22 日出席状況
委員長
岡山
倉敷
備北

第５回中央執行委員会
○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）

坂本○
原田○
角 ○
内田○
三井×
野田×

専従
松田×
上村○
片岡▽
宮山○
水田○

○＝23

村上○
井上▽
小倉○
大橋○

井木○
瀧川×
佐藤○
備前

三上▽

△＝0

井笠

▽＝4

濱 ○
尾島○
杉本×
難波○
長崎×
藤島×

×＝17

【本日のスケジュール】
9:30 セパ論議（パは人事制度提案説明）
12:00 昼食

高木○
中畑×
高木佳○
神崎×
内藤×
大隅○

？＝0
13:00
17:00

2011.11.12 in オルガ
西崎○
難波恵×
ｱﾙ準備
美作
高田×

山本○
CS
(守屋)×
浅図×
下野○
大橋克×

赤沢○
大谷○
小川×
山際▽
菱野×

25／43(欠員 1)

報告･協議事項
終了

I. 情勢
・ TPP 問題。10 日参加表明が 11 日に先送り。関係国と協議に入ると表明。阻止の取り組み重要。
・ 消費税 10％への国際公約。G20 で。10 年代なかばに、大きな影響を及ぼす。
II. 報告事項
1.この間の活動
10/22 第 4 回中央執行委員会
25
10 月度経営協議会／DC 協議会
26
10 月度店舗会議／共済会幹事会／労金推進
委員会
27
10 月度店舗協議会
29-30 第 11 回パート臨時連絡会総会／TPP 反対店
舗前宣伝行動(西大寺・東川原)
31
生協労連パート部会幹事会／10 月度 DC 懇
談会
11/3 11.3 憲法集会
4
秋闘回答受取団交
○上部団体、諸会議、各部会報告
生協労連：秋闘中間情勢、震災特需で経営安定。前
年実績を目指す。12 春闘方針論議。
県労会議；TPP 参加反対集会デモ
ア部会準備会：組合員 SC 問題で会議招集
青年部：地連企画への参加(4 名の見込み)
ミドルエイジ：総会の準備、26 日に吉永理事長の講演。
その他全般：TPP 宣伝行動、10/29 西大寺、東川原、
2.各支部等の取り組み
岡山支部：支部総会、牡蠣の食べ放題。共済会の自主
活動の取り組み活用を検討。アルバイト労組
員へは共済補助同額分を労組が負担する方
向。

5
5-6
7
8
9
8-9
10
11
12

TPP 反対店舗前宣伝(大野辻･大福)
生協労連 組織拡大交流会
ストライキ配置(回避)／県労おかやま常幹
部会四役会議／岡山市社会保障推進協議会
県労会議 TPP 反対昼集会･デモ
第 438 回労連中執
要求実現 11.10 秋闘中央行動／生協労連第 6
回最賃闘争交流会
11 月度中央安全衛生委員会
第 5 回中央執行委員会

11/5 大野辻、大福で実施。
パ臨総会…有期雇用が増え、雇止めがある。パート
法改正の運動。大幅賃上げ、最賃 1000 円。労働組
合の意義、諸課題、医労連の組織拡大の取り組みを
学習。コープふくしまの店舗で労連 2400 作戦、子
どもを放射能から守ろう署名、労組役員が店内放送
で署名の呼びかけ。200 筆以上を集約。
倉敷支部：11/23 に会議
備前支部：みかん狩り、11/19?
井笠支部：1 月まで会議なし

III. 協議事項
（１） 組織拡大関連
・ アルバイト部会、17 日の茶話会、会場問題で中止。
組合員 SC 問題での tel アルバイトに会議招集で呼びかけ予定。
・ 関連･一般関係
拡大担当者の選出を

（２） 専従協定について
・ 継続協議中、進展なし。
（３） 2012 年春闘準備
・ 生活実感アンケートを配布中。労連の集約締め切りは 11/20。
（４） 当面の会議、および集会・研修参加
① 中四国地連青年部準備会宮島戦跡めぐり
日時：11 月 19～20 日
会場：宮島包が浦自然公園
参加：6 名程度(内田)
参加費：8000 円、労組負担
② 全労連「全国集会 2011」
日時：11 月 19～21 日(土日月)

会場：静岡県アクトシティ浜松
参加：濱
③ 2011 年日本平和大会
日時：11 月 25～27 日(木～日)
会場：沖縄各地
参加：公募(1～2 名)
④ その他、各種団体の取組み

IV. 労理課題
（１） 秋闘について
・ 一時金部分については妥結、妥結投票に入る。11 月 15～21 日投票期間、22 日(火)開票予定。
・ 諸要求に対する二次交渉、今後のすすめ方を確認。
（２） 2012 年間日程について
・ 年末の 8 連続勤務。2007 年の変形労働時間、6 条でやっている。労基法に抵触する可能性。
・ 今年は通常配達のため、12 年末の変則配達については意見が出る可能性。職場からの反応を見て次回判断。
（３） 年末年始労働条件について
・ 店舗は 1 月 3 日の問題が残っていますので、今回の提案からは除外されています。
・ その他の部分は、カレンダー上の問題を除き、例年と同様かと思います。
・ 基本的にはこの内容で準備を進め、不具合があれば随時修正させていく方向で進めることを確認。
【質疑】
・ 仲間作りパートはどれに該当するか？
⇒確認する。
・ 24 日特配の勤務時間は早くできないか？
⇒意見として理事会に伝える。
（４） 組合員サービスセンター提案について
・ シミュレーションが出ました。各職場に配布。職場からの意見は現在までには無し。
・ 処遇に関する回答は、事務パート会議を招集し判断する。
・ TEL アルバイトについて、17 日に招集会議（玉島茶話会は中止）
。
・ 会議で回答を評価し、今後のすすめ方について確認する。納得できる水準という評価になれば個別面接に入
る。アルバイトの雇用については別途交渉が必要になる可能性がある。
（５） 店舗 1 月 3 日営業提案について
・ 回答が出ました。職場に配布、意見集約を行うが、評価して交渉するという時間的余裕はなく、22 日火曜ま
でに全員投票を行うかどうかの判断を行う。
・ 理事会は全員投票に二の足を踏んでいるため、回答に対する現場の受け止めを集約してほしいとの要請を受
けての判断。
・ タイムリミットは 11 月末。11 月 21 日に状況判断、22 か 23～29 日を投票期間、30 日を開票の予定とする。
・ 但し、惣菜問題がもたついていれば状況が変わる可能性がある。
（６） 惣菜パート賃金問題について
・ 個別シミュレーションがまだ出ません。出れば、理事会に説明に行かせる予定。
（７） 統一物流(冷凍)センター関連
・ 処遇提案について、今回の会議に間に合わず。
（８） 人事制度･新賃金制度（セパ別論議）

・ 正規：4 項目の提案あり。①③は問題なし。②④について議論の余地あり。
サービス残業問題では、さらに詰めた交渉が必要。この回答だけで実態が改善に進むとは考えられないと
いう意見多数。
サービス残業をやっている幹部から“するな”と命令されても、聞く耳を持てないという声。
・ 定時：エクセレント提案について
中執に対する説明は終了。水準で意見多し。今回の提案では、当面は店舗パートが対象ということになる
が、問題はパート全体の人事制度に関わる課題であり、他の職場での論議の方法に工夫が必要。
V. その他
・ パートの厚生年金適用問題に関する資料
・ 103 万円問題と 130 万円問題、同一労働同一賃金がすすすまない中で厳しい側面もある。
・ 労金からのお願い
VI. 次回日程

12 月 10 日(土) 9:30～
於：民主会館
※会議終了後、喜怒哀楽にて忘年会の予定

