
第13 回中央執行委員会 

9日出席状況  ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）                  2012.6.9 inオルガ 

委員長 坂本○ 専 従 村上○ 井木○ 濱 × 高木○ 西崎○ 山本○ 赤沢○ 

岡 山 
原田○ 松田○ 井上○ 瀧川× 尾島○ 中畑▽ 難波恵× C S 大谷○ 

角  × 上村○ 小倉○ 佐藤○ 杉本○ 高木佳× ｱﾙ準備 (     ) 小川▽ 

倉 敷 
内田△ 片岡○ 大橋○ 

備 前 
難波▽ 神崎× 

美 作 
浅図× 山際▽ 

三井▽ 宮山○  長崎△ 内藤○ 下野× 菱野× 

備 北 野田△ 水田○ 三上○ 井 笠 藤島○ 大隅○ 高田○ 大橋克○  

○＝26    △＝3   ▽＝5   ×＝9  ？＝       29／44(うち欠員1) 

I. 情勢 
・ 消費税増税法案、自公民が修正協議に。国会会期末に向けて重大局面。今朝の赤旗ではコープ鹿児島では反

対を強めていると報道。増税に向けて走り出した。 

・ 大飯原発再稼働の動き急、野田首相の会見。「国民の暮らしを守るのが･･･」 

村：大飯の後が島根を稼動させようとしている。 

坂本：3号機を動かしたいのだろう。 

II. 報告事項 
1.この間の活動  

5/19 第12回中央執行委員会 
19-20 労連青年部、女性部、介護部会各活動交流会

／全労連中国ブロック労働相談員養成講座 
21 5月度DC協議会 
23 CSネット労理協議会／春闘二次交渉 
24 県パ臨連事務局会議／共済会幹事会 
25 第一次最賃デー中央行動／パ部会新人研修

(デイ津島西坂)／地連四役会議／国民平和行

進実行委員会 
26 第10回地連執行委員会 
28 アルバイト部会準備会会議／5 月度店舗協議

会 
30 倉敷支部執行委員会 
30-31 生協労連生協政策委員会／店舗早朝残業チ

ェック(鴨方) 
6/1 5 月度店舗会議／経営協議会／労連パート部

会幹事会／労金推進委員会／店舗早朝残業

チェック(北畝) 
2 共済会総会 
2-3 第20回非正規労働者全国交流会 
4 5月度DC懇談会／店舗早朝残業チェック(大

野辻･東川原) 
5 消費税増税反対宣伝キャラバン(笠岡方面) 

店舗早朝残業チェック（西大寺） 
6 消費税増税反対宣伝行動デー(早朝宣伝、昼デ

モ、生協&マルナカ店舗前宣伝)／第 11 回四

役会議／店舗早朝残業チェック(大福) 

○報告 

ｱ）上部団体、外部団体 

・生協労連関係 

・県労常幹 

・地連パート幹事会、交流会 

・中四国地連：240 名増。純増 300 目標達成を目指す。

組合員サービスセンターで春闘交渉。CXは尾道統括と

の懇談が復活。鳥取9日に専務問題で団交。島根委託

化問題で 10 日団交。高知はパートの食堂使用問題。

愛媛は全職場で茶話会。 

ｲ）組織内会議 

・経営協議会（別紙議事録）：4～5 月経営厳しく、要因

にサービスセンターの逆電の対応予測ミス。作業上は

シミュレーション通りか。36 協定締結。仕事が通常残業

の範囲で終わらないのなら、そこに手をつけなければ。 

・店舗会議：店舗協議会では議論が難しくなっている。北

畝ﾘﾆｭｰｱﾙは閉店セール中。 

・中央労安（別紙議事録）：店舗の安全衛生委員会で意

見。調査する。 

ｳ）その他 

・非正規交流会：内容は公表、会場は狭かった。

2.各部会･支部の報告 

倉敷支部：5/30執行委員会。ﾒｰﾃﾞー には倉敷に3名参

加。倉敷を考える 5 月20 日6 名参加。おひ

さまネットワーク倉敷準備会をする。5 月 13

日ｲﾁｺﾞ狩り59名。（ｻｳｽﾋﾞﾚｯｼﾞ）8月8日定

期大会。（倉北）7 月18 日執行委員会 

井笠支部：8/24支部会議。8/31コープ鴨方19時より

大会。次年度ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝは 1 月にｲﾁｺﾞ狩り。

11月真鍋島ｳｫｰｷﾝｸﾞツアー。20名規模で。 

アルバイト部会：5月28日会議をして笠岡の坂本さんが

会長。総会を企画中。 



5月26日ミドルエイジライフプラン学習会。16名参加。 

III. 協議事項 
（１） 組織拡大関連 

・ 組織拡大月間の進捗状況報告。 

（２） 次年度役員体制について（別紙） 

・ 中執定数の確定、選挙日程の確認。 

・ 分会役員選出状況 

・ 新任労組役員学習会について 

・ 大会、部会総会等、参加案内及び集約状況 

（３） 大会議案について 

・ 議案について論議、最終確認は次回四役会議で行うことを確認。 

・ 部会議案について、同上。 

・ 地連大会代議員（5人）…定期大会で承認 

井木、高木、坂本、（井上）、（松田）パート（）（）（） 

村：記念公演は大阪自治労連に頼んだ。 

・ 当日の役割等について確認 

（４） 消費税増税反対の取組みについて 

・ 6/6はお疲れ様でした。7時前に家を出た人は朝食補助が出ます。 

（５） 最賃体験の取組みについて（別紙） 

・ 最賃体験中です。あとちょっと(?)です。日々の記録を心がけましょう。 

（６）  専従協定について 

・ 専従協定については進展なし。 

（７） その他 

・ 平和行進についてP15半日を単位にして、昼食の時間をめやすに交替。半日は 2回。平日にできるだけ参加

を。岡山市を過ぎると減るのでよろしく。送迎はありません。2015年に NPT再検討会議があるので重要な

位置づけになっている。基幹コースに参加を。 

（８） 当面の会議、および集会・研修等、今後のスケジュール（それぞれ別紙参照） 

① 6/16（津山）、6/17（岡山）｢釈迦内柩唄｣舞台 

労組補助：一般600 円 

② 6/16-17 地連青年部交流会 

参加：内田他５名 

③ 6/23 いのちとくらしを守れ！中央行動 

④ 6/23-24 労連「いのちと健康を守るセミナー」 

⑤ 6/28-30 労連「沖縄基地・戦跡めぐり」 

参加：内田、中村 

⑥ 6/30-7/1 

労連「生協の未来をつくる 20 年ビジョンへの提言」 

参加：西崎、三上、山本真、大谷、濱 

⑦ 6/30-7/1 全国学習交流集会(全額補助) 

⑧ 7/1 平和の波おかやま落合恵子講演会(全額補助) 

⑨ 7/15 岡山県母親大会 

⑩ 7/16-26 平和行進 

IV. 労理課題 

（１） 商品管理基準の重大な内規違反とパワハラに関する内部告発と、それへの対応について（別紙） 

・ 協働配布後に労組の見解をゆにおんに掲載予定。 

・ その上で、この間の理事会の対応(全体への徹底拒否(?)や店長への対応など)や文書内容(再発防止策?)につ

いて、必要であれば理事会から説明させ、やりとりする場を設定することはできるが…？ 

（２） 2012年春闘関連 

・ 妥結投票結果（別紙）、例年以上に反対票は多かった。 

（３） 店舗1月3日営業提案について 

・ 理事会の取組み(信頼を取り戻す?)待ち。 



（４） 惣菜パート賃金問題について 

・ 回答は別紙。月曜に院庄へ説明に行く予定。林田は院庄が OKとなれば合意できる（前回協議）。 

（５） 統一物流(冷凍)センター関連 

・ 昨日回答が出された。説明交渉の予定。 

（６） 組合員サービスセンター稼働後の様子について 

・ 共済Gの不具合については、十分なやり取りが出来ていません。次回経協でやり取りします。場合によって

は秋闘要求で交渉するということになります。 

・ スタンディングオペレーションの不具合は実態を調査するとのこと。 

（７） パート賃金過払いの件（別紙） 

（８） 北畝閉店期間中の勤務について（別紙） 

（９） お中元時期のシフト勤務について 

・ 本人らからは確認済み 

（１０） 人事制度･新賃金制度（セパ別論議） 

【正規】 
・ 店舗早朝残業、B長の実態について交流 
・ 全員投票の判断 
【定時】エクセレント提案について 
・ 25日(月)にパートリーダーを店舗協議会に招集し、今後の方向性を議論する。その結果に基づいて全体議論

を進める。 

V. その他 

・ 36協定は締結しました。 
・ 大会後の当面のスケジュールについて 

7/7(土)  定期大会 
7/14(土) 部会総会／アルバイト部会準備会総

会&交流会 
7/22 (日)  地連主催 単組四役専従学習会 
7/28 (土)  第1回中央執行委員会 

8/1(水)  新労組役員研修①(19:00) 
8/4(土)  新労組役員研修②(10:00) 
8/18(土)  第2回中央執行委員会 
8/25-26(土日) 地連定期大会 
9/1(土)  県労会議定期大会 

 
VI. 次回日程     定期大会  7月7日（土）9:00集合～10時開会    於：労金ビル 

部会総会  7月14日（土）12:00集合～13時開会  於：三光荘 


