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【当日スケジュール】 

09:30 学習 

10:30 報告事項 

12:30 昼食 

13:30 協議事項 

15:00  終了  

I. 情勢 

・ 11月16日(日)投票の沖縄知事選挙で翁長氏が大勝利。 

・ 衆議院選挙が安倍首相の個人的都合で実施され激しく戦われています。 

・ 与党大勝という報道とともに、共産党の躍進がいわれています。 

・ 12月10日に「秘密保護法」が施行される。 

・ 12/9 仲井真知事が沖縄防衛局から出されている設計概要の工法変更申請を“食い逃げ承認”民主主義の観点か

ら到底容認できない。 

・  

II. 学習 

「どうして地域経済と地方自治は壊されてきているのか」学習の友 2014.10月号 

III. 報告事項 

1. この間の活動 

  

11/08   第4回中央執行委員会 

  11    県労常幹 

13   中央労案、中央行動(-14) 

15    地連労働学校 

16   第3回地連執行委員会、沖縄知事選挙 

17   書記局会議 

19  秋闘回答受け取り団交 

21  しゃべくりカフェ津高 

22  第7回政策プロジェクト 

25   宅配協議会 

26   新入労組員研修 

27   店舗協議会 

28   しゃべくりカフェ林田 

30   生協労連青年部 

12/01    書記局会議 

  04   中央労案 

06    パ臨総会、食べてん便団交 

10-11 生協労連中央委員会 

11-12 生協労連中央執行委員会 

13     第5回中央執行委員会 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 地連執行委員会 

11.16 各単組の秋闘状況を報告。 

11.15地連労働学校 

：岐阜県労連事務局長を講師に学習。新しい運動、自

分たちのやりたいことをやる、組織はそれを支え

る、というスタンスで県労連を運営。要求実現とい

う労組活動の原点を新しい形で実践。 

後半は労働相談シミュレーションと論議。 

 

 生協労連中央執行委員会 

12.12 軒並み生協陣営で経営好調を背景に前年を上

回る回答。一時金のない労働者への寸志の支給が各地

で。この流れを今後につなげる必要。欠員対策が全国

共通の課題。来年春闘のカギと位置づける。働かせ方

の問題、初任時給引き上げの問題を問う必要。 

12.10-11 生協労連中央委員会 



 県労常幹 

12.06 パ臨総会 宇野滋賀大名誉教授を講師に TPP

学習会。 

12.06 県労おかやま総会 事務局長に加藤特別中執

が再任された。 

 労連パート幹事会 

 生協労連中央委員会 

 部会総会 

 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、宅配： 

：11 月の宅配の経営数値の割れが大きい。そこにつ

いての理事会の見解を聞いているか？ 

：まだやりとりはできていない。おそらく発行の遅れ

が効いているのではないか。 

 店舗会議・店舗協議会： 

 DC懇談会、協議会： 

小型シッパー変更にともなってオートラベラー(シ

ール張り)、ジェットフィッター(フィルムがけ)の工

事。増箱にならないように調整、工夫をしている。 

：増箱が増えているのは設計が悪かったのでは？ 

：現場では混乱。 

：現場ではどんな声が？ 

：もともと出発前にセンターで冷凍を小型に詰め替え

ている。小型に入れるか通常に入れ替えるかで時間が

かかる。空箱回収のときに片付けが大変。通常のもの

と小型のものを分けるのが大変。 

：流通の声。供給の高いセンターでは箱数が増えただ

け、という声。供給の低いセンターでも片づけられな

いの声。流通では実験が完全には実施していない。箱

をもっていない。 

という報告。現場の声が伝わっていないのかも。 

：トータルでコストメリットがあるのかの検証が必要。 

：現場で確認をする必要と検証結果を問うべき。 

：DCもセットするときに苦労している。集品スピード

も遅くなってきている。集品スピードが遅くなると委

託の仕事量も増えて委託の声が困っている。 

 中央労働安全衛生委員会 

仲間づくりで労災。 

：「アポ祭り」実施も月一であるし、配送担当も同

じスタイルでまわるようになる。 

：片方だけで持つのを控えるようにと。見本チラシ

も持って回る必要があるので重い。鞄は必要、自分

で用意している。 

 

 

ｳ）その他   

・沖縄知事選で応援していた翁長さん、皆さんの応援のおかげで、10万票差の大勝利になました。 

 

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会： 

 アルバイト部会： 

12.15交流会役員含めて13人で開催。 

 青年：女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

青年 

1月か2月に鍋会計画 

ミドルエイジ 

11.08第一回幹事会 

12.20学習会開催予定 

 岡山支部： 

02.16旗開き開催予定 

いちご狩り、牡蠣食べ放題を計画中 

 倉敷支部： 

01.14旗開き計画中 

 美作支部： 

 備前支部： 

 備北支部： 

01.26旗開き予定 

 井笠支部： 

 CS関係： 

IV. 協議事項 

（１） 組織拡大・強化関連 

① 生協関連・一般 

11月加入２脱退０、純増２。組織数 192名。 

  ●流通 

  長船で11.22懇談会実施。加入 1名。1月東岡山で懇談会予定。 

  ●食べてん便 

  労組員のいないセンターで懇談会実施検討中。 

  12.06団交 ガソリン問題平行線。 

  ●パート・アルバイト学習会 

  総社東での「ブラック企業問題」学習会 1月に延期。 



  「社会保険適用拡大」01.14陵南センターで実施。総社で実施したところ生協労働者でない一般の方が参加。 

：実施センターで事前の声がけ、根回しがあればいい。内容も喜ばれている。実施センター、店舗の中執はぜひ

声がけを。 

   

（２） 行動・労働学校 

・公契約キャラバン  別紙     

12/17 赤磐市、和気町、備前市訪問、参加要請がきている。書記局で対応する。 

 

（３） その他 

   ・政策提言ＰＪ  別紙 

：生協運動についてもっと書き足したほうがよい。 

：具体的政策に目が行ってキモに目がいかない。 

：ただ、組織横断で、という観点からは政策のキモかも。 

：オムニチャネルが強調されすぎて強調すべき「組織横断」というところが弱い。 

：医療生協がそういう点はある。もっと関係を強めたほうがよいかも。 

 

（４） 当面の主なスケジュール 

① 12/13    第5回中央執行委員会 

② 12/15    アルバイト部会交流会(林田) 

③ 12/16      生協関連・一般執行委員会 

④ 12/17    公契約キャラバン 

⑤ 12/17-18  労連・賃金人事制度セミナー 

⑥ 12/19    宅配協議会 

⑦ 12/20    第4回地連執行委員会 

⑧ 12/21    第8回政策ＰＪ 

⑨ 12/23    書記局会議 

⑩ 12/25    経営協議会 

⑪ 01/06    書記局会議 

⑫ 01/07    第6回中央執行委員会 

⑬ 01/10    第3回分会代表者会議 

⑭ 01/15    中央労案、労連中執 

⑮ 01/17      定時職員部会学習交流会 

⑯ 01/20    経営協議会、店舗会議 

⑰ 01/23    パ臨会議 

⑱ 01/24    県労幹事会 

⑲ 01/24-25  地連春闘組合学校 

⑳ 01/29    店舗協議会 

21 01/31    第7回中央執行委員会 

22  

23  



V. 労理課題 

（１） 秋闘 

  ・総括 

：夕配中止のタイミングはいつ？ 

：賃金政策を変える闘いを春闘に向けて呼びかけなければいけないのに、最後の一行しかない。も

うちょっと書いてほしい。 

：組み立てが悪いか。 

：どんなに遅くとも年内にはださないといけない。書記局、四役に一任してほしい。 

秋闘総括の確定版は書記局、もしくは四役に一任することが確認された。 

 

   別紙 

 

（２） 2015年春闘 

○第 3回分会代表者会議・旗開き 

(スケジュール) 

13：30  坂本委員長 挨拶 

13：40  「標的の村」映画 

15：10  学習               長尾ゆり全労連副議長 

15：50  休憩 

16：00  2015春闘方針提起と要求(案)    村上副委員長 

17：00  政策提言報告           西崎書記長 

17：45  終了 

18：00  旗開き 

：「標的の村」を企画した経過は？だれか関係者は来ないのか？ 

：関係者はこない。ホットである沖縄の問題、見て終わるだけではなく、憲法の問題、春闘の闘い

につなげるための学習をしようと講師を呼んだ。 

○地連春闘組合学校の案内 

中執を中心に案内する。 

〇春闘方針 

：まだできていない。年内に開く四役で確認したい。生協労連春闘方針四役案を参考に「憲法を守

れ」、賃金問題、一時金問題を軸に作りたい。賃金政策は力でいくしかない。半日ストの配置と必

要であれば決行することも考えないと。 

（３）  2015年「春の仲間づくりキャンペーン」の実施時期変更について 

：提案の形でだすようにさせたもの。 

：掲げている目標は現場の実感として現実性のある話？予算にたいして割れている現状だ

が前年並みの発行増をやっているのにまだ増やせるの？ 

：なんの材料もないのに発行増計画を立てていること、発行減が進むことについて理事会に

問うやり取りしたほうがいい。 

：実績とれるまで帰ってくるな、という空気がある。２月の夜、寒くて暗いときにそうなる

ことが目に見えている。時間の制限をしたほうがいい。 

：モラルの問題。「サボってもいいから帰ってくるな」というモラルの問題もある。 

：いま配達がいっぱいいっぱいなのに誰が配達するのか。小型シッパー、冷凍蓄冷剤でただ

でさえ配達が遅れているのに。 

：配送パートの収入制限の問題もある。そこに配慮があるようにしてほしい。 

   別紙 



 

 

（４） その他・各中執から 

・各種学習会・集会 

配送パートアンケート 

：本来パートは残業が前提の組み立てではないず。半日４時間×４日の人が毎日１時間残業して

いたら１日５時間契約にして雇用保険に入らないといけない。ちゃんと契約を伸ばしていく要求

にしていかないといけないのでは。 

：基本的には契約を変えなければいけない中身の人がいる、という問題認識をもって今後取り組

むべき。 

：有給もそう。５時間契約の分を割り当てるべき。 

 

 

VI. 次回日程    第 6 回中執 1 月 7 日（水） 於：スカーレット AB 

VII.  


