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︒

作成している分会は奮ってご応募願います。

出

併せて機関紙コンクールも開催します。

０６−６５７４−８４２４

提

◆日程：２０２０年１月１８日（土）
〜１月１９日（日）
◆場所：神戸ホテル フルーツフラワー
--------------------------------------

求

た︒
畠山委員長より﹁長時間
労働﹂﹁標準運賃﹂の問題
について話され﹁運転手の
取り合いが露骨
に起きている業
界である︒阪神
支部関連ではそ
のようなことが
無いように﹂と
注意を呼びかけ
ました︒
続いて河野書
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
支給するために
は︑月末までに
妥結へ向けて分
会と十分に協議

下記日程で春闘討論集会を開催します。

要

者にとって厳しい時代に突
入しているので︑そのあた
りの事情を汲み取り︑昨年
実績以上の回答をしていた
だきたいと話されました︒
また︑入江書記次長より
労災企業保障の改定に関し
て︑小委員会の経緯報告と
協定内容の変更点の説明が
され︑年内には協定書に調
印して提出するよう求めま
した︒
最後に︑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︒

回 答 指 定 日
月 日︑第二回支部統
一集団交渉が行われまし

阪神支部2020年春闘討論集会
＆「機関紙コンクール」

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︒
畠山委員長による情勢報
告があり︑﹁他産業では収
支が上下する中で︑運輸産
業全般に於いては︑労働者
の労働条件を確保する観点
から収支を度外視し︑賃上
げ出来るよう頑張っていた
だきたい﹂と呼びかけまし
た︒
次に︑河野書記長より統
一要求の説明があり︑労働

旅先で一汗か
いた寅さんがお
にぎりを食べな
がら言う︒﹁労
働者ってのは︑
毎日うまい飯を
食ってる のかもしれねえ
な﹂︒映 画﹁男はつらい
よ﹂のせりふを語録集から
引いた◆おにぎりでもラー
メンでも︑仕事でぐったり
と疲れたあとに思わず口か
ら出てくる﹁うまい！﹂は
すき腹にしみて格別だろう
◆⁝と︑思える人はいい︒
﹁仕事がしんどい﹂うえに
﹁職場がしんどい﹂という
人には︑味どころか食事そ
のものがのどを通らぬ日さ
えあるに違いない︒国の審
議会が職場でのパワハラに
あたる具体例をまとめた◆
物を投げ つける︒無視す
る︒どれも子どもに言い聞
かすような内容だが︑ご丁
寧にも﹁誤ってぶつかる﹂
などパワハラに該当しない
例も記される︒加害者や企
業の言い逃れの例にしては
ならない◆明らかになった
トヨタ自動車での労災事案
では︑自殺をした 歳の男
性社員が上司から﹁ばか﹂
﹁あほ﹂ ﹁死んだ方がい
い﹂などの暴言を受けてい
たという◆﹁仕事のつらさ
を分かち合ってね︑働く喜
びを知る︒職場の仲間って
えのは︑そのためにいるん
じゃねえか︒労働者諸君﹂
と
--寅さんをまねてみる︒

28

19

１−１２−２７

12

10

540, 000円＋ α
290,000円＋α
２．０ヶ月
２．２６ヶ月
573,818円
528,000円＋α
418,909円
431,863円
400,000円＋α
555,901円＋α
１．９ヶ月＋α
390,000円
１．７ヶ月
404,697円
398,300円
300,000円＋α
１．９５ヶ月
２．１５ヶ月
410,000円
655,000円
596,358円
785,600円
355,000円＋α
１．９ヶ月
360,000円
450,625円

11

２０１９．１２．９
ＮＯ．６３５ 号

全港湾関西地方
11

11月19日時点

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
神戸フェリーセンター
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
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

２０１９．１２．９．ＮＯ．６３５号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

24

・３大阪総がかり集会＆神戸憲法集会

27

月３日﹁輝け憲
法！いかそう９条！
・３おおさか総が
かり集会﹂が扇町公
園で行われ︑阪神支
部から７名が参加
し︑全体で１２００
名が集まりました︒
音楽の演奏や朝鮮
学校の舞踊が会場を
盛り上げ︑スペシャ
ルゲストとして京都
大学大学院法学研究
科教授の高山佳奈子
11

９条改憲NO！の大コール
11
で各事業者の﹁ホワイト
経営﹂の見える化をすす
める検討会を設置し︑労
働生産性の向上︑多様な
人材の確保︑取引環境の
適正化を進めていくと話
されました︒
次に︑厚労省労働基準
局監督課から城氏を招き
﹁働き方改革関連法に基
づく自動車運転者の取り
巻く状況﹂と題し︑学習
会を行いました︒いかに
ドライバー職が一般職に
比べて労働時間が長く︑
低賃金で働いているかを
分かりやすく表で説明し
ていただき︑﹁ガイドラ
インを設け改善に向けて

周知徹底を図っていく﹂
と述べられました︒その
後︑参加者全体で意見交
換を行いました︒
二日目は全体で現状報
告や問題点を出し合い︑
阪神支部からは高齢者の
事故が多発していること
にふれ︑﹁定年延長を求
めていく中で具体的に有
給休暇の増加・適性検査
の実施等︑働き方にあわ
せた取り組みが必要では
ない か ﹂ と提 案 し ま し
た︒続けて国交省自動車
貨物課の伊地知氏から︑
改正貨物運送約款につい
て適 正 料 金の 進 捗 状 況
や︑今後の課題・対策︑
また貨物自動車事業法の
適正化をいかに実効性の
ある も の にし て い く か

さんから﹁安倍政治を退陣
に追い込むには︑立憲勢力
を伸展させることが重要で
あり︑市民と野党の協力が
大切である﹂と訴えられま
した︒また︑﹁日韓市民の
連帯で︑東アジアに平和を
！﹂﹁辺野古に新基地はい
らない！﹂﹁核兵器禁止条
約を批准しよう！﹂など多
彩な分野からのスピーチが
あり︑﹁９条改憲ＮＯ！﹂
の全体のコールで改憲反対
の決意を新たにしました︒
同日︑神戸市勤労会館大
ホールで﹁日本国憲法公布
周年神戸憲法集会﹂が開
催され︑阪神支部から８

等︑これからの取り組み
の報告がされました︒
各地方からの活動報告
が行われ︑関東からは２
０２０オリ・パラリンピ
ックに伴う交通規制につ
いて警察と意見交換会を
行ったことや︑女性ドラ
イバーが急増するなか︑
新たな問題が発生してい
るとの報告︒名古屋では
白ナンバーのトラックが
増加していることや︑Ｒ
ＴＧの自動化についてト
ラックの進入方法等を港
湾局と意見交換及び要請
をおこなったこと︒関西
は近畿整備局への要請行
動︒海コンの陸上輸送に
おける安全連絡会議の開
催︒阪神国際港湾 株
( と
)
のコンパス導入について

名︑全体で５５０人を超え
る参加者が集いました︒
記念講演で琉球大学在職
中より基地問題をはじめ︑
沖縄の様々な運動に積極的
に関わり︑現在も各地で講
演を行う関西大学法学部教
授の高作正博さんを迎え︑
﹁２０１９年参院選
後の政治状況と改憲
の行方﹂のテーマで
講演され︑﹁私たち
の市民運動が主であ
る︒選挙だけが民主
主義ではなく︑選挙
が無い時こそ論点の
掘り起こしが必要で
﹃争点の地方化﹄︑

鈴木 大介

日常の政治的活動が重要で
ある︒市民運動こそ主役︑
集会やデモのある暮らし︑
﹃デモクラシー！﹄﹂と関
西ならではの表現で締めく
くりました︒

執行委員

の意見交換︒トラック部
門では懇話会︒バス部門
では労働環境の問題点等
について報告しました︒
中央本部から来春闘時
に行う要請文 案
( が
)出さ
れ︑各地方に持ち帰り検
討するよう指示があり︑
﹁トラック労働者の実態
調査を各地方に発信して
いるが︑その調査結果を
踏まえて来春闘では具体
的に労働環境の改善・賃
上げ 等 を 示し て い き た
い﹂とし合同会議を終了
しました︒
会議を通して︑労働組
合の取り組むべき意義と
改善すべき問題が山積し
ていることを感じさせら
れました︒
副委員長 松本 栄二

関西大学 高作正博教授

辺 野 古に 基 地 はい ら な い ！
９ 条改 憲 Ｎ Ｏ ！

12

中央トラック・海コン・バス部会
月 ・ 日︑ 日港 福
会館において中央執行委
員３名・地本代表 名の
参加で第一回トラック・
海コン・バス合同会議が
開催されました︒
一日目は︑交運労協事
務局次長である慶島氏に
よる﹁ホワイト経営﹂に
ついて講義していただき
ました︒運輸産業への時
間外労働上限規制の導入
について︑﹁労働者側か
らの意見を運送業種別に
集約し︑改善基準告示の
拘束時間を現行の３５１
６時間から︑今後見直し
することを要請した﹂と
報告されました︒その上
11

15

トラック・海コン部会 組織拡大宣伝行動

次回に向けての意見が何点
かあがっています︒阪神支
部の取り組みすべてに言え
る事ですが︑一つひとつの
行動の内容が濃く︑組織全
体が発展していくために
も︑組合員からの色々な意
見が必要なのではないでし
ょうか︒組織拡大・強化は
年間を通して取り組んでい
ますが︑組合員は減少傾向
にあります︒運輸業界をは
じめ︑労働者の労働環境改
善に向けての運動を大きく
飛躍させていくには一人で
も多くの仲間を増やすこと
が必要です︒
来春は神戸での宣伝行動
予定となっており︑今後も
海コン部会のメンバーを中
心に組織拡大・強化に取り
組んでいきます︒
書記次長
入江 友規

11

11

11

数の強化に邁進！

月 日︑夢洲ＤＩＣＴ
前にて阪神支部海コン部会
組織拡大宣伝行動を行いま
した︒
宣伝カー３台を配置し︑
執行部と大阪ブロック員併
せて 名が参加しました︒
ビラ配布の効率化を考え
午後からの行動となってい
ましたが︑当日の待機車両
は予想したほど多くありま
せんでした︒通行する海コ
ンドライバーからは﹁ご苦
労様です﹂と労いの言葉も
あり︑参加者も笑顔で加入
を訴えるなど手ごたえを感
じました︒ＤＩＣＴでのビ
ラの配布と同時に︑南港Ｃ
８-前の待機場でも宣伝行
動を行いました︒また︑海
コン部会のメンバーが自ら
考えた原稿をそれぞれがマ
イク宣伝するなど︑インパ
クトが残る行動にな
ったと思います︒
業界に対する問題
提起や改善の必要性
をそれぞれの言葉で
訴えながら︑阪神支
部の数の力の強化に
繋げなければなりま
せん︒
当日は事故や怪我
もなく宣伝行動を無
事 に終 える事 がで
き︑総括会議の中で
も︑行動の反省点と
宣伝カー３台を配置しマイク宣伝

２０１９．１２．９．ＮＯ．６３５号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

73

10

22

10

15

・台湾からビデオメッセー
ジがあり︑全国カジノ賭博
場設置反対全国連絡会協議
会 新 里宏 二 代表 ︵ 弁 護
士︶から連帯のあいさつが
され︑あかん！カジノ女性
アピールの藤永のぶよさん
は﹁来年はカジノを許さな
いたたかいのヤマ場︒集い
や宣伝︑署名に取り組み︑
カジノはいらない！の声で
圧倒しましょう﹂と呼びか
けました︒
集会後︑５００人が参加
して扇町公園までパレー
ド︒﹁カジノをやめて福祉
にまわせ﹂などのシュプレ
ヒコールに沿道の反応も良
く︑声援も飛び交うパレー
ドとなりました︒
書記次長
久保田 稔

を発信していきたい﹂と決
意を述べられました︒
望月さんは﹁今回の講演
会をきっかけに今まであま
り政治に興味がなかった人
や︑若年層の人たちに政治
を考えてもらえるきっかけ
にしてもらいたい﹂と思い
を語られました︒
望月さんは官邸会見で菅
官房長官に森友・加計疑惑
について政府はいまだに︑
国民に説明責任を果たして
いないため︑政府が聞かれ

権力に 負けな い記者 望 月衣塑 子さん

権力の監視︑戦争をさせない！

・考える会の中野雅司さん
が提案しました︒﹁カジノ
に反対する和歌山﹂畑中代
表や︑北海道・横浜・長崎

リレートークで登壇した関西地本 大野委員長
月 日︑神戸市勤労会
館大ホールに於いてサンテ
レビジョン労組と兵庫労連
の共催による東京新聞社会
部記者 望月衣塑子さん講
演会﹁記者から見た安倍政
権 メディア規制・表現の
自由﹂が開催されました︒
約４５０名の参加がありホ
ールは満員となりました︒
サンテレビジョン労組の
花田委員長より開会のあい
さつがあり﹁地元兵庫のマ
スコミとして︑必要な情報
11

カジノあかん！夢洲あぶない！ ・ 市民集会

22

カジノを阻止して
安心・安全な大阪を！
10

10

22

する市民の会など 団体が
参加︒環境問題の学習も行
いながら︑幅広い結集とな
りました︒
呼びかけ人を代表して平
松邦夫元大阪市長は﹁数さ
えあれば何でもできるとい
う風潮が広がる中︑あきら
めずに立ち上がろう﹂と開
会あいさつされました︒
大学教授などの有識者か
ら︑夢洲の現状を視察した
際のゴミ埋め立て地の１区
から︑万博予定地の２区へ

汚染水が間欠泉のよう
に送り込まれるビデオ
での報告や︑南海トラ
フ地震で想定される夢
洲の被害についての講
演がされました︒
リレ ート ーク では
﹁依存症は子どもや親
など多くの人を不幸に
まき込む﹂︒﹁依存症
は社会の問題︒私は社
会に積極的にかかわる
医師になりたい︿医学
生﹀﹂﹁カジノは中小
業者を疲弊させ経済と
まち・くらしを破壊す
る﹂﹁夢洲は渡り鳥の
楽園︿自然環境保全協会会
員﹀﹂﹁標的は日本人︒大
阪周辺の一般人だ﹂など
人が発言︒関西地本の大野
委員長もリレートークに参
加され﹁カジノは賭博場で
あり︑暴力団も関与︒依存
症や多重債務者も増える︒
何よりも臨港地区は我われ
港湾労働者が日常業務を生
業とする職域である︒港湾
労働者の安心安全な職場環
境を守るためにも断固反対
する﹂と訴えました︒
大阪府・市が︑本来事業
者が行うべき環境アセスメ
ントを来年２月︑前倒しで
肩代わりしようとする中︑
﹁夢洲が危険だと周知でき
れば流れが変わる︒その手
段の一つの﹃市民が望む環
境アセスメント﹄で経産省
や万博協会などへ働きかけ
を強めよう﹂と大阪を知り

て困る鋭い質問を投げかけ
ていました︒しかし︑菅官
房長官からは︑事実に基づ
かない質問と言われるな
ど︑取材に基づき質問して
いるにも関わらず︑政府は
まともに回答しようとはし
ませんでした︒
また︑それにより一年半
以上続く会見での妨害を受
けてきました︒２０１７年
８月には官邸報道室から
﹁望月の質問だけは制限し
たい﹂との圧力をかけら
れ︑他の記者が４〜５問質
問ができるところ１問だけ
に制限されるなど︑政府は
核心を突かれた質問を避け
ようとしていることは明ら
かです︒本来であれば記者
の手が完全に下がるまで質
疑応答するのが慣例となっ
ているそうです︒こういっ
た圧力を受ける中︑一歩も
引きさがる事なく国民の知
る権利の為に先頭に立って
取材︑質問をされているこ
とに︑労働組合としても生
かせることがあるのではな
いかと思いました︒
我々労働組合も
組合員の為に日々
労働条件の向上に
向けて活動してい
ます︒会社と交渉
を行う時は組合員
の声 を届け よう
と︑取材ではあり
ませんがいろいろ
な要望も聞いたり
します︒しかし︑

河本 英博

そういった活動に快く思っ
ていない人がいることも事
実としてあります︒その中
でも望月さんのように折れ
ない心と正義感を持ち活動
を続けていく事が大切だと
講演を聞いていて︑自分も
これから更に頑張っていこ
うと勇気をもらいました︒
講演が終わった後に参加
者に感想を聞くと﹁話がと
ても上手だった﹂﹁時間を
忘れるぐらい話に聞き入っ
た﹂と話す方もいました︒
また望月さんは書籍を出版
されており︑その本にサイ
ンを求める方もいました︒
講演の中で菅官房長官の
モノマネをするなどして参
加者から笑いが出るのを見
ていて︑人を飽きさせない
惹きつける話し方に︑ただ
ただすごいなと感心しまし
た︒
望月さんの活動に興味が
出ると共に︑私にとってこ
れからの活動に非常に勉強
になった講演会でした︒

教宣部員

望月 衣塑子さん

月 日︑エルシアター
で開催された﹁カジノあか
ん！夢洲あぶない！ ・
市民集会﹂は立ち見で通路
まで埋め尽くす８００人を
超える参加者で超満員︒多
彩な内容で﹁カジノを阻止
してまっとうな大阪を﹂と
訴えました︒
集会は︑カジノに反対す
る大阪連絡会︑カジノ問題
を考える大阪ネットワー
ク︑どないする大阪の未来
ネット︑大阪カジノに反対

エルおおさかから扇町公園までカジノ反対のパレード

２０１９．１２．９．ＮＯ．６３５号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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２．信天翁（アホウドリ）
４．河豚（フグ）
６．人鳥（ペンギン）
８．土竜（モグラ）
10．海胆（ウニ）

１４名の方から応募があり、６名が全員が正解でした。
抽選の結果、下記の５人の方にＱＵＯカードを進呈します。

上田周一・浜田正志・今村光・竹内勅文・矢田貝和義（大運）

６３５号の締め切り日は、１２月２０日（金）です。
ふるってご応募ください。

優勝はサンソー港運チー
ムとなり︑ソフトボール大
会は閉会となりました︒日
曜日にもかかわらず参加し
た皆さん大変お疲れ様でし
た︒来年は優勝を目指して
がんばりましょう︒
副委員長
松本 栄二

１．蝸牛（カタツムリ）
３．海獺（ラッコ）
５．蜻蛉（トンボ）
７．熊猫（パンダ）
９．蛤（ハマグリ）

んどなくなってきている︒
今後はこういった機会を作
って阪神支部を盛り上げて
いきましょう﹂とお話があ
り拍手で散会しました︒
青年部部長 篠崎 謙悟

６３４号の回答

後１点を返すも︑さらに３
点をとられ︑最終スコアは
５対９︒残念ながら一回戦
での敗退となりました︒
その後は他の試合の審判
を務めるなどして他労組と
の交流も深め︑有意義な時
間を過ごしました︒

【問 題】
１+１＝２
１+０＝１
１１+１１＝４ １１+１２＝３
では、１１１+１１１１＝□
□の答えは？

安全な食料は日本の大地から

農薬野菜や安全で美
味しい食べ物が多数
出店されました︒
阪神支部は神戸ブ
ロックから大好評の
﹁イカ焼き﹂︑青年
部からは子供たちに
大人気の﹁スーパー
ボールすくい﹂を出
店しました︒子供た
ちが遊ぶことのでき
るお店が少ないこと
もあり︑青年部のスーパー
ボールすくいは毎年多くの
子供たちで賑わいます︒
今年も昨年に続き︑メダ

ルなどの変わり種も入れて
いたので子供たちはポイが
破れてからも諦めずに必死
になってすくおうとしてい
たりと微笑ましい光景に楽
しく出店をすることができ
ました︒
当日は執行
部 やブ ロッ ク
委 員︑ 青年 部
役 員だ けで な
く ︑多 くの 組
合 員も 家族 連
れ で参 加し ︑
楽 しく 交流 す
る こと がで き
ました︒
最後に河野
書記長より
﹁ この よう に
組 合員 が集 ま
る 行事 はほ と

神戸港湾第 回ソフトボール大会

執行部・ブロック・青年部の参加者一同
全港湾阪神支部チーム・神
戸支部チームを含む５チー
ムの参加で開催されまし

初回４点先制するも一回戦敗退

36

月 日︑摩耶グラウン
ドにおいて神戸港湾主催・
第 回ソフトボール大会が
27

分かるかな？

た︒
一昨年は悪天候で中止︒
昨年は︑神戸港に甚大な被
害をもたらした台風の影響
により大会は事前に中止が
決定︒実に３年ぶりの開催
となりました︒
当日は天候に恵まれ︑神
戸港湾副議長の橋本氏の開
会あいさつで始まり︑阪神
支部チームは第一試合でプ
レイボール︒対する相手は
検数労連チーム︒阪神支部
チームは先行で︑初回に４
点を先制して幸先のいい流
れになるかと思いきや︑な
んとその裏には６点をとら
れるという気が抜けない試
合運びになりました︒その

阪神支部チームの面々

10

36

兵庫収穫祭

11

10

組合員と家族 楽しく交流

25

今年も﹁安全な食料は日
本の大地から﹂をメインス
ローガンに︑ 月 日に西
神高塚公園に於いて兵庫収
穫 祭が 開催 され まし
た︒当日は晴天に恵ま
れ︑約２千人の来場者
で賑わいました︒
阪神淡路大震災をき
っかけに始まった兵庫
収穫祭も 回目を迎
え︑今年も各労組や農
民連などから新鮮な無
大盛況なイカ焼き

２０１９．１２．９．ＮＯ．６３５号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

子供でにぎわうスーパーボールすくい

