
第3 回中央執行委員会 

15日出席状況  ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）              2012.9.15 in民主会館 

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

岡 山 
原田○ 松田○ 井上○ 山際△ 尾島○ 中畑○ 須谷△ 田口○ 上村○ 

北川○ (  ) 高野○ 杉本○ 中須賀× 中尾× ｱﾙ準備 小川▽ 渡辺○ 

倉 敷 
内田○ 大橋○ 片岡○ 

備 前 
難波○ 神崎× 

井 笠 
藤島○ 大隅○ 

横山× 西山×  小林○ 小野○ 入江× 斉藤○ 

備 北 野田× 友野○ 三上○ 美 作 浅図× 黒瀬▽ (難波)× C  S 大谷× 

○＝27    △＝2   ▽＝3   ×＝10  ？＝2       29／45(うち欠員2) 

I. 情勢 
・ 国民不在の党首選挙 

・ 知事選挙予定候補者大西幸一氏から挨拶 

II. 報告事項 
1.この間の活動 

8/18 第2回中央執行委員会 
20 8月度DC協議会 
22 院庄･林田畜産部門懇談会／DC 個別面接開

始(～月末) 
23 DC雇用問題団体交渉 
24 第1回分会代表者会議／地連四役会議 
25-26 第23回中四国地連定期大会／第58回日本母

親大会 
26 第1回地連執行委員会 
27 秋闘一斉職場集会(～10/5)／8月DC懇談会 
28 国民救援会 
29-30 第445回労連中執 
31 8月度店舗会議／井笠支部大会 
9/1 県労会議第24回定期大会 
1-2 70 万おかやま市民のつどい／郵産労レセプ

ション 
3 アルバイト部会準備会役員会／岡山県学習

協理事会 
5 中国ろうきん推進委員会 
6 県パート臨時連絡会会議／8月度店舗協議会 
7 労連パート部会幹事会／憲法共同センター 
9 県知事選挙事務所開き／安保破棄実行委員

会「沖縄返還40周年記念講演会」(伊波洋一

氏来岡) 
10 部会四役会議／第2回四役会議 
11 県労常任幹事会 
12 岡山県民主県政をつくるみんなの会 
13 第446回労連中執 
13-14 第45回生協労連定期大会 
15 第3回中央執行委員会 

○報告 

ｱ）上部団体、外部団体 

・ 生協労連/中四国地連 

 各定期大会が終了、方針及び新体制を確立。両大会と

も組織拡大が強調された大会に。 

 労連大会では、オレンジコープやしずおかカーゴ問題、

ナビシステム問題、営業日強硬問題、セパ格差問題で３

６協定拒否闘争などの発言。桑田前院長が定年で退任、

新委員長に北口明代元パ部会事務局長。初のパート委

員長が誕生。労連中執には中四から西崎、平島(山口)両

書記長を選出。 

・ 全労連/県労常幹 

9月1日に定期大会。方針及び新体制を確立。副議長

に西崎書記長、常任幹事に高木副委員長を選出。 

ｲ）組織内会議 

ｳ）その他 

日生協企業年金基金の件を報告。 

2.各部会･支部の報告 

アルバイト部会：11/3 尾道冷凍物流見学、ア優先とし

つつ、セパにも案内する。 

岡山支部：大会終了。24日に第1回執行委員会。市社

保協が対市要求を提出。産廃問題で福岡へ視察。 

倉敷支部：10 月3 日執行委員会。 

井笠支部：8 月31 日支部大会。9 月21 日支部会議。 

CS 関係：ORSC 採用状況について、稼働までに間に合

うのか？？ 

【各中執から】 

・ 前回出されたLbox下敷き、操南の食堂、事務パート労働実態は調査要請。北畝店長の件は報告。 
・ 読書会の報告 
・ DCで27日にお別れ会を開く。岡山支部と労働組合と部会からカンパを貰ってすることになった。 
・ 県知事選挙に関して倉敷市のみんなの会を来週水曜日にする。再生可能エネルギーを倉敷市からやろうとし



ている。出来そうだと具体的に検討中。みんなのお金で作ることになる。400万あれば10W出来る。 

III. 協議事項 
（１） 組織拡大関連 

・ 一般労組からの報告 

・ 生協労連の大会での支援要請を受けてオレンジコープ支援共闘会議への協力を確認。年間 5口15000円。 

（２） 岡山県知事選挙について 

・ 政策協定(別紙)を締結。 

・ 推薦決議を承認。各分会単位に推薦決議を呼びかける。 

（３） 「仕事調べ」の実施について（職務分析） 

・ 21日に禿先生と打合せ 

（４） 生協労組おかやま結成20周年になりますが… 

・ 井木副委員長から別紙提案。意見を踏まえ再検討、次回再提案。 

（５） 社会保障推進協議会の自治体キャラバンについて（別紙） 

・ 10月31日、井木副委員長を派遣。 

（６） 専従協定について 

・ 協定については一度協議。専従期間 15年上限が焦点だが、議論に進展なし。 

・ 井木副委員長先行復帰はまたも棚上げ。 

（７） その他 

・ 映画「ひまわり」はチケット販売中、中執は活動費で買ってください！ 

・ 映画「沖縄」の具体化について…井木提案 

（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 9/29-30 生協労連第18 回パート部会総会 

② 10/6-8  学習協全国交流会（6 日は第 2 回分会代

表者会議で尾崎恵子氏の講演をセット） 

③ 10/21 地連労働学校 

④ 10/28 岡山県知事選挙 

⑤ 11/10-11  はたらく女性の中央集会in 京都 

⑥ 11/23-25  日本平和大会 

⑦ 12/1  岡山県パート臨時連絡会 

IV. 労理課題 

（１） 2012秋闘関連 

・ 職場集会での討議状況について、意見交換。6日分会代表者会議に向けて、具体的な闘争方針を検討する。 

・ 要求案について（加筆修正） 

：パート配送に携帯が支給されているが、早急に連絡して欲しいと言われても携帯では組合員にかけられない。

結局は自分の携帯で対応している。 

：休んだ時にセンター長が入ってくれないという話。 

：現場における経営問題に関する知識水準がなべて貧弱。議論になりきらないのが現状。 

（２） 人事制度･新賃金制度 

<正規> 
・ 事実認識を摺合せたいとのことで、セ長、片岡中執、井木副委員長、高坂統括の4者で折衝。 
・ ほぼ片岡中執の説明通りの事実が確認されたものの、事後に申請がされたことを理由に「サービス残業(出勤)

ではなかった」との理事会主張は変わらず。 
・ 再度折衝を行うが、決裂すれば既定方針通りに全員投票に入る。 

（３） パート賃金過払いの件 

・ 理事会持ち帰り中。 

【DC関係】 

（４） 統一物流問題 



・ 最終調整中。残るラインの定数満たず、16名不足。退職予定者に打診。 

・ 9/27に送別会を開催。 

【店舗関係】 

（５） 店舗1月3日営業提案について 

・ 回答（別紙）出るものの、決裂。 

・ 労組見解（別紙）配布。 

：ホームページでコメントがあったが、今後通って皆が出ない場合人数が揃わないから、店舗経験者がセンター

から行く。参加できないけど実害をこうむる人をどう反映させるのか。 

：今期はなくなった。来期に向けて検討する。 

（６） 県北2店舗の畜産兼任チーフ体制の提案について 

・ 聞き取り終了、ポイントは①現状の人時不足分＋4hパの補充が必要、②現場主導の発注ルールの徹底、③組

合員サービス低下に関する考え方の納得度。 
・ これら一つ一つについて具体的対策を図るよう要請。検討したいという理事会の対応を見て判断する。 

（７） エクセレント提案に対する要求について 

・ パートリーダー手当 100円を要求。回答はまだ。 

（８） 店舗パート 新規採用時の賃金条件の変更について 

・ 前回議論を踏まえて、合意できない旨を回答。理事会は再検討する模様。 

【宅配関係】 

（９） Lbox形状変更について 

・ 現場へ説明に行くよう要請。どんな具合？ 

：来た所？⇒ない。 

：背の低いパートの女性から私は３段積みされて 16cm高くなったら取れないと言われた。 

：150cmの人にはきついだろう。 

：パート配送採用の身長基準を設けると言っていたと思うが…。 

（１０） 組合員サービスセンター稼働後の様子について 

・ アンケートによる実態について(別紙)。網掛け部分が問題ありか。実態把握を要請しているので、その結果

と照らし合わせて対応する。 

：現在理事会に実態把握を要請している。 

V. その他 

 
VI. 次回日程     第3回中執  10月27日（土）9:30～17:00    於：コープ総社東 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




