
第10回中央執行委員会 

08日出席状況 ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）    2014.4.12 in4階 スタディ  

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

岡 山 
原田△ 内田△ 延永○ 田口△ 仲岡○ 上村○ 山際▽ 前原○ 井上○ 

尾島○ 佐藤▽ 中畑× 浦上○ 中尾×  ｱﾙ準備 小川▽ 渡辺陽○ 

倉 敷 
井木○ 難波○ 片岡× 備 前 松田○ 大橋○ 

井 笠 
藤島△ 大隅△ 

佐伯× 奥山○  神崎× 小林×  河原 渡辺一× 

備 北 竹内○ 森山○ 三上○ 美 作 浅図○ 小童谷× 樋口○ C S 大谷○ 

○＝26   △＝5 ▽＝3 ×9 ？1 欠員1                        31／44 

【当日スケジュール】 

09:30 学習「ものの見方たんけん隊」 

11:00 報告事項 

12:30 昼食 

13:15 報告事項 

14:00 協議事項 

16:00 終了 

I. 情勢 

・ 集団的自衛権の解釈改憲問題を自公で協議を開始する。反対の世論も急速に広がっている。憲法の意味がない

ことになる。学習と反対の運動をしていきたい。 

・ みんなの党の渡辺代表が８億円借入の問題で代表辞任。 

・ 2014年 3月 23日にされた大阪市長選挙の投票率は、２３．５９％で史上最低になる。大阪都構想が市民に支持さ

れていないことが明確になる。 

・ 川内原発の再稼動の動きが急ピッチにすすむ。 

・ ロシアがウクライナのクリミアを併合したことは完全に国際法違反。 

・ 4月1日から消費税が 5％から 8％に増税。国民の怒りは頂点に。NHKの報道にも怒りを感じる。 

・ 派遣法改悪の法案に反対していく。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

 

03/01   第9回中央執行委員会 

02   春闘学習決起集会 

05-06   中央行動 

岡山から12人参加。厚労省の担当官と116名と団

体交渉実現。中央省庁としては初めてのことだった。 

07  流通要求提出団交 

10  第3回おかやま支部執行委員会 

11  書記局会議、県常幹 

12  店舗協議会 

13  3・13行動 

14  岡山支部イチゴ狩り 

15  備北支部イチゴ狩り 

18  赤磐しゃべくりカフェ 

22  食べてん便団交 

24  四役 

25  回答受け取り団交 

26  関連・一般 

28  店舗会議・経協 

29  流通分会 

04/01   4・1消費税反対宣伝、宅配協議会 

  04   流通団交 

  08   県常幹、第2回メーデー実行委員会 

  10  労働安全衛生委員会 

     中央行動 

  12  第10回中執 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 地連執行委員会 

：中四国は頑張っている。鳥取の労働審判の件は一応

決着。理事会の組織介入。 

 生協労連中央執行委員会 

●生協労連中央委員会 

：春闘の総括と今後を討議。生協は真逆で定昇のみが

多かった。賃上げの必要の議論から大企業はベースア

ップを示したが生協は社会的要求から一線を画した。



今後はベースアップを基本に据えて闘おう。 

 県労常幹 

：医労連は4万のベアで闘う。岡山医療生協は一時金

+8000円。中央福祉会労組ベア112円。秘密保護法の

意見広告の論議。 

  

 3/5-6中央行動 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、 

：積み方の件、朝礼の件協議。 

 宅配： 

 店舗会議・店舗協議会： 

 DC懇談会、協議会： 

 中央労働安全衛生委員会 

ｳ）その他 

  

 

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会：3月3日、26日新人研修。配送パー

ト男性が増えている。 

 アルバイト部会：3月29日役員会。交流会を6月

28 日予定。ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞとランチ。参加呼びかける。 

 青年：4月24日新人歓迎会。公園でBBQ。 

 女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部：3月15日ｲﾁｺﾞ狩り。85名参加。3世

代一家総出の参加が多かった。 

 倉敷支部：5月26日ｲﾁｺﾞ狩り。5月14日ご苦労

さん会。 

 美作支部： 

 備前支部：4月19日ｲﾁｺﾞ狩り。 

 備北支部：3月15日ｲﾁｺﾞ狩り40名。 

 井笠支部：4月26日ｲﾁｺﾞ狩り。 

 CS 関係：尾道への常駐者０に。CX カーゴが対

応。：CS 理事会と地連と協議会。中期計画でシｺ

ステムの統合を具体化に。単協運営部の雇用問題

の発生が予測。ｺｰﾙｾﾝﾀｰ、広島本部の雇用問題。 

：頓挫していたのではないか。ｽｷﾙｱｯﾌﾟの人事制度や評

価制度がﾊﾞﾗﾊﾞﾗだ。 

：移籍の方が早い。単協に商品部機能が無いため、CS

の中での人材作りが喫緊の課題だ。 

 

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

・ 食べてん便交渉      

  2014年度第一四半期中にガソリン代新ルール提案。配達日数増加も事前申し入れを約束。 

：5・6月組織拡大グッズを合配布。 

：生協側で食数 2700位で競争が厳しいので、土日・祭日配達のｱﾝｹｰﾄを実施している。4月中に回答評価を論議。 

 

（２） 生協政策プロジェクト 

 ・ 6月7日（土）10:00～ 於：オルガ 5階 スカーレットB  

：思いを出して、それに対しての考え、原因を出して、次回はなりたい姿とのギャップの原因を検証。 

（３） 職場労使懇（仮称）の進め方 

  ・セパ分会長+α 

：労安以外のことを話合う場。新年度体制で意思統一の上で進める。職場でスクリーニングをして議題を決

めるイメージ。 

：職場の困っていることが出て論議した方がいいと思う。 

：分会長に職場の問題が集まらないことが問題なので、書いて出して問題を集中させる。 

：役員がセンターにいない。安全衛生委員も事務と倉庫と B長とS長だ。 

：現場は代配などの工夫が必要。センター長と話あいながら進める。 



：1年ではスムーズに機能しないだろう。 

：走りながら修正していく方向ですね。 

（４） 労組新人歓迎会 

・ 別紙40歳以下の方と中執は参加して欲しい。 

（５） 執行部体制について 

    ・店のパート中執の選出の仕方 

：問題があることを踏まえて欲しい。具体的論議は今できない。 

 

（６） 第２４回定期大会に向けて 

・大会代議員の定数…12名に1代議員、6捨7入 

：安倍首相がやりたいことをしだした 1年だ。秘密保護法の強行突破と靖国神社参拝。 

：来年は職場労使懇談会に全力を。 

（７） 秘密保護法意見広告 

別紙    全体目標 1万口  生協労組 420口の提起 

・個人500円、団体3000円 

分会長・中執は 2口を。分会長は店舗協議会・宅配協議会で。後はカンパと同様にする。名前記載希望かどうか

を書いて。 

（８） メーデー 

    ・別紙 

休みを取って参加を。賃金保障する。10時集合。 

（９） 当面の主なスケジュール 

① 4/16    しゃべくりカフェ（笠岡） 

② 4/18    書記局会議 

③ 4/22    しゃべくりカフェ（北畝） 

④ 4/23    メーデー宣伝、店舗協議会 

⑤ 4/26    秘密保護法宣伝、労組新歓 

⑥ 4/28    宅配協議会 

⑦ 4/30    店舗会議、経協 

⑧ 5/01    第85回メーデー 

⑨ 5/03    憲法集会 

⑩ 5/07    四役 

⑪ 5/09    最賃スタート集会 

⑫ 5/10-11  全労連中国ブロック総会 

⑬ 5/13    県労常幹 

⑭ 5/17    第11回中央執行委員会 

 



IV. 労理課題 

（１） 無期雇用化合意書 

・ 無期雇用になることで異動が発生することに対して、パートの間に動揺が発生しています。 

：人事総務はするように言っているはず 

：何人にも異動ができないと聞かれた。 

（２） 2014年春闘について 

① 妥結全員投票     別紙 

    ・投票期間  4/1～4/14    ・開票日   4/16 

    ●4・1消費税増税反対行動  別紙 

ひとつの行動として集めた署名は県労おかやまでは約 500筆。その 4倍集めた。 

 

（３）  36協定について 

同様の内容で結ぶことを確認した。 

（４） 仲間づくりパート職員への契約きりかえにおける特別対応について 

（５） 14年度センター配置人員数について 

：倉東は大丈夫。笠岡はメイト減のため聞き取る。井原は大丈夫。長船は聞き取る。 

：Aブロックは大丈夫。Bブロックは遠いので不安あり。 

：定員が減り、メイトとパート配送欠員が出るが補充の担保がない。間に合わなかったとき誰が行

くか。 

：玉島は意見ない。 

（６） その他・各中執から 

・ 最賃キックオフ 5/9 18:30～ 勤労者福祉センター  最賃体験 5/10から 30日 

・ 岡山県母親大会・日本母親大会 別紙 

・ 核兵器廃絶自治体キャラバン 別紙 西崎書記長 

・ 全労連中国ブロック総会  別紙 村上副委員長・長尾さん 

・ 第 6回働くものの命と健康を守る中四国ブロックセミナー 別紙 10名の参加要請 

・ 勤通大の「基礎講座」「労働組合講座」「憲法講座」を受講しましょう。 

 

V. 次回日程   第 11 回中執 5 月 17 日（土） 於：藤田本部第 2・3 会議室 


