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○本日のメインテーマは春闘の要求確定です。
Ⅰ．情勢
・ 後程、春闘の提起の時に
Ⅱ．報告事項
１．この間の活動
1/12
第 8 回中央執行委員会
13
中央安全衛生委員会
13-14
生協労連専従者セミナー
14
関西健保
15
第 3 回分会代表者会議＆2011 年旗開き
15-16
生協労連第 1 回委託労働者交流会
17
県パ臨時連絡会事務局会議／1 月度 DC 協
議会／県学習協理事会
19
県労最賃引き上げ宣伝行動／国民救援会
20
店舗前定例宣伝行動(北畝)
21
中四地連理事会訪問(おかやま)／3.8 国
際女性デー実行委員会
22-23
中四地連 2011 春闘組合学校
24
関連･一般執行委員会
25
1 月度経営協議会／県民主団体懇談会
26
1 月度店舗会議／店舗協議会／地連組織
推進委員会

27
28
29
2/1
2-3
3
4
5
9
9-10
11
12

生協労連福祉員会
県労ディーセントワーク宣伝／ライフプ
ランセミナー(福祉委員)
県労第 37 回幹事会／流通サ労理懇談会／
流通サ分会会議／流通･全通交流会
県労常任幹事会
第 430 回労連中執
愛知総がかり作戦
｢日本でいちばん…｣セミナー
第 6 回地連執行委員会
県労 9 の日宣伝行動
春闘中央総決起集会／企業年金基金第 2
制度代議員会
第 4 回分会代表者会議／生協労連組織財
政委員会
第 9 回中央執行委員会／青年部交流会

・ 第 3 回分会代表者会議での伊藤さんの話は、わかり易かった。
・ 生協労連第 1 回委託労働者交流会は、20 名ちょっとの参加。4 つの会社が参加。生協の子会社は、生
きがいを持って働いている。今後は、子会社と他で別々に交流をしたほうがいい。新宿の流通の労組
が欠席したことは残念。
・ 経営協議会、１月１週の実態については大変だったというやりとりをした。理事会からの CS の方針が
定まっていないと具体的にならないのでその後に検討。
・ 店舗会議の正月営業は、理事会からの提案説明が前回より半歩後退で議論ができず。中身がほとんど
わからない。団交の話を踏まえて出してもらわないと。
○諸会議報告（上部団体／労理会議／組織内会議／その他）

・ 労連関係：生協労連中執 P18 参照
 専門部 2/9 企業年金基金。6 時間以上のパート、正規の掛け金は生協が支払う。退職金以外入
る。国債との関係で人によっては、金額が違う。適格年金がなくなり、その受け皿として確定

給付を日生協が作っている。受付をして、集中的に処理をしている。（194 億円の掛け金でス
タート）ローリスク・ローリターンを理念にしている。
 2/11 組織財政委員会。６中計の具体化が任務。地連をどうするか?コープネット管内では東京、
埼玉の労組は、ひとつになった。千葉、群馬、栃木、茨木も長野もひとつの労組になる。ユー
コープの３つの労組が合併する（2012.3）合計で３万の組織になる。圧倒的多くの労組とその
他の労組になる。そのためこの問題を整理しないといけない。
・ 地連関係：中四地連 2011 春闘組合学校の神奈川労連水谷議長の学習会「最賃･公契約条例」はわかり
やすい話。4 つの分科会、機関誌の分科会は評価がわかれる。理事会訪問は 8 つ訪問している。2010
年度は各生協とも厳しいが、鳥取･山口･愛媛･徳島は奮闘。厳しいのは広島･岡山･高知。まあまあは
島根。香川は 2 年続けてどうか。香川は四国４県の理事長会議で、店舗が厳しいと。１店舗当たり６
億円で店を維持するのが精一杯。コープ四国、1000 人の組合員に実験で注文。6％アップ。おかやま
３億の剰余を出したが２億ぐらいになると予想。

・ その他
｢日本でいちばん…｣セミナーは、日本全国の会社の経営分析をして、今求められている経営は、コス
トを下げて利益を上げるのではなく、従業員やその家族、関連会社の従業員を大切にすること。CD
あり、春闘方針、生協の展望を考えるにあたって参考にしたい。
春闘中央総決起集会は、議員要請行動は、秘書対応が中心、中には議員にも会えた。日本チェーンス
トア協会の消費税に対する姿勢、社会保障の事はあるが今は景気が悪いので反対。厚労省へは、最賃
で行ったが、通り一遍の回答。相手はぐうの音も出ないほど。全労連の幹部はすごい。
ミドルエイジの会は、年齢を 50 歳にしたので幹事になれない人がいる。参加したい人は、オブザー
バーにしたので交通費を認めてもらいたい。5 月に LP セミナーをやる。講師は労金より。
２．各部会、支部等の取り組み ⇒時間の関係で割愛
岡山支部：3/5 に旗開き、4/2 平和花見の予定。
倉敷支部：43 名で旗開き。温暖化問題は、今後
県労くらしきでも取り組む。読書会も継続。
備前支部：1/19 旗開き。焼牡蠣と焼肉
備北支部；1/28 旗開き。労組への意見をもらっ
た。倉庫の雇用問題で労組の頑張りが見えず、
意味がないと言われた。←労組がなかったらど
うなっていたのかは検証ができない。

井笠支部：3/18 旗開き。事務パートの問題は、
倉庫パートの教訓を聴いてほしい。
CS 関係：単身赴任者への対応特に大野本部、大
野浦分会では通いなさいと言われた。高坂さん
と個別に面接。自分たちで対応。分会は二つの
まま？一つにするか？←基本は、分会の人たち
がどうしたいかです。

Ⅲ．協議事項
（１）月 1 回の宣伝行動計画（2400 作戦）について
・ 次回 2 月 17 日(木)12:00～13:00（総社東）
前回 1/20 北畝で実施。消費税署名。3/12 の中執で TPP の学習会をする。署名 3 つを職場に下ろす
（消費税・TPP・最賃）１人一枚ずつで 100 筆ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、ｲﾍﾞﾝﾄ的なこともやって。分会ごとの達成率で
上位３分会に補助を出そうか TPP ではやろうという人もいた。ほかにパート法、日航、はがき（後期
高齢者医療制度・年金）承認をもらいたい、意見も。常識の範囲で。
（２）組織拡大
・ 関連･一般からの報告
１月加入３名。東京の動きにも刺激を受け、拡大の具体的行動に。
一般労組を対象にレクレーション企画２/19 に映画会等の企画をする。皆さんからも声掛けを。
（３）2.23 地域総行動への参加について（詳細別紙）
・ 1 日の流れについて
・ 早朝駅頭宣伝の参加駅の割り振り
・ 要請行動、署名･宣伝行動の分担
Ｐ24.25 を参照。最終確定したものを知らせる。
（４）3.3 中央行動について(別紙)
・ 動員目標 5 名⇒参加者があれば。無ければ書記局中心に参加する。

・ 行動予定

①厚生労働省交渉
・“最賃引き上げ”と“パート法改正”の二つで厚労省交渉を独自で準備。
●時間：１０時３０分～１１時３０分
●場所：厚生労働省１階共有会議室
②ＩＬＯ駐日事務所との懇談
・ＩＬＯの課題やディーセントワークのとりくみなどについて懇談。
●時間：１４時００分～１５時００分
●場所：ＩＬＯ駐日事務所
③国会議員要請
・最賃の引き上げ、消費税増税反対の２項目で、議員要請を実施。
●時間：１０時３０分～１１時３０分
④早朝宣伝行動
・最賃を中心に新宿駅（西口）で宣伝行動を実施。
●時間：９時～９時３０分
⑤全労連・国民春闘共闘の行動に結集。
⑥その他
（５）3/6 岡山県春闘総決起集会への参加について(別紙)
・ 別紙
動員は 50 名。案内をします。社会保障と財源問題で学習会。ＪＡにも呼びかけている。
（６）3.1 ビキニデーへの参加
・ 引き続き募集中。
（７）その他の会議、および集会・研修参加（別紙参照）
① 生協労連 第 93 回中央委員会
日時：3/23-24(水木)
会場：東京南部労政会館

② 3/8 国際女性デー集会

Ⅳ．労理課題
（１）春闘関連
・ 職場集会で出された意見
・ 要求（案）について。本日確定する。
・ 発言の準備、各中執は、職場の声をもとに発言を構成する。
・ 関連して春闘要求とは別に、職場集会の意見をまま補足資料として理事会に出す。職場名は消す。
・ 当日の準備及び役割分担、交渉の進め方
・ スト権確立投票について
 スト権確立項目 ①雇用確保、②賃金および夏季一時金、③年休取得、サービス残業根絶等労
働条件、④消費税増税反対、TPP 参加反対等平和とくらしを守る課題
 投票期間：開票 3 月 4 日(金)から逆算で。⇒来週のどこかで送る。
 スト配置：3 月 17 日(木)⇒中執のセパ、分会長の丸一日スト。労組員全員での時限ストが最大と
いうこと。職場の声を受けて、回答は厳しいものになると思うので翌日の配置にした。
 スト基準：定期昇給、一時金前年実績

出された意見
2011 年春闘要求（最終案）
2.賃金要求
②ベースアップの額を入れるべきという意見もあり
⑦委託料引上げは、正規から何とかやって欲しいという意見があった。
本部…正規の具体的な金額がないのは、後で総括はどうするのか。
人事・品管…要求書に出すのに P６の共済会で制度を作れの要求は、労組が出す要求としては、
おかしいのでは。
倉東…遠距離通勤は止めて欲しい。本人合意のもとで一時間ルールを作ってもらえないか。

渋滞を避けるために２時間前に家を出ないといけない。←移動の時にアナウンスするか
新見…遠距離通勤について入れたら、社会的・家族的に支障になる。
井原…上限一時間という人が多い。
遠距離通勤については、基本的には、入れて表現については考える。（高速道路代金と一時間）
（２）組合員サービスセンター設立（CS ネット）提案について
・ 当面は共済パートの募集状況を注視すること
・ 3 月末から 4 月にかけて具体的なセンターシミュレーションが出される予定。それに基づいて具体的
要求を組み立てる。
・ 2/2 に事務パートを集め、理事会から出されたセンターの平均的な作業のシュミレーションを説明。
それを受けて共済パートの募集について確認。⇒東岡山から、募集についてまだ聞いていないとの声。
共済パートの残業の指摘あり。10:30 から 9:00 になる場合、早く帰れない。子どもを迎えに行って仕
事をしている。←新しい仕事なので労働協約を結ぶこと、運用しながら改善していくことを確認。
・ 組織パートは対象外。
・ 募集状況は不明。「週 38h 仕事をしている人から 34h」の時間で募集した場合 38h は守ってくれるの
か。⇒現状では募集を注視していく。本人へは返事が言っていると思う…という意見はあった。具体
的な作業シュミレーションが出た時点で、どうするか要求を組み立てたり、交渉をしていく。また、
組合員のためにそもそもなるのか。組み立ては、CS でやっている。サービスレベルは落ちないのか。
経協でやりとりをする。必要なら交渉を持つが、当面は経協で。
（３）人事制度関連
・ 投票動向の背景について論議。
（４）年末年始における職場の状況について
・ 1 月 1 週配達の件はやり取りしている。来年がどうなるか、CS ではまだ未定の状況で、確定次第対
策を検討するよう。
（５）新コース実態調査
・ すでに新コース編成に入るので、調査結果については理事会に伝えることとし、新コース編成のや
り取りに吸収させる。
（６）2011 年度上期体制について
【宅配】
・ 職場に提案文書配布、意見集約中…
【店舗】
・ 店舗協議会で論議中、その結論を踏襲する。倉北は大丈夫そう…？
（７）自衛隊ポスター掲示の件について
・ 経過報告
（８）ラピスタ閉鎖提案
・ ほぼ理事会側の聞き取りは正確。電話番号違いなどで連絡つかずのところがあるが、次の段階に入
る。
Ⅴ．その他

・ 倉敷支部の件
Ⅵ．次回日程

3 月 12 日( 土 )

9 : 30～

於:

