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大阪市港区築港
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向けての要求であり︑それ
が中小企業まで波及するシ
ステムを政府に考えさせな
ければならない﹂との説明
もありました︒

全国港湾
中央委員会
続けて１月 ・ 日の両
日︑全国港湾第 回中央委
員会が開催され︑阪神支部
からは 名が参加し総勢２
４２名が結集しました︒
主催者代表糸谷執行委員
長あいさつでは︑賃金・定
年延長・週休二日制や港湾
年金制度等︑港湾を他産業
に先駆けて魅力あるものに
する必要性を説かれ︑全て
の課題については︑﹁きっ
ちりと料金を収受すること
が重要であり︑労使が一体
となっての運動を広げてい
かなければならない﹂と強
調されました︒
日検闘争問題については
最初に日興サービス上條分
会長が︑当日の出席者に対
して闘争の経過を記載した
ビラを準備していました
が︑配布を自粛してほしい
との要請に対して遺憾の意
を表明︒河野書記長も︑
﹁全国港湾が先頭に立って
問題の早期解決に全力を尽
くしてほしい﹂と発言され
ました︒
検数労連から毎年１５０
名の新規採用を実施してい
るとの反論めいた発言があ
りましたが︑畠山委員長か
11

全 港湾中央委員会
１月 ・ 日の２日間シ
ーパレス日港福において︑
全港湾第 回中央委員会が
開催され阪神支部からは
名が参加しました︒
開会あいさつで中央本部
松本執行委員長は︑安倍政
権の政策と憲法改正に向け
た動きを批判し︑﹁トラン
プ政権を追随する安倍首相
からは戦争がしたいという
姿勢が滲み出ている︒アメ
リカに対し北朝鮮と早急に
平和条約を結ばせ︑東アジ
アを平和に導くことが国際
的にも重要である﹂と話さ
れました︒その実現に向け
て一丸となって前進させる
23
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必要性も説かれました︒
来賓として出席された全
国港湾糸谷委員長からは︑
労働組合の産別最低賃金の
要求に対しての日本港運協
会との２年間に及ぶ交渉経
過の説明があり︑独占禁止
法を盾にする日港協の姿勢
を批判されました︒
１月 日には労使政策委
員会が控えており︑日港協
の回答を注視しなければな
りません︒また︑﹁先進国
で２０００年の賃金を下回
っているのは日本だけであ
り︑きっちりと対価を支払
わせる港湾を構築する運動
を広げていく必要がある﹂
と述べられました︒
春闘方針案で真島書記
長は︑﹁大企業は
内部留保が膨れ上
がっており︑賃金
や人手不足問題に
於いて格差が広が
っている︒現状︑
労働者の生活向上
の為にも賃金引き
上げと定年延長に
重点を置いた要求
をしていきたい﹂
と提案され︑﹁３
％の賃上げを要求
するが︑景気回復
・経済の好循環に

ら﹁言葉のまやか
しに騙されてはい
けない︒全国港湾
で是正していくと
の方針が確立され
ており︑言ってい
ることは間違って
はいないが︑現実
問題として全く実
現されていない﹂
と主張︒検数労連
の発言を一蹴する
場面もあり︑阪神
支部の取り組みの
正当性がさらに際
立つ形となりました︒
他にも中山副委員長が独
禁法問題を︑井ノ元副委員
長がトラックの長さ緩和に
伴う危険性について︑南副
委員長は改善基準告示を順
守させる問題について︑坂
本副委員長と久保田書記次
長からは︑港の通過貨物か
らなる港湾の職域問題と港
湾年金制度についてなど活
発な質疑がされました︒
執行部からは﹁総じて全
力で前向きに取り組みた
い﹂との答弁があり︑﹁行
政交渉などの場で問題の解
決・前進を図っていきた
い﹂と述べられました︒
最後に総括答弁では︑大
港労協・三宅事務局長の
﹁元請け責任を追求するべ
きだ﹂との発言を引用し︑
ユーザーと接点があるのは
元請け事業者であり︑きっ
ちりとした料金を収受する
ことが指定事業体問題をは
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全国港湾第10回中央委員会

じめとする各方面の課題を
解決に導くとの説明があ
り︑労働組合として事業者
に改善を求める取り組みの
方向性の確立こそ必要であ
ると述べられました︒
そして﹁賃金引き上げ２
万円﹂とすることと﹁定年
延長 歳﹂を二本柱に全国
統一要求とし︑独禁法問題
は港湾の破綻に繋がる問題
であり︑日港協の姿勢を改
めさせ早急に前進させてい
くとの決意表明があり︑春
闘方針が確立されました︒
今回︑全港湾・全国港湾
中央委員会と併せて４日間
参加しましたが︑学習不足
を痛感しました︒支部執行
部の一員として︑今後に向
けて組合員の声をしっかり
と反映していけるよう︑準
備の大切さを肝に銘じ︑取
り組みを強化していきたい
と思います︒
執行委員
入江 友規

周の幽王に︑褒
︵ほうじ︶とい
う名の后︵きさ
き︶がいた︒全
く笑わなかった
褒があるとき︑
いくさを告げる火があがる
のを見て喜んだ︒﹁あな不
思議︑火もあれ程多かりけ
るな﹂◆后が笑うのを見た
いばかりに幽王は不要の火
をたき︑のろしをあげ︑揚
げ句︑国は滅んだ︒いま︑
各地でつづく﹁火﹂の厄災
にこの故事を思い出してい
る◆突如 として噴煙をあ
げ︑自衛隊員の命を奪った
火山︒共同住宅を焼き尽く
し︑入居者 人を死に至ら
しめた火災︒そしてまた信
じがたい惨事が起きた◆佐
賀県の住宅街に陸上自衛隊
のヘリコプターが墜落︑民
家が炎上した︒離陸からわ
ずか７分 間に何があった
か︒隊員 は亡くなってお
り︑テレ ビで見た映像に
は︑機首からまっすぐに落
ちていく様子が映っている
◆民家には小学５年の女児
がいた︒ 家はどうでもい
い︑家族が無事でよかった
という父の言葉がすべてを
物語っている︒奇跡的に軽
傷ですんだ女の子は︑助か
ったと知るや声をあげて泣
いたという◆再び︑があっ
てはならない事故である︒
﹁あな不 思議﹂ですませ
ば︑災いの火の手はすぐま
たあがる︒

11

22

39

阪神支部
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全港湾第39回中央委員会
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「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

全 港 湾 ・ 全 国 港 湾 中 央 委 員 会 開 催
１８春闘 全国統一要求、確立！

要求額20,000円 65歳定年延長

括答弁があり︑硲書記次長
が﹁ 春闘討論集会のまと
め﹂を提案し︑採択されま
した︒
最後に坂本副委員長より
閉会の挨拶がされ︑畠山委
員長の団結ガンバローで散
会しました︒

14

支部代表挨拶に立つ畠山委員長

18

18

論

賞に大運分会の﹁潮﹂︑銅
賞に全日検神戸分会の﹁検
数労働﹂︑努力賞に新神戸
セキュリティ分会の﹁ＳＫ
Ｓ分会ニュース﹂が選ばれ
ました︒
今後もコンクールに参加
分会が増えることを教宣部
からも切に願います︒

討

なったら港運の仕事が減る
し︑いずれ規制が緩和さ
れ︑安全確保が本当に維持
できるのか不安がありま
す︒それと全長 メートル
特殊車両の走行は本当に可
能なのでしょうか︒
日本コンテナ輸送分会
横井 伸也

分会独自のアンケート結
果を基に要求額３万円を提
案します︒
日本コンテナ輸送分会
相川 勝彦

25

私たちの職場では徹夜労
働に従事した翌日に休日を
取得すると３・５時間カッ
トされる問題がありました
が︑畠山委員長の度重なる
労務折衝のおかげもあり全
国に先駆けてトライアルと
いう形で日・祝祭日前日の
徹夜労働のカットはなくな
りました︒しかし︑平日の
カットは依然として残って

います︒
雇用延長者の働かせ方に
ついて︑職員時代と仕事内
容は変わらず︑賃金は職員
時代の６〜７割程度︑一時
金も寸志程度しか支払われ
ません︒日本の情勢が 歳
定年の流れになっていると
感じます︒私たちも 歳定
年を見据え会社との雇用延
長協定を改定していかなけ
ればならないと思います︒
全日検神戸分会
河本 英博

65

地震や津波の被害にあっ
たとき︑いち早く復旧する
のが我々の責任ではないか
と思ったのですが︑まだま
だ企業が協力的だとは言え
ません︒企業が真剣に防災
訓練に参加するよう港湾局
に指導・要請の申し入れを
行うなど取り組みの強化を
お願いします︒
後藤回漕店分会
宮本 政志

65

機関紙
コンクール

疑

今年も恒例の機関紙コン
クールが行われ︑４分会が
参加されました︒
金賞に日本コンテナ輸送
分会の﹁トレーラー﹂︑銀

質

関係のない話であり︑本当
のところは大企業優遇の制
度でしかない︒更に今後︑
特殊車両が増えるとダンピ
ングに繋がる懸念があるの
で断固として反対して頂き
たい︒
私たちが働く北港・南港
ではごみのポイ捨てが多い
ので阪神支部の活動の一環
として違法駐車問題と併せ
て取り組んでいただきた
い︒
大運分会
上田 周一

ＦＴコンテナ公道走行
について基本的に港から出
さない︑公道を走らせない
取り組みに出来ないか︒ま
た︑今後公道を走ることに
45

海貨事務に関して︑派遣
労働者の使用が可能という
こともあり正規労働者の人
数が減っています︒女性の
地位確立も併せて若い世代
が目を向けてくれるような
港湾の魅力を出せる運動に
取り組んでいただきたい︒
大運分会
田村 岳士

会社に人員補充を要求して
いるが︑組織拡大のために
も労働者の補充要求につい
ては最重要課題として取り
組んでいただきたい︒ま
た︑ ＦＴコンテナと全長
メートル特殊車両につい
て︑ドライバー不足解消の
ためとなってるが︑国から
出る助成金は中小企業には
45

春闘討論集会

としている現状の危
険 性を話 され まし
た︒
また︑貨物運送改正
約款についても説明
され︑運送業界は運
賃値上げを含め︑労
働環境は少しだが良
くなっている
と話され︑質
疑についても
活発な討論を求め
ました︒
次に︑中央本部
を代表して真島書
記長が春闘激励の
挨 拶を さ れま し
た︒
その後︑河野書
記長より﹁ 春闘
方針具体化︵
案︶﹂が提案され
ました︒
日興サービス分
会から活動経過が
話され︑労働者派
遣法に基づき直接
雇用を求めて日検
を名古屋地方裁判
所に提訴し︑これ
からもたたかい続
けますとの報告が
ありました︒
畠山委員長の総
春闘勝利に向け団結してガンバロー！
！

阪神支部

13

18

春闘勝利のために団結し︑
賃 上 げ ・ 労 働 諸 条 件 を 勝 ち 取ろ う ！

18

１月 ・ 日︑阪神支部
春闘討論集会が神戸ホテ
ルフルーツフラワーで開催
されました︒
南副委員長の開会の挨拶
に始まり︑座長に池口氏
︵執行部︶と︑永井氏︵神
陸コンテナ輸送︶が選出さ
れ︑執行部と分会員合わせ
て計１２３名の参加の下︑
開催されました︒
関西地方本部大野委員長
の挨拶があり︑安倍政権の
憲法改悪によって平和が脅
かされる問題について話さ
れました︒
次に︑畠山委員長から代
表挨拶があり︑ヤマト運輸
を筆頭に残業代が全額支払
われていない賃金未払い問
題があるにも関わらず︑安
倍政権が残業代ゼロなどの
働き方改悪を推し進めよう

25
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「歩み」
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過労死・過労自殺
使い捨てにされる
労働者の命

広告代理店電通女子社員
︵当時 歳︶が 年 月過
労自殺した事件︵翌年９月
労災認定︶は︑衝撃的出来
事であった︒その年の春︑
東大を卒業し︑入社１年生
だったが︑ 月の時間外労
働は１３０時間にも及び
月には︑うつ病を発症して
いたと言う︒
その後︑労基法違反で起

訴された電通は︑たった罰
金 万円の有罪判決を言い
渡されたが︑命の代償にし
ては軽く︑再発の抑止には
ならない︒
彼女の将来は︑無残にも
打ち砕かれ︑残された家族
の方々の心傷を察するとこ
ろである︒
そして追い討ちをかける
ように︑東京オリンピック
開催により建てかえが急ピ
ッチで進む新国立競技場で
建設工事に従事していた
年４月入社の新人男性社員

冒頭で触れたように﹁過
労死・過労自殺﹂が横行し
ているにもかかわらず︑月
１００時間の残業を法案に
すえるとは正気の沙汰では
ない︒長時間労働の是正の
本気度はないといって言
い︒これでは﹁過労自殺﹂
に追い込まれた労働者やご
遺族の方がうかばれない︒
安倍﹁働き方改革﹂の
﹁実行計画﹂では︑﹁創造
性の高い仕事で自立的に働
く個人が意欲と能力を最大
限に発揮し︑自己実現をす
ることを支援する法制が必
要である﹂として︑﹁高度
プロフェッショナル制度﹂
の創設と﹁企画業務型裁量
労働制の見直し﹂が盛り込
まれている︒前者は︑﹁脱

14

春闘連載コラム︵ 前編︶

﹁残業上限規制﹂と裁量労
働制の拡大や脱時間給の〝
残業代ゼロ〟法案︵高度プ
ロフェッショナル制度︶導
入など①労働基準法︑②労
働安全衛生法︑③労働時間
等設定改善法の労働時間法
制に関わる﹁改正﹂案︑
﹁多様な働き方﹂に応じた
﹁多様な賃金﹂を認める
﹁同一労働同一賃金﹂を盛
り込んだ④労働契約法︑⑤
パート労働法︑⑥労働者派
遣法の均等均衡待遇に関わ
る﹁改正﹂案︑﹁労働生産
性向上﹂と﹁多様な就業形
態の普及﹂を明記した⑦雇
用対策法﹁改正﹂案に⑧じ
ん肺法﹁改正﹂案を加えた
８法案を一つにまとめたも
のである︒

ないときっぱりと述べ︑偽
装請負が発覚した経緯など
核心的な証言をしました︒
なお︑今回の証人審問に
被申立人側からは証人を立
てておらず︑これまでの調
査・聞き取りの段階におい
ても代理人弁護士からはま
ったくと言っていいほど主
張・反論する場面はありま
せんでした︒
このような対応は︑公益
委員・労働者・使用者委員
の心証も悪く︑苦言を呈す
るほどです︒
次回︑申立人側に対する
反対審問は２月 日︵水︶
時から行われます︒

時間給﹂で労働時間と関係
なく働かせる〝残業代ゼロ
法案〟ともいうべきもので
あり︑後者は︑実際に働い
た時間とは関係なく労使協
定で残業とみなした時間分
の手当を支給すれば︑あと
は残業をさせ放題というも
のである︒
﹁意欲と能力を最大限に
発揮﹂という建前は詭弁に
すぎず︑単なる労働強化・
過密労働の押し付けであ
り︑その成果は︑結局は使
用者のみに配分される制度
である︒
その証左に第二次安倍内
閣発足直後︵ 年９月︶の
アベノミクスは︑﹁働き方
改革﹂との関連で﹁労働生
産性向上﹂を強調し︑ 年
３月に発表された﹁働き方
改革実行計画﹂では︑﹁生
産性の向上の成果を働く人
に分配することで︑賃金の
上昇︑需要の拡大を通じた
成長を図る﹃好循環﹄が構
築される﹂と述べている︒
しかし安倍内閣が発足し
て５年になるが︑資本金
億円以上の大企業は暴利を
拡大して内部留保を 兆円
︵総額４１３・３兆円︶も
増やす一方で労働者の実質
賃金は︑ 万円低下してい
る︒先にも言ったが︑﹁労
働生産性の向上﹂は︑大企
業の収益につながっても労
働者の賃金上昇には全く結
びつかないのだ︒
︵次号へつづく︶

10

10

15

12

日本貨物検数協会闘争

16

23

労働者にしのび寄る
﹁働き方改革﹂法案がもたらす罠

はじめに︑﹁働き方改
革﹂一括法案は︑過労死ラ
インをはるかに超える月１
００時間の残業を容認する

っぱら派遣の問題で厚労省
から是正するよう指摘を受
けるなどの問題が起きてい
ることを証言しました︒
そして︑確認書をめぐる
団体交渉開催に向けてのや
り取りについて︑日検の東
京本部・名古屋支部それぞ
れからたらい回しにされた
実態を明らかにしました︒
さらに︑大阪の指定事業
体である大日産業と日検大
阪支部との関係について︑
大日産業の阪神支部組合員
の就労実態や指揮命令の発
信者などを証言し︑被申立
人側︵協会︶がしきりに発
している﹁検数補助業務﹂
の有無についても︑ありえ

10

選挙の争点隠しをしたので
ある︒ここに安倍暴走政権
のさらなる労働改悪政策が
垣間見える︒
安倍内閣が今通常国会に
上程しようとしている﹁働
き方改革﹂法案の落とし穴
について︑その危険性を指
摘するとともに法改正︵改
悪︶を阻止しなければなら
ないことを２連載で解説し
ていきたい︒

︵当時 歳︶が︑ 年３月
に過労自殺している︒彼の
自殺前の１ヶ月の残業は︑
約１９０時間だった︒
日本では︑痛ましい長時
間労働による﹁過労死・過
労自殺﹂が後を絶たない︒
そんななか︑安倍政権は
昨秋の衆議院解散前﹁働き
方改革実現会議﹂を重ね︑
表面上︑長時間労働の是正
を目指した︒しかし 月の
総選挙で自公は︑公約や演
説では︑﹁働き方改悪内
容﹂について一切触れず︑
令で作業に従事しているこ
とや︑無断での派遣契約へ
の切り替えなどを証言しま
した︒
最後に畠山委員長から
は︑検数業務の派遣解禁に
際して︑日検はＯＢ職員の
受け皿会社としての指定事
業体という関係から︑飽く
なきコスト削減のために指
定事業体に若年労働者を採
用させて日検に派遣するな
ど︑労務コストを抑える手
段として︑当初の趣旨を逸
脱している経緯を説明しま
した︒
また︑二重派遣や派遣可
能期間超過などの問題︑さ
らには︑全国港湾でも︑も

17

56

24

大阪府労働委員会証人審問行われる

29

働き方改革の
危険な落とし穴
その中身とは

協の三宅事務局長︑阪神支
部日興サービス分会の佐藤
組合員︑阪神支部の畠山委
員長の３人が証言台に立ち
ました︒
三宅事務局長は︑地区港
湾として大阪の指定事業体
問題の対応や︑労働者移籍
について阪神支部と日検の
協議を仲介した経緯︑その
協議で交わされた確認内容
などを証言しました︒
佐藤組合員からは当該の
労働者として︑日興サービ
ス入社にあたっての労働条
件や業務内容の説明や︑仕
事の手配などはすべて日検
からの出向者もしくは日検
本体の担当者からの指揮命

28

50

由にこれを拒否し︑あろう
ことか一方的に合意内容を
反故にするという極めて悪
質な事件です︒
これまで 回の調査・聞
き取りを経て︑１月 日に
申立人︵組合側︶への証人
主審問が行われました︒
申立人側の傍聴には補佐
人を含め︑執行部︑大阪労
連など約 人が傍聴し︑大
阪の検数労連からも２名が
応援傍聴に駆けつけて頂き
ました︒
申立人側からは︑大港労
10

20

17

10

18

阪神支部は日検の指定事
業体問題で︑２０１６年
月に大阪府労働委員会に団
体交渉を拒否する日検の不
当労働行為の救済を申立
て︑たたかいを進めてきま
した︒
この事件は︑阪神支部と
日検とが指定事業体の労働
者を日検に毎年１２０人程
度を移籍させることに関し
て︑労働条件の取決めを協
議すべく団体交渉の開催を
求めたにも関わらず︑使用
者性がないということを理

13

11
11

２０１８．２．１９．ＮＯ．６１７号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

６１６号の回答 「２」

１６名の方から応募があり、全員が正解でした。
抽選の結果、以下５名の方にＱＵＯカードを進呈します。

前田 悠里（内外ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）、三浦 孝治（大洋）、
玉代勢 秀矢（全日検神戸）、五百倉 治（新神戸ｾｷｭﾘﾃｨ）、
継本 照美（ｼﾞｬﾊﾟﾝＥＸＰ）

６１７号の締め切り日は、２月２６日（月）です。
ふるってご応募ください。

神戸ブロックでは、毎年恒例の18春闘とメーデ
用の横断幕を作成しました。
参加された皆さんお疲れさまでした。
平和主義理念から訴えよう
と締めくくりました︒
講演の後︑北島兵庫労連
事務局長は︑署名は対話が
必要であるとし︑併せて学
習をしようと提起し︑憲法
共同センターが作成したＤ
ＶＤ︵約 分︶を職場集会
などで活用して︑学習を深
め署名を推進しようと呼び
かけました︒
執行委員
鈴木 大介

様

３０００万署名を広げよう

に自衛隊を憲法上明記する
ことで﹁後方優位の原則﹂
により９条の１・２項が死
滅化し︑軍事的価値が憲法
によって承認され︑﹁武力
による平和︵自衛︶﹂の理
念に大きく転換し︑また自
衛隊が公共性を持つことで
９条による拘束下の現行軍
事法制の改正︑軍法︑軍法
会議︑国防協力︑軍秘密保
護など軍事を理由とした人
権制約の道に舵をきるだろ
うと警告しました︒さらに
公共性を持った自衛隊の組
織を長期維持するには﹁徴
兵制度﹂の導入も視野に入
り合憲になると警鐘しまし
た︒
最後に和田氏は︑私たち
が自衛隊明記の危険な狙い
を徹底して暴露し︑﹁３０
００万署名﹂の推進拡大さ
せること︒北朝鮮の核ミサ
イル開発を利用しての改憲
策動に対して︑政府の核兵
器禁止条約への参加の国際
世論つくり︑米朝軍事対決
の危険性とその惨害を９条

分かるかな？

【問 題】

欄に入る同じものは？

日

時

９条改憲 自衛隊明記の危険な狙い

NO

﹁対話﹂と﹁学習﹂を深め︑

50

兵庫労連は１月９日︑
﹁安倍改憲 ！憲法を生か
す全国統一署名﹂︵３００
０万署名︶を成功させよう
と﹁３０００万署名決起集
会﹂を神戸市勤労会館多目
的ホールで開催し︑各単組
から約 名が集まりまし
た︒記念講演では︑神戸大
学和田進名誉教授を迎え
﹁安倍９条改憲の狙いと背
景ー改憲発議をさせないた

めにー﹂をテーマに講義さ
れ︑改憲に固執し︑安倍政
権が目指す国家づくりは
﹁軍事大国﹂だと批判しま
した︒また９条改正反対の
国民世論調査で各紙過半数
を超えている一方で︑災害
派遣や災害救助活動で評価
されている自衛隊に着目
し︑美しい日本の憲法をつ
くる会が﹁ありがとう自衛
隊キャンペーンと称し︑７
月 日よ り 全
国 縦断キャラ
バ ン隊を出発
さ せ﹁ありが
と う自衛隊﹂
の 声を広め︑
自 衛隊を憲法
に 明記しよう
と 宣伝してい
ま す︒和田氏
は ︑９条３項
【講義をする和田進教授】

14

１から手作りです。

横断幕作成の様子

間

人

本

見

色

18春闘・メーデー 横断幕完成！！
（神戸ブロック）
20

２０１８．２．１９．ＮＯ．６１７号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

