
第5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）    2013.11.9 inスカーレットAB 

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× 

○＝28   △＝3   ▽＝2   ×＝11                       33／44 

【当日スケジュール】 

09:30  学習 

11:30 報告事項 

12:30 昼食 

13:15 協議事項 

16:00 終了

I. 情勢 

・ 秘密保護法の国会審議始まる。（本日の学習会で本質学習） 

岡山県労働者学習協会 長久啓太さんによる「特定秘密保護法―その危険性と背景」学習会 

一．国民に情報が隠される法律に仕立てられている。行政の行うことが秘密になる。国会議員さえ知ることができない。

裁量は自由、ペナルティーもない。フリーハンドだ。答える人により特定秘密が違う＝何でも秘密にできてしまう。 

自衛隊の運用＝自衛隊に関わる全ての物。軍隊が秘密になる。外国の政府との交渉、その他の安全保障に関す

る・・・その他が１１回出てくる。何でも特定秘密だ。安全保障に為に貨物の輸出って、武器？スパイ活動をするのでは

ないかという人を調べる。公安など日常的にやっているが、国民の監視が全て秘密になる。テロの標的になる原発に

関する情報さえも特定秘密になるだろう。何が特定秘密にされているかチェックできない！恐ろしい。アメリカでも５０

年経てば公文書は公開されなければならないとしている。そんな規定はないので永久に秘密になる。 

２．重い刑罰が待っている。３年以上は重罪だが１０年以下の懲役。第１次保持者が漏らした時は１０年、２次保持者は

５年。装備などは民間業者が作っている。特定秘密の対象になる。うっかり漏らした時も処罰対象だ。内部告発を封じ

込める目的がある。漏らす人物かどうか身辺調査をされるが、それも秘密。秘密保持者だけでなく、家族など身辺調査

が秘密に行われる。２４条：秘密を洩らそうとした行為を共謀、そそのかしたり、煽ったりした者も懲役。第２次保持者へ

のアクセスするだけで３年以下の懲役。２１条：情報を知ろうとする報道機関にも正当な業務なら認められるが、誰が

判断するのか？政府が判断する。教唆、そそのかしなどあいまいな不明確な理由で処罰される。処罰する側の裁量。

処罰したい人を狙い撃ちできる。知らなかったという認識をどう調べるのかというと自白させる。結局、身辺調査や自白

の強要を行われる。逮捕令状にも逮捕理由が書かれない。公開の法定で特定秘密を公開できないので、弁護士も知

ることができない。裁判官も判断できない。事実を積み上げて立証できなければ逮捕できない。刑事法の学者は反対

している。「何が秘密かわからない」知る行為自体が委縮して民主主義の破壊だ。憲法に反する法律だ。暗黒社会に

なってしまう。「秘密会」2/3 の議員が OK したら開かれる。国会議員が秘密会で知った情報を党に公開や市民への公

開も禁止。懲役。行政機関の監視ができなくなる。 

二．自衛隊はいつでも戦争ができる軍隊になっている。米軍の情報が自衛隊に行くので、漏らすなというのが米の動

機だ。米には特定秘密は筒滑だ。ごく一握りの人間で、防衛や外交を取り仕切る（日本版NSC）。国会はどこへ？ 

２．安倍内閣のおごりと暴走。医療費は上がり保育は民間に、原発再稼働、TPP 突き進む。秘密保護法は広範な人達

が発信して世論に訴えている。新聞の論調も変わってきている。後は TVだ。TVの論調は変わらないが後 1カ月が勝

負。思想関係なく、国家が何をしているのか全く分からなくなるので共闘する必要がある。国民が主権者だが、国民に

知らされない。戦争を放棄している憲法に違反する。 

≪質疑応答≫ 

：知る権利をつけたから大丈夫だというところは分かった。21条―２伝統的メディアだけに配慮しているのか 

：そうだ。公益を犯すこと以外は認める 

：原発取材に関わる人も取材活動が規制される恐れがある。裁判の非公開になると戦前の治安維持法に匹敵する。

国家機密法は廃案にしたが、これは止めないといけない。４P アメリカの要請だが、アメリカがここまでナ

ーバスになって求めてくる理由をもう少し。 

：それだけ一体化しているということだ。アメリカと中国の関係の悪化を懸念しているが軍事では一体化と緊密



化が進んでいる。 

：NHKの人事が安倍寄りになった。裏でも情報一元化が起きている怖さがある。 

：アメリカにもこの法律はあるのか 

：あるがこれ程ひどくはない。 

：アメリカは幅が広いが公開するしくみがある。アメリカは情報を残しているので、後で明らかになる。日本は

それが無いから恐ろしい。事後検証することが全くできない。 

：日本は情報公開が遅れている。閣議の記録さえない。 

：立憲が成り立たなくなる可能性が高い。アクセスできないから立証の仕様がないのに、裁判が成り立つのか。 

：刑事訴訟法を変えないと、逮捕理由が明記されないものは無効だろう。 

：緊急の課題だということを添えて署名をお願いします。 

：歴史学者は研究できないので危機感を持っている。 

・ 減反政策が終了される方向。 

・ 派遣法見直しが労政審で協議されている。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

10/12  第4回中央執行委員会 

  19  第2回地連執行委員会、非正規センター総会 

  22 10月度宅配協議会 

  23 労連政策委員会、最賃委員会（-24）   

  24  しゃべくりカフェ（妹尾）、最賃闘争本部 

  25  書記局会議、共済幹事会 

  28 10月店舗協議会 

  29 10月度経営協議会、10月度店舗会議、10月度

DC協議会 

  30 しゃべくりカフェ（福富）、第1回四役 

11/01 ディーセントワーク委員会 

  02 第1回生協政策検討PJ 

  05 書記局会議 

  06 第 2 回分会代表者会議：経営状況、団交、ス

トライキ配置の話。 

  07 しゃべくりカフェ（倉東）、第 458回労連中執

（-08） 

 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 生協労連： 秋闘進捗状況と春闘構想の論議。生協

の中も大変で厳しい闘い。コープみらいで「毎日配

達」が始まった。みやぎ、和歌山、石川等前進回答。

ワンマン経営で支持を失い倒産するケースはあるが

経営の悪化で倒産したところはない。生協労連、○

○交流会は止めて学習教育セミナーを実施。

6/27-29 

 中四国地連： しまねは組合員をランク付けし対応を

変えている。鳥取は労働審判から本訴へ。費用を臨

時大会で求める。就業規則 7.5 時間のところを実態

は 8時間で運用。36協定結ばない期間が 2週間あ

り、定時で帰らせていたので現場が混乱。労働学校

12/14 、地連青年部の交流会12月。1/18-19春

闘組合学校（模擬団交） 

 政策委員会：西崎 11/16-17 政策交流集会に参

加。 

 最賃委員会： 東北ブロックの最賃引上げキャラバン

について学習会。１年間のスケジュール。 

 ディーセントワーク委員会：高木 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会：別紙 理事会より 9月は大変厳しい

状況の報告。 

：スタンディングオペレーションの件は？ 

 店舗会議、協議会：別紙 

：職員とパートは境界線があるのはおかしいとは？ 

：職員にしか出来ない仕事があると言ったところ、お

かしいと発言になった。 

 DC懇談会、協議会： 

：DCPは？ 

：災害が起きた時、事業を継続するためのプランの

話。非常時になった時に頑張るが、上長の逃げるな

どの判断など計画する必要がある。 

 中央労働安全衛生委員会：別紙 

ｳ）その他 

 しゃべくりカフェ：（妹尾）共済の車を共有したい→使えるところと使えないところがあるのを使えるようにする。 



2. 各部会･支部の報告 

 パート部会：ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝは台風の影響で中止に。 

 アルバイト部会：総会の感想。交流会を企画したい。 

 青年：11月23日ｺｰﾌﾟ商品試食会。地連平和交流

集会 11 月 30 日、青年 2 名参加県労会議青年部

定期大会1月18日13:30。2月8日夜ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ企

画。女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会：なし 

：西さんの話が良かった。 

 岡山支部：11月11日執行委員会 

 倉敷支部：10 月 30 日県労倉敷定期大会に参加。

11月20日執行委員会 

 美作支部：なし 

 備前支部：11 月末執行委員会。ﾚｸ企画、蒜山に

ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝか。 

 備北支部：なし 

 井笠支部：なし 

 CS関係： 

：部門長会議の資料 

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

・ 関連一般から組織拡大の状況について報告。 

・ 夕食宅配の労組員がいないところで懇談会を設定。 

・ 流通分会は秋闘の機関紙を配布。15日回答指定日。 

・ 食べてん便の要求書、交渉に向けて  別紙  

・ 食べてん便の仲間は労組法上の労働者と考える為、団交を申し込んだ。理事会は集団的個別交渉の位置づ

けで交渉。日程調整中。 

：労組員の要求が通った場合、全員支給対象にな

るのか 

労組で勝ち取ったものは全ての労働者に波及させ

る態度をとる。 

：相手は個別対象なので、まったくないとは言え

ない。 

：矛盾が生じる。 

：向うが決めることだ。7 割以上（3/4）組織して

いないと、労働協約が適用されない。 

：食べてん便は事務パートが対応している。おせ

ちのチラシの手配りをＢ長が支持したら拒否を事

務パートに詰め寄っていた。Ｂ長がダメなのかと

聞いてきた。 

：契約の中身があいまいで、販促チラシも業務の

中になっている。 

：文言に「付属するもの」が入って、宅配以外の

ものを配れと業務指示が出ている。 

：契約書を読んでと言った。 

：現場の人の負荷などを考慮するべき。 

（２） 生協政策プロジェクト 

・ 第1回生協政策検討ＰＪの報告と今後の進め方 

：松島先生にアンケート結果のまとめ報告とワールドカフェ方式で現状を出し合う。17/20 名参加店・共済・仲

間つくり・幹部のところで声を掛けて欲しい。予算80万だが150万を超える予定⇒執行は承認。 

：賛成はするが、報告書が欲しい。 

：出します。 

・ 次回12月21日（土） 

（３） 市長選挙 

：1月に総括する。 

：150万の活動の振り返りは。 

（４） 中央・地方行動 

①NO NUKSえひめ  ３名 

②11・14中央行動  5名 

（５） 当面の主なスケジュール 

① 11/13   回答受取団交 

② 11/14   最賃中央行動日 

③ 11/16-17  第4回生協政策研究集会 

④ 12/01   NO NUKSえひめ 

⑤ 12/11   第100回労連中央委員会（-12） 

 ⑥ 12/14   地連労働学校（労金ﾋﾞﾙ） 

 



IV. 労理課題 

（１） 秋闘関連 

①一時金の状況 

 ・経営状況…別紙 

 ・現況：労使折衝。4000万の遅れを取り戻せるかが判断のﾎﾟｲﾝﾄ。「がっつり肉祭り」が成功。宅配は加入時に

登録2品をお願いすることで、継続につながった。 

：福祉の一時金等は 

：失効有休積立制度は 

：進んでいない。 

：4000万の遅れ、内部取引などあるが 1億6000万の赤字だが、どこが 4000万の遅れなのか 

：超えた部分が 4000万ではないか。 

：黒字の理由は 

：堅実だからか。 

 ・ストライキ配置 11月18日（月） 最大規模：中執+セパ分会長 終日   最終判断は団交 

○スケジュール 

11/13（水） 回答受取団交 

11/18（月） ストライキ配置 

（２） 無期雇用化にするにあたっての理事会が考える課題について 

・ 常勤で判断できず、次の常勤で再論議。 

（３） 2014年春闘について 

① 第3回分会代表者会議と旗開き  全労連 伊藤さんに依頼中。 

② 2014年春闘方針案         

：これから方針を作りたい。学習の強調していたので、課題化したい。30日には出す。 

（４） その他 

：ブレスサーモソックスの引き売りがあった。しているセンターとしていないセンターがあった。玉島３ケース。

センターによって負荷が違うとの声がある。 

：総社は一人上乗せで１５個。 

：供給を稼ぐためにセンター長が考えている。供給高を達成するためにしている。 

：引き売りが常態化してきている。コモパンでも意見が出ている。 

 

（５） その他、各中執から 

V.  

VI. 次回日程     第 6 回中執 11 月 30 日（土） 於：オルガ 4 階スタディ   


