
第4回中央執行委員会 

21日出席状況  ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）    2013.10.12 in藤田 

委員長 坂本○ 専 従 村上○ 高木○ 山本○ 濱 ○ 西崎○ 赤沢○  

岡 山 
原田× 内田△ 延永△ 田口△ 仲岡○ 上村× 山際△ 前原○ 井上○ 

尾島○ 佐藤× 中畑× 浦上○ 中尾×  ｱﾙ準備 小川× 渡辺陽× 

倉 敷 
井木○ 難波○ 片岡○ 備 前 松田○ 大橋○ 

井 笠 
藤島○ 大隅▽ 

佐伯× 奥山×  神崎× 小林× 石城戸× 河原× 渡辺一× 

備 北 竹内○ 森山× 三上× 美 作 浅図× 小童谷× 樋口× C S 大谷× 

○＝19   △＝4   ▽＝1   ×＝19                       24／44 

【当日スケジュール】 

09:30  報告事項 

12:00 昼食 

13:00 協議事項 

15:00 終了

I. 情勢 

・ 10月1日安倍首相消費税を2014年4月に 5%から 8％にすることを表明。全国紙とテレビは応援団化している。大

企業減税と公共投資の景気対策歴然。 

・ 堺市長選勝利、維新の都構想緊急事態。岡山市長選は敗北。前回の県知事選挙より票を伸ばす。 

・ 10月6日、オスプレイくるな集会滋賀県あいば野で開催、1100人参加。 

・ ＴＰＰ交渉にオバマ欠席。年内合意が微妙になる。 

・ 清水さんの秘密保護法緊急学習会の紹介。１１月３日憲法をめぐる講演会の紹介（藤島） 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

9/21 第3回中央執行委員会 

 22 岡山市長選挙告示 

 23 ｱﾙﾊﾞｲﾄ学習会（鴨方）／DC懇談会 

 26 消費税反対昼宣伝 

 27 消費税反対中央集会 

 28 関連一般＆ｱﾙﾊﾞｲﾄ部会総会 

 29 地連大学部会／井笠支部 

30 職場訪問（西大寺） 

10/01 9月度経協、店舗会議／DC協議会 

 02 CSネット労理協議会 

03 書記局会議 

05 労連パート部会幹事会／第1回分会代表者会議 

05 第19回労連パート部／大学／学校 

06 第19回パート部会／女性部／市長選投票日 

08 2013要求提出団交 

09 第457回労連中執 

10 第457回労連中執／中央労安 

12 第4回中央執行委員会 

 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 生協労連： 図書カードの発送が 8 月以降できて

いないことが発覚し再送。ｱﾙﾊﾞｲﾄ等組織化方針を

確立。11.14中央行動。大学生協では最賃以下の

ｱﾙﾊﾞｲﾄがいる。（消費税）あいちは労理連名で署

名行動。労使で国会議員に要請。有期雇用を5年

未満で打ち切ることも注視。三重で労基署入る件

をＳ長の責任に。 

 中四国地連：なし 

 労連パート部会総会：税と社会保障削られていく、

年金への不安、生活保護の申請は世界に比べて少

ない。ﾏｽｺﾐの影響大。2016年問題。：労働法、無

期雇用と有期の違いで災害支援金の用紙やロー

ンなどにも差。濱：学んだことを元に話あうべき

だが、あいちの実態で時間を費やした。

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会：別紙：人事異動の話は？両方分かる

幹部を育てることを中期計画にあるのでそうし

た。：半年してみて自分の業態しか目が届かない。

店舗は店舗しか見ない等視野が狭まっている。下

期の厳しさの中、縦割りを続けていいのかと、入

れ替えてコア組合員を作る発想を意図した。 

：なぜ今なのかと現場の意見がある。 

：厳しい時に入れ替えるのは危険を伴うが、弊害を感

じたのではないか。 

：ポイント制度が変わるのか？ 

：変わる。 

：いつからは決まっていない。配送パートの残業は沢



山出ている。秋闘に組み入れたし経協でも出た。

実態把握して検討するとなっている。コースの見

直しは？少し変更しているだろう。 

：宅配と店舗のポイント制度が違うので、同一にして

いく。 

 店舗会議、協議会：別紙福富を協議。 

 DC 懇談会、協議会：機械の不調が続いている。

年度内で入れ替え予定。 

 中央労働安全衛生委員会：別紙 

ｳ）その他：：市長選の総括は：次回に 

  

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会：レクリエーション10月26日みかん

狩り。14日新人研修 

 アルバイト部会：労組員訪問実施中。9/28 ｱﾙﾊﾞｲﾄ

部会準備会総会。役員体制確立。ｱﾙﾊﾞｲﾄ労組員職

場訪問、専従と役員がﾍﾟｱで行った。秋ﾚｸ考える。

全国のｱﾙﾊﾞｲﾄの寸志の状況から秋闘へつなげる。 

 青年：中四国地連青年部、山口県回天記念館学習

交流会11月女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部：なし 

 倉敷支部：10月30日県労倉敷定期大会。1月29

日旗開き。11月20日執行委員会 。 

 美作支部： 

 備前支部：9/25 支部執行委員会。次回ﾚｸは次回

に持ち越し11/27支部執行委員会 

 備北支部：別紙 

 井笠支部：別紙 2/7 旗開き。にこの演奏か 1/17

執行委員会10月から共済の受付が煩雑に。 

 CS関係： 

●地連ＣＳ：コールｾﾝﾀｰ 130名位。時給UP要求で+10

円勝ち取る。回答の中で、賃金制度提案するとあった

部分が提案された。750 円スタート、評価 UP810 円

まで。慶弔休暇、無給を有休や項目が増える等ある。

労働時間管理要求、タイムカード管理を求めた。中四

国ではおかやまだけがﾀｲﾑｶｰﾄﾄﾞ管理。以外は残業申告

制。回答は終業から 15 分まではタイムカード管理、

以降は申告で。システムのコスト問題。15分でおおむ

ね対応できる。当面は 15 分で合意した。尾道物流セ

ンター：労組役員と懇談。CS カーゴ労組。今後の組

織拡大について。 

：鳥取は？ 

：14人が労働審判を起こしたが本訴に。労理交渉で決

着させたいため、ストを含めた闘いの意思統一 

に入った。 

：労働審判の決定文章が欲しい。 

：憲法のチラシに補助費を書いた掲示用が欲しい。

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

・ 関連一般から組織拡大の状況について報告。11月目標5名。夕食宅配を中心に拡大を進める。 

・ 店舗学習会終了。11店舗 22名の参加。 

祭日の月曜日に設定した。鴨方は大阪惣菜の人が 3人来た。残業は 30分単位、トイレに行く時間もない人員不足。

パワハラ。 

：大阪惣菜の暴言が酷い話は聞いている。 

：理事会にも伝えて、指導が入っているはずだ。 

・ 委託関係：流通11月に秋闘要求。 

・ 食べてん便の要求書、交渉に向けて  別紙。10/8理事会と打ち合わせ。団交すると労働者と認めること

になるので考える。 

：労働基準法の労働者として認めよが入ってない。市場価格に合わせるのは不鮮明。何円とか具体的に。 

：配達に関することで、代配に生じる事例があるはず。本人の兄が亡くなって、仲間で行った経緯がある。値段

を上げるとかないのか。 

：自分で代配を手配するのが基本で、問題になっている。 

：メイトや組織パートが行っている。大変な声はあるが、割増の声はなかった。 

・ 9月28日定期大会32名参加。JAL不当解雇撤回闘争中 神瀬さん講演会。 

（２） 生協政策プロジェクト 

・ 現状のメンバー…セ内田、藤島、西崎、神崎、竹内、井上（淳）、田中（裕）、猪熊パ小寺、三上、松田、

高田、村上。 

 



（３） 職場なんでも相談会（移動書記局）の具体化 

・ 9月30日（西大寺）… 

：口頭でなく、資料で。8時半位にはセンターに来て欲しい。 

：職場から希望があれば行くが、チェックして糾弾する訳ではない。 

・ 10月24日（木）…妹尾を予定 

・ 11月08日（木）…倉敷東部を予定。 

・ 10月30日  福富 

（４） 中央･地方行動 

①11・14中央行動 

  別紙：おかやまから 5名。 

②NO NUKSえひめ 

  別紙：参加費は労組持ち。おかやまから 8名 

（５） 当面の主なスケジュール 

① 10/12   第4回中央執行委員会 

② 10/13    岡山県母親大会 

③ 10/19-20 全国パート臨時連絡会総会 

④ 10/18      「秘密保護法」緊急学習会 

⑤ 10/19   第2回地連執行委員会/38回女性 

⑥ 10/24   職場なんでも相談会（妹尾） 

⑦ 10/30      職場なんでも相談会（福富） 

⑧ 10/26   パート部会みかん狩り 

⑨ 11/02   第1回生協政策ＰＪ/なくせ原発 

⑩ 11/06   第2回分会長会議 

⑪ 11/07   職場なんでも相談会（倉東） 

⑫ 11/07-08  第458回労連中執 

⑬ 11/09   第5回中央執行委員会 

⑭ 11/13   回答受取団交 

⑮ 11/14   最賃中央行動日 

⑯ 11/16-17  第4回生協政策研究集会 

⑰ 12/01   NO NUKSえひめ 

 

IV. 労理課題 

（１） 秋闘関連 

①職場集会・第 1回分会長会議 

 ・分会報告書…別紙 

 ・要求書…別紙 

 ・経営状況…別紙 

：一時金の判断は 10月の数字だが、9月の段階で厳しい数字だ。 

②要求提出団交 10月8日19:00～ 於：藤田第2･3会議室 

 ・感想 

：共済の件、人員不足の中重い。手続きが煩雑になって人手を取られる。要求の組み立てがおかしいと理事会。 

：職場で改善すべきことではないのかと思うことが多かった。 

：圧倒された。部署で問題があることを言うことが大切だと感じた。 

：緊張した。福祉や介護事業のことが分かった。 

：デイサービスオルガ 3名、私らの要求が何も入っていないと言われた。デイサービスは職場集会をまとめた方

がいいと思った。定昇をもとめたと言っていた。自分らの給与体系を知らない人が多い。労組側からか理事会

側からか、説明してもらう必要を感じた。管理者には確認したが、説明受けていないと言った。 

：職場の状況を話せばいい。 

：残業をつけることが本筋ではないとの発言はよかった。僕も言えばよかった。N 氏の意見もいいなと思った。

職場風土の問題は大きい。 

：センター長は 5万以内が決済だ。給湯器の故障を要求して井原は付いた。扇風機も付いた。実現している職場

とできない職場があることが問題だ。 



：思うことがあるために要求を上げている訳ではない。こういう要求を取り上げなければならない実態がある。

なんでかを考えろと言った。レベルの低い要求だが、出来ない組織になっている。言えば変わることを知らな

い職場もある。そういう運営がされていなければそのまま行ってしまう。パワハラ等でますます言えなくなる。

要求を掲げるのも現場で取り上げられるべきことだが、そうなっていないことが問題。 

：執行委員会があって分会長会議で要求が決まったので正式な要求書が当日まで分からなかった。 

：朝礼で今日ある件とこんな意見があったと言った。実現可能かどうかは分からないが職場集会に参加して欲し

いと朝礼で言うよう徹底して欲しい。 

③今後のスケジュールとストライキ配置 

○スケジュール 

10/08（火） 要求提出団交 

  12（土） 第4回中央執行委員会 

  16（水） ストライキ権投票最終日 

  17（木） ストライキ権投票開票日 

    29        経営協議会 

  30（水） 四役会議（最終判断） 

11/09（土） 第4回中央執行委員会 

  13（水） 回答受取団交 

 

○ストライキ配置について 

・状況判断 

：経協後の四役会議で決定する。 

 

・10/29の経営協議会の内容で最終判断 

スト予定は 18日（月）か。 

：一時金が下がることは 

：分会長まで入れることが業務に支障が出るか出ないかのボーダーだ。 

：組合員に迷惑をかけるストはしたくない。理事会に迷惑をかけることをしたい。労組員が代配に行くのではな

く、理事会が行け。 

：業務上の指示に従わないことはできない。分会長会議でも同じ様な意見が出た。迷惑がかからないようにする

と一時金はゼロになる。 

（２） 無期雇用化にするにあたっての理事会が考える課題について 

・ 理事会再度持ち帰り。他生協など調査中。 

：試用期間、移動希望等 

（３） 再雇用問題 

（４） 失効有休の積み立て制度 

・ 11月から失効有休積立開始。 

：使う人がいないのでは。 

（５） その他 

：憲法の漫画を配る話は。職場に何冊か配ってはどうかという話だった。 

：ｺｰﾌﾟゆにおんに載せてもらったが、祝島に行った。2011年2月には600名位でくい打ち工事が始まった時命を

張った女性がいた。 

：読書会から、1年経った。続けていきたいので参加して欲しい。いちえふ（コミック）の紹介。 

：青年部１１月 23日に第１回をする。 

（６） その他、各中執から 

V. 次回日程     第 5 回中執 11 月 9 日（土） 於：オルガ 5 階スカーレット AB   


