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組合員の皆さん︑ご家族
の皆さん︑新年明けまして
おめでとうございます︒
今年一年も私たちの﹁く
らし﹂が健やかに過ごせる
ことを願ってやみません︒
昨年を振り返ってみます
と︑海外では３月に始まっ
た米中貿易摩擦が激化し︑
世界の景気が減速傾向にあ
るとの観測です︒
日米間では９月の国連総
会で安倍首相とトランプ大
統領が会談︒日本は﹁日米
物品貿易協定︵ＴＡＧ︶﹂
と訳す協議の交渉を約束さ
せられました︒

本年早々協議に入ります
が︑理不尽な要求が噴出
し︑１月末に召集予定の通
常国会は﹁森・加計﹂疑惑
の追及と共に外交に弱い安
倍政権の二国間貿易問題で
与野党の質疑が激しく展開
されるでしょう︒
また︑６月には史上初の
米朝首脳会談がもたれ︑緊
張緩和が進みました︒
それまで安倍首相は﹁対
話はしない︒ミサイル実験
や非核化に応じなければ実
力行使もやむなし﹂との姿
勢を貫いていましたが︑ト
ランプ大統領が﹁対話﹂へ
と方針を変更するや否や強
気の挑発的発言をやめまし
た︒アメリカべったりの安
倍政権を露呈した典型的な
一面でした︒
国内では︑６月の震度６
弱の北摂地震︑９月の大型
台風︑組合員や家族親戚の
中にはその被害に遭われた
方々もおられるでしょう︒
お見舞い申し上げます︒
明るい出来事もありまし
た︒２月の平昌︵韓国︶五
輪では︑流行語大賞にもな
った﹁そだねー﹂のカーリ
ング︑スピードスケート女
子の活躍︑フィギュア羽生
結弦選手の連覇︒
９月の全港湾全国大会で
あいさつに駆け付けた玉城
デニー沖縄県知事選勝利
︵当時は立候補予定者︶︒
民意を愚弄する安倍政治に
﹁喝﹂を入れることができ

ましたが︑新基地建設は強
行されています﹁喝だ！﹂
今年の港湾・運輸関係に
触れたいと思います︒
先にも触れましたが︑米
中貿易摩擦がもたらす生産
拠点の中国からのグローバ
ルな分散配置が東南アジア
諸国を中心に今後進むかも
しれません︒それは︑荷主
の貨物拠点の流動分散をも
たらすことになり︑我々の
港湾物流もその影響が懸念
されます︒
さらに︑高齢化や労働者
不足が深刻化し︑その対応
として政府は昨年︑働き方
改革や外国人労働者を緩和
する法整備を進めました︒
なかでも港湾の自動化・
無人化をどう捉えていく
か︑運輸産業が直面してい
る低賃金・長時間労働の今
日的課題についてどう克服
させていくか︑行政が目論
む港湾・運輸政策は事業者
・労働者にとってどのよう
な影響をもたらすか︑加え
て︑基本的な生産構造が根
本的に覆されるＩｏＴやＡ
Ｉなどの情報技術革新への
対応も避けて通れません︒
特に港湾では︑自動化導
入による賃金・労働条件に
ついて︑現場を支える労働
力に更なる影響が生じる恐
れを懸念する労働組合の至
極当然の主張に対し︑港運
協会は産別最賃の回答を拒
否する不誠実な態度を改
め︑関係者が献身的な議論

を始めていかなければなら
ない時期に来ていると思い
ます︒
そんな中での 港湾春闘
は︑ 月の消費税増税に伴
う賃上げ闘争を主軸に波乱
の展開が予想されます︒
そして︑日検闘争です︒
２０１５年９月末︑日興
サービス社︵日検の指定事
業体︶に阪神支部を組織し
た当初︑劣悪低賃金な労働
条件と暴力的非人間的な作
業手配のもと︑就労差別・
パワハラに遭い︑過密長時
間勤務や計画的残業外しで
生活困窮に貶めるなど︑日
検の徹底した全港湾嫌悪と
のたたかいです︒
現在では団交拒否の府労
委も 月に結審し︑春先に
は命令が出る予定になって
おり︑名古屋地裁で争って
いる直用裁判の援護射撃に
なればと思っています︒し
かし︑名古屋支部では昨年
月︑日検の新たな不当労
働行為による救済申立を労
働委員会でたたかっていま
す︒
完全勝利を目指して︑阪
神支部の総力を挙げてたた
かい抜いていかなければな
りません︒
最後に︑本年も組合員の
皆さんとご家族の皆さんの
ご多幸と益々のご活躍を祈
念しまして︑阪神支部執行
委員会を代表して新年の挨
拶とさせていただきます︒
団結︑がんばろう！

地元・沖縄で親
しまれた元参院
議員︑喜屋武真
栄︵きゃんしん
えい︶さんが︑
人間にも﹁五分
の魂﹂だと訴えたのは１９
７０年 月︑コザ暴動から
３日後の参院・沖縄北方特
別委員会でのことである◆
その魂が踏みにじられたと
き﹁抵抗する︑立ち上がる
のは︑これは人間の生きる
本能である︑こう思われて
なりません﹂︒そこまで痛
めつけられた私たちの心を
本土の人 にも知ってほし
い︑分かってほしい︑と◆
市民５０００人が米車両な
どを焼き打ちにした騒乱は
コザ市︵現沖縄市︶で起き
た︒米統治下︑基地がある
ことによる事故や犯罪はな
くならず︑人権はあってな
きがごとし︒怒りのマグマ
がついに爆発したとされる
◆いま沖縄の魂を踏みにじ
ろうとしているのは誰あろ
う︑日本 政府である︒年
末︑米軍飛行場の移設に向
けて︑辺野古の海に土砂が
投じられた◆沖縄県は何度
となく中止を申し入れてい
る︒政府は﹁なるほど﹂と
対話のポーズをとってみせ
ながら︑その実︑何も聞い
ていなかった◆同じことが
本土で起きても︑皆さんは
黙っていますか？オキナワ
が鋭くそ う問いかけてく
る︒どう答えるか︒
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大阪市港区築港

スーパースターヴァーゴ
★就航年
１９９９年
★総トン数
75,338トン
★全 長
268メートル
★全 幅
32メートル
★乗客定員
1,870名
★乗組員数
1,300名
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全港湾関西地方
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謹んで新年のお慶びを申し上げます
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も応じ ず反故
状態が 長年に
亘り続けら
れ︑未 払い賃
金が発 生する
ことが 発覚し
ました︒
明 ら か に違
法状態 である
ことか ら︑
月 日 に 名古
屋南労 基署並
びに神 戸東労
基署に 早期解
決に向 け是正
勧告の 申請を
行いました︒
日 検 抗 議行
動の同 日︑全
日検に 対して
未払い 賃金の
是正に ついて
の申し入れを全日検名古屋
支部に行いました︒後日
月 日︑神戸東労基署から
全日検に︑就業規則と勤務
表の提出を求め調査した結
果︑労基法に違反している
ことが判明したとの連絡が
ありました︒
そのうえで︑全日検に対
して平成 年 月より平成
年 月までの２年間に遡
って未払い賃金を支払うこ
とと︑住宅手当を割増賃金
算定基礎とする﹁是正勧
告﹂が出されました︒
宣伝カー３台による流し
宣伝行動では︑名古屋港周
辺︑飛島ふ頭方面︑金城ふ
頭方面と隊を分け︑中でも
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日検名古屋支部前での抗議行動
金城ふ頭では上組︑三菱︑
伊勢湾海運等の倉庫が集ま
る周辺を約２時間︑上條分
会員と井ノ元副委員長が交
代で旺盛に宣伝しました︒
特に上組には日検の制服
を着た労働者が多くいたこ
とから︑上條分会員が当該
としての経過報告︑井ノ元
副委員長からは日検が港湾
の秩序を乱している事が全
国港湾としても問題になっ
ていると訴えました︒
私たちは引き続き︑阪神
支部のたたかう労働組合の
精神を活かし︑企業の横暴
を決して許さず運動を強化
していきます︒
書記次長
久保田 稔
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大阪維新政治ですべての道はカジノへ
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財源を府に吸い上げる﹁都
構想﹂が不可欠だという︒
万博誘致もカジノ誘致に向
けたインフラ整備のためで
あり︑維新にとって﹁すべ
ての道はカジノに通じ
る﹂︒
︻青い鳥は身近に︼
なぜカジノなのか︒維新
はカジノを大阪経済活性化
のリーディング産業にしよ
うとしているからだ︑と中
山氏︒しかし︑カジノは
﹁最悪の青い鳥﹂だと次の
ように説明する︒
海外観光客対象のマカオ
やシンガポールと違って想
定するカジノの客は７割が
日本人︒収益は米国のカジ
ノ企業に入り︑地域経済の
衰退︑行政の福祉サービス
などの切り下げをもたら
し︑ギャンブル依存症も増
やす︒﹁青い鳥は大阪の身
近なところにいる﹂︒医
療︑福祉︑教育を充実さ
せ︑中小企業を応援するこ
とが活性化につながる︒建
設関係もカジノで潤うのは
ゼネコンだけ︒住宅改修な
ど地域のニーズを地元工務
店につなぐことが行政に求
められている︒
２０１９年は維新政治で
﹁奪われた 年﹂を転換さ
せるチャンスだと中山氏は
訴えた︒

２０１９年を転換の年に

維新政治がめざすカジノ
誘致︑﹁都構想﹂で大阪の
経済や暮らしはよくなるだ
ろうか︒災害が相次ぎ﹁カ
ジノより暮らし︑防災﹂の
声が高まっている︒２０１
９年の統一地方選︑大阪府
知事・大阪市長Ｗ選で問わ
れる争点である︒
︻ 年越しの計画︼
２００８年２月に大阪府
知事に就任した橋下徹氏は
当初から大阪へのカジノ誘
致を狙っていた︒就任翌
年︑橋下知事はカジノを大
阪にもってきたいと公言︒
年には﹁大阪都構想﹂
を発表するとともに︑カジ
ノ施設見学にシンガポール
を訪問したり︑米カジノ大
手の経営者と会談もした︒
年に大阪市長になった橋
下氏は 年︑夢洲へのカジ
ノ誘致案を安倍首相に示し
ている︒
︻財源確保のため︼
住民投票で否決されても
﹁都構想﹂に維新が固執す
るのは﹁カジノ整備の財源
確保のため﹂と中山徹・奈
良女子大教授は指摘する
︵﹁明日の大阪をつくるス
タート集会﹂ 年 月︑明
るい民主大阪府政をつくる
会・大阪市をよくする会主
催︶︒
カジノ実現には大阪市の
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日検抗 議行動＆ 全日検未払 い賃金是正 申入れ

11

違法行為を許さない！
港湾産別の秩序を守れ！

20

し︑駅頭での宣伝ビラの配
布と︑宣伝カー４台による
流し宣伝︑日検前での座り
込み行動と︑今まで以上に
大掛かりな行動となりまし
た︒会社に対しての要請行
動も行いましたが︑社前に
は防衛任務役の従業員が立
ち︑抗議を行う我われの行
動を監視する極めて悪質な
態度を取り続けていまし
た︒
これまでの経過は︑日本
貨物検数協会を相手に２０
１６年 月︑大阪府労働委
員会へ団交拒否の不当労働
行為救済を求めたたたかい
が３年目を迎えますが︑こ
れまで何度も調査聞き取り
を重ね︑昨年４月 日に最

終陳述が行われました︒
現在は救済命令交付待ちの
状態となっていますが︑一
日も早く勝利命令が出され
ることを待つばかりです︒
私たちは指定事業体の設
立目的が当初の主旨から逸
脱しており︑日興サービス
の若年労働者の働かせ方が
違法であることから日検本
体に移籍させることを求め
てきました︒
一旦は毎年１２０人程度
を移籍させるという確認書
を取り交わしましたが︑一
方的に﹁労使関係がない﹂
という理由で確認書を反故
にしました︒
２０１７年の 月︑日興
サービス組合員 名が偽装
請負により日興サービスか
ら日検に派遣労働者として
受け入れていたとして︑労
働者派遣法 条に基づいて
直接雇用を求める訴訟を名
古屋地方裁判所に提訴しま
した︒
さらに名古屋支部でも愛
知県労働委員会に対し︑西
脇書記長への賃金・労働条
件の悪質極まりない変更︑
さらに団交拒否と支配介入
の不当労働行為救済申し立
てを２０１８年 月３日に
行なっています︒
また︑今回は全日検につ
いても要請行動を行いまし
た︒内容は過去のいびつな
労使協議により︑合意した
住宅手当の取り扱いに不備
があり︑再三の是正勧告に
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月 日︑港湾産別の秩
序を乱し︑違法行為を改め
ることなく︑さらに団体交
渉をも拒否し続ける日検に
対して抗議行動を行いまし
た︒
前回は真夏で︑名古屋史
上最高気温が観測された日
でしたが︑今回は真逆でと
ても寒い中での行動となり
ました︒抗議行動はこれま
で名古屋支部に５回︑東京
本部へ４回取組みました
が︑名古屋港労使パトロー
ルが同日に予定されていま
したので日程を合わせ日検
名古屋支部及び名古屋港周
辺での取組みとしました︒
名古屋支部︑阪神支部の
仲間たち総勢 名が集結

駅頭に立っての宣伝行動
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回支部安全衛生委員会総会

による２０００億円規模の
増収を見込みます︒
﹁軽減税率﹂は︑税率を
８％に据え置くだけで﹁軽
減﹂でも何でもなく︑納得
のいかない境界線を設けて
さらに制度を複雑にし︑混

会の歴史に触れ︑様々な活
動に取り組んだことが紹介
され︑﹁これからも労使で
積極的に頑張ってほしい﹂
と述べられました︒
９団体からの来賓あいさ
つがされ︑祝電メッセージ
も披露された後︑入江委員
から２０１７年度活動報告
がされました︒そして労使
出席者に﹁２０１８年は自
然災害が多発した年であっ
た︒各店社及び組合安全担
当者に自然災害に対する避
難対策マニュアル作成を早
が打ち出した自動車減税
は︑消費税増税後の購入者
に自動車税を割引き︑取得
税も廃止して﹁環境性能
割﹂の税率も軽減するなど
とし︑不動産協会も﹁住宅
ローン減税の拡充﹂を求め

急に実現して頂きた
い﹂との要請を行い
ました︒
記念講演として︑
﹁健康格差﹂と題
し︑大阪医学研究所
所長で医学博士でも
ある中村賢治氏によ
る講演がありまし
た︒
中村氏は﹁健康の
定義とは病気ではな
いとか︑弱ってない
ということではな
く︑肉体的にも精神
的にも︑そして社会
的にも︑すべてが満たされ
た状態である﹂と前置き
し︑①遺伝や体質はそれぞ
れ平等に与えられるが生活
習慣︑社会︑環境︑医療は
平等に与えられていない︒

月７日に大阪港湾労働
者福祉センターで第 回支
部安全衛生委員会総会を開
催しました︒来賓︑企業
33

側︑組合側合わせ総勢で
名の参加がありました︒
開会に先立ち︑八幡委員
長は今日の情勢に触れなが
ら︑﹁働き方改革で
様々な問題が生じ︑
港湾関係も例外では
なく様々な職場にも
影 響が ある と思 う
が︑労使で解決して
頂きたい﹂とあいさ
つされました︒
支部代表あいさつ
として中山副委員長
は支部安全衛生委員
与党の税制大綱は︑消費
税増税と同時に行われる食
料品などの﹁軽減税率﹂導
入の財源について︑昨年の
所得税等の増税分と︑増税
４年後に導入される﹁イン
ボイス﹂制度などで賄うと

主張

乱拡大のまま押し通す︒そ
のうえ中小零細企業を苦し
めるのは許せません︒
自動車メーカーでつくる
日本自動車工業会は消費税
増税後の自動車税の﹁十分
な軽減﹂を申し入れ︑大綱

ていました︒結果︑住宅ロ
ーンのある世帯への減税
も︑新規購入や増改築に限
っており︑借家住まいを続
ける人や︑増改築しない人
には無関係です︒先日発表
された 年の政治資金収支

またしても大企業優遇
でしかない税制改革

74

労使で安全な職場を目指し活動

安全は総てにおいて優先される

33

19

10

代表挨拶に立つ八幡委員長

明記しました︒仕入れにか
かった税額などを取引先に
通知する﹁インボイス﹂
は︑零細な免税業者は発行
できません︒取引からの排
除を恐れる免税業者が課税
業者になり︑納税すること

②働いて︑食べて︑寝て︑
また働く︑の繰り返しでし
かない長時間労働は奴隷的
拘束である︒③どんな家庭
で生まれたか？どんな人に
育てられたか？育つ環境や

プロジェクターを使って講演する中村氏
報告書によると︑自動車工
業会は自民党の政治資金団
体・国民政治協会に８００
０万円︑不動産協会は４０
００万円献金しています︒
財界いいなりの減税は︑そ
うした献金への見返りとも
いえます︒
社会福祉に回されず︑低
所得者ほど負担が重く︑消
費を冷やし景気を悪化させ
る︑消費税の増税は中止す
べきです︒
消費税に頼らない税財政
の実現へ︑来年の統一地方
選挙︑参院選挙で安倍政権
に審判を下し︑退陣に追い
込むことが必要です︒

学習の機会︑労働条件︑職
場環境︑社会情勢︑これら
すべてが健康を左右する︒
と格差の中身について詳し
く説明されました︒
さらに中村氏は﹁お金持
ちが長生きし︑貧乏人が早
死にする社会は許せない﹂
とし︑労働組合に求めるこ
ととして﹁社会格差縮小の
ために︑個々の企業の賃金
だけでなく︑労働者全体の
賃金を上げることが必要
で︑元請け企業を筆頭に︑
非正規労働者などあらゆる
労働者と連携し運動するこ
とが重要ではないか﹂と力
説されました︒
その後に２０１７年度会
計・監査報告と２０１８年
度予算提案がされ︑活動報
告も含め︑一括して質疑が
行われました︒
参加 組 合 員 よ
り﹁ 防災 対策 に
対す る意 識が 低
い企 業へ は支 部
安全 衛生 委員 会
とし て指 導し て
ほし い﹂ とい う
要請 があ りま し
た︒ それ に対 し
﹁地 域︑ 業種 ︑
就労 実態 が異 な
るた め︑ 基本 は
職場 討議 と労 使
によ る安 全会 議
にて 検討 して も
らい たい ︒又 ︑
速や かに 実践 さ
れる よう 安全 衛

坪井 雄志

生委員会としての最善策を
検討させてもらいたい﹂と
の答弁がされました︒
閉会あいさつで太田垣委
員は﹁安全は総てにおいて
優先されるので︑今後も労
使で安全な職場づくりを目
指して活動していきたい﹂
と決意が述べられ総会は終
了しました︒
労働運動で労働諸条件の
向上は重要課題であると認
識していますが︑最も優先
されるべきは安全に安心し
て働ける職場環境づくりだ
と思います︒この度の総会
が更に労働安全衛生活動の
拡充につながっていくと感
じさせられた総会となりま
した︒

執行委員

総会に参加した安全衛生委員と労使代表者

12

安倍政権の与党︑自民と
公明が︑２０１９年度の税
制改定の大綱を決めまし
た︒ 年 月からの消費税
の ％への増税を﹁確実に
実施する﹂前提で︑売り上
げに大きく影響するとされ
る自動車や住宅への減税措
置などで業界の要望に応え
ています︒一般消費者や中
小零細企業には消費税増税
に加え︑﹁増税対策﹂と称
して行われる制度負担もの
しかかります︒消費の落ち
込みが心配というなら︑大
企業いいなりのばらまきで
はなく︑増税そのものをや
めるべきです︒

17

２０１９．１．１．ＮＯ．６２６号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

10

ならない﹂と訴えました︒
新年度の役員体制につい
ては︑阪神支部を代表する
南議長と入江幹事が再任さ
れ︑最後に南議長による団
結ガンバローで定期総会を
終えました︒
執行委員
池口 光洋

17.小正月
18.左義長
19.注連貰
20.鳥総松
21.松過
22.獅子舞

るが︑この経験を活かして
分会︑支部のために奮闘し
たい﹂と決意を表明されま
した︒
最後は﹁青年部の更なる
躍進を目指して﹂と団結ガ
ンバロー三唱で総会は閉会
しました︒
青年部総会議案書をみん

会の遠藤侑助です︒
初めてする事なので分か
らない事ばかりですが先輩
方々に教えて頂き︑皆さん
に分かりやすく伝えていけ
るよう頑張って務めていき
たいと思います︒
どうぞよろしくお願い致
します︒

なで作成しましたが︑まだ
まだページが薄いように思
えます︒青年部の活動とし
て最も力を入れている平和
運動を始め︑﹁たくさん学
習し︑活動の幅を広げてい
きたい﹂と感じさせられる
総会となりました︒
執行委員
坪井 雄志

明けましておめでとうございます。６２５号応募締め切り
が発行日と同日の12/10となっていました。すみません。
６２５号のクイズ締め切りも今号の締め切りと同日に延長
いたします。
今年も懸賞クイズを宜しくお願い致します。
６２６号の締め切り日は２月１日（金）です。
ふるってご応募ください。

今期から支部教宣部に参
加させて頂きますＪＥＴ分

お正月や、年始に係る漢字を集めてみました。
すべて答えよ。
か辺野古埋め立て予定地に
土砂を投入してしまった︒
これは民主主義国家として
恥ずべき行為である﹂と詳
しく説明されました︒
さらに︑﹁沖縄で生活し
ている人々より︑普段基地
のない環境で生活する私た
ちの方が沖縄にたくさん基
地があることへの違和感を
感じるはずだ︒その第一歩
が沖縄平和行進である︒多
くの方々に参加して頂きた
い﹂と力説されました︒
その後︑活動報告︑続け
て総括と方針の提案がさ
れ︑中島部員の閉会あいさ
つでは﹁３年間︑青年部員
として活動してきて︑仲間
と協力する大切さが改めて
分かった︒青年部は引退す

分かるかな？

回定期総会

業とする者の歴とした職場
であり︑建設時の工事車輌
や期間中の来場者等による
更なる渋滞問題が起こる事
は明白です︒港湾という産
業に大きな影響と問題を残
したままの開催は港湾労働
組合として阻止しなければ

第 回支部青年部総会

進に参加した篠﨑副部長︑
松本部員︑福井部員の３名
が５日間の日程を写真︑動
画を交えての報告がありま
した︒篠﨑副部長は﹁この
平和行進に参加してわかっ
たこと﹂と前置きし︑﹁①
米軍が沖縄の基地に 年以
上も長く居座る理由は︑世
代を経て沖縄県民の生活の
一部になることで﹁なぜ海
外の軍隊の基地があるのか
？﹂という疑問を抱かせな
いためである②名護市長選
では︑大きなテーマである
はずの基地問題を意図的に
触れなかった自民推薦の渡
具知氏が当選してしまっ
た︒しかし︑県知事選では
普天間飛行場の県内移設に
反対していた翁長前知事の
遺志を継いだ玉城デニー氏
が当選し︑沖縄県民の民意
を示した③何としても移設
工事を進めたい政府は２０
１９年の２月に予定されて
いる住民投票で︑さらなる
基地反対の民意を恐れたの

沖縄基地問題にふれて
青年部が︑ 私たちが出来る事
月 日に第 回青年部総
会を神戸ポートオアシスで
開催し︑支部来賓１名︑青
年部役員９名︑分会参加者
名で総勢 名が参加され
ました︒
開会で福井部員は﹁今日
はお仕事帰りの中︑この総
会に参加して頂き大変嬉し
く思っている︒私たちの活
動︑沖縄基地問題の現状を
知って頂けたら嬉しい﹂と
あいさつしました︒
支部来賓あいさつで菅沼
執行委員は﹁台風 号の影
響は未だに残っていて︑こ
れからも労使間での協力は
必要になる︒しかし︑働き
方改革関連法も成立してお
り︑会社からの不当な要請
に対しては注視しなければ
ならない﹂とし︑﹁沖縄平
和行進や全国青年対策会
議︑バスツアー等々の活動
で多忙だとは思うが︑これ
からも若い力で頑張ってほ
しい﹂と激励しました︒
２０１８年度沖縄平和行

70

28

の持つべき緊張感を
歪め︑不祥事が後を
絶たず︑行き詰まり
が見られる︒働き方
改革関連法について
も自動車運転業務は
先送りされている
が︑我われ労働組合
が悪政に対し先頭に
立ち声を挙げる必要
がある現状に︑より
一層の団結を強め安
倍政権打倒︑自民党を政権
与党の座から引きずり下ろ
さなければならない﹂と強
調しました︒各単産の活動
報告では阪神支部として︑
①中央海コン・トラック・
バス合同対策会議での経過
②近畿運輸局・整備局要請
行動③学習会の開催④組織
拡大宣伝行動⑤今後の課題
として船社統合問題及びコ
ンテナターミナル渋滞問題
を上げました︒
代議員として河野書記長
からは︑﹁大阪万博が決定
されたが︑カジノを含む統
合リゾート及び万博の開催
地となる夢洲は南港からは
夢咲トンネル︑舞洲からは
夢舞大橋のみです︒テレビ
では夢洲は過去からフェニ
ックス計画による人工のゴ
ミの島であることを強調し
ているが︑我われ港湾を生
21

9.年賀
10.初詣
11.白朮詣
12.歳徳神
13.恵方
14.松の内
15.飾納
16.鏡開き

1.睦月
2.初鳥
3.御降
4.若水
5.初手水
6.大服茶
7.屠蘇
8.歯固

27

14

大阪交運共闘会議第

28

挨拶をする南議長

大阪万博 問題を残した
ままの開催は許されない

12

月１日︑自交会館に於
いて大阪交運共闘会議第
回定期総会が開催され︑阪
神支部からは代議員６名が
参加しました︒
開会の挨拶で堀川副議長
国(交労近畿 は)︑全国的に
災害に見舞われた年であ
り︑復興へ向けての活動の
報告とともに被災者に対
し︑心から哀悼の意を表し
ました︒また︑﹁労働組合
として各種補償や雇用保障
等を求める協力要請をおこ
ない最大限︑速やかに復旧
に努めなければならない﹂
と話されました︒
南議長︵阪神支部副委員
長︶からは︑﹁西日本での
記録的豪雨による警報が出
た際︑赤坂自民亭と称し酒
席に興じ︑豪雨災害の対策
本部設置よりも総裁選対策
を優先した安倍首相︒政治

27
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「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

