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しました︒
最後に︑スムーズに対角
線交渉へ移行できるよう
に︑昨年実績以上︑分会が
納得できる金額回答を求
め︑第一回夏季一時金交渉
を終えました︒

「全港湾第９０回
定期全国大会」

◆日

時：９月１０日(火)
〜 ９月１２日(木)

◆場

所：ホテルシーパレスリゾート豊橋

した︒
２分会を除き対角線交渉
へ移行しましたが︑次回７
月８日の確認団交までには
更なる上積みと労働条件の
向上を求め︑第二回夏季一
時金交渉を終えました︒

11

全港湾関西地方

阪神支部
０６−６５７４−８４２４

０７８−３０３−０８００

第 一 回
一 時 金 交 渉
︵要求提出︶

「拡大分会代表者会議
春闘・一時金総括」

◆日 時：７月２４日(水)
１３時３０分開始

◆場 所：大阪港湾労働者福祉センター
交通状況になる︒警察から
ドライバーへコンテナの扉
の開閉を要求される可能性
があるので︑トラブルが起
こり得る状況になる﹂と注
意を呼びかけました︒
続いて︑河野書記長より
各企業の回答が発表されま

28

第 二 回
一 時 金 交 渉
︵ 回 答 指 定 日︶
６月 日︑大阪港湾労働
者福祉センターに於いて第
二回夏季一時金交渉が行わ
れました︒
畠山委員長より全国港湾
の小団交について説明され
ました︒
また︑Ｇ の状況につい
て再度詳しい説明がされ︑
﹁警察の警備が厳格になる
ため︑通勤や仕事が困難な

﹁防災の日﹂と
いえば関東大震
災の９月１日だ
が︑本当はその
日だ け では な
い︒鎮魂の祈り
をささげ︑災害への備えを
誓う日は列島にいくつもあ
る ︒﹁１・ ﹂ も﹁３・
﹂もそうだろう◆６月３
日︒ 人もの死者・行方不
明者を出した雲仙・普賢岳
の大火砕流から 年がたっ
た︒ 日もまた︑悲しい節
目の日となった︒大阪府北
部地震が起き︑通学中の女
児らが亡くなってちょうど
１年である︒女児は倒れて
きたブロック塀の下敷きに
なった︒つらくて重い教訓
が﹁６・ ﹂の日付には刻
まれている◆山を愛した随
筆家の串田孫一さんが︑エ
ッセー集﹁若き日の山﹂に
書いている︒﹁山の中で人
は蟻︵あ り︶のようにな
る﹂︒街の中にいるとつい
忘れがちだが︑人間は大き
な地球にしがみつくちっぽ
けな存在にすぎない◆大地
が揺れたとおののいても︑
地球にはしゃっくりくらい
のものだろう︒しゃっくり
がいきな り出るのと同じ
で︑地震の予知は難しい︒
アリのように視線を低くし
て︑身近な危険を取り除い
ていくほかあるまい◆１年
わずか３６５日︒悲しい節
目をこれ以上つくりたくな
い︒

43
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２０１９．７．８
ＮＯ．６３１ 号
６月３日に大阪港湾労働
者福祉センターに於いて第
一回夏季一時金交渉が行わ
れました︒
畠山委員長より情勢報告
と共に︑Ｇ の影響により
仕事が困難な交通状況にな
る説明と︑ 春闘の状況を
話されました︒
続いて︑河野書記長よ
り︑支部統一要求の説明が
あり︑誠実な団体交渉を求
めて各店社に要求書を提出

20

１−１２−２７

20

19

大
運
500, 000円＋ α
新 富 運 送
290,000円＋α
日本コンテナ輸送
１．９ヶ月
菱 倉 運 輸
２．２ヶ月
日 本 高 速 輸 送
555,100円
三 郵 海 陸 運 輸
478,000円＋α
大 洋 運 輸
410,261円
サン・トランスポート
428,750円
神 崎 運 輸
400,000円＋α
五 洋 港 運
420,669円＋α
内外フォワーディング
１．７ヶ月＋α
天 神 運 輸 倉 庫
311,000円
レ ッ ク ス
309,474円
日 章 ト ラ ン ス
396,900円
阪神コンテナビジネス
300,000円＋α
国際コンテナ輸送
１．９ヶ月
日 本 郵 便 輸 送
２．１５ヶ月＋α
オーエスティ物流
390,000円
後 藤 回 漕 店
650,000円
シ ン ケ ン
504,975円
ジャパンエキスプレス
１．７５ヶ月
三井倉庫サプライ
797,000円
谷 井 運 輸
355,000円＋α
阪神高速トール神戸
１．９ヶ月
大 阪 海 運
300,000円
名 阪 船 舶
386,250円

20

大阪市港区築港

６月20日時点

２０１９．７．８．ＮＯ．６３１号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

夏 季 一 時 金 交 渉
上積み回答と労働条件の向上を求める

第

回阪神支部労働学校

11

戦争はウソから始まる
真実を見抜く力を身につけよう

ュースにさらされる今だか
らこそ︑今回の講義で改め
てそのことを思い知らされ
ました︒今後も阪神支部の
活動を行っていくなかで平
和を守るためにも学習など
を通して団結して立ち向か
っていきましょう︒
執行委員
田中 英夫
竹内 政行

回労災職業病闘争学習交流会

の手口にあったような巧妙
な誘導や言い換えや問題の
すり替えに対して︑わたし
たちはＡ・Ｂだけではない
ＣやＤの考え方や︑真実を
見る力を学習で身につけな
くてはなりません︒
ＳＮＳで拡散されるフェ
イクニュース︑時には権力
者から出されるフェイクニ

第

より安全な職場環境の確保と
労災企業補償の拡充を

渉に対しての不透明感はま
すます膨れ上がるのではと
危惧されました︒
記念講演には関西労働者
安全センターの西野氏をお
招きし︑労災発生データと
企業補償を中心にお話をい
ただきました︒
労災発生案件の内分けで
は転落・墜落・転倒が非常
に多く︑保護帽の着用
と作業時の安定した足
場の設置の重要性を説
かれ﹁労働安全衛生法
にも見直すべき項目は
多い﹂と述べられまし
た︒
働き方改革について
は﹁高度プロフェッシ
ョナル制度では労働時
間規制から外れる労基
法上の労働者が生まれ
る事︒また産業医を選
任する必要がある企業
︵事業場 人以上︶に

対して︑中小企業を中心に
その義務を負わない企業が
圧倒的に多い事は大問題で
ある﹂と主張されました︒
地本労職対林委員長か
ら︑現在進められている労
災企業補償改定小委員会の
経過報告がされ﹁死亡から
後遺障害３級の４０００万
円が高いとは思わないとの
西野氏の見解も念頭に入れ
ながら︑４級以下の補償充
実に向けての交渉を継続し
ていく﹂と述べられまし
た︒
２日目には︑労災企業補
償交渉も含めた今後の活動
方針を決定し︑各支部との
交流・連携を深め︑非常に
意義のある学習会でした︒
８月 日から行われる地
本定期大会で︑労職対とし
ての活動報告と議案提案を
行い︑今後の活動発展につ
なげたいと思います︒
執行委員
入江 友規

藤崎書記長より春闘経過報告

スーダンに派兵された自衛
隊について︑国民への情報
操作と隠ぺいがありまし
た︒ジュバでの自衛隊の宿
営地は︑政府軍と反政府軍
にはさまれた場所で︑頭上
を砲弾が飛び交う危険な地
域と化しましたが︑政府は
その事実をひた隠しにし︑
自衛隊は非戦闘地域での活
動を行っているとしまし
た︒

６月 日午後より２日間
にわたり六甲保養荘に於い
て関西地本第 回労災職業
病闘争学習交流集会が開催
され︑総勢 名が出席し︑
阪神支部からは労職対委員
９名が参加しました︒
開会あいさつで関西地本
労職対浦田副委員長から
﹁国民の平均寿命が年々伸
び︑医療も日々進歩してい
る中で︑人生１００年時代
が近い将来やってくるであ
ろう﹂と述べられ︑﹁年金
２０００万円不足問題﹂の
現実が突き付けられた今︑
参議院選挙での打倒安倍政
権を目指した野党共闘の重
要性を説かれました︒
また︑関西地本藤崎書記
長から︑港湾春闘は未だ解
決していない事︑合わせて
日本港運協会総会に於いて
久保会長が再任したとの報
告がなされ︑今後の労使交

50

41

31

６月８日︑神戸市勤労会
館に於いて執行部・分会あ
わせて 名が参加し︑第
回支部労働学校を開催しま
した︒

行われます︒ベトナム北
爆︑イラク戦争もウソでは
じめられ︑９・ のテロの
後に流された少女によるウ
ソの証言など︑権力者によ
って行われる情報操作で︑
兵器を売って儲けるために
大義名分を作り出して戦争
をはじめ︑ウソが発覚した
のは戦争が終わってからで
した︒
日本では２０１６年の南

また政府は︑戦闘での被
害者は出ていないと公表し
ていますが︑自殺者２名︑
傷病死者１名︑精神障害者
は初診・再診合わせて２１
５名にのぼります︒特に注
目すべきは傷病死者１名
で︑実際には被弾したので
はないでしょうか︒昼夜問
わず砲弾が飛び交う異常な
経験したことで︑帰還後も
鬱やＰＴＳＤに苦しむ自衛
官もいますが︑国民や家族
への説明は行われません︒
映像や説明から︑戦場の
リアルさを感じ取り︑戦争
がいかに愚かな行いかを痛
感しました︒
メディア操作はそれだけ
ではありません︒芸能ニュ
ース︑どうでも良い議員の
お金の使い方などのゴシッ
プばかりが報道され︑共謀
罪・安保法制︵戦争法︶を
通過させ︑集団的自衛権で
戦争への参加を可能にし︑
憲法９条を形骸化すること
でアメリカの戦争に加担し
ようとしています︒
国民感情を操作する方法
は他にもあります︒ブッシ
ュ大統領は９・ テロ発生
時にＡ ア
：メリカにつくの
かＢ テ
：ロリストにつくの
かを問いました︒安倍首相
は辺野古基地移設問題で
Ａ 普
：天間をそのまま使う
のかＢ 辺
：野古に移転する
のかを問いました︒権力者
は２つの選択肢を提示して
答えを誘導します︒ナチス

28

41

14

西谷文和さん

31

31

97

講師にフリージャーナリ
ストの西谷文和氏を招いて
﹁戦争のリアルとアベ政治
のウソ〜今こそ平和憲法の
輸出を〜﹂と題してイラク
・シリアの中東情勢︑メデ
ィアと戦争の関係など西谷
さんが自らの足で取材して
きた映像を使い︑分かりや
すく講義していただきまし
た︒
西谷さんは報道番組にも
出演されていますが︑テレ
ビでは制約があります︒関
西は比較的報道の自由があ
りますが︑関東では政府の
チェックやクレームが入る
ため︑政府に批判的な報道
が行われにくく︑そのよう
な発言をしたキャスターは
降板させられるといったこ
とも話されました︒
戦争はウソではじまりま
す︒宗教や領土問題は口実
で︑戦争はお金になるから

平和を守る政治への変換のために団結ガンバロー！

２０１９．７．８．ＮＯ．６３１号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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第

回全国青年対策交流会議

てこの３日間しっかり学ん
でいただきたい﹂と話され
ました︒
続いて東北地方青年部の
井坂部長より﹁今回の全国
青対の開催地に手を上げさ
せてもらったのは２つの理
由がある︒１つはこの全国
青対は年々開催が危ぶまれ
るようになってきた︒全国
青対に参加することがすご
くいい経験になるし︑全国
に仲間ができる︒この様な
良い集まりを無くしたくな
いという思いから︒２つ目
は福島の現状はみなさんが
思っているほど変わってい

ないというのを見ていただ
きたい︒そして皆さんが地
元に帰って伝えてほしい﹂
と挨拶がありました︒
その後の分散会では﹃組
合を抜きにして原発は必要
か不要か﹄というテーマで
各班ごとに討論しました︒
私の班では７人中６人が不
要︑１人が必要という結果
でした︒出された意見とし
ては﹁太陽光や風力などの
自然エネルギーにシフトす
るべき﹂﹁資源のない日本
にとって原子力は夢のエネ
ルギーだと理解はできるが
リスクが大きすぎる﹂﹁今
現在︑原発関連の仕事をし
ているので原発がなくなれ
ば生活が困窮するかもしれ
ない﹂などがありました︒

らむばかりで︑私たちの生
活や経済に好影響を及ぼす
ことはありません︒大企業
のもうけを増やせば︑賃金
や雇用が増えるというトリ
クルダウン︵したたり落ち
るの意︒富める者が富め

ば︑貧しい者にも自然に富
が浸透する︑という考え
方︒富裕層や大企業を優遇
する政策をとって経済活動
を活性化させれば︑富が低
所得者層に向かって流れ落
ち︑国民全体の利益にな

未 だ 復 興が 進 ま な い

福島を 視察
２日目はフィールドワー
クとして原発事故の被災地
を実際に見て回りました︒
途中の高速道路上に放射線
量計が設置されていたり︑
道路脇に汚染土壌の仮置き
場があったりと物々しい雰
囲気がありました︒
避難指示解除準備区域で
ある富岡町では道路を一本
隔てただけで住める地域住
めない地域に分けられてい
る現状を目の当たりにしま
した︒また︑住める住めな
いだけではなく補償の有無
についても大きな差がある
と聞き︑住人同士の確執す
る︑とする︶のシナリオ
は︑いつまでたっても﹁絵
に描いた餅﹂です︒
むしろ経済悪化が現実の
ものになっている時に︑５
兆円もの増税を国民に押し
付けることは︑無謀という

他ありません︒
﹁骨太の方針﹂や︑それ
と一体で閣議決定された
﹁成長戦略実行計画﹂は相
も変わらず大企業のもうけ
優先の政策が盛りだくさん
です︒

社会保障の大改悪！
消費税増税の意義は？
の危険はごまかせません︒
７度目となる﹁骨太の方
針﹂は︑あくまで消費税増
税を強行する姿勢を鮮明に
しました︒
アベノミクス以降︑大企
業が儲けても内部留保が膨

主張

気に乗り出そうと企ててい
ます︒
いまでも高すぎる国民健
康保険料の引き上げに拍車
をかける仕組みの強化も明
確にしています︒国民に犠
牲を強いる﹁骨太の方針﹂

65

目指そう！脱原発

安倍政権が﹁経済財政運
営と改革の基本方針 骨(太
の方針 ２)０１９﹂を閣議
決定しました︒ 月から消
費税率を ％へ引き上げる
ことを明記するとともに︑
暮らしを支える社会保障費
を圧縮する方針も堅持して
います︒
目前の参院選を意識し︑
医療や介護の負担増を露骨
に迫る表現を避けたもの
の︑選挙後に﹁重点的に取
り組む﹂課題として位置付
けています︒
参院選では国民の目をご
まかして︑選挙が終われ
ば︑社会保障の大改悪に一
10

22

22

10

６月１日から３日にかけ
て福島県小名浜オーシャン
ホテルに於いて第 回全国
青年対策交流会議が総勢
名で開催されました︒阪神
支部からは２名が参加しま
した︒
開会式で鈴木中央副委員
長より﹁全港湾を作り上げ
たのは青年たちであり︑そ
の後を継ぐ第３世代︑第４
世代に意思継承していくた
めに青年部ができた︒みな
さんがこの組織をより良い
ものにするためにその意思
を継承する入口となるのが
全国青対であると自覚をし

２０１９．７．８．ＮＯ．６３１号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

ら生んでしまっているので
はないかと感じました︒
全線開通した国道６号線
を北へ走り︑延々と続く人
が住めなくなった街を通り
抜けると︑海辺の方向に福
島第一原子力発電所が見え
てきました︒あの小さな場
所で爆発事故が起きただけ
でこんなにも広範囲に影響
を及ぼし︑人が住むことが
できなくなったのかと考え
ると心底恐ろしい気持ちに
なりました︒
その後の分散会では﹃実
際にフィールドワークに参
加してどう感じたか︑前日
と意見は変わったか﹄をテ
ーマに討論しました︒出さ
れた意見として﹁山や川に
放射能が多くあってすごく
恐い﹂﹁道路一本で区切ら
消費税に頼らず︑大もう
けして内部留保をため込む
大企業や富裕層に応分の負
担を求めるとともに︑大型
開発や米軍への﹁思いや
り﹂予算︑米国製兵器の
﹁爆買い﹂などをやめて︑
暮らしを支える予算を確保
すべきです︒それこそが︑
日本経済を再生させる道で
す︒
消費税増税と社会保障改
悪の安倍政治にストップを
かけ︑国民が暮らしに希望
を持てる政治に切り替える
時です︒
参院選での有権者の審判
がいよいよ重要です︒

れていて何が違うのかと疑
問を感じた﹂﹁テレビなど
のメディアでは原発事故は
収束した︑福島は復興した
と良いニュースが多いが実
際はまだ何も終わっていな
かった﹂﹁放射能は目に見
えないので恐い﹂﹁現状を
見たら賛成とは言えない︒
有るよりかは無いほうがい
い︒そもそも原発を置いた
のが間違いだった﹂などが
あり７人中７人が不要とい
う結果になりました︒
最後に﹃福島の現状を見
て今後の脱原発運動にどう
取り組むべきか﹄というテ
ーマでまとめを行いまし
た︒﹁原発事故は福島だけ
に限ったことではなく全国
どこでも起こりうる事であ
り︑東北地方だけが反対運
動を行うのではなく全国の
青年部が一丸となって取り
組むべき問題である︒福島
連帯キャラバンに参加する
など︑各地方各支部で原発
問題に取り組むことで青年
部としての底上げに繋がる
のではないか﹂とし︑３日
目に発表を行いました︒各
班の発表の中で﹁福島連帯
キャラバンに参加するこ
と﹂﹁選挙に行って政治か
ら変えていこう﹂という意
見が多く出されました︒
総括で鈴木副委員長より
﹁この３日間みなさんを見
ていて感じたことがある︒
それは人として︑国民とし
て︑全港湾の組合員として

１日目よりも格段にスキル
アップしている︒これを地
元に持ち帰って必ず反映し
て下さい︒最後に︑脱原発
キャラバンは福島に来なく
てもできる︒全国の青年部
が一斉に立ち上がって各地
方で福島に連帯する脱原発
キャラバンを展開する手も
ある︒一つの目的に向かっ
てみんなで取り組むことが
福島を孤立させないことで
ある﹂と話され︑脱原発運
動や沖縄基地問題など現地
に足を運ぶことが一番良い
事だと思っていた私にとっ
て目からウロコでした︒
神戸や大阪には原発はあ
りませんが︑近隣の県にあ
る原発が事故を起こした場
合︑甚大な被害を受ける可
能性があり︑全く他人事で
はありません︒関西地方青
年部や阪神支部青年部とし
ても福島に連帯した取り組
みができないか話し合いた
いと思います︒
３日間を通して非常に貴
重な体験ができ︑青年部と
しての存在意義も確認でき
ました︒今回の経験を活か
せられるように今後の活動
に取り組みたいと思いま
す︒最後になりましたが︑
東北地方青年部の団結力に
は本当に感銘を受けまし
た︒素晴らしい運営をして
いただきありがとうござい
ました︒
青年部部長 篠崎 謙悟
︵菱倉運輸分会︶

８＝２８８

７＝２３８

６＝１９２

５＝１５０

４＝１１２

さて、○に入るのは何でしょう？
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６３０号の回答

「 美術 」

６３１号の締め切り日は、８月１日（木）です。
ふるってご応募ください。

してほしいことを提案︒ま
た２０２０年に開催される
オリンピック・パラリンピ
ック時の渋滞問題について
も安全に業務が出来るよう
依頼しました︒午後からの
厚労省への要請行動では︑
改善基準告示違反が多い
中︑﹁監査官を増員し対応
してもらいたい﹂﹁働き方
関連法が施行されたが︑対
応で社会が混乱しているよ
うに思う﹂等の意見や要望
が出されました︒行政側か
らは労働者の働く環境や生
活の向上に向けて今後も意
見交換を行いたいとの回答
にとどまりました︒
副委員長
松本 栄二

１４名の方から応募があり、全員正解でした。抽選の結果、以
下５人の方にＱＵＯカードを進呈します。

回沖縄平和行進

９＝３４２

動方針を補強する年度にあ
たるので各地方に持ち帰り
補強案を検討していただき
たい﹂と述べられました︒
続いて︑北海道から沖縄ま
で各地本からの報告がさ
れ︑関西地本としては︑５
月 日に行った運輸局・労
働局の要請行動と︑阪神支
部が５月 日に行った整備
局への要請行動を報告し︑
あわせて海コンの横転事故
の実例・宣伝行動の取り組
みも報告しました︒
翌日は︑午前に参議院会
館で国交省へ要請行動を行
い︑要請書に対する質疑で
はフレキシブルバッグにつ
いて︑再度安全会議で議論

上田周一（大運）、殿本康二（三林）、
田原 宏・山本和慶（ジャパンEXP）
玉代勢秀矢（全日検神戸）

せん︒そのようなことを考
える機会となった平和行進
は︑私にとって大変意味深
いものとなりました︒
内外フォワーディング
分会
古川 泰礼

【問 題】

第

19

％が沖縄に

70

米軍基地の

全国から平和行進に参加した青年層

集中している異常

ー氏が当選した事︑続く県
民投票で﹁辺野古埋め立て
反対﹂が多数を占めたこと
で沖縄の民意はあきらかで
す︒しかし︑政府は日本全
体の問題として真摯に取り
組んでいるようには思えま

第２回中央

海コン・トラック・バス合同会議
の３名︑交運労協より松谷
氏また各地方より 名の参
加で第２回中央海コン・ト
ラック・バス合同会議が開

分かるかな？

催されました︒
はじめに中央本部から︑
前回国交省から要請があっ
たドライバーアンケートに
ついて︑全国で４５２件の
集約ができたことが報告さ
れました︒
あいさつでは﹁４月より
働き方関連法が施行された
が︑改善基準告示において
は強制力が無いことを含め
法制化することを求めてい
かなければならない﹂と
し︑昨年末に改正された貨
物自動車運送事業法にもふ
れ﹁本当に実効性のあるも
のにしていかなければなら
ない﹂と述べられました︒
討議事項では﹁本年は運

３＝○

20

基地反対の集会
６月５日・６日︑日港福
会館に於いて︑中央本部よ
り３名︑阪神支部からは畠
山委員長・南副委員長と私

基地も核も戦争もいらない

70
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17

５月 日から 日に開催
された沖縄平和行進に初め
て参加しました︒
平和行進に参加するにあ
たり︑関西地本主催の事前
学習会に臨み︑沖縄戦︑辺
野古新基地計画︑日米地位

協定等の現状報告があり︑
目を通しましたが︑どうし
ても遠い果ての地の出来事
という印象を受けました︒
いざ沖縄入りし実際に行
進して︑平和行進に携わっ
た関係者の協力・尽力によ
って実現できて
いるものだと痛
感しました︒
行進 する 中
で︑日本の米軍
基地の ％が沖
縄に集中してい
る事態が戦後
年以上続いてい
ることに違和感
を覚えました︒
また︑県知事
選挙で﹁米軍普
天間基地の辺野
古移設反対﹂を
掲げた玉城デニ
24

２０１９．７．８．ＮＯ．６３１号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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