冬季 一時 金統一 集団交 渉に臨 む組 合員と 各店社 の代表 者

要

求

０６−６５７４−８４２４

提

出
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増額回答を求める畠山委員長
より︑いたるところで人材
の引き抜きが行われてお
り︑それを阻止するために
も一時金増額・労働環境改
善を要求する旨を伝えまし
た︒更に︑アメリカで行わ
れている中間選挙の結果次
第では︑日本経済も影響が
出る可能性があると話され
ました︒
最後に︑ 日の回答指定
日には昨年実績以上である
こと︒年末年始を迎えるの

で︑夏季よりも増額
の回答をもって全分
会が納得して対角線
交渉に移行するよ
う︑誠意ある交渉に
臨むことを各店社に
求めました︒
次に河 野書記長 よ
り秋年末統一要求書
と﹁育児・介護休業
制度統一協定の一部
改正及び女性組合員
の産前・産後休暇取
得に関連した課題に
かかわる統一協定書﹂につ
いての説明があり︑集団交
渉を終えました︒

回 答 指 定 日
同 日︑第二回支部統一
集団交渉が行われました︒
冒頭︑畠山委員長より情
勢報告がされ︑続いて河野

阪神支部2019年春闘討論集会
「機関紙コンクール」

機関紙コンクールを開催します。

作成している分会は奮ってご応募願います。

◆日程：２０１９年１月１９日（土）〜

書記長から各店社の回答が
発表されました︒一部の店
社が対角線交渉に移行でき
ませんでしたが︑ 月 日
に行われる確認団交までに
妥結に向けて分会と十分に
協議するよう︑また︑さら
なる上積みと誠意ある対応
を各店社に求めて集団交渉
を終えました︒

◆場所：神戸フルーツフラワー

10

阪神支部

大阪市港区築港

０７８−３０３−０８００

月５日︑大阪港湾労働
者福祉センターにて冬季一
時金第一回支部統一集団交
渉が行われました︒
冒頭︑畠山委員長による
情勢報告があり︑特に働き
方改革関連法案の付帯決議
である改善基準告示の見直
しについて︑﹁運送事業者
は５年間の猶予があるが︑
徐々に改善していかなけれ
ば急には対応できない可能
性があるので注意して頂き
たい﹂と呼びかけました︒
また︑昨今の賃金事情に

１月２０日（日）

12

１−１２−２７

大
運
新 富 運 送
日本コンテナ輸送
菱 倉 運 輸
日 本 高 速 輸 送
三 郵 海 陸 運 輸
大 洋 運 輸
サン・トランスポート
神 崎 運 輸
五 洋 港 運
内外フォワーディング
天 神 運 輸 倉 庫
レ ッ ク ス
日 章 ト ラ ン ス
阪神コンテナビジネス
国際コンテナ輸送
日 本 郵 便 輸 送
オーエスティ物流
後 藤 回 漕 店
シ ン ケ ン
ジャパンエキスプレス
三井倉庫サプライ
谷 井 運 輸
阪神高速トール神戸
大 阪 海 運
名 阪 船 舶

500,000円
300,000円
１．５ヶ月
２．１ヶ月
553,900円
525,000円
432,516円
424,656円
400,000円＋α
550,478円＋α
１．９ヶ月＋α
387,000円
389,737円
398,200円
300,000円＋α
１．９ヶ月
２．１５ヶ月
405,000円
640,000円
573,278円
１．８ヶ月
765,500円
350,000円＋α
１．９ヶ月
350,000円
490,000円

19

２０１８．１２．１０
ＮＯ．６２５ 号

全港湾関西地方
11

11月19日時点

２０１８．１２．１０．ＮＯ．６２５号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

18冬季一時金 各社回答出揃う

石田礼助さんは
民間から旧国鉄
総裁になった人
だ︒国会に初登
院し た とき ︑
﹁国鉄がこんに
ちのような状態になったの
は︑諸君たちにも責任があ
る﹂と︑居並ぶ議員たちへ
﹁責任﹂という名のやいば
を突きつけた◆その生涯を
描く﹁粗にして野だが卑で
はない﹂︵城山三郎︶を読
み返し︑目がとまった︒今
なら︑この言葉を突きつけ
たい面々が永田町と霞が関
にたくさんいる︒あなたた
ちには重い責任がある︒逃
げるなと◆障害者雇用の水
増し問題で︑肝心要の厚生
労働省が職員の処分を見送
るという︒道義的な責任は
あるが違法な行為はなかっ
たとの理屈だ︒道義的な責
任だけで十分に処分に値す
るのに︑政治家も官僚も身
をかわす◆同じ水増し問題
で三重県の鈴木英敬︵えい
けい︶知事は︑自身の減給
処分などを明らかにした︒
﹁障害者の皆さんや民間企
業を裏切 る行為をしたの
で︑二度とやらないという
決意だ﹂︒これぐらいの姿
勢を示せないものか◆ずい
ぶん前︑高級官僚の三原則
というのを教わった︒責任
を取らない︑投資効果を考
えない︑弱いものに味方し
ない︒なんだ︑まったく変
わっていない︒

ーの皆さんに快く受け取っ
てもらい︑事故やトラブル
も無くスムーズに行動を終
える事が出来ました︒
終了後の総括会議では︑
来年も春︵４月︶に神戸︑
秋には大阪と２回に分けて
宣伝行動を行う事︑全員が
１か所に集まって行動した

方がよりインパクト
があっていいのでは
ないかとの意見に加
え︑ブロック員にも
垣根なくマイクを握
ってもらうことによ
り意識向上が計れ︑
ひいては組織強化に
つながるのではない
かとの意見も上がり
ました︒
我われの運動は継
続する事が重要です︒今後
も更に実りあるものにする
為にも︑月１回の定例会で
宣伝行動についても話し合

神戸港湾行政行動

い︑更なる組織強化・拡大
に繋がるよう発展させてい
きたいと思います︒
執行委員
入江 友規

安心・安全な労働環境
の構築を要請
30

トラック・海コン部会組織拡大宣伝行動

力を呼びかけ︑たく
さんの署名協力も頂
けました︒また︑日
頃より阪神支部が取
り組んでいる活動や
宣伝行動に対して興
味を示されるドライ
バーも多くみられま
した︒
当日は待機車輌に
合わせて 時スター
トとしましたが︑実
際ヤードの稼働時間
となると車輌も動き出し︑
思ったような配置とはなり
ませんでした︒それでも︑
トレーラーの流れを把握し
ている海コン部会員を中心
に︑手渡しでの配布を行い
ました︒予定していた５０
０枚のビラでは少なかった
かと感じるほど︑ドライバ

29

Ｃ−８前での宣伝行動
25

マイクで働く仲間にアピール
月 ・ 日
の両日︑兵庫労
働局・神戸運輸
管理部︑神戸み
なと総局︑阪神
国際港湾㈱と協
議を 行 い まし
た︒この取り組
みは毎年春と秋
に行 っ て いま
す︒
今年は労働法
制の改正︑いわ
ゆる働き方改革
により労働者環
境が激変する年
でもあります︒
また︑地震や
10

継続する事の重要性を再認識

19

行動を起こすことが意識向上と組織強化にも繋がる

11

月７日︑南港や舞洲を
行き来する海コンドライバ
ーを対象に︑秋の阪神支部
海コン部会・組織拡大宣伝
行動を執行部 名︑大阪ブ
ロックより６名︑総勢 名
が結集し取り組みました︒
宣伝カー３台を使用した
非常に大掛かりでインパク
トのある宣伝行動となりま
した︒
当日の宣伝行動は夢洲Ｄ
ＩＣＴターミナル前と南港
Ｃー８ターミナル前の２班
に分かれて行いました︒
今回は︑阪神支部の活動
内容のマイクアナウンスや
プラスター設置による宣伝
に加え︑﹁安倍９条改憲Ｎ
Ｏ！憲法を生かす全国統一
３０００万人署名﹂への協

要請書を手渡す松本副委員長

3000万署名にも協力いただきました
ドライバーにビラを手渡し

２０１８．１２．１０．ＮＯ．６２５号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

13

法律

Ｑ＆Ａ

ちそうになっていたり︑
壁がはがれかけた状態に
なっているのに︑それを
放置していたような場合
がこれに当たります︒特
に︑所有者の場合︑設置
・保存の瑕疵から生じた
損害には無条件で責任を
負います︒
被害者になった場合で
も︑設置・保存の瑕疵が
ない限り相手に責任追及
はできません︒台風被害
の場合には︑火災保険で
保証されることが多いの
で︑ご自身の保険に問い
合 わ せ を し て みま し ょ
う︒
※ 瑕疵とは不具合の事

﹁自然災害と損害賠償責任﹂

Ａ．原則として︑台風や
地震などの自然災害が原
因となって生じた場合は
不可抗力とみられ︑瓦な
どを飛ばされてしまった
家の持ち主には賠償責任
はありません︒
ただし︑﹁土地の工作
物の設置又は保存に瑕疵
︵かし︶※﹂があった場
合︑そこから生じた損害
について賠償する責任が
生じます︒瓦がとれて落

そして︑以前からあるイ
ンランドデポ問題や第四次
産業革命といわれるコンテ
ナ自動化ターミナル問題に
ついても反対の姿勢を再度
強調しました︒
来春の要請行動に向けて
の課題を再認識し︑今後も
我々の港湾を守り︑より安
全・安心な環境を構築する
ように継続して取り組む決
意を要請団全体で確認しま
した︒
副委員長
松本 栄二

Ｑ．台風で自宅の屋根瓦
が飛んで︑隣家の壁を傷
つけてしまいました︒私
の方で賠償する義務があ
るのでしょうか︒

台風といった自然災害が多
く発生し︑我々の働く港湾
にも甚大な被害をもたらし
たこともあり︑要請にもい
つも以上に力の入る行動と
なりました︒特にみなと総
局︑阪神国際港湾㈱に対し
ては今後の起こりうる災害
対策や︑被害にあった上屋
やターミナルについての減
免措置などに意見が集中
し︑安心・安全な労働環境
を整える要望が多く出され
ました︒

12

1

13

再雇用制度との整合性や︑
全港湾が要求している定年
延長の問題とどうリンクし
ていくのか︑今後のたたか
いの参考にし︑要求実現に
向ける事を目的に開催しま
した︒
学習会の内容について
は︑ハマキョウレックスの
事例と長澤運輸の事例とに
分けて説明されました︒
まず初めにハマキョウレ

造的問題などから︑非人間
的な扱いをされても声を上
げられない人たちは︑さら
に多く存在すると指摘され
ています︒
労働者不足だからという
理由で︑このような無法状
態を看過はできません︒
我々が働く港湾にこのよ
うな制度が入ってくれば︑
労働環境は劣悪・低賃金化
となり︑労働法制はなし崩
しにされ︑日本人の権利と
働き方や雇用そのものにも
直結します︒現状の見直し
や反対の声を上げる運動
で︑廃案に追い込むことが
重要です︒

ックス事件に
ついて︑正社
員と契約社員
とを比較し︑
職務の内容に
差がないこと
から各諸手当
の趣旨が合理
であるか不合
理なのかを判
断し決定した
ものと言えま
す︒
一方 ︑長 澤
運輸事件は再
雇用を受けて
からの合理性
・不合理性を
判断したもの
です︒その中でも格差が２
〜 ％にとどまっているこ
とや︑老齢厚生年金の比例

する提案がされ︑合同会議
を終了しました︒
副委員長
松本 栄二

るかどうかの保証は全くあ
りません︒これでは制度の
﹁人づくり﹂の理念は﹁建
前﹂で︑安価な労働力の供
給源でしかありません︒国
際社会からは﹁奴隷労働﹂
と批判を浴びています︒
現在日本には１２８万人
の外国人労働者がいます︒
過酷な処遇に耐えきれず︑
﹁失踪﹂した実習生は︑政
府の調査でも昨年は７０８
９人にのぼり︑今年上半期
でも既に４２７９人になる
など激増しています︒
来日の際に背負った多額
の借金に縛られた上︑実習
先の雇用主に逆らえない構

労働 契 約 法

たかし

条学習会

20

きづがわ法律事務所 増田 尚 弁護士

げます︒
しかし︑職場や住居の選
択の自由︑安定した雇用や
賃金の確保︑悪質なブロー
カーの介在排除など︑人権
と人間としての尊厳を守れ

12

身と︑海コントラック部会
の運動方針について︑各地
方に持ち帰ってさらに議論

月 日︑地本会議室に
おいて関西地本トラック部
会員と各分会からの参加者
合わせて 名が参加し︑
﹁労働契約法 条学習会﹂
を開催しました︒
きづがわ法律事務所 増
田 尚 弁 護士 を 講 師に 迎
え︑今年６月１日に判決が
出されたハマキョウレック
ス事件と長澤運輸事件を掘
り下げて学習し︑各分会の

法案には書き込まれていま
せん︒成立後に政府が決め
るから﹁白紙委任﹂しろと
いうやり方は大問題です︒
重大なのは︑外国人労働
者の人権侵害を続発させて

増田弁護士（中央）

報酬が支給されるまでの間
に月２万円の調整給を支給
していれば合理と判断して
いる点については︑とうて
い納得できるものではない
と感じました︒
講義後の質疑応答では賞
与の減額や︑無期雇用社員
︵正規雇用︶と有期雇用社
員︵派遣や契約などの非正
規社員︶との住宅手当の支
払い方の相違についてな
ど︑多くの質問が挙がりま
した︒
こうした問題に︑これか
らの我われ労働組合の果た
す役割がどれだけ重要であ
るか︑またしっかりと取り
組んでいかなければならな
いと再認識する学習会にな
りました︒
副委員長
松本 栄二

きづがわ法律事務所

関西地本第１回トラック部会

なお︑今回の会議でバス
・タクシー部門について
は︑多くのバス・タクシー
労働者を組織する関西地方
神戸支部に中央本部役員が
赴き︑意見交換を行いなが
ら来春闘に臨むことになっ
ています︒分散会では各地
方から一年間の取り組みと
現状報告がされ︑関西から
拡大宣伝行動の実施と︑台
風による被害状況の報告を
行い１日目を終了しまし
た︒２日目は全体の合同会
議を行い︑トラック分散会
からは①議案書に具体的な
方針を記載する︒②労働条
件の調査要請︒以上２点の
意見が上がり執行委員会で
議論し進める事となりまし
た︒加えて︑春闘時に取り
組む行政行動の要請文の中
いる技能実習制度を継続す
ることです︒同制度は︑
﹁開発途上地域等への技能
等の移転を図り︑その経済
発展を担う﹃人づくり﹄に
協力する﹂ことを目的に掲

20

第１回海コン・トラック・バス・合同会議

が担当となり会議を進めま
した︒
海コン部門では国交省よ
りドライバーアンケート調
査の依頼が来ており全港湾
独自の回収方法をとるこ
と︒また︑畠山中執から車
両制限令違反の実態や長時
間労働の法令違反の実態の
報告があり︑﹁このような
状態が続くなか労働法制を
改正して本当に守れるの
か︑来春闘時の行政行動で
は厳しく追及する必要があ
る﹂と指摘されました︒
在可能で︑家族帯同も認め
るとしていますが︑定義や
運用は不明確です︒
１号の対象について政府
は農業︑建設など 業種を
検討しているとしますが︑

36

異常な仕組みで人権無視
の﹁使い捨て﹂外国人
労働者の拡大を許すな！

11

運輸業界の労働環境
改善に向けて

月 ・ 日に中央本部
で各地方の車両職種組合員
名が参加し︑第１回海コ
ン・トラック・バス合同会
議が開催されました︒
今回は海コンとトラック
職種を分けて分散会形式を
とり︑ 日目は各部門の問
題点など掘り下げて議論し
２日目に分散会での報告と
まとめを集約したうえで来
年の行政行動に臨む会議と
なりました︒海コン部門で
は畠山中執︑トラック部門
は諸見書記次長と新妻中執
続けるなど︑審議の前提は
欠いたままです︒政権は来
年４月施行に固執し︑今国
会成立を狙いますが︑拙速
な審議で強行することは許
されません︒
入管法改定案は︑新たな

主張
在留資格として﹁特定技
能﹂を設けることなどが柱
です︒特定技能１号は︑在
留期間を最長通算５年と
し︑家族の同行は認めませ
ん︒﹁熟練した技能﹂が要
件の特定技能２号は長期滞

10

11

24

安倍晋三内閣が︑日本で
就労する外国人の受け入れ
拡大に向けた出入国管理法
︵入管法︶改定案を閣議決
定し︑衆院本会議で審議入
りしました︒
すでに深刻化している外
国人労働者の人権侵害など
を防ぐルールづくりは置き
去りのままです︒法案は︑
無権利状態に置かれる外国
人労働者の増大に拍車をか
け︑﹁使い捨て﹂を深刻化
させる重大な内容です︒
しかも対象業種や受け入
れ規模をはじめ重要項目を
条文に明記せず︑質疑に必
要な重要データを出し渋り

14
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日本国憲法公布

周年

市民と野党共闘で
改憲阻止！

月３日︑日本国憲法公
布 周年の記念行事が全国
各地で開催されました︒
た︒
後半には︑渡辺治 一橋
大学名誉教授を迎え︑﹁安
倍改憲の危険性と改憲阻止
のたたかい 安倍政権のめ
ざす日本から憲法の生きる
日本とアジアへ﹂と題し︑
講演されました︒
﹁憲法９条への自衛隊加
憲の危険性を対話で広げ︑

第 回兵庫収穫祭

３０００万人署名は世論を
変える一大国民運動であ
り︑来年の参院選と地方統
一選挙における野党共闘勝
利と国民投票の土台にな
る﹂と論じました︒﹁日本
の平和は︑運動と憲法が作
ったことを改めて訴えよう
！﹂と締めくくりました︒
執行委員
鈴木 大介

た︒各労働組合組織や農民
連などから新鮮で無農薬の
安全な野菜はもちろん︑ド
リンク︑コロッケ︑焼きそ
ば等々︑多数の出店があり
ました︒

【問 題】

50

６２４号の回答 「木炭」

とてもうれしくなり
ました︒
出店はブロック長︑
青年部長を先頭に準
備段階から後
片付けまでみ
んなの協力で
スムーズに作
業 が 進め ら
れ︑阪神支部
の団結力と組
織力を実感し
ました︒
当日は快晴で暖
かかったこともあ
り︑全体で延べ２
４００名が参加︒
阪神支部からはブ
ロック委員︑青年
部員︑執行部のみ
ならず︑組合員と
その家族やОＢの
方々も多数︵約

塚原 美琴・河上 あゆみ・西田 哲也（ｼﾞｬﾊﾟﾝＥＸ
Ｐ）、長野 雄二（大運）、松井 謙一（三林）

６２５号の締め切り日は、１２月１０日（月）で
す。ふるってご応募ください。

〜 名︶が来場し︑和やか
なムードの中たくさんの方
々と交流できました︒
執行委員
坪井 雄志

支部からの参加者で集合写真

秋 の恵 み 仲 間 と 満 喫 ♪
日本の食料自給率が ％
にまで下がる中︑﹁安全な
食料は日本の大地から﹂を
スローガンに 月 日︑西
神高塚公園において第 回
兵庫収穫祭が開催されまし

分かるかな？
昆虫︑スポーツカー等々︑
珍しい物がよかったのか︑
たくさんの子供たちが参加
してくれました︒ある子供
は︑﹁兄ちゃん久しぶり︒
俺のこと覚えてる？﹂と話
しかけてきました︒その子
は何人かの友達を引き連れ
て︑﹁毎年連れてくるから
来年も頼むな﹂と言われ︑

６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名の方に図書カードを進呈し
ます。

60

カタカナ２文字が大喧嘩しました。
何と何でしょう？

スーパーボールすくいに熱中

花こまの面踊り
38
24

おおさか総 がかり集 会

11

渡辺治名誉教授
阪神支部は神
戸ブロックから
２年ぶりに﹁イ
カ焼き﹂︑青年
部は毎年恒例の
﹁スーパーボー
ルすくい﹂を出
店 しまし た︒
﹁スーパーボー
ルすくい﹂では
例年のメダルの
形をしたボール
を始め︑恐竜や
準備万端でお客さんを呼び込む

安倍改憲を阻止すると決意
表明がありました︒
続いて核兵器廃絶・ＬＧ
ＢＴ・原発問題と各分野か
らの訴えとともに沖縄辺野
古基地のたたかいを山城博
治沖縄平和運動センター議
長から報告され今後のたた
かいへの支援要請がありま
した︒
最後に︑﹁日本政府に核
兵器禁止条約の早期締結と
批准を求め︑沖縄県民と連
帯し︑基地のない沖縄を目
指し︑市民と野党が共闘
し︑改憲勢力を少数に追い
込み安倍政治を終わらせる
運動を大きく前進させると
ともに︑全国３０００万人
署名を貫徹させよう﹂と集
会宣言が満場一致で採択さ
れました︒
書記次長
久保田 稔
神 戸 憲 法 集 会

11

72

一方︑神戸では神戸市勤
労会館大ホールにて﹁神戸
憲法集会﹂が開催され︑会
場が溢れんばかりの６００
名の参加者が集いました︒
前半の文化行事には民族
歌舞団﹁花こま﹂が沖縄の
民意を表現した面踊りをユ
ニークに公演され︑会場は
拍手と笑いに包まれまし

11

72 11

大阪・扇町公園では﹁輝
け憲法！ともに生きる社会
を！ ・３おおさか総がか
り集会﹂が開催され︑１２
０００人が集まりました︒
オープニングでは社会派
アイドルグループ﹁制服向
上委員会﹂のミニコンサー
トがあち︑会場に華を添え
ました︒
集会では︑日本共産党・
立憲民主党・社民党の各代
表が結集し︑市民と野党共
闘で立憲主義を取り戻し︑

大阪の集会では12,000人が参集
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