
第6回中央執行委員会 

09日出席状況  ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）    2013.11.30 in4階スタディ 

委員長 坂本○ 専 従 村上○ 高木○ 山本○ 濱 ○ 西崎○ 赤沢○  

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× 石城戸× 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○ 

○＝22   △＝5  ▽＝1 ×＝16                        29／44 

【当日スケジュール】 

09:30 報告事項 

11:00 協議事項 

12:30 昼食 

13:30 協議事項 

16:00 終了

I. 情勢 

・ 秘密保護法案衆議院強行採決。参議院も12月6日の会期末までに強行の構えの与党。国会答弁は既にボロボロ

だが意に介していない。 

・ 派遣法見直しで常用代替防止をやめいつまでも派遣で使える案を論議中。 

・ 中国の防空識別圏の設定で国際的な批判がでている。安倍内閣の右翼的傾向が進む。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

11/09  第5回中央執行委員会 

11  岡山支部執行委員会 

  12   DC協議会､県労常幹 

  13  秋闘回答受取団交 

  14  中央行動、中央安全衛生委員会 

  15  鳥取-弁護士打合せ 

  16-17 生協政策交流会 

  18  書記局打合せ、鳥取-理事会と折衝 

  19  しゃべくりカフェ（山陽）、パ臨会議 

  20  部会新人研修、四役 

  23  ＣＳ団交、地連執行委員会、青年部おしゃ

べりパーティ（in酒津） 

  25  11月度店舗協議会 

  26  11月度宅配協議会 

  27  部会新人研修 

  28  11月 度経営協議会、ＤＣ懇談会 

  29  鳥取県生協労組団交 

  30  第6回中央執行委員会 

 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

地連：秋闘の経過報告。四国は堅調、徳島上積み勝ち

取る。広島赤字確定で大幅一時金削減。パートの人事

制度 1カ月の一時金の約束を 0.9ヶ月回答でｽﾄﾗｲｷを

構えて闘い 0.95 で決着。鳥取労働審判から本訴への

準備しながら理事会と交渉。指名スト 46名配置で29

日交渉。年収下がった人には全額返金。不当評価の在

り方は以前の評価に戻す（7.5時間規定を実態8時間

で運用の件は切り離して交渉）で決着。12/14地連労

働学校開催で経営者の話を聞く。「顧客満足よりも従

業員満足」に軸足を置く経営が顧客満足に繋がる。20

名目標。1/18.19 春闘組合学校。19 日金子氏を呼ぶ。

日生協 2020 年ビジョンに対して働く側が考える提言

を受けていい話が聞けた。尾道センターの冷凍物流

20 名程の加入。CX カーゴ労組と一緒に拡大の動きが

出始めた。 

生協政策交流会に 5名参加。16日ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、17日宅

配・店舗・提言で分科会。ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの金子氏、松島氏

のｺﾒﾝﾄは示唆に富んでいた。生協の存在意義の視点で

の話。 

：生協しかできないこと、生協だから出来ること。マ

ネジメント改革。ニーズに沿った事業運営をどうする

か。夜間配送は効率重視。 

：店舗はワールドカフェ方式で問題を出し合った。店

の中でしてみたい。自分から始めないと始まらないと

思った。 

：提言は単協に引き寄せて分析をしながら対策や対応

を取る必要がある。 

 



県労：公契約条例を求める自治体キャラバン中。1・

25春闘学習会。 

パ臨：総会に向けての話。 

CS（組合員サービスセンター）11/23 団交。人事制度

722 円の賃金制度への要求。注文センターと問い合わ

せセンターの両方出来るような仕組みと人事制度提

案への不安を話し合う場を作ると約束。（仕事の変化

への不安に対し理事会は答えられない）

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、広島は供給高前年と同じだが CS と

の関係で利益が取れない。宅配：登録商品で落ち

を止める。店舗：予算比 105％競合店の閉店が追

い風。これからオープンが続くので影響出るか。 

 宅配協議会：東岡山の事務がｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 1時間。 

 店舗協議会：欠員による仕事の大変さの声。欠員

状況は誰も掴めていないことが判明。 

 DC懇談会、協議会：総社東はﾆｼﾅ 2～3割の影響。

夕食宅配フジトクで 1品追加のキャンペーン。ｶ

ｺﾞ車にﾍﾟﾝｷを塗る。ﾗｲﾝ回りの掃除をする。定年

退職者の後は派遣で埋めている。 

 中央労働安全衛生委員会：別紙 

ｳ）その他 

：店にかける人は調べて店にかけるから、赤磐センターと共通電話を入れとけばいいのでは 

：SCにかけてらちが明かないから電話してきている。 

：組合員の為を考えるとセンターだろう。そこは経営の責任で対応しなければ。 

：SCも研修をこれからしていく方向。組合員が関連一般に電話してきて近くのセンターを聞かれた。組合員サ

ービスセンターを教えたら近くの店を知らせてとまたかけてきた。 

：生協の大代表は公表しているはずだ。脱退用紙を送った人が大代表にかけてコードを教えろとの件でセンタ

ーにかかってきて、担当者へと大回りになっている。 

：組織の都合ではないのか。 

：CSオペレーターも苦労している。 

：現場の分からない人が電話 1本て対応するのは難しいだろう。 

2. 各部会･支部の報告 

 パート部会： 

 アルバイト部会：12/2会議 

 青年：さかず公園おしゃべりパーティー大人8名

子ども5名。決算約1万。11/30回天記念館2名

参加。女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部：11/11執行委員会。年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ。2/15

旗開き。12/9忘年会。3/22 ｲﾁｺﾞ狩り。 

 倉敷支部：11/20 執行委員会。CS の荷物が低く

なった。荷積みのﾄﾞｰﾘｰが動く等。1/29 旗開き。

2/19執行委員会。 

 美作支部： 

 備前支部：11/26執行委員会。いちご狩りを4月。

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会予定。次回執行委員会は未定。 

 備北支部：1/22旗開き。ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ。 

 井笠支部： 

 CS関係：1人病気長期休暇。（休職）

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

・ 食べてん便交渉  12月5日（木）19:00～  於：スカーレットＢ 

・流通受取団交終了。ニュース発行、12/13懇談会。12/7妥結確認。 

濵：流通の秋闘、一時金は前年を下回らない回答。1.2ヶ月。諸要求は長袖の制服の要求は生協にはないので

支給は出来ないが、半袖の下に長袖を認める。 

（２） 生協政策プロジェクト 

 ・ 次回第2回 １２月２１日（土）10:00～ 於：オルガ 5階 

：11/2第 1回。全国で 6000名のアンケート内 500岡山。松島氏より岡山の特徴的部分の解説。午後よりワール

ドカフェ方式で論議。 

（３） 労働学校 

 ・ 別紙   中執は原則参加してください。 



（４） 中央・地方行動 

①NO NUKSえひめ  3名 岡山駅西口7:30集合 

  ②12月11日    県労公契約キャラバン（-1月7日） 

  ③12月11-12日  第100回生協労連中央委員会 

 

（５） 当面の主なスケジュール 

① 12/01  NO NUKS えひめ 

② 12/03  秘密保護法反対デモ 

③ 12/04  店舗会議 

④ 12/05  労働安全委員会、食べてん便交渉 

⑤ 12/10  県労会議常幹 

⑥ 12/11-12 生協労連中央委員会 

⑦ 12/12-13 生協労連中央執行委員会 

⑧ 12/14   地連労働学校 

⑨ 12/17   書記局会議 

⑩ 12/18   第3回四役 

⑪ 1/06    書記局打合せ 

⑫ 1/07    新春宣伝、第 7回中執 

⑬ 1/10    県労会議旗開き 

⑭ 1/11    第3 回分会代表者会議・旗開き 

⑮ 1/16    労働安全衛生委員会 

⑯ 1/18-19  地連春闘組合学校 

 

IV. 労理課題 

（１） 秋闘関連 

①秋季闘争一時金の状況 

・ 妥結   投票890/1417（62.81％） 賛成837/890（94.04％）絶対賛成837/1417（59.07％） 

  ※投票率の低さを克服する必要がある。ｐ＆ｓ情報システム、宅配運営 G100%福富 97.22％ 

次回から、投票袋に名前を記入して入れたらチェックするようにしたい。 

：組織が中心になって声掛けをしている。 

：過半数を割っても妥結できるが、意識の問題が大きい。 

（２） 2013年年末年始体制と労働条件について 

・ 別紙 

 ※例年と代わりがないので合意とします。 

：福富のベーカリーが1/4 6時出勤になっている。 

：9連続の火～金のどこかで指定休。 

・年間日程 

：例年と同じだが、拡大日を 2日に減らす案。 

（３） 無期雇用化するにあたっての理事会が考える課題について 

・ 前回までの 5 条件を撤回し、1 回目の契約更新時から「無期雇用」にするための条件を次回までに文書で

提案したいと表明。 

：人事制度はまだだろう 

（４） 2014年春闘について 

① 第3回分会代表者会議と旗開き  別紙 

② 2014年春闘方針案         

：偽りの計算式とは 

：生活保護費は市町村で違うが加重平均して最賃と比べているなど。 

：最賃と偽りの計算式と神奈川の件とくくって説明が必要。 

：全体として賃上げの実感がない。 

：中央では賃上げ追い風の認識。今こそ賃上げのチャンスとの認識。実感はないが。 

：声を聞くだけでなく、職場で相談できて解決を導くように。 

：しくみとして作ることだ。以前は手が回らなかったし、理事会の了承がいることだ。 

：職場のことは職場で解決をと理事会は言うが、職場で解決できないのが問題。文句があっても S長には言っ

ていない。 

：要求書に入れて仕組みを作りなさいとすれば回答が来るだろう。そこに向けて役員を入れて分会長会議で声



を出して中執や専従が入るようにしたい。 

：事例から分会長を入れるなど聞けばいい。 

：分会長が配送パートでセンターにいないから言えない。言い返すことが出来ない。 

：賃上げと内需の・・・ 

：景気回復の追い風と書けば。 

：プロジェクトは分からない。委託派遣の雇用の安定を目指し…。意味がどちらにも取れる。 

：正規があたりまえ、正規雇用があたりまえ。 

：労働組合としてのチェック機能だ。 

：委託条件に関して… 

：賃上げはどうするのか 

：正規は賃金よりも年休の不満が高まったこともあるが、ここ２～３年は賃金だ。 

：有休はとれているのか 

：宅配は順調に進んでいる報告。 

：欠員があるところは取れない。 

：パート配送を増やす方針だから、正規が取りにくくなる。 

：退職者の有休も加算されている。 

：パート配送の影響で正規が取りにくくなっている。 

：スケジュールで回答受取3/12になっているが、年間は 14日では。 

（５） その他、各中執から 

：事故報告会の件は異常だ。 

：経過報告書を 7回書き換えさせられた。2週間仕事していない。火曜日出勤してアポして、午後から 2時間。

休みをはさんで 4時間真の原因追及。合計 8時間。 

：B長やS長の時間と労力を考えるとおかしい。水島でも福島の現場に行って写真を撮ったり労力をかけている。 

：センター長が事故った時は報告だけだった。 

 

V. 次回日程     第 7 回中執 1 月 8 日（水） 於：オルガ 5 階スカーレット AB   

 


