、具体的回答を引き出すこと）
②産別統一行動日
○第１波統一行動日

3 月 14 日（木）

（＊一斉職場集会を全ての職場で開催し、
「一人一言メッセージ」と「全農協労連委
員長アピール」をみんなで確認します）
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○第２波統一行動日

3 月 25 日（月）〜 29 日（金）

（＊ストライキを含む戦術・行動を配置し、賃上げ上積み・諸要求の前進、年度末
一時金決着をめざします）
○第３波統一行動日

４月中旬に設定します。詳細は戦術委員会において決定し単組
へ指示します。

（＊ストライキを含む最大の戦術・行動を配置し、春闘の連休前決着をめざします）
③ストライキ権の確立
第 104 回臨時大会において、次の事項について、産別ストライキ権を確立します。
＜産別ストライキ権確立項目＞
１．賃金の引き上げ要求
２．人員増に関する要求
３．働くルール確立に関する要求
４．均等待遇の実現に関する要求
５．高齢者の継続雇用に関する要求
６．年度末一時金の要求

４．署名運動

（１）秋から引き続いて取り組む署名
「増税ストップ署名」「TPP 参加反対
署名」に継続してとりくみます。
（２）春からスタートする署名
「実効あるパート労働法改正をめざす
署名」
「最低賃金を時給千円以上にする
職場でも街頭でも多彩に署名を広げよう

署名」にとりくみます。
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●地域別最低賃金

（単位：円）
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