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【当日スケジュール】 

09:30 学習 「税金のそもそもを学ぶ」 

学習の友2014.11号読み合わせ 

10:30 協議事項 

12:30 昼食 

13:10 協議事項 

13:30 報告事項  

15:00  終了  

I. 情勢 

・ 11/5 に派遣法が審議入り。「常用代替防止」の原則を投げ捨てる内容だが塩崎厚労相は「正規雇用を増やすもの」

と強弁。11/7の委員会に安倍首相が出席して、衆議院の強行突破を図る。 別紙 

・ 沖縄知事選挙10月30日告示され、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。 

・ 女性 2閣僚につづき「政治と金の問題」の疑惑閣僚が次々出てくる。望月環境相、宮沢経産相、江渡防衛相、有村

女性活躍担当相、西川農相。 

・ 消費税導入以降景気が回復せず、おちこんでいる。実質賃金も下がっている。 

II. 報告事項 

1. この間の活動 

  

10/18   第3回中央執行委員会、食べてん便 

  21    書記局会議、宅配協議会 

22   関連･一般執行委員会 

23    店舗協議会 

24    共済幹事会 

30   流通秋闘回答受取団交 

31    店舗会議、経協、DC懇談会 

11/04    書記局会議 

  16-07  労連中執 

07    第2回分会代表者会議 

08      第4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 

11/06、07 秋闘の全国状況報告 

派遣法改正反対に向けた動き 

2015春闘の闘い方針議論など 

 県労常幹 

憲法キャラバン実施 

 労連パート幹事会 

10/25非正規雇用労働者全国センター総会 

無期雇用を勝ち取った経過を山本が発言。他県か

らの反応良好。 

10/26パ臨連絡会総会。最賃、中央行動について 

 部会総会 

ｲ）労理協議会、組織内会議 

 経営協議会、宅配： 

トラック添乗バイト対応の経過報告 

女子トイレ数について議論 

 店舗会議・店舗協議会： 

黄色5号を今後店舗で扱うことに。 

公取委員会から指導が入る。 

店舗での輸入かんきつ類の扱い再開。 

 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： 

12/06パ臨連絡会総会 参加を呼びかける 

1/11サンロード吉備路で学習会と交流会を計画 

 アルバイト部会： 

12/16交流会＠コープ林田を計画 

 青年：女性･ﾐﾄﾞﾙｴｲｼﾞの会： 

 岡山支部： 

再来週執行委員会 

 

 倉敷支部： 

11/10に執行委員会開催予定 

 美作支部： 

 備前支部： 

交流会を検討中 

 備北支部： 

旗開きの準備中 

 井笠支部： 

 CS関係： 

III. 協議事項 

（１） 組織拡大・強化関連 

① 生協関連・一般 

10/22第一回執行委員会 

10/23ハローワーク前宣伝など 

10月加入0、脱退0、純増 0 

  ●流通 

  10/30団交＠陵南 妥結確認 

  ●食べてん便 

  ガソリン補てん問題、代配問題要求 

  ●パート・アルバイト学習会 

  アルバイト学習 総社東第二弾日程調整中 

社会保険学習 10/29 長船 11/07 久米 実施。参加者の関心が高かった。社会保険適用拡大を歓迎する声が

多かった。質問を多く出されるなど参加者の関心が高かった。 

：社会保険の仕組みの問題、年金の受給条件、年金金額の実際についてなど。細かい質問がいっぱい。 

：食べてん便のガソリン代、早急に改善できないか。欠員が多くセンター管理者が代配に追われている。 

② 美作支部の再建について 

提案内容で進めることが確認された。 

 

（２） 中央行動・労働学校 

・11/13～14  最賃中央行動  濱、内田、上村、竹内、三上、山本、(西崎) 

  ・11/15（土） 地連労働学校  3/25名 

  ・11/29（土） 安倍内閣打倒中央集会  6/20名 検討中が9人。それを含めるとあと 5名余裕がある。 

（３） 沖縄知事選挙勝利に向けての電話支持拡大の依頼について 

   別紙 

10日から12日の三日間で 100名への電話がけ、書記局中心で取り組みたい。  

 

（４） 当面の主なスケジュール 

1. １１/08    第4回中央執行委員会 

2. 11/08-09  働く女性の中央集会 

3. 11/10      県労おかやま四役 

4. 11/12    県労常幹 

5. 11/13    中央労安 

6. 11/13-14  中央行動 

7. 11/15    地連労働学校 

8. 11/17    岡山支部 

9. 11/19    回答受け取り団交 

10. 11/21    しゃべくりカフェ(津高) 

11. 11/22    第７回政策プロジェクト 

12. 11/25    宅配協議会 

13. 11/27    店舗会議、経協、店舗協議会 

14. 11/28    しゃべくりカフェ(林田) 



15. 11/29      安倍内閣打倒!中央集会 

16. 12/01    書記局会議 

17. 12/04    中央労安 

18. 12/06    パ臨総会、県労おかやま定期大会 

19. 12/09    県労常幹 

20. 12/10-11  労連中央委員会 

21. 12/11-12  労連中執 

22. 12/13    第5回中央執行委員会 

23. 12/15    アルバイト部会交流会 美作対象 

24. 12/17-18  賃金・人事制度学習

IV. 労理課題 

（１） 秋闘 

  ・ストライキの職場論議   

   別紙 

：団結の具合、職場の様子、議論の到達点を踏まえ、理事会との今後の信頼関係を今後も築いてい

く観点からも判断していく必要がある。 

 ≪職場集会報告≫ 

：4つ参加したが規模には異論がるがストの構えじたいには概ね致し方なし、という感触。 

：スト反対はでなかった。 

：半日ストいやだけどやむなしか、ここまで我慢してきたので。 

：概ねしかたないかな、というところ。 

：ストすることには仕方ない、納得。やり方、規模にはいろいろ意見。 

≪経営状況報告≫ 

10 月単月、宅配、店舗とも予算クリア。宅配は予約新米の供給予算ずれもあったため。それを

考慮してもまずまず。 

宅配 11月.12月の結果と改装後の西大寺の結果次第で今年度が決まる。全国的には生協陣営が好

調。それを受けて日生協から各事業連帯に数千万円規模の割戻しの動き。 

≪事務折衝≫ 

スト決行基準はクリアの見通し。（実績には含めない表示をする）一時金のない職員への寸志も

検討中。 

≪今後の進め方≫ 

スト配置日程 12/01(月)規模は最大半日で確認された。 

  ・秋闘個別要求 

別紙 

：ほかにも個別要求がある。総社東の要求。 

（２） 2014年年末年始特別体制と労働条件 

   別紙 

：（店舗の年末労働時間を最長 14時間に延長するという提案について）「作業の遅れが発生した場

合」の文言があるがだれが作業の遅れを判断するのか？だれが判断するかを明確にしたほ

うがよい。 

：現場の反応次第だと思うが今回はその時間がないため、11 時間半のままにさせて、来年のため

に現場に聞いて回るようにしたほうがよいのでは？ 

今回は 11時間半のまま、来年のために現場に聞いて回ることを確認。 

（３） 年間日程提案  

   別紙 

（４） その他・各中執から 

・各種学習会・集会 

・配送パートアンケート 

：深刻な方もいる、なんとかしてあげないと。 

：そもそも配送パートの採用ルールでいうと 103 万円問題がでてくることが問題。その対象の人

を採用したのであれば、その採用した上長の責任で対応するべき。今回理事会と採用ルール

についてやり取りをする必要があるだろう。 

・ウォームビズについて 

人事総務部西山統括名義でネクタイ着用指示を暗示したような文書が現場にきた。 

人事総務部に確認したところ、ネクタイ指示ではない、とのこと。 



去年の団交の場で仲間づくり職員はネクタイ着用の義務がないことを確認したはず。 

・現場の声冷凍チルをいれた Lボックスを重い、大変。 

：チルをいれていないものも入れたものもまぜて積んでよいというルールのはず。 

：まず現場の声を集めたほうがよいのでは？ 

① シッパーが開けにくい(利用者の声) 

・11/3憲法学習講演について、NPT派遣の募金業務ラインの紹介について 

憲法の観点から原発事故をとらえる講演者、 

集団的自衛権と憲法の問題についての講演者があった。よかった。 

 

V. 次回日程    第 5 回中執 12 月 13 日（土） 於：民主会館 3 階 

VI.  


