
第 11 回中央執行委員会 

出席状況 ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻（太字四役）    2014.5.17 in藤田 第2･3会議室  

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

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

尾島△ 佐藤× 中畑○ 浦上○ 中尾×  ｱﾙ準備 小川▽ 渡辺陽○

井木△ 難波○ 片岡○ 備 前 松田○ 大橋× 藤島△ 大隅▽ 
倉 敷 

佐伯× 奥山×  神崎△ 小林▽  
井 笠 

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△ 

○＝17   △＝８ ▽＝7 ×＝13  ？ 欠員1 オブ1                       24／44 

【当日スケジュール】 

09:30  協議事項・報告事項 

12:00  昼食 

12:45  報告事項 

14:00 学習「ものの見方たんけん隊」 

15:30 終了 

I. 情勢 

・ 5/15 に安保法制懇が集団的自衛権容認の報告を安倍首相に出す。これを受けて安倍首相は、集団的自衛権行

使を認める憲法解釈変更を検討することを表明。安倍首相のクーデター的手法で容認できない。 

・ 医療･介護総合法案を衆議院本会議で可決。 

・ 1～3 月期GDP が年率換算で 5.9％になる一方雇用報酬は 0.7%減。暮らしも葉、苦しくなる一方。 

・ ファストフード世界同時アクションに全労連が 22 都道府県で行動。 

・ ベトナムで反中国の暴動、21 名が死亡。 

 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

  

04/12   第10回中央執行委員会 
  14    部会新人研修 

15   DC協議会 
16-17  労連パート幹事会 
18   書記局会議 
19   第8回地連執行委員会 
23   店舗協議会 
26   労組新人研修、新人歓迎会 
28   宅配協議会 
30   店舗会議、経協、DC協議会 

05/01   第85回メーデー、書記局会議 

03  憲法集会 
07  部会四役、四役 
08  中央労安 
09  賃スタート集会 
10  地連部会学習交流会 
10-11 全労連中国ブロック総会 
12   部会新人研修、書記局会議 

  13   県労常幹 
  14-15 労連中執 
  17  第12回中央執行委員会 
 

○報告 

ｱ）上部･外部団体 

 地連執行委員会 

 生協労連中央執行委員会 

 県労常幹 

 労連パート幹事会 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、 

：マンションの労災の件だが、労組との合意書とは？ 

：女性パート配送は３階以上行かないという合意だ。 

：玉島では配送パートは実際３階以上行かせている。

6月1週までに是正するよう指示が来た。 

：女性パート配送の物量は守られているのか。セン

ター長に女性配送パートが多くなったのでち

ゃんと出来ているのかと聞いたら、基準がある

から問題ないと言った。大丈夫か？ 

：全体の平均より少ないとだったと思う。前は８割



位だったが変わったはずだ。 

：３階以上配達しているのは調査した方か 

：理事会が調査している。 

 ・農・水・畜の上級取得者は少ない。・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：女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部： 

 倉敷支部： 

 美作支部： 

 備前支部： 

 備北支部： 

 井笠支部： 

 CS 関係： 

III. 協議事項 

（１） 組織拡大関連 

・ 流通団交  5/1 4代表者会議 5/16 2次回答受け取り。ストライキ論議をしていたことも効果に。妥

結方向。 

・ベア5,000円 一時金からの差し替え5,000円 下期から ・経営数値はペーパーで出す 

（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  

（３） 職場労使懇（仮称）の進め方 来週から新体制になるので6/14に提案する。 

（４）  第２４回定期大会に向けて 

・まとめ、方針（案）  別紙 

  ・役員体制  別紙 

・中執選挙日程 5/21（水）告示5/28（水）運動期間6/2（月）投票期間6/9（月）投票締め切り 6/11

（水）開票 

（５） 秘密保護法意見広告再度 

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 

（６） 青年部の新たな取り組み 

    ・別紙7/19しゃべり会 30名 参加とお誘いをして欲しい。 

坂本：内容が分からない。企画内容の検討を。 

内田：年齢制限は設けない。 

村上：青年部以外は本体で見るとかの方法もある。次回中執に具体的な企画提案を。 

（７） 労働安全衛生委員の基礎学習会 

    ・6月17日（火）19:00～ 講師 佐々木昌三さん       於：スカーレットAB 

（８） 2014年度平和行進とパネル展 

    ・別紙 平和行進と時期をはずして開催する。アンケートを用意する。 

 

（９） 当面の主なスケジュール 

① 5/17    第11 回中央執行委員会 ② 5/21     関連･一般四役、共済幹事会 



③ 5/23    店舗協議会 

④ 5/24    第9 回地連執行委員会 

⑤ 5/27    しゃべくりカフェ（東岡山） 

⑥ 5/28    店舗会議、経協、関連･一般 

⑦ 5/29    書記局会議 

⑧ 6/03    しゃべくりカフェ（北畝） 

⑨ 6/04    四役 

⑩ 6/07    共済会総会 

⑪ 6/09    書記局会議 

⑫ 6/11-12  労連中央委員会 

⑬ 6/12-13  労連中央執行委員会 

⑭ 6/14    第12 回中央執行委員会 

⑮ 6/17      労働安全衛生委員会 

⑯ 6/21    第10 回連執行委員会 

⑰ 6/21-22  いの健中四ブロックセミナー 

 



IV. 労理課題 

（１） 無期雇用化合意書 

・ 599名の対象者に対して希望者は、531名（88.6%） 

（２） 2014年春闘について 

   ・合意   別紙 

  坂本：日付の修正。受取全員団交は理事会側からするとだ。協議をして。 

（３） 2014年度配送担当のシフト勤務の実施について 

    ・別紙   合意の方向で確認 

（４） 店舗新POS入れ替えに伴うシフト勤務の実施について 

    ・別紙      本人確認済合意 

（５） 「労働組合在籍専従に関する協定書の締結」への回答と提案 

（６） 仲間づくり活動における原動機付自転車の導入について 

    ・別紙   

：単車の事故は多い。雨ふりは使用しないを入れるべき。 

：ヘルメット、長袖上着、グローブとカッパが必要。誰が用意するのか。男性用、女性用が必要

だ。それなりの基準の物が必要だ。 

：適切な装備が揃わなければ使用しないこと。 

：雨や雪が降っているときは止めなさい、備品は生協で準備しなさいを確認しないと前に進まな

いと伝える。 

：営業車両の導入を遅らせる意図だ。そっちが問題だ。10ｋの時もそれ以上の時もある。自分で

調整する。マイカーを使ったついでに車で行ってします。車は必要ないとする方向にさせ

ない議論が本筋だ。 

：駐輪場がないセンターがある。玉島は無い。 

 

（７） 配送パートの賃金が当初試算から乖離した問題についての対応 

    ・別紙   

：5年～1225円になっているが、1226円ではないのか？ 

：確認する。 

：次回執行委員会に確認する。 

：調整後の人も対象にするのか。調整しました。一時金が増えました。一時金の人が有利になり



ました。一時金のある方に替りました。減りました替りますに対応するのか 

 

 

 

定数は43で確認を。代議員は117人で確認を。 

 

その他・各中執から 

・ 労働法制の規制緩和は私たちに何をもたらすのか？ 

・ 岡山非正規で働く仲間の交流集会2014 

・ 孫崎享講演＆沢知恵LIVE 

・ 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  

・ さようなら島根原発!大集会 

・ 一斉積み立て取り崩し  口頭 

：地連の青年交流会に行く人にパートがいる。青年部の経費でいいのか 

：起案すればいい。 

 

：倉敷民商の裁判闘争を県労倉敷は全面支援する。 

：７月１９日ミドルエイジの総会をする。平和行進と兼ねる。毎年人数が増えている中参加人数

を増やさなければならない。 

 

 

 

V. 次回日程    第 12 回中執 6 月 14 日（土） 於：スカーレット AB 

 


