政府は、今春闘でも
財界へ賃上げを要請
し、中小企業の給与改
善に対する法人減税措
置を拡充します。労働
者の賃金を引き上げる
ことは今や社会的責任
と言えます。社会情勢
を追い風に積極的に賃
上げを求めていきまし
ょう。
昨秋に行った『２０
１６年度くらしの実
態・要求アンケート』
の 結 果（ 左 下 グ ラ フ ）
で は、正 職 員 の 賃 上 げ
要求額は１万円が最も
多 く、 正 職 員 以 外
（臨
時、パ ー ト、嘱 託 ）は 時
給１００円以上となっ

春闘要求提出はじまる
春闘

今年こそ賃上げを勝ちとろう！
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2017春闘要求・回答一覧

２月27日現在

①最大限のベア
北石狩 ②住宅手当の見直し
③新採用職員の雇用増

ています。正職員だけ
ではなく、同じ職場で
働く非正規の仲間の労
働条件引き上げにも取

全農協労連産別中央行動

石野

弘基

当者より収入保険制度
の簡単な説明及び農業
災害補償法の改正点に
ついての説明を受けま
した。収入保険制度に
ついては、農業経営全
体を対象にしたセーフ
ティーネットであると
説明。価格低下も含め
た収入減少を補償し、
不正のないように、青
色申告を行っている農
業者のみ加入できると
述べました。また、肉
用牛などは、マルキン
（肉用牛肥育経営安定
特別対策事業）の対象

中央副執行委員長

産別行動に参加して

どうなる収入保険制度
全農協労連は、２月
日、 日に東京都内
で第１１２回臨時大会
を開催。北海道からは
木村正之委員長をはじ
め５名が代議員として
参加しました。
また、臨時大会終了
後には、産別中央行動
が行われ、国会議員要
請や全中要請、農水省
要請が実施されました。

いるという実状を報告
しました。併せて、収
入保険制度の導入によ
り業務量増加が推測さ
れるため、事務費補助
金の増額要請を行いま
した。
また、地域に根付い
た組織であるべき農業
共済組合が、昨今の広
域合併による診療所の
統廃合などで組合員と
の距離感が遠くなって
いると、広域合併に伴
う弊害についても説明
しました。
農林水産省では、担

であるため、収入保険
制度の対象外とのこと
でした。
家畜共済改正点、①
死廃共済と病傷共済を
分離し、別々に加入可
能となる。②家畜の異
動の都度、組合員が申
告する現行制度を廃止
し、期首に年間の飼育
計画を申告し、期末に
掛け金を調整する方法
に簡素化。③初診料以
外に全額補償されてい
る病傷事故共済金にお
いては、当面の間１割
の自己負担を求める。
④待期間事故の簡素化
などです。
道農協労連は、これ
からも国会議員や農林
水産省に要請や情報提
供を求めていきます。
今後の予定としては、
共済部会と連携し、５
月に再び農林水産省の
担当者との意見交換を
予定しています。

後志 ・後志支所診療所の36協定協議

２月 日に全農協労
連産別中央行動に参加
し、衆議院議員及び農
林水産省担当者と意見
交換を行いました。
衆議院議員に対して
は、農業共済組合の職
場実態を踏まえて実態
報告と要請を行いまし
た。はじめに、今後農
業災害補償法の改正や
収入保険制度の導入が
予定されていることか
ら、職場環境が大きく
変更することが予想さ
れており、先行きを不
安視する声が上がって
ましょう。
【要求提出期限】
３月 日
【回答指定日】
要求日から２週間後

宗谷 ・宗谷支所の36協定協議

至っておりませんが、
それぞれの単組は新組
合でも存続することを
決めています。
道南ブロックでは、
後志労組が他の４組合
の未組織労働者へ労組
参加を呼び掛けていく
ことにしています。

・深川本所異動者の転居費用個
人負担０
上北
・降格者の現給保障確認
・上川北支所の36協定協議

16

17

また、要求書提出、回
答書の受け取りだけで
終わるのではなく、必
ず交渉の場を設け、納
得する回答を引き出し

２つの新共済発足

①
年齢給を基本とした一律 ①ベアできない
1,500円のベア
きたみらい

答
回
求
要
単組名

吾

信

村

九

発行責任者

場所：札幌市内

!?

３月１日に道央ブロ
ック上川、空知、留萌、
宗谷管内の９つの農業
共済組合が合併し、北
海道中央農業共済組合
が発足しました。
また、
道南ブロック石狩、後
志、道南、胆振、日高
管内では、５農業共済
組合が合併して、みな
み北海道農業共済組合
が発足しました。
道 央 ブ ロ ッ ク は、
２０１１年から上北職
組と宗谷労組とが合併
対策会議を設置し、新
組合での労働条件に関
する情報交換、統一労
組結成に向けた協議を
行ってきました。２月
末現在、労組統一には

合併に伴う取り組み

単組

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

全道若者のつどい

①
事業収支予算において検
討
②
決算状況見て期末手当で
対応。定期昇給率50％は
今後検討
③
退職者補充を基本に採用
していく
④
労使懇談会等で意見交換
できれば
⑤
消費税については個人で
負担願う
①
定 昇一律3.0％＋1,000円
ベア
②
満55歳以上の定時給与支
給基準の見直し
③
待遇面改善し、職員の採
新篠津
用を
④
完全週休二日制検討への
参画と勉強会等の実施
⑤
燃料手当を税抜単価から
税込単価へ見直し
佐呂間 ①本俸3.5％の引き上げ

り組んでいきましょう。
昨年の集計結果と比
較すると、正職員は、
「１万円」
「５千円」
「５千円未満」を選択
す る 人 が 昨 年 よ り ６・
２ポイント増加してお
り、少額でも現実的な
賃上げを勝ち取りたい
という期待があるとい
うことが読み取れます。
道農協労連の２０１
７春闘要求基準では、
全ての単組が春闘にと
りくみ、ベースアップ
実施を目指すこととし
ています。労働組合全
体で要求討議を進めて
統一要求期限までの提
出を目指しましょう。

全道５共済体制に
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者
働
労
協
農
（昭和45年１月29日
第三種郵便物認可 ）



