﹁日本港運協会に加盟して
いる事業者についてはスト
ライキを回避するよう中央
へ具申して頂ければと思っ
ています﹂と話されまし
た︒
続いて各支部から回答が
報告され︑﹁全体的に不満
が残る回答であるが︑交渉
権は各支部に委譲とする︒
しかし︑労働者あっての会
社であり︑歩み寄れる金額
を持ってくるように﹂と告
げて交渉を終えました︒

第２回
支部突き上げ交渉
４月８日大阪センターに
於いて第２回支部突き上げ
交渉が行われました︒
冒頭︑畠山委員長より︑
中央団交の状況と平日スト
ライキについての説明をさ
れました︒

「 第 ３１ 期 阪 神 支部 労 働 学校 」

師：西谷

（フリージャーナリスト）

次に河野書記長より各企
業の回答が読み上げられま
した︒最後に畠山委員長よ
り︑ストライキへの注意
と︑﹁物流業界が人手不足
の状況になっており︑募集
しても人が来ない時代にな
っているので︑しっかりと
考えていただきたい﹂と伝
え︑交渉を終えました︒

講

地 本春 闘 交 渉
︵ 回答 指 定 日︶
３月 日アートホテル大
阪ベイタワーに於いて関西
地本第２回統一集団交渉が
行われました︒
初めに関西地本大野委員
長より︑日本港運協会と全
国港湾の団交状況について
説明され︑﹁労働組合をあ
などるような発言があり︑
産別協定の中で確認してい
る事項について進展が無い
場合はストライキが行われ
る﹂と話されました︒
また︑﹁この春闘では港
湾・運送関係の労働人口が
減る中で︑魅力ある職場作
りをする為には︑労働条件
の改善が第一である﹂と強
く告げられました︒
次に畠山副委員長よりス
トライキについて補足され

文和

所：神戸市勤労会館

阪神支部

１−１２−２７
０６−６５７４−８４２４

０７８−３０３−０８００

第１回
支部突き上げ交渉

65

403・404号室

場

大阪市港区築港
18

１４時００分開始

１３時３０分受付

全港湾関西地方

３月 日大阪センターに
於いて第１回支部突き上げ
交渉が行われました︒初め
に畠山委員長より︑港湾関
係全体の人手不足の現状︑
港湾産別要求である 歳定
年延長について話され︑大
きい会社が率先して取り組
んで頂きたいと告げられま
した︒
次に︑河野書記長より各
企業の回答があり︑８時間
働けばまともな生活が出来
る環境を目指して更なる上
積み回答を要請し︑団体交
渉を終えました︒

程：６月８日(土)

日

２０１9．４．２３
ＮＯ．６２９ 号
平日ストライキについて注意喚起する畠山委員長

25

大
運
定昇
新 富 運 送
定昇1,000円
日本コンテナ輸送
定昇1,200円
菱 倉 運 輸
平均4,943円
日 本 高 速 輸 送
定昇700円
神港コンテナ輸送
定昇1,000円
日 本 運 送
定昇1,000円
三 郵 海 陸 運 輸
定昇1,000円+200円
三 信 運 輸
定昇1,000円
永 尾 運 送
勤続給1,200円
阪神海上コンテナ―運輸
定昇1,000円
大 洋 運 輸
組合平均5,742円
サン・トランスポート
勤続給1,500円
三 林 運 送
定昇1,000円
神 崎 運 輸
定昇1,000円
五 洋 港 運
定昇平均3,549円＋α
内外フォワーディング
定昇平均5,908円
天 神 運 輸 倉 庫
定昇1,200円＋α
日 本 包 装 運 輸
定昇平均4,335円
レ ッ ク ス
定昇4,086円
日 章 ト ラ ン ス
3,340円
阪神コンテナビジネス
定昇1,500円＋α
国際コンテナ輸送
一律1,400円
三 協 運 輸
定昇1,300円＋200円
日 本 郵 便 輸 送
平均2,496円
オーエスティ物流
定昇1,000円＋α
別府ポートサービス
定昇1,000円
後 藤 回 漕 店
一律2,400円
シ ン ケ ン
2,500円＋α
川﨑コンテナ運輸
勤続給1,000円
ジャパンエキスプレス
定昇平均4,240円
大阪シティフレイト 定昇1,000円＋1,600円
三井倉庫サプライ
平均3,180円
ト ー ル ウ ェ イ
定昇2,000円
谷 井 運 輸
定昇1,000円
大 阪 海 運
定昇1,000円＋α
川﨑ヘビーカーゴ
勤続給1,500円

２０１９．４．２３．ＮＯ．６２９号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

労働条件の改善で港湾・運送
を 魅 力 あ る 職 場 に ！1 9 春 闘
各社の回答金額(４月８日時点)

︿もつ人の心に
よりて宝とも仇
︵あだ︶ともな
るは黄金︵こが
ね︶なりけ
り﹀︒お金は持
っている人の心がけによっ
て良い味方にもなるし︑怖
い敵にもなりうる◆この昭
憲︵しょうけん︶皇太后の
歌を自著にひいて︑﹁しか
るに世間の人々は︑とかく
この金を悪用したがる﹂と
戒めたのが渋沢栄一である
︵﹁論語 と算盤︵そろば
ん︶﹂︶◆政府が新紙幣の
デザインを発表した︒１万
円札には︻日本の資本主義
の父︼といわれた実業家の
渋沢栄一が︑５千円札に津
田梅子︑千円札に北里柴三
郎が用いられ︑２０２４年
度から発行されるという◆
改元のお祝いムードに政府
が乗っかるような話題づく
り⁝などとつい勘ぐってし
まうのは︑お金の話でこち
らの心がねじ曲がっている
からだろうか◆へそ曲がり
でさらにいうと︑１万円札
の写真や 映像は﹁金権﹂
﹁拝金﹂といったイメージ
演出に使われやすい︒拝金
主義を憂い︑道徳と経済の
調和を説いた渋沢さんだけ
にお金にきれいな世となる
ことを願おう◆紙幣が変わ
ることにかこつけた詐欺に
も注意したい︒﹁とかく悪
用したがる﹂の嘆きはいま
なお尽きぬゆえ︒

間のストライキとなりま
す︒
全国港湾の糸谷委員長
は︑﹁多くの組合が３月中
旬に賃金回答を受けてお

業側が受諾を拒み︑依然
として産別賃金の回答に
応じる姿勢を見せない
中︑業側より中央港湾団

交の開催が求められ︑業側
が一体どんな回答をするか
が注目の的となりました︒
しかし︑業界側から出さ
れた回答は﹁産別賃金と事
前協議の問題は時間がかか
るため今春闘と切り離して
ほしい﹂というものでし
た︒そのため組合側より︑
﹁産別賃金の問題はすでに
４年程が経過している︒今
春闘の要求書も２月に出し
ている︒今更︑さらに時間
がかかるとはどういうこと
か？到底納得できない﹂と
して今後の対応を検討しま
した︒また︑産別賃金・独
禁法問題については︑全国
港湾よりこれまでの経緯を
まとめた文書﹁産別最低賃
金の要求に対する﹃統一回
答拒否﹄の問題について﹂
を業側全員に配布し︑解決

社会的責任を放棄した
常軌を逸した暴挙！！

業側に誠意無し！
一回答できない﹂というも
のでした︒
そのため交渉は再び決
裂︒４月７日︵日︶につ
いても始業時から 時間
の就労拒否・荷役阻止を
整然と実施することとな
った︒このままでは４月
日︵日︶︑ 日︵月︶
についても計 時間のス
トライキとなることが避
けられない情勢となって
きました︒
48 15

第 ５回 団 交
３月 日の日曜就労拒否
行動が整然とおこなわれた
後︑第５回目の中央港湾団
交が４月５日に開催されま
した︒業側からの申し出に
より交渉が開催となったた
め︑何らかの誠意ある修正
回答が示されるのではとの
期待もありましたが︑大変
遺憾なことに業側からの回
答は﹁産別制度賃金の対応
については独占禁止法に抵
触するおそれを完全に払拭
できないとの結論に至り統

第６回目の中央港湾団交
が４月 日に開催されまし
た︒４月９日の中央労働委
員会あっせんについては︑

中央労働委員会「あっせん案」を日港協が拒否

平日ストライキ突入！

48

19

日港協は不誠実な態度に固執

14

11

第 ６ 回 団 交 提 案 に検 討 の余 地 なし！

14

19

15

24

２月 日の要求書提出から始まった港湾産別春闘は︑
り︑物流業界全般で人手不
﹁事前協議違反﹂や﹁独禁法﹂問題で日本港運協会が異
足を懸念し思い切った回答
常なまでの不誠実な態度に固執し︑４月 日までに６回
が出されているというのに
の港湾団交を重ねるも︑かつてない様相を呈しています︒ 我々には回答がない︒話に
ならない﹂と訴え団交を打
第 ４回 団 交 譲ることができないたたかい
ち切りました︒ 春闘は︑
港湾産別制度の根幹が問わ
れており︑労働組合として
絶対に譲ることができない
たたかいです︒

31

24

31

11

29

第４回中央港湾団交が３
月 日開催され︑業側から
の修正回答を受けました︒
しかし︑その内容は︑人材
確保のために広報用動画を
作成するなどの２点のみで
あり︑春闘としての回答に
はまるでなっていませんで
した︒また︑産別賃金の回
答については４月９日に予
定されている中労委あっせ
ん期日までは何も回答でき
ないとの態度に終始したた
め︑組合側で検討した結
果︑日曜毎の反復での就労
拒否・荷役阻止行動につい
ては前回の通告通り実施す
ることとしました︒従って
３月 日から４月７日︑
日と日曜毎に始業時から
時間の就労拒否・荷役阻止
を整然と実施していくこ
と︒また︑上乗せ行動とし
て４月 日︵月︶始業時か
ら 時間のストライキ通告
をしました︒４月 日︑
日については合わせて 時
24 14
15

２０１９．４．２３．ＮＯ．６２９号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

を求めました︒
その後︑業側から﹁この
ままでは平行線で話
が進まない︒そのた
め業側として公正取
引委員会に意見を聞
きに行くこととした
い︒ただし︑意見を
聞くにあたって︑現
行の最賃部分の協定
を破棄させてほし
い﹂という産別最賃
協定の破棄提案がな
されたのです︒この
提案に対して︑組合
側より﹁最賃協定の
破棄などあり得な
い︒検討の余地は全
くない﹂と抗議︑４
月 日 ︵日︶ 時
間︑４月 日︵月︶
時間 のス ト ライ
キ︑計 時間のスト

ライキに突入するとして交
渉を打ち切りました︒

日本港運協会が産別最低賃金制度に関する、産別統
一回答に「独禁法」に抵触する恐れがあるとして、拒
否し続けている問題で、全国港湾は中央労委員会に判
断を求めていました。その結果、2月15日にあっせん
24
案が示され、4月9日の第3回目の「あっせん」に組合
14
側は受理しましたが、日本港運協会は拒否しました。
48
中央労働委員会が示したあっせん案は、「独占禁止
15
法上の問題とならない」とし、「労使双方は、産業別
最低賃金について、真摯に協議を行い、その解決に努
24
めること」としました。これに対し、日本港運協会は
「問題にならない」と判断したことに、中央労働委員
会が「独占禁止法上問題にならない」と言っても、中
央労働委員会自体がその言葉に責任はないと一蹴しま
した。(第5回中央港湾団交での回答)
これは、業界団体としての社会的責任を放棄した常
軌を逸した暴挙であり、許し難い事です。組合は、中
央労働委員会が示した「あっせん案」を公表し、社会
的に如何に異常な対応かを問うこととしました。
（全国港湾ホームページより）

﹁固定残業代

と

残業代請求﹂

Ａ．本来︑残業代はその月
の残業実績に基づいて毎月
計算されて支給されるもの
です︒ところが︑会社によ
っては実際の残業時間に関
係なく﹁残業代は固定で月
５万円を支払う﹂などと定
められていることがありま
す︒このような﹁固定残業
代﹂制度が有効となるため
には︑契約書や就業規則等
に明記する必要があ る上
︵給与明細に書いただけで
は足りません︶︑基本給額
と残業代額が区別でき︑残
業代額を計算できるように
なっていなければなりませ
ん︒
そして︑実際の労働時間
を基準に計算した残業代が
定額残業代を超えた場合に
は︑超えた部分の残業代を
請求することできます︒

Ｑ． 私の 会社で
は︑基本給に一定
額の ﹁固 定残業
代﹂が払われるよ
うになっていて︑
それ以外の残業代は払われ
ません︒
﹁固定残業代﹂分以上に
残業した場合に残業代を請
求できないのでしょうか︒

法律 Q & A

止して東京 区のような特
別区に再編する制度改革で
す︒都構想案の是非を問う
住民投票の実施には府・市
両議会で議決が必要です︒
維新は市議会で過半数を得
らませんでしたが︑都構想
案を作成する府市の法定協
議会で単独過半数を占める
こととなりました︒
維新代表の松井氏と維新
政調会長の吉村氏は選挙期
間中︑府と市が一体で進め
た２０２５年大阪万博の誘
致成功などの実績を強調
し︑府と市がバラバラにな
らないようにする仕組みを
作るのが都構想だと訴えま
した︒維新側は︑維新以外
のほとんどの政党が支援す
る相手を﹁野合﹂などと批
判︒松井・吉村両氏の知名
た事を考えず相変わらず使
いつぶしを行っている企業
や︑人を増やせず︑結果長
時間労働などでブラック化
している企業もあります︒
そのような労働環境は健
全とは程遠く︑離職で人が

度も生かし︑若者や無党派
層を意識した選挙戦を展開
して票を積みました︒
対し小西・柳本両氏は都
構想の議論に終止符を打つ
ビッグチャンスだと訴え︑
反維新として組織的な選挙
運動を展開︒維新以外の野
党も支援や支持を強調︒反
維新側は︑都構想への反対
やクロス選という選挙手法
への批判などの選挙戦を展
開︒維新の政治姿勢を厳し
く追及しましたが結果には
繋がりませんでした︒
選挙結果を受け︑維新は
さらに都構想実現へ﹁住民
投票﹂の準備を推し進めま
す︒大阪が都になり大阪市
を廃止し分割しすれば︑利
益相反関係を持つ︑あるい
は持っていた一部の者を除

負です︒一部企業には若者
に魅力を持ってもらうため
に労働条件の改善に着手し
ているところもあります︒
しかし︑ほとんどの中小企
業にはそこまでの余力がな
かったり︑端からそういっ

減り︑入っても続かないな
ど︑残った人の負担が増大
していく悪循環のループに
陥り︑企業として保てなく
なっていく︒そんな未来が
予想されます︒
我々労働組合は︑そのよ

けば少なくとも﹁都構想は
大阪市民にとって素晴らし
いものだ﹂と言う者など一
人も居ません︒
都構想はうわべ認識の一
般市民には何やら良さそう
に感じるものの︑中身をよ
く知る学者や有識者からす
れば︑大きな損害をもたら
すトンデモないモノなので
す︒こうした認識から一般
メディア上では出ない都構
想の実態と評価が各方面か
らもされてきました︒

大阪都構想の

行く末

都構想の実態やカジノが
及ぼす影響について研究
し︑﹁実情を市民全体が理
解し反対しなければならな
うな職場を改善し︑労働者
の生活を守り︑労働環境を
健全化することで企業と雇
用も守っていくために日々
の活動と学習を行うこと︒
そもそも労働組合の存在を
知らない︑間違った知識を
持っている労働者や若者に
対する宣伝行動を拡充し︑
苦しむ労働者をブラック企
業から救い出すこと︒ブラ
ック企業を根絶するための
運動を行っていくことが求
められています︒
４月も後半に差し掛か
り︑そろそろ新社会人の最
初の迷いや答えが出始めて
いるころかもしれません︒

い﹂と︑講演を繰り返す奈
良女子大学の中山 徹教授
の講義に私自身も幾度も参
加しましたが︑都構想の問
題点として常に訴えてこら
れたことがあります︒
①都構想は大阪市を解体
し権限・財源の多くを大阪
府に吸収させ︑市民へのサ
ービスを低下させるもの︒
②大阪都になれば︑政令
指定都市が有していた優秀
な教員確保のための採用や
研修の権限は喪失し︑同時
に学校設置運営に関わる学
校の条件整備はより劣化︑
さらに貧弱になっていく︒
③地域経済の視点からみ
ても大阪経済の衰退を招
き︑大阪の活性化は望めず
破綻への道を歩む︒
④都構想は図書館や博物
館︑文楽など大阪ばかりか
上方の文化を破壊する危険
性をはらみ︑これらの優れ
た文化・芸術・学問等の伝
統を断ち切る働きをする︒
⑤二重行政の解消効果は
単年度で２〜３億円程度︑
一方で都構想によって初期
費用６００億円︑ランニン
グ費用 億円／年が必要と
なり︑財政的に大きな赤字
の発生が懸念されます︒
つまり大阪都になれば︑
二重行政が減って赤字が減
るどころか︑かえって余計
な経費が莫大にかかって赤
字が増えるのです︒
生活サービスレベルの低
下で大阪そのものが衰退し

てしまう最悪の未来を訴え
ています︒
統一選挙前半戦の結果に
は大きな落胆と︑投票率に
おいても ％となった政治
無関心層がまだまだ多いこ
とに憤りを感じます︒
先日︑ネットニュースに
アメリカの経済学者の発言
が掲載され︑﹁日本の経済
の回復に一番必要なのは︑
あり得ないトリクルダウン
では無い︒何よりも国民全
体の賃金を底上げし生活の
安定とともに︑消費を上げ
させることが経済の活性化
につながり︑日本経済回復
への道である﹂としていま
した︒まさにその通りで︑
さらに言えば都構想やカジ
ノに回す莫大な財源を市民
の生活に必要な防災対策や
医療補助︑育児支援などに
使うべきです︒

この機関紙を組合員の皆
さんが手に取る頃には統一
地方選挙後半戦も行われ︑
さらなる動きが起きている
でしょう︒
また︑夏には参議院選挙
がひかえています︒国民主
導の安定的生活を取り戻す
ためにも無関心層を動かす
運動に力を入れ︑国民の意
思を無視した政治を変えさ
せなければなりません︒
書記次長
久保田 稔

未来を見据え
選挙に行こう

50

４月７日統一地方選挙前半戦

います︒また︑ブラック企
業ではないのか慎重に選択
していることでしょう︒そ
れでもみんながホワイト企
業で働けるわけではありま
せん︒ほとんどは出たとこ
勝負ならぬ入ったところ勝

23

新社会人よ労働組合を知り
企業とたたかう術を知ろう
手市場であると言われてい
ます︒実際︑募集をかけて
も応募がない︒内定を出し
ても辞退者が多いなど中小
企業で問題となってきてい
ます︒若者は当然より良い
賃金・労働条件を目指して

主張

51

49
49

ところが自民党や公明党
が推薦し︑﹁反維新﹂勢力
が支援する知事候補の無所
属で元府副知事の小西禎一
氏と︑市長候補の無所属で
元自民大阪市議の柳本顕氏
は敗れました︒
吉村氏は当選を決めた７
日夜﹁都構想への再挑戦に
踏み出していきたい﹂︑松
井氏は﹁都構想に反対の意
見も聴きながら丁寧に進め
たい﹂と述べました︒
投票率は知事選が
.
％︵前回
.％︶︑市長
選が
７
. ％︵ 同
.
％︶︒都構想は大阪市を廃
45
47

し︑﹁従業員の人権を踏み
にじるような全ての行為を
認識しつつも適切な対応を
せずに放置している企業﹂
ともいわれています︒
少子化で新卒就労者は年
々減少し︑就職活動は売り

52

ゴマカシ選挙論戦の
維新政治は許さない！

統一地方選挙前半戦が７
日に投開票されました︒
なかでも特に注目を集め
た大阪の知事・市長のダブ
ル選挙︒現職の知事と市長
が突然辞任して︑それぞれ
の立場を入れ替えての選挙
には皆が唖然とし︑その強
引な手法に話題が集まりま
した︒この選挙は事実上︑
都構想の﹁住民投票をする
か否かを決める﹂選挙であ
ったことは間違いありませ
ん︒いずれかの維新が落選
すればそれだけで住民投票
は事実上消滅させることが
出来たでしょう︒

就活生や新社会人の最も
気にするところは賃金︑労
働条件ではないでしょう
か︒世の中に﹁ブラック企
業﹂という言葉が定着して
はや幾年月︒２０１２年か
らは﹁ブラック企業大賞﹂
という不名誉な賞も誕生し
ました︒ 年には是正勧告
を受けたにもかかわらず２
度も過労自殺を出した電通
が受賞したことでも注目さ
れました︒
ブラック企業とは﹁若者
を大量に採用し︑過重労働
・違法労働・パワハラによ
って使いつぶし︑次々と離
職に追い込む企業﹂を指
16
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ＰＣ-18前での宣伝行動

18

23

いた木曜日とあ
って︑各所で複
雑かつ長蛇の列
が発生していま
したが︑多数の
ドライバーから
激励され︑ティ
ッシュ付きビラ
を快く受け取っ
ていただき︑瞬
く間にまき終え
ました︒
一方 ＫＩ ＣＴ
では︑昼休憩時
間に実入り搬出
入の受入れ業務
を行っている関
係で実入り搬出
入に目立った滞
留もなく︑空バ
ン返却の列が若
干並んでいる程
度でした︒ブロ
ックの若い仲間が縦横無尽
に動いてくれたおかげで︑
こちらも１時間足らずでテ
ィッシュ付きビラをまき終
える事が出来ました︒また
あわせて海コン部会のメン
ＰＣ18前での配布の様子
バーがマイクを握り︑改正
貨物自動車運送事業法の実
効性を目指す運動の働きか
けや︑海コン安全輸送にか
かわる阪神支部の運動の経
過について︒また︑時間外

ＫＩＣＴ待機場での配布の様子

労働条件の向上を

18

組織拡大宣伝行動

支部海コントラック部会
は３月 日︑組織拡大宣伝
行動を神戸地区で行いまし
た︒
14

IN
K
O
B
E

今年第１回目となる宣伝
は︑ ー とＫＩＣＴの２
か所で行い︑春から冬に逆
戻りしたような寒さの中
で︑途中若干の小
雨 もありました
が︑執行部・神戸
ブロックの仲間総
勢 名が宣伝行動
に参加しました︒
あらかじめ午前
中に︑神戸・大阪
で宣伝カーを使っ
た﹁流し宣伝﹂を
各 港頭地区で行
い︑午後から本格
的に宣伝行動を行
いました︒ ー
ターミナルでは︑
混雑が想定されて

分かるかな？

【問 題】
労働の規制が運送業は一般
則と比べて長く︑５年の猶
予期間があること︒加えて
海コン業界が重層的な産業
である事から発生する格差
問題などを訴え︑﹁職場問
題解決や労働条件向上︑労
働者の権利擁護のためにた
たかっている阪神支部に加
盟し︑共に頑張りましょ
う﹂と訴えました︒
海コン組織拡大宣伝行動
は︑春と秋の年２回行い︑
次回は大阪港での行動で
す︒私たちの行動が組織拡
大につながるよう︑運動の
幅を広げ︑さらに力を入れ
て頑張ります︒
書記次長
硲 富雄

ここに、１円玉・５円玉・１０円玉が全部で２０枚あります。
合計７０円にするには、１円玉・５円玉・１０円玉、それぞれ
何枚ずつになるでしょう？

６２８号の回答 「円周率」

１０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。

海コン組織拡大
宣伝行動が行われ
た同日︑神戸に待
望の宣伝カーが新
車で納車されまし
た︒
車両はトヨタハ
イエース をベー
スに︑ワイヤレス
マイク対応の利便
性と高性能スピー
カーを搭載し︑掲
示板をアルミ素材
にするなど軽量化
もはかりました︒

ＮＥＷ宣伝カー納車

土岐 直也・金島 真貴子（内外ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）、長野 雄二（大
運）、玉代勢 秀矢（全日検神戸）、西野 太基（ｼﾞｬﾊﾟﾝＥＸＰ）
６２９号の締め切り日は、５月１７日（金）です。
ふるってご応募ください。
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