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２０１２春闘 たたかって実現しよう！

誰もが安心して働き続けられる職場とくらし

２０１２春闘は、働くなかまの切実な期待が大きく広がるなかでたたかわれ

る春闘です。東日本大震災・福島第一原発事故、この国を襲ったさまざまな災

害からの復旧と再生をめざす住民と私たちのなかま。日本経済とこの国の農業

を根底から危うくするＴＰＰへの参加を強引に推し進めようとする政府・財界

は、困難に直面している多くの国民を、さらに追い詰めようとしています。

私たちは２０１２春闘で、震災と原発事故からの再生をめざしてたたかいま

す。ＴＰＰ参加反対の国民的な運動の中心になってたたかいます。青年や女性

が安心して働き続けられる職場を実現するためにたたかいます。大幅賃上げを

実現するためにたたかいます。

２０１２春闘、たたかって実現しよう！誰もが安心して働き続けられる職場

とくらしを。
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１、東日本大震災、福島第一原発事故からの復旧・再生（復興）を

国民全体の課題として

（１）やがて１年になろうとしている東日本大震災・原発事故の被災地

２０１２春闘が最初の山場を迎えるころ、震災から１年、今なお新しいスタートが切

れない住民が多く残されています。被災地では、いまだに多くの人が職を失ったままで、

厳寒の地で設備の十分でない仮設住宅暮らしを余儀なくされている人たちがいます。

福島第一原発事故はいまだに終息の見通しが立たないことによって、住民のくらしや

生業の将来への不安は募るばかりです。

（２）被災地の再生（復興）を国民の共通の課題として

被災地の再生（復興）は、被災地住民だけでなく、国民全体の課題だという考えはす

べての国民の共通した思いです。震災後、地元経済の再生・復興を願う地場産業（企業）

の苦悩をよそに、再生・復興の財源を持つ大企業は多くの労働者を解雇し、撤退して行

きました。政府・民主党は、「復興のためなら多少の負担は仕方ない」という国民の善

意に付け込んで、「儲け（利益）」を優先する大企業には減税、国民には「復興税」とい

う名の増税を押し付けています。これからのくらしや生業の再生を求める被災地の住民

にも、いっそう負担を強いるものです。

被災後、被災地の住民はもとより、国民全体のくらしや働き方にも大きな変化が起こ

っています。とりわけ、原発事故を受けて節電対策が大きな課題となる中で、時差出勤

や休日出勤など、犠牲になる家族への負担は計り知れないものがあります。再生可能な

自然エネルギーへの転換や、８時間労働制を守り、「人間らしい」働き方を職場に定着

させることが必要です。

（３）被災地のこれからは日本の国の進む道につながる

被災地のくらしと仕事の再生は、すべての人たちのくらし方と働き方に大きな影響を

与えるものです。「震災復興」を「ビジネスチャンス」として位置付けている一部の大

企業・財界が進める新たな「構造改革」を推し進めるのか、地域を再生し、人間らしく

第１章 ２０１２春闘はどういう情勢のもとでたたかわれるのだろうか
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くらし、働ける場をつくるのかが問われています。

２０１２春闘をあらためて「国民春闘」として位置付け、被災地のなかまや住民とと

もにくらしと働くルールを守るたたかいに結集しなければなりません。

２、国民・労働者のくらしと「働くルール」への攻撃

（１）不況の中で利益をあげ続ける大企業

経済不況が深刻化する中でも、大企業の利益は膨らみ続けています。「震災」や「円

高」によって、中小企業や地場産業が経営を維持できなくなると嘆く中で、大企業の「た

め込み」は増えるばかりです。企業の成長によって労働者の雇用や賃金は守られるとい

う欺瞞（ぎまん）に満ちた「成長神話」は、それを支持した人たちの間でももはや説得

力を失い、大企業のため込みばかりが増え、日本中に仕事を求める労働者・国民があふ

れています。懸命に働いても生活が良くならない貧困層は増えるばかりです。

被災地に踏みとどまり、懸命に

地域のために奮闘する中小企業

や地場産業を尻目に、いち早く被

災地から撤退していく大企業の

姿からは、社会的責任を果たす姿

はみじんも感じることはできま

せん。

円高を口実に海外への生産施設の移転を進め、労働力の買いたたきを世界各国で進め

ている大企業も円高を演出している張本人の一人です。「歴史的な円高」の中でも、輸

出産業は輸出を増やし、利益を上げ続けています。ＴＰＰ参加は、こうした日本企業の

海外進出に手を貸し、国内産業のいっそうの空洞化を進めることになります。

（２）くらしと「働くルール」への攻撃

野田首相は財界との関係を今まで以上に重視し、大企業優遇、国民負担増の政策を

次々に打ち出そうとしています。財界・大企業は、野田内閣の「財界擁護」路線に勢い

づき、大企業優遇の税制、社会保障改悪とともに、労働法制のいっそうの緩和を要求し

ています。
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政府・民主党の進める「税と社会保障の一体改革」は、復興財源を口実とした消費税

増税、年金開始年齢の引き上げ、年金掛金負担の上限引き上げなど、増税と社会保障の

切り捨て路線を突き進もうとしています。

雇用や働くルールへの攻撃は、震災前よりもいっそうひどくなっています。「節電対

策」を口実とした働かせ方は、新たな長時間・タダ働きの働くルール違反を生み出して

います。

「１％の金持ち」のための政治ではなく、「９９％」のための社会を実現するための

政治を取り戻すことが必要です。

３、日本農業を取り巻く情勢の変化と農協

（１）日本農業と地域経済を取り巻く情勢

① ＴＰＰ参加で日本農業と国民のくらしを守れるのか

政府・民主党は「高いレベルの経済連携の推進とわが国の食料自給率の向上や国内農

業・農村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じる」と

してきました。農地の集積・大規模化と「６次産業化」を柱とした計画を示しながら、

ＴＰＰへの参加を積極的に推進してきましたが、「参加反対」の世論の高まりとともに、

東日本大震災・原発事故が起こり、農林漁業に大きな被害をもたらしたこともあって、
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結論を出すことを先延ばしにしてきました。

しかし、アメリカと財界の強い圧力に屈した野田内閣は、１１月のＡＰＥＣで「ＴＰ

Ｐ参加に向けて協議を開始する」と発言し、国内の「ＴＰＰ参加反対」が大きな声にな

っているにもかかわらず、強行する姿勢を取り続けています。与党である民主党をはじ

め、国会の内外にある反対論・慎重論は、国民世論の高揚を受けて大きな勢力となって

います。この国民世論の多数は、ＴＰＰが食料自給率の向上、食の安全・安心とともに、

医療や労働、公契約など、国民生活に大きな影響を及ぼすことを懸念しています。

② 「大規模化」によって日本農業は生き残れるのか

国は農地集積の目安を、平地で２０～３０ha、中山間地域で１０～２０ha の規模の

経営体（土地利用型農業）をめざすとしていますが、現状は１戸当たりの農地面積は平

均で１．８ha、集落営農規模でも、平地で１８．４ha／集落、中山間地域で１０．５

ha／集落という状況であり、これ以上の集積は相当困難であることは明らかです。ま

して、アメリカやオーストラリアの１００倍、１，０００倍という規模には到底太刀打

ちできるはずがありません。国の考え方で「大規模化」を進めるなら、９０数％もの農

家が農業から放り出されることも考えられます。

津波や原発事故の被害を受けた農家は、こうした国の考え方をどう見るのでしょうか。

津波による塩害や施設を破壊された農家が、自らのくらしを取り戻すために歯を食いし

ばって頑張っている時に、「農業をやめろ」と言わんばかりの農地集積・大規模化提案

は、復旧・再生への道を閉ざしてしまうものです。

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針」より
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（２）農協の役割は発揮できるのか

① ＴＰＰ参加反対の共同と系統農協

これまでも、食の安全と農業を守る運動の一致点での共同を系統農協に呼びかけてき

ましたが、今回のＴＰＰ参加をめぐって、系統内でも大きな変化が起こっています。

ＴＰＰが日本農業だけでなく、国内経済に大きな影響を与えるものとして、他産業・

分野からの反対の声が大きくなっています。系統農協は、こうしたＴＰＰに反対するあ

らゆる勢力と一致点で共同を模索し、大きな力を結集するための運動を組織しようとし

ています。全中は、私たち全農協労連や他産業労働組合（全労連など）、農民組織、消

費者組織などにも積極的な申し入れを行い、私たちが主催する（食健連や春闘共闘）集

会などにも代表を参加させています。

これまでのような農政連を中心とした

政治的な働きかけだけではなく、すべて

の国民を結集した運動として、ＴＰＰ参

加反対、日本農業を守るたたかいを進め

ることが農業協同組合の役割として重要

です。

② 「第２６回ＪＡ全国大会」を前に問われる協同組合の役割

２０１２年は３年ごとに開催される「ＪＡ全国大会」が開催される年です。また国連

では、２０１２年を「国際協同組合年」と定め、協同組合が果たす社会的役割について

見直す機会とすることとしています。

前回（第２５回）の大会では「大転換期」との情勢認識のもとで、「新たな協同の創

造」を提起した大会でしたが、自民党政治から民主党へと政権が交代する中で、系統農

協の農政活動にも大きな影響を及ぼし始めました。これまで自民党一本やりだった系統

農協は、第２５回大会で「全方位型」の農政活動という方向を打ち出しました。「戸別

所得保障」などで一定の前進はあったものの、ＴＰＰ参加など、輸入自由化政策はます

ます加速する事態に至っています。

震災・原発事故という未曽有の事態が起こったにせよ、系統農協の経営不振は続いて

います。経営不振のしわ寄せは、農家組合員と農協労働者のくらしと雇用・「働くルー
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ル」に大きな影響を与えています。

政府が進める「大規模化」と「農業構造改革」路線に従って、農協をいっそう「合理

化」「効率化」の道に進めるのか、「協同組合」の立場に立った方針を確立するのかが問

われる「第２６回ＪＡ全国大会」が迫っています。

③ 国連の「国際協同組合年」と農業協同組合

国連は２０１２年を「国際協同組合年（ＩＹＣ）」とし、ア）協同組合についての社

会的認知度を高める・・・協同組合の貢献・協同組合の世界的ネットワーク・コミュニ

ティ構築や平和への取組などについて知ってもらう、イ）協同組合の設立や発展を促進

する、ウ）協同組合の設立や発展につながる政策を定めるよう政府や関係機関に働きか

けることをめざして取り組みを進めることとしています。

日本でも、この行動に呼応した形でさまざまな行事や行動が行われることとなります

が、「協同組合の価値や協同組合の果たす社会的な役割」を広く認知させることや、「協

同組合運動を促進させる」ことを目的としたものです。

農業協同組合は、生活協同組合（生協）と並んで日本の「協同組合」を代表する組織

です。東日本大震災からの復興や、ＴＰＰ参加阻止のたたかいの先頭に立つことが求め

られます。

１、被災地再生（復興）と農協労働者

（１）くらしと仕事の再生に全力を尽くす農協労働者

被災地で働く農協労働者は、自らのくらしと仕事の再生のみならず、農家組合員・地

域のくらしの再生のために全力を尽くしています。

被災地の農協労働者は、被災直後から地域住民とともに復旧作業に携わり、また、仕

事を通じて地域住民のくらしと仕事の再生のために奮闘してきました。

第２章 農協労働者と労働組合の状態
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（２）被災地の農業・農協事業を再建・再生するために力を尽くす

農地の復旧作業や農業の再生のための努力を、農家や住民と一体になって進めていま

す。被災地の労働組合は、自らの雇用・身分を守るとともに、農業を再生し農家組合員

の営農とくらしを守るための努力が続いています。

農協労働者の雇用・身分を守る取り組みや、人員増の要求は、農協事業を再生させる

ことにより、農家や住民のくらしや仕事の再生を支えるために欠かせない取り組みとな

っています。原発事故からの再生を進める地域では、農協や農協労働者・労働組合が被

害補償を求めるたたかいの先頭に立って奮闘しています。

２、続く経営不振と農協労働者

（１）経営収支の「つじつまあわせ」に終始

農業で生活が成り立たない農家の離農、農協離れが進んでいます。農業就業人口は、

１９９０年に４８２万人であったものが、２０００年には３８９万人、２０１０年には

２６０万人と大きく減少しています。農家の減少は直ちに農家組合員の減少につながり、

出資の減少＝自己資本比率の低下につながります。

自己資本比率の維持のために、「職員出資」という安易な手段で「つじつまあわせ」

をする農協も増えています。人員削減や賃金抑制による人件費抑制が進んでいます。事

業の縮小や事業所の統廃合は、農家組合員との接点である労働者の減少とともに農家の

農協離れをいっそう進め、農協の収支悪化の負のスパイラルとなっています。

年度末決算を前に、経営収支の「つじつまあわせ」のために年度末一時金のカットや、

臨時・パート労働者の雇い止めの強行も毎年繰り返されています。

（２）経営不振のしわ寄せが農協労働者に集中している

前述のような一時金のカットや臨時・パート労働者の雇い止めの横行など、経営不振

のしわ寄せが、労働条件や「働くルール」の改悪に直結しています。低賃金と「ノルマ」

がくらしを破壊し、働き続けることを困難にしています。人減らしによる長時間労働は、

労働者本人の健康と家族へのしわ寄せとなり、労働者の心身を蝕んでいます。

「効率化」と「ノルマ強化」は労働者間の競争をあおり、職場から「協働」を奪って

います。「目標達成」「成果優先」の経営のあり方が、近年のコンプライアンス違反の多



- 9 -

発を招き、労働者のモラルハザードを引き起こすことにもなっています。

臨時・パート労働者は、賃金総額の抑制や安易な雇用調整の道具として、農協の職場

でも増え続けています。経営不振を口実にした雇い止めや低賃金の押し付けは、臨時・

パート労働者のくらしや働くルールを破壊しています。

事業の不採算部門の切り離しや事業の統廃合など、事業の会社化が進んでいます。農

協からの転籍やプロパー労働者で構成される会社では、労働組合の組織も活動も十分で

なく、過酷な労働条件で働かされているところも少なくありません。

３、労働組合の役割が果たせているのだろうか

（１）なかまの切実な声が労働組合の「要求実現」のたたかいに結び付いているのか

賃金や労働条件など「働くルール」が壊されていることが指摘されている状況で、な

かまの声が労働組合の活動に反映されているのでしょうか。

要求実現のたたかいが、執行部と経営者のやり取りだけになっていることも多く、な

かまの団結の姿が見えない春闘になっています。学習や網の目話し合いなど、要求づく

りの段階からしっかりたたかうことの意思統一が不十分である場合が多く、「幹部請負」

型のたたかいが、要求実現を困難にしています。

（２）経営責任を果たさせるために労働組合はその責任を果たしているか

経営者には、農家組合員の営農とくらしを守るために事業を伸ばし、協同組合の役割

を果たすこととともに、労働者のくらしと「働くルール」を守るという責任・義務があ

ります。

労働組合はくらしと職場を守るために、経

営の果たす役割をチェックし、その責任と義

務を果たさせることが必要です。労働組合が

なかまの切実な要求を実現するために「要求」

を提出し、要求実現のためにしっかりたたか

うことが、経営に対するけん制となります。

秋の産別中央行動 全中要請
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１、賃金引き上げの要求（産別統一要求）

（１）賃金の引き上げに関する要求

① 誰でも 10,000 円以上、時給 100 円以上、平均 20,000 円以上の賃金を引き上げ

ること。

② 高卒初任給を月額 160,000 円以上、大卒初任給を 200,000 円以上とすること。

③ 農協内最低賃金を時間額 1,000 円以上、日額 7,500 円以上、月額 160,000 円以

上とすること。

（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。

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、格差支給を行わないこと。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 合併農協や統合連合会の賃金格差・水準の是正措置を早急に講じること。

２、働くルール確立の要求（産別統一要求）

（１）長時間労働の規制に関する要求

① 労働基準法を順守し、時間外・休日労働に対するすべての割増賃金を支払うこと。

② 労働基準法で規定する「管理・監督者」の範囲を、職務内容や権限、勤務態様、待

遇などの実態に即して定め、資格や職位による一律的な判断は行わないこと。

③ 休日労働は「３６協定」にもとづくことを原則とし、安易な「振替休日」を濫発し

ないこと。「振替休日」を含む「時間外・休日労働に関する一般協定」を結ぶこと。

④ 「３６協定」の１ヶ月の上限時間を３５時間以内とすること。

⑤ 時間外・休日労働の実態を把握し、必要な人員を配置すること。

第３章 「人間らしく働く」ための要求を掲げて
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（２）職場環境の整備に関する要求

① 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、職場研修の

強化を行うとともに、対応部署を実効あるものとすること。

② 安全衛生委員会の確立と機能発揮で、メンタルヘルス対策に取り組むこと。また、

長時間労働の規制について、労働時間を常にチェックする体制をつくること。

③ 職場の防災・災害対策として施設・設備の点検を十分におこなうとともに、非常時

マニュアルなどを作成すること。

④ 臨時・パート労働者についても、休暇制度など正職員と同等のものとすること。

⑤ こどものための教育休暇制度を新設すること。

（３）雇用・身分に関する要求

① 雇用・身分に関する基本協定を締結すること。

② 出向にあたっては、本人の同意を得るとともに、労働組合と「出向協定」を結ぶこ

と。

③ 人事異動にあたっては、事前に本人と面談し、家庭的責任にも十分配慮して本人の

同意を得て行うこと。

④ 中高年齢層に対する人権を無視した退職勧奨は行わないこと。

（４）労働条件の労使対等決定に関する要求

① 労働条件の変更にあたっては、労使が対等に協議・合意の上で決定すること。

② 機構の改編や人事異動など、労働条件変更にかかわることについては、変更可能な段

階から労働組合との事前協議を行うこと。

３、農協事業に関する要求（産別統一要求）

（１）事業の改善に関する要求

① 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こと。

② 農協事業が「協同組合事業」として行われるよう、農家組合員や労働組合の意見・

意思を反映させた計画とすること。
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③ 「目標管理」の強化や労働者の個人ノルマ化をしないこと。また、労働者の心身へ

の極度な負担を与えるパワーハラスメントを徹底して排除すること。

（２）人員配置に関する要求

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。

４、農業と食の安全・安心、地域経済を守る要求（産別統一要求）

（１）ＴＰＰ参加に反対する運動に関する要求

① ＴＰＰ参加反対の大運動をいっそう広げるため、農協が率先して地域の共同を呼び

かけること。学習や宣伝行動に積極的に取り組むこと。

② 労働組合がＴＰＰ反対の運動に取り組むことを時間内活動として認めること。

（２）農業と食の安全・安心を守る要求

① 農家の切り捨てにつながる「展望のない大規模化」に反対し、家族的経営が持続で

きる農業政策を講じるよう、国に求めること。

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こと。

③ 食の安全・安心を確保するための法整備および検査体制を充実するよう国に要求す

ること。

④ ＢＳＥ、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの防除対策を強化するよう国に要求するこ

と。

５、震災からの再生と新しい社会をめざす要求（産別統一要求）

（１）震災・原発事故からの復興をめざす要求

① 東日本大震災・原発事故からの復興に最優先で取り組むよう、国に要求すること。

被災地の農林水産業の再生にあたっては、これらの産業に従事する人たちや、地域住

民の意見を反映した復旧・復興策を講じること。

② 震災復興を営利目的とした大企業や海外資本の参入に反対し、国の責任で震災復興

を進めることを要請すること。
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（２）再生可能な自然エネルギーの開発に関する要求

自然環境を守り、循環型農業をはじめとする低炭素社会の実現を早急にめざすことを

国に要求すること。また、農協系統でも小水力発電やバイオマスエネルギーなど再生可

能な自然エネルギーの開発に取り組むことを検討すること。

６、年度末一時金の要求

（１）年度末一時金に関する要求（産別統一要求）

① 年度末一時金を ヵ月分支払うこと。

＊単組・支部の要求決定にあたっては、昨年度を下回らないこととします。

② 支払いにあたっては、差別や格差支給をしないこと。

１、すべての労働者がたたかいに結集する

（１）労働者は労働組合に結集し、要求実現のためにたたかう

「要求」を掲げてたたかうことは労働組合の原点です。苦しいからこそ要求を掲げ、

たたかうことが大切です。労働組合は、なかまの不安や悩み、期待が大きければ大きい

ほど力を発揮する組織です。その解決策を個人の「ゴマすり」やなかまとの競争に求め

ず、また、「アキラメ」ることもせず、なかまと力を合わせてたたかうことで要求を実

現してきた労働組合の歴史がそれを証明しています。

しっかりたたかうことです。「経営者とうまくやる」とか「過激なことは避ける」と

して、要求を切り下げたり、実現可能と見られる要求しか提出しなかったり、すべての

労組員が参加する行動や「戦術」を避けることがあります。「経営者とうまくやる」こ

とは、要求の切捨てやたたかいの放棄ではないはずです。正常な労使関係は「労使対等」

第４章 たたかいの課題と具体策
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で労働条件を決定することです。

（２）なかまの不満や悩み、期待を「要求」にするための取り組み

繰り返し述べてきたように、「要求づくり」は一人ひとりの労働者にしっかり寄り添

い、なかまの不満や悩み、期待をしっかり聞き出すことが大切です。機械的なアンケー

ト集計や話し合いのない職場班「会議」、統一要求の押し付けといった「要求づくり」

では、労働者が要求実現のたたかいに結集することを困難にするばかりです。

「網の目話し合い」を要求づくりの基本に据えているのは、あらゆる場あらゆる時が

要求づくりの場所と時間であるからです。さまざまな話し合いを「要求」の集約の場と

して位置付けることが大切です。執行委員会はアンテナを鋭くして、一人ひとりの労組

員の気持ちをつかむ努力を怠ってはなりません。

（３）すべての単組・分会が要求書を提出したたかう

全農協労連に結集するすべての単組・分会が、統一要求日まで

に要求書を提出し、回答指定日にきちんと回答を受け取るという

たたかいにするよう意志統一します。

すべての単組・分会が統一行動に結集することで、産別全体の

たたかいを盛り上げ、賃金・労働条件の底上げをめざします。

２、これからも働き続けることが保障される賃金を獲得する

（１）賃上げのたたかい「３つの視点」（要求の考え方）と具体的取り組み

【要求の考え方＝第１の視点】 くらしを守るための賃金引き上げ

憲法２５条は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことを国民の権利として掲

げています。「健康で文化的な」生活は、労働者と家族が明日のくらしへの不安を覚え

ているようでは実現できません。農協労働者の平均的賃金水準は、民間労働者の平均賃

金から大きく下回っています。

この１０数年、農協や農業関連団体の賃金の多くは「定昇」のみで、賃金水準が低い

ままです。農業・農協を取り巻く環境の悪化を口実に、人件費抑制策をとってきた系統



- 15 -

農協では、低賃金が起因となり若年層の中途退職が後を絶ちません。

日本経済の長期停滞は、外需頼みの国の経済政策のもとでいっそう深刻になっていま

す。デフレスパイラルは、労働者の貧困化をますます進めることになっています。

春闘でたたかう「賃上げ」は、私たち自身のくらしを守るためのものであると同時に、

内需の拡大による日本経済の立て直しをはかるためにも重要です。

【くらしの実態と賃金実態を明らかにして「ベース・アップ」をかちとるたたかい】

① 賃金決定は「生計費原則」にもとづくものでなければならない

賃金の基本は、労働者のくらしが成り立つものでなければなりません。農協労働者の

中途退職が後を絶たないことの理由の一つ（大きな理由）として「低賃金」があげられ

ることを見ても、現在の賃金水準の低さでは、くらしが成り立たないと考えている労働

者が多いということです。

賃金決定が「生計費原則」にもとづくものでなければならないことは、くらしが成り

立たなければ働く力＝労働力をつくりだすことができないのは当然です。

労働者とその家族が、憲法２５条および労働基準法第１条に定める「人間らしい」生

活をするために必要な費用＝労働者の生計費（家計費）を調べ、なかまの賃金実態を明

らかにして、「安心してくらす」ことができる賃金を要求するための根拠とすることが

必要です。モデル生計費（年齢や家族構成別に）を調査することや、初任給生活体験な

どにも取り組みます。

なかまが自らの賃金実態を明らかにし、職場のなかまや地域の他産業労働者、全国的

な賃金水準との比較にも取り組みます。経営者に「資料」を提出させることも必要です

が、労働組合員自らが「賃金明細」をしっかり見て、労働組合に実態を報告することは、

労働者が自らの賃金実態を自覚するうえでもさらに大切です。

② 生活改善のために諸手当の新設・改定をかちとる

単組では、実態に合わせて諸手当の新設・改定を要求します。とりわけ、賃上げが進

んでいない現状の中で、若い世代が働き続けるための要求を掲げてたたかうことが必要

です。

住宅手当を新設すること、家族手当を増額すること、通勤手当を増額することなどは、

低賃金を補填するうえでも重要です。
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【要求の考え方＝第２の視点】 働きがいの持てる賃金への引き上げ

賃金の高低が、直ちに「働きがい」につながるわけではありませんが、働く意欲（モ

チベーション）を高めることにつながることは間違いありません。反対に、低賃金で明

日のくらしへの不安を抱えていると、働く意欲の喪失、モラルの低下にさえつながりか

ねません。

臨時・パート労働者も含めた、農協労働者の賃金水準の引き上げをかちとるたたかい

（農協内最低賃金）を重視することが必要です。

【要求の考え方＝第３の視点】 差別・格差のない賃金をめざす

差別のない賃金をめざすたたかいを、とりわけ重視することが必要です。同一価値労

働（同一労働）同一賃金の原則にもとづく雇用形態別や男女賃金差別の是正、男女雇用

機会均等法にも抵触する採用基準（広域異動や外勤など）にもとづく賃金差別をなくし
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ます。差別・格差のない賃金を実現することは、なかまが働くことへの意欲を持つこと

とにもつながっています。

【賃金引き上げのたたかい】

① 農協内最低賃金制度の確立

全国一律最低賃金制度を求めるたたかい（後述）と並行して行わなければならないの

が、「農協（連合会）内最低賃金」の確立です。農協労働者の賃金水準の引き上げ、底

上げをかちとるたたかいはとりわけ重要です。

民間労働者の高卒初任給（男性）平均は２０１１年度で１６０，８００円です。農協

労働者の農協内最低賃金を、月給で１６０，０００円、時間給で１，０００円とする要

求を実現するための取り組みを強化します。

② 全国一律最低賃金制度実現のために

世界の国を見ても、一部の国土面積の広い国（中国・カナダなど）を除き、全国一律

最低賃金制度を採用している国が多数を占めています。地域により賃金の格差を生じさ

せることは、過疎化をいっそう進め、過剰な労働市場を都市部に生み出すことによって

労働者どうしの「安売り競争」を激しくさせています。

最低賃金の引き上げは「雇用に大きな影響を与える」として否定してきた財界・日本

政府の言い分は、国際的には全く通用しない理論になっています。ＯＥＣＤやＩＬＯは、

「最低賃金を引き上げても雇用には影響しない、むしろ好転する場合もある」「最低賃

金を引き上げると失業者が増えるというのは、最低賃金を引き上げないための口実」と

述べています。

財界・政府が全国一律最低賃金制

度を否定してきた理由は、「地方間の

生計費の格差」ですが、世界各国で

全国一律最低賃金制度を採用してい

る国では、地方ごとの生計費の格差

を是正することを全国一律最低賃金

制度導入と同時に進めてきています。

まして、日本では最近の調査（労働
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ＪＣ総研

総研・全労連＝Ｐ１６参照）でも、生活に必要な費用は全国で大きな差がないことが明

らかになっています。

長期の不況にあえぐ日本経済を立て直すためには、賃金を抑えるのではなく、最低賃

金を全国で引き上げることこそが今必要な策です。

③ 差別的賃金制度とのたたかい

ア）統合連合会の賃金制度

統合連合会の賃金制度は、全国域異動や居

住地域を理由とする差別的賃金制度という

弱点を持っています。同じ職場に働く労働者

が、採用方式の違いで賃金格差が生じ、それ

によって働く意欲を低下させる労働者が生

まれることもあります。全国一律の賃金制度

を基本としながら、物価手当や諸手当を組み

合わせて賃金補正をするなど、働く意欲を失

わせず、くらしが成り立つ賃金制度にするこ

とが必要です。

くらしの見通しがたてられ、働く意欲

をいっそう持てる差別・格差のない賃金

を実現することを要求します。

イ）人事考課・成果主義的賃金制度

人事考課や成果主義的な賃金評価制度

は、短期的な収益確保の道具として過度

な競争を生み、コンプライアンス違反を

も誘発する場合もあります。こうした

「ノルマ」を賃金の評価にする仕組みを

改めさせます。

「成果・成績」だけの評価は、なかま
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との競争や「追い落とし」を職場に持ち込み、協働して農協事業を発展させることに

つながりません。社会に貢献し、農家に喜ばれる仕事がしたいと願う気持ちを踏みに

じっては、働く意欲が失われてしまいます。人事考課や職能給などの賃金・人事制度

をそういった立場で見直し、生計費にもとづく賃金制度に変える取り組みをします。

ウ）均等待遇

賃金格差の是正は、働く意欲を向上させるためには必ず必要な取り組みです。女性

への昇格差別や採用元の違いによる格差、「臨時・パートだから」という理由にもな

らない理由で大きな賃金格差を押

し付けられているなかまも大勢い

ます。仕事と賃金の実態を具体的

に明らかにして、是正を迫ること

が必要です。

中高年齢層が意欲を持って働く

ためにも、経験やくらしの状態に

ふさわしい賃金とし、「中高年齢

層」の昇給停止や賃金カットをな

くします。

エ）時給１千円以上を早期に実現する取り組み

農協労働者の低賃金の原因の一つは、臨時・パートなどの非正規労働者の低賃金が

あります。臨時・パート労働者が全労働者の３０％を超える勢いで増えていることは、

他産業と比較しても決して少ない数ではありません。

農協の職場では、臨時・パート労働者の賃金が、地域最低賃金をようやく超えてい

るような低賃金で働かされていることが多く、「正職員のようにノルマがない」など、

低賃金を臨時・パート労働者に容認させるさまざまな思想攻撃が加えられているのが

現状です。日本で「同一（価値）労働同一賃金の原則」が定着しないことの要因の一

つに、こうした正・臨・パ労働者の「ノルマ」や「責任」、「長時間労働」などによる

働かされ方の分断があります。

「時給１千円以上」という、健康で文化的な生活を実現するための第一歩としての
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たたかいを、臨時・パート労働者と正規雇用労働者が連帯して進めることが大切です。

④ 公務員攻撃と賃金抑制攻撃

「構造改革」路線によって、国民を金持ちと貧乏の両極に仕分けしていった結果、

多くの国民が生活悪化による不満を抱えることとなりました。そのはけ口として利用

したのが「公務員バッシング」です。

「働かない公務員」「賃金ばかり高い

公務員」という攻撃に、少なくない

国民が拍手を送ってきました。

震災後から、懸命に復旧・復興に

努力する公務員労働者をよそに、国

家公務員に対する賃金切り下げ攻撃

は、これまで政府が賃金抑制の口実

としてきた「人事院勧告」さえ無視

した攻撃です。「公務員でさえガマン

している」「公務員も賃下げだから民

間も」というこれまでの賃金抑制の仕組みをさらに拡大するものです。

これまで農協・関連団体でも、「人勧準拠」を賃上げの基準にしてきた単組も多く

あり、こうした「攻撃」との対峙なしには、要求の前進はありません。これまで「人

勧準拠」を賃上げの基準にしてきた単組では、くらしの実態を明らかにし、なかまの

切実な要求を掲げてたたかうとともに、地域や公務員労働者とともに春闘をたたかう

ことが必要です。

（２）年度末一時金は、労働者のくらしを支える賃金の補てんとして

年度末一時金は、“利益が出たら”配分するという考え方をしている経営者が多く、

「賃金補てん」という考え方に立っていなのが現状です。したがって、収益が出ても自

己資本比率の引き上げや、農家組合員への配当として使われてしまいます。

年度末一時金は、文字通りその年１年の最後の賃金です。くらしに必要な賃金の補て

んをかちとる最後のチャンスです。
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（３）「支払い能力論」とのたたかい

① 賃金の決定は労使協議にもとづくもの、「事業計画」に惑わされない

労働者の賃金は、「事業計画」で定めるものではなく労使が協議して決定するもので

す。「事業計画」という名で一方的に労働条件が決定されるなら、それは憲法、労働基

準法の「労働条件の対等決定」に違反するものです。同じように「理事会決定」として、

賃金や労働条件の決定を押し付けることもたびたび見られます。

事業が計画通り進んでいないからという理由で、労働者のくらしに関する費用（生活

費）を削ることにはなりません。計画以上の実績に対して、「将来に備える」「今はよく

ても次年度以降が不安だ」と内部留保に回してしまうなど、労働者に「報いる」賃金を

出すことはめったにないのが実情です。

労働者は、「安心して働き続けられる賃金」の一点でたたかうことが必要です。くら

しの安定が、事業の伸張のために力を発揮する意欲を生み、エネルギーとなります。

② 賃上げ・働くルールの確立で、働く意欲を高めることが「生産性」向上につながる

経営側の主張する「効率化による労働生産性の向上」は、人事考課など「馬にニンジ

ン」的な差別にもとづく処遇が基本です。どんなに頑張っても評価されないなかまも多

く、働く意欲（モチベーション）を高めることよりも、失敗しない働き方が増えてきま

す。ＪＣ総研の調査（平成２２年ＪＡの人事・労務管理総合調査＝Ｐ１８参照）でも、

人事考課制度に“問題がある”と回答した農協は９８．５％にも上ります。労働者の働

く意欲を高める制度でないことは明らかです。問題点を洗い出し、こうした差別的な制

度をあらためさせます。

賃上げや働くルールの確立こそが労働者の働く意欲を高め、「生産性」を向上させる

ことにもつながります。

労働組合は、人件費抑制、人減らし「合理化」や「効率化」、「ノルマ強化」、「長時間

労働」をあたりまえと受け止めず自らが働き続けるためには、ガマンやアキラメを打ち

破ることが必要であることをしっかり確認します。

③ 「地域格差」を抑制の道具とさせない

格差社会の拡大は、一部の富裕層にさらに富を蓄積させ、一方で「ワーキングプア」

などの貧困層を生み、社会的賃金水準にも届かない農協労働者のさらに下を行く低賃金
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層を増やしています。農協労働者の働く地域でも、低い賃金・低所得者層が増えること

で、「さらに低い」賃金層がいることをなかまの賃金を抑制する口実とする経営者もい

ます。

生計費の実態が全国で大きく変わることがないことは、これまでの調査でも明らかで

す。低賃金、格差賃金を押し付ける「地域最低賃金」を口実にした賃金制度や賃金設計

をあらためさせること、会・農協、産業内の最低賃金を統一すること、全国で一律の最

低賃金を確立することなどの運動を進めながら、「地域格差」を口実とした賃金抑制の

攻撃を打ち破ります。

④ 目標達成（ノルマ達成）を賃金引き上げの基準とさせない

一時的な収益を目的として賃金に連動させることは、労働者の過度な営業活動に結び

つくことから、金融庁をはじめ系統金融機関を監督する農水省でも「好ましくない」と

監督する際の指針の重要な項目に挙げています。

「目標を達成しないと賃金が出ない」とか、目標達成を昇給・昇格と連動させること

で労働者に過酷な目標達成を押し付け、賃金の決定を個々の「成果」にゆだねることを、

残業を前提とした一時金査定を無効とした秋田やまもと裁判の判例や、前述した監督指

針なども活用しながら規制することが必要です。

⑤ 「情勢」を口実にした経営努力の放棄を許さない

東日本大震災・原発事故の直接被害を受けた農協であっても、労働者の雇用や労働条

件を守ることは重要です。単独では困難な経営再建であっても、中央会・全中や系統、

県や国などの行政機関への働きかけなど経営者の果たすべき役割は数限りなくありま

す。そうした努力を行う前から「解雇」や「賃金切り下げ」などを口にするようでは経

営努力を放棄したとみなされても仕方ありません。

農産物の輸入自由化路線が浸透する中で、農家が農業を続けることが困難になってい

るもの事実です。そうした中で、事業の縮小と人減らし「合理化」が農家組合員の農協

離れをいっそう加速させており、それらのことが原因で引き起こされた自己資本比率の

低下を取り繕うために、労働者への強制的な出資を押し付けるなど、協同組合として到

底許される経営手法ではありません。
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３、働くルールの確立で、なかまが「働く意欲」を持てる職場にするために

（１）長時間労働を規制し、「働く意欲」が持てる労働環境を実現する

ＩＬＯは「ディーセント・ワーク」実現のためのさまざまな提案と取り組みをすすめ

ていますが、人間らしく働くための重要な要素として「ディーセント・ワーキング・タ

イム（人間らしく働くための労働時間）」を掲げています。労働時間の規制のための５

つの基準として、①労働者のいのちと健康を守る、②家族にやさしい労働時間、③ジェ

ンダー平等（男女平等）、④労働者の意欲とモラルを高め生産性を向上させる、⑤労働

者が自由に選択できる労働時間、をあげ人間らしく働くための労働時間を確保すること

をめざしています。

労働組合の先達が困難を乗り越えてかち

とった「８時間労働制」は、「人間らしく」

働くために守らなければならない最低限の

基準です。労働者の自覚を高め、自らがこ

の権利を行使することを２０１２春闘で宣

言します。

国民春闘共闘で取り組んでいる「ディー

セントワーク署名」に積極的に取り組みま

す。

【要求の考え方】

割増賃金の請求、「３６協定」の上限規制、人員増という「三つの取り組み」を基本

に要求します。人員増の要求は前述のとおりですが、割増賃金の請求、「３６協定」の

上限規制については、法的規制によって長時間労働をなくすために重要な役割を果たす

取り組みです。労働者自らが取り組みに参加するとともに、労働者の要求として経営者

に実現を迫ることが大切です。

【「三つの取り組み」の具体化】

① 残業代をきちんと請求する

残業代をきちんと請求し、支払わせます。まず、労働組合が組織として全員が請求す
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るための意思統一を行います。職場班単位の学習と話し合いに取り組み、時間外・休日

労働に関する正確な知識と、労働組合が規制に取り組む目的を学びます。

経営側に労働者の労働時間を適正に把握させるための取り組みの一つとしても、残業

代を請求する・支払わせることが必要です。「安全衛生委員会」なども積極的に活用し

て、労働時間の適正把握を行わせるとともに、長時間労働の規制を進めます。

② 「３６協定」の上限時間を規制する

二つ目の取り組みは、「３６協定」締

結にあたって、上限時間の規制を強め

ることを重視します。「３６協定」締結

の際、１ヶ月の延長時間の限度が４５

時間を下回る（法律では１カ月の延長

時間の上限は４５時間）範囲で締結す

ることを対案として、長時間労働の規

制を経営側に迫る取り組みを進めます。４５時間を超える「特別条項」は原則認めませ

ん。

その際、「３６協定」の締結に先立って、「時間外・休日労働に関する一般協定」を締

結する取り組みを進めます。

「時間外・休日労働に関する一般協定」では、労働基準法で必要とされる項目以外の

「振替休日」や「代休」、「割増率」などについても協定します。多くの職場で「振替休

日」と「代休」が曖昧な使われ方をされ、法律で定められた週１日の休日さえ保障され

ていません。「３６協定」を締結し、時間外・休日労働に関する協定を結んでいるにも

かかわらず、休みのとれない「ニセ」の振替休日を規制することが必要です。

③ 人員増をかちとる

人員増という要求を対置してたたかいます。人べらし「合理化」が農家組合員の求め

るものではなく、人の配置こそが必要であることに確信を持つことです。仕事の見直し

を進めることはもちろんですが、農家との対話の機会を積極的に設け、人員配置につい

て話し合いを行います。



- 25 -

（２）人間らしく働き続けるための職場環境を整備する

【要求の考え方】

セクハラやパワハラを根絶するための取り組みを重視するとともに、職場環境の整備

を経営側に求めます。女性差別の実態を明らかにして実効ある対策を求めます。男女が

共に働き続けられる職場の実現をめざします。

安全衛生委員会の機能が正しく発揮されるよう経営者に求めるとともに、安全衛生委

員会で労働者が提案した事案を確実に実行するよう求めます。

セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、メンタルヘルス不全の防止は、発生

の原因を明らかにすることが大切です。個人の性格や資質の問題にしてしまわず、勤務

状況や職務・職場の実態を点検します。研修機会を必ず設けることなどの対策を経営者

に求めることは大切ですが、同時に、対策を経営者任せにせず、労働組合に対策部署を

設けるなどの積極的な対策が必要です。

労働組合は経営者に、労働者が「人間らしく働く」ことを保障することや、消費者・

国民に食の安全・安心、安定供給を保障するという「社会的責任」を果たさせるための

責任を持っています。労働組合が経営のチェック機能を果たすためには、対等でモノが

言える関係でなくてはなりません。憲法で保障されたこの労使関係を壊す行為を許さな

いことが必要です。

【働くルール確立のたたかい】

① 女性の権利を拡充し、女性が権利をきちんと行使できる環境をつくる

ＩＬＯが最重要目標として掲げる「ディーセント・ワーク（人間らしい労働）」は、

賃金、社会保護、権利の保障をすべて「ジェンダー平等（男女平等）」の立場で実現

することが必要であるとし、世界各国で労働組合の重要（主要）要求として、政府も

その実現のために努力しています。

２０１０年、雇用者総数に占める女性労働者の割合は過去最高の４２．６％となり

ましたが、女性労働者の半数以上（５３．８％）が非正規労働者です。均等待遇、同

一（価値）労働同一賃金の原則をしっかり実行させる取り組みや、女性が働き続ける

ためのさまざまな母性保護・休暇制度を確実に行使できる環境をつくります。

女性が自らの権利をきちんと行使するために、学び、話し合う場に結集することが
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大切です。春闘を前にした要求づくりなど、女性だけの話し合いの場を持つなどの取

り組みを重視します。

② 子育て世代・介護世代が働き続けられる環境をつくる

子育て中の女性が安心して働くことのできる職場を実現します。産休・育休の有給

化を進める取り組みや、男性の育休取得ができる環境づくり、参観日などの教育休暇

を獲得するたたかいなど、労働者の要求

に基づく取り組みを進めます。

介護・看護休暇の拡大を求める取り組み

とともに、代替要員の確保など取得する

ための環境づくりをすすめます。

親の介護などで一定時間を拘束される

労働者の職場・職種など、対象者の実態

と要望に配慮した異動等を行うよう求め

ます。

教育休暇（参観日休暇）の新設や病気休暇（有給）の新設・拡大など、労働者の生

活に必要な休暇制度などを求める取り組みを強化します。

③ 自分と家族のための８時間をしっかり確保する

自分と家族のための８時間がしっかり確保できることを、安心して働き続けられる

職場の指針とします。変形労働時間や“名ばかり”フレックス・タイム、“なんでも”

振休など、労働時間のでたらめな運用をやめさせ、きちんとした生活時間が確保でき

るよう要求します。

④ 青年がこれからも働き続けられる職場を実現する

労働者どうしの競争は、人間関係を悪化させ、悩みを相談できる職場環境を失わせ

ています。成果による評価が過剰になれば、ハラスメントという暴力が職場にまん延

する事態も引き起こされます。人間的な成長段階にある青年労働者がこれからも働き

続けるためには、競争・選別で分断された職場に「協働」を取り戻すことが必要です。

労働条件の引き上げは緊急の課題です。“結婚もできない”ほどの低い賃金、ノル
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マに追われる毎日から脱却することは、将来の見通しを立てなければならない世代に

とって、農協という職場に働き続けるべきか否かの決断の条件ともなっています。

⑤ 労働者の健康と安全を優先した職場づくり

職場の防災・災害対策として施設・設備の点検を十分におこなうとともに、非常時

マニュアルなどの作成を求めます。

安全衛生委員会の機能を発揮させます。形式的な委員会の開催にとどまらず、職場

の巡回点検や、毎月の残業代の支払い状況、職場ごとの時間外労働の実態調査をおこ

なうなど、安全衛生委員会を機能させるための取り組みを強化します。労働組合が委

員会の前には対策会議を開催して対応を協議することも必要です。
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⑥ 人員増・雇用確保のたたかいを「人間らしく働く」ためのルールづくりの中心に

人員削減と「効率化」によって、一人の労働者にかかる過重労働（仕事の量と責任

の過大な負担）が生み出す「働くルール」破壊の労働実態は、異常なまでの長時間労

働と賃金不払い残業（サービス残業）を生み出しています。この数年増え続けている

メンタルヘルス不全、過労死の実態は、農協の職場でも例外ではありません。

人員増のたたかいは、労働者の健康を守るとともに、仕事を通じて農家や農協事業

を守る役割を農協に果たさせることでもあります。人員増の要求を、「減収減益」と

いう経営環境にあって「仕方ない」とあきらめてしまうことを克服し、人間らしく働

くためのルールを確立する要求の中心に据えます。

⑦ 臨時・パート労働者を安易な雇用調整の道具とすることを許さない

ア）職場では、正規雇用労働者から臨時・

パート労働者への置き換えが広がってい

ます。補助的業務として扱われてきた臨

時・パート労働者は、職場の中で多数を

形成し、補助的業務にとどまらず、「責任

者」としての役割を果たす労働者も増え

ています。

その一方で、低賃金と不安定雇用という雇用実態は変わらず、経営悪化や環境の

変化が直ちに雇用不安に結びついています。同じ職場に働くなかまとして、放置し

ては置けません。安定的な雇用をかちとることが、すべての労働者の雇用と権利を

守ることにつながります。

臨時・パート労働者が、解雇や雇い止め（契約満了を理由として）を一方的に通

ＪＣ総研
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告されている状況を労働組合が見過ごしてはなりません。直ちに当事者との面談、

経営側との交渉で状況把握をおこなうとともに、解雇・雇い止めを回避するための

取り組みを進めます。

イ）臨時・パート労働者の権利を正規雇用労働者と同等のものとします。社会的活動

や家族のために使う休暇制度を、“臨

時・パート労働者だから”という理

由で制限することは、人権無視にほ

かなりません。

忌引きや結婚休暇など差別的な休

暇制度があれば、正規雇用労働者と

の均等な待遇を求めます。

⑧ 「労使対等」で「モノの言える職場」を実現するために

ア）「労働者のくらしと雇用を守り、権利を保障する」責任を経営者に果たさせる

経営者の義務と責任を果たすことを求めます。職場を取り巻く情勢の厳しさや経

営状況を理由に、最低限守らなければならない法律をおろそかにすることは、あっ

てはならないことです。経営者が果たすべき社会的責任について、経営者との協議・

合意形成を進めます。

イ）「協同組合事業」の視点に立ち、コンプライアンス問題が発生する原因を明らかにする

事業推進における「行き過ぎたノルマ（目標）」の規制は、一刻の猶予もできない

取り組みです。事業の健全な発展は、労働者どうしの競争や選別からは生まれませ

ん。農水省の「系統金融機関向けの総合的な監督指針」でも、“報酬額が短期的な収

益獲得に過度に連動したり、過度の成果主義を反映する”ことがないよう監督する

ことが必要だと述べています。

ウ）労働組合への不当な干渉・攻撃を許さない

労働組合が「労使対等」を貫く立場を経営者にはっきり示します。団結を壊そう

とするものとは、断固としてたたかいます。
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労働組合への攻撃は、日常活動の強化と組織拡大の前進による団結の力で跳ね返

します。２０１２春闘では、経営者と対等な立場で要求実現をめざします。

４、農協事業に協同組合を取り戻す

【要求の考え方】

多発する「コンプライアンス」問題の根底には、農協事業が「もうけ優先」に陥って

いることがあり、「ノルマ」と労働者どうしの競争によって事業の伸長をはかろうとする

経営に問題があります。

組織再編は、事業の縦割り化をいっそう進め、農協事業から協同組合事業としての性

格を奪い去っています。人減らし「合理化」がそれに輪をかけ、「効率化」の中で農家や

地域住民との結びつきが失われています。

農協事業が農家と地域を結ぶ役割を果たし、くらしを豊かにし、農業を発展させるこ

とに役立つものとなるよう、農家組合員との接点（最前線）にいる農協労働者自らが、

仕事を通じた対話の中で農家の悩みや不安、期待を持ち帰り、話し合いを進め、労働組

合として具体的な提言（要求）をします。

【農協事業に協同組合を取り戻すたたかい】

① 「第２６回ＪＡ全国大会」に向けた取り組み

「第２６回ＪＡ全国大会」を前に、ＴＰＰ参加問題や大震災からの復興対策を踏まえ

て、農家や消費者、私たち農協労働組合・労働者の意見を持ち寄り、「私たちの提言」

として全中に提出します。

「第２６回ＪＡ全国大会」議案の策定にあたって「私たちの提言」が活かされるよう、

全中との懇談・要請の場を設定します。

② 農協事業のあり方を考える取り組み

「農協事業のあり方を考える」場を、産別本部はもとより、地本や単組でも設定しま

す。農協事業を「協同組合」という視点でとらえ、現状の事業の問題点を明らかにし、

現場の視点で農協事業をどう改善していくのかを話し合います。

全国連、県連、単協、関連会社（団体）等、すべての農協に関連する組織からの参加
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が大切です。農協は、系統組織全体で協同組合事業を行っています。組織を切り離して

成り立つものではありません。産別労働組合に結集するすべての労働組合からの参加を

求めます。

５、ＴＰＰ参加を阻止し、日本農業の発展をめざす取り組み

【要求の考え方】

ＴＰＰ参加反対のたたかいは、日本農業と食の安全・安心を守るたたかいと連動して

います。ＴＰＰはこうした農業分野とともに、国民のくらしに大きな影響を及ぼすこと

が次々に明らかにされています。私たちは、すべての農協・農業関係者が共同してＴＰ

Ｐを跳ね返す運動を進めるために、系統農協と、ともにたたかうことを呼びかけるとと

もに、他産業や地域に積極的に働きかけることを呼びかけます。

【ＴＰＰ参加反対、農業・農協を守るたたかいの具体化】

① ＴＰＰ参加反対の取り組みを進める

「ＴＰＰ参加阻止」を、系統農協・

農民・他産業労働者・消費者など、幅

広い分野との共同で実現します。

ＴＰＰ参加が、日本農業の再生・発

展とは無縁のものであり、ＴＰＰ参加

は、日本経済の仕組みや国民生活を根

本的に変えてしまうことを広く宣伝し

ていく取り組みを進めます。地域の共

同行動を積極的に組織します。食健連

の宣伝資材やや国民春闘共闘委員会作成の「ＴＰＰパンフ（仮称）」を活用しながら

学習・宣伝を行います。また、「ＴＰＰ反対署名」に引き続き取り組みます。

② 地域の基幹産業としての機能を発揮させる取り組み

東日本大震災や原発事故、地球温暖化による地球環境の変化が、国と地域の基幹で

ある農林水産業に大きな影響を及ぼしています。政府は、我が国の食料自給率を向上
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させると言いながら、ＴＰＰなど農林水産業を壊滅させる政策をとろうとしています。

日本農業を守り、食の安全・安心を守る取り組みに全力を尽くすとともに、原発事

故を教訓にした低エネルギー社会の実現を、循環型農業、バイオエネルギー開発の取

り組みを、農協の事業として進めていくことなどを労使で協議します。

６、震災復興（再生）を進める取り組み

【くらしと生業を再生するために＝要求の考え方】

① １日も早く、くらしと生業を取り戻すために

津波被害を受けた農地の１日も早い回復（除塩等）に、国が最大限援助することや、

原発被害の補償など国や行政への要求を基本にすえて、系統農協として対策をとるよう

働きかけます。

また、エネルギー政策の見直しを求めるとともに、協同組合事業の一環として再生可

能エネルギーの開発に取り組むことを検討するよう求めます。

② 被災地の会・農協の労働者の雇用と労働条件を守る

被災地の農家や住民が一日も早く、くらしと生業を取り戻すためにも、被災地の連合

会や農協に働く労働者の雇用や労働条件が守られることが必要です。農家や地域住民を

支援するための力として農協労働者が位置づけられることを要求します。

また、被災地の農協への資本注入や合併にあたって、人員削減や労働条件の切り下げ

を行わないよう、会・農協、関係官庁に要求します。

【震災復興の取り組み】

① 農家組合員、地域住民とともに

被災地域への支援を全国から行うこととともに、

農家組合員、地域住民を中心にした復興をめざす取

り組みを進めます。

くらしと仕事の再生をめざす取り組みに重点を

置き、農林水産業や関連する地場産業再生のための支援を国や自治体に求めるとともに、

地元住民の雇用確保を進めます。関係省庁への要請も行います。
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経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は５日、加盟国での貧富の格差が過去３０年間で最高に達

したとして、これを是正するために富裕層への増税をすべきだと各国政府に提言しました。

「富裕層に公正な比率の税を負担させるために、所得再配分における租税の役割を再検討す

べきだ」と提言しています。 ＯＥＣＤのアンヘラ・グリア事務総長は声明で、「格差拡大

はけっして必然ではない」と語り、富裕層への増税で格差是正は可能になるとの認識を示し

ました。

② 労働組合の運動とたたかい

被災地の雇用の確保や労働組合・労働者のたたかいの支援を行うとともに、復興財源

問題や被災地復興への予算を確保するなどの運動を進めます。

また、原発事故にともなうすべての補償を行うよう、被災地の労働組合とともに運動

を進めます。

被災地の会・農協との懇談を行いながら、一致する課題での協力を進めます。

７、くらしと社会保障を守る取り組み

（１）「税と社会保障一体改革」反対の取り組み

政府が進めようとしている社会保障の改悪は、

「子育て」「医療制度」「介護保険」「年金」「生

活保護」と、全面的な攻撃です。財源は「消費

税」として、５％を引き上げる構えです。消費

税引き上げに反対するたたかいを強化します。

大企業・大金持ち優遇税制をあらためさせ、負担能力に応じた税制への改善を求めま

す。国民春闘共闘などで取り組む「社会保障拡充署名」を進めます。

（２）震災・原発事故からの復興と連動した原発ゼロ、再生可能エネルギーへの転換を求

める取り組み

原発ゼロをめざす運動とも連携し、再生可能な自然エネルギーへの転換をめざす運動

を強化します。「原発をなくす全国連絡会」とともに、署名や行動に参加し、原発ゼロ

をなくす取り組みを進めます。
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農協が、循環型のエネルギーシステムや、バイオマスエネルギー、水利保全ともあわ

せた小水力発電、環境保全型の農業などに取り組めるよう、提言・協議を行います。

（３）憲法と平和を守る取り組み

沖縄県民、国民の意思を無視して強引に進められようとしている「辺野古沖」への基

地移転を許さないたたかいの共同を進めます。

核兵器廃絶をめざす取り組みを積極的に進めます。

８、組織拡大は「たたかうなかま」を増やす運動

（１）一致する要求での共同を進める

春闘では、未加入・未組織のなかまとの一致した要求での共同を進めます。同じ職場

に働く未加入のなかまとは、要求づくりで共同します。職場で働くなかまの意見や不

満・不安を聞くことは、要求を職場で共有することになり、要求の支持がより多く得ら

れることになります。

上部団体をもたない職員組合や上部団体の異なる労働組合・職員組合とは、「一致す

る部分」での共闘を進めます。「一致する部分」とは、要求を「すり合わせる」「下げる」

ことではなく、要求を実現するための部分的な共闘です。一致しない要求については、

それぞれが独自にたたかうことが必要です。「一致する要求」で共闘を組む際、妥結目

標をはっきりさせることが大切です。最初に確認しておくことによって、途中で共闘か

ら離脱するといった「団結を乱す」ことにつながることはありません。

（２）ともにたたかうことへの呼びかけ

「一致する要求」での共同や共闘では、要求実現

の規模や範囲が狭まることは仕方ありません。こう

した共同・共闘を進めながら、全農協労連組織への

加入を積極的に働きかけることが必要です。積極的

にたたかう姿勢を示すことが、相手に加入を訴える

武器ともなります。春闘では、「ともにたたかおう」との呼びかけを未加入・未組織の

なかまに積極的に行います。
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１、たたかってこそ労働組合

（１）要求づくりから妥結まで、春闘をたたかう職場班の役割

要求づくりから妥結まで、職場班の役割をしっかり果たします。たたかいにすべての

労組員が結集することが勝利のカギを握っています。“要求を提出したからあとは執行

部”ではなく、様々なたたかいに労組員が参加することを意思統一することが必要です。

たたかいの山場では、週１回の職場班会議（職場闘争委員会）を持ち、労使協議の状

況を全労組員が把握し、戦術・行動の配置に備えます。団体交渉にのぞむ執行委員へ労

組員の実態を伝えることや、激励を行うなども必要です。

全員団交や待機団交など、労組員一人ひとりがたたかいに参加している実感を持てる

戦術・行動の配置が必要です。

（２）執行委員会の果たすべき役割

執行委員は、「幹部請負」のたたかいをするのではなく、すべての労組員がたたかい

に参加できるよう配慮することが必要です。闘争期間中は執行委員会（闘争委員）を最

低週１回開催し、闘争状況の確認や職場のなかまの意見を集約することが必要です。

また、「労使対等」を団体交渉で強く意識して進めることが重要です。不誠実な経営

側の対応を許さず、回答の根拠となる資料の提示や、経営者に社会的責任を果たすよう

強く求めます。労働組合は、団体交渉に臨む際には必ず意思統一の会議をもつことが必

要です。団体交渉の獲得目標を明らかにして、要求の前進をはかります。

（３）戦術・行動を配置してすべての労組員が「たたかい」に団結する

① 回答指定日に必ず回答を出させるために

回答指定日に回答を出させることは、労使が対等に協議することの基本です。要求書

提出は、可能な限り団体交渉とします。要求の内容をきちんと説明し、回答指定日の回

第５章 ２０１２春闘をたたかう構えと日程
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答を求めます。団体交渉を持てない場合でも必ず手交し、同様に説明・回答を求めます。

要求日からは「プレート」を着用し、回答指定日には団体交渉を設定することも必要

です。翌日の第１波統一行動日には、すべての職場で職場集会を配置するなどの準備も

必要です。

② 不誠実な回答、低額回答に抗議し上積みをめざす

なかまの切実な思いを伝えるためには、なかまが要求に団結している姿を経営者に示

すことが必要です。それは、労働組合員が自らの要求への確信となかまの団結の力に、

いっそう確信をもってたたかいを進める力ともなりま

す。

ストライキや決起集会、全員団交や待機団交など、

知恵を絞ってたたかいます。戦術・行動の配置にあた

っては、要求づくりの段階から、職場のなかまの意思

統一を行います。

（４）「企業内」組合のたたかいから産別、国民共同のたたかいへ

① 全農協労連のなかまとともに前進をめざす

産業内の労働者の賃金は、個々の事業体（経営体）ごとに格差があります。これは、

その事業体の経営状況や、賃金の地域格差、労働組合の力量の差とともに、産業が置か

れた社会的な位置づけの問題もあります。

産業内に働く労働者の地位の向上をめざすことは、全農協労連がその創立の時から掲

げている目標です。綱領では、そのためにすべての農協・農業関連労働者が団結すべき

であると述べています。

すべての単組が、全農協労連のなかまとともに前進をめざすために、産別統一行動に

結集します。

② 国民共同の春闘をめざす

賃上げで、労働者のくらしと低迷する日本経済を立て直すことが春闘の第１の目的で

す。しかし、「構造改革」や長期にわたる経済不況とともに、東日本大震災や原発事故、
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台風などの自然災害によって、国民の多くがくらしの現実と将来への不安を抱えていま

す。

ＴＰＰ参加反対など、国民のくらしや雇用、税制、社会保障、平和といった課題でと

もにたたかうことが、国民の中に春闘への共感を広げることになり、要求の前進に結び

付きます。国民春闘共闘委員会（会議）に結集して、地域から他産業労働者、市民とも

共同して春闘勝利をめざします。国民春闘共闘の主催する討論集会・学習会や行動・集

会に積極的に参加します。

すべての労働者の権利が守られるようたたかいます。５月１日に開催される第８３回

メーデーに積極的に参加します。

２、２０１２春闘の日程

（１）要求づくりと春闘方針の確立

① 要求づくりのために

春闘討論集会を１２月８日（木）～９日（金）に開催し、２０１２春闘の構想と方針

確立に向けた討論を行います。春闘討論集会を２０１２春闘のスタートとして位置づけ、

職場を基礎とした要求づくりに取り組みます。学習や網の目話し合いを重視し、職場や

くらしの実態にもとづいた要求にします。

地本や県支部、単組でも、討論集会や学習の場を設定し、春闘をたたかう構えを確立

します。

② 農協事業のあり方交流集会

１月１４日（土）～１５日（日）に開催される「農協事業のあり方交流集会」を、連

合会・単協労働者はもとより、関連会社や産直組織などのすべての農に関連する労働者

の参加で成功させます。集会で明らかになった農協事業のあり方・改善点については、

２０１２春闘要求に積極的に反映させます。

③ 臨時大会

春闘方針の確立をはかる第１０２回臨時大会を２月１６日（木）～１７日（金）に開
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催します。

④ 産別中央行動

春の産別中央行動を臨時大会終了後（１７日）行います。

（２）要求提出とたたかいの日程と体制

① 要求日と回答指定日

○産別統一要求日 ２月２７日（月）～３月７日（水）

＊要求提出日から「プレート」着用、団体交渉設定

○回答指定日 ３月１４日（水）

＊団体交渉を設定し、回答を引き出します。

② 産別統一行動日

○第１波統一行動日 ３月１５日（木）

＊一斉職場集会をすべての職場で開催し、春闘決起の「アピール」を行います。

○第２波統一行動日 ３月２６日（月）～３０日（金）

＊ストライキを含む戦術・行動を配置し、賃上げ上積み、年度末一時金決着をめざし

ます。

○第３波統一行動日 ４月下旬（おって戦術委員会・闘争委員会で決定します）

＊ストライキを含む最大限の戦術・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１０２回臨時大会において、次の項目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、賃金引上げに関する要求、２、働くルールの確立に関する要求、 ３、年度末

一時金に関する要求
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（３）体制

① 本部の体制

本部は、中央闘争委員会、中央戦術委員会を設置して闘争の指導・援助にあたります。

中央闘争委員会のもとに中央闘争書記局をおき、情報の収集や宣伝活動を行います。

春闘グッズを製作するとともに、闘争速報などを随時発行します。また、春闘討論集

会への講師派遣や、闘争支援のための単組オルグを強化します。

２０１２年春闘方針（案）をすべての労組員（全農協労連未登録も含め）に届け、討

議を行うことをめざします。「労農のなかま・春闘特集号」を普及し、学習活動に役立

てます。

② 地本・単組の体制

地本・単組では、春闘討論集会などを開催し、学習や交流をすすめ、たたかう構えを

確立します。臨時大会などで、方針の確立をはかるとともにストライキ権の確立も行い

ます。

全労組員がたたかいに参加するよう、職場班の確立や網の目話し合いをしっかり行い

ます。

③ 闘争財政の確立

単組では、必要な闘争財政を確立します。
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