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明子
大輔

内外ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
大
運

税増税︑ＴＰＰ交渉︑軍事
問題などの影響で急速に国
民の暮らしが悪化している
ことを指摘し︑集団的自衛
権の中身はアメリカが他国
に攻撃されれば憲法で戦争
放棄してるはずの日本も戦
争に巻き込まれる危険性を
訴えました︒また国民や中
小業者の強い反対を押し切
って来年４月からの消費税
増税が表明される中︑全港
湾中央の賃金検討委員会で
春闘の要求額の議論を行
っているとの報告があり︑
諸課題も含め全港湾が一体
となり国民も巻き込んだ運
動を広げていかなければな
らないと呼びかけました︒
藤本支部委員長は﹁オス
プレイの日米訓練強行や日
本国内における米兵による
事件などは︑日米安保条約
がある限りなくならないの
で︑安保条約を破棄し︑平

藤本
玉盛

14

会 計 監 査
同

25

川崎ｺﾝﾃﾅ輸送
大
運
菱倉運輸
神陸ｺﾝﾃﾅ輸送
大洋運輸
内外ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
ＯＳＴ物流
内外ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ
全日検神戸
三郵海陸運輸

和条約にすればアジアの各
国と良い関係になれるので
はないか︒原発問題では︑
今すぐ原発を停止しても
年以上は管理しなければな
らないのに核の廃棄場所が
無い︑福島原発に関して
は︑あれだけの事故をおこ
していながらずさんな管理
で再び爆発する可能性があ
る﹂と論陣を展開し︑﹁組
合活動の大切さを知らない
人が多いので︑組合員が一
丸となり学習し︑会社とた
たかう力を持っていなけれ
ば︵すさんだ政治や財界
に︶好きなようにされる﹂
と学習の大切さを強調され
ました︒
続いて第１号議案﹁ 年
度の主なたたかいの経過と
総括︵案︶﹂﹁ 年度運動
方針︵案︶﹂第２号議案
﹁ 年度の決算報告﹂﹁会
計監査報告﹂﹁ 年度予算
︵案︶﹂第３号議案﹁秋か
ら年末にかけての闘争方針
︵案︶及び支部方針具体化
︵案︶﹂が執行部より提案
されました︒
第４号議案として﹁ＨＫ
Ｃ分会役員権利停止処分の
経過報告及び分会解散︵
案︶﹂が中山副委員長より
提案されました︒
権利停止処分者は本来︑
大会時に発言権はないもの
の特別に弁明の機会が与え
られ︑当該分会より２名の
発言がありましたが︑処分
に対する弁明はありません

第４号議案についての説明

でした︒その後︑第４号議
案の質疑討論があり２名の
質疑があり︑執行部より詳
しく処分に至るまでの経過
説明がされました︒その
後︑採決が行われ︑執行部
提案が圧倒的多数の賛成で
採択され︑１日目は休会と
なりました︒
夜の交流会では︑職種の
違う各分会の組合員が職場
での出来事や趣味などの話
題で盛り上がり︑有意義な
時間を過ごしました︒２日
目は︑１〜３号議案の質疑
・討論︵２面参照︶が行わ
れ採択︑可決されました︒
続いて役員改選が行なわ
れ︑新執行部の挨拶で︑藤
本委員長は﹁執行委員だけ
では組織拡大は出来ない︒
各分会も奮闘して︑強い組
織をつくろう﹂と力強く訴
えました︒そして大会スロ
ーガン︑大会宣言の提案が
行われ採択可決されまし
た︒最後に谷口副委員長よ
り閉会のあいさつがあり︑
続いて畠山新委員長代行の
団結がんばろうで散会しま
した︒

雀のことを仏語
で ピアフ と言
う︒それを芸名
にしたシャンソ
ン歌手︑エディ
ット・ピアフが
亡くなって今年で 年にな
る︒ 月 日は︑大群衆が
詰めかけた葬儀の日だ◆没
年を伝える記事を読みな
がら彼女の人生を思う︒パ
リの路上で歌って小銭を稼
いだ︒実力が認められてデ
ビューし︑﹁愛の賛歌﹂
﹁バラ色の人生﹂などをヒ
ットさせた◆晩年の姿を新
聞記者が書いたその中で︑
病癒えた後の再起の場面に
目が留まる︒舞台を怖がる
彼女が袖で仲間に頼んだ︒
﹁このばか︑と言って﹂︒
周囲が言われた通りにする
と︑彼女は背筋を伸ばし︑
マイクへ向かう◆幼子のよ
うに泣いたことがあった︒
病床で自分の全レコードを
聴きながら︑こう思ったと
いうのだ︒﹁もうこんりん
ざい︑あたし歌えない﹂︒
年の短い生涯を終えるし
ばらく前のこと◆フランス
では歌は人生を語るものと
される︒だから実力のつく
歳前に歌手と認められる
のは稀と︑本の訳者さんが
書く◆夜︑ピアフの歌を聴
く︒豊かな声量と哀感の漂
う歌声が心にしみる︒目を
閉じれば︑悲しみを押し込
んで舞台に立つ姿が浮か
ぶ︒
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10

富雄
猛
英治
友寛
貞治
秀樹
祐二
拓也
英男
雄志
保大

14

大阪市港区築港

硲
飯阪
部谷
井上
米澤
松岡
中司
道下
西原
坪井
古川

10

阪神支部

執 行 委 員
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
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照宣 大
運
修三 日本高速輸送
和也 日本包装運輸

69

河野
南
宿里

13

13

全港湾関西地方

阪神支部第 回定期大会
がフルーツフラワーパーク
において︑ 月５〜６日に
開催されました︒
冒頭︑荒井副委員長の開
会の挨拶で始まり︑資格審
査では﹁大会代議員 名中
名︑執行部 名中 名︑
傍聴 名の出席で大会が成
立している﹂と布施資格審
査委員長︵ＩＣＴ分会︶よ
り報告がありました︒議長
団には古川︵三郵海陸運輸
分会︶︑坪井︵全日検神戸
分会︶の両名が選出されま
した︒
はじめに来賓としてかけ
つけた関西地本大野委員長
は︑安倍政権の暴走で消費

全日検神戸

２０１３．10．28
ＮＯ．５７3 号
書 記 長
書 記 次 長
同

国内情勢や消費税増税について話す藤本委員長
中山寛治郎
坂本 幸治
井ノ元宏樹
谷口 利之
松本 栄二

50
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30

神戸ﾌｪﾘｰｾﾝﾀｰ

特別執行委員 藤崎 良治
（関西地本書記長）
同
北川 伸一
（兵庫労連事務局長）

大
運
後藤回漕店
弘和
昌悦
執行委員長
藤本
副執行委員長 畠山
（委員長代行）

神崎運輸
大
運
上
組
全日検神戸
日本ｺﾝﾃﾅ輸送
副執行委員長
同
同
同
同

強い組織をつくろう
２０１３年度役員体制

２０１３．１０．２８．ＮＯ．５７３号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

12

12

30

いのですが︑先輩方にご指
導頂きまして︑困っている
方の力になれますように頑
張っていきたいです︒

今まで強いたたかいをし
てきて︑あらためてみなさ
んも努力し学習しながら頑
張っていただきたい︒長い
間ありがとうございまし
た︒

日本運送分会
尾上 一彦
年間︑長い間ありがと
うございました︒

全日検神戸分会
荒井 学
将来のことを考えて阪神
支部に加入し︑いろいろな
経験が出来ました︒
夢と希望を持ち学習と行
動し︑強く大きな組織にし
て頑張っていただきたい︒

20

消 費 税増
税を 前 提に
﹁消 費 税の
円滑 か つ適
正な 転 嫁を
確保 す るこ
と﹂ を 目的
と した 法
律︒ 自 民︑
公明︑民主などの賛成で
年 月成立︒
消費税は商品やサービス
の価格に含まれていると想
定されており︑消費者が負
担し︑納税義務は事業者に
ある︒ところが︑販売価格
への転嫁は保障されていな
い︒実際︑下請けや中小業
者の多くは︑大企業や大手
スーパーなどによって買い
たたかれるため︑転嫁でき
ずに苦しんできた︒
消費税転嫁法は︑買いた

ことばのミニ辞典

消費税転嫁法

三郵海陸運輸分会
政木 隆生

阪神海上コンテナ運輸分会
佐藤 幸一
昨日︑今日と自分の出身
分会の事で大切な時間を使
ってしまい︑申し訳ないと
思っています︒今後も頑張
っていきます︒

6

たきなど転嫁拒否や︑﹁消
費税還元セール﹂など転嫁
を阻害する表示を禁止︒罰
金などの罰則はないが︑政
府の是正指導に従わない悪
質な業者は企業名を公表す
る︒
しかし︑大企業優位の力
関係を背景に︑適正単価以
下での納入を﹁協議﹂で決
め︑書類上は消費税を上乗
せしていれば﹁問題なし﹂
となる︒下請けをめぐる構
造的な問題にメスを入れな
い限り︑臨時職員を採用し
て監視体制を多少強化した
ところで︑買いたたきを防
止するのは困難だ︒
なお︑法律は総額表示義
務を緩和し︑転嫁・表示の
カルテルを容認︒ 年 月
末まで税抜価格と税額を分
けた表示が認められる︒

大洋運輸分会
吉田 裕也
２年間と短い間でしたが
ありがとうございました︒
分会でも組織拡大にがん
ばります︒

執行部に入りいろんな経
験が出来ました︒
これからは分会で頑張っ
ていきます︒

13

今回 の大会で は多数の 発言があ りました ︒また︑ 役員改選 では退任 執行委
員が６ 名︑新任 執行委員 が２名あ りました ︒以下︑ それぞれ の発言と 挨拶を
掲載します︒
に上げるようにしてみて
は︒

大運分会
福島 謙治
燃料高騰に伴い︑燃料サ
ーチャージを確立する運動
を広めてほしい︒

新任挨拶

全日検神戸分会
坪井 雄志
支部の活動については︑
右も左もわからなく不安な
部分はありますが︑その一
方で執行委員の中には︑青
年部やブロックで共に活動
してきた先輩たちがいて︑
私自身希望に満ちている部
分もあります︒
頑張りますのでよろしく
お願いします︒

退任挨拶

支部書記局
関口 喜代士
数多くの苦難にも組合員
の団結があって︑ともに涙
しながらもたたかえた︒

3

後藤回漕店分会
濱田 健一
第４号議案について︑当
日に資料を配布するより臨
時大会などの方法で前段に
説明してほしい︒本大会で
は他の議論がもっとできた
のではないか︒

大運分会
前田 文男
海コンの渋滞について︑
一般車両が通行止めになっ
てしまっている︒支部で渋
滞緩和の取り組みをしてほ
しい︒

三郵海陸運輸分会
古川 保大
今定期大会で初めて議長
に任命されました︒最初は
不慣れで言葉がつまりなが
らでしたが︑みなさんの発
言や協力によって無事最後
まで議長を務める事ができ
ました︒
これからは執行委員に新
任され︑右も左も分からな

17

大会発言

ＮＣＹ分会
百田 倫典
支部指導のもと第４号議
案が採決されたが︑もう一
度説明してほしい︒規約に
関して学習会をしてほし
い︒

大運分会
尾崎 賢司
通関について価格競争な
ど︑これから支部としてど
うたたかっていくのか︒
五洋港運分会
澤田 裕征
財政について︑１００円
値上げになるが予算内で活
動してほしい︒新しい組合
員には高いという意見があ
るので 年ごととか段階的
1

２０１３．１０．２８．ＮＯ．５７３号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

﹁堺をなくすな﹂と繰り返
し訴えました︒
また︑選挙告示前には大
阪労連を中心とした加盟組
織と地域の市民団体は︑宣
伝カーの運行や堺市内全駅
頭宣伝︑日々の対話活動な
ど大いに奮闘しました︒
政党や団体︑個人の垣根
を越えた市民運動が大きく
広がるとともに︑選挙戦終
盤には堺市内の雰囲気は大
きく変わり︑橋下・維新の
会による政治手法が民意を
無視したものであることを
浮き彫りにしただけではな
く︑市民共同こそが政治を
前に進める大きな力になる
ことを示しました︒
今回の堺市長選挙で示さ
れた民意は︑堺のことは堺
で決めるという住民自治の
疑で逮捕されました︒北海
道大学で英語を教えていた
米国人夫妻に旅行先の見聞
を語ったことが罪に問わ
れ︑懲役 年の刑を受けた
のです︒終戦後に釈放され
ましたが︑極寒の網走刑務

本来の姿であり︑橋下・維
新の会の強権政治が許され
るものではないということ
に他なりません︒
しかし︑維新の候補者で
ある西林氏に 万票あまり
の票が投じられたことも決
して無視できません︒
﹁従軍慰安婦暴言﹂問題
はもちろん︑松井知事によ
るオスプレイの八尾空港で
の訓練発言もまだ終わって
はいません︒思想調査アン
ケートや組合事務所強制退
去などの労働者と労働組合
への権利侵害の策動に対し
ても︑今回の選挙戦での勝
利をふまえ︑さらなるたた
かいの強化をめざす運動を
展開していかなければなり
ません︒
書記長 河野 照宣

所で拷問されて衰弱し︑肺
結核を患い︑ 歳の若さで
亡くなりました︒本人だけ
でなく︑一家も ス｢パイの
家族 の｣ レッテ ルを 貼ら
れ︑名誉を回復するため︑
真相を広めるたたかいは現

３つが主なものです︵左表
参照︶︒年金を受けられる
要件や額は︑制度によって
異なります︒
国民年金における老齢に
関する給付を﹁老齢基礎年
金﹂といいます︒この年金
は︑一定の要件を満たした
人が原則として 歳になっ
たときに受給できます︒
年金の分野では︑誕生日
の前日にその年齢に達した
と考えます︒例えば︑１９
４７年 月１日生まれの人
が 歳になるのは２０１２
年９月 日ということにな
ります︒

10

共済年金

老齢に関する年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

退職共済年金

障害に関する年金

障害基礎年金

障害厚生年金

障害共済年金

死亡に関する年金

遺族基礎年金

遺族厚生年金

遺族共済年金

65

厚生年金

30

国民年金

年金講座

25

ての人に加入する義務があ
る制度で︑主に自営業者が
加入しています︒②は︑厚
生年金保険の適用される会
社に常時勤務する人に加入
義務があり︑③は公務員が
加入する制度です︵②と③
は①も含まれています︶︒
ただし︑②と③は同時に
加入することはできませ
ん︒
年金制度に﹁加入する﹂
ということは︑原則として
保険料を負担しなければな
りません︒①のみに加入し
ている人の場合︑月額１万
５︐０４０円︵平成 年度
納付金︶を直接納付するこ
とになります︒
②と③の保険料について
は︑賃金・一時金から天引
きされ納付されます︵この
場合︑国民年金保険料が含
まれていると考えます︶︒
②または③に加入してい
る人に扶養されている配偶
者は︑①のみに加入してい
る扱いになり︑国民年金保
険料を支払っているとみな
され︑実質的負担はありま
せん︒
年金の給付は︑受給年齢
に達したときに受けられる
老齢に関する年金︑障害を
もったときに受けられる年
金︑死亡したときに遺族に
たいして支給される年金の

65

】

公的年金制度の概要

老後 の収 入源 とし て
﹁無くてはならない﹂公的
年金︒仕組みが複雑で分か
りにくく︑特に勤め先を数
回かわった方はその会社で
勤めた期間において﹁納付
していなかった﹂などトラ
ブルとなるケースもありま
すので心当たりのある人は
チェックしておくことをお
勧めします︒
では︑年金制度を基礎か
らもう一度見てみましょ
う︒公的年金制度には︑①
国民年金②厚生年金③共済
年金の３種類があります︒
①は︑日本国内に住所の
ある 歳以上 歳未満の全
在も続いています︒
特定秘密保護法の本当の
狙いは何か？
いま安倍首相は︑党内の
反対を押し切ってでも﹁集
団的自衛権﹂行使の容認に
躍起になっています︒特定
秘密保護法は︑アメリカと
一体で﹁戦争をする国づく
り﹂に向けての国内での法
整備です︒
戦前の暗黒政治をくりか
えさせないためにも憲法が
保障する﹁言論の自由﹂
﹁報道の自由﹂﹁国民の知
る権利﹂を生かし︑﹁特定
秘密保護法案﹂策定に断固
反対します︒
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堺市長選挙 市民共同の大きな力で

今回の選挙戦では︑前
回︑対立候補を擁した自
民︑民主の支援を取り付け
たほか︑共産︑社民の支持
も受け︑反維新・反都構想
の勢力が結集したたたかい
となりました︒選挙戦の最
大の争点は︑橋下・維新の
会が強行に推し進める﹁大
阪都構想﹂で堺をつぶすの
か︑それとも堺市を守って
くらしと福祉を前に進める
のかにありました︒
選挙戦で竹山氏は︑大阪
府と大阪市︑堺市を再編す
る都構想が実現すれば︑堺
市がばらばらになり︑市の
財政が都に吸い上げられる
﹁特定秘密﹂にたずさわる
民間企業の従業員にも懲役
５年以下の罰則がついてい
ます︒
戦前︑天皇制政府と軍部
は﹁軍機保護法﹂や﹁治安
維持法﹂によって国民の目

と耳をふさぎ︑スパイや罪
人をでっち上げ︑侵略戦争
に突き進んでいきました︒
太平洋戦争が開戦した１
９４１年 月８日朝︑札幌
で北海道大学生の宮沢弘幸
さんが特高警察にスパイ容

20

竹山修身氏 激戦を制す

定秘密﹂にしたのは︑何で
もかんでも秘密にされると
いった国民の批判をかわす
ためです︒しかし４分野は
あいまいで﹁特定秘密﹂の
範囲も行政機関の長の判断
次第で拡大される仕組みで

主張

す︒
﹁各議院﹂﹁各委員会﹂
を対象にあげて国会議員の
活動を対象にする文言もあ
りますが︑例えば原発情報
や記者の取材活動も﹁特定
秘密﹂にされかねません︒

戦争する国づくりに向けた
秘密保護法に断固反対

14

27

公的年金制度の主な給付

【

!!
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９月 日投開票の堺市長
選挙は︑橋下・維新の会の
﹁大阪都構想﹂に反対し︑
市民の声に基づく市政の実
現である﹁堺はひとつ︑堺
のことは堺で決めよう﹂と
呼びかけた︑無所属で現職
の竹山修身氏が激戦を制
し︑大阪維新の会公認で元
堺市議の西林克敏氏を破り
再選を果たしました︒
竹山氏は４年前の前回︑
橋下氏の応援を受けて初当
選しましたが︑大阪都構想
に向けた制度改革を行う協
議会へ堺市の参加を固辞
し︑橋下氏との関係が悪化
しました︒

10

29

安倍政権は︑国民の知る
権利を侵害する﹁特定秘密
保護法案﹂を秋の臨時国会
で成立させる構えです︒概
要は︑﹁防衛﹂﹁外交﹂
﹁安全脅威活動﹂﹁テロ﹂
の４分野の中から行政機関
の長が指定するものを﹁特
定秘密﹂とし︑﹁特定秘
密﹂を取り扱う国家公務員
が漏えいした場合︑最高で
年の懲役という罰則を規
定するとしています︒現行
の国家公務員法の１年以
下︑自衛隊法の５年以下を
はるかに上回る厳しい罰則
規定です︒
秘密保護の対象を﹁特

12
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「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

歓迎式典の様子

24

趣
味 フルマラソ
ン︑１００キロマラソン
を完走した後に飲むお酒

１︑抱負と課題
組合を結成して今年で
年になります︒
分会長としてみんなと議
論するときは︑組合員１人
ひとりが分会長のつもりで
頑張っていこうとよく話し
ています︒
定年の延長など課題はた
くさんありますが︑無事故
で業務に励みたいと思って
います︒

国 民救 援 会
兵庫 県本 部
大 会開 催
月５日に︑国民救援会
兵庫県本部大会が西宮市職
員組合会館において︑兵庫
県下各支部と事務関係者が
集まり開催されました︒
国民救援会兵庫県本部は
１９６３年に再建をし︑運
動を続けてきました︒
マスコミでも報道された
足利事件や︑ゴビンダさん
の事件も国民救援会が全国
的な運動を展開し︑無実を
勝ち取りました︒
しかし︑マスコミは救援

会の運動などには一切ふれ
ることはありません︒
以前﹁約束﹂という映画
が上映されていました︒
この映画は﹁名張毒ぶど
う酒事件﹂の真実を伝える
映画で︑仲代達也︑樹木希
林︑山本太郎などの俳優が
出演していますので︑機会

があればみなさん︑ぜひ観
てほしいと思います︒
これらの事件のように︑
冤罪や弾圧に対してたたか
っている人たちを励まし︑
救援する活動を行っている
のが国民救援会です︒
大会では﹁人権と民主主
義を守る運動を前進させよ
う﹂﹁事件支援の取り組み
として署名活動︑裁判傍聴
などで会員拡大を目指そ
う﹂と呼びかけられまし
た︒阪神支部国民救援会と
しても︑多くのみなさんか
らの入会をお待ちしていま
す︒
全日検神戸分会
見満 豪

５７２号の答え
「ゾウゼイデフキヨウマチガイナシ」
１４名の方から応募があり全員正解でした。
抽選により１０名の方に図書カードを進呈します。
大杉・平位（日包）、伊東・畠中（新神戸セキュリティー）、木下
（旭扇）、平・継本・萩原・岩切（ジャパンEXP）、國次（菱倉）
５７３号の締め切りは１１月２９日です。

２︑支部に対する要望
支部には日ごろから大変
お世話になっています︒
ドレー運賃の引上げと︑
コンテナヤードの混雑解消
に力を入れてほしいです︒

左は監督・脚本の齊藤潤一さん

参加者全員で記念撮影
５８万ＴＥＵで世界一位︒
ちなみに大阪港の２０１２
年度のコンテナ取扱量は︑
２１２万ＴＥＵ︒日本全国
の同年度コンテナ取扱量を
みても外内貿合計で︑２千
１２３万ＴＥＵ︑上海港の
圧倒的取扱量が理解できま
す︒
副委員長 畠山 昌悦

分会 長 紹介
分 会 名
分会長名
年
齢
分会長歴
職
種

三林運送
西村 幸夫
歳
年
海上コンテナ
ドライバー

同じ番号のマスに同じ漢字を入れて熟語をつくりながら、空
欄をうめましょう。最初からマスに入っている漢字は使えま
せん。５、６、７に当てはまる漢字でできる熟語を答えてく
ださい
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漢字ナンバー クロス

上海国際港務︵集団︶公司工会
第７次大阪港訪問

大港労協の招待を受け︑
上海国際港務︵集団︶公司
工会︵通称： SIPG
＝シャン
ハイ・インターナショナル
・ポート・グループ︑以下
﹁上海港務工会﹂︶の王暁
華工会主席団長ほか６名の
第７次大阪港訪問団が９月
日から５日間の滞在日程
で来日しました︒
大港労協と上海港務工会
は昨年８月︑２０２０年ま
での﹁友好交流議定書﹂を
新たに更新し︑１９９８年
の日中港湾労働者友好議定

書締結以来︑２年毎に開催
される交流代表団の交換を
通じて︑港湾関係の情報交
換を行うとともに文化交流
をすることで親善を図って
います︒
初日の歓迎宴では︑港湾
行政︑港運協会の要職者に
も列席いただき︑盛大に上
海港務工会の訪日を歓迎
し︑交流を深めました︒
王暁華工会主席団長は歓
迎宴のあいさつで﹁現在の
上海港の発展は︑大阪港の
港湾労働者が上海港務工会
の港湾労働者にクレーン︑
フォークリフトなどの港湾
荷役技術の教習があったか
らこそ﹂と過去の歴史に謝
辞を述べるとともに︑﹁さ
らなる交流と両港の発展を
記念します﹂と話されまし
た︒
上海港の２０１２年度の
コンテナ取扱量は︑３千２
27 58
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