第１回
支部突き上げ交渉

３月 日︑大阪ベイタワ
ーホテルにて関西地本第２
回統一集団交渉が行われま
した︒
冒頭︑大野委員長より︑
安倍政権の暴走や大企業の
内部留保により我々中小企
業には厳しい状況ではある

中山副委員長から上組の
ＰＣ -ヤードの尋常では
ない混雑の問題︑無人ゲー
トシステムが機能していな
いにも関わらず︑ホームペ
ージ上に堂々と無人ゲート
システム導入と書いてある
と上組に指摘し︑改善を求
めました︒

第２回
地本春闘交渉
︵回答指定日︶

３月 日に大阪港湾労働
者福祉センターで阪神支部
として第 回の突き上げ交
渉が開催されました︒
冒頭︑畠山委員長より運
送業大手のヤマト運輸とア
マゾンの問題や原油価格な
どの情勢について話されま
した︒
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︒労災協定をまだ結
んでいない企業には早急な
締結を求めました︒

が︑国民全員が健康で文化
的な暮らしができるようこ
の春闘で真剣に考えていた
だきたいと表明されまし
た︒
次に各企業から提出され
た 春闘の回答を各支部の
代表者から報告されました
が︑納得がいく回答が得ら
れていないため︑交渉を中
断し︑闘争委員会が行われ
ました︒
その後交渉が再開され︑
組合はベアを強く要求し︑
交渉権・行動権を各支部に
委譲して交渉を終えていき
ました︒

第２回
支部突き上げ交渉
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４月 日に大阪港湾労働
者福祉センターで第２回の

支部突き上げ交渉が開催さ
れました︒
冒頭︑畠山委員長より全
国港湾中央の団体交渉の内
容報告がありました︒
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︒
そして︑中山副委員長が
上組ＰＣ︲ の問題を取り
上げ︑﹁組合から改善要求
したにもかかわらず改善案
の提案もなし︑どういう改
善をしたのかという結果報
告も一切なく︑組合を軽視
した態度である﹂と強く抗
議されました︒これから阪
神支部は︑この問題につい
ては上組の責任者と話し合
いの場をもち︑突き詰めて
いく予定です︒
最後に︑各分会に三権を
委譲して交渉を終えていき
ました︒

何か新しいこと
を始めるなら︑
季節は春がいい
らしい︒花香る
風に 背 を押 さ
れ︑心が弾む︒
◆よき一日の始まりを念じ
ながら︑ 吉野せいの随筆
﹁飛ばされた紙幣﹂から心
に残っている場面をひく︒
時は大正︑舞台は貧しい農
村である︒ 歳の千吉と８
歳の松三 が父に訴えた︒
﹁おらぁ 学校さ上がりて
え﹂◆仲良く１年生の教室
に机を並べ︑兄弟は張り切
った︒朝は勇んで家を飛び
出し︑夕には親の知らぬ字
をすらすら読めるようにな
って帰ってくる︒暮らしに
追われる父母の胸に︑生き
がいという灯がふとともる
◆各地はちょうど︑小学校
の入学シーズンだ︒これか
ら夕飯のテーブルで︑習っ
た漢字をノートに書いて胸
を張る子がいるだろう◆吉
野せいは︑田畑の開墾と子
育てに人 生を費やした︒
﹁満身風雪を浴びた﹂とい
う日々を︑幾編もの物語と
して書き始めたのは古希を
過ぎたころ︒ 歳で文学賞
を授かった新人作家は︑そ
の２年後に亡くなった◆新
たな挑戦に老いも若きも関
係ないさ ︒作品を読むた
び︑そんなせいの声を聞く
思いがする︒時はいま︑土
に種まく春だ︒さあ︑何を
始めよう︒

10

75
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１−１２−２７

1
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27

大阪市港区築港
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阪神支部
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大
運
定昇＋1,000円
新 富 運 送
定昇1,000円＋300円
日本コンテナ輸送
定昇1,200円
菱 倉 運 輸
昇格給込5,010円
日 本 高 速 輸 送
定昇700円＋300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
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
定昇5,727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＋500円
五 洋 港 運
定昇4,607円
内外フォワーディング
定昇5,975円
天 神 運 輸 倉 庫
定昇1,200円＋α
日 本 包 装 運 輸
定昇4,403円
レ ッ ク ス
定昇3,800円
日 章 ト ラ ン ス
3,600円
阪神コンテナビジネス
定昇1,500円＋α
浜 田 運 送
定昇1,000円＋700円
国際コンテナ輸送
定昇込2,000円
三 協 運 輸
定昇1,300円＋200円
オーエスティ物流
定昇込2,500円
尼 神 運 輸
一律1,000円
後 藤 回 漕 店
一律2,000円
シ ン ケ ン
2,300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4,279円
全 日 検 神 戸
定昇1,200円
大阪シティフレイト 定昇1,000円＋1,000円
三井倉庫サプライ
平均3,320円
トールウェイサービス
定昇2,000円
谷 井 運 輸
定昇1,000円
阪神高速トール神戸
一律3,000円
大 日 産 業
定昇込2,000円

２０１７．４．２４．ＮＯ．６０９号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

17春 闘 回 答 出 揃 う ！
各社 の 回 答 金 額 ( ４ 月 1 0 日 時 点 )

１３時開始
在阪分会２割動員

30

所：扇町公園

◆場

港湾春闘終結へ

◆日 程：５月３日(水)

振るった︒共産党ばかりで
なく︑労働運動や農民運動︑
大衆運動︑文化団体︑宗教
団体等々が弾圧された︒治
安維持法犠牲者国家賠償要
求同盟によると︑ 年間で
治安維持法による逮捕者は
数十万人︑創健社は７万５
６８１人︵起訴５１６２人︶︑
警察での虐殺死者は 人︑
獄死者は４００人余にのぼ
る︒
治安維持法犠牲者に対し︑
政府はいまだに謝罪も賠償
も行っていない︒それどこ
ろか共謀罪︵テロ等準備罪︶
という形で復活を狙う︒共
謀罪は行為ではなく思想・
内心を処罰する点で治安維
持法︵結社の目的のための
協議︑宣伝︑資金提供も罰
した︶と重なる︒自首する
者の刑減免による密告奨励
も︑共謀罪で受け継ごうと
している︒

20

大阪：扇町公園

19

１９２５年３月 日に設
立し︑４月 日公布︑５月
日施行︒以後︑２度の改
悪を経て１９４５年 月
日に廃止されるまでの 年
間︑治安維持法は自由と民
主主義を圧殺し︑暗黒時代
をもたらした︒
﹁国体の変革﹂﹁私有財
産の否認﹂を目指す結社を
処罰するために制定された
が︑適用対象は拡大され︑
天皇制政府に異を唱えたり︑
戦争や植民地支配に反対す
る者を弾圧するのに猛威を

※兵庫の憲法集会については
在神執行部・神戸ブロック・
青年部で対応します。

95

順守などを確認することな
どで今春闘での決着を見ま
した︒
また︑コンテナターミナ
ルゲート業務について各タ
ーミナルの現状に照らしな
がら業域・職域のあり方の
検討期間を設け協議すると
しました︒

ていますが立証しなかった
為︑再度︑釈明を求められ
ています︒
そもそも︑指定事業体企
業への請負業務であれば︑
﹁使用者性はない﹂と主張
する根拠がありますが︑日
検は︑その主張もしていま
せん︒
労働委員会が﹁派遣なの
か︑請負なのか﹂釈明を求
めるのは当然なのです︒
指定事業体の発足から本
体移籍問題を惹起させる︑
つまり︑マッチポンプを引
き起こしているのは全部日
検自身であることを追求
し︑猛省と法令順守のたた
かいを阪神支部の総力を挙
げて進めていきます︒
次回の第４回地労委︵調
査︶は︑４月 日に行われ
ます︒︒

15

所：神戸：東遊園地

◆場

治安維持法

◆日 程：５月１日(月)

ことばのミニ辞典

貫して金額を入れる協定は
できないと主張し続けまし
た︒このため両社の主張は
大きく隔たり︑ぎりぎりの
交渉を続けてきました︒
最終的に産別最賃の扱い
については︑各企業労使間
で協議し合意を得た金額を
順守することや︑既存の産
別協定の体制・協定自体の

いう論調回答を超えて︑
﹁検数・検定小委員会で協
議し︑労使政策委員会が関
与する﹂との仮協定︵４月
６日付︶を交わし今後︑解
決に向け協議されます︒
この﹁移籍問題﹂は︑昨
年３月 日︑﹁毎年１２０
名の本体移籍を実施する﹂
確認書を交わしておきなが
ら︑その実現に向けて協議
を申し入れている阪神支部
に地労委での日検の主張
は︑単に﹁使用者性はな
い﹂として正当な理由を立
証することなく没却︑無視
する暴挙に出ています︒
そして︑﹁使用者性はな
い﹂と主張する日検に対し
労働委員会は︑﹁指定事業
体の検数業務で働く労働者
は︑派遣労働なのか︑日検
から指定事業体企業への請
負業務なのか﹂釈明を求め

26

「第８８回メーデー」

12

示して協定するべきという
要求に対して︑経営側は一

17

１０時開始

22

17

20

48

協議内容順守で決着

16

「憲法こわすな！
おおさか総がかり集会」

10

20

62

26

24

11

16

全国港湾・港運同盟による中央港湾団交

日検闘争第３回地労委
日検は 猛省し 法令を 順守 せよ
日検が自ら設立した日興
サービス︵名古屋︶︑大日
産業︵大阪︶のいわゆる指
定事業体において︑検査事
業に働く組合員︵従業員︶
の移籍を求める団体交渉を
拒否する不当労働行為を争
った第３回地労委が３月
日︑行われました︒
全国港湾も 春闘中央港
湾団交の産別要求で掲げて
いる﹁移籍問題﹂にもかか
わらず︑調査では日検本体
からの出席者は無く︑弁護
士﹁丸投げ﹂の姿勢は︑港
湾労使の信義則に反しま
す︒
さらに︑現状の指定事業
体の検査業務は︑派遣法や
港湾運送事業法にも抵触し
ており︑その是正には﹁本
体移籍﹂しかありません︒
中央港湾団交では﹁あく
までも個別企業の問題﹂と

23

17

年港湾春闘は４月６日
の午後︑全国港湾・港運同
盟と日本港運協会との間
で︑第５回中央港湾団交が
都内の港運会館にて開催さ
れました︒
途中休憩をはさみ断続的
に交渉が続けられました
が︑労使の主張は平行線を
たどり交渉は難航しまし
た︒しかし︑精力的な交渉
の結果大筋合意し︑同日
時 分に妥結し仮協定の調
印に至りました︒

これにより組合側が通告
していた４月８日・９日の
時間ストライキも解除さ
れ︑今春闘は収束に向かい
ました︒
今春闘で組合側は産別最
低賃金を 万８９２０円に
引上げるよう要求し︑たた
かいを進めてきましたが︑
経営側は個別で対応すると
し︑産別最賃額を明示する
ための文書化を拒否してき
ました︒また︑ 歳への定
年延長などの諸要求に対し
ても個別企業
での対応など
として回答を
示さなかった
ことから︑３
月 日︑４月
２日の２回に
亘り 時間の
ストライキを
決行 しま し
た︒
最大の争点で
あった産別最
賃の引き上げ
は︑組合側の
主張である
年 月の労使
確認 に基 づ
き︑金額を明
30

２０１７．４．２４．ＮＯ．６０９号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

す︒﹁合意﹂とは決意の共
有であり内心の事柄です︒
近代刑法の大原則は﹃①
人の行為が②法に明記され
た犯罪要件に該当し③有害
な結果が発生し④当人に責
任がある﹄場合に限って犯
罪とします︒共謀罪はそれ
以前の段階での﹁合意﹂を
処罰するので︑大原則から
大きくかけ離れます︒それ
を２７７の犯罪について
﹁合意﹂のみで処罰すると
いうのが﹁共謀罪﹂です︒
共謀罪導入の真の狙い
は︑警察権の拡大による国

民監視の強化です︒そし
て安倍政権が強行してき
た﹁戦争する国づくり﹂
との関係性も注視するべ
きです︒海外で戦争する
ための﹁権限﹂をつくっ
た安保法制＝戦争法︑軍
事・外交情報を国民に閉
ざす秘密保護法とあわ
せ︑﹁共謀罪﹂は国民の
抵抗を押さえつけ︑国の
監視社会下で民主主義す
らなくなる危険が大いに
あります︒
原案では﹁組織的犯罪集
団﹂の行為を対象としてい
ますが︑明確な定義はあり
ません︒市民団体や労働組
合のあらゆる運動に対し︑
反対運動が起きたら共謀罪
で取り締まる︒そういう文
脈で考えるべきです︒
担当者も﹁年７２０時間の
上限に︑休日労働を上乗せ
することは理論上可能﹂と
認めました︒
過労自殺した電通社員の
高橋まつりさんの母・幸美
さんが︑﹁過労死をさせよ

テロ対策を口実に﹁共謀
罪法案﹂を推し進める安倍
政権の国民監視と人権侵害
を断じて許すわけにはいき
ません︒反対運動を強化
し︑４度目の廃案に追い込
むことが我々の責務です︒
執行委員
久保田 稔

世論の反対に背を向けるな！

労省研究班が出した４・８
％ ５(３６万人 の)データか
ら見てもかけ離れた結果と
なり︑今夏までに再度調査
を行うといったお粗末な始
末です︒しかし︑厚労省の
データでも既に深刻な状況
でギャンブル依存症大国で
あることは明白です︒
大阪府と市は︑﹁夢洲を
軸とした大阪市内ベイエリ
ア﹂を統合型リゾート候補
地としてすすめています︒
海外のカジノ運営会社の会
長は︑﹁大阪でしか考えて
いない﹂と松井知事に言っ
ています︒しかし大阪港で
は夢洲・咲洲・舞洲は港湾
では国際コンテナ荷役の重
要な拠点となっています︒
また︑日常的にコンテナの
渋滞問題が発生している現
状を鑑みても︑カジノ建設
は港湾地域の作業環境悪化
や治安の維持についても大
きな不安しかありません︒
昨年のカジノ推進法強行
後も世論はおよそ７割が
﹁慎重﹂﹁反対﹂と圧倒的
に賛成派を上回っていま
す︒﹁カジノ反対﹂の行動
が地域や市民団体で拡大し
ている今︑港湾エリアを生
業とする労働組合の代表と
して﹁カジノ暴走﹂に反対
の声と運動を︑さらに広げ
なければなりません︒
執行委員
久保田 稔

カジノ合法化︑反対！

カジノ解禁推進法が︑昨
年 月 日に強行可決され
ました︒賭博場は刑法で禁
止されているにもかかわら
ず︑カジノ実施へ向けた動
きを安倍政権は加速させて
います︒そして安倍自身を
本部長とするカジノ推進本
部を設置し︑４月４日初会
合が行われました︒
カジノ解禁推進法は︑カ
ジノを中核とする統合型リ
ゾート︵ＩＲ︶の整備を政
府の責務とするという重大
な内容ですが︑カジノを運
営するための細目は︑政府
の責任で１年以内を目途に
定めるという﹁実施法﹂を
秋の臨時国会で成立させる
ことを狙っています︒
会合で安倍首相は︑﹁ク
リーンなカジノを実現する
ため︑世界最高水準の規制
を導入するとともに︑それ
を的確に執行するための体
制を整備する︒これらを通
じ︑魅力ある日本型ⅠＲを
つくりあげたい﹂と無責任
なカジノ推進論をならべま
した︒
国民的な関心が向けられ
たカジノ依存症では︑３月
日に﹁ギャンブル依存症
対策推進関係閣僚会議︵議
長・菅官房長官︶﹂が﹁論
点整理﹂を提示しました︒
国内の依存症率を２・７％
としたことが注目され︑厚

15

現代の治安維持法︑

小泉政権時代︑３度にわ
たり廃案になったことか
ら︑今回﹁テロ等準備罪﹂
と法案の名称を変えました
が︑法案の中身には﹁テ
ロ﹂の文言すらなく︑廃案
になった経過を踏まえ﹁共
謀﹂とされた部分について
も﹁計画﹂へとすり替えら
れました︒
﹁現代の治安維持法﹂と
も言われている﹁共謀罪﹂
とは︑複数の人間が犯罪行
為に関する相談＝謀議が行
われただけでは足りず︑
﹁合意﹂の成立が不可欠で
月続けることが可能な制度
設計になっています︒
政府の 実｢行計画 は｣︑時
間外労働について罰則付き
の上限を新設しているもの
の︑繁忙期の上限は 月｢１
００時間未満 と｣いう驚く

名前を変えてもＮＯ！

の上限規制には抜け道もあ
ります︒労基法は原則とし
て週１日の休日を義務づけ
ています︒政府と経団連︑
連合が合意して働き方改革
実現会議で提案された新た
な規制案では︑この﹁法定

休日労働をするには労使
で ︵サブロク︶協定を結
ばなければならなりませ
ん︒ ％の割増賃金が休日
労働への一定の抑止力にな
るという見方もあります
が︑ 協定がそもそもない
企業︑ウソの労働時間を申
告させる企業︑無視する企
業は後を絶ちません︒
﹁８時間働けばふつうに
暮らせる社会﹂実現のため
に︑過労死を増やす﹁働き
方改悪﹂を許さず︑人間ら
しく働けるルールの確立︑
経済と社会の全うな発展の
ため︑職場・地域から国民
的運動を広げましょう︒
36

35

36

12

31

働き方改悪を許さず︑
人間らしく働ける社会へ
べき内容です︒休日労働を ！ということを認める法案
含めれば 年｢９６０時間︑ でしょうか﹂と指摘したと
毎月 時間 ま｣で働かせる おり︑﹁過労死ライン﹂超
ことが可能で︑すでに大企 の長時間労働を容認する基
業などの職場で横行してい 準では︑労働者の命と健康
る異常な実態に お｢墨付き ｣ を守る歯止めには到底なり
を与えるものです︒政府の ません︒
80

主張
休日﹂を除く日の時間外労
働だけが上限の範囲とされ
ています︒
法定休日に出勤して働い
た時間とあわせれば︑過労
死ラインぎりぎりの﹁月
時間﹂の時間外労働を ヶ

80

共謀罪

28

﹁共謀罪﹂の趣旨を盛り
込んだ組織的犯罪処罰法改
正案が４月６日︑衆院本会
議で審議入りしました︒
野党から﹁監視社会をつ
くる﹂と法案の危険性を指
摘し廃案が訴えられるな
か︑安倍首相は東京五輪な
どを控え﹁テロ対策は喫緊
の課題﹂︑また﹁テロ組織
による犯罪を含む国際的な
組織犯罪の抜け穴となるこ
とを防ぐ﹂などとして︑
﹁テロ対策として法案の早
期成立が必要である﹂とし
た姿勢を強調しています︒

政府の﹁働き方改革実現
会議﹂が３月 日に﹁実行
計画﹂を決定しました︒そ
の実態は労働者と国民の願
いに背く﹁働き方改悪﹂で
す︒電通の過労死自殺など
が世間で注目され︑残業時
間の上限規制は︑安倍政権
が進める働き方改革の最重
要テーマです︒
﹁過労死ゼロ﹂を目指し
て労働基準法に上限を明記
し︑﹁抜け穴﹂をつぶすこ
とが改革の狙いですが︑
﹁休日労働﹂が年間の上限
の例外になっていること
で︑政労使の合意で年間７
２０時間となった残業時間
12
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て﹁核兵器を積める米艦船
は日本など外国の港に入っ
た時も︑核兵器を降ろした
りはしない﹂と日本への核
の持ち込みを認めた発言を
し︑ラロック証言として反
響を呼びました︒この発言
の真意として︑後年ラロッ
ク氏は﹁核兵器を海外に持
ち込めば核戦争の危険がひ
ろがることを懸念した︒日
本国民に対して公正であり
たい﹂ということを述べら
れました︒ラロック氏は日
本国憲法の核を持ち込ませ
ずと表記された三原則を知
っていたのです︒﹁それに
反して日本に核兵器を持ち

込んでいる事実を認めよう
としないのは詐欺に等し
い﹂と感じたからだとも語
っています︒
ラロック証言がきっかけ
となり︑神戸市議会での全
会一致での採択が実現した
のです︒
この話を聞いて︑非核
﹁神戸方式﹂の存在意義や
重要性︑これからについて
とても考えさせられる講演
であり︑つどいでした︒
今後も継続する事︑この
運動を広げることが平和に
は不可欠であると思いま
す︒
執行委員
道下 拓也

全日検の賃金統一と退職金制度︵Ｂ職員︶確立

万円の人件費を抑えて８億
円もの事業収益を上げ︑８
億１５００万円の法人税を
納めるという異常な企業運
営が明るみに出ました︒
特に神戸支部においては
﹁賃金 ％カット︑一時金

30

この国名ナンと読む…？

伊 色 刺

６０７号の回答
﹁時速 ㌔

分間隔﹂

６０９号の締め切り日は︑５
月 日︵月︶です︒ふるってご
応募ください︒

玉代勢秀矢︵全日検︶︑瀧元晶
子︵新神戸セキュリティ︶︑菅
原一貴・ 柳田彩加 ・松林 美琴
︵ジャパン EXP
︶さんに図書カー
ドを進呈いたします︒

６０８号の回答
﹁ヒナニンギョウ﹂

内藤孝二・五百倉治・市川陽一
・西山育治・坂本光一︵新神戸
セキュリティ︶

20

非核﹁神戸方式﹂決議 周年記念のつどい

運動の継続と拡がりが不可欠

42

60

金統一︑Ｂ職員の退職金創
設︑指定事業体の職員を本
体へ転籍︶を掲げて全日検
へ迫ったことでした︒
この間︑紆余曲折はあり
ましたが︑賃金検討委員会
が始まってから 年︑ 回
の労使協議とそれ以上の事
前折衝で労使協議を重ねて
賃金統一と退職金制度の創
設が労使合意に至りまし
た︒会社の熾烈な攻撃に抗
して︑労働組合の基本であ
る﹁団結﹂力の大切さを改
めて学ばされた思いです︒
引き続き︑安心して働ける
労働条件向上に向け奮闘し
ます︒
副委員長
谷口 利之

21

【問 題】

た︒しかし︑同年代のＡ職
員とＢ職員の給料体系の違
いは全国的に職員からの不
満と怒りが噴出し︑会社も
賃金統一︵是正︶を認めざ
るを得ない状況となりまし
た︒２０１０年 月 日に
賃金統一に向けた一回目の
労使賃金検討委員会がはじ
まり４年が経過︑ 回の労
使協議を重ねても会社は現
実味のない時間外込みの生
涯賃金に固執し︑具体的な
中味のある提案がされませ
んでした︒大きな変化をも
たらしたのは︑その年の春
闘にて労組３団体︵日港労
連・全港湾・検数労連︶が
統一要求︵Ａ・Ｂ職員の賃

7

22

30

分かるかな？
ゼロ﹂︑﹁新賃金︵ ％カ
ット︶﹂や﹁自宅待機・一
時帰休﹂など次から次へと
赤字経営の責任を労働者へ
強いる支部独立採算制・支
出許可額制という横暴な本
部施策が繰り広げられまし
た︒﹁収支改善﹂の背景に
は︑業基盤の再建だけでは
なく︑組合つぶしを狙った
執拗な組織攻撃と全国的な
労組の分断︑各支部内にお
ける職員間の分断という目
的であったことがうかがえ
ます︒２００１年︑全日検
は︑﹁新処遇者﹂いわゆる
Ｂ職員という退職金込みの
賃金とのふれこみで新たな
賃金体系を導入してきまし

7

12

﹁団結﹂の大切さを改めて学ばされた
今から遡ること 年前︑
全日検は神戸支部をはじ
め︑北陸︑中国︑大阪︑九
州︑北海道と各支部で﹁収
支改善﹂と称する賃金カッ
トを強行しました︒その年
の決算では︑ 億８０００

50

42

ているにも関わらず︑日米
の間で核密約の条約が結ば
れていたこと︑米国の﹁神
戸方式﹂に対する攻撃な
ど︑これまでの経緯につい
ての説明と︑トランプ政権
の核兵器政策の危険性と安
倍首相がトランプ大統領と
共同声明で﹁核及び通常戦
力の双方によるあらゆる種
類の米国の軍事力を使った
日本の防衛に対する米国の
コミットは揺るぎない﹂と
安倍政権も核を容認し︑ト
ランプ追随であるというこ
れからの危機について話さ
れました︒
非核﹁神戸方式﹂が採択
されるに至った経緯とし
て︑昨年亡くなった元米海
軍提督でミサイル巡洋艦プ
ロビデンスの艦長を務めた
ジーン・ラロック氏が紹介
されました︒ラロック氏は
１９７４年︑米議会に於い
16

18

記念講演で演台に立つ緒方氏

３月 日神戸市勤労会館
大ホールにて３５０名参加
のもと︑非核﹁神戸方式﹂
決議 周年記念のつどいが
開催されました︒
講師に参議院議員などを
歴任された緒方靖夫さんを
迎え︑﹁核兵器のない世界
と非核﹃神戸方式﹄﹂と題
して記念講演が行われまし
た︒講演では核兵器廃絶の
国連会議にいたる経過や︑
日本国憲法で非核が謳われ
10
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