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全農協労連２０１７年度活動総括（案）／２０１８年度運動方針（案）

はじめに
私たちが働く農協・農業関連団体をめぐって、政府や規制改革推進会議などは「農業・農協改革」を推
し進めています。国会の数の力によって農協法を「改正」して全中・県中央会の役割や機能を奪い、単協
事業の切り離しや各連合会の分離を迫るなど、農協系統組織にとって必要な役割や機能を縮小させ、協同
組合組織を解体して農村での大企業のビジネスチャンス拡大を図ろうとしています。
系統農協中央は、
こうした動きのなかで狙われていた「農協の准組合員の事業利用の規制」に対して〝地
域におけるインフラを奪う〟と反発し、准組合員の利用規制強化については踏みとどめさせました。しか
し、政府から「自己改革」の促進とともに「農業者所得の増大」という責任を背負わされ、その対策とし
て新たな広域合併、事業の分離・別会社化などの重大な組織再編をはらむ「ＪＡグループ自己改革」を打
ち出しています。
こうした一連の「改革」が、いまの農協・農業関連団体における雇用や働き方に大きく影響しているこ
とは明らかです。
一方、地域農業に目を向ければ、これまでの農業政策によって、輸入農畜産物は増大し、国内の食料自
給率は引き下げられ、稲作を中心とした家族的農業経営は縮小されてきました。
そして、「後継者・担い手不足」、
「農業機械の更新」など様々な事情から、兼業農家を含めて農地を維
持することさえ困難となり、地域の大規模農業経営体への「作業委託」が進められています。また、過疎
地では「耕作放棄地」の増大が深刻化し、地域全体の大きな課題となっています。こうした農業政策が農
業者の暮らしと生業を困難にし、地域を荒廃させています。
さらに、政府は「戦後農政の総決算（戦後レジームからの脱却）」を掲げ、
「ＴＰＰ１１」、
「日欧ＥＰＡ」
をはじめとした自由貿易を加速させるとともに、
「農政改革」の名の下に大資本の参入を容易にする様々
な法改正を強行して、企業的農業経営への転換を図ろうとしています。
組合員による組合員のための事業を行うことを目的につくられた農協や農業関連団体に、こうした農家
組合員の暮らしと生業の困難さ、地域経済の苦しさが反映するのは当然です。そんな中で、農協系統を上
げて取り組まれる「ＪＡグループ自己改革」は、こうした大本の課題に目を向けた「改革」となっている
でしょうか。
農家組合員の営農と暮らしを支える仕事への誇りを持ち、地域に喜ばれる事業のあり方を考え、農協・
農業関連団体に働き続けられる職場をつくるためにも、仲間の雇用と暮らしを守り、ブラック職場の解消
に向けて要求を掲げ、労働組合の役割を大いに発揮していくことが求められています。
職場で「要求づくり・話し合い・学習」に取り組み、要求実現をめざすたたかいとともに、産別結集を
より強固にし「食料・農業・地域を守る」たたかいの先頭に立つ情勢を迎えています。
第１１５回定期大会では、これまでの全国の仲間のたたかいに学び、共有するとともに、２０１８年度
のたたかいを意思統一し、決意を確認し合います。

第１

章

2017 年度の運動の総括について

１．運動方針が示した方向
職場で慢性化する人員不足の問題、仲間一人ひとり

体」攻撃に対して、その狙いを明らかにし、職場と地

に過重な責任が負わされる自己責任論が強まり、総合

域で運動を広げる大切さを確認しました。

事業としての協同組合、農家組合員の意思が反映され

職場では、だれでも当たり前に暮らし・働き続けら

る事業のあり方、農家組合員との向き合い方など、協

れる社会の実現、働くルールの確立などの要求をかか

同組合運動を支える労働者として考えるゆとりも、協

げ、また、国民全体に関わる命・暮らし・雇用を脅か

力・共同した業務遂行も、それらは「過去」のものに

す大本にある安倍政権の暴走政治を許さないたたかい

なっているかのようです。

では、社会保障制度の拡充、消費増税中止、原発再稼

こうした中で、２０１７年度の運動方針では本来あ

働中止、９条をはじめ平和憲法を守る運動の強化を提

るべき協同組合の原点・原則をあらためてつかむため

起しました。その運動の指針として「全農協労連・綱

の学習と、その実践に向けて奮闘していくことを提起

領」を位置づけ、すべての農協労働者の団結し、要求

しました。

実現をめざす方向を示しました。

そして、いま強められる「地域農業つぶし・農協解

２．
２０１7 年度方針に基づく運動の特徴と到達
会を開き、地域協同組合の大切さ、農協に働く労働者

（１）
「地域農業つぶし・農協解体」攻撃をはね返す、

への役割などあらためて学び合いました。

各地本・単組のたたかい

東北地本の仲間は、昨年に引き続き、労農研究集会
政府・規制改革推進会議によって「農協改革集中期

を開き、研究者の力も借りながら、現在進められてい

間（2019 年 5 月まで）
」が定められ、系統農協中央は

る広域合併に向けた対策をはじめ、安倍政権の農協攻

より具体的な「自己改革」が迫られるなかで、広域農

撃の狙い、生活協同組合の実践などから学び、協同組

協合併、県１農協、事業・組織再編などを具体化して

合の果たすべき役割を再確認しました。

きました。私たちは、こうした「改革」が進む中で、

関東地本・中央支部の仲間は、職場の課題から「農

仲間の雇用と労働条件を守る取り組みを強化するとと

業・農協改革」の課題をつかむために、昨年に続いて、

もに、単協・連合会・中央会など系統全体の組織再編

合同学習会を開催しました。

の強まりに対して、職場を基礎に「地域農業つぶし・

甲信越地本の仲間は、「農業・農協改革」を柱に、

農協解体」攻撃を許さない運動を大きな柱に据え、産

連合会職場における「自己改革」の現状、ＳＳ存続に

別への結集・強化を図りました。

向けた地域住民の取り組み、また、病院給食の地元食

各地本・単組は、第１１３回定期大会で決定した

材の活用などの地域課題とともに、「改憲」とのかか

２０１７年度運動方針に基づき、政府の「農業・農協

わりもテーマに学習交流会を開催しました。

改革」の狙いを学習し、たたかいに向けた意思統一と

東海地本の仲間は、職場と地域をめぐる情勢課題を

ともに、「改革」が強まる下で進められている系統組

学び、各職場からのたたかいを通じて「農業・農協改

織の「自己改革」への対策を図りました。

革」への反撃を位置づけ、学習会を取り組みました。

北海道（単）の仲間は、農協青年部役員を講師に招

近畿地本の仲間は、地域農業つぶし・農協解体攻撃

き、農家組合員から見た「農協改革」をテーマに学習

に対して、職場と地域からたたかいを広げようと、時
2

期別の学習会での意思統一を図るとともに、ＴＰＰ

Ｐを日本政府が主導し、残りの１１カ国で「ＴＰＰ

１１など自由貿易の拡大が狙われる喫緊の課題をはじ

１１」として復活させ、今国会でＴＰＰ１１承認案・

め「農業・農協改革」に関わり、近畿農政局との交渉

関連法案の成立を狙っていることに対し、全国食健連

を行い、地域からの運動を実践しました。

や中央７団体連絡会（全労連・生協労連・自治労連・

中国地本は、現在、山口（単）と全農山口県本部労

農民連・新婦人・食健連）、「ＴＰＰプラスを許さない！

組による運営を行っていますが、九州地本との連携も

全国共同行動」などと共に、法案の「慎重審議と廃案」

強化してきました。山口県が県１農協への合併を控え

を求めて、国会議員要請、院内集会、全中・農水省要

るなかで、農業・農協問題研究所とも連携を強めなが

請、各グリーンウェーブ行動に取り組み、共同・共闘

ら、地本執行委員会で対策や情報の共有化を図ってい

を広げました。

ます。合併設立委員会との協議を繰り返し行うととも

各地でも、これまで「ＴＰＰ反対・批准阻止」で共

に、県内の未加盟単組に呼びかけた労組懇談会や、県

同を進めてきた様々な団体とのつながりを活かし、さ

中央会や農業者とも協力して「これからの山口県の農

らに運動を継続・発展させてきました。

業と農協を考えるシンポジウム」を開催し、雇用と身

地域農業に重大な影響を与える「米の直接支払交付

分、労働条件、また地域農業を守るために県１農協合

金」の廃止問題に対しては、「農業者戸別所得補償制

併の課題を議論し、取り組みを強化しています。

度の復活を求める請願」の署名運動を、職場と地域に

四国地本の仲間は、「農協・自己改革」へのたたか

広げてきました。そして、この要求は新潟県での中山

いに向けた学習に取り組むとともに、高知県・徳島県

間地農業「公的サポート」モデル事業（独自の戸別所

で進められている県域１農協合併に向けた対策につい

得補償制度）や、岩手県議会での「請願採択」など、

て、各単組と連携し協議しました。

各地で農業分野の政策や運動に位置づけられ、大きな

九州地本の仲間は、農業・農協問題研究所九州支部

前進を作り出しています。また、この署名の国会への

と連携し、第１回労農研究集会を開き、
「改正農協法」

提出にあたっては、野党の幅広い会派に紹介議員を広

の問題点や各地の「農協・自己改革」の動向などを交

げてきました。

流し合いました。

また、主要農作物種子法の廃止に対して、埼玉、新

また、全農協労連本部は、合併や組織再編の全国的

潟、兵庫で種子条例が制定され、長野、滋賀などで要

な状態と課題を掴むために「
『農協改革』の下でのさ

綱・要領で対応するなど、多くの都道府県が従来通り

らなる広域合併問題について」をテーマに農業・農協

の対応を決めたことは、安部農政がいかに地域の実態

問題研究所に調査・研究を委託しました。この研究結

とかけ離れているのかを示すものです。

果は２０１８年度の取り組みに反映していきます。

このような運動の広がりが、野党６党による「種子
法復活法案」
（4/19）の共同提案へとつながり、また、
「農
業者戸別所得補償制度の復活」も共通政策として調整
が進められています。
（３）団結を固め、安定した雇用、働くルールの確立
をめざす運動

山口県での一農協合併を考えるシンポでは農業法人なども登壇

①

すべての労働者の賃上げで暮らしの改善
各単組は、大幅賃上げをはじめ初任給の改善や均等

（２）各地に広げた「食料・農業・地域を守る」共同・共闘

待遇の実現をめざし、２０１８年春闘のたたかいに立
食料支配を強めるグローバル大企業を応援する自由

ち上がるとともに、秋期年末闘争ならびに夏期闘争を

貿易・規制緩和路線、家族的農業者を淘汰する「地域

通じた一時金闘争による暮らしの改善に向けてたたか

農業つぶし」、地域の砦である協同組合の解体攻撃の

いました。

狙いを明らかにしながら、国民の食料と健康、地域の

賃金引き上げでは、粘り強い交渉で昨年に引き続く

農林漁業を守り、持続可能な地域循環型社会を実現す

連続のベアを勝ち取っている単組、北海道（単）
、山

るために奮闘しました。

形（単）などで改めて賃金引上げの要求を位置づけ直

とくに、アメリカの離脱から漂流状態であったＴＰ

すなかで十数年ぶりにベアを獲得したという単組も生
3

まれています。宮城（県）の仲間は、従前の定昇とは

じた不払い残業の問題、３６協定締結においても職場・

別に加算を獲得するなど、様々な形で賃金の引き上げ

仲間の実態から協定順守を約束させるなど、各単組は

を実現しています。初任給の引き上げについても、北

団結を固めたたかいによって要求を前進させました。

海道（単）
、山形（単）
、宮城（県）が、それぞれ引き
上げを実現させました。

③

均等待遇の実現、職場から差別をなくす運動

一時金をめぐるたたかいでは、経営状況が厳しいと

職場の慣習によって特定の業務が一方の性に偏向す

いわれている中、一定の前進を勝ち取る単組がありま

ることに対して、「おかしい」と思う仲間が声をあげ

した。昨年実績を上回ることにこだわって、組合員の

始めています。

意思統一を進めて２次回答を引き出し、上積みを実現

道農協労連による「第３回全道女性のつどい」では、

した取り組みは教訓的です。団体交渉を通じて、経営

働き続けることの障害になっているものが何かについ

者に仲間の状態や職場の労働実態（労基法違反や将来

て、分散会を通じて実態を出し合いました。
「女性だ

への不安など）をつきつけ、そうした状況の改善に直

け不利な処遇」、「人員不足により連休がほとんど取れ

ちにつながる回答・対応は引き出せなくても、経営者

ないシフトで子育てにも影響している」など、職場か

が一時金の上積みというかたちで配慮せざるを得ない

ら差別をなくそうと要求づくりが取り組まれました。

力関係をつくり出した単組もあります。

「家事・育児・介護」などの家庭的責任を、多くの

ベースアップの獲得、初任給の改善などの賃金改善

女性が担わされるなかで、男性と同様な働き方をしな

要求の前進、
一時金の獲得など暮らしの改善での前進、

いと仕事では評価されないなどという課題もありま

さらに、諸要求においても仲間の実態に基づいた要求

す。男性も女性も、仕事と家庭を大切にし、両立でき

を前進させてきました。これらは単にこの一年のたた

る働き方を共に考えあうことが求められています。

かいではありません。各単組の運動の積み重ねと、あ
きらめず要求の実現をめざすたたかいによって引き出
してきたものです。引き続き、仲間の要求実現に向け
た運動を発展させましょう。
②

職場のたたかいを重視し、働き続けられる職場を
めざすたたかい

「全道女性のつどい」で分散会の報告をする仲間

全農協労連は、働き続けられる職場をめざし、労働
者・労働組合の権利をしっかり学び、
「労働条件の労

④ 「農業・農協改革」を許さず、地域農業を守る運動

使対等決定原則」を活かすたたかいの意思統一を図り

農協は「自己改革」に取り組む中で、広域合併、支所・

ました。合わせて、安倍政権による「働き方改革」の

支店統廃合、組織再編、機構改革などの「合理化」対

狙いを明らかにするとともに、
「１日８時間労働」の

策に追われている現状があります。こうした中、新潟

原則を据えて職場でたたかうことが「働き方改革」を

（単）・佐渡農協労組の取り組みは、地域に根ざす協同

許さないたたかいにもつながることを強調しました。

組合事業とは何か、事業のあり方を決めるのは誰なの
かを、あらためて示す教訓的な運動でした。

延岡農協労組の仲間は、
農協が一方的に予定した「全
職員研修会・組合員一斉訪問」に対して、職場代表合

佐渡農協は、消防法令の改正や費用面などを背景に

同会議や職場オルグに取り組み、
労働条件の変更は「労

「外海府ガソリンスタンド廃止」の方針を打ち出しま

使の事前協議合意」が必要であることを仲間同士で意

した。しかし、地元の組合員や住民からの「生活基盤

思統一し、団体交渉を通じて、一方的な開催を見送ら

が脅かされる」という声から、存続を求める運動が地

せました。また、香川県農協労組の仲間は、農機事業

域全体の住民運動へと広がり、農協もこうした声に寄

の「変形労働時間制」の導入に対して、執行委員会で

り添い「どうすれば存続できるか」をともに話し合い

の議論や当該職場の仲間の実態から、団体交渉を通じ

ながら、組合員や准組合員への増資協力も受けて、外

て一方的な導入に歯止めをかけています。こうした労

海府ガソリンスタンドを存続させました。

働条件の一方的な変更・改悪に対して、励まし合いな

佐渡農協労組は、農業・農協問題研究所新潟県支部

がらたたかった単組をはじめ、人員不足による長時間

とともに、こうした運動について学び合う現地研究会

労働の改善、振替休日の濫用や未消化、事業推進を通

を開催したり、労働組合としてこの事例を学ぶ学習会
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を位置づけてきました。労働組合が間に入った現地研

アクションとともに、国会前・厚生労働省前抗議行動

究会を通じて、農家組合員からは「廃止の決定ありき

や集会・デモなどに参加しました。また、大幅賃上げ

の説明はおかしい。そういう運営はやめてほしい」と

の実現・全国一律最低賃金制度の実現、働くルールの

率直な声が出され、農協からもそれを真摯に受け止め

確立などの要求を掲げ取り組みました。単組において

ながら悩みが出し合われる関係が作られています。

も、地域春闘共闘や県労連に結集し、
「８時間働けば

こうした運動は、いま進められようとしている様々

当たり前に生活できる地域最低賃金の引き上げ」
、安

な「改革」が、地域に求められたものであるのかを問

倍「働き方改革」反対を掲げ、地域から声をあげました。

うものです。農家組合員・地域住民に寄り添う民主的

その他、国民的課題である消費増税中止、社会保障

組織である農協の役割を大いに発揮し、地域を守る運

制度の充実、豊洲新市場移転反対などを掲げ、
「総が

動が求められています。

かり行動実行委員会」に結集しました。
食料生産と流通を結び、公的責任を果たしている卸
売市場の機能や役割を変質させ、大手資本の参入を容

（４）安倍政権の「暴走政治ストップ」の流れを大き

易にする卸売市場法の「改悪」が狙われる中、
「守ろう！

くする運動

築地市場パレード実行委員会」の仲間とともに、シン
長時間労働を容認する安倍政権の「働き方改革」を

ポジウム「卸売市場の役割と私たちの生活」の開催を

許さないたたかいは、国民春闘共闘委員会、雇用共同

支え、約２００名の市民が参加しました。

４･14 シンポジウム「卸売市場の役割と私たちの生活」 パネリストによる

卸売市場の機能と役割を
守るための賛同アピール

場開設後に流通資本の寡占化が進んだように、地方市場やそ

私たちは、４月１４日東京・築地市場で、「卸売市場の役割

生鮮食料品などの価格は安定せず、農・漁業者の暮らしと生

こに頼っていた商店の経営悪化が一層進み、ますます地域間
格差が拡大していくでしょう。
このように、多くの問題がある「卸売市場法・改正」では、

と私たちの生活」についてのシンポジウムを開催しました。

業に大きく影響し、また、仲卸はないがしろにされ、八百屋

今回の「卸売市場法・改正」は、「民間主体」の組み立てへ

や魚屋、飲食店など地域経済にとってもその影響は避けられ

と変わることから、卸売市場の骨抜きであり看過できません。

ません。

そもそも生鮮食品を扱う卸売市場は、鮮度といった条件が

私たちは、シンポジウム「卸売市場の役割と私たちの生活」

あることから「セリ」による「完全競争原則」を貫いた価格

を通じて、食料の安心・安全・安定供給を支え、世界に誇る「日

形成によって、大資本の独占・寡占を許さず、農・漁業者な

本の食文化」を支えてきた卸売市場の機能を弱体化させる「卸

ど生産者及び実需者や消費者が信頼できる適正な価格形成を

売市場法・改正」を容認することはできないことを確認し合

おこなってきたことで、地場産業や地域の生鮮食料品店や飲

いました。

食店など商店街を支え、日本の多様な生鮮食品流通を通して、

国民が生きていくために、最低限必要なものに対して様々な

日本の豊かな食文化をはぐくんできました。

保護規制が設けられています。しかし、この最低限の規制す

「改正案」は、現行８３条からなる条文を１９条とし、国や

らなくしてしまう「規制緩和・官から民へ・競争第一主義」

自治体などの公的関与を弱め、外資を含めた法人である者が、

などが日本社会に広がり、「貧困と格差」を拡大しています。

農林水産大臣の、「認定」を受ければ、誰でも既存の卸売市場

今回の「卸売市場法・改正」は、「ＴＰＰ協定」や「主要農作

の「開設者」の地位に参入でき、開設自治体の議会の承認を

物種子法の廃止」などと同じくグローバル多国籍企業の利益

得ていた「業務規定」が、民間資本の都合の良いように改変

を優先させる規制緩和路線の一環であることも確認しました。

される危険が強まります。

私たちは、こうした重大な「卸売市場法・改正」が、ほと

さらに、セリ制度の公平性を支えた「第三者販売の禁止」・

んどの生産者・市場関係者・消費者・国民が知らない間に拙

「直荷引きの禁止」・「商物一原則」が条文から削除され、各市

速に国会を通過することに、大きな危機感を感じます。政府

場の開設者の判断に任されました。これでは、資本力の大き

に対して「卸売市場法・改正」は止め、卸売市場の機能を守

い流通資本などが大量の生鮮物を買い集めることができ「差

ることを強く要請します。つきましては、このアピールへの

別的取り扱いの禁止」規定は空文化します。

賛同を広く呼びかけるとともに、この法改正の本質や危険性

これでは、市場の公共性が奪われるだけでなく、大都市の

を多くの方々に知ってもらい、その中止のための取り組みを

力ある民間市場への出荷が集中し、フランスで、ランジス市

されることを訴えます。
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シンポジウムでは、生産者を支え、市民生活を守っ

必要な要求はしっかり掲げようと、職場を超えて仲間

ている卸売市場の役割やその大切さをあらためて見つ

同士が励まし合いました。

め直し、安倍政権による卸売市場法「改悪」の狙いを

さらに、千葉農業労連は、農家の収入を少しでも増

明らかにしました。合わせて、築地市場をめぐる豊洲

やそうと、組織内外に餅の購入を呼びかけ、産直セン

新市場への移転問題、卸売市場法の「改悪」阻止に向

ターの仲間や農家を励ましました。

けた市民運動の広がりを実感しました。
平和を守る運動では、８月に開催された「原水爆禁
止２０１７世界大会・長崎」へ代表を派遣し、文化連
労、長崎（単）
、鹿児島（単）の仲間とともに「核兵
器のない平和で公正な世界を」めざす運動に連帯しま
した。また、政府が原発再稼働に向けて動きだしてい
る中、各地で取り組まれた「原発再稼働反対」の集会

災対連運動も通じて被災地・被災者の要求実現へ

などに参加しました。
昨年１０月に行われた衆議院総選挙では、
「ＴＰＰ

（６）組織の強化・拡大、産別結集を広げる運動

反対」
「農業・農協改革反対」
「農業者戸別所得補償制
①

度の復活」などの要求実現に向けて、また、「働き方

組織強化拡大対策

改悪」「改憲策動」など、安倍暴走政治をはね返そう

「日常活動を強化し、労働組合の魅力を語り、強く

と全国の仲間に呼びかけ、
「みんなで投票に行こう」

大きな全農協労連」をめざし、この一年奮闘しました。

を合言葉に取り組みました。

労働組合への期待と関心が高まる各闘争期に合わせ、
秋期年末闘争では９月から１１月を「秋の組織拡大運
動」、春闘では３月～７月を「春・夏の組織拡大運動」

（５）被害にあった仲間をみんなで支え、対策の充実

月間として位置づけ、農協に働くすべての労働者を対

を求める運動

象に要求づくり、臨時・パートなど有期雇用労働者と
全農協労連は、九州北部豪雨・秋田県集中豪雨など

の語る会などを提起しました。また、本部は、重点単

相次ぐ自然災害に対して、当該単組や地本と連携し、

組を設け、地本・単組の執行委員会にも積極的に参加

仲間と地域の被害実態に即した対策と全国支援カンパ

し、必要な対策・支援にあたりました。

に取り組みました。また、機関紙を通じて、東日本大

一方、執行委員会の開催自体が危ぶまれる事態も生

震災、九州熊本大地震における被災地・被災者の現状

じています。執行委員を含め「自己責任」の業務目標

や課題について共有化を図るとともに、継続的な支援

が背負わされる中、
「仕事・業務の他に労働組合の任務」

と必要とされる政策課題などを全国に発信しました。

もあって、「もう勘弁してくれ」という思いも少なか
らずあるのではないでしょうか。

こうした活動と合わせて、
「暮らしと生業の再生と

そうした思いを克服していかなければ、「労働組合

再建」をめざす運動強化に向け、
全国災対連に結集し、

で一緒に頑張ろう」という前向きな気持ち・組織拡大

中央行動や各省庁要請などに取り組んできました。
単組の取り組みでは、千葉県沿岸部における長雨の

にはなかなか足は向きません。そのために執行委員会

生育不良に加え、塩害が広範囲に生じ、大根や葉物野

は、執行委員自身の課題を出し合いながら、その一つ

菜を中心に何一つ出荷できない農家が出るほど大きな

ひとつの解決をめざす努力をしていきましょう。
自分自身の職場の状況から課題を浮かび上がらせ、

被害を受けました。こうした生産者の状況が直結する
産直センターで働く千葉農業労連の仲間は「冬場の収

その対策の議論を通じて、職場・仲間全体に目を向け

入がない生産者もいる中で、年末一時金要求をどうす

る執行委員会をめざしましょう。

るか」と不安や悩みを抱えていました。
②

千葉農業労連は、これまで産直センター祭りなどで
「ＴＰＰ批准阻止」
、
「農業・農協改革反対」を訴え、

本部中央執行委員会
全農協労連・中央執行委員会は、たたかう方針に基

農家と地域農業を守る運動に取り組んできたことをあ

づき様々な運動の具体策を示しながら、産別の役割発

らためて確認し、引き続き、営農を再開する農家を支

揮・強化に向けて各地本・単組の運動と要求の前進を

えるためにも、そして、自分たちが働き続けるために

めざしてきました。
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各闘争では、中央闘争委員会を設置し、全国の仲間

⑤

青年部活動

の結集による要求と運動の前進をめざし、産別統一行

全農協労連・青年部は、昨年７月に「２０１７ヤン

動を配置しました。その他、五役会議と中央戦術委員

グセミナー」、「第９回総会」を開催しました。ヤング

会を開き、情勢分析をはじめ必要な運動の方向などを

セミナーでは、安倍政権のもと強行された主要農作

意思統一してきました。

物種子法の廃止による地域農業への影響や課題などを
学び合いました。総会では、多くの職場で若者の中途

③

秋と春の産別中央行動産別中央行動

退職が増えている状況や働き続けられる職場をつくる

１１月に行った「秋の産別中央行動」では、農業・

ために、また、執行部に若い世代の役員が増加してい

農協改革下における職場の様々な課題の改善や、
「農

る中で、これまで労働組合が勝ち取ってきた労働協約

業者戸別所得補償制度の復活」などの政策要求実現を

や、職場の「就業規則」さえも読んだことが無いとい

求めて、全中、全農、農林中金、農水省への要請を行

う仲間が少なくないことから、活動の基礎的な土台を

いました。また、その一環として国民春闘共闘委員会

つくるために最低でも労働協約や協定、就業規則など

などによる中央決起集会にも結集し、他産業労組の仲

をチェックしようと呼びかけました。一方、こうした

間と共に「政府・財界による農業・農協改革反対」、「Ｔ

問題意識や取り組みはまだ青年部の執行部レベルにと

ＰＰ１１反対」などを掲げて行動しました。

どまっていることから、職場全体に運動を広げられる

第１１４回臨時大会と合わせて行った「春の産別中

よう引き続きキャンペーン運動に取り組むこととして

央行動」では、
「農業者戸別所得補償制度の復活を求

います。

める院内集会」を開催し、請願署名の紹介議員を増や

今年２月に開催した「ステップアップセミナー」は、

して国会内外でのたたかいを広げました。また、全中、

総会で決定した方針を実践し、就業規則の変更提案に

農水省への要請行動を行い、職場の問題解決とあわせ

対する労働組合として対策と団体交渉の経験を積もう

て、農家の期待にそった運動や政策を進めることを要

と「模擬団体交渉」を行いました。参加した仲間の多

求しました。

くは「緊張した」、「よりリアルに実感できた」などの
感想が寄せられました。

④

連合会部会の取り組み

各地本・単組でも、上記のキャンペーン運動を受

全農協労連・連合会部会では、昨年９月に連合会労

け、職場のルールを再点検する学習会が取り組まれま

組全国交流会を開催しました。各事業連が抱えている

した。また、
「農業・農協改革」などをテーマにした

課題を一つにしながら、運動を進める部会を結成した

学習会も、「働き続けられる職場」や将来の仕事あり

意義を再確認し、また、
「系統農協・自己改革」の大

方を考えるといった青年層の問題意識に引き寄せなが

本にある政府の「農業・農協改革」の狙いをつかもう

ら積極的に行われています。

と学習会と分散会を行いました。分散会では、政府の
「農業・農協改革」が進められる中で、多くの仲間が

⑥

女性部活動

雇用不安や将来不安が大きなっている様子や、業務量

全農協労連女性部は、昨年８月に開催された「日本母

の増加などが共通して出されました。

親大会」（岩手県）に、全国各地の仲間２９名が参加

また、今年３月には、岡山市と仙台市にて「連合会

しました。中央段階での「実行委員会」への参加とと

労組交流会」を開催しました。この２か所での交流会

もに、岩手の現地実行委員会とも連携し、参加を広げ

には、
のべ１３単組（未加入１）から５１名が参加し、

ました。

より身近な範囲で相互の取り組み交流を目的に行いま
した。中央会における「みのり監査法人」や県１・県
域農協の組成と連合会機能の農協への移管に伴う雇用
問題など、労働組合としてどう対応していくのかなど
の議論を深めました。
このような議論を踏まえ、
「中央会職員のみのり監
査法人への転籍等に関わる問題について（２０１８年
４月）」を作成しました。また、労働条件調査の取り

延べ１万人以上が参加した岩手の母親大会

組みを継続して取り組みました。
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１０月には、
「第５０回農協に働く女性のつどい」、
「第６回総会」を開催しました。それぞれが抱える課

さず、仲間の団結とたたかいを広げ、要求実現をめざ
すために抗議声明などを発表しました。

題を束ねた「日本母親大会」を通じて、地域での結び
付きを活かした「共同・共闘」の大切さを方針に掲げ、 （７）争議関係
その実践の場として全労連女性部、農民連女性部から
運動課題を共有し合いました。

―

滋賀（単）北びわこ農協労組

役員会では、いま求められる女性部運動をあらため

北びわこ農協労組は、経営者が２０１６年４月に「役

て議論するとともに、女性らしい交流の機会を増やそ

職定年制に関わる実施要領（案）」「役職定年を含む職

うと努力してきました。

員の満５８歳以降の処遇にかかる今後の方針（案）
」

各地本・単組の取り組みでは、長野（単）が女性部

に基づく就業規則変更・労働条件改悪の一方実施を強

結成を視野に、第１回「茶話会」を開催しました。そ

行したことから、２０１６年６月に不当労働行為救済

の「茶話会」では、女性の育児休業に関わり、当事者

申立を行いました。滋賀県労働委員会は、２０１７年

も安心して休める体制や復帰してからの勤務地や時短

８月に労組の申立を全面的に認める救済命令を交付し

勤務のことなどが話し合われています。
それ以外にも、

ましたが、経営者はこれに従わず中央労働委員会に再

地本や単組が女性代表者会議などを通じて、女性の視

審査の申立をしました。現在、中央労働委員会におい

点を大切にした「女性のつどい」などが取り組まれま

て和解協議が行われています。

した。また各地の「母親大会」に多くの仲間が参加し

なお、労働委員会に関わっては、純中立労組懇とし

ました。

て全労連・ＭＩＣ（マスコミ文化情報労組会議）とと
もに三者で構成する「労働委員会対策会議」に参加

⑦

声明など

し、中央労働委員会への非連合委員の任命に向けた活

「日欧ＥＰＡ」
、
「ＴＰＰ１１」の合意に対して、安

動や、各都道府県労働委員会の活用促進・機能充実を

倍政権による「地域農業つぶし・農協解体攻撃」を許

第２

章

めざす活動をおこなっています。

情勢の特徴と運動課題

１．職場の仲間の状況、農業・農協をめぐる情勢、労働組合の役割発揮
職場では、中途退職が相次ぎ、人員不足が慢性化す

（１）職場と仲間の状況と運動課題

る中で、自己責任の強まりとともに、事業推進に対す
①

農協の職場と仲間の状況

る個別目標・実績管理など、人事労務管理が強化され

系統農協中央の流れを汲む「自己改革」の取り組み

ています。こうした労働者を犠牲にする事業のあり方

を進める中で、会・経営者は、労働者へのガマンと犠

は、労働者同士の競争と分断をつよめ、協力・協同の

牲を押し付けています。

職場を疲弊させています。

労使による事前協議・合意の上で実施するという「労

さらに、法改正に伴う「農業・農協改革」によって

働条件の決定原則」を守らずに、一方的な休日出勤を

公認会計士監査への移行対策をはじめ、「農業者所得

伴う全職員研修会の計画や、農家組合員への一斉訪問

の増大」を至上命題とされた「自己改革」の流れか

によるアンケートの取り組みなど、
「自己改革」の名

ら、相談窓口の時間延長や休日営業が新たに発生する

の下にすべてを片付けるような状況が生まれていま

など、これまでにも増して仲間を過重な労働へと導い

す。そして、新たな合併構想、県域を越えた組織統合

ています。

をはじめ各事業の分離・別会社化などの組織・事業の

会・経営者は、職場における時間外労働の増大や休

再編が進められています。

日出勤に伴う振替休日の未消化などへの対策として、
8

変形労働時間制導入の動きを強めています。一方で、
すでに「時間外手当が支払われない」などの現状があ
ることから、労働組合として問題視せずに「現状に合
わせた改善策」として、受け入れている状況も少なく
ありません。また、事業推進目標がノルマ化する中で
「達成するためには仕方ない」といった思いに駆られ
る仲間もいます。
こうした仲間の働く実態を改善するには、あらため

東西で連合会労組交流会を開催し実態を対策を交流

て職場に働くルールを定着させていくことが必要で
す。そのためには、労働者・労働組合の権利を学び、

央会職員のみのり監査法人への転籍等に関わる問題に

課題の一つひとつは労働組合で改善させることができ

ついて－出向・転籍に関わる課題と留意点、労組の取

るということを確信し合うことが大切です。問題を放

り組み－」を示していますので、これらを参考に取り

置せずに、労働組合の果たすべき役割をしっかり再確

組みをすすめていくものとします。

認し合い、労働組合が具体的な対策を講じていくこと
が求められます。

◆全農

政府の「働かせ方改悪」が推し進められるもとで、

全農では昨秋に就業規則の改定案が提示され、その

いまこそ職場で８時間労働の原則を徹底するととも

中で、家族手当の改定をめぐっては引き下げとなる労

に、労働者同士の競争と分断を強める事業推進に偏っ

働者が生じるケースが発生します。会は、この４月実

た経営のあり方を見直し、地域農業を守り発展させ、

施としていましたが、実施時期の先延ばしも可能であ

農家組合員や地域住民に求められる協同組合事業への

るとの対応もあり、交渉を継続しているところがあり

転換をめざしていきます。

ます。不利益変更となるケースでは、経過措置により

その出発点は、職場の実態、仲間の生活実態から要

実施時期の延期とともに不利益額の逓減を行わせるな

求をつくっていくことです。そして、その実現をめざ

どの対応を求めていくことが必要です。

し団結を固め、会・経営者の「事業の厳しさ論」、「事
業計画論」を口実にした抑制攻撃をはね返していくこ

◆全共連

とです。

全共連においては、当初提案が予定されていた就業

事業を支えているのは私たち労働者です。そのこと

規則の改定・人事制度の見直しについては先延ばしと

をしっかり会・経営者に認識させ、働き続けられる職

いう状況になっています。一方で、それを前に改定の

場環境をつくるよう求めていきます。

追加提案事項も出されています。会の「自動車損害調
査体制の再構築」など事業再編の動向も踏まえながら、

②

組織再編の動きが強まる連合会・中央会

労組としての対策を進めていきます。

各連合会・中央会の職場においても「自己改革」と
も関わって、さらなる「効率化・合理化」の動きが強

◆信連

まっています。労働者の権利、雇用を守るために、取

低金利による農林中金からの奨励金引き下げや、単

り組みを強化していきます。

協からの信用事業分離の攻撃などに伴う様々な問題が
予想されます。県内、全国的な状況の把握、情報の共

◆中央会

有化を強めていくことが必要です。

都道府県中央会では、
公認会計士監査と関わって「み
のり監査法人」への要員派遣が、この７月あるいは来

いずれの連合会でも、将来に対する仲間の不安が高

年３月から始まろうとしています。当初の説明とは異

まっています。会に対して、今後の組織・事業のあり

なり、原則は「転籍」
（一部は「出向」も可）という

方、検討している具体的な組織再編に関わる情報開示

ことになっています。転籍については、中央会への復

などについて、しっかり要求し回答を提示させるよう

職を前提とした「転籍出向・退職出向」としつつも法

にします。また、労働条件の変更についての労使合意

的な枠組みでは転籍です。この問題への対応について

の原則の遵守、組織再編に関わる雇用・身分の保障を

は、
既に全農協労連・連合会部会運営委員会として「中

不断に要求し確認を求めていくようにします。
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③

農業保険法など農業改革関連法の職場での影響と課題

アップを踏まえ、早期に農協の「自己改革」を実践し

規制改革推進会議に端を発した「農業改革関連法」

成果を示しながら、政府の「農協改革集中推進期間」

がいくつも成立するなかで、農協や農業関連団体の職

の期限（２０１９年５月）と、改正農協法の附則に盛

場に様々な影響が生まれています。

り込まれた准組合員の事業利用規制に関わる調査・検

昨年成立した「農業保険法」によって始まる収入保

討を加えて結論を出すとしています。

険制度のもとでは、すでに実施主体である農業共済組

また、地域における農業の多様性から、議案検討は

合の職場の仲間は農家への説明等に大きな負担を強い

「全国一律の方針より個性ある県域の方針確立を重視」

られており、これからさらなる業務量増加が懸念され

するとし、２０１８年秋の各都道府県の農協大会を踏

ます。また、改定畜安法による生乳の規制改革や、農

まえ２０１９年３月に全国大会を開催するとしていま

業競争力強化支援法によって農協をはじめとする農業

す。そして、大会議案の策定にあたっては、今年６月

団体に農業者の農業所得増大へ最大限に配慮する努力

までに組織協議案をつくり、９月にも決定するとして

義務が規定されたことなども、これからの職場や仕事

います。

への大きな影響が懸念され、予断を許しません。

こうした全国大会に向けた動きから、現在、農協の

今年の通常国会でも卸売市場法の改悪案が上程され

職場では「正・准組合員アンケート調査」などが取り

るなど、いま次々と農業・農協改革関連の法改悪が狙

組まれています。

われてることから、これらの問題点や影響を明らかに
して、法改悪の阻止、あるいは法改正や悪法の廃止に

②

むけた運動を含めて対策を講じていきます。

農協系統による「自己改革」
農協系統は、安倍官邸農政に対し、農業者所得の増

大を旗印とした「自己改革」を進めるとしていますが、
④

協同組合の原則に基づいた「自主・自立・民主的」

どこまで踏ん張れるのか危うさが潜んでいます。

な運営を求めていく

そもそも協同組合のあり方を決めるのは、その主体

私たち自身が、協同組合・農業関連団体の原則・原

者である組合員です。そして、事業運営は、農家組合

点を見つめ直し、主体者である農家組合員の願いや思

員や地域住民を含めて「自主的・自立的・民主的」に

いが反映される事業になるようめざしていきます。合

決められるものです。こうした協同組合の原則を踏み

わせて、地域住民の暮らしを支える事業を営んでいる

にじる政府・財界の「農業・農協改革」は、政治の力

ことからも、その事業のあり方は地域住民を含めた話

で組織を解体する攻撃として行われています。

し合いが大切です。こうした視点に立って、会・経営

官邸主導の「農業・農協改革」を許さず、引き続き、

者に「自主・自立・民主的」な運営を求めていきます。

協同組合運営の原則・原点を見つめ直し、協同組合の

特に、今年度は各都道府県及び全国農協大会が開催さ

役割発揮に向けて農家組合員や地域住民を含めた話し

れます。組織協議にしっかり反映されるよう取り組み

合いが求められます。

を強化します。
そして、地域に求められる「協同組合」の役割を発

（３）労働組合の役割発揮に向けて

揮するため、
系統組織による「自己改革」が、
真の「自
主・自立・民主的」な事業運営に結びつく実践を各地

①

に広げていきます。

各単組の要求提出状況は、まだまだ不十分と言わ
ざるを得ません。「仲間の願いや思いを束ねる要求
づくり」、「労働者・労働組合の権利や情勢に応じた
学習活動」、また「職場班・執行委員会などの日常

（２）地域農業・農協をめぐる情勢

活動」が十分に行われているのかなど、その状況や
① 「都道府県・全国農協大会」の開催

課題、困難の原因を明らかにしながら、対策を立て

３年に一度開催される農協全国大会は、前回２７回

ていくことが求められています。

大会で決議した「農業者の所得増大」
、
「農業生産の拡

なにより要求を実現させる大きな力は、仲間を信

大」
、
「地域の活性化」の３つの基本目標の実現を継続

じ、あきらめず、本気でたたかうことです。このこ

し、「さらなる挑戦」を重点課題とする方向が示され

とは全国の仲間のたたかいが示しています。

ています。

すべての労働条件は「労使が対等の立場で協議し、

「さらなる挑戦」では、
規制改革推進会議のフォロー

合意の上で決定する」という原則に労働組合がしっ
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かり立てば、必ず仲間の期待に応えることはできま

背景には、先に記述したように、「ＴＰＰ１１・

す。労働者・労働組合だけに与えられた団結権・団

日欧ＥＰＡ・日米ＦＴＡ・ＲＣＥＰ」など、グロー

体行動権・団体交渉権をしっかり行使し、労働組合

バルな自由貿易を前提とした「世界で一番企業が活

の役割を大いに発揮していきます。

躍できる国」をめざす安倍農政改革があり、このま
までは、地域の土台である家族的農業者をはじめ中

②

小企業の暮らしと生業が奪われ、その地に暮らし続

日本の食料を支えている家族的農業者は、大規模

けることをより困難にしてしまいます。

経営・企業経営によって農地の８割を占めようとい
う構造への改革路線によって、暮らしも生業も困難

とりわけ、農家組合員の暮らしと生業に根ざし事

な状況へと追い込まれています。地域では「農業の

業を営む農協や農業共済など農業関連事業にとっ

担い手不足」
「耕作放棄地の増大」などが深刻化し、
、

て、農家組合員の苦しさが事業に反映され、協同組

地域社会全体の大きな課題となっています。

合として地域住民に必要な事業の継続も危ぶまれる
事態が生じかねません。

政府は、２０１８年に稲作農家の暮らしを支えて

労働組合の役割を発揮し、「食料・農業・地域を

いる「米の直接支払交付金」
、米価の安定と維持な
どを目的とした「生産調整制度」を廃止し、規制改

守る」様々な運動を通じて、安倍農政の転換をめざ

革推進会議などの要求を具体化するため官邸主導の

し、地域循環型の社会の実現をめざす取り組みを広
げていきます。

「農業・農協改革」を推し進めています。

２．雇用と暮らし破壊、地域を破壊する自由貿易・規制緩和
「世界で一番企業が活躍する国づくり」に向けて推し

（１）雇用、暮らしをめぐる情勢

進められようとしています。
政府は、今国会で８つの法案を一本化した「働き方
改革一括法案」として成立をめざしています。すでに

（２）政府の「農業・農協改革」、ＴＰＰ１１をはじめ

国会審議を通じて、時間外労働のデータねつ造や意図

とした自由貿易の動き

的な誤用があったことが暴露され、
「裁量労働制の対
象拡大」については、削除を余儀なくされました。し

３月８日に行われたアメリカを除く１１カ国による

かし、
「高度プロフェッショナル制度」
や残業時間の「上

ＴＰＰ１１調印を踏まえ、３月２７日、協定の発効に

限規制」など、大きな問題が残されたままです。

必要な新協定の承認案と関連法案が閣議決定されまし

とりわけ「高度プロフェッショナル制度」は、
“定

た。そして、政府は早期発効を促すために、各国に先

額働かせ放題”とも言われ、
長時間労働・過労死をいっ

駆けて国内手続きを進め、６月２０日まで開かれる今

そう誘発するもので、裁量労働制と同様の本質を持つ

国会での成立をめざしています。

危険な制度です。同時に、労働者の労働時間管理を一

ＴＰＰ１１は、ＴＰＰの合意内容が活かされるため

切せずに、残業代も払わない「残業代ゼロ法案」とい

に、アメリカを含めた低関税輸入枠などがそのまま残

う点で、裁量労働制以上に労働者を酷使する制度であ

されています。そのため、オーストラリアやニュージー

ることは明らかです。残業時間の「上限規制」につい

ランドがアメリカの枠も使って乳製品や牛肉・豚肉の

ても、「過労死ラインに達する月８０時間～１００時

輸入を増やすことができるとともに、アメリカからは

間の残業を容認する」など、
労働者保護法制を破壊し、

別途二国間の貿易のなかで「ＴＰＰで約束した枠は受
け入れろ」と圧力をかけられることは明らかです。つ
まり、ＴＰＰ以上の影響が見込まれ、地域農業をいっ
そう困難にするものです。
また、大手商社の参入と卸売市場の役割や機能を低
下させる「改正・卸売市場法」が狙われています。市
場流通があってこそ農産物などの価格は下支えされ、
安定供給にもつながります。一部の商社が独占する仕
組みづくりとして推し進めようとしています。

雇用共同アクション等と政府の「ニセ働き方改革」阻止へ行動
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３．平和を壊し「戦争できる国づくり」をめざす安倍政権
安倍首相は昨年５月３日の憲法記念日に『憲法９

この９条に自衛隊を書き込めば、９条そのものが空文

条に「自衛隊」の明記』をはじめとした改正憲法を

化して、海外で無制限に武力を行使する「戦争する国」

２０２０年に施行すると表明しました。その表明を受

へと道を開いてしまいます。

け、今年の自民党・党大会では、
「９条に自衛隊を明

この第２次安倍政権の発足から５年余りの間、
「特

記する」などの方針が確認されました。そして、衆・

定秘密保護法」「安全保障関連法（戦争法）」「共謀罪」

参議院の憲法審査会での議論を促進し国会発議をめざ

など、民主主義・立憲主義を踏みにじる暴走政治を繰

すとしています。
党大会演説においても安倍首相は「い

り返しています。憲法を守るたたかいは、まさに正念

よいよ結党以来の課題である憲法改正に取り組む」な

場を迎えています。

どと述べ、改憲への執念をむき出しにしています。

世論調査は、今国会で争点となっている「森友」問

そもそも憲法９条は、日本が行った過去の侵略戦争

題をめぐる公文書改ざんなどにより、安倍政権の支持

への反省から、戦争を放棄し、戦力不保持と交戦権の

率は急速に低下しています。国会内外でのたたかいを

否認を明記したものです。

広げ、安倍改憲は阻止できる情勢を迎えています。

第３

章

２０１８年度・運動の重点

運動の基調として「全農協労連・綱領」の指針にすえる
（２）農協の民主的発展、農家組合員の経済的社会的

（１）すべての農協労働者の団結で働き続けられる職

地位の向上をめざす

場をめざす

１．賃上げ闘争の強化とたたかうかまえ
ら１，０００円未満で働く仲間をなくす運動を強化し

あらためて生計費原則にもとづく要求づくりを行
い、仲間の切実な要求を掲げ、粘り強い賃金引き上げ・

ていきます。全国で広がる「誰でも今すぐ１，０００円、

底上げのたたかいを強化します。職場は人員不足の中

めざせ１，５００円」の運動を全ての職場で意思統一

で、
仲間の多くが長時間労働を余儀なくされています。

し、地域別最低賃金の底上げをめざし、職場に波及さ
せるよう取り組んでいきます。

「８時間働けば、人間らしい生活ができる賃金」をめ

一時金闘争は、事業計画の枠にとどめない生活給と

ざしていきます。

しての要求づくりを重視し、仲間の要求の実現をめざ

職場では、すでに３割以上が有期雇用労働者となっ

していきます。

ています。有期雇用で働く仲間の均等待遇の実現、底
上げをはじめ処遇の改善の取り組みを重視し、職場か

２．賃上げで暮らし改善、安定した雇用、働くルールの確立をめざす要求
格差と貧困の解消、職場の不安定雇用をなくし、誰

の確立は、地域経済とともにその地に暮らし続ける上

もが安心して働き続けられる職場、８時間働けば当た

でも重要な意義を持っています。

り前に暮らせる社会の実現をめざします。また、賃金

「高くても安心・安全な日本の農畜産物を購入でき

引き上げや最低賃金の底上げ、全国一律最低賃金制度

る賃金を」など、食料・農業・地域を守るためにも大
12

幅な賃金引き上げ要求を掲げたたかっていきます。
（２）安定した雇用の実現をめざす
（１）全ての労働者の賃上げで暮らしの改善をめざす
①
① 全ての労働者の大幅な賃金引き上げをめざします。

正規雇用の有期雇用への代替をやめて、計画的に

②

正規雇用を増やすこと。

全ての職場の最低賃金を、時給１，
０００円以上、

②

日給８，
０００円以上、月額１７０，
０００円以上を

正規雇用と同じ仕事をしている有期雇用職員を速
やかに正職員にすること。

めざします。
③

③

雇用形態を問わず、自立して生活できる賃金、働

６５歳まで定年延長もしくは継続雇用（再雇用）
すること。

き続けられる賃金、差別を許さない賃金制度をめざ
します。

●

●

全国の地域別最低賃金（2017 年）

全国どこでも、最低生計費は同じ

～月 150 時間換算で時給は 1500 円以上
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正規労働者と有期雇用労働者の待遇改善など、均等

（３）人間らしく働き続けられるルールの確立

待遇をめざす運動とあわせ、男性と女性の昇格・昇給
①

賃金不払い残業の一掃

に関わる恣意的な評価や、合併による旧農協間賃金格

労働基準法を順守し、時間外・休日労働に対して、

差など、職場の実態から要求をつくりあげ、職場から

適正に割増賃金を支払うこと。

差別をなくす運動に取り組んでいきます。

②

①

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

有期雇用労働者と正規雇用との間で、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

くすために、全職員へのハラスメント啓発と教育・研

場合には、速やかに是正すること。

修活動、相談窓口の設置など、防止対策を講ずること。

②

また、発生した場合、使用者は適切な措置を講じ、被

契約を反復更新している有期雇用労働者を速やか
に正職員にすること。

害を最小限にとどめ、安心して働ける職場環境をつく

③

ること。

パートタイム（短時間勤務）労働者の労働条件を

③

改善すること。

安全衛生委員会の確立と機能発揮

④

賃金格差を是正すること。

⑤

昇格・昇給にあたっての性差別をはじめ、あらゆ

安全衛生委員会において、経営者は、各職場の長時

る差別の解消に向けて、その基準を明らかにすると

間労働の実態や残業代支払状況を報告し、健康で働き

ともに、必要な改善を行うこと。

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。

（５）農協事業に関する要求

労働災害防止に向けた取り組みの一つとして、安全
衛生委員会の設置が義務付けられています。労使でそ

①

農業協同組合の原則を否定する「農協改革」に反

の役割を再確認するなど、委員会機能の充実をめざし

対すること。また、地域農業を守る運動をともにす

ます。

すめること。
②

④

雇用保障に関する要求

政府に対して、農業予算を抜本的に増額して価格
保障制度と所得補償制度を充実し、食料自給率の向

職員の異動、出向、転籍にあたっては、事前に労働

上を図るように強く働きかけること。

組合との協議を尽くし合意の上、その後に当該者の同

③

食の安全・安心を守り、地域農業の発展と国民の

意を得てから実施すること。また、機構・組織の改編、

命と暮らしを守るために、日米自由貿易協定をはじ

統廃合に際して、職員の解雇・雇止めや退職勧奨は行

め更なる規制緩和を阻止するため幅広い共同を地域

わないこと。

から広げていくこと。
④

消費税１０％への増税の中止を国に対して強く求
めること。

（４）均等待遇の実現、職場から差別をなくす運動

３．組織強化・拡大、産別結集を広げる
「２０１０年代に５万人の全農協労連」の実現をめ

すべての単組が、要求実現の大きな力となる組織拡

ざします。

大を活動の柱の一つとして位置づけ、日常活動を強化

そして、農協・農業関連団体労働者が安心して働き

しながら取り組みを進めていきます。

続けられる職場の実現と、家族的農業者の営農と暮ら

仲間同士の話し合い・要求づくり、学習活動などの日

しを守るため、政府・大企業による「農業・農協解体」

常活動が、労働組合のたたかう力量を高め、仲間一人

攻撃を許さず、産別結集を広げたたかう力を大きくし

ひとりの活動参加を保障していきます。

ていきます。

逆に、こうした活動が弱まれば、
「メリット・デメリッ
ト論」が出され、結集を弱めてしまいます。労働組合
だけが持つ権利をしっかり行使してこそ、その役割を

（１）日常活動を通じて、労働組合を強く大きくして

果たすことができます。

いく
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現在の活動状況を点検し、必要な改善も行いながら

ためて確認し、その役割発揮に向けて運営の充実を図

「全員参加型」の運動につなげていくために、日常活

ります。

動の強化を図ります。
（４）臨時・パートなど有期雇用労働者の組織化に向
（２）
「全員参加型」の組織拡大運動をめざす

けて

組織拡大の取り組みは、執行部の奮闘とともに、職

農協の職場全体で、有期雇用で働く仲間は３割を超

場の仲間一人ひとりが「隣の未加入者」に実感を含め

えています。臨時・パート・嘱託など雇用形態の違い

て労働組合の大切さを語り、加入を呼びかけていくこ

はあっても同じ農協に働く労働者です。

とが大切です。

契約更新への不安、最低賃金並みの低賃金、通勤手

「加入していても…」などの声が上がれば、誰も加

当や福利厚生における処遇格差など、そうした課題に

入したいという思いにはなりません。
「全員参加型の

目を向け、誰もが安心して働き続けられる職場をめ

組織拡大」にするために、日常活動を重視することが

ざしていくため有期雇用労働者を労働組合の仲間に迎

大切です。

え、運動の力を大きくしていくことが重要です。
本部は、全国の取り組み・経験などを踏まえ、組織
化に向けて対策を講じていきます。

（３）産別の役割を大いに発揮し、たたかう力を大き
くする
全農協労連は、各地本・単組と連携し、未加盟・未
組織の単協・連合会・農業共済をはじめ、農業関連の
職場との結びつきを広げ、全農協労連への結集を呼び
かけていきます。また、各地本は「所属支部・単組の
意思の本部への反映と、本部方針が円滑に遂行される
よう指導を行う」ことが大きな役割であることをあら

他産業労組にも非正規の仲間の組織化や無期転換の実践を学ぶ

４．食料・農業・地域を守るたたかい
に働き続けることもより困難になってしまいます。要

（１）安倍政権による「地域農業つぶし・農協解体」

求の抑え込み・私たち自身のガマンを克服し、職場の

攻撃をはね返す運動の強化

たたかいが「食料・農業・地域を守る」運動につなが
安倍政権によるＴＰＰ１１をはじめとした自由貿易

ることを深めていきます。

協定の阻止に向けて、引き続き、その危険性や狙いを
大いに広げ、国民世論と運動を前進させていきます。

（２）協同組合の運営原則、農家組合員・地域の期待

各単組では、会・経営者に対して「ＴＰＰ１１反対」

に応える事業の発展をめざす

での共同の取り組みを促進するとともに、農家組合員
の営農と地域住民の暮らしを守る視点を大事にする事

協同組合の原則を踏みにじる政府・財界が主導する

業への転換をめざし、
「自主・自立・民主的」な運営

「農業・農協改革」をはじめ、大手商社の参入と卸売

が貫かれるよう要求していきます。こうした運動を通

市場の役割や機能を低下させる「卸売市場法・改正」

じて、事業の発展をめざします。

など、地域経済にとって必要な規制を緩和させる一方

また、経営や情勢の厳しさから、会・経営者は、私

で、事業のあり方まで口をはさむ規制強化を政治の力

たちの要求の抑え込みや、労働者自身がガマンするこ

で推し進められようとしています。

とも少なくありません。農協や農業関連事業の土台と

引き続き、協同組合・農業関連団体の原則・原点を

なる農家組合員の暮らしを揺るがす農政のあり方、い

見つめ直し、農家組合員や地域住民を含めた事業参画

ま進められている「農業・農協改革」と「自己改革」

による事業のあり方を会・経営者に求めながら、主体

の強まりに対して、ガマンしていては地域農業も農協

者である農家組合員の願いや思いが反映される協同組
15

みはじめています。

合づくりをめざしていきます。特に、各都道府県及び
全国農協大会に向けた組織協議にしっかり反映される

国連は、これまで近代化農業や大規模化による「緑

よう求めていきます。こうした取り組みを通じて、地

の革命」を途上国でも先進国でも推進すれば飢餓も貧

域での「協同組合」の役割発揮をめざし、系統組織に

困もなくなり豊かになるとしていました。しかし、農

よる「自己改革」が、真の「自主・自立・民主的」な

薬や化学肥料による環境汚染の広がり、化石燃料への

運動・事業に結びつくよう実践を各地に広げていきま

依存と気候変動、食の安全性などの問題が広がる中で、

す。また、一部の商社が独占する仕組みが盛り込まれ

２００７年から０８年の世界的な経済危機、原油価格・

ている卸売市場法「改悪」に反対していきます。

穀物価格の高騰、食糧危機に直面したことから、家族

いわゆる系統「自己改革」においては、直接販売や

農業中心の農業政策へと大きく舵を切り、２０１４年

相対取引の割合を高める動きがあります。日本の食の

「国際家族農業年」を制定しました。こうした成果を

安心・安全・安定供給、生産者と消費者の暮らしを支

更に定着させようと「家族農業の１０年」が決議され

えることは、私たち協同組合事業にとっても共通する

ました。
日本においても、家族農業が農畜産物の生産のみな

課題です。卸売市場の役割や機能をあらためて学び合

らず、雇用の創設、環境保全や生物多様性の保護、景

うようにします。

観の維持、伝統文化の継承など多面的な機能を発揮し
ています。

（３）世界の流れは「家族農業」を重視した農業政策

安倍政権の「農業・農協改革」によって、日本農業

へ転換している

の生産基盤が弱体化する中で、家族農業を重視する農
国連総会は、昨年１２月、２０１９年から２８年を

業政策への転換は待ったなしです。全国食健連が呼び

「家族農業の１０年」とすることを全会一致で決議し

かける「家族農業の１０年」を重視した取り組みに呼

ました。
合わせて、
国連人権理事会は
「農民の権利宣言」

応し運動を広げていきます。また、各地で地産地消の

の年内成立に向けた議論が進められているなど、世界

推進、学校給食の充実、種子法の復活、卸売市場を守

の流れは、家族農業を重視する農業政策への転換が進

る運動を広げていきます。

５．本物の「働くルール」確立をめざす
した雇用と均等待遇による労働条件の改善に取り組む

（１）安倍政権による雇用破壊、労働法制の大改悪を

ようにします。

許さない

また、無期転換権を侵害する「雇い止め」や「契約
１日８時間・週４０時間という労働時間の大原則を

更新回数の上限設定」などの動きには反対していきま

破壊する安倍政権の「働き方改革」は、すべての労働

す。昨年９月に示した「有期契約労働者の『無期転換』

者に関わる大問題です。

に関わる取り組みについて」を活用しながら、仲間の

単組・支部・分会、そして地域の仲間とともに学習な

雇用を守り、労働条件の引き上げをめざしていきます。

どを含め運動を強化し、安倍政権による雇用破壊・労
働法制の改悪を許さず、たたかっていきます。

（２）不払い残業の解消、年次有給休暇の取得促進

本部は、引き続き労働法制の改悪阻止に向けて、
「安
倍政権の雇用破壊に反対する共同アクション」、「国民

賃金不払い残業の解消に向けて継続して取り組みま

春闘共闘委員会」に連帯し、諸行動への参加を強化し

す。職場の実態を把握し、具体的な改善要求と３６協

ます。

定を活かし、その解消をめざします。また、すでに締

２０１８年４月から、２０１３年施行の改正労働契

結された３６協定が職場でしっかり守られているか点

約法により、有期契約労働者が２０１３年４月以降の

検し、問題があればその都度、改善を求めるようにし

最初の契約（更新）から５年を超えた場合、本人の申

ます。

込みにより次期契約から無期労働契約への転換が行わ

８時間労働を原点に、誰もが人間として当たり前に

れます。全ての職場で、有期契約で働いている仲間に

生き・働き続けられる本物の「働き方」をめざし、法

この権利を知らせるとともに、期間の定めのない安定

律違反の一掃をめざし、職場と地域から共同した取り
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検します。また、経営者に対して取得促進の対策を講

組みを強化します。

じるよう求めていきます。

労働者の権利である「年次有給休暇」を取得できる
職場環境改善に向けて、人員不足など職場の実態を点

６．平和を守り、誰もが安心して働き続けられる社会の実現をめざす
運営を許してはなりません。

（１）改憲ＮＯを掲げ、立憲主義・民主主義を守る

「民主主義」を取り戻すためにも、「数の力」を前に
２０２０年施行に向けて安倍政権は、憲法改憲の動

最初からたたかいをあきらめず、
「食料・農業・地域

きを強めています。そもそも日本国憲法は、国家権力

を守る」要求をしっかりかかげ、職場と地域で共同・

を縛り、個人の基本的人権が保障され、個人の権利自

共闘を広げていきます。

由が侵害されないよう「個人の尊重」を守るために生
まれました。これが「立憲主義」です。

（２）運動課題を一つに束ね、職場と地域で共同・共

それは、国民一人ひとりのことよりも、国家権力に

闘を広げる

よって「国家のためだ」として、個人の基本的人権・
権利自由が侵害された歴史の反省を踏まえたもので

「働き方改革一括法案」をめぐるデータ改ざん問題、

す。

森友学園への国有地売却をめぐる一連の公文書改ざん

特に、戦争は、個人よりも国家を優先させ、個人一

や隠ぺい、加計学園の獣医学部開設をめぐる首相官邸

人ひとりではなく、国家のための「道具」として利用

の関与、自衛隊・防衛省の海外派兵についての「日報」

されました。

隠ぺい、財務次官のセクハラ問題など、国会審議の前

安倍政権による「憲法９条」をはじめとする憲法改

提が崩れる由々しき自体が広がっています。

憲は、国家権力に対する縛りをなくし、
「個人の尊重」

安倍政権に対する市民の怒りは各地に広がり、数の

から「国家のため」に変質させる狙いがあります。

力による「悪法推進」を許さないたたかいとして大き

こうした安倍政権による改憲策動、
「戦争する国づく

く前進しています。

り」を許さず、平和を守る運動を広げていくことが重

そして、野党共闘による徹底した国会論戦を通じて、

要です。「安倍９条改憲ＮＯ」３０００万人署名を、

数々の悪法推進に歯止めをかけ、世論調査における内

仲間とその家族・知人など職場と地域まで広げていき

閣支持率の急落が示すように、市民と野党の共闘の広

ましょう。

がりが安倍政権を追い込んでいます。

合わせて、安倍防鼠政治を許さないたたかいが重要

こうした情勢に呼応し、ＴＰＰ１１をはじめとした

です。
「ＴＰＰ１１承認案・関連法案」
、
「働き方改革

自由貿易にきっぱり反対し、「食料・農業・地域を守る」

一括法案」など、いま国会では、数の力により物事が

世論と運動を全国各地に広げてきました。

決められています。しかし「民主主義」とは、すべて

大本にある安倍暴走政治を許さないたたかいの一翼を

を多数決で決めることではありません。意見の違う人

担い、
「地域での共闘・共同を広げ、たたかえば運動

同士が話し合いの中から、意見が重なったり、譲歩が

と要求を前進させることができる」ことに確信をもっ

生まれたり、変化が生まれる余地を残すことです。こ

て、引き続き、職場と地域で共同・共闘を広げていき

うしたプロセスを経て、物事を決定するのが「民主主

ます。

義」です。それを放棄し数の力ですべてが決まる国会
（３）命と暮らしを脅かす政治の転換をめざす
労働法制改悪、憲法改憲、米軍沖縄辺野古新基地建
設や普天間基地問題、オスプレイ配備など、
「世界で
一番企業が活躍できる国づくり」、「戦争できる国づく
り」に向けた安倍暴走政治をやめさせ、
「立憲主義」
「民
主主義」を守り、私たちの命と暮らしが大切にされる
政治への転換が求められています。

様々な団体や個人が「改憲ＮＯ」で連日行動
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そのためにも労働組合として政治的関心を高めてい

きます。

きます。この間の国政選挙の取り組みにあたっても、

長崎（単）壱岐支部と文化連労の仲間は、共同し

私たち全農協労連は、労働組合の原則を踏まえ、労働

て「沖縄平和ツアー」を取り組み、また、各地におい

組合員一人ひとりの政党支持の自由を保障した上で、

ても国民平和大行進、反核平和マラソン、原水爆禁止

要求を実現する立場から学習や教育宣伝活動に取り組

世界大会などを通じて、平和を考える取り組みが広

んできました。引き続き、政治と私たちの働き方や暮

がっています。目・耳・肌で感じられるこうした取り

らしのかかわりをより身近に感じられるようにしてい

組みを含めて広げていきます。

７．災害対策・社会保障の充実、原発政策からの転換など、国民的課題に対して
被災地・被災者の暮らしと生業の再生・再建を最優

のこうした取り組みに学びながら、運動を広げていき

先で取り組むよう全国災対連をはじめ被災地の仲間と

ます。

ともに、国に対して要求していきます。合わせて、災

格差と貧困が広がる中、教育格差が深刻化していま

害対策の充実を求めていきます。

す。とりわけ、社会に出ても奨学金ローンの返済が大

災害に伴う農地被害や園芸施設なども農業の再生に

きな負担となっています。また、介護分野においても、

とっては深刻な課題です。労働者・労働組合として聞

必要な介護を受けられない問題や、その現場で働く介

き取りなどを行い、被害にあった農家組合員など要望

護労働者の処遇改善と人材確保対策が求められます。

や意見が反映される復旧・復興対策が行われるよう求

それ以外にも、消費増税による家計負担の増大、年

めていきます。

金改悪法案など、安心・安全に暮らせる最低限度の生

東京電力・福島第１原発事故による風評被害は、い

活を営むことも容易ではありません。

まだ農業者の生活と生業を苦しめています。実害を含

こうした国民的な課題について、運動の柱に据える

めた国や東京電力に対する全面賠償を求めるととも

ために、学習と教育宣伝を強化し、安心・安全な社会

に、
福島の仲間とともに必要な対策を講じていきます。

の実現をめざすために、「国民春闘共闘委員会」「総が

原発再稼働の中止を求めるとともに、小水力やバイオ

かり行動実行委員会」などに結集し共同を広げていき

マスエネルギー、太陽光、風力発電など自然力を活用

ます。

した再生可能エネルギーの普及が求められます。地域
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たたかう本部体制の確立、各分野の運動強化
（２）仲間の団結によって要求実現をめざし奮闘しま

１．本部体制

す。

（１）２０１８年度の本部専従役員体制は、３名（中
央執行委員長、書記長、書記次長）とします。

（３）単組が抱える課題を共有し、運動の前進をめざ
すために、本部と地本が連携して単組・支部・分会
へきめ細やかな対策に取り組みます。そして、仲間

（２）
非専従役員については、
中央副執行委員長
（３名）、
財政部長、地本担当中執（１０名）とします。

の思いや願いに寄り添い、要求を瞳のように大切に
し、最後まであきらめずたたかいます。

２．産別の役割発揮
（４）「暴走政治」を許さず、他産業労働者を含めた地
（１）職場での「団結・連帯・共同」の旗を掲げたた

域での連帯と共同を強化します。そのために職場内・
企業内にとどまらず、職場と地域でたたかいを広げ

かいをすすめます。

ます。
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（５）労働組合の役割を大いに発揮するため、学習活
動を重視します。
（６）全国の仲間は一つ。統一闘争を軸にして産別全
体の運動をリードするため、全農協労連として産別
統一行動を強化します。また、産別の枠を超え、国
民春闘共闘委員会などに結集し、労働者に共通する
要求の実現をめざします。

様々な課題で農水省や全国農協中央会などへ要請

３．教育・宣伝活動の充実

（３）財政上の困難などもあって、単組・支部の専従
者（役員や書記）が減少しています。財政問題の対

現在、単組支部・分会の財政の厳しさや役員の減少

策とともに、労働組合の日常活動の要となる専従者

を背景に、雑誌「労農のなかま」の購読部数が減少し

を維持・確保していくようにします。また、専従者

ています。「労農のなかま」は機関紙（新聞）では紹

の力量を高めるために本部主催の学習会などへの参

介しきれない地本・単組の詳しい実践について掲載す

加を促進するよう単組に働きかけます。

るとともに、「農業・農協改革」をはじめとした制度

６．各専門部活動の充実・強化

政策上の課題を明らかにする貴重な媒体となっていま
す。また、組織内の仲間はもとより、友誼団体や研究
者などにも課題に即して寄稿してもらうことで、多彩

（１）「連合会部会」の運営を充実し、「農協改革」を

な角度で運動の理論的強化資材となっています。

はじめとした系統組織の再編に対して、協同組合に

改めて、雑誌「労農のなかま」の積極的な購読と運

おける連合会組織としての役割発揮をめざします。

動への活用を呼びかけ、
さらに教宣活動を強化します。

全農協労連は、連合会部会とともに各事業連との

合わせて、機関紙は、未加盟・未組織とのつながりや

要請交渉など、必要な対策を具体化していきます。

組織拡大対策においても活用するようにします。
（２）「青年部」、
「女性部」の活動を充実するとともに、

４．政府・各機関への要請行動

各地本・単組・支部・分会における「青年・女性」
の活動を支援していきます。

要求実現に向けて、政府・各省庁交渉、全中・各系

「部」の結成にいたらなくても、同世代や女性独

統組織への要請行動に取り組みます。また、農業政策

自の話し合いなど活動を充実していくことは、すべ

や系統の組織方針などに対しては、必要に応じて全農

ての地本・単組・支部分会が共通する運動課題です。

協労連としての見解を明らかにし、アピールなどを発

各地本・単組は、今後の労働組合を担う役員育成

信していきます。

を意識しながら、青年・女性活動への支援や援助を
行うようにします。

５．各地本・単組執行部、
専従体制・専従者の強化

とりわけ、多くの単組・支部・分会が取り組んで
いる「新入労組員学習会」や「労組説明会」などと

（１）全農協労連本部は、各地本活動の充実に向けて

ともに、日常の仕事・働くうえで身に着けておく労

支援を強化します。合わせて、各単組・支部・分会

働者・労働組合の権利をはじめ、青年・女性の願い

の活動を把握し、地本とともに必要な指導・援助を

や関心事に応える学習会などを通じて、役員育成・

行います。尚、構成する単組が一つの県にとどまっ

力量強化に力を注ぐようにします。

ている地本については、近隣の地本などとの合同会
議など運営の工夫をしていきます。

（３）本部主催の青年部・各セミナー、女性部・女性
のつどいは、参加者が直接、労働組合に触れる機会

（２）単組執行部が抱える運動の悩みを抱えている課

であると同時に、労働組合の担い手づくりとして重

題について、本部・地本と共同し対策を講じるよう

要な役割を発揮してきました。引き続き、こうした

にします。

取り組みを支援するとともに、各部の主体的な取り
19

組みを支えていきます。また、産別・専門部内の活

８．財政の確立

動にとどめず、他団体との交流や共同した取り組み
が進むよう指導・援助します。

（１）労働組合運営の原則に基づき、組合員未登録の
（４）各地本・単組は、
あらためて労働組合の「専門部」

解消をめざします。本部は、各地本と共同し、単組

である「青年部」
、
「女性部」の位置づけを再確認し

活動の充実・強化に向けた必要な対策に取り組み、

ます。

単組財政の強化を図りながら、組合員未登録の解消、

それぞれの活動が自発的・主体的に行われるよう

本部財政の強化につなげていきます。合わせて、全

援助するとともに、活動や方針のすべてを自主性に

国の仲間の取り組みを知らせる「機関紙」は、すべ

任せるのではなく、しっかり学習や交流が行われる

ての組合員の手元に届くようにします。

よう指導・援助していきます。
そうした「その時だから出される仲間の願いや要

（２）月組合費は一人６５０円（据置）とします。毎

求」を丁寧に吸い上げる活動を通じて、単組・支部・

月の活動を毎月の組合費で賄うため「毎月納入」を

分会活動の充実を図ります。

徹底します。

７．未加入・未組織対策

（３）年間組合費は、組合員一人１，５１０円（据置）
とします。年間組合費は２０１８年６月１日登録を

「農業・農協改革」をはじめ、系統組織の再編・農

基礎に、１２月１日までに納入するものとします。

協合併など、
系統組織全体に向けられた攻撃に対して、

尚、新規加入及び脱退の場合は、月割り計算で納入

未加入・未組織を含め、すべての労働者とのつながり

するものとします。

を太くしていくことが求められています。
これまで各単組では学習会への呼びかけや、日常的

９．大会、機関会議・集会など、年間計画の考え方

な活動の交流会など、実践に踏み出しています。こう
した全国の仲間の取

（１）定期大会を７月、臨時大会を２月に開催します。

り組みや経験に学

（２）２０１９年春闘討論集会を１２月に開催し、春

び、運動を広げてい
きます。また、課題

闘方針原案に基づき議論し、春闘準備にあたります。
（３）単組三役専従者会議を５月に開催し、２０１９

や悩みも出し合いな
がら、対策に向けて

年度運動方針の議論を行います。
（４）労働者・労働組合の権利と賃金の基本などを学

一緒に話し合うよう

ぶ機会として１０月に「全国学習交流会」を開催し

にします。

ます。
（５）女性の学習と交流・活動の促進を目的に、第
５１回農協に働く女性のつどいを開催します。

農協 ･ 農業一般労組でも未加盟の職場
へのチラシ配布などに取り組んでいます
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（６）学習と交流を通じて青年の成長をめざし、セミ
ナーを開催します。

２０１８年秋期年末闘争方針の考え方

２０１８年運動方針を踏まえ、秋期年末闘争の意思

年度第１回中央執行委員会において「（案）」を決定し

統一を図ります。産業別統一要求を示し、合わせてス

て単組討議に付し、９月の中央執行委員会で決定しま

トライキ権の確立を提案します。また、２０１７年秋

す。

期年末闘争の「具体策」は、８月に開催する２０１８
20

１．運動の重点
革」により協同組合の役割が発揮できるのか、また、

（１）労働組合の役割を大いに発揮していくために

私たち労働者の働き方がどう変わるのかなど、労働者、
多くの単組で、一年間のたたかいの総括と方針の決

職場の視点を大事にした運動に取り組みます。また、

定、新執行部体制が確立され、秋期年末闘争に向けて

農業ばかりではなく国内産業・地域経済を空洞化させ

準備がすすめられます。

るグローバル大企業を優先させる自由貿易へと加速さ

あらためて「仲間一人ひとりの不安や悩みなど実態

れようとしています。これまで築き上げた地域共闘を

から出発し、要求を掲げ、団体交渉を通じ、最後まで

さらに広げ、運動を強化していきます。

あきらめず要求実現をめざす」というたたかいの基本

これら職場と地域の運動を活動の両輪に位置づけ、

的なかまえを意思統一し、
「労働条件の対等決定原則」

たたかうかまえを産別全体で共有していきます。とく

など、労働者・労働組合の権利を全ての単組が行使し

に、野党が共同提案し国会で審議される「種子法の復

ていきます。

活」をはじめ「農業者戸別所得補償制度の復活」に向

こうした労働組合の役割を発揮し、一人ひとりの願

けた運動を継続し、家族的農業者の暮らしを支える制

いに応える年末一時金の獲得・働くルールの確立など、

度の確立をめざします。

仲間の切実な要求の実現をめざしていきます。

また、労働法制や医療・社会保障制度など様々な分
野における攻撃の根底には「世界で一番企業が活躍し
やすい国づくり」に向けた安倍政権の狙いがあります。

（２）協同組合運動を広げていく

この点でも職場の運動を強化するとともに、地域の仲
秋期年末闘争は、いま各職場で進められている「農

間と共闘し反撃する力を大きくしていきます。

業・農協改革」が、
農家組合員にどう影響するのか、
「改

２．たたかうかまえと取り組み
職場・仲間の実態にもとづいた要求をつくるために、

（１）仲間の暮らしの改善と働くルールの確立

職場班などを基礎にした話し合いを旺盛に行うように
私たちにとって一時金は、家族を養うため、最低限

します。また、１日８時間労働を原則にして、それを

の生活を営み続けるための生活費補てんや、住宅ロー

超える職場があれば改善させる取り組みや、不払い残

ン・共済掛け金など各種支払いに回すことを含めて、

業の一掃、休日労働に関わる規制と振替休日の適正な

生活補給金であり、安定した支給が求められます。し

運用など、働くルールをしっかり確立していきます。

かし、会・経営者は、そうした労働者の切実な要求に

法律違反である「不払い残業」をなくすためにも、各

対して、一時金を「経営の調整弁」として位置づけ、

職場で意思統一を図りながら「時間外労働の記録・請

年間計画の枠内に収め、
労働者に対する個別目標管理・

求運動」に取り組むようにします。

実績追求を強め、
「やった者・やらない者」など、労
働者同士の分断と競争を煽り、対立構図をつくりなが

（２）食料・農業・地域を守る運動の強化

ら人件費総枠を抑制しています。
会・経営者の「事業論」
（いわゆる事業計画）に捉

私たちが働く農協・農業関連事業の厳しさの根っこ

われず、仲間の生活を土台にした要求討議を重視しま

には、農畜産物の輸入自由化・米政策の見直しをはじ

す。また、臨時やパートで働く仲間の生活を支えるた

めとして、あらゆる分野での規制緩和政策が大きく影

めに、各職場での均等待遇をめざすたたかいも重視し

響しています。

ます。

グローバル大企業の要求に応える安倍政権の「農業・

職場では、若い世代を中心に中途退職が相次いでい

農協改革」、ＴＰＰ 11 をはじめとした自由貿易に対し

ます。その原因をしっかりつかみ、働き続けられる職

て、秋のグリーンウェーブ行動（全国食健連）への結

場・働くルールを確立していくことが重要です。

集や、地域共同行動（中央７団体連絡会議／全労連・
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自治労連・生協労連・農民連・新婦人・食健連・全農

単組・支部・分会における取り組み（執行委員会や団

協労連）を具体化し、各地で食料・農業・地域を守る

体交渉の様子など）を、職場の仲間一人ひとりに伝え

運動を大きく広げていきます。

ていくことも大切な日常活動です。
いま進められている安倍政権による「農業・農協改
革」は、各単組だけの課題ではありません。大本の共

（３）日常的な労組活動の強化（組織強化）をめざす

通する課題に対して全国の仲間がたたかっています。
新執行部は、早期に執行委員会を開催し、１回目の

本部は、統一的な闘争を重視し、産別への結集を強化

執行委員会では必ず「労働者・労働組合の権利」とと

します。

もに、「労働組合の日常活動」を身につけるよう基本
学習を位置づけるようにします。本部発行の「執行委

（４）執行委員会の定例化と学習を土台にした活動の

員会の役割と日常活動の手引き」なども活用し、執行

強化

委員会をより充実していきます。
執行部は、職場・仲間の団結・連帯・共同のカナメ

日常的な職場の課題を出し合い、労働組合として運

であり、仲間の不安や願いに寄り添い、運動をリード

動に活かしていくためには、各闘争に集中した執行委

する役割を担っています。執行委員会では、時期ごと

員会だけでは、十分とは言えません。

の活動計画を充実するとともに、職場の状況や職場で

それぞれの執行委員が、職場の課題を持ち寄り、職

起きている問題をつど出し合うよう努めながら、執行

場の変化をつかむためにも月１回は必ず執行委員会を

委員一人ひとりが役割発揮できるようにその力を引き

行うなど定例化をめざします。当面する秋期年末闘争

出していきます。
そして、
課題解決に向けた対策をしっ

に向けて、一歩でも半歩でも運動を前進させます。ま

かり協議していきます。

た、執行委員を対象にした学習会・全組合員を対象に

仲間の願いや悩みなど課題をつかむためにも、また

した学習会を積極的に取り組みます。

執行委員の活動を充実するためにも、職場班などを基

学習活動を土台にしながら、働き続けられる職場を

礎にすべての仲間が参加する体制づくり（支所・支店

めざしていきます。

単位の集まる体制など）が何より重要です。部門別・
年齢別・男女別の集まりなど工夫を凝らし取り組みま

（５）組織の強化、全員参加の「組織拡大運動」（９月

す。

～１１月）

労働者・労働組合の権利を学ぶ学習運動（職場の現
状とその原因をつかむための学習など）に取り組みま

日常活動をより充実させる中で、労働組合に加入し

す。

ていない仲間も含めて、秋期年末闘争の要求討議・学

職場では、労働者に対する目標管理の強まりが競争

習会への呼びかけなど、積極的な取り組みを通じて組

と分断を煽り、協力・共同する仕事の向き合い方を変

織拡大につなげていきます。

質させ、仲間同士のつながりをいっそう希薄にしてい

そして、労働組合の力量を高めていくことが、職場

ます。こうした状況への対策を含め、仲間の団結強化

の課題など要求を実現する確かな道であることを仲間

に向けて必要な体制を整えていきます。

一人ひとりと共有し、全員参加の運動で組織拡大を進

全農協労連が発行している「機関紙」や「労農のな

めるようにします。そのためにも執行委員会では、職

かま」をはじめ、全国の仲間のたたかい、あるいは各

場班の確立・充実、学習会などの具体化を図っていき
ます。
誰もが安心して働き続けられる職場をつくるために
も、臨時やパート・嘱託など有期雇用の仲間の処遇改
善が求められます。独自の課題や思いを有期雇用の仲
間と共有化に向けて、話し合う機会を積極的に設けて、
労働組合に加入してもらい均等待遇など、要求実現を
めざす運動の力を大きくしていきます。
各職場による未加入者を対象にした運動を前進させ
ると同時に、各地本・単組では秋期年末闘争に向けて

地本・単組・支部分会で様々な学習会が開催
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計画される「学習会」や「討論集会」などにおいて、

働きかけていきます。
本部は、９月～１１月を組織拡大期間に設定して、

未加入の単協・連合会・農協関連団体労組へ参加を呼

地本・単組・支部・分会を支援・援助するとともに、

びかけていきます。
とくに、
「農業・農協改革」は、
加盟・未加盟を問わず、

空白県などの未加盟・未組織単組へのオルグを計画し

すべての単協・連合会・農業関連団体に対する攻撃で

ます。また、２０１９年春闘に向けた「くらしの要求

す。執行委員のつながりなどを活かしながら、未加

アンケート」を通じて、職場のすべての仲間を対象に

入労組・未組織の仲間への参加を呼びかけていきま

取り組みます。単組では、アンケートも活用し「組織

す。身近な共同を強めながら、全農協労連への加入を

拡大運動」を位置づけるようにします。

３．産業別統一要求とストライキ権の確立
長時間労働の実態や残業代支払状況を報告し、健

（１）産業別統一要求

康で働き続けられる職場環境の実現と賃金不払い
①

残業の防止対策を講ずること。

年末一時金に関する要求

エ．雇用保障に関する要求

ア．年末一時金を○○ヶ月以上支給すること（前年

職員の異動、出向、転籍にあたっては、事前に

以上の要求とし、この間の削減分を取り戻すこと）。
イ．支給に当たっては、
「目標」達成度による格差

労働組合との協議を尽くし合意を得て、その後に

支給は行わないこと。

当該者の同意を得てから実施すること。また、機
構・組織の改編、統廃合に際して、職員の解雇・

②

安定した雇用制度の実現に関する要求

雇止めや退職勧奨をしないこと。

ア．すべての労働者の雇用はいかなる場合も保障す
ること。

④

イ．正規雇用の有期雇用への代替をやめて、計画的

均等待遇の実現
ア．有期雇用労働者と正規雇用との間で、期間の定

に正規雇用を増やすこと。

めがあることによって不合理な労働条件の相違が

ウ．６５歳まで定年延長もしくは希望者全員を対象

ある場合には、速やかに是正すること。

に継続雇用すること。

イ．契約を反復更新している有期雇用労働者を速や

エ．正規雇用と同じような仕事をしている有期雇用

かに正職員にすること。

職員を速やかに正職員にすること。

ウ．パートタイム（短時間勤務）労働者の労働条件

オ．派遣労働の受け入れを臨時的・一時的業務に限

を改善すること。

定し、３年を超える場合には正職員にする制度を
設けること。

⑤

労働組合の権利を確立し、労使対等に関する要求
ア．全ての労働条件の決定において、かならず労働

③

人間らしく働き続けられるルールの確立

組合との合意を得て行うこと。

ア．賃金不払い残業の一掃

イ．労働組合の時間内活動を認めること。

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。

⑥

政府が推し進める「農業・農協改革」に関する要求
ア．農協として、「農業・農協改革」に反対である

イ．職場における安全配慮義務違反の一掃

ことを明らかにすること。

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

イ．すべての労働者の雇用責任を果たすこと。

教育・研修活動、相談窓口の設置など、防止対策

ウ．農協組合員に対して、「農業・農協改革」の内

を講ずること。また、発生した場合、使用者は適

容と問題点を知らせること。

切な措置を講じ、被害を最小限にとどめ、安心し

エ．自治体や農業委員会とも協力し、地域で「農協

て働ける職場環境をつくること。

改革関連法」に関する学習や啓蒙する機会を持つ

ウ．安全衛生委員会の確立と機能発揮

こと。

安全衛生委員会において、経営者は、各職場の
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⑦

食料・農業に関する要求

よう系統組織として援助し、震災を機に人員削減

ア．食の安全・安心を守り、農業の発展と国民の命

や経営「合理化」などを行わないよう全国農協中

と暮らしを守るために、更なる市場開放と主権侵

央会などへ申し入れること。

害を招く自由貿易の拡大に反対し、幅広い共同を
地域から広げていくこと。

（２）ストライキ権の確立について

イ．家族農業をつぶして、企業の農業参入を促進す
る農政改革に反対すること。政府に対して、農業

産別統一要求のうち、①～⑥について、産業別スト

予算を抜本的に増額して価格保障制度と所得補償

ライキ権を確立します。

制度を充実し、食料自給率の向上を図るように強
く働きかけること。

（３）たたかいの日程について

ウ．
企業の農業参入に道を開く政府の施策に反対し、
地域での共同運動を展開すること。合わせて、協

①

同を否定する動きに対しては反対の意思を表明し

統一要求日と回答指定日
◇

て運動すること。

統一要求日

○○月○○日（

）要求提出団交

日この日から統一プレート『団結ガンバロー』を

エ．農協として、小水力やバイオマスエネルギー、

着用する。

太陽光、風力発電など、農家が参加して、農家の

◇

所得につながるような地域振興に役立つ再生可能

回答指定日

○○月○○日（

）具体的な回答

日を求める団交日。

エネルギーの普及を進めること。また、地方自治
体と協力して、地域農業の再生のとりくみをすす

②

めること。

第１波産別統一行動日
◇

○○月○○日（

）

※第２波以降は「具体策」

で示す。
⑧

被災地の暮らしと生業の再生・再建をめざす要求

要求実現をめざしてストライキを実施する。ま

ア．被災地・被災者の仕事や生業の再生を最優先で

た、ストライキ実施に至らない場合でも、決起集

取り組むよう国に対して要求するとともに、災害

会や一斉職場集会を開催して、たたかう意思統一

対策の充実を求めること。また、農業の再生にあ

を行います。

たっては、農家組合員の意見を反映した復旧・復
興対策を求めること。

（４）秋の産別中央行動

イ．
東京電力福島第１原発事故における風評被害（実
害）も含め、国や東京電力に全面賠償を求めるこ

全国の単組・支部分会に参加を呼びかけて、１１月

と。

中旬に、国民春闘共闘委員会主催の中央決起集会に合

ウ．被災した農協への支援にあたっては、それぞれ

わせて、秋の産別中央行動を実施します。

が自主・自立・民主的な復旧・復興を遂げられる

●

主な共闘組織の紹介

○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（全国食健連）

広く労働者・国民の生活改善、要求の実現をめざす

「食糧と健康を守れ」「それらを支える地域農業を守

共闘組織として１９９０年に発足。全労連、純中立労

れ」という国民要求実現のため、労働者・消費者・農民・

働組合懇談会、地方共闘組織など幅広い労働組合で構

中小業者などが共同して各地で進めている連絡会。食

成。毎年の春闘をはじめ、夏冬の一時金闘争、最低賃

健連運動では、政策要求の実現と同時に、実際に“安

金、人事院勧告の取り組みなど、１年を通して運動し、

全でおいしい国産の農畜水産物”の生産と消費、流通・

毎年秋の総会のほか、年２回「単産・地方代表者会議」

加工を拡大する運動の両方を大事にしながら運動を進

を開催している。ＴＰＰ参加反対・消費税増税ノーな

めている。１９９０年発足し、現在４３都道府県、約

ど、労働者・国民の切実な要求課題も積極的に掲げて

４０の地域食健連と連携して運動。ＴＰＰ参加反対で

たたかっている。

は農林業団体や市民団体との共同も進めている。
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○農業・農協問題研究所

○「軍事費を削って暮らし・福祉・教育の充実を！」
国民大運動実行委員会

農業と農協、食料生産と地域の自主的発展をめざし
て調査研究し、運動の発展に寄与することをめざす研

軍事費優先から、暮らし・福祉・教育・農林漁業の

究所。全農協労連の呼びかけで１９８４年創設。団体

振興など、暮らしに直結する予算の拡充を求める運動

と個人会員で構成。

団体。毎年、次年度予算を策定する６月に政府・省庁

○純中立労働組合懇談会

交渉を実施するほか、定例国会前・省庁前行動、署名

純中立労組懇は、１９６０年代の末に「純中立から

宣伝などの共同行動を行っている。
○憲法改悪反対労組連絡会（憲法労組連）

も中央労働委員会に労働者委員の選任を！」の願いを
持つ労働組合が集まって候補の推薦のための活動をし

国民の命、健康、生活と権利、平和と民主主義を

てきたことをきっかけに結成され、中立系労組の連絡

守るために、憲法改悪に反対し、広範な労働組合・

の場としての機能を果たしている。中央労働委員会・

労働者を結集し、可能な限り共同行動を進めるため、

労働者委員の選任では、全労連やＭＩＣ（マスコミ文

２００４年に結成。当面、どのナショナルセンターに

化情報労組会議）と共同の取り組みを進めている。

も属さない１３の労働組合・労働団体で構成。

○労働委員会民主化対策会議

○災害被災者支援と災害対策改善を求める全国連絡会
（全国災対連）

経営者の不当労働行為から労働組合（労働者）を救
済する制度である労働委員会制度の民主的発展をめざ

阪神淡路大震災からの復興にむけた運動のなかで結

し、労働者委員の公正任命と労働委員会の民主的運営

成され、全国各地の災害復旧・復興への支援や、被災者・

をめざす対策会議。全労連と純中立労働組合懇談会、

被災地の課題や要求を束ねた政策要求を実現するため

ＭＩＣの３者で構成し、中労委の労働者委員候補を推

に中央と各地域の災対連で取り組みを進めている。

薦し公正任命をめざし取り組みを進めている。

全国農業協同組合労働組合連合会

綱領

1956 年 ３月 18 日制定／ 1961 年 10 月 １日改定

全国農業協同組合労働組合連合会は、すべての農協労働者の団結によって労働条件を維持改善し、その経済的
社会的地位の向上を図り、併せて農協の民主的発展、勤労農民の経済的社会的地位の向上に寄与する。
この基本目標を達成するため、われわれは次の諸原則を確認し行動する。
1.

労働組合は労働者がみずからの経済的社会的利益を維持増進するために、なにものにも支配、拘束されること
なく自主的に組織した団体であるという基本原則は、農民によって組織された農協を職場とする農協労働組合
といえども貫徹されるものであることを確認し、積極的に労働運動の民主的発展を期するとともに、労働者と
労働組合の基本的権利の獲得と団結権、団体交渉権、争議権の完全な確立のために闘う。

2.

農協労働者の諸要求を実現するためには、単協労働者を含むあらゆる農業団体労働者の完全な組織化と、統一
闘争の体制確立がわれわれの組織目標であることを確認し、全農協労連の強化と完全単一組織への発展をめざ
して闘う。

3.

われわれ農協労働者の労働条件が一般の労働者の労働条件と差があっていいといういかなる理由も認めない。
同時に日本の労働者階級におおいかぶさってきている低賃金政策のしめつけは、われわれ農協労働者に最も直
接的であることを認識する。従って日本のあらゆる労働者階級と緊密に提携して首切り、労働強化、低賃金政
策に反対し、農協労働者の劣悪なる労働条件の一掃を期する。

4.

農協を、その本来的使命である農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上のための忠実な実践者たら
しめるため、農協労働者と農民は共通の場に立ち共に行動しなければならない。従ってわれわれは労働搾取と
農民収奪を企図し、農協をその支配下におこうとする内外の独占資本に対し、積極的に農民と提携して闘う。

5.

労働組合は如何なる政治的支配をも排除して完全に自由でなければならない。しかしながら現在の日本の社会
機構のもとにおいてはすべての労働運動が経済的分野にのみとどまり得るものではない。われわれはかかる現
実を認識し、共通の目的にむかって闘う政治勢力とは相異なる機能の明確な認識と相互の自主性尊重のうえ協
力提携する。
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