
第2回中央執行委員会 

20日出席状況 ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻                  2014.9.20 in藤田 
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【当日スケジュール】 

09:30 学習会 

10:30 報告事項 

12:00 昼食 

13:00  協議事項 

15:00  終了  

I. 情勢 

・ 9月 3日（水）に安倍首相が内閣を改造。第 2次安倍改造内閣の 19名の閣僚のうち 15名が「日本会議国会議員

懇談会」の所属議員であることが明らかになる。（日本会議：日本の侵略戦争を正当化する改憲・右翼団体）兵とス

ピーチが国連から是正勧告を受けている。 

・ 被災者の妻の自殺は福島第1原発事故による避難が原因、との判決（8/26）が確定する。 

・ JALの労組はスト権をたてると出資しないと発言したＪＡＬ管財人を不当労働行為と判決。 

・ 9月10日（水）原子力規制委員会は川内原発が再稼動新基準を満たしているという審査をし、決定する。 

 

学習会 

「賃金闘争における公契約「適正化」運動の意義」読み合せ。 

最賃引上げに力を入れてやっているが、公契約運動もしている。自治体が委託している業務の賃金を下げさせない運

動。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

  

08/09   第1回中央執行委員会 

  11    DC協議会 

12   県労常幹 

13    秋闘職場討議（-9/19） 

18    書記局会議 

19    パ臨会議、宅配協議会 

20    店舗協議会 

21    店舗会議、経営協議会 

23      中四国地連大会（-24）新分会長研修 

25   関連・一般執行委員会 

26   DC懇談会、新分会長研修 

27    第465回労連中執（-28） 

09/01  書記局会議、アルバイト準備会 

02  しゃべくりカフェ（井原） 

03  ディセントワーク委員会 

05  しゃべくりカフェ（大福） 

06  県労25回定期大会 

11    中央労働安全委員会 

13  第1回地連執行委員会 

16  書記局会議、宅配協議会 

18  第47回生協労連定期大会（-19） 

20  第2回中央執行委員会 

 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 地連執行委員会 

 生協労連中央執行委員会 

 第47回生協労連定期大会 

 第25回中四国地連定期大会 



 県労常幹  労連パート幹事会

・中四国地連大会：写真家の石川文洋さんを講師に招いた。中四国は頑張ってベールアップを獲得した。要求を作り上げ、

理事会に伝える。ストを構えて対等平等にたたかうことで勝ち取ってきた。 

・第 1回地連執行委員会：秋闘に向けての議論。きちんとしたたたかいを作ることが大切。経営は中四国とも好調だ。消費

税増税の打撃が小さかったことと、物価上昇に伴い供給高が稼げている。しかしこの秋以降は冷え込むデータも出てい

る。経営数値が出ている中で今までのものを挽回できる秋だ。消費税が 10%になると来年はもっと厳しくなるだろう。 

・生協労連定期大会：190 名参加で開催。新体制でスタートした。組織拡大、理事会との対等平等の強化を議論。委託の

組織化も踏み出す。書記長が定年で鈴木さんから清岡さんに交代した。 

感想：（生協労連定期大会） 

・全通の長府で労組を作ったことで、有休が取れるようになったり、毎月出ていた退職者が 1年半出ていないなど改善

されている発言が印象に残った。 

・大会後の委託懇談会で労組があっても機能しなくて労働条件が悪いという話が出たが、自分達だけでは機能しない。

生協の職員にも協力してもらって同じ仲間として取り組んでいきたい。岡山でも委託の環境を良くしていきたい。 

・県労会議常任幹事会：県労会議大会の総括をした。発言が少なかったこと、2014 年方針説明が極端に短かったこと

が反省点。次回に活かす。 

・労連パート幹事会：10 月４・５日奈良で行われる部会総会の準備の論議。担当や分科会の進め方を決めた。11 月の

中央行動への結集と組織拡大の話をした。 

 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、宅配： 

 店舗会議・店舗協議会： 

 DC懇談会、協議会：8/26開催。10月か 11月に

入替になる。ラベルの機会が老朽化している件、

1ラインは手貼している。２階のシッパーが入っ

ている件はうまく行っているようだ。経過報告が

入る予定。４時～５時段ボールを避ける作業のと

ころへ抜き忘れの青果トレイが落ちて危険だっ

た報告をしたが、その時の上司の対応に不満があ

った。長房本部長に伝えたが経過を知らなかった。

青果へ対応するとのことだった。 

 中央労働安全衛生委員会： 

（経営協議会） 

：キャンペーンと重点月の違いが分からない。 

：キャンペーンの見直し議論の中で見直した。年中するのではなく、重点になった。何が違うのかと声が出ている。今までと

何が違うのかと秋闘で入れるはず。やりとりをして、キャンペーンの見直しを明らかにした上でやりとりする。現場に浸透

していないだけで、現場でやられているのであれば、事業所に徹底する様にというやりとりになる。 

：配送パートの３階はだめですよね。労理で約束しているがセンター長やブロック長、仲間つくりチームリーダーは知ってい

るはずだが、府に落ちない。 

：知っていた。後で調整すると言っていた。 

：スピード違反には厳しいくせに約束事を守らないのはおかしい。労働協約を長の判断で覆すのはおかしい。 

：要因はあるが、女性が 3 階以上配送している実態をつぶしているが、個配拡大路線の中で実態が残されている。そこを

止めさせると 3 階以上は利用できないのか？とか委託に回す実態がある。大前提はあるが、一気にやると委託にしわ

寄せがいく。 

：全体の問題としてそういう問題がある。 

（店舗会議） 

 

ｳ）その他  林田の中執が生協を退職、足を悪くした。ストライキ権確立と同時に投票する方向。 

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会： 

 アルバイト部会：9/1 準備会。9/3、5、9 ｾﾝﾀｰ訪問

をした。妹尾で荷積みアルバイトと話ができた。

9/27総会予定。 

 青年：女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会：  

 岡山支部：9/29執行委員会 

 倉敷支部：9/10執行委員会。顔合わせと学習。学

習の友別冊を読み合せた。中央執行委員会の報告。

秋闘：配送パートが残業になる。スト基準を明文

化しない方が良いのでは。一時金を下げられるの



は困る。北畝人手不足、支援を増やして。認定試

験を止めて。賃金上げてモチベーションアップ。

駐車場代の自腹。倉北9/21 ｵｰﾌﾟﾝ。定期大会開催。

1月旗開き、ﾚｸ内容は次回。読書会を今年も開催。

11/10倉北で開催。倉敷支部の予算と大会の額が

違うことが発生し修正で支給した。 

 美作支部： 

 備前支部：9/23執行委員会 

 備北支部：9/8 支部大会。ﾆｭｰｽを発行する方針を

立てたのでﾆｭｰｽを作り掲示する。総社の職場懇談

会を開催。朝の倉庫に降りない様に声かけを。

OCRの読み込み等事務作業見直しを。9/8執行委

員会。 

 井笠支部：10月執行委員会開催 

 CS関係： 

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

 ・流通：委託支部、流通職場集会を開催。9/27第1回流通総会開催。10/3秋闘要求団交。 

 ・食べてん便：秋闘に向けて9/27会議。 

 ・関連・一般労組定期大会  9/27 記念講演、笑工房の漫談。 

：脱退９は組織整備のため。純増-８。アルバイト学習会開催中。宅配ｱﾙﾊﾞｲﾄ学習会開催。流通未組織センターへ

ニュース配布。食べてん便9/22懇談会設定。 

・店舗アルバイト学習会：去年も開催し好評だった。「ブラック企業と労働者の権利」4日西大寺 2名参加。9日

総社東 5名。昨年も参加した学生は有休取っていると報告。年金のこと、最賃のこと、ブラック企業等の学習が

ためになった。何かあった時のためにも労働時間を記録することが大切だと感じたとの感想あり。店舗・宅配中

執はｱﾙﾊﾞｲﾄに声かけをお願いしたい。 

：社会保険の適用拡大では何か分からない。もっと分かり易い文言を。 

 

（２） 年間スケジュール 

    別紙（一部変更あり） 

（３） 生協政策プロジェクト 

：定期大会で中間報告をした。前回会議で精査を行った。中間報告第 2弾を提案する。遅くとも年明けに提案し

春闘要求にしたい。生協の提言内容に踏み込む。坂本孝二さんが経営論に基づく経営学会を立ち上げユーコープ

は参加を表明している。年会費 55000円。PJで加盟の議論をしたい。100社以上の申し込みがあるらしい。ユー

コープ労組も提言活動をしている。経営側に参加して欲しい。 

（４） 中央行動・労働学校 

・11/13～14  最賃中央行動  10人 四役中心に 

  ・11/15（土） 地連労働学校 30人 

  ・11/29（土） 安倍内閣打倒中央集会 

（５） 当面の主なスケジュール 

① 09/20    第2回中央執行委員会 

② 09/22      店舗協議会 

③ 09/26    第1回分会代表者会議 

④ 09/27    関連・一般大会 

⑤ 09/30    店舗会議、経協 

⑥ 10/03    流通団交 

⑦ 10/04    新分会長研修 

⑧ 10/07    新分会長研修 

⑨ 10/08    しゃべくりカフェ（久米） 

⑩ 10/09    中央労安 

⑪ 10/14    要求提出団交 

⑫ 10/18    第3回中央執行委員会



IV. 労理課題 

（１） 秋闘職場討論資料、方針。要求執行部（案） 

  ・別紙   

：要求、共済の拡大担当。4人体制だが範囲が広すぎるのでナビをつけて欲しいの声。50歳以上は

配送を減らすなどの声を論議して出して欲しい。制服は要らない人がいた。いる人と要らない

人をはっきりしてから出した方がよいのでは。 

：両方いる。制服が欲しい人が相対的に多い。過度の規制をしないと一文がある。 

：共済のスタッフ会議の時、仲間作りの制服ルール、襟のあるものを靴はヒールのあるパンプスな

ど、仲間作りと同じものを出してきた。そこまで言うなら制服だ。 

：なかったら買えということだ。制服を着なさいがまず来て、人の服に文句を言うなだ。 

：暑いから出すようにして欲しいということ。出したら身だしなみが悪いのがおかしい。 

：出した方が体感温度が低くなると証明されている。 

：時期関係なく出させて欲しいの声もある。軸により変わる。身だしなみだと決めているのはあっ

ちだから、変えたい要求を出せばいい。両方入れるなら自由にさせろになる。 

：玉島の女性からも要求がある。 

：ボタンの問題もある。本部はクールビズでボタンをはずしている。 

：自腹を切るというのが暗黙の圧力がある。自腹で意に反して買うのは止めさせろ。 

：仕事で必要なものは支給するのがあたりまえ。必要な人にするか。 

：タイムカードの件、修正すれば済むのでは。本人が修正すればいい。⑨仲間作りの電話は前は別

だったが、一緒になったところがある。 

：厳しい職場実態は欠員だ。ベルトの位置は要るか？ 

：絶対要る。 

：再雇用者は入れてもいい。1200円時給の人が得になりつつある事実がある中で不公平感がある。 

  ・ストライキ権投票 投票期間   10月 15日（水）～10月 28日（火） 

            開票日    10月 29日（水）17時 

  ・中執・部会執行委員投票 告示  10月 06日（月） 

               受付  10月 06日（月）～10月 08日（水） 

               運動期間 10月 09日（木）～10月 14日（火） 

               投票期間 10月 15日（水）～10月 28日（火） 

               開票日 10月 29日（水）17時 

 

（２） 定時職員新規採用時の賃金条件について 

  ・別紙 

：別の賃金体系に合意してきた。769円で採用すべきところを一時金と退職金を入れて別だての体

系を入れた。 

：配送パートも 1201円パートがいるので、一時金のところで感情的に齟齬が生まれている。現実

は店舗は欠員があり、仲間にしわ寄せがきている。 

：合意後の説明の時に社会保険の見直しの話があるだろう。説明責任があるだろう。その人が 901



円になったとき年収が増えて社会保険との関係があるだろう。 

：103万問題がある。 

：契約の時のメリットとデメリットの説明か 

：導入している今断る根拠はないが、職場の危惧などあるので部会で論議する。 

：問題は色々あるが、広がるのか？今度の政策は？示してくれるなら受ける方向だ。 

：岡本さんと西山さんが今日 4時半頃部会と懇談会をする。 

：最終判断は部会を尊重する。 

 

（３） 14年度下期センター配置人員数について 

・別紙 

：上期と変わらない。店舗への人事異動提案が来る。 

今回提案は合意。 

（４） その他・各中執から 

・倉敷北のリニューアル応援体制 

・労金積立の件 

・中執会議の遅刻が多い。出欠の確認を必ず。 

・時間内労組活動で電話を受けたりチラシの配布があるが出来ない事業所があるらしいが時間内

労組活動として理事会と確認している。秋闘でも入れるつもりだ。 

：FAXや議案書をコピーするのはどの辺まで許されるのか。 

：業務に重大な支障がない範囲は OKだ。 

V. 次回日程    第 3 回中執 10 月 18 日（土） 於：藤田本部第二第三会議室 


