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９月６日・７日の２日間
にわたり︑全港湾第 回定
期全国大会がシーパレス日
港福︵豊橋︶で開催されま
した︒
阪神支部から代議員７
名︑特別代議員７名︑傍聴
名︑計 名が参加しまし
た︒
本大会は中間大会の位置
づけで︑昨年の運動方針を
補強する年であり役員改選
は無く︑ 年度活動報告と
総括︑ 年度決算報告︑
年度予算案︑ 年度運動方
針案の補強︑年間ストライ
キ権の確立を議論する大会
となりました︒
議長団選出後︑代表あい
さつに立った松本中央執行
委員長は︑北朝鮮危機につ
いて言及し︑政府のＪアラ
ート稼働や民放各社そろっ
て過剰に有事をあおる状況
をふまえ︑安倍政権は︑北
朝鮮危機を口実に︑防衛レ
ーダーシステムに約１６０
０億円︑ステルス戦闘機に
約８００億円など独占資本
による軍事産業に数千億円

ともいわれる莫大な利益を
与え︑国民の税金が注がれ
ようとしていると批判し︑
今もなお休戦状態にある北
朝鮮に対し︑武力による威
嚇や挑発行為をやめ︑平和
協定を締結し︑平和的協議
による解決を促す役割を労
働組合が発信していく必要
があると話されました︒
また︑９月の臨時国会に
提出される﹁働き方改革﹂
が同一労働同一賃金を否定
し︑長時間労働を助長する
労働法制改悪だと批判しま
した︒さらに臨時国会召集
と同時に衆議院解散を政府
が選択肢として目論んでい
ることも示唆し︑安倍政権
を打倒するためには労働組
合が先頭に立って政治闘争
をする必要があると呼びか
けました︒
来賓あいさつに立った全
国港湾糸谷委員長は︑中央
団交において日本港運協会
は︑独占禁止法を盾にいま
だに産別最賃の有額回答を
示さず︑極めて不誠実な態
度であると批判し︑その姿
勢を維持するならば︑年末
年始の荷役協力を拒否する
態度を表明し︑全港湾にも
理解と最大限の協力を求め
ました︒また︑連合会にな
って 年目になる全国港湾
は発展途上であり︑全港湾
の団結力を高く評価したう
えで︑全国港湾もたたかう
組織を目指して次週の定期
大会での活発な討議への期

待と組織発展への協力を呼
びかけました︒
質疑討論では︑全体で
名もの発言があり︑阪神支
部からも代議員︑特別代議
員を合わせて９名が発言
し︑活発な討論がされまし
た︒
決議では代議員の無記名
投票による年間スト権を確
立し︑ 年度活動報告及び
年度の運動方針の補強案
及び大会宣言案の一部修正
がされた後︑再提案され︑
満場一致で採択︑確立され
ました︒
在籍 年組合員表彰で阪
神支部から６名が表彰され
ました︒新規分会紹介では
川﨑ヘビーカーゴ分会︑ト
ール神戸分会︑名阪船舶分
会の紹介があり︑分会旗が
松本中央執行委員長から授
与されました︒
最後に松本中央執行委員
長の団結ガンバローで散会
しました︒
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代表あいさつに立つ松本委員長
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全国の仲間で団結ガンバロー
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２０１７．１０．６．ＮＯ．６１３号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

全港湾第88回定期全国大会
安倍政権を打倒し、平和で公平な社会の実現へ ！

２０１７．１０．６
ＮＯ．６１３ 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
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できるはずはな
いと思いつつ︑
その国に暮らす
皆さんを対象に
世論調査をすれ
ば︑どんな結果
が出るだ ろうと︑ふと思
う︒その国とは北朝鮮であ
る◆初の日朝首脳会談で北
朝鮮が日本人拉致を認めて
から 年になる︒かすかに
開いた扉は残念なことに閉
じられたままだ︒北朝鮮の
弾道ミサイルがまた北海道
を飛び越えた◆耳に届くの
は居丈高な物言いであり︑
画一的な街の声だ︒まるで
台本でもあるかのような︒
それが表の顔なら︑知りた
いのは国を支える庶民の本
音︒多少なりと事実を知っ
ていることを前提に︑例え
ばこんな質問をすればどう
なるか◆﹁指導部は拉致問
題に誠意をもって対応して
いると思いますか﹂﹁核実
験に対し国連安保理は制裁
決議をしました︒不満です
か﹂﹁弾道ミサイル開発に
１年分のトウモロコシ代と
聞きます︒それでも必要で
しょうか ﹂◆世論調査は
﹁スープの味見﹂とも言わ
れる︒スープとは国民がど
う思っているかの民意のこ
とだ︒鍋を飲み干さなくて
も︑うまくかき混ぜればス
プーン１杯で味が分かる◆
この国でかき混ぜたスープ
の味は︑甘いか︑辛いか︑
それとも⁝︒
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発

言

広がっている︒これは世界
的に見ても日本は遅れてい
る︒労働者の実態を知らな
い者たちの会議で進めてい
ることに問題がある︒社会
的に安倍退陣の運動を進め
なければならない︒
﹁独禁法について﹂
追認作業とストライキ回
避はおかしい︒我々の進め
方自体︑独禁法には抵触し
ない︒未組織労働者は除外
され︑適応されていないか
ら一律ではない︒労働組合
がなめられている︒来春闘
はさらに強硬姿勢で突破し
ていただきたい︒
副委員長
中山 寛次郎

﹁労災企業保障
について﹂
協定書面の中身の共有
化︑または全国統一化を図
るべきではないか︑昨年も
提案を行ったが︑中央の取
り組みとしてどうなってい
るのか︒
﹁ヒアリ対策について﹂
日本各地で発見されてい
る︒中央本部はどう対策を
とるのか︒また︑環境省と

は協議できているのか︒
副委員長
坂本 幸治

﹁トラック・海コンの長
さ規制緩和について﹂
労働者不足なうえに︑経
済優先の無理なサービス︑
長時間労働など劣悪な労働
条件を強いられている︒規
制緩和での対応ではなく︑
適正料金の収受や約款の周
知で労働者が人間らしく暮
らせる業界にするべき︒
書記次長
硲 富雄

﹁トラック・海コン
について﹂
労働者不足や輸送環境の
見直しによる規制緩和とい
われているが︑安全が置き
去りにされている︒今こそ
規制強化に向けた国交省に
対する行政運動を強化して
いただきたい︒
﹁日検︵指定事業体︶
問題について﹂
日検自体に違法行為をし
ている自覚がない状態で︑
労働組合として相手側が提

案する和解案は到底のめな
い︒東京︑名古屋での抗議
運動をさらに強化して進め
ていく所存であるとともに
今後もご協力とご支援をお
願いしたい︒
書記長
河野 照宜

﹁３次元スケール
について﹂
全く討議のテーブルに上
がらなくなっているが︑行
政への働きかけで改めて予
算を立てさせるなどして︑
横転事故防止に向けた運動
の強化を望む︒
書記次長
南 修三

﹁フレキシブルタンクバッ
グコンテナについて﹂
ドライバー責任に異議を
申し立ててきた︒規制緩和
がされてきたことで︑国際
基準もないタンクバッグで
運ばせ︑消防法にも矛盾し
ていること︑昨年の米油漏
れ事故の周知以降また発生
したみりん漏洩事故の際に
はドライバーの対処の速さ

も功を奏し大惨事にはなら
なかったが︑事故撲滅に向
け運動の強化が必要ではな
いか︒
副委員長
井ノ元 宏樹

﹁コンテナターミナル滞
留とトラック手待ち時間記
録の義務化について﹂
ターミナルの滞留が長時
間労働の原因となってい
る︒荷主都合の場合︑ 分
以上の荷待ちで事業者に記
録義務化となっている︒長
時間労働の是正や改善のた
め︑今後の強化を望む︒
執行委員
廣渡 信次

﹁コンテナシャーシ火災
について﹂
ブレーキ制御が原因で火
災事故が起きている︒メー
カーの警報装置など対策も
されているが︑高価で普及
は難しい︒問題個所の整備
もメーカー以外には禁止さ
れており︑さらにブレーキ
の問題個所に関する部品

代︑交換工賃ともに高価で
あることも問題解決の壁と
なっていると考えられる︒
費用援助や減免などの運動
強化も進め事故防止につな
げて頂きたい︒
執行委員
井上 友寛

初めて全国大会に参加さ
せて頂きました︒大阪荷役
分会自体がまだ３年ほどと
いう事もあり︑まわりは知
らない人ばかりで︑初日は
他分会の方々と緊張して接
していました︒しかし皆さ
んとても気さくでいろんな
ことを話してくれ︑楽しく
過ごすことが出来ました︒
こうしてたくさんの分会の
方々と知り合い︑色々と話
しをさせてもらう事で︑

今回初めて参加させて頂
き︑各議題並びに質疑討論
等から︑より一層今後の課
題を確認することが出来ま
した︒
今回の経験を活かし︑今
後の運動に取り組んでまい
ります︒
後藤回漕店分会
乃村 竜雄

村井 正

りましたが︑今大会に参加
させて頂き︑ありがとうご
ざいました︒
菱倉運輸分会

全国大会に初めて参加された
仲 間か ら︑ 感 想を 頂き まし た ︒

全港湾の組合員となって
年目で全国大会に初参加
させて頂きました︒
私自身の意識も高まり︑
刺激も受けとても良い経験
になりました︒
この経験を分会での運動
に生かしていきたいと思い
ます︒
日本コンテナ輸送分会
横井 伸也

今回︑初めて全国大会に
参加させて頂きました︒
全国から集まる組合員の
方々はどんな感じなのだろ
うと︑不安と興味がありま
した︒
各地方からの質疑応答で
は︑たくさんの組合員から
の質疑があり︑１日目では
時間が足らず２日目に持ち
越すほど︑皆さんの熱い思
いと訴えを肌で感じる事が
出来ました︒
このような活発な議論を
通して︑分会でも何が自分
たちにできるか考え︑今後
の組合活動に生かしていき
たいと思います︒最後にな
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会

﹁フェリー基金
について﹂
分配された基金の使い道
など議案書に明記されてい
ない︒明確な使い道を議案
書で提案し今後の運動の発
展に繋げるべきではない
か︒
﹁働き方改革について﹂
良くするためなどの言葉
を並べているが︑利益追求
型の政策でしかない︒
まず︑最低賃金は全国一
律︒現在︑地方との格差が

30

大

﹁荷主責任について﹂
現状︑通行許可も取らず
に海コンの配達が行われて
いる︒今秋から荷主責任を
問うトライアル調査が始ま
るが中央本部も注視してい
ただきたい︒
﹁技能研修センター
について﹂
２０２０年に豊橋から神
戸のポートアイランドへ移
転されると聞いているが︑
現状の人材不足を解消する
一つとして各資格を取得し
やすくする教習科目の免除
制度などはないのか？
副委員長
松本 栄二

２０１７．１０．６．ＮＯ．６１３号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

あらためて組合を通して
たくさんの方とつながって
いるのだと確認することが
出来ました︒
そして全国各地にもこん
なに大勢の仲間がいるのだ
と思いました︒これからも
いろいろと勉強し︑頑張っ
ていこうと思いました︒
大阪荷役分会
小山 恭弘

年 の
え る

権の動きを批判し︑我々の
労働運動は安全かつ安心し
て働ける平和な職場環境を
求めていかなくてはならな
い﹂と述べました︒
そして﹁我々︑全国港湾
として来年は連合化して
年という節目を迎えるの
で︑それについても総括を
しなければならない︒皆様
とともに良い総括できるよ
う今大会で活発な議論が出
来るようにお願いしたい﹂
と述べました︒
次に第１号議案︑第２号
議案︑秋年末闘争について
執行部から提案があり︑質
疑では全港湾阪神支部より
議題を通してフェリー基金
の取り扱いについてのビラ
を配布し︑説明を行いまし
た︒
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た︒
総括では︑本日出された
質疑については執行委員会
で議論しながら運動を進め
ていくと委員長から答弁が
あり︑閉会の挨拶のあと委
員長の団結ガンバローで散
会しました︒

回定期大会

また︑ 名の代議員より
コンテナラウンドユース︑
インランドデポ︑フレキシ
ブルバック等についての発
言もあり︑今春闘に於いて
追認作業を行う中でストラ
イキの決行と回避の背景に
対しての質問もありまし

関西地本第

めました︒
次に第１号議案から第５
号議案までが提案され︑質
疑に入りました︒質疑応答
時には各支部からの活発な
発言があり︑その後全会一
致で執行部提案が採択さ
れ︑運動方針が確立されま
した︒
大会宣言︑スローガンを
採択し︑畠山副委員長によ
る閉会の挨拶と港湾の現状
についての説明がを行わ
れ︑最後に大野委員長の団
結ガンバロー三唱で散会と
なりました︒

中 央 に 反 映 さ せ る
運 動 方 針 を 確 立

８月 日・ 日に大阪港
湾労働者福祉センターに於
いて第 回関西地本定期大
会が開催されました︒
宇野副委員長から開会挨
拶があり︑北朝鮮問題に始
まり︑残業代ゼロ法案︑働
き方改革については現在い
かに働きにくい環境である
かを話され︑労働者が犠牲
になる政治は許さないと述
べられました︒
その後︑議長団に神戸支
部の今津氏と阪神支部の入
江氏が選出され︑執行部
名︑代議員 名︑傍聴 名
の参加で大会が成立してい
ることが確認されました︒
続いて︑執行部を代表し
て大野委員長から話され
﹁安倍自公政権を倒すには
みんなの力が必要である﹂
と述べられました︒
その後︑中央来賓挨拶で
は︑中央本部の真島書記長
から挨拶があり︑中央の大
会に向けて活発な議論を求
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今回初めて全国大会に参
加致しました︒様々な職場
や地域の方の生の声を聞
け︑広い知識・認識を教え
られました︒労働者問題
等︑すべき問題も団結し進
むべきと思いました︒今後
も組合員として団結してい
きたいと考えています︒
ＭＳＣＳ・
ロジスティクス分会
澤地 信明
展はしていない︒アメリカ
は沖縄基地建設を押し進め
ようとしている﹂と述べら
れました︒
日本政府についても﹁一
昨年の秘密保護法や集団的
自衛権の容認︑さらに今年
に入ってからは共謀罪を強
行採決し︑戦争が出来る国
づくりを推し進めている︒
また︑働き方改革の安倍政

連 合 化 か ら
節 目 を 迎
９月 日・ 日︑豊橋シ
ーパレス日港福に於いて全
国港湾第 回定期大会が開
催されました︒

は余りありません︒任意の
時期に首相が解散させられ
るのは主要先進国の中では
日本だけです
安倍政権は慌てて︑再来
年の消費税増税の使途を見
直すためだとか︑北朝鮮の
核・ミサイル開発に圧力を
強めるためだとか︑首相が
狙う改憲にはずみをつける
などと言い出しています︒
その危険は明らかです︒
安倍政権が大義のない解
散・総選挙にあくまで固執
するなら︑市民の力で政権
を倒す絶好の機会にする︒
その決意が我々の運動に求
められています︒

72

31

糸谷全国港湾委員長
どの理由で行われていいは
ずはありません︒それこそ
国政の私物化です︒
ですから︑それを防ぐた
めに他の先進国では︑内閣
や内閣総理大臣が議会を解
散する権限を持っている例

30

回定期大会

葉は無かった︒我々労働者
なくして港湾労働はあり得
ない事であるが︑今後この
ように進められるＡＩ化等
には注視していく必要があ
る﹂と述べました︒
議長団には︑全港湾より
橋崎氏︑検定労連より秋谷
氏が選出され資格審査報告
では代議員・７組合・ 地
区港湾・執行部 名︑全体
で２８０名の参加が報告さ
れ︑議長より大会が成立し
ていることが宣言されまし
た︒
その後︑主催者を代表し
て挨拶に立った糸谷委員長
は︑世界を巡る情勢にふ
れ︑﹁日本の近隣で北朝鮮
や中国の動きが活発化して
おり︑ロシアについても安
全会議を行ったがなんら進
いことを見越したからとい
われます︒しかし︑国会は
﹁国権の最高機関﹂であ
り︑予算審議などでは参院
より大きな権限を持つ衆院
の議員資格を奪う解散が︑
与党の選挙に都合がよいな

15

挙は考えていないと明言し
ていました︒それが突然解
散・総選挙を持ち出したの
は︑マスメディアの世論調
査で内閣支持率が若干持ち
直していることや野党の選
挙体制が出来上がっていな

29

72

全国港湾第

開会の挨拶では︑﹁最近
ＡＩターミナルという言葉
が出されるようになってき
たが︑数年前にはこんな言

く︑ようやく開催するとな
った途端︑まともな審議も
しないで冒頭解散を持ち出
すなどというのは党利党
略︑私利私略の極みです︒
安倍首相自身︑少し前ま
では︑衆議院の解散・総選

32

大義のない解散・総選挙
国政の私物化を許さない

ればならない﹂と明記して
います︒にもかかわらず３
カ月近くにわたって臨時国
会の開催要求にこたえてこ
なかったのは︑文字通り憲
法を踏みにじるものです︒
さらには︑安倍首相と与

主張
党の自民︑公明両党が︑
日に予定される臨時国会の
冒頭で衆議院の解散︑総選
挙を強行する動きを強めて
います︒
憲法を踏みにじって開催
を３カ月も遅らせたあげ

大野関西地本委員長

10

21

64

14

野党が臨時国会の開催を
要求してきたのは︑安倍政
権に関わる大阪の学校法人
﹁森友学園﹂への国有地格
安払い下げなどの疑惑も︑
首相の盟友が理事長を務め
る岡山の学校法人﹁加計学
園﹂の獣医学部開設をめぐ
る疑惑も︑解明が全く尽く
されないまま通常国会が閉
会され︑国政上の重大課題
として国会を開いて疑惑を
解明することが求められた
からです︒
憲法 条は﹁いづれかの
議院の総議員の四分の一以
上の要求があれば︑内閣
は︑その召集を決定しなけ
28
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っています︒
最賃の底上げもなされて
はいますが︑地域格差は広
がり︑まだまだ生活できる
水準にはありません︒
そのような現状に対し
て︑市民や労働組合が真の
﹁働き方改革﹂を示してい

かなければなりません︒労
働組合の組織率・行動力・
影響力を上げ︑法律による
規制強化への運動を行い︑
使用者ではなく︑労働者の
ための労働協定を結んでい
くことこそが必要です︒
執行委員
道下 拓也

地本青対部バーベキュー交流会

支部からは３名︑地本各支
部から８名が参加し︑計
名が参加しました︒
本当は学習会を行ってか
ら後の交流会としたかった

体験や意見の交換を通して
更なる団結を強める
９月４日に私たちを歓迎
するかのような晴天の中︑
服部緑地公園において﹁地
本青対部バーベキュー交流
会﹂が行われました︒阪神

６１２号の回答
「腰」

交流会を機にこれからの青
対部独自の活動︑そして全
国青対交流会議︑沖縄平和
行進に団結して取
り組んでいこう﹂
と力強いあいさつ
で交流会は終了し
ました︒
私は青対部の 活
動で普段から知っ
ている仲間もいま
したが︑初めて会
う仲間もいて各支
部青年部長以外か
ら青年部活動の話
が聞けて良かった
と思います︒そし
てこの交流会で得
た意見や体験談等
を今後の青年部活
動に活かしていき

【問】お酒は２０歳から飲めます。煙草は
２０歳から吸えます。選挙権は１８歳から
です。では、自動車は何歳から乗れるでし
ょうか？

６１３号の締め切り日は１０月２７日（金）です。
ふるってご応募ください。

執行委員

坪井 雄志

たいと感じました︒

１２名からの応募があり、１０名が正解でした。
抽選の結果、以下５名の方に図書カードを進呈します。
兒玉 侑嘉乃 ・ 松林 美琴（ジャパンEXP分会）
市川 陽一 ・ 西山 育治 ・ 内藤 孝二
（新神戸セキュリティ分会）

労働法制改悪反対連続学習会

ンスとして︑﹁断固反対で
はなく︑現行の悪い部分を
改革していくことには賛成
である︒しかし︑改悪面を
探し出して︑とにかく反対
する事︒労働者に真に必要
な改革を求めていくこと﹂
が重要であると話されまし
た︒
安倍内閣提言の﹁働き方
改革﹂は同一労働同一賃
金︑長時間労働の抑制に言
及していますが︑２０１６
年当初より理念は後退を続
けており︑﹁一億総活躍プ
ラン﹂では︑低賃金で不安
定な非正規労働者の拡大に
拍車をかけています︒
それでも﹁働き方改革﹂
が必要な側面はあります︒
長時間労働や低賃金によ
り︑暮らしは苦しくなり︑
少子化や労働者不足に繋が

私たちの求める
真の﹁働き方改革﹂

９月２日神戸市勤労会館
に於いて︑西谷敏大阪市立
大学名誉教授を招き︑労働
法改悪反対連続学習会が行
われました︒
今回が最終３回目の学習
会で︑土曜日という事もあ
り︑大ホール使用規模の学
習会となりました︒
西谷氏は安倍内閣の﹁働
き方改革﹂への我々のスタ

大阪市立大学 西谷名誉教授

分かるかな？
のですが︑時期的な都合も
あり︑各支部の諸事情によ
り青対部で議論した結果バ
ーベキュー交流会のみを開
催することになりました︒
当日︑参加者の一部から
﹁知らない組合員ばかり
や﹂︑﹁男だらけのバーベ
キューか﹂と不安を表すよ
うな声が聞かれる中︑各自
自己紹介が行われ︑小林青
対部部長による乾杯の音頭
で交流会が始まりました︒
主催者側からすると﹁ち
ゃんと交流できるんか？﹂
と心配していたものの︑時
間が経つにつれて参加者た
ちは自身の分会︑職種︑家
族の話題等々で非常に盛り
上がりました︒
最後に小林部長は﹁この

地本青対部の団結強化を確認

11
天候に恵まれたBBQ
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