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阪神支部第５５回定期大会

活 発 な 質 疑 討 論 に よ り
18年 度 運 動 方 針 を 確 立
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月６日〜７日︑阪神支
部は第 回定期大会を神戸
ホテルフルーツフラワーで
開催しました︒
松本副委員長の開会の挨
拶に始まり︑議事運営・資
格審査委員より報告を受
け︑議長に執行部より松尾
大樹氏と︑三郵海陸運輸分
会より作馬直樹氏が選出さ
れ︑執行部 名︑代議員
名︑傍聴 名の参加の下︑
大会が成立していることが
確認されました︒
全国港湾より松本委員長
代行が挨拶に立ち︑中央団
交の歴史と全国港湾の新体
制︑以前から懸案となって
いる港運協会との独禁法問
題では中央労働委員会への
あっせんを申請し受理され
たことを話されました︒
続いて関西地方本部大野
委員長が挨拶され︑沖縄県
知事選挙での玉城デニー氏
の圧勝と安倍内閣の憲法改
悪について情勢報告をされ
ました︒
次に︑執行部を代表して
畠山委員長による挨拶があ
り︑参考資料をもとに﹁遠
隔操作ＲＴＧによる雇用喪
失の問題があるが︑国は導
入を支援している﹂と問題
提起され︑台風 号による
被害と阪神港が災害復旧の
緊急要請を国に要望したこ
と︒また働き方改革による
規制︑法令違反の長時間労
働の実態についても話され
ました︒
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後︑すべての議案について
賛成多数で採決されまし
た︒続いて特別決議として
﹁平和・民主主義を破壊す
る改憲に反対する特別決
議﹂と﹁労働者の健康と生
命を脅かす﹃安倍働き方改
革﹄を廃止に追い込む特別
決議﹂が採択されました︒
そして︑役員改選が行わ
れ︑中司祐二執行委員︵オ
ーエスティ物流分会︶と井
上友寛執行委員︵神陸コン
テナ輸送分会︶の２名が退
任し︑田中英夫執行委員
︵オーエスティ物流分会︶
が新任されました︒
その後︑大会スローガン
と大会宣言を採択し︑谷口
副委員長より閉会の挨拶が
され︑畠山委員長の団結ガ
ンバローで閉会しました︒

﹁ぼ く の肺 に
は︑永久に光る
粉が刺さってい
る﹂ と ︑ル ポ
﹁石の肺﹂で自
らの経験をつづ
った作家 佐伯一麦︵かず
み︶さん︵ ︶︒他の小説
世界にも︑アスベスト︵石
綿︶による健康不安がにじ
む◆ 代で電気工になり︑
作家業の傍ら 代前半まで
現場で働いた︒﹁ヤバイ現
場﹂には石綿やグラスウー
ル︑コンクリート粉などが
立ちこめた◆１千万トン輸
入された石綿のうち約８割
が吹き付け材や断熱材など
建材に使われた︒加工や切
断︑研磨で現場には粉じん
が飛ぶ︒労働者には危険性
が十分知らされず︑長い潜
伏期間を経て中皮腫など死
に至る病が発症する◆国は
早くから危険を認識してい
ながら︑長く製造や使用を
禁止しなかった◆全国各地
の労働者や家族が起こした
集団訴訟で︑国やメーカー
の責任を認める判決が続い
ている︒先月の大阪高裁判
決で国に賠償を命じた司法
判断は 件連続になった︒
国は最高裁に上告した◆ア
スベスト はギリシャ語で
﹁永遠﹂や﹁不滅﹂を意味
する︒それほど有用性が強
調されたが︑被害が深刻化
した今︑肺に刺さった棘を
永遠にしておいていいはず
がない︒

59

30

来賓として︑大阪労連
菅議長︑兵庫労連成山 議
長︑大阪交運共闘会議 山
下副議長らが駆け付け︑激
励の挨拶を受けました︒

提案を行う河野書記長
その後︑河野書記長より
第１議題﹁２０１７年度の
主なたたかいの経過と総括
︵案︶﹂﹁２０１８年度運
動方針︵案︶﹂の提案が行
われました︒第２議題﹁２
０１７年度の決算報告﹂と
﹁ ２０１８年度予算︵
案︶﹂が廣渡執行委員より
提案され︑﹁会計監査報
告﹂では玉盛監査委員より
﹁正確に処理されている﹂
との報告がありました︒第
３議題﹁秋から年末にかけ
ての闘争方針︵案︶及び支
部方針具体化︵案︶﹂が提
案され︑１日目の議事を終
了し休会となりました︒
２日目の質疑・討論で
は︑９名からの発言︵詳細
は︑二面に掲載︶があり︑
執行部担当者からの答弁が
ありました︒
畠山委員長より総括答弁
がなされ︑藤本顧問より台
風による被害︑コンテナ滞
留問題について話された

20

10

55

27

52

21

58

大

会

現業部会について︑部会
の活動がマンネリ化してい
るように思います︒
事務職部会はここ数年︑
主だった活動がなく︑活動
していない事実を議案書に
載せるのはいかがなものか
と思います︒台風等︑自然
災害に対して現業部会だけ
でなく︑労職対︑事務職部
会も合同で行うなど︑新た
な活動を模索して頂きたい
と思います︒
専門部会の運動の充実が
組織強化・拡大に繋がると
思いますのでよろしくお願
いします︒
後藤回漕店分会
濱田 健一

合理化による給与カット
について︑黒字化はしまし
たが︑未だ抜本的な対策が
打たれていないのが現状で
あり︑経営者には前向きな
施策をとってもらうよう︑
引き続き阪神支部執行部と
協力し︑給与カット改善に
向けた交渉に務めていきた
いと思っています︒
日本包装運輸分会
宿里 和也
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発

言

徹夜した翌日に休暇を取
ると給与が３・５時間カッ
トされる問題について︑
春闘では畠山委員長を筆頭
に執行部の方々に協力して
いただき︑３・５時間のカ
ットから３時間のカットへ
短縮されました︒次は廃止
を目標に組合員一同全力で
たたかっていきます︒これ
からもお力添えをよろしく
お願いします︒
それと職場でパワハラを
受け︑上司や企業内組合に
相談しましたが改善され
ず︑退職するところでした

台風 号以降︑コンテナ
ターミナルでの長時間並び
が続いておりみんな疲弊し
ています︒会社と分会で話
し合いましたが緩和出来る
所がもうないので何かいい
方法はないでしょうか︒
神陸コンテナ輸送分会
永井 正晴
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が︑我々のもとへ相談に来
て︑労使で交渉した結果︑
解決に至り︑一名の組織拡
大に成功しました︒今後も
組織強化・拡大を頑張って
いきたいと思います︒
全日検神戸分会
沼田 薫

ドレージの不足問題につ
いて︑全国でドレージが不
足しており︑今こそ海コン
・トラックドライバーの条
件改善︑適正な料金収受に
向けて追い風が吹いている
状況なので中央・地本を含
めて︑全国的な動きとして
条件改善の運動をしていた
だきたいです︒
海貨事務職部会につい
て︑一度開催して︑事務職
の方からも色々な意見が出
るようにしたいです︒
大運分会
田村 岳士

国民救援会の署名ありが
とうございます︒
上組闘争について︑支部
の方々が先頭に立って抗議
行動をしたおかげもあり︑
８時間拘束７時間労働を勝

ち取ることが出来ました︒
ありがとうございます︒
また︑週休二日制に近づ
けるために︑４月１日から
特別土曜休暇を増日してい
ます︒次は完全土曜休日に
向けて運動していきますの
で宜しくお願いします︒
さらに︑労働相談から一
名の組織拡大に成功しまし
た︒
上組分会
青石 吉憲

入社する際に総務からは
現場職への移動はないと聞
いていましたが︑実際は何
度も現場職と事務職の人事
異動が行われてきました︒
その事に疑問を持ち︑労働
環境を変えることが出来る
労働組合を知り︑加入させ
て頂きました︒
学習会等に参加し︑自ら
たたかえる力をつける為
に︑頑張っていこうと思い
ます︒今後ともよろしくお
願いします︒
上組分会
永岩 剛

海貨事務として︑コンテ
ナの手配をしていますが︑

台風の影響によりヤードが
輸出の実入り搬入︑輸入の
実入り搬出を中心として動
いており︑空バンの返却が
おろそかになっています︒
また︑台風当日はニュー
ス等で報道されていました
が︑最近は報道されていな
いので荷主から神戸港は通
常通り動いているのではと
問い合わせがあり︑都度説
明し納期の調整をお願いし
ています︒この状態が長続
きすると荷主が疑問を感
じ︑港の取り扱いが減って
しまうのではないでしょう
か︒
全港湾・全国港湾で船社
に申し入れするのであれ
ば︑空バンの返却も優先し
ていただき︑港の仕事を回
せるようにして頂きたい︒
また︑行政から荷主へ神戸
・大阪港の現状を文書で通
達して頂き︑理解を求める
ことが必要ではないでしょ
うか︒
五洋港運分会
澤田 裕征

台風の影響により私たち
が働く六甲沿岸部で重大な
被害が出ています︒
議案書に災害対策マニュ
アルの作成などが書かれて
いますが︑すべての会社に

浸透しているのか︑現時点
でも弁済に対する国の対策
などがあれば教えていただ
きたいです︒
また︑支部単位で行動す
ることがあるのか教えてい
ただきたいです︒
大運分会
上岡 大造

退任挨拶

今期で退任します︑オー
エスティ物流分会出身の中
司です︒執行委員として活
動させていただき︑いろん
な経験と学習をさせていた
だきました︒分会に戻りま
すが︑組合活動の方も頑張
りたいと思います︒ありが
とうございました︒
オーエスティ物流分会
中司 祐二

支部執行委員になって︑
それまで分会組合員では分
からないことや経験できな
いこと︑三四労や支部役員
が講師での学習会など多く
の事を学ぶことが出来たと
思います︒

また︑担当分会に於いて
職場集会などで多くの仲間
とも知り合える機会ができ
て良かったです︒これまで
に支部の方々︑そして多く
の組合員の皆さんに叱咤激
励と共に支えられて大変感
謝しています︒
分会に戻っても職場・職
域を良くし︑守っていくた
めに頑張ります︒ありがと
うございました︒
神陸コンテナ輸送分会
井上 友寛

新任挨拶

この度︑阪神支部執行委
員を務めさせて頂く事にな
りましたオーエスティ物流
分会の田中英夫です︒
分からないことだらけ
で︑皆様にはご迷惑をおか
けすることが多々あると思
いますが︑先輩方のご指導
を頂きながら頑張って行き
たいと思います︒どうぞよ
ろしくお願い致します︒
執行委員
田中 英夫

９月４日︑猛威
を振るった台風
号の被害は︑阪神
港の港湾エリアに
甚大な被害をもた
らしました︒
大阪港では暴風
により倉庫テント
が吹き飛ぶ被害が
あったほか︑コン
テナが崩れる被害
が相次ぎました︒
特に記録的な高潮
による阪神港の被
害は深刻で︑六甲
アイランド地区で
は︑コンテナター
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ミナル︑倉庫︑上
屋に高潮が襲いか
かり︑コンテナの
倒壊と流出が相次
ぎ︑神戸港で
個︑大阪港でも
個が 流 出 し ま し
た︒
大阪港の咲洲・
舞洲の９つあるコ
ンテナターミナル
岸壁は︑９月７日
までにほぼ回復し
たものの︑神戸で
は あるコンテナ
ターミナル岸壁の
うち８か所は９月７日まで
に稼働しましたが︑ＲＣ２
コンテナターミナルでは︑
水に化学反応した貨物が発
火し︑長時間延焼した影響
で再開が９月 日までずれ
11
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負担の軽減に向けて一つひ
とつ着実に結果を出してい
きたい﹂と述べました︒
しかし︑二枚舌の安倍首
相はすぐさま県民の意思に
真っ向から背く対抗措置に
着手しました︒防衛省沖縄
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防衛局が︑行政不服審査法
に基づき﹁県による埋め立
て承認撤回を取り消す審査
請求﹂と﹁その結論が出る
まで県の決定を執行停止に
する申し立て﹂を︑公有水
面埋立法を所管する石井国

記録的な強風でドミノ倒し状態のコンテナ
土交通大臣に行いました︒
同じ政権の国交相が審査庁
となって県の埋め立て承認
撤回の効力を失わせるとい
うのは﹁自作自演﹂です︒
安倍政権は翁長知事の時
にも同じ手法を用いました

込みました︒またＲＣ６／
７コンテナターミナルの被
害がひどく︑コンテナの倒
壊︑電気系統の損壊︑荷役
車両の水没などでめどが立
たず︑一部が 月１日に再
10

が︑埋め立て承認の代執行
をめぐる訴訟で県と和解
し︑審査請求と執行停止の
申し立てを取り下げていま
す︒何の反省もなく再び同
じ手法を使うのは︑安倍政
権が他に手立てがなく︑追

沖縄の民意に反し民主主義
を破壊し続ける安倍政権
らさまな挑戦です︒
玉城知事は安倍首相との
会談で︑今回の知事選で辺
野古新基地反対の民意が改
めて示されたと伝えたばか
りです︒首相も﹁県民の気
持ちに寄り添いながら基地

主張

知事の指示に基づき県が埋
め立て承認を撤回したこと
に対し︑安倍政権が対抗措
置に乗り出してきました︒
これは辺野古新基地反対を
掲げた玉城知事と選挙で示
された県民の審判へのあか

海と陸の境目も分からず、流されていくコンテナ

近 畿を直撃した 台風 号
港 湾 に 深 い 爪 痕

名護市辺野古の米軍新基
地建設問題が最大の争点と
なった沖縄県知事選で︑急
逝した翁長雄志知事の遺志
を継ぎ︑新基地反対を掲げ
た玉城デニー氏が︑安倍政
権が全面支援した佐喜真氏
に８万票もの大差をつけ圧
勝しました︒安倍政権の組
織票を上回り︑過去最多得
票となった玉城氏の歴史的
勝利は︑﹁辺野古新基地ノ
ー﹂が沖縄県民の揺るがぬ
真の民意であることを示し
ました︒安倍政権は︑新基
地建設の企てを直ちに止め
るべきです︒
にもかかわらず︑翁長前

開しましたが︑全面再開に
は時間を要すると言われて
います︒
六甲アイランドにある港
湾倉庫の男性社員は︑短時
間で潮位があがり︑海水が
倉庫内に一気に侵入し︑避
難する間もなくとっさに積
み上げたパレットや自動販
売機によじ登り︑潮位が下
がるまで３時間孤立してい
たと緊迫した状況を証言し
ています︒
こうした中︑危機感を持
った港湾管理者である神戸
市・大阪市と阪神国際港湾
会社︑日本港運協会が９月
日︑国土交通省に対して
﹁激甚災害﹂の指定を求
め︑国費による港湾施設の
復旧︑高潮に起因する浸水
対策の緊急支援を訴えまし
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い詰められていることの反
映です︒
安倍政権の国家権力を総
動員した攻撃を打ち破り︑
玉城知事の誕生を勝ち取っ
た県知事選が示したのは︑
あきらめず不屈にたたかい
抜けば︑どんな強圧・強権
も通用しないということで
す︒新基地建設を許さない
世論と運動を大きく広げ︑
保守・革新の垣根を越えた
﹁オール沖縄﹂のたたかい
をさらに進めるとともに︑
全国の連帯を強め︑辺野古
新基地建設阻止︑普天間基
地の即時閉鎖・撤去に力を
尽くすことが必要です︒

た︒
神戸港は︑阪神淡路
大震災の後︑２９１万
６０００ＴＥＵあった
貨物が半減し︑昨年よ
うやく２９２万４００
０ＴＥＵまで回復する
に至り︑ 年という長
期にわたり苦い経験を
しています︒
それだけに風評被害
による顧客の分散は絶
対に防ぎたいのが本音
で︑復旧の長期化は避
けたいところです︒
貨物の損害賠償に関わる
点でも責任の所在が不明確
です︒
また︑新たな課題への懸
念もあります︒今後港湾で
も労働人口が減少し︑ＡＩ
ターミナル化がささやかれ
ています︒そうなれば︑現
在進行形ではありますが今
回のように迅速に復旧が出
来るので しょう
か︒
い く ら高 度 な
システム が導入
されよう と物理
的に崩壊 した場
合︑複雑 な現場
の復旧は 人間の
手でしか 出来な
いのが現実で
す︒今回 の災害
復旧も港 湾労働
者が昼夜 を問わ
ず復旧作 業をし
たことに よるも

のです︒
なにより命を守ることを
最優先し︑安全確保に努め
ることが大切です︒
この災害を今後の教訓と
して生かしていくため︑港
で働く労働者が安全安心に
働く環境を構築していくた
めにも迅速な公的財政支援
が不可欠です︒
執行委員
鈴木 大介

夢洲コンテナターミナルで倒壊したＲＴＧ

上部は吹き飛び、倒壊した倉庫テント

２０１８．１１．５．ＮＯ．６２４号（３）

「歩み」
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台北コンテナターミナル

港湾労働者にとって現在
の職域や賃金が確保され︑
より安全・安心の環境にな
るのであればとも思われま
すが︑基本的には反対姿勢
であり︑今後の動向に注視
する必要があります︒
副委員長
松本 栄二

回定期大会

とＴＰＣＴの関係者は語っ
ていました︒またコンテナ
の搬出入については国営で
あることから︑一日の作業
量をターミナル会社が規制
しているので︑ドレージ会
社が混雑することはないそ
うです︒

神戸港湾第

41

81

て予算をつぎ込み特殊車両
通行許可を免除しようとし
ているが︑既存の道路を守
るために予算を使ってほし
い﹂という代議員からの発
言がありました︒
総括答弁で吉岡議長は
﹁自然災害については港湾
労働者の安全を第一に考え
て幹事会で議論し︑日港協
へ意見を上げたい︒トラッ
ク輸送関係の問題に関して
は神戸市みなと総局との懇
談をはじめ︑行政に意見を
上げたい﹂としました︒
最後に吉岡議長による団

港湾の﹁自動化﹂と
﹁合理化﹂を考える

41

月３〜４日にかけて神
戸港湾第 回定期大会が神
戸ホテルフルーツフラワー
で開催され︑全体で 名が
参加しました︒
大会議長団として全港湾
から鈴木代議員︑全検労神
戸から高木代議員を選出し
議事が進められました︒質
疑では﹁港湾の台風対策マ
ニュアルはあるがゲリラ豪
雨︑集中豪雨対策は企業任
せになっている︒全国港
湾︑日港協レベルで協定化
してほしい﹂︑﹁行政は災
害時に強い道路を作るとし
10

灰色のものは何でしょう？

６２３号の回答「音階」

ド事情を説明されました︒
また︑これまで行われた
コンテナ合理化に対し︑港
湾労働法︑産別協定を勝
ち取ってきた歴史を紹介
され︑﹁体制的﹃合理
化﹄への対抗は﹃体制﹄
に向かう視点が必要﹂と
提起し︑全国港湾として
港湾の自動化には断固反
対していくという決意を
述べられ︑講義は終了し
ました︒
港湾が完全自動化する
と全体で７割の労働者が
削減されるというデータ
もあり︑一方で日本の人
口も減少しており︑自動
化は急務という意見もあ
ります︒この問題を注視

買うときは黒く、使うときは赤くて、捨てるときは

平田育稔・塚原美琴・兒玉侑嘉乃（ジャパンEXP分会）
長野雄二（大運分会）
６２４号の締め切り日は１１月１９日（月）です。
ふるってご応募ください。

し︑各組織での議論が必要
であると感じました︒
執行委員 坪井 雄志

４名からの応募があり、全員が正解でした。
抽選により、以下４名の方々に図書カードを進呈します。

台北コンテナターミナル視察

10

ハイブリッド化ターミナル
の今後の動向に注視

国土交通省は今年７月に
﹁ＰＯＲＴ２０３０﹂とい
う港湾政策を発表し︑その
一環として神戸港湾労働組
合協議会︵以下︑神戸港
湾︶は兵庫県港運協会と共
に 月１日〜２日にかけて
台北コンテナターミナル
︵ＴＰＣＴ︶を視察する事
となりました︒
国土交通省は︑﹁第四次
産業革命﹂で近代化港湾を
築いていかなくてはならな

いと決意を表明しています
が︑神戸港湾は雇用・職域
を奪う自動化には反対であ
るとの立場をとっていま
す︒今回視察したＴＰＣＴ
はＲＴＧ︵ Rubber Tired
タイヤ式門
Gantry Crane：
型クレーン︶の遠隔操作を
行っているだけで︑本船荷
役やマーシャリングについ
ては有人で作業を行ってい
ます︒台湾に於いても人材
不足は日本と同様で︑募集
を行っても働き
手がなかなか集
まらない状況で
あったのが︑こ
の室内作業をす
ることによって
人材を確保する
事ができ︑労働
者にとってもよ
り良い環境で働
くことができる

分かるかな？
結ガンバロー三唱で大会は
散会しました︒
２日目は﹁機械化・自動
化／﹃合理化﹄と港湾労働
を考える﹂と題し︑全国港
湾の玉田書記長からの講義
が行われました︒
玉田氏は﹁ＡＩ︑ＩｏＴ
はイギリス産業革命︑電気
とオートメーション︑コン
ピューターの登場に次ぐ第
４次産業革命である﹂と前
置きし︑﹁香港︑釜山︑ア
ントワープなどはテナーを
遠隔操作︑シンガポール︑
ハンブルグ︑ロサンゼルス
ではＡＧＶなどで半自動
化︑上海︑ロッテルダムで
はほぼ完全自動化してい
る﹂と世界のコンテナヤー

新幹事体制

神戸港湾
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