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きやすい・働きがいの
ある職場環境整備』と
いうことが大切だと考
えています。ただ単に
「規則」で文章を作る
ことで、表面上の〝整
備〟をするのではな
く、
それを実際に運用・
活用できることが重要
です。それには、職場
みんなで「働き方の見
直し」を考え・議論す
る必要があります。そ
して、その議論をもと
に労働者の意見として

201６年度中央執行委員会よりご挨拶
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労連加入労組を増やす

ります。皆様と力を合わ

以前にも中執をやらせ

労組員の皆様の期待に

組合員の疑問などに対
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で、前年度の経験を活か
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が円滑に進むよう尽力致

頑張りますので、宜しく

初めての中執ですが、

します。

中央執行委員として少

はないでしょうか。Ｓ
ＮＳの活用など、それ
らを上手に活かした活
動もできないかと模索
しているところです。
一方で、道農協労連
及び共済部会に所属し
ていることで「情報の
共有ができ、他組合と
意見交換ができ、仲間
が大勢いる安心感」と
いうのは普遍的なもの
と考えています。
「温故知新」の精神
で、一つひとつ皆さん
と協力し、やっていき
たいと思います。

しでも貢献できるよう、

いきます。
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ため、まずは近隣の未加
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す。皆様のお役に立てる
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枝崎拓也

職場の皆さんと一緒

（猿払村）

（美幌町）

よう、より一層努力して
目指します。

く変わってしまいまし
た。同時に、労働組合
活動も様変わりした気
が し ま す。 数 年 前
は、いわゆる「賃金」
に関する争議が多くあ
り ま し た が、 今 は
「よ
り働きやすい職場」を
目指す要求にシフトし
てきているように感じ
ます。個人的には、労
働組合活動の基本は変
わってないと思います
が、やはりスピーディ
に効率良く意見をまと
め、要求活動すること
が求められているので

東
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に、より良い職場環境を
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よう、微力ではございま

皆さんのお力になれる

南憲和

念・考え方・導入法を勉
強・理解し、いま一度
「労働組合活動」の意
識を高めたいと思いま
す。

（十勝清水町）
応えられるよう、しっか

及川弘志

伊藤政成
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盟労組加入活動に力を入
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大東毅史

緒に頑張って参ります。

浅野孝一

九村信吾

経営者にどんどんぶつ
けていくことが必要で
す。それには共済部会
全体で、ワークライフ
バランスについての概

石野弘基

（道東共済）

（ようてい）

（書記局）

過去の経験を教訓にして
合併後の不安解消を

と考えています。そし
て、直営診療所の重要
性についても改めて訴
えたいと思います。
また、共済部会とし
て過去の合併（オホー
ツク、北海道ひがし）
において経験したこと
を活かし、合併を控え
ている組合の仲間がス
ムーズに交渉できるよ
うお力添えしていきた
いと考えています。同
時に、広域合併する地
区内で労働組合が未組
織の共済組合に対し、
労 働 組 合 の 存 在 意 義・
重要性を理解してもら
い、加入してもらえる
よう、共済部会のネッ
トワークを活かしてア
プローチしたいとも考
えています。

に、私が就職した時と
はＮＯＳＡＩ制度や労
働環境、もっと言うと
社会・経済状況が大き
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過去にも農水省交渉を実施

吾

信

村
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発行責任者

15時から

規則整備だけでは不十分
〝働き方の見直し〟が必要
―今年度の農業共済部
会（以下共済部会）の
活動について教えてく
ださい。
今年度の共済部会
は、
「ワークライフバ
ランス」の概念に基づ
いた活動を行いたいと
考えています。私自身
十勝ＮＯＳＡＩに就職
して 年経ちました
が、職場を取り巻く環
境は随分変わってしま
ったと思います。ＮＯ
ＳＡＩを志す学生が少
なくなっており、更に
中途退職者が増えてし
まっているのは感じま
すね。
―離職者を減らす為に
はどのような対策が必
要だと考えますか？
離職をする原因は多
岐に渡るのでしょう
が、私は『就職して働

―今後の労組活動では
どのようなことが求め
られると考えますか？
最初にも述べたよう

活発な情報共有で
上部団体加入の優位性を

ＮＯＳＡＩ道東労組結成大会

―今年度合併が控えて
いますが、共済部会は
どのような対策を考え
ていますか？
共済部会としては、
行政庁に出向き直接意
見交換・交渉の場を持
ちたいと考えていま
す。北海道は、５組合
化に向けた広域合併が
迫っており、合併後の
労働条件に不安を感じ
ている仲間がたくさん
います。また、広域化
により事業所・診療所
の統廃合が進められた
場合、廃止になった地
区・地域に対する影響、
職員の生活に対する影
響が懸念されます。そ
のため、それらに対し
て充分配慮した対応に
ついてもお願いしたい

７月９日共済部会第27回定期大会

ワークライフバランスをテーマに講演する栗栖部会長

（留萌地区共済）

女性の労働環境も課題に

北海道単位農業協同組合・農業共済組合
労働組合連合会（道農協労連）機関紙

単組幹部養成セミナー
①札幌開催
10月22日㈯
②北見開催
1１月12日㈯
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農業共済部会・栗栖部会長に聞く

農業共済部会のめざす活動とは

