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31／45(うち欠員 1)

I. 情勢
・ アベノミクス、消費税、TPP…
II. 報告事項
1.この間の活動
○報告
ｱ）上部･外部団体、労理会議
 生協労連：第 450 回中執
 中四国地連：春闘組合学校
・神奈川県労連副議長と中村弁護士より最賃裁判、労
働契約法の改正等の学習会。北口生協労連委員長よ
り方針についての報告。翌日３つの分科会。
・中四国単協の理事会訪問。経営好調は徳島 2.6％の
利益確保。次は愛媛。4 億２～３千万の着地。赤字は
島根。広島は 12 月で 1000 万の黒字。次は岡山 12
月末で7100 万。赤字確実か。2014 年度消費税増税
の対応。広島は店舗で 8 億の赤字。
 全労連/県労常幹：第 39 回幹事会、春闘共闘
・青年部の再建大会を実施。
ｲ）組織内会議
 経営協議会(議事録参照)

 店舗会議、協議会(議事録参照)
 DC 懇談会、協議会
・牛乳集品に関する実験提案で協議。議事録の表現で
抗議。
 中央労働安全衛生委員会(議事録参照)
・労災、帽子を被るなど防衛が必要。
ｳ）その他
・平和憲法会議は、国連の要請行動に参加した人の報
告。原水協の署名の取り組みが遅れている。
・2/8 中央行動に参加。6 人が最賃中央審議委員に立
候補する。傍聴や意見陳述などが、各地でバラバラで
あることを示しながら。東北では最賃キャラバンをやっ
てきて、全地域で傍聴や意見陳述が出来るようになっ
た。他県より来て意見を上げることが必要。

2.各部会･支部の報告
・1/15 支部執行委員会。26 日旗開き（50名参加）。大
○パート部会
塚愛さんとお～いとめたいママアクションの講演。
・生協労連の柳さんを迎えて春闘方針の学習、交流会。
・3/16 牡蠣食べ放題、4 月 7 日宮島で平和花見。
団交に結集の意思統一。
○倉敷支部
○アルバイト部会
・1/23 旗開き。平林議長から挨拶と情勢報告。二胡を
・28 日準備会役員会。夏のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝで淡路島の震災
7 名で演奏。
記念館の見学を検討中。
○美作支部
○青年･女性･ミドルエイジ部会
・レクリェーションを計画中。5 月中旬に宮島方面。
・ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会幹事会の開催。労連ﾏｽﾀｰｽﾞ交流会、
○備北支部
花巻温泉に 2 人派遣。
・1/25 旗開きと茶話会。茶話会では、配送パートがコモ
・青年部 1/19 共済会自主企画の後、交流会。県労青
のパンの引き売りが苦痛だ。9 個は多いと言われた。
年部定期大会1/26、書記次長に任命。6 月に全労連
○井笠支部
中国ブロック青年交流会を岡山で。3 人参加目標。中
・2/16 イチゴ狩。20 名前後の参加予定。3 月旗開き。
四国地連の青年部会交流会も鳥取で行われる予定。
○岡山支部
III. 協議事項
（１） 組織拡大関連
・ 店舗アルバイトとの懇談、共済などのノルマがあるため、パートにはなりたくないという声。
・ 委託配送で配送ポイントの増加で困難。

（２） 労働安全衛生活動
（３） 当面の取組みについて
・ 2.20 地域総行動の参加について（別紙）
・ 3.3 岡山県春闘決起集会への参加について
・ 3.5-6 春闘中央行動への参加について
・ 3.10 震災祈念行動計画について

3/3（日）10:00～ 於：岡山総合福祉会館

（４） 当面の会議、および集会・研修等、今後のスケジュール
① 2/20 全労連地域総行動日（中執は年休を）
② 3/1
3.1 ﾋﾞｷﾆﾃﾞｰ
③ 3/3
岡山県春闘決起集会

④ 3/5-6 3.5 中央行動～生協労連統一行動
⑤ 4/20-21 労連平和交流会
⑥ 6/27-29 労連沖縄戦跡めぐり

IV. 労理課題
（１） 2013 春闘
・ 昨日の第 4 回分会代表者会議と本日の協議を踏まえ、要求案を加筆修正の上確認。
・ バスの運行費用の分担について、各支部利用者の人数×300 円を支部が負担で確認。
・ スト権確立について
①賃金、一時金、②労働条件、③国民的課題
（２） 人事制度･新賃金制度
<正規> 開票結果に対する労組見解。労組員の反応は？
：CS 分会が開票に間に合わなかった。
：職場はあえて口にしない雰囲気だ。1 人だけだが「当然だ」と。うちのセンターはで説明会の前に投票してい
た。センター長は「反対が多そうだな」と感想。
「賃金が下がる人が多いし、三橋専務が“済みませんでし
た”くらい言ってくれないと」…40 代半ば。
：ある人は「前回の時は賛成に入れたが、理事会の説明が悪い。助けて欲しいならそう言えばいいのに、グジグ
ジ言ってわしらの責任の様に言われて怒っている。ワシは×にした」と。
「利益が出た時に一時金でも増や
せと言ったときは景気が悪いときにとっておくと言ったのに出さない」と怒っていた人も。
：当然という感じ。常勤理事が総辞職したら考えてもいいと言う職員も。
：
「可決すればよかったと思うが、理事会はこれからどうするのか」と心配していた人もいた。
「反対する人は賃
金と連動しているのが気に入らない」
、
「評価を下げるのが目的の評価ではやる気が出ないので反対だ」
、
「理
事会の話は上から目線だと感じた。説明では、重点課題は数値化しなくていいといっていたが、実験中は数
値化しなさいと言われて目標をたててやってきたのに矛盾している」といった声。
<定時> 前回の論点整理を踏まえ、エクセレント制度要求案を作成。
・ 論点整理とそれに基づく要求案を作成。本日の部会の会議で論議。
（３）店舗パート 新規採用時の賃金に関する再提案について
・ 募集ポスターなどを見ても、一時金や退職金のことが無かったりと、本気で募集しようとしているのか不明。
・ 新規入協者の声や実際に応募してきている状況を鑑みると、理事会の説明には納得度が低い。
・ 複数体系の導入を極力避けることを前提に、導入するなら水畜同様 900 円スタートを要求することを確認。
（４）院庄の閉店について
・ 状況報告。マルイの試験を受けたのは２２人。受けた人は来週面接。院庄の人を全て欲しいという位らしい。
（５）年末年始スケジュール提案
・ 労働協約は 7 日連続。
（６）その他、各中執から
・ 定数問題はどうなっているか？⇒確認する。
次回日程

第 9 回中執

3 月 2 日（土）9:30～17:00

於：オルが

