２月 日︵月︶ホテルシ
ーガルてんぽうざん大阪に
於いて︑関西地本第一回集
団統一交渉︵要求提出︶が
行われました︒
はじめに関西地本大野委
員長より︑アメリカの政治
情勢や︑日本国内の安倍政
権の労働法制改悪について
話され︑﹁労働組合として
高度プロフェッショナル制
度・裁量労働制に対しては
真っ向からたたかってい
く﹂また︑﹁安倍政権の憲
法改悪に反対する３０００
万人署名への協力をお願い
します﹂と呼びかけまし
た︒
その後︑中央港湾団交に
ついて話され︑﹁懸案事項
である最賃制をめぐって︑
金額を協定化することは独
禁法に違反すると日本港運
協会からは言われていた
が︑全港湾の上部組織であ
る全国港湾は公正取引委員
会に問いかけたところ︑
﹃労働組合には関係ない︒
労使協定を結ぶことは憲法
でも保障されている﹄との
回答を頂いたことを主張し
た︒しかし︑２月７日に行
われた中央港湾団交で協会
側は︑﹃私たちは問題があ
ると思う﹄との回答であ
り︑自分たちで公正取引委
員会に聞きに行くこともし
なかった︒
次回︑３月７日に中央団
交が行われるが︑それまで
になんの動きもない場合は

え る

・

全国ゼネストに入る可能性
もあり︑重大な局面にきて
いる︒
我々は産別協定を守り抜
く決意を持ち︑近年まれに
見る大闘争となる可能性が
ある︒この場には日本港運
協会の関係に加盟している
店社が多くおられるので中
央に向けて突き上げていた
だきたい﹂と要請しまし
た︒
続いて関西地本の藤崎書
記長より全港湾中央本部の
要求である定昇別一律２万
円と 歳定年延長の要求に
ついての説明と関西地本が
要求している 項目の趣旨
説明を行いました︒
法改正が成された育児・
介護休業制度と産前・産後
休暇取得に関する要求につ

見

「第５４回
港ぐるみ家族ぐるみ運動会」

聞

こ え

◆場

程：４月１５日(日)
１０時００分開始 （雨天中止）
所：神戸メリケンパーク

る
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﹂

いて︑春闘宣伝ビラを配布
し訴えを行いました︒
３月 日︑ 日の両日に
も集団交渉にあわせてビラ
配りが行われます︒春闘課
題を訴えたビラが一人でも
多くの人の目に触れること
を願います︒

12

要求 提 出
関 西 地本 第 一 回 集団 統 一 交 渉

◆日

いては詳細に解説し︑今後
は労使の小委員会に移って
行く旨を伝え︑団体交渉を
終えました︒

下記日程で、運動会を開催します。
各分会組合員の方は、奮ってご参加ください。

春 闘 早 朝 宣 伝 行 動

﹁

11

２月 日早朝︑関西地本
の第一回集団統一交渉開催
日にあわせて︑阪神支部の
﹁見える・聞こえる春闘・
早朝宣伝行動﹂として︑大
阪ブロックは南港ＡＴＣと
大阪港︒神戸の分会は三
宮︑元町︑神戸市役所にお
元町駅頭での訴え

三宮でのビラ配布

65
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２０１８．３．１２．ＮＯ．６１８号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

春闘交渉開始！

基本給一律２万円 ６５歳定年

２０１8 ．3．12
ＮＯ．６１８ 号

全港湾関西地方

大阪市港区築港

阪神支部

１−１２−２７
０６−６５７４−８４２４

０７８−３０３−０８００

関西地本統一集団交渉（要求提出）に臨む組合員
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新聞記事で興味
のあった事件は
？雑誌の質問に
推理作家の江戸
川乱歩は答えた
という︒﹁実際
上の出来事にかつて興味を
覚えたることなし︒そこに
はただ痛ましき現実の苦悩
を見るのみ﹂﹁私は救い難
き架空の国の住人である﹂
と︒﹁蜘蛛︵くも︶男﹂な
どの猟奇的犯罪小説を手が
けた﹁日 本ミステリーの
父﹂にして︑現実こそがお
ぞましい世界だったのかも
しれない◆大阪の民泊施設
で遺体の一部が⁝と書くの
も耐えがたい︒三田市の２
０代女性を監禁した疑いで
米国籍の男が逮捕された︒
◆男は１カ月ほど前から︑
大阪などに滞在していたら
しい︒民泊をしながら︑複
数の女性と会っていたとさ
れる︒端正な顔立ち︑そう
伝えられる仮面の内に︑別
の本性が 隠されていたの
か︒分からないことは多い
◆作り話ならたとえおぞま
しくとも救いはあるが︑実
際の事件には感情の逃げ場
もない︒乱歩は床の間に谷
崎潤一郎直筆の歌を掛けて
いたという︒︿うばたまの
夜のまぼろし夢ならば昼見
し影を何といふらむ﹀◆怖
い夢であってほしい︒そう
願っては打ち砕かれる︑こ
のむごい現実世界を何と言
えばいいのだろう︒

24
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第

期中央労働講座

組織強化の重要性を学ぶ
﹁知は力︑数は力﹂

た︒
２日目は交運労
協の松谷事務局次
長から﹁国内物流
産業の将来展望と
課題﹂ をテーマ
に︑交通運輸産業
を取り 巻く情勢
や︑課題について
学びました︒
続けて真島書記
長から﹁ 春闘の
重要性 ﹂につい
て︑実質賃金の低下や大企
業の労働分配率の悪化など
の問題点や最低賃金のあり
方︑それらを踏ま
えて労働組合はど
うあるべきかにつ
いて学びました︒
午後からはそれ
ぞれのグループに
分かれ︑﹁物流の
自動化﹂というテ
ーマでグループ討
論を行いました︒
様々な意見が出
ましたが︑自動化
は反対であるが近
年の導入状況から
見ても︑自動化を
阻止するのは難し
く︑今後も導入が
進むであろうこと
から︑今のうちか

18

春闘決起集会

く批判されました︒また高
度プロフェッショナル制度
については︑現状では年収
１０７５万円以上という条
件があるとはいえ︑条件が
緩和されれば多くの人々の
残業時間制限がなくなり︑
残業代もゼロになりかねな
いと説明されました︒労働
組合として委縮せずに︑
春闘を通じて前述の諸問題
とたたかうことを呼びかけ
講演を締めくくりました︒
講演後は︑名古屋支部・
西脇書記長より阪神支部全
体で取り組んでいる日検闘
争についての報告があり︑
河野書記長からは 春闘を
闘う上での︑報告と行動提
起がされました︒
最後に阪神支部が春闘勝
利に向けて団結してたたか
うことを全体で確認し︑団
結ガンバローで散会しまし
た︒
執行委員
松尾 大樹

２月 日〜 日﹁第 期
全港湾中央労働講座﹂が豊
橋シーパレスにて開催され
ました︒
全国から 名の受講者と
中央本部より松本委員長・
真島書記長・諸見書記次長
・片柳書記局員︑交運労協
より松谷事務局次長︑講師
としてＩＴＦ東京事務所の
田口さんを招き︑総勢 名
が集まりました︒
阪神支部執行部からは鈴
木と矢野の２名が参加しま
した︒
１日目はＩＴＦの田口講
師から﹁ＩＴＦ世界大会の
テーマと国際運輸の現状と
課題﹂について講義を受け
ＩＴＦ︵国際運輸労連︶と
は？から説明があり︑ＩＴ
Ｆの役割などを学びまし

グループ討論の様子

春闘勝利と
諸問題解決に向けて団結

協会の中田進講師より︑
﹁安倍９条改悪︑並びに働
き方改革を斬る﹂をテーマ
に記念講演が行われまし
た︒２０１７年 月の衆議
院総選挙で自民・公明・希
望・維新と９条改憲を主張
する勢力が３分の２以上の
議席を占めることになり︑
日本が戦争する国へと向か
っていることが明白になっ
てきている現状を説明され
ました︒
また自民党の﹁日本国憲
法改正草案﹂︵２０１２年
４月 日︶を元に︑恣意
︵しい︶的に運用された結
果︑我々の集会・結社・言
論・表現の自由が毀損︵き
そん︶される危険性のある
憲法第 条﹁表現の自由﹂
の改案について︑あるいは
憲法第９章に︑ヒトラーが
独裁政治を行う原因ともな
ったドイツのワイマール憲
法第 条と同様の内容であ
る緊急事態条項につい
て︑実現した場合にど
のようなことが起こる
のか︑その恐ろしさを
説かれました︒
その他︑安倍働き方
改革にもふれ︑労基法
改正で上限を過労死ラ
インの 時間を越えて
１００時間未満まで可
能とすることや︑何時
間働いても自己責任に
なり︑残業代はみなし
時間分しか払われなく
なる裁量労働制を厳し
26

35

解説する中田進講師
同じく来賓として出席さ
れた兵庫労連の成山議長か
らは︑﹁安倍政権が９条に
自衛隊を記載する事を狙っ
ているのは︑自衛隊を米軍
の二軍として派兵する目的
の為であることは明白であ
り︑断じて戦争ができる国
作りをさせてはならない﹂
と話されました︒
次に︑ＤⅤＤ﹁９条改憲
って何？﹂の鑑賞がありま
した︒悪化する北朝鮮情勢
がある中︑巻き起こった９
条改憲とは一体何であるの
かについて︑コミカルなや
り取りを交えつつ分かりや
すく説明する内容でした︒
５月３日の憲法記念日まで
に３０００万人署名を集め
ようということでＤⅤＤは
締めくくられ︑鑑賞終了後
に硲書記次長より改めて署
名の呼びかけがありまし
た︒続いて関西勤労者教育

ら私たち組合員にとっての
デメリットを考え︑職域の
確保︑賃金・労働条件を低
下させないなど︑しっかり
対策をもって組合員を守る
ことが必要になってくると
いう結論が出ました︒
３日目は松本委員長によ
る﹁全港湾の歴史﹂をテー
マに︑港湾労働法や産別ス
トライキ等の過去の闘争の
歴史を講義されました︒
今回この労働講座を受
け︑自ら積極的に情報を取
り入れ︑考える力の必要性
と経験や知識を周囲の人へ
伝え︑団結して組織強化す
ることの重要性を学び︑
﹁知は力︑数は力﹂という
言葉の重みを痛感しまし
た︒
執行委員
矢野 佑樹

第５１期労働講座参加者一同

51

24

18

２月 日︑神戸市
勤労会館において
春闘学習決起集会が
開催され︑来賓含む
１０３名が参加しま
した︒
開会にあたり硲書
記次長から︑安倍政
権の国民をだまし企
業を優遇する労働法
制改悪を批判し︑港
湾産別闘争を進める重要性
を説かれました︒
主催者挨拶では︑畠山委
員長がデータに不備が見つ
かった裁量労働制を取り上
げ︑﹁都合の悪い事はすべ
て労働者の働き方の問題に
転嫁され︑濫用︵らんよ
う︶の結果多くの人が長時
間労働を強いられる危険性
があるこのような制度を実
施させる訳にはいかない﹂
と述べられました︒
来賓として出席された関
西地方本部の大野委員長か
らは︑独占禁止法を盾に産
別最低賃金要求をはねつけ
る日本港運協会を批判し︑
﹁産別協定をつぶそうとい
う流れは数十年ぶり︒ここ
ではねのけなければ︑これ
からの運動は立ち行かなく
なる︒みなさん一丸となっ
て頑張りましょう﹂と呼び
かけました︒
48

51
41

18
春闘勝利に向け団結してガンバロー

27

21
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10

18

ンの時間当たりの稼働は︑
海外比︵ 本程度︶のおよ
そ２倍︑世界一と言われる
技術・技能力を持ってい
る︒また︑安倍首相は﹁日
本の労働生産性が国際比較
でも極めて低い水準にあ
る﹂とも主張する︒確かに
国際比較でみた日本のＧＤ
Ｐと労働生産性の順位は︑
１９７０年 位〜２０１５
年 位と低い水準にある︒
だが︑ 〜 年代の高度
経済成長期の生産水準は倍
加したし︑ 年代の電気・
自動車産業は膨大な輸出に
なくとも一般労働者で１１
７件︑裁量労働の人で１２
０件あったことなどを厚労
省も認めました︒
﹁働き方﹂法案について
は官邸直結の財界主導の会
議で大枠を決め︑労政審に

より貿易摩擦が国際問題に
なったほど日本の技術生産
性は群を抜いていた︒それ
でも 年の国際比較でみた
日本の労働生産性の順位は
位なのだ︒
ではなぜ︑日本は高い技
術生産性をもちながら労働
生産性が﹁低いのか﹂と言
うことであるが︑それは日
本の輸出大企業は︑国際競
争力を強化するため高品質
の製品をあえて低価格で大
量輸出を可能にしてきた︒
さらに︑労働者の賃金を低
く抑え︑長時間労働をも強
要した︒こうした背景から
付加価値と労働生産性を計
略的に過少にしてきた企図
が隠されている︒安倍首相
が言う﹁労働生産性向上﹂
の根拠は︑先にも述べた単

なる労働強化・過密労働の
押し付けであり︑財界べっ
たりの乱暴で理不尽な屁理
屈にすぎない︒
そしてもう一つの安倍
﹁働き方改革﹂のキーワー
ドは︑﹁多様な就業形態の
普及﹂である︒
規制改革推進会議の第二
次答申によれば︑無限定正
社員︑職務に応じた限定正
社員に細分化され︑さらに
正社員以外には︑派遣︑契
約社員︑パート・アルバイ
ト︑雇用関係によらないテ
レワーカーなど様々な雇用
形態をもつことを意味す
る︒﹁多様な就業形態﹂
は︑労働者の身分を分断さ
せ︑昇格降格を労働者にチ
ラつかせながら企業に従順
する﹁思想﹂を労働者に植

春闘連載コラム︵ 後編︶

るかのような問いかけを幻
想に誘導させ﹁労働生産性
の向上﹂を主張する︒
しかし︑日本生産性本部
によると１９９５〜２０１
５年の実質労働生産性︵就
業者一時間当たり︶は︑製
造業で ％増えた︵２０１
７年 月 日︑日経新聞︶
し︑内閣府・総務省・厚労
省などの﹁労働力調査﹂で
も２０００〜２０１６年の
労働生産性は︑ ・５％上
昇している︒
我々の港湾労働において
も日本のガントリークレー
データでは︑一般労働者の
労働時間が裁量制の労働者
より長くなるよう加工され
ていたことなどが明らかに
なっただけでなく︑調査の
元資料でも考えられないで
たらめな数字が続々と判明

そもそも﹁働き方改革﹂
での﹁労働生産性﹂とは
﹁何か﹂と言うことであ
る︒詳細は省くが︑定理は
労働者一人がどれだけの生
産物︵付加価値︶を作り出
すのかを指標で表すことと
されている︒
それでは日本の労働者は
﹁労働生産性﹂が低く改善
の余地が﹁あるのか﹂と言
うことである︒安倍首相
は︑日本の労働者が他国の
労働者と比べて﹁効率﹂の
悪い働き方をしていて︑そ
れが生産性を低下させてい

85

偽装データで根底から
崩れた法案の無責任さ

え付け︑使用者の意のまま
に操る道具として機能す
る︒また︑﹁多様な就業形
態﹂は﹁仕事・役割・貢献
度を重視した賃金制度﹂を
創設︑支配し︑企業の一方
的な評価で低賃金の労働者
を大量に作り出すことを可
能にする仕組みと言える︒
﹁労働生産性向上﹂と
﹁多様な就業形態﹂は︑従
来の労働のあり方を一変さ
せ︑非正規労働者をさらに
増大させ︑低賃金とセット
になって長時間・過密︵サ
ービス︶労働をさらにブラ
ック化させる︒
安倍﹁働き方改革﹂一括
法案が目指す最大の目的
は︑労働に関する規制緩和

を通じて実質賃金を引き下
げ︑グローバルに展開する
大企業の利益を確保するこ
とにあり︑労働者にとって
は︑賃金と雇用︑暮らしと
健康を破壊するだけでな
く︑個人消費を冷え込ませ
日本経済の持続的発展を停
滞させる悪害でしかない︒
この記事を組合員の皆さ
んが読むころには︑今通常
国会で﹁働き方改革﹂一括
法案が議論されているかも
しれないが︑同法案の国会
上程を断念させるようなた
たかいを発展させ︑働く人
々の要求を大きく前進させ
るうねりを 春闘で作らな
ければならない︒ お(わり )
畠山 昌悦

日検闘争反対審問行われるも︑
被申立人からは核心をつく追及できず

18

た大港労協三宅事務局長
は︑①②を無条件で転籍す
る前提のもとに協議してき
たとそれまでの経過を的確
に証言︒また︑佐藤組合員
は作業指示︑配置換えの打
診まで日検の指示による派
遣の実態を質され証言し︑
結成から携わってきた畠山
委員長からは︑審問する弁
護士も知らない経過事実を
証言し︑弁護士が右往左往
する場面もあり︑よりいっ
そう日検の③使用者性があ
きらかとなりました︒４月
日︑最終陳述が行われ︑
③をはじめとする不当労働
行為の判断がされます︒

20

主張

日検の団体交渉拒否に伴
う不当労働行為の救済を求
めている労働委員会闘争
は︑いよいよ佳境に入り反
対審問が２月 日︑ 時よ
り行われました︒
傍聴には︑大阪支部樋口
・築港支部浦田両委員長を
はじめ多くの仲間が駆けつ
け満席の中︑日検が証人を
立てないままでの日検の主
張の正当性がどこまで反対
審問によって立証されるの
か注視し︑繰り広げられま
した︒﹁確認書には①全港
湾組合員を②努力するのみ
で採用するとは書かれてい
ないではないか﹂と質され

13

19

押し付け︑労働者代表の反
対を抑えて決めたもので
す︒労政審を持ちだして法
案を正当化することはでき
ません︒きちんとした実態
をもとに議論のやり直しこ
そ必要です︒

28

労働者にしのび寄る
﹁働き方改革﹂法案がもたらす罠

などして︑あくまで法案の
国会提出に固執していま
す︒こんな姿勢はとても通
用しません︒
ないといっていた資料が
倉庫から見つかり︑調べれ
ば調べるほどおかしな数値

首相は﹁詳細に把握して
いない﹂﹁答弁は厚労省か
ら上がってくる﹂と人ごと
のような答弁を続けまし
た︒最重要法案といってお
きながら極めて無責任で
す︒
マスメディアの世論調査
では裁量労働制拡大に﹁賛
成﹂ ％に対し︑﹁反対﹂
％にのぼります︒野党６
党は﹁働き方改革﹂一括法
案の国会提出に一致して反
対しています︒世論と運動
の力で安倍政権を追い込み
法案の国会提出を断念させ
ることがいよいよ急務で
す︒
していることは重大です︒
ある人の残業時間が１週
間分で﹁ 時間﹂だったの
に対し︑１カ月分では﹁２
時間 分﹂と逆に短くなる
など︑とてもありえませ
ん︒そのような異常値が少
35

13

のデータが存在する︒安倍
政権と厚労省のずさん極ま
る姿勢と対応に国民の怒り
と不信は高まる一方です︒
撤回した首相答弁のもと
になった２０１３年度﹁労
働時間等総合実態調査﹂の

17

70

18

裁量労働制の拡大をめぐ
る安倍政権の労働時間デー
タの捏造問題は深刻な広が
りをみせています︒
安倍首相が撤回した﹁裁
量労働制の方が労働時間は
短い﹂という答弁の根拠に
なったデータが偽りだった
だけでなく︑２００件を超
える規模のデータの誤りが
次々発覚するなど︑政権ぐ
るみのデータ偽装・隠ぺい
疑惑の様相を呈していま
す︒裁量労働制の拡大を柱
の一つとする﹁働き方改
革﹂一括法案の前提がいよ
いよ成り立たないのに︑安
倍政権は施行日を遅らせる

58
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２０１８．３．１２．ＮＯ．６１８号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

や温泉地の楽しみ方なども
教わり︑ただ目的地に向か
うだけではなく︑こういっ
たこともバスツアーの醍醐
味かと思います︒湯村温泉
を後にし︑和田山にある海
鮮せんべい但馬の里へ立ち
寄りました︒試食をたくさ
ん食べ土産もたくさん買う
ことができました︒
今回初めて参加させて頂
きましたが︑とても満足い
く内容で５つ星のバスツア
ーでした︒誰１人怪我もな
くトラブルもなくツアーを
終えることができたのは青
年部役員の方々のおかげで
あり︑心より感謝していま
す︒ありがとうございまし
た︒また次回も是非参加し

分かるかな？

【問 題】

現させよう！働く者が希望
を持てる職場と賃金！﹂
﹁賃上げで景気回復！活気
にあふれる港湾をめざそう
！﹂の３個に絞りました︒
作成には７分会が南港事
務所に集まり日常の意見の
共有や︑情報交換をしなが
ら和気合い合いのなかでの
作業でした︒阪神支部とし
て組織拡大に力を入れてい
ることからブロックの横断
幕のアピールが大いに反映
できればと思います︒
出来上がった横断幕は３
分会の営業所周りの交通量
が多く︑良く目につく場所
に貼り出してもらいまし
た︒今後は１分会でも多く
横断幕を貼り出せる分会が

下 地 在 曲 線 火

方 細 工 唱 植 器
眼 紙 場 合 邸 官
材 器 便 急 宅 木

質 感 銘 柄 物 件

ゴール ↑

増えるように運動を進めて
いきたいと思います︒ま
た︑各分会での世代交代が
進む中︑若い発想と行動︑
先輩の経験と知識を受け継
いで︑力強い運動に繋げて
いきたいと思います︒
国際コンテナ輸送分会
庭和田 剛史

変 電 所 鉢 香 花

「々」

６１７号の回答

スタート地点の漢字からゴール
地点まで漢字で熟語のしりとりで
移動する迷路ゲームです。
正しいルートでゴールまでたど
り着くと通らなかったパネルが残
ります。この残りのパネルの漢字
をつなぎ合わせてできる熟語が
「答え」になります。
さて、その答えは…？
↓ スタート

たいと思います︒次回もい
い旅になることを期待して
います︒
菱倉運輸分会
住吉 哲郎

大阪ブロック横断幕作成

若い発想と行動︑先輩の経験と

14

雪の降る中、集合して記念撮影
ック員それぞれが考えた
個のスローガンから﹁皆で
要求！皆で実現！明るい職
場が未来を変える！﹂﹁実

知識を受けつぎ力強い運動へ
２月 日︑﹁ 春闘﹂に
向けて横断幕作成を行いま
した︒
大阪ブロック会議でブロ
18

１１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。
長野雄一（大運）、兒玉侑嘉乃（ｼﾞｬﾊﾟﾝＥＸＰ）、
坂本光一、市川陽一、西山育治（新神戸ｾｷｭﾘﾃｨ）
６１８号の締め切り日は、４月３日（火）です。
ふるってご応募ください。

青年部冬の日帰りバスツアー

17

67

カニ食べ放題と雪景色の温泉

お腹いっぱいカニを堪能

２月 日︑青年部主催の
冬のバスツアーに参加しま
した︒大型バス２台をチャ
ーターし︑大人子ども合わ
せて参加者 人と大人数で
のツアーとなりました︒
先週からの大寒波の影響
が心配でしたが︑道中は事
故も渋滞もなく順調に進み
ました︒舞鶴若狭道の丹波
付近で雪が降りだし︑あた
り一面雪景色に変わりまし
た︒途中飲み物やおつまみ
もいただきとても快適な車

内を過ごして現地まで到着
しました︒
まずは浜坂漁港近くのマ
ル海渡辺水産でカニ食べ放
題の昼食をいただきまし
た︒焼きガニを楽しみなが
らビールを一杯︑次にカニ
の寿司セットとカニ鍋を賞
味！そこでビールをもう一
杯！もちろんカニ足はおか
わり自由で何度足を運んだ
ことか︒他にもカニ身やカ
ニ味噌などのたくさんのオ
ードブルがあり︑至福な
分間を過ごし︑お腹も満た
されました︒
昼食後は湯村温泉までバ
スで移動し︑降り立った温
泉街には雪が積もり︑雪景
色を眺めながらの露天風呂
となり︑最高のロケーショ
ンでした︒泉質もよく︑お
肌がツルツルになりとても
癒されました︒
バスの車内ではバスガイ
ドさんから湯村温泉の歴史
17
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