
第8 回中央執行委員会 

出席状況 ○＝参加、×＝不参加、▽＝早退、△＝遅刻                           2018.02.03  inオルガ 

中畑 ○ 三上 － 上村 ○ 原田 ○ 内田 ○ 西崎 ○

高木 ○ 山本 ○ 小林史 ○ 濵 × 長尾 ×

岡山支部 上田 ○ 藤島 × 吉田 △ 頭士 △ 柴田 ○ 武澤 × 井上 △ 長谷部 ○ 安田 ○

倉敷支部 難波 × 大橋 ○ 黒木 △ 舩越 ○ 河田 × 坂本淑 ○ AM

美作支部 草川 ▽ 藤澤 － 菱野 ○ 神崎 × 松川 × 濱田 × PM

井笠支部 大谷 △ 遠山 ○ 北村 × 竹内 △ 小林幸 ? 計 24 /36

○＝ 18 △＝ 6 ▽＝ 1 ×＝ 10 ？＝ 1

委員長 坂本 ○ 副委員長
書記長

書記次長

ｱﾙﾊﾞｲﾄ 19

備前支部 24

備北支部

9:30 報告事項 

10:40 協議事項 

12:30 昼食休憩 

13:20 協議事項 

15:00 終了 

15:15 各部会  16:30 終了 

I. 情勢 （9：30～9：40） 

・ 通常国会。森友学園問題、安倍明恵氏の関与が明白に。佐川前理財局長とともに証人喚問が求められる。 

・ 沖縄名護市長選挙 

II. 報告事項 （9：40～10：30） 

○この間の活動 

1/10 第７回中央執行委員会 

11 1 月度中央労働安全衛生委員会 

12 第506 回労連中執 

13 第2 回分会代表者会議／2018 年旗開き 

15～ 春闘職場集会開催期間 

15 井笠支部執行委員会 

16 岡山支部執行委員会／労組カフェ（東川原）／

CⅩカーゴ尾道労使協議会 

17 倉敷支部旗開き／労連最賃闘争本部 

18 労連委託対策会議／県労常任幹事会 

19 備北支部執行委員会 

20～21 地連2018 年春闘組合学校 

22 アルバイト部会準備会／備北支部旗開き／（宅

配事例発表会） 

23 DC 懇談会／関連一般執行委員会 

25 CS ネット労使協議会 

26 井笠支部旗開き 

27 パ部会春闘決起集会／県労幹事会・県春闘共

闘結成総会 

28 岡山支部レク（牡蠣） 

29 社保学習会（倉北）／労連生協政策委員会 

30 1月度店舗会議／経営協議会／第3回四役会

議 

2/3 第8 回中央執行委員会 

3～4 労連委託の仲間全国交流会 

１． 上部･外部団体 

 全国生協労働組合連合会（生協労連） 

1.12中執（西崎欠席） 

 生協労連 各部会･専門委員会 

 生協労連 中四国地方連合会 

1．20-21春闘組合学校＠水島 

 全国労働組合総連合（全労連） 

 岡山県労働組合会議（県労会議） 

1.27幹事会 

 その他、外部団体

２． 労理協議会、組織内会議 

 経営協議会1.30 

シッパー問題、残業実態についてやりとり。経

協当日の終礼で早速DCで新たな指示、対応の動

きあり。委託ラインは別途対応とのこと。 

 店舗会議1.30 

店舗が今年度黒字化着地の可能性。欠員問題に

ついてやりとり。 

：生鮮制服に縫い付けている名札は苗字だけになった。 

 DC 懇談会1.23 

CS 内でひろしま、やまぐち、しまねは 7 月に物流統

合。おかやま、鳥取での統合計画を2月中に提示する

とのこと。雇用問題に関わるため注視の必要。 



 中央労働安全衛生委員会 

 宅配協議会 

 店舗協議会 

 DC 協議会 

３． 各部会･支部の報告 

 定時職員部会 

1.27部会春闘決起集会。 

 青年・女性部会 

なし 

 アルバイト部会（準） 

1.29会議。団交参加呼びかけ強化を確認。 

 ミドルエイジの会 

2.10学習会＆交流会計画。 

 岡山支部 

1.16 会議。1 月末牡蠣レク。2 日で 35 名程度参加。

2.16 旗開き。元パート加百さんを講師にミニ講演を

予定。2月末会議。3月いちご狩り。 

 倉敷支部 

1.17 旗開き。好評だった。3 月会議予定。5 月程度に

いちご狩り計画中。 

 美作支部 

この間動きなし。 

 備前支部 

1.19 会議。2月に牡蠣レク予定。3月いちご狩り具体

化論議中。 

 備北支部 

1.22 旗開き。大好評だった。4.7 いちご狩り、4.9 バ

イキングレク計画。書記局窓口を一本化してほしい。 

 井笠支部 

1.15会議。1.26旗開き。3月会議＠笠岡。3月いちご

狩り予定。 

 CS 関係 

1.25 労使協議会。組合員サービスセンターでの担当

割り振りで混乱。CS５生協の年始宅配の状況報告。 

：2018 年四国の動きはどうなっている？2017 年度の

ように四国だけ独自となるパターンありうる？ 

：把握できていないがおそらくないだろう。 

 生協関連･一般労働組合 

2.3-４委託交流会 

III. 協議事項 

１． 機関運営 （10：40～11：00） 

○ 退職による中執の欠員について 

・ 副委員長（総社東）と執行委員（久米）のお二人が事情で退職し、執行委員定数より 2 名の欠員となっ

ています。 

・ 規約上では、“速やかに補欠選挙を行い補充する”とありますが、部会役員は順番で決めている分会が多

く、期中での交代は任期の長短で不公平との声もあり、一方総社東は長期間にわたって三上さんが請け

負っていたという事情もあり、現時点で後任の選出は困難と判断しています。 

・ したがって、規約の趣旨には反しますが今年度は欠員のまま進めたいと考えています。なお、次年度に

ついては選出できるよう話を進めています。 

：支部のフォロー体制変更にも関わる。備北、美作などの対応等でタイトになってくことはご了承いただきたい。 

確認された。 

○ 本日を含む今後の中執の進め方について 

・ 本日を含め、全体会議が終了した後、正規も会議を行います。労組の中長期の展望（人事含む）や提案

予定の人事制度に備えてのものです。 

・ 中執では、時々の情勢に合わせて学習会を単発で行っていますが、次回より 4 回に分けて岡山県学習協

の長久氏の著書「労働組合たんけん隊」の学習講座を計画します。労働組合そもそもという内容なので、

本来は新役員体制になった直後に行うのが望ましい内容のため来年度は早いうちに実施したい。 

確認された。 

○ 福祉G の分会編成について 

・ オルガ分会（部会）から相談があり協議、検討の結果、今後、倉敷幸町分会に了解を得ることを前提に、

倉敷事務所をオルガ分会から切り離し、倉敷幸町分会に合流させることとしたい。 

確認された。 



○ その他 

・ 西崎及び高木さんのパソコンの OS（Vista）が古くなり、書記局や中四国地連内で共有フォルダとして

活用しているDropboxの活用ができなくなったため、パソコンを入れ替えました。 新OS（Windows10）

のデスクトップ2台で中古品を購入し、合計で約10万の支出でした。 

確認された。 

２． 春闘関連、諸闘争 

（１） 春闘関連 （11：00～12：30） 

・ 職場集会の状況、報告書 

基本的に、パートの時給引き上げを前面に掲げるという方針に対して賛同が得られていると思います。 

いくつかの声を受けて、春闘要求に加筆しました（次項）。 

：一時金なしパートの寸志要求取り下げをすると、一

度上げて議論したものの引き下げとなり当事者にど

のように受け止められるか注意が必要。 

：欠員を軸に構えることを重視するのであれば盛り込

んでもいいと思う。一方で同じ仕事で二つの精度で

あることの矛盾の解消という点では引き下げるのも

一理ある。難しい。 

：福祉の賃金体系も理事会の立場でいうと「一時金分

も勘案した給与体系」という主張になるだろう。そ

れに対してどう反応するかが問われる。 

：福祉は比較新規事業でもあるので他組織と比較しな

がら入ってくる人も少なくないだろう。一時金創設

要求は良いと思う。 

:一時金なし寸志要求について、これまで掲げてきた要

求を下げるにはそれなりの納得できる理由がいるの

ではないか。一部、センターの報告書を見ると辛口

意見が結構ある。どういう雰囲気だったのか。倉敷

東部の再雇用パートの意見を踏まえて再雇用パート

について配送手当てを求めても良いのではないか。 

：寸志の夏支給実績はない。当事者の意見は？ 

：取り下げても良いと思う。 

：気になるのは前回取り下げたときのこと。出ている

声を押さえつけるようなことにならないか。 

：この間声が出てきたという側面より執行部がリード

してきた色合いが強い。 

：取り下げたとして、福祉や再雇用パートの要求をど

う考えるか。 

：ミドルエイジで一番強いのは寸志、一時金よりベー

スアップの部分。 

：であればベアに集中させるというのでどうか。福祉

は一時金創設を求めているためそこに集中させると

いうことでよいのではないか。 

：パートの一時金を求める項目はセパ格差解消につい

て言葉を盛り込んでほしい。職員をもっと増員して

ほしいとの声も強い。 

：まずは正規との格差解消を 初に掲げるように加筆

修正すればよいのではないか。 

：店舗でパートが休んだ時に支援が入ってもらえるよ

うにならないかとの声、要求に盛り込めないか。 

：欠員をまず埋めることが大切だということなので要

求を加筆するのではなくて補強発言としたい。 

：再雇用パート配送手当てについてどう考えるか。 

：お金を欲しいとあからさまに主張はしない、根本は

体力的にしんどいから件数を配慮してほしいとの声。 

：継続協議としてはどうか。 

：教育係役を担ってもらうことはできないか。 

：店舗でも再雇用時に教育係になれないか、との声が

出ている。 

：政策的な要求の側面があるため今回すぐに盛り込む

のは難しい。一つのアイデアとして発言に盛り込ん

でもらうのが良いと思う。新人採用定着のための教

育の仕組みについての要求で。 

：中途採用について採用基準を緩和してほしい、とか

採用基準を明らかにしてほしいという声がある。ど

う扱えるか悩む…。 

：アルバイトの欠員があり、辞められたくないからか

教育指導が充分でないケースがある。教育指導をし

っかりしてほしい。 

：根本原因は正規の配置減員とパート欠員。責任をも

って教育指導ができる体制をつくるためには長期的

には正規増員が必須ではないか。 

：センター発言について補足をしたい。決してパート

を攻撃しているわけではない。パート時給引き上げ

に反対の声があるわけではない。同一労働同一賃金

に対して、もやもやしている人もいる、ということ。 

：執行部としては、今後の新賃金、人事制度が提案さ

れた際の議論で賃金とは何かを学びつつ議論を進め

ていく構えを持っていく必要があるという事だろう。 



・ 春闘要求（案）について（別紙） 

上記の通り議論を行った。 

・ スト権投票について 

①賃金、一時金の課題②労働条件諸要求の課題③国民的課題 

の三点でスト権投票を行いたい。 

確認された。 

・ 要求提出団交への参加集約状況（別紙） 

 

・ 発言組織 

討議資料にも書いたように、正規・非正規の互いの状況を慮る発言を心がけましょう。 

各職場から発言が出るよう、中執は改めて自分の職場からだれが発言するかを確認すること。 

 

 

・ 今後のスケジュール 

2/3 第8回中執  要求案確定 

2/10 第4回分会代表者会議 要求確定 

2/13 要求提出団交  全員団交500名目標 

2/24 第9回中執  回答後のたたかい方の意思統一 

2/26～？第2回職場集会  ※日程未定（交渉の進捗により3.13以降にずれる可能性あり。） 

3/13 回答受け取り団交   

 

○ 2.21 地域総行動について（詳細は別紙参照） 

・ 中執へ参加要請中。可能な限り年休取得で参加を。 

・ 生協労組としては、以下の流れで行動する予定です。 

7:00頃～  駅頭宣伝（※） 

9:30～  学習決起集会、改めて、憲法改定論議の本質を学ぶ 

12:15～  デモ行進（シンフォニービル～岡山駅前） 

13:00～  昼食休憩 

14:00～  店舗前宣伝（正味1時間）宣伝内容は「安倍9条改憲反対」署名の訴え 

～流れ解散の予定 

・ 駅頭宣伝の割り振り 

希望を尊重しつつ、自宅からの 寄りの駅で割り振る予定です。 

○ 3.3 岡山県春闘決起集会 

・ 日時：3月3日（土）会場：シンフォニービル大会議室 

・ 近日中に案内送付。中執は可能な限り参加を。 

○ 3.6～7 全労連・生協労連春闘中央行動 

・ 日時：3月6～7日 日比谷公園、国会・中央官庁付近での行動 

・ 中執に参加要請。動員目標は20名（中四国地連で50名となる見通し） 

（２） 安倍9 条改憲反対署名の取り組み 

・ 職場への署名送付…一人1枚（5筆目標） 

第2回職場集会でミニ学習と署名の訴えを行う。ミニ学習には別紙全労連のチラシ内容を活用したい。 

・ 店舗前宣伝の当面の計画 

2.21地域総行動での宣伝 



3/19（月）の11時～11時45分の時間帯で、地元9条の会のメンバーと共同で実施予定（大福）。 

詳細が決まり次第、近隣の中執及び当該店舗の仲間に参加呼びかけ。 

３． 労使課題 

① 2018 年度年間日程提案について （13：20～14：00） 

・ 労組見解について（別紙） 

・ 見解が確認できれば、宅配関係の全労組員に配布し、個別意見を集約する。特別に集団的論議は呼びかけ

ない。もちろん職場集会をしてもかまわない。 

・ 春闘職場集会など日程が詰まっていることもあるが、 大の理由は職場で議論して、仮に「反対だ」とい

うことになっても、この機に闘って何とかなるという水準にはなりにくいため。 

：おかやまだけで闘う事ができないのであれば中四国

の他の単組でもしっかり議論をして団結して闘えな

いものか。 

：中四国地連のなかでも年末圧縮配送の是非について

見解が一致できているわけではない。 

：理事会提案について配送パートが7 連勤なのか8 連

勤なのかをはっきりできないか。 

：聞きます。 

：対策の進捗状況をおそくまでに11月までに、という

のは遅すぎるように思う。 

：コースを組むのは11月初めか。上期末の9月末まで

に確認し判断する、という風にしてはどうか。 

：注文書配布のタイミングでいうと12月初めにはコー

スを確定しないといけない。10 月終わりにはっきり

させる必要があるだろう。 

：この意見集約で聞き取りしたいのは、圧縮配送をす

るかどうかではなくてどのような対応ができるかど

うかについて？ 

：そこを聞き取りながら進めたい。 

 

見解の内容について上記意見を踏まえ修正した上で配布し個人単位で意見を収集することについて確認した。 

② 日生協健保の組織問題  （14：00～14：15） 

・ 理事会から回答（別紙） 

：「そうした場もないため」という主張は理由とは言

えない。もっと積極的な姿勢を求められないか。 

：経営協議会の場で求めていきたい。 

：「組合会議員の四分の三以上の多数による組合会の

議決」で解散できると書いているが組合会の構成は

どうなっているのか。 

：詳しく承知していないため調べたい。ただ四分の三

の議決をひっくり返すだけの構成をこちらは持って

いないため力関係から言えば解散は避けられない。

いま重点としているのは解散するとしても議論をつ

くす時間を保障しろ、と求めていくこと。今年度中

に結論が出なければ1年期間延長となる。 

 

確認された。 

③ 18 年度シフト勤務提案（配送） （14：15～14：40） 

：空きコマのときは残業なしという項目が以前はあっ

たと思う。明文化させてほしい。 

：実態は正規だけだが、パートも対象と誤解させ得る

ため正規と言及したほうがよい。 

：育児介護を抱えていない職員については、業務指示

をされると断れないということ？ 

：そういうこと。 

：現場でセ長から指示されるケースより本人の希望で

シフトを活用する実態が大半だと思うので濫用の危

惧はあまりないと思う。 

④ 店舗パート再雇用規程  （14：40～14：45） 

・ 合意文書締結待ち（運用はすでにスタート） 

確認された。 

４． 組織拡大 （14：45～14：55） 

・ 委託の組織化について、なかなか具体的に前に進まないので、内田副委員長と長尾書記次長を中心に、



ターゲットを絞り個別オルグをかける取り組みを進める。 

・ 3～4 月にかけて生協労連が提起する組織拡大月間。アルバイト組織化に向けた具体的な取り組みを検討

中。具体化出来次第、中執の協力を改めて要請する。 

５． その他 （14：55～15：00） 

① 一斉積み立て引き出しの件（事後承認） 

確認された。 

② UNION カップ 

職場に案内を送っているため声がけをお願いしたい。 

IV. 次回日程    第9 回中央執行委員会 2月24日（土）09：30～ 於：藤田本部 


