月３日︑阪神支部第
回定期大会が大阪港湾労働
者福祉センターにて開催さ
れました︒新型コロナウイ
ルス感染症の影響により１
日開催へと短縮され︑執行
部・代議員併せて 名の参
加となりました︒
議長団には︑殿本康二代
議員︵三林運送分会︶︑山
本佳博代議員︵神埼運輸分
会︶が選出され議事を進め
ました︒
開会挨拶として谷口副委
員長より﹁コロナ感染に関
わる状況から︑支部として
の活動・集会・学習会への
影響が出ており︑ 春闘に
関しても新自由主義による
弊害が考えられる﹂とし︑
﹁人間らしい生活を目指さ
なければならない﹂と話し
ました︒そして︑組織拡大
は簡単な運動ではないとし
ながらも上組分会を例に挙
げ﹁さらなる組織拡大へと
繋げていきたい﹂としまし
た︒
支部代表挨拶で畠山委員
長は︑世界主要港のコンテ
ナ取扱い量について説明し
﹁コロナ感染の影響でＧＤ

Ｐ減となり︑冬季一
時金についても厳し
い数字となるのでは
ないか﹂と話しまし
た︒さらに戦略港湾
ＡＩターミナルにつ
いて﹁テナー自動化
によりオペレータの
人数が減り︑港湾運
送事業法が形骸化されてし
まう︒港湾労働者の職域確
保に最大限努力しなければ
ならない﹂と提起し︑﹁コ
ロナの影響で活動は減った
が議案書のページ数は増え
ている︒皆さんからの発言
で活発な大会にして頂きた
い﹂と述べました︒
河野書記長は都構想住民
投票について﹁今やるべき
はコロナ対策の強化であ
り︑大阪市を廃止すること
ではなく都構想よりコロナ
対策優先の運動を強化し︑
住民投票に勝利することで
ある﹂と強調しました︒次
に２０１９年度の主なたた
かいの経過と総括及び２０
２０年度の運動方針︑秋か
ら年末にかけての闘争方針
を提案しました︒
日検闘争報告として日興

サービス分会の上條
分会長は︑﹁２０１
７年から日検に対し
て争議を開始し︑今
後高裁へと移ってい
くが期間制限部分に
ついて到底納得がい
かない﹂とし︑申し
込みみなしについて
も﹁法令と言いなが
ら ％の労働者が知
らないまま進められ
ていく事へのたたか
いを続ける﹂としま
した︒
続いて名古屋支部
の西脇書記長は﹁直
接の抗議行動を日検
は一番嫌がっている︒コロ
ナの影響で今年は抗議行動
が行われていないが︑引き
続き取り組んでいきたい﹂
と述べました︒
４名の代議員から発言が
あり︑畠山委員長の総括答
弁では﹁集団交渉の意味と
して︑企業側に足並みを揃
えさせるために行ってい
る︒それにより抑止力が働
いている︒業界の同業他社
の動向を見るためにも事業
者は集まってもらいたい︒
秋年末闘争について
は︑到達に至ってい
ない部分を踏まえ要
求書を作成してい
く︒春闘について
は︑２月に行う中央
委員会にて協議し︑
３月に要求を提出し
ていく︒要求内容を
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畠山関西地本新執行委員長
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「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

第５７回阪神支部定期大会

新体制発足！新しい時代へ突入

２０２０．11．4
ＮＯ．６42 号

全港湾関西地方
大阪市港区築港

阪神支部

１−１２−２７
０６−６５７４−８４２４

０７８−３０３−０８００

新体制で阪神支部、団結ガンバロー！！
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日検分会へ組合旗の授与

委縮させないためにも︑コ
ロナが終息している考えで
進めていく︒労働組合とし
てここだけは譲れない﹂と
話しました︒
役員改選では︑２０１６
年から４年間務められた畠
山委員長が特別執行委員と
して選任され︑河野書記長
が執行委員長へと新任され
ました︒さらに藤崎前関西
地本書記長が副執行委員長
に︑久保田書記次長が書記
長へと新任されました︒
河野新執行委員長は︑
﹁コロナ禍の中︑労働運動
に取り組み難い状況ではあ
るが引き続き運動強化を進
めていくために協力願いた
い﹂と表明し︑団結ガンバ
ローにて散会となりまし
た︒
執行委員
池口 光洋

役員改選後、新執行部体制が確立した。
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男性ではなかなか気づかな
い部分など︑大きな期待を
感じている︒
全日検神戸分会
河本 英博

春闘からの集団交渉や動
員では︑新型コロナ感染の
不安と防止から本当は参加
したくないと思った分会も
あったのではないか︒
分会からは会場で何の対
策もしていないのであれ
ば︑感染して職場で蔓延し
たら困るので行かないでく
れと要請されたので︑今コ
ロナ禍では欠席した︒
運動の重要性は理解する
が︑コロナに対して分から
ないことだらけだった時期
に︑支部は会議の中止・延
期︑開催方法の変更など︑
あらゆる手段を検討して組
合員の感染予防に積極的に
つとめてもらいたかった︒
私は支部の安全衛生委員
の立場でもあり︑分会の職
場集会の中で支部の安全衛
生委員会がコロナに関して
何もしていないのではない

か︒安全の会議︑集団交渉
等の会議の開催の決定権が
無いとしても︑支部に対し
てこの時期に集まるのはや
めた方がいいのじゃ無いか
と言う提言が必要ではない
かとの意見もあった︒
結果的に集団交渉や動員
による感染者は出ていない
ようだが︑議案書に組織と
して︑ここは反省点とし︑
今後はこう改善していくと
総括・提案が無いことは残
念に思う︒
例えば密を避けるために
分会別で集団交渉を行うこ
とも案の一つだと思う︒も
っと支部で議論して実行し
て頂きたい︒
後藤回漕店分会
濱田 健一

ＤＩＣＴ内︑本船マーシ
ャリングのトレーラーの安
全ルールが出来ていない︒
鶴丸運輸分会
幹田 正人

８月末に道路改善要求等を

港湾局に申し入れし︑早速
複数個所で改修工事に着手
している︒
引き続き港頭地区の細か
い問題を各分会から持ち寄
り︑解決に向けて取り組ん
でいきたいのでブロック担
当者に職場の意見を言って
いただきたい︒

阪神支部第 回定期大会
において執行委員長に選出
されました大運分会の河野
です︒
支部執行委員長就任にあ
たり︑改めてごあいさつ申
し上げます︒
私は以前︑郵便輸送会社
に勤めていましたが︑２０
０８年に会社は偽装解散を
強行し︑阪神支部組合員は
もとより︑他労組組合員︑
未組織労働者も道連れに全
員が解雇されました︒
当時は︑新自由主義の名
のもと小泉政権が推し進め
57

大 会 発

週休２日制については
春闘で締結した﹁ 年４月
より週休２日制の実施を確
認した協定﹂が納得いく形
で履行されていない︒すべ
ての土曜日の出勤に対し割
り増しと代休を求めてき
た︒しかし企業側からの回
答は︑夏季休暇の破棄と土
曜日の休みを３パターンに
振り分けるとした︒
一つ目は︑割り増し無し
で出勤した場合は代休あ
り︒二つ目は 時までが定
時で︑それ以降が ％の割
り増しの代休あり︒三つ目
が何も無しのボランティア
出勤︵ボランティア出勤と
は一週間の内に祝日が一日
でもある週は︑週 時間に
満たないことから割り増し
も代休も付けない︶という
会社の回答︒
夏季休暇の破棄に関して
は産別協定を下回るとして
断固拒否し︑現状維持とな
った︒週休二日制について
再考を求めた結果︑要求を
大きく下回る回答に到底納
得できず︑まだ協定化には
至っていないため︑今年は
暫定的に３パターンで週休
２日制が実施されている︒
第 回分会定期大会で分
会初の女性執行委員が誕生
し︑女性ならではの意見や

２０２０．１１．４．ＮＯ．６４２号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

神戸ブロック長
辰野 一樹

る﹁聖域なき構造改
革﹂ をス ロ ーガ ン
に︑郵政事業と道路
四公団を民営化し︑
また︑労働者派遣法
の規制緩和により︑
派遣社員として働く
人の数が増加するこ
ととなりました︒
このころから米国従属︑
大企業優遇政策がより一層
色濃くなり︑正社員から賃
金の安い非正規社員への置
き換えが進んだのです︒
日本経済の成長が鈍くな
ったところへ︑まやかしの
アベノミクスと新型コロナ
ウイルス感染拡大により︑
中小零細企業は疲弊し︑そ
こで働く労働者は困窮を極
めています︒
私は定期大会や春闘討論
集会で政治闘争の重要性を
訴える機会が多くありま
す︒

春闘で賃上げを実現させ
一時金闘争で増額を勝ち取
っても︑防衛予算は毎年増
え続け︑大企業へは税制優
遇を図り︑一方では社会保
障予算は削られ︑消費税増
税により︑苦労して勝ち取
った成果も水の泡と化して
います︒
税金のとり方︑使い方を
含め﹁くらし優先﹂の政治
に変えなければ︑私たちの
くらしは守れません︒よっ
て︑労働組合は賃金闘争と
ともに︑政治を変えるため
にたたかうということを提
案してきました︒
今年は︑新型コロナウイ
ルスの感染拡大により組合
員の集まる機会が減少し︑
組合活動も大幅な制限をか
けざるを得ない状況になり
ました︒今後も長期にわた
ってコロナ禍のもとでの生
活や社会活動を強いられる
ことになると思われます︒
コロナ禍を理由に賃上げ
凍結︑時には賃下げや解雇
・雇止めを強行しようとし
てくる企業も多くなってい
ます︒労働組合がこうした
動きをたたかいで阻止する
ことができなければ︑消費
不況の深刻化と労働条件切
り下げがますます広がって
いきます︒
労働運動も様々な工夫︑
試行錯誤を重ねながらあら
ゆる手段を使って雇用を維
持し︑賃金引上げによる国
内消費拡大を図らなければ

なりません︒そのために
は︑消費税引き下げや全国
一律最賃引き上げなど︑よ
り政治闘争に力をそそぐ必
要があると考えます︒
歴史と伝統ある阪神支部
の運動を継承し︑そして先
頭に立ち組合員のみなさん
と共に運動に邁進していく
ことを申し上げて︑阪神支
部執行委員長就任にあたっ
てのあいさつといたしま
す︒

退任あいさつ

執行委員を退任しました
大洋運輸分会の合田です︒
４年間にわたり︑支部執行
委員として皆様には大変お
世話になりました︒心より
御礼申し上げます︒未熟な
点や至らなかった点など多
々あったであろうと思いま
す︒ご迷惑をおかけしてし
まったこともあったかと思
いますが︑支部の皆さんの
サポートを受けてこの間充
実した時間を過ごすことが
できました︒今後は︑分会
に戻って執行部での経験を
後輩に伝えたいと思いま
す︒４年間ありがとうござ
いました︒

新任あ いさつ

今期より支部執行委員を
務めさせていただくことに
なりました大洋運輸分会で
現業をしています松本一輝
です︒
わからないことだらけで
すが︑諸先輩方にご指導ご
鞭撻をいただきながら頑張
っていきたいと思いますの
でよろしくお願いします︒

安倍政権の政策を引き継
ぐという菅義偉政権が９月
日発足した︒発足から半
月ほどで︑首相の日本学術
会議への人事介入が大問題
になっている︒安倍前政権
より強権的な恐怖政治を予
感させる︒

職場はポートアイランドで
すので見かけられましたら

気軽にお声がけください︒

ジャパンエキスプレス裁判闘争

組織への攻撃と会社の
責任放棄を許さない！
説明されたことで︑過去に
商船三井が会社を清算し︑
人を他社で引き受け︑残
りを解雇する提案をした
が︑藤本委員長︵当時︶の
反対で決裂した︒阪神支部
の存在が他社への吸収を妨
害し︑近く会社は清算され
るとした事実無根の内容︶
を利用してオルグを行った
り︑部下を指揮監督できる
管理職がその地位を利用し
ＮＨＫテレビの﹁クロー
ズアップ現代﹂で 年７
月︑集団的自衛権行使容認
の閣議決定について︑官房
長官の菅氏に国谷裕子キャ
スターが何度も疑問を投げ
かけると︑番組が官邸側か
らの﹁抗議﹂にさらされた

主張

月５日︑阪神支部を原
告として株式会社ジャパン
エキスプレスと管理職労組
の役員３名を被告とした損
害賠償請求の裁判が大阪地
裁で始まりました︒
訴状の﹁請求の原因﹂と
しては管理職労組には阪神
支部ジャパンエキスプレス
分会に対して︑団結権を侵
害する過程で虚偽情報︵管
理職労組設立の趣旨として
見を言う官僚は左遷され
た︒そうしたなか︑森友・
加計問題︑桜を見る会な
ど︑国政を私物化する安倍
首相を守るために疑惑隠し
が横行する︒
菅首相は９月の自民党総
裁選でも﹁私どもは選挙で
選ばれている︒何をやると
いう方向を決定したのに︑
反対するのであれば異動し
てもらう﹂と語った︒

民意を無視して
戦争する国へ

てオルグを行い︑管理職労
組結成時に阪神支部の分会
員を﹁引き抜かない﹂とし
た約束をすぐさま反故にし
ました︒このように阪神支
部の社会的信用を失墜さ
せ︑ 名を超える脱退者を
出したことによる損害に対
するものです︒
また︑会社に対しては監
督不行き届きで管理職労組
のオルグを放置したことを
認めたうえで︑管理職労組
の存続を認めず︑管理職労
組を立ち上げ混乱を招いた
者に対して厳正な処分を行
うと阪神支部に回答したに
も関わらず︑今日までなん
ら対策を行ってこなかった
ことで今回の事態を招き阪

争する国づくりに向けて︑
高まる反対世論を無視して
安保法制︵戦争法︶を 年
に成立させた︒

神支部に損害を与えたこ
と︒阪神支部はそれらに対
して今回の訴えを起こしま
した︒
そもそも労働組合法で
﹁使用者の利益を代表する
と認むべき者の参加を許す
組合は労働組合ではない﹂
とされており︑これは﹁管
理又は監督の地位にある
者︑機密の事務を取り扱う
者︑使用者による労働条件
の決定に直接参画する者
等﹂で︑具体的には①全て
の会社役員②人事並びに会
計課長及び人事︑労働関係
に関する秘密情報に接する
地位にある者③従業員の雇
用・転職・解雇の権限を持
つ者及び生産・経理・労働

関係・対部外関係・法規そ
の他の専門的事項に関する
会社の政策決定についての
権限を有しあるいはこれに
直接参画する者④労務部の
上級職員⑤その他の人事︑
労働関係についての秘密の
事務を取り扱う者などが定
められています︒
管理職労組の役員は総務
副部長や現場監督︑業務副
部長や経理課長などの役職
にあり︑人事査定を行った
り︑経営会議・部長会議に
出席すべき立場であり︑先
に述べたように労組法の労
働組合ではない事由に該当
する者が役員である管理職
労組は労働組合として認め
られていません︒

敵基地攻撃も

菅内閣の閣僚も安倍前政
権を継承して﹁靖国﹂派改
憲論者が並ぶ︒
自民党籍の閣僚 人のう
ち 人が﹁靖国﹂派改憲・
右翼団体の議員連盟︵日本
会議国会議員懇談会と神道
政治連盟国会議員懇談会︶
に所属している︵﹁しんぶ
ん赤旗﹂ ・９・ ︶︒菅

﹁靖国﹂派ずらり

め た安保法制 の下で
は︑日本への攻撃がな
くても自衛隊が米軍と
ともに﹁敵基地﹂を攻
撃することになりかね
ない︒そうなれば日本
への反撃︑戦火を呼び
込むことになる︒
菅政権は︑安倍前政権が
始めた敵基地攻撃能力保有

の検討を引き継いでいる︒
保有は﹁憲法の趣旨ではな
い﹂﹁自衛のための必要最
小限度を超える﹂とするか
つての政府の見解をも否定
する違憲行為である︒
集団的自衛権の行使を認

恐怖政治の様相

安倍政権より強権的な菅新政権

菅氏は官房長官時代﹁沖
縄基地負担軽減担当相﹂と
して︑沖縄県の民意を無視
し︑機動隊も導入しなが
ら︑高江や辺野古の米軍新

15

50

基地建設を強行してきた︒
年４月︑当時の翁長雄
志沖縄県知事との会談では
新基地建設を﹁粛々と進め
る﹂と言い放ち反発を買っ
た︒
さらに︑米軍とともに戦

20

21

批判者を排除

と報じられ︑国谷氏は降板
した︒
年６月から菅官房長官
会見に出席し︑果敢に質問
した東京新聞の望月衣塑子
記者に対し︑官邸側は質問
を執拗に制限・妨害した︒

20

14

10

菅官房長官時代︑政府の
メディア支配が深まった︒
政権を批判するコメンテー
ターやキャスターが次々と
テレビから姿を消していっ
た︒

18

官 邸主導︑メデ
ィア支配を確立
菅首相は安倍政権の７年
８ヵ月を官房長官として支
え︑官邸主導︑官邸支配の
政治を確立した張本人であ
る︒
年の内閣人事局設置の
中心となり︑人事権で官僚
を支配し︑官僚の忖度をは
びこらせるようになる︒意

15

16

14

60
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２０２０．１１．４．ＮＯ．６４２号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

道下 拓也

管理職労組の答弁書では
会議を欠席することで経営
には関わっていないとする
ことで組合として認められ
るなどの詭弁をろうし︑本
末転倒な状況を招いていま
すが︑会社も管理職労組を
放置するだけでなく︑会議
を欠席していることに対し
て処分を行わないなど︑企
業として指揮命令系統が機
能していない状況に陥って
います︒
阪神支部はこの状況を改
善し︑まともな企業運営が
出来る会社として当たり前
の姿を取り戻させるべく裁
判を進めていきます︒

書記次長

首相自身﹁日本会議﹂議連
の副会長である︒
﹁靖国﹂派は日本の過去
の侵略戦争を肯定し︑改
憲︑愛国心教育などを主張
し︑ジェンダー平等や夫婦
別姓に反対する︒菅内閣の
女性閣僚は安倍政権と同様
２人に留まる︒さらに﹁女
性はいくらでもうそをつけ
ますから﹂と杉田水脈自民
党衆議員が暴言︒菅党総裁
の責任が問われている︒

たい﹂と答弁されました︒
そして︑すべての議事提
案は満場一致で確認されま
した︒その後大会宣言︵
案︶が全体の拍手で採択さ
れました︒
閉会挨拶で松本副議長は
﹁昨年 月に導入された消
費税増税の影響もあり︑実
質賃金は下がっている︒ま
た︑コロナ禍も重なり私た
ち港湾労働者は厳しい状況
に立たされている︒本日︑
年度の運動方針が確立さ
れた︒こんな時こそ団結し
て運動に取り組もう﹂と力
強い言葉を投げ掛け最後に
吉岡議長によるガンバロー
三唱で散会しました︒
執行委員
坪井 雄志

神戸港湾学習会

月６日︑神戸港湾第
回定期大会を無事に終え︑
７日は恒例となっている学
習会を開催しました︒

③

④

６名からの応募があり、５名が正解でした。
以下にＱＵＯカードを進呈します。
西澤宏、堀古知司、田原宏、西野太基、藤井啓介
（ジャパンエキスプレス分会）

６４２号の締め切り日は１１月２０日（金）です。
ふるってご応募ください。

の労働法制の改悪はこのル
ールをさらに破壊するもの
であるとしています︒
しかし︑今でも社会のル
ールいわゆる労働法の根幹
は変わっていないので︑今
こそ労働組合が団結して労
働協約を武器にして職場要
求に耳を傾け︑地区と中央
に意見集約し︑産別の運動
として活かしていかなけれ
ばならないとし講義を終了
しました︒
私も︑学習会に参加して
現在このようなルールの中
で働いていることに感謝を
し︑さらに働きやすい職場
環境の構築を目指して団結
して頑張りたいと再確認す
る学習会となりました︒
副委員長
松本 栄二

６４１号の回答「水風船は割れない。炭酸水の場合は
気泡部分に熱が通るので割れる。」

も開催したいとの幹事会で
の意見で実現しました︒
今回のテーマは﹁いまこ
そ港湾産別協定を仕事と職
場で活きた︵生きた︶もの
に﹂とし︑全国港湾玉田書
記長の講師で行われまし
た︒まず︑我々労働者はど
のように暮らし・働いてき
たかという歴史をさかのぼ
り︑ＩＬＯが１９１９年に
現行の８時間の労働時間を
確立し︑﹁労働協約﹂とい
うルールを勝ち取り生かし
続けてきました︒その中で
賃金・労働時間・休日休暇
などを労働組合が団結する
ことで守り続けてきまし
た︒１９８０年代の規制緩
和から社会のルールが破壊
されてきたこと︒また︑今

②
今年は新型コロナウィル
ス感染拡大防止の観点から
定期大会も参加者を限定す
る状況で学習会の開催も危
ぶまれましたが︑これから
の若い組合員の育成と組合
運動の躍進のために継続し
てきたものであり︑是非と

いまこそ産別協定を活きたものに

歴史上の人物です。それぞれ誰でしょう？

回定期大会

50

19

松本副議長
被害企業補償裁判に於いて
神戸地裁では請求を棄却さ
れ敗訴となった︒大阪高裁
に控訴しているが神戸港湾
の協力も得たい﹂︑﹁週休
２日制が不完全な形で今年
の４月から導入されてい
る︒来春闘では日港協に対
し全国港湾からも完全履行
を迫ってほしい﹂との発言
がありました︒
総括答弁で吉岡議長は
﹁石綿裁判に関しては今後
も引き続き神戸港湾として
支援していき︑全国港湾に
も意見具申する﹂︑﹁週休
２日制については料金調査
も含め︑兵庫県港運協会と
協議を継続し︑神戸港湾と
しても各店社を回っていき

分かるかな？

神戸港湾第

10

66

43

コロナに負けない！
神戸港の雇用と職域を守ろう！
倍政治を継承すると表明し
ており︑私たちの暮らしが
向上するとは思えない︒新
型コロナウイルスの影響で
日本の港全体で貨物が減っ
ている︒かろうじて東京港
が世界のコンテナ取扱数の
番以内に入っている状況
だ︒地区港湾として雇用と
職域を守るたたかいをこれ
からも継続していきたい﹂
と表明されました︒来賓と
して全国港湾玉田書記長︑
竹内石綿対策委員会事務局
長︑港運同盟兵庫地本梶山
委員長︑マリンタイムデイ
リーニュースの高妻氏がそ
れぞれ挨拶されました︒
年度経過・決算・会計
監査が報告され︑ 年度運
動方針・予算︵案︶が提案
され討論に入りました︒
﹁港湾日雇労働者石綿健康
43

①
玉田書記長

10

43

月６日﹁第 回神戸港
湾定期大会﹂が神戸ホテル
フルーツフラワーで開催さ
れ︑総勢 名が参加しまし
た︒代表挨拶で吉岡議長は
﹁今年の８月に港で重大災
害が起こり︑私たちの仲間
の命が失われた︒このよう
な事故は二度と起こしては
ならない﹂とし︑参加者で
黙とうを捧げました︒そし
て﹁安倍首相から菅首相へ
変わったが︑同氏は自民党
総裁選に出馬した時から安

神戸港湾 吉岡議長

20
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２０２０．１１．４．ＮＯ．６４２（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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