
第３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）    2013.09.21 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△ 

○＝28    △＝5   ▽＝1   ×＝10        33／44 

【当日スケジュール】 

09:00  中執員学習会 

11:30  報告事項 

12:00 昼食 

13:00 報告･協議事項 

16:00 終了

I. 情勢 

・ 9月15日多い原発定期検査入り。原発稼動ゼロになる。 

・ 秘密保護法案のパブリックコメント 17日まで。 

・ 安倍首相消費税を 4月から 8％にすることを前提に経済対策を検討している。 

・ ＴＰＰ交渉は 2国間交渉が始まる。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

8/31  第2回中央執行委員会 

9/01  氏平事務所開き  

  03  岡山支部第23回定期大会 

  04  労連生協政策委員会 

05  労連パート部会幹事会 

07  県労会議定期大会 

09 備北支部定期大会、ｱﾙﾊﾞｲﾄ職場訪問（東岡山） 

 10 第1回県労会議常幹 

 12 9月度中央安全衛生委員会 

13 巡回職場訪問（水島）､ｱﾙﾊﾞｲﾄ職場訪問（新見） 

  14 第1回地連執行委員会、たべてん便懇談会 

 16 ｱﾙﾊﾞｲﾄ学習会（北畝）、9月度店舗協議会 

 17 9月度宅配事業協議会 

 18  関連･一般執行委員会 

 19  第456回労連中執、第46階定期大会 

  20  第46回定期大会 

 21 第3回中央執行委員会 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 生協労連： 

 中四国地連：西崎 

 全労連/県労常幹：ブラック企業学習会⇒県労会

議、県労おかやま共催。 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会：なし 

 店舗会議、協議会：なし 

 DC懇談会、協議会：。 

 中央労働安全衛生委員会：別紙 

ｳ）その他 

 熱中症、各職場で発生。 

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会： 

 アルバイト部会：労組員訪問実施中。 

 青年：女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部：9/3支部大会終了 

 倉敷支部：1/29旗開き 

 美作支部： 

 備前支部：9/25支部会議 

 備北支部：9/9支部大会終了 

 井笠支部：10/2支部会議 

 CS関係：

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。8月1名加入。 

・ 流通分会新体制ｽﾀｰﾄ。秋闘要求論議。 

・ 食べてん便、夕食宅配団体交渉に向けて準備①ガソリン代補填②30件確保を③ｼｯﾊﾟｰの汚れ対策④ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ問題。 

・ アルバイト(学生)対象の学習会の開催状況。 

・ 借金問題で労働相談は自己破産の方向へ。 

・ 関連一般第10回定期大会 9/28 

：弁当の内容改善の話は？ 

：いつも出ている。辛いという声がある。 

：精進料理みたいだとの声が多い。ごはんが固い、不味いの声を上長に上げているが改善されていない。 

（２） 生協政策プロジェクト(仮称)の提案 

・ 11月開催予定の生協政策研究集会へは、基本的にメンバー全員が参加することとする。 

：メンバー募集の案内を分会長に出す。11月2日（土）松島先生の学習会。11月16，17日全国政策交流集会。

職場なんでも相談会（移動書記局）の具体化 

・ 9月13日に水島⇒報告 

・ 9月30日西大寺 

：8時より倉庫を見回り、待機しながら声かけをした。職場集会を兼ねて会話をした。パ 5名セ1名。 

：やっているのを知られていなかった。分会長のフォローが必要かも。 

：初めての取り組みだ。今までしたことが無いので面食らったのだろう。 

（３） 岡山市長選挙の取組みについて 

・ 政策協定内容、財政について 候補者：西島・氏平・熊代・大森・高井・大森 

8万票を目標に勝てる選挙を。 

政策協定は合意。財政 150万。 

・ 9/22(日)9時～ビックカメラ前で出陣式 目標15名  後支持拡大 

・ 9/29(日)14時～岡山駅西口で演説会   目標20名  後支持拡大 

・ 9/24(火）18時30分 福浜公民館小集会 目標10名 

（４） その他 

・岡山県母親大会 10月 13日(日)10時～16時 於：ライフパーク倉敷 

全額補助、チケット有 

（５） 当面の主なスケジュール 

① 9/22 岡山市長選挙告示 

② 9/28 関連･一般労組定期大会、アルバイ    

ト部会総会 

③ 10/5-6 第19回労連パート部会総会 

④ 10/8    2013秋闘要求提出団交 19時 

⑤ 10/10   中央労働安全衛生委員会 

⑥ 10/12   第4回中央執行委員会 

⑦ 10/19-20 全国パート臨時連絡会総会 

⑧ 11/14 秋闘回答受取団交 

 

IV. 労理課題 

（１） 秋闘関連 

・ 各分会討議  別紙 

：ネガティブな意見が言えない。良いことを書くことを求められている。 

：ストライキを頑張る。鍵開けの問題、早くきて鍵を開けて仕事をしている。改善されていない。 

：他チラシの回収する入れ物が CSになって小さくなった。B長がどうにもならないと言った。 

：カゴ車のバーより高い積み方で飲料が来る（玉島・水島）。電話アルバイトが事務になったが PCが苦手で教育

して欲しいの声。4時間契約の人が再検査で 4万かかった。どうにかならぬかの質問。 

：11時から12時の間にアンケートを3人とってサービスカウンターに誘ってプレゼントを渡すノルマがあった。

金曜日だったので、組合員に迷惑がかかる。火：金・日一人１件取る。必ずこなす。パ・アル共にある。



共済担当は詳しい話をする。金曜日は仕事が嫌になる。 

：昨年を下回らない回答を。0.76欲しい。失効年休積立制度について、子の看護は必要。 

：頭を下げる割には私達のことを考えていない。時給が高いといつも言われる。予算は欲しい。 

：寸志は欲しい。送迎車に携帯電話を。 

：駐車場は 4000円払って外部を借りている。大家が持っている駐車場だ。半数車で通っている。 

：資料請求してくれた人に・・・おみくじ大会があって、チラシを渡したりする。ノルマはしていない。 

：11 名参加。ｽﾄﾗｲｷをすることは理解してくれた。一時金は要求通りに。夕配達手当や無事故の手当を減らすな

ど。人員不足から有休取れない声。 

：津高セ、予算通り欲しい。ｽﾄﾗｲｷは半日止めたら、あんなおっさんに出来る訳ない首が締まる。 

：倉敷東部セパ、このジリ貧どうするのか！経営にカツを入れる為にもいいという声。 

：アルバイト労組員の訪問活動で長船、ふれあいメイトに夕食宅配やパート配送の代配をさせている。倉庫、L

ボックスは 2人１組だったが、ドーリー積になったので 1人で持っている。ドーリーに 4段積んでいて L

ボックスの重さが分からず1人で受け止めている。ポカリスエット 1人2本は意味ない。飴も 9月だった。

新見は防寒ジャンパーが欲しい。井原のふれあいメイトが赤井共済ポロシャツが無い。 

：玉島のメイトさんが遅くまで仕事をしている。 

：午前の人が帰ってこられない話。午後は 1時なのに車が帰ってこない。他は半日 20件以上だが、玉島は１０何

件らしい。調べると言ったきりだが。以前は 8時半始まりだった。出勤して積み込んだ後、積み込んで出

ていくので、スタートが遅いなど調べると言ったきりだ。 

：6時頃帰ってくる人がいる。 

：白のワイシャツとスラックスで来いと言われている。 

：共済ｽﾀｯﾌ会議で服装の件が出た。ポロシャツをズボンに入れてと言われたが、体型的に無理の声。メイトの配

達の件で組織の人の代配は？ 

：夕食宅配の代配をさせるのは直雇用と同じだ。 

・ 要求書（案） 別紙 

・ 闘い方 

：最低限は死守したいという声、生半かなｽﾄﾗｲｷは意味がないの声。要求は予算で位置づけて絶対守る。ｽﾄﾗｲｷは

去年の秋闘よりは議論を深めてもらえたのではないかと思えた。 

：一時金のない人に対しては。 

：戦術としてどうかだ。 

（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 

・ 理事会持ち帰り。 

：雇用保険のところだ。再雇用で 6割に下がったら 15%雇用保険からもらえる。それをもらった方が得か、雇用

保険をもらった方が得か。7.5hが前提だ。 

（３） 再雇用問題 

・ 別紙 

（４） 失効有給の積み立て制度 

：緩和させないと絵にかいた餅になる。 

：全部使うと積立られない。 

（５） その他 

：店から用意してもらえないのか。 

（６） その他、各中執から 

V. 次回日程     第 4回中執  10月 12日（土）  於： 


