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【当日スケジュール】 

09:30  協議事項 

11:00  政策プロジェクト報告 

12:30  昼食 

13:30  報告事項 

15:00  終了  

I. 情勢 

・ 慰安婦問題について朝日新聞が「吉田証言」を撤回したことを理由に「河野談話」を否定する論議が安倍首相をは

じめ自民党右派議員の中で高まる。 

・ 世界同時株安状況。日経平均前日比 335 円 14 銭安、14,733 円 38 銭と 4 ヵ月半ぶり安値。米国個人消費前月比

0.3％減に反応。この状況は当分の間直らないだろうといわれている。 

・ 沖縄知事選挙(10 月 30 日告示、11 月 16 日投票)が行われる。辺野古新基地建設の是非と現職の公約違反が争

点。 

・ 労働法制関連法案は、衆議院でとまっている。労働契約法では有期特別法案が、参議院で 10 月 16 日に趣旨説

明。派遣法は、10 月 23 日審議入りが有力。野党は反対の方向で足並みが揃いつつある。国会の実質終了は 11

月 27 日で、労働法制関連法案との関係では 11 月 13 日には参議院に送らないと参議院を通らない可能性が高

い。11月13日・14日の統一行動が重要な意味を持つ。 

・  

II. 報告事項 

1. この間の活動 

  

09/20   第2回中央執行委員会 

  22    店舗協議会、DC協議会 

26   第1回分会長会議 

27    関連･一般定期大会 

29    書記局会議 

30    店舗会議、経協、 

：添乗バイトさんの件、商品を運んでいる実態が

ある。水も運んでいる。 

：業務で話をして欲しい。DC懇談会 

10/03    流通要求提出団交 

04    政策PJ、新分会長研修、部会定期総会 

07      新分会長研修 

08   労連中執、しゃべくりカフェ（久米） 

09   中央労安 

10   第1回四役会議 

12  第2回地連執行委員会 

14  要求提出団交、県労常幹 

17  しゃべくりカフェ（倉敷北） 

18  第3回中央執行委員会 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 地連執行委員会10/12。増収増益の中で一時金を

勝ち取ることを掲げる論議をした。 

 生協労連中央執行委員会 

 県労常幹 

 労連パート幹事会 

 部会総会 



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： 

 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： 

 アルバイト部会： 

 青年：9/21.22 全労連青年部大会に参加。岡山県

労会議青年部幹事会で学習会12/14の企画。5人

募集。女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部： 

 倉敷支部：11/10執行委員会。旗開き1/14北畝を

予定。片岡さんが県労倉敷の議長に推薦された。 

 美作支部： 

 備前支部： 

 備北支部： 

 井笠支部： 

 CS 関係：労使協議会開催。山口オペレーターを

CS に移籍の確認とﾕﾆｵﾝｼｮｯﾌﾟ協定の回答をもら

うやりとり。6月に合意実施を目標に持ち帰った。

CSネット情報システムｂ3.0予算11億予算降り

る。エントリーセンターを作る。全てここで処理を

することを目指す。当面、4 月から広島が移管後統

合を目指す。雇用問題発生の予感。 

：場所は？：場所は分からない。生協労連の委託政策や

事業連合の話はこれからだ。

III. 協議事項 

（１） 組織拡大・強化関連 

① 生協関連・一般 

9月 加入０脱退４ 純増△４ 

  11月中に懇談会で未加入者へｱﾌﾟﾛｰﾁ予定。中執もご協力を。 

●流通 

  9月27日に分会総会を開き役員変更。 

  10月3日要求提出団交。件数問題など。 

 件数問題とは？ 

  ●食べてん便 

   

  ●パート・アルバイト学習会 

  アルバイト学習会 

  10月17日津高実施。事務アルバイト 1名参加。社会保険適用拡大を中心に学習。 

  12月に総社で実施予定。 

 別紙 

 

② 美作支部の再建について 

  2007年の大会開催以来活動を休止している。中心だった人の他支部への異動などもあり停滞。できるだけ早

く再建したい。 

 問題はお金の精算をどうするかという点。 

 そのためには大会を開いて確認、など担当中執をつけるなどの対応が必要。 

（２） 中央行動・労働学校 

・11/13～14     最賃中央行動  8名 四役・中執に案内      別紙 

  ・11/15（土）    地連労働学校 25名 中執･分会長に案内      別紙 

・11/29（土）    安倍内閣打倒中央集会 20名 中執･分会長に案内  別紙 

（３） 2015年ＮＰＴ日本原水協代表団派遣 

ひとりあたり 31万円。10月中に仮申し込み。 



 もっと費用負担をはっきりしなければ参加判断しづらいのでは？ 

 個人負担は発生する。 

   別紙   1～2名参加 

（４） 「生活保護訴訟基準切り下げ反対訴訟」を支える会準備会への参加 

 準備会への参加、募金 3万円を確認 

（５） 沖縄知事選挙連帯支援募金 

岡山県から4名派遣予定。 

3万円募金を確認。 

 NPT募金もあわせて年末までに職場にまわそう。 

別紙 

（６） 消費税 

 署名が用意されている？ 

  別紙    

（７） 当面の主なスケジュール 

① 10/18    第3回中央執行委員会 

② 10/21      書記局会議、宅配協議会 

③ 10/22    関連・一般 

④ 10/23    店舗協議会 

⑤ 10/24    共済幹事会 

⑥ 10/31    店舗会議、経協 

⑦ 11/04    書記局会議 

⑧ 11/07    第2回分会代表者会議 

⑨ 11/08    第3回中央執行委員会 

 

（８）    政策提言プロジェクト 三次案報告 

 まだ完成ではない。完成したら中執に提出、確認。その後理事会に提言として提示する。 

 運動の部分についてふれていない。ふれるべき。 

 現場は余裕がなく、提言と現状との距離が大きいためイメージが出来ない。実現がむずかしいように思った。 

 現場では日報を記入する際に「良かった事例」ばかりを収集している。経営陣には悪い事例は届きにくくなっているの

では？職場旅行などは現場では賛否両論あるだろう。WEB の活用について、楽天市場的なものの生協版があればよ

い。ネットで注文、配送ルートで配達、の仕組みを改善して欲しい。 

 逆に、手作りであるところを強調、広報できればよい。 

 生協として福祉をどう描いているのか、生協がなぜ福祉に取り組むのかを明らかにするべき 

 見守りや看取ることをどうとらえていくのか、提言に盛り込んでほしい。 

 売り手都合の引き売りをさせないようにすればよいのでは。 

 班についての見直し、新しい班の再構築という視点を。 

 農家の人との連携、販路の提供、商品開発について商工会議所との連携でもできるのでは。 

 ターゲット年齢をさだめるような将来戦略性を盛り込んでほしい。  



IV. 労理課題 

（１） 秋闘 

  ・要求提出団交   

  山中さんの発言があってよかった。 

11人発言。 

 理事会側の発言から我々の生活を守っているという姿勢を感じられない。 

 一時金に対する強い思いは理事会側には十分伝わったのではないか。「強い思いは受け取った」

という理事会側からの発言もあった。 

 理事会側も、一時金を年々下げていくいまの政策にたいする問題意識はあるはず。 

  ・今後の進め方 

強力なストライキの配置の論議を全職場＝分会に呼びかける。 

   10/20～11/6で職場討議 

   11/8の第 4回中執で最終判断 

 これまで最大規模のスト配置の提起はしてきたが配置には至っていない。今回の新しい段階は

「職場全体の意思統一を図る」というところ。 

 どういうかたちでストをやるのか、どういう形で打撃があるのか、どう始末をつけるのかがイ

メージできないと 

労組員へのストの動機づけを丁寧にしないと団結を高まらない。 

（２） 14年度下期センター配置人員数の見直しについて 

 拡大月間があって配送担当者の配送件数が増加している。現場が混乱。この状況でまだ仲

間作りに人員をふやすつもりなのか。 

 玉島は職員が減ってパートが増えている。配送が圧縮されるのでは？ 

 センターにこれ以上女性を雇用するということは、女性用の設備が整えられないといけ

ない。更衣室やトイレを増やすとか。 

（３） 冷凍蓄冷材の導入について  

 倉庫作業での積み付け作業時に負荷が増えるのでは？そこを確認するようにしてくださ

い。 

（４） 小型シッパー導入による運用および体制の変更について  

 提案ほどスペースが広がらないかも。実態をみるため可能な範囲で導入実験(１０月４週実施)

に書記局から立ち会う予定 

 

（５） コープ西大寺のリニューアルに伴う閉店期間の勤務について 

意見無し 



 

（６） 福祉事業における「就業規則で定めた処遇」の運用にあたって 

 点数の差は何？公平な評価ができるのか？恣意的な評価がありうる。ケアマネであれば単年度

で評価となると５年で頭打ち、その場合はどうするのか？評価の中身、もっと技能を評価する配

点にしては？などいろいろ制度の中身を議論するべき。 

 おっしゃる通り。職場で意見を収集する。 

     

（７） その他・各中執から 

・各種学習会・集会 

・一斉積立引きおろしの件 

：東川原のトイレが無い件、音沙汰がない。西大寺の新しい畜産パートの制服の件、３Lの制服を

着ている。これしかないと言われたらしい。言ったらしいが、やりくりできないと言われたらし

い。 

 

V. 次回日程    第 4 回中執 11 月 8 日（土） 於：スカーレット AB 

 


