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平成 28 年 10 月 17 日 

ＭＫ労働組合 Alliance 組合員各位 

ＭＫ労働組合 Alliance 本部 

躍進大会（第 1 回定期大会）終了のお知らせ 

秋麗のみぎり、組合員の皆さまにおかれましては、毎日の勤務まことにお疲れさまです。 

去る 10 月 16 日、京都府立城南勤労者福祉会館にてＭＫ労働組合 Alliance 躍進大会第 1

回定期大会を開催し、提案議案のすべてが可決されましたので、お知らせします。 

会議の報告事項及び協議事項はつぎのとおりです。 

記 

 

日程：10 月 16 日（日）16：30～京都府立城南勤労者福祉会館 2Ｆ 視聴覚室 

招集代議員  ：52 名 出席代議員    ：52 名 

招集特別代議員： 2 名 出席特別代議員： 2 名 

招集役員   ：11 名 出席役員      ：11 名 

松尾共済会委員長 

 

報告事項 

報告事項 

【大岩中央書記長】 

新組織結成準備委員会発足からの報告。機関紙ＭＫ労組アライアンス結成準備号にて、

準備委員会と拡大準備委員会の報告を、機関紙ＭＫ労組アライアンスとパワーポイントに

て結成大会の模様を紹介したことを報告。 

結成大会以降、本日までの活動としては、会社に「結成通知書」を送付し、「社長労使会」

を開催、その後「営業部との事務折衝」また「総務部部長との事務折衝」を経て、10/13に

労働協約締結の申入れを行った。通常の労使会関連は、10/5 にサービス向上委員会に参加

したことを報告。 

 

会計報告 

【東郷中央執行副委員長】 

結成準備委員会発足 2016年 4月 28日から 9月 16日の結成大会をへて、9月 30日までの 

途中経過の会計を報告。                  

今年 7 月 17 日開催のＭＫ労組第 3 回合同委員会の協議事項「記念事業資金（特別会計）

の執行について」にて、新組織結成準備委員会に、結成大会ならびに躍進大会にむけての

準備資金を、ＭＫ労組が立替えることの提案がなされ、その財源は、特別会計記念事業資

金 1,168,000 円からの仮執行とする決議がなされた。今後、ＭＫ労組の残余財産の移行手
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続き（解散大会付議事項）ならびに清算結了登記手続きが完了次第、直後の機関会議にて

会計報告を行うものとするとし、口頭にての説明をおこなう。                      

8/14 の第 5 回新組織結成準備委員会（第 1 回拡大）、9/11 の第 6 回新組織結成準備委員

会（第 2回拡大）、9/18の結成大会の行動費、丸印・角印鑑一式、旗代等を計上しているこ

とを説明した。 

満場の拍手で承認されました。 

 

協議事項 

第１号議案「ＭＫ労働組合 Alliance綱領・運動の基本について」 

【平田中央執行委員長】 

特段の質疑なしで、全員賛成で可決されました。 

 

第２号議案「ＭＫ労働組合 Alliance規約および諸規則の制定について」 

【大岩中央書記長】 

大会議案書の４ページからの規約について、大きく変わった点を説明。 

第 10 条（専門部）に組織部、教育・宣伝部、福利厚生部と三つが設置される点。福利厚 

生部会はＭＫ労組と同様の活動を引き続き行う。新しく設置される組織部は、主に上部団

体からの政策制度要求などのデモや会議の動員を行ない、また組合会議・職場集会の活性

化を図る部会である。教育・宣伝部は、従来の情報宣伝部と同様の活動を行うが、今後、

ＨＰの充実、機関紙の発刊を手掛けて行く予定である。 

７ページの第 6 章（支部）が分会から変わり設置される点。支部の権限や独自性を謳い、 

そのためには、本部の命による支部の厳格かつ活発な運営が求められる内容になっている。 

８ページ第 10 章（賞罰）の第 71 条（懲罰）の第 5 項と 6 項には、エムケイグループ企

業内の労働組合への二重加盟二重活動を禁止している点。また、４ページの第４条第２項

第３項でそもそも加入を認めていない点。 

場合によっては他の組織と共に戦わなくてはならない時もある。特に京都地区のエムケ

イ各事業所において 3 つの労組が併存し、共通の問題を抱えている場合が考えられる。そ

の時の対応として、9 ページの第 11 章（共闘原則）を謳っている点。 

10 ページからの諸規則「議事規則」「選挙規則」から 29 ページまでの「共済会規則」は

ＭＫ労組で新設された「賞罰規則」を含み、そのほとんどが踏襲されている。また、機関

紙で広報済みであり、この場では割愛とした。 

8 ページ第 65 条の「出張旅費・交通費規則」、第 69 条の「専従者規則」については、来

年 1 月開催の第 1 回中央委員会の議案とし、また支部を運営するための規則については、

支部大会の議案とする予定であるとし、提案。 

意見） 

規約第 9 条第 5 項同一目的を有する他団体との協力提携について、和解した者が所属す
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る組織（ＭＫグループ労連）のＨＰ上に、こちらの労組を誹謗中傷する機関紙のバックナ

ンバーが設置されたままだが、削除依頼等を行ったほうが良いのではないのか。 

全員賛成にて、可決されました。 

 

第３号議案「ＭＫ労働組合 Alliance役員の選出について」 

【新城中央執行副委員長】 

9/18の結成大会にて暫定の役員が選出された。以降、機関紙での役員立候補受理告示、

役薦委員会の開催を行い、本大会以降の新役員立候補者の受付を完了したことを説明。 

立候補者及び投票権の無い者が退出し、議場が封鎖された。本村投票管理委員長より、

投票に際しての注意事項が説明され、投票が開始される。開票結果はプロジェクターで投

影され、本村投票管理委員長から、報告がなされた。 

結果、立候補者全員が信任されました。個別不信任は 2票でした。 

 

第４号議案「2017～2018年度運動方針について」 

【大岩中央書記長】 

主に、2017年度重点実施活動計画及び取り組みの課題を説明した。 

質疑）制服 3年交換について、春の申請以降まだ交換されていない者が多数いる点につい

て 

応答）総務部からの回答は、申請日が前回の承認日から 3年を経過していない者が見受け

られる。前回の承認日から受け取れてない者もいると思われる。営業所と整備での確認作

業が必要と思われる。 

全員賛成にて、可決されました。 

 

第５号議案「第Ⅰ期（2017年度）予算について」 

【東郷中央執行副委員長】 

ＭＫ労組の解散手続きにともない財産を引継ぎいたが、10月 17日までの収支が、現時点

では正確にはでないため、また清算結了が終わるまで、一般会計の残余財産の確認が現時

点ではできない。よって 2017年 1月開催の第 1回中央委員会にて報告することとし、つぎ

のとおりとした。 

Ⅰの一般会計の収入の部の利益剰余金を 0とし、組合費等の収入を 11ヶ月分の予算とし

て、収入の部で 22,216,000円を、それぞれ各大科目にふりわけた。すでにＭＫ労組第 4回

合同員会で確認されている収支からの変更はない。 

Ⅱの共済会では、利益剰余金が増加しており、収入が 9,290,484円となり、給付項目に

おいては、過去の実績平均を採用し、経費項目は収入増により予備費が 2,943,484円に増

額しているほかは、変更なし。 

Ⅲの特別会計は、繰越利益剰余金として引継ぐ。特別会計については、2017年度期首は、
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積立をおこなわず、2017年 1月 15日開催予定の第 1回中央委員会にて、目的別の積立金の

検討を行うこととした。 

特段の質疑なし。全員賛成にて、可決されました。 

 

第６号議案「中央委員の任命について」 

【平田中央執行委員長】 

規約第２７条第１項（中央委員の選出）にもとづき、つぎのとおり中央委員を選出する。 

任期は 2017年 10月開催予定の第２回定期大会終了時までとする。 

 

組織別に 50音順、敬称略 

特段の質疑なし。全員賛成にて、可決されました。 

 

第７号議案「支部長・副支部長の任命について」 

【平田中央執行委員長】 

規約第２４条第７項（支部長及び副支部長の任免）にもとづき、つぎのとおり支部長及

び副支部長を任命する。 

任期は 2018年 10月開催予定の第３回定期大会終了時までとする。 

 任 

伏見支部 

支部長 端野 吉彦 

副支部長 小林 進次 

氏名 所属 氏名 所属

1  朝倉　雄紀 伏見 14 江原　潔 宇治城陽

2  井関　正彦 伏見 15 金崎　伸英 宇治城陽

3  伊藤　憲治 伏見 16 亀田　宏 宇治城陽

4  大島　才次 伏見 17 芹澤　秀基 宇治城陽

5  春日　孝朗 伏見 18 高橋　将 宇治城陽

6  佐々木　孝文 伏見 19 田中　保志 宇治城陽

7  中西　文明 伏見 20 三輪　芳久 宇治城陽

8  西本　浩章 伏見 21 芳本　直 宇治城陽

9  能勢　達磨 伏見 22 上田　正勝 八幡

10  菱田　正仁 伏見 23 甲斐　鉄平 八幡

11  本村　清直 伏見 24 小森　博也 八幡

12  山崎　高博 伏見 25 松本　祐一 八幡

13  山本　乃輔 伏見
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宇治城陽支部 

支部長 中川 勇一 

副支部長 佐竹 正久 

八幡支部 

支部長 飛川 光広 

副支部長 田中 敏治 

敬称略 

 

第８号議案「大会宣言（結成趣意書）」 

亀田議長より、読み上げ者の提案がなされ、高木代議員の立候補により、読み上げられ

た。 

満場の拍手で可決されました。 

 

退任役員に対する感謝状贈呈 

執行部の役員を退任される方たちに、感謝状の贈呈が行われました。 

西村 正勝 氏 

高木 一二三 氏 

高橋 将 氏 

寺石 浩隆 氏 

元永 大輔 氏 

 

以上 


