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間たちが声を出しメーデー
に参加しました︒
﹁働き方改革﹂では残業
時間の上限規制の重大性も
ますます顕著です︒﹁同一
労働同一賃金﹂も名ばかり
の実態が明らかになってい
ます︒私たちは８時間働い
て普通に暮らせる賃金が欲
しいだけなのです︒
ここ何年間も問題視され
ている憲法改悪にしても︑
誰もが戦争をしたくないで
すし︑子供達を戦場に送り
だしたくありません︒
こういった生活︑仕事︑
命にかかわる私たちの暮ら
しを守るため︑はたらく仲
間たちと一緒に﹁打倒！安
倍政権！﹂をスローガンに
今後も安倍政権を追い詰め
て行く事が重要だと感じた
一日でした︒
日本高速輸送分会
遠藤 侑助

９条改憲阻止！平和を訴えるデモ行進

戸
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同日︑あいにくの雨の
中︑﹁令和﹂元年初日︑扇
町公園にて第 回大阪メー
デーが開催されました︒
今年はいつもとは違い︑
新天皇即位の日と重なり開
催時間も午後からとなり︑
デモ行進も小規模で行われ
ました︒世間ではお祝いム
ードの日となりますが︑安
部政権が行っている﹁働き
方改革﹂﹁９条改憲﹂﹁消
費税 ％﹂など︑これから
私たちの生活を脅かす様な
問題が身にふりかかってく
るかと思えばお祝いムード
などにはなりません︒
４月１日には新元号が発
表され︑５月から新しい時
代が始まり︑４月７日には
大阪府知事︑大阪市長ダブ
ル選挙もありました︒６月
日︑ 日 には﹁ Ｇ
大阪サミット２０１
９﹂もあり︑大阪南港
を中心とした主要箇所
での大規模な渋滞も予
想されており︑港湾で
働く仲間たちに多大な
る影響があると思われ
ます︒
そのような様々な行
事がある中︑職場︑地
域を挙げて９条改憲阻
止！︑辺野古基地建設
反対！︑原発ゼロ！︑
ＳＴＯＰ消費税 ％！
など約３５００人の仲
10
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神

NO

坪井 雄志

安倍政権に国民の審判を下
そう﹂等々が述べられまし
た︒
﹁長時間労働をなくし︑
８時間働けば人間らしく暮
らせる社会へ﹂﹁増税 ！
の声をあげ参議院選挙の争
点にし︑増税中止を求め
る﹂﹁戦争法に基づき攻撃
型へ変貌しつつある自衛隊
へ若者を送り出さない﹂
﹁沖縄では県民投票で新基
地建設反対の民意が示され
ている︒政府は工事を今す
ぐ中止せよ﹂と︑要求とた
たかう決意が盛り込まれた
メーデー宣言は参加者全員
の拍手で採択されました︒
最後は﹁団結ガンバロ
ー﹂で散会し︑２コースに
分かれ市街地をデモ行進し
ました︒
当日は︑新元号﹁令和﹂
の始まりでもあり︑﹁新時
代の幕開け﹂と異常とも言
えるメディアのキャンペー
ン報道もあってか︑世間一
般が盛り上がっている中で
の開催でした︒しかし︑元
号が変わっても﹁貧困・格
差﹂﹁原発問題﹂﹁沖縄基
地問題﹂は解決されず︑残
されたままです︒﹁これら
の問題を解決し︑労働者の
地位を向上させることが私
たちにとって本当の﹃新時
代﹄なのでは？﹂と考えさ
せられるメーデーとなりま
した︒
執行委員

90

阪神支部

倍首相はアベノミク
スの成果を強調する
が︑実質賃金は下が
っている︒また︑毎
月勤労統計のデータ
改ざん問題で︑いま
増税すればくらしも
経済も破壊してしま
うということが明白
になった︒応能負担
の原則に則り︑増税
するならば大企業と
富裕 層に 行う べき
だ﹂ と説 明さ れ︑
﹁このような政治︑
経済状況だからこそ
労働者の団結が必要であ
り︑まともな労働運動が必
要だ﹂と強調されました︒
来賓あいさつで新社会党
県本部委員長の粟原富夫氏
は４月 ・ 日に決行され
た﹁全国港湾 時間ストラ
イキ﹂についてふれられ︑
﹁港湾労働者の団結力に続
き︑私たちも労働者として
の自覚を持ち運動するべき
だ﹂と力説されました︒そ
して︑各政党︑市民団体代
表の方々から﹁消費税では
なく賃金を上げよう﹂﹁８
時間働けば︑普通に生活で
きる国にしよう﹂﹁憲法改
悪を阻止し︑立憲主義を取
り戻そう﹂﹁参議院選挙で
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１−１２−２７
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大阪市港区築港
14

全港湾関西地方
消費税増税 社会保障切りすて半端ないって！！

２０１９．６．３
ＮＯ．６３０ 号
５月１日に﹁働くものの
団結で生活と権利を守り︑
平和と民主主義︑中立の日
本をめざそう﹂のスローガ
ンのもと第 回兵庫県中央
メーデーが神戸東遊園地で
行われ︑全体で１５００名
が参加しました︒
主催者あいさつで成山太
志 兵庫労連議長は﹁今の
憲法が改悪されれば︑自衛
隊は海外派遣において兵站
を含む任務を担い︑戦死者
が出てしまう︒﹃安倍改憲
ノー﹄の声を大きく広げよ
う﹂と話され︑続けて﹁安
90

２０１９．６．３．ＮＯ．６３０号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

第 9 0 回 メ ー デ ー

働く者の生活と権利と地位の向上で
私たちの暮らしと平和を守る新時代へ

詩人の中原中也
はいわゆる酒乱
で︑酔うと周り
の誰かに突っか
かった︒あると
きは自己嫌悪に
陥り︑親友にあてたわび状
にこう記したという︒﹁一
人でカーニバルをやってた
男﹂より と◆中川越︵え
つ︶さんの著書﹁すごい言
い訳！﹂︵新潮社︶より引
いた︒ひとりお祭り気分で
酔っぱらい︑場の空気をぶ
ちこわす︒酒のせいだと笑
っていられるうちはいいけ
れど︑この発言はどう言い
訳をしても通るまい◆﹁戦
争でこの島を取り返すこと
は賛成で すか︑反対です
か﹂﹁戦争しないとどうし
ようもなくないですか﹂︒
北方領土のビザなし訪問に
同行した際︑酒に酔って元
島民にそう詰め寄った丸山
穂高衆院議員である◆元島
民がふるさとを訪ね︑ロシ
ア人との交流を深める︒ゆ
っくりと醸成してきた友好
の場に︑陣太鼓を打ち鳴ら
して乱入してきたような感
じがある︒何をしに行った
のか︑この人は◆いまごろ
は国会を去るための荷物の
整理に忙しかろうと思って
いたら︑たとえ国会から辞
職勧告されても辞めないそ
うだ︒いわく﹁反論や弁明
を行う﹂ とか◆どうやら
﹁一人カーニバル﹂はまだ
続いているらしい︒
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成 年に許可制に改正され
現在に至っています︒
講義の前半では法律制定
に至る経緯・港湾運送事業
の歴史とその内容につい
て︑後半は﹁この法律のポ
イント﹂とされる法第 条
﹁下請け制限﹂を主に解説
して頂きました︒
﹁下請け制限﹂の概要は
﹁一般港湾運送事業者 元(
請事業者 が)引き受けた港
湾運送については︑実作業
も含め︑請け負った貨物量
の ％以上を自ら行う︑又
は︑当該荷役の実施に自ら
12

70

歴史を学び
知識を力に

議論されています︒全港湾
としてはターミナルの自動
化については原則反対です
が︑テクノロジーの進化や
労働者の人手不足の問題も
あることから︑真剣に議論
し未来の労働環境を考える

計 偽装 にな
っ た﹂ と批
判しまし
た︒
また ︑カ
ジ ノ問 題に
つ いて ﹁カ
ジ ノの 売り
上 げは ︑年
間 ３８ ００
億 円と 見込
ん でお り︑
近 畿２ 府４
県 １７ ００
店 舗で のパ
チ ンコ で負
ける金額と同等である﹂と
指摘し︑引き続き追及して
いくと決意を述べられまし
た︒さらに野党５党で﹁安
保法制を廃止にする法案﹂
を共同で参議院に提出した
ことを報告しました︒
続いてかめいし候補は︑
弁護士として労働問題につ
いて取り組んできた経験も
語り︑﹁労働者の時給や賃
金が上がっておらず︑いま
労働者が減少している中で
時代に合わせて労働法制の

必要があります︒
今回の学習会で港湾の歴
史を学び︑変化する労働環
境についてどのように行動
していくか深く考えていき
たいと思いました︒
執行委員
菅沼 裕介

整備が必要だ﹂また﹁批判
だけではなく︑未来をどう
変えていくのか具体的に示
し訴えていきたい﹂と決意
を語りました︒
閉会のあいさつでは宇野
副委員長が﹁お任せ民主主
義ではなく︑労働者の代表
を議会に送り出し︑私たち
も能動的に選挙運動をしよ
う﹂と呼びかけ︑最後に大
野委員長の団結ガンバロー
で散会しました︒
執行委員
鈴木 大介

決意表明する辰巳孝太郎参議院議員

ても解説して頂きました︒
コンテナ船の発達により
コンテナが主流となった現
在の荷役状況があり︑昨今
では上屋の近代化︵オンラ
イン化︶が進みコンテナタ
ーミナル自動化の構想まで

４月 日関西地本調印団
交終了後︑地本主催の﹁参
議院選挙勝利をめざす決起
集会﹂が同会場にて開催さ
れました︒
友誼団体からは大阪労連
菅義人議長︑大阪全労協
竹林隆事務局長︒野党各政
党からは日本共産党 辰巳
孝太郎参議院議員︑立憲民
主党 かめいし倫子 み
(ち
こ 参)議院議員候補︑社民
党大阪府連 服部良一元衆
議院議員︑同党 大椿ゆう
こ参議院議員候補が今夏の
参議院選挙大阪選挙区での
野党共闘成功のため︑結集
し決意表明しました︒
主催者あいさつに立った
大野委員長は︑﹁安倍政権
や維新自治政治による憲法
改悪やカジノ誘致など︑民
意不在を批判し︑関西地本
として参議院選挙では野党
共闘を支援し︑全国に広め
ていこう！﹂と呼びかけま
した︒
辰巳議員は︑統計偽装に
ついて﹁アベノミクスの破
綻をごまかすために賃金統
23

参議院選勝利に向けた決起集会

港湾運送事業法とは国の
指定港湾において行う船舶
への貨物の積卸し・荷捌き
・保管・はしけによる運送
等の事業を規制する法律で
す︒この法律は港湾運送に
関する秩序を確立し︑港湾
運送事業の健全な発達を図
り︑公共の福祉を増進する
ことを目的とします︒
法律は昭和 年事業法制
定され︑その時代は︑はし
け運送が主流でした︒戦後
はＧＨＱによる自由化の影
響を受け︑輸出入貨物の奪
い合いダンピング・過重労
働・誤積み・積み残し等の
問題があり︑昭和 年に免
許制︑そして平成 年に許
可制へと改正されました︒
港湾運送の行為とは一般
港湾運送・船内荷役・沿岸
荷役・はしけ運送・いかだ
運送・検数・鑑定・検量を
指し︑港湾運送を行う事
業︑補助的行為を行う関連
事業を指します︒港湾運送
事業は許可制で第 種から
第８種に分類されており︑
第１種から第５種は港湾ご
とに許可が必要で︑第６種
から第８種までは全国で一
本の許可が必要となりま
す︒
それぞれの事業の内容に
ついてもふれ︑下請制限や
統括管理基盤の背景に関し
26

現業部会 事･ 務職部会合同学習会

13

港湾運送事業法について

４月 日︑神戸市勤労会
館に於いて現業部会・事務
職部会合同学習会が開催さ
れました︒講師を招き︑
﹁港湾運送事業法につい
て﹂をテーマに約２時間の
講義をして頂きました︒
港湾運送事業法は︑戦後
の混乱期において港湾運送
事業の秩序を確立し︑同事
業の健全な発達を図り︑公
共の福祉を増進することを
目的に︑昭和 年に制定さ
れ︑その後︑昭和 年の法
改正︵登録制から免許制
へ︶以降︑改正を経て︑平

が責任を持つようにするた
め︑当該元請事業者と一定
の資本関係や契約関係にあ
る港湾荷役事業者等 関(連
下請事業者 に)行わせなけ
ればならない﹂というもの
です︒これにより︑一般港
湾運送事業者と下請事業者
との間に介在して手数料を
収受すること い(わゆるピ
ンハネ を)なりわいとする
ような悪質事業者の参入を
防止しています︒
その他︑労働者保有基準
など同法の効力により︑行
き過ぎた規制緩和に巻き込
まれた他の運輸関連事業に
比べ︑港湾はその波に飲ま
れながらも踏みとどまって
いる現状です︒しかし︑今
後の規制緩和によっては港
湾運送の効率化︵コスト削
減︑サービス向上︶が進
み︑港湾運送の安定化︵労
働関係の安定化等︶がより
一層︑損なわれることが懸
念されます︒
今回の学習会に参加させ
て頂き︑港湾労働者・港運
事業者の立場に立った政策
に転換するよう︑一層の運
動と組織強化が必要である
と感じました︒
後藤回漕店分会
濱田 健一
12 34
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参加者が知識を深めるいい機会となった

２０１９．６．３．ＮＯ．６３０号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

全港湾第

期中央労働講座

５月７日〜９日︑豊橋シ
ーパレスにて全港湾第 期
中央労働講座が開催されま
した︒中央本部から真島委
員長及び鈴木副委員長が出
席され︑阪神支部からは２
名︑全国の仲間と合わして
名の参加となりました︒
主催者として真島委員長
より﹁２０３０年を目標に
港が大きく変革されようと
している︒ 年前に開業さ
れた自動化ターミナルであ
る飛島ターミナル見学も含
め︑３日間で学習を深めま
しょう﹂とあいさつされま
した︒

﹁物流産業における自動
化・機械化の課題﹂として
松谷交運労協事務局次長の
講演では︑労働組合の役割
として︑労働条件の確保は
正常な労使関係からであ
り︑自動化・機械化の導入
は事前協議が前提であるこ
と︒国の施策任せではな
く︑働く者の目線での政策
要求と新技術による雇用構
造の変化への対応が必要で
あることを学びました︒
真島委員長からは﹁ＰＯ
ＲＴ２０３０に見える今後
の方向性﹂として︑﹁すべ
ての港湾労働者が生き残る
断言しています︒国民が求
めてもいない改憲を押し付
けるのは︑最悪の立憲主義
破壊です︒
安倍首相は︑ 年の憲法
記念日に９条に自衛隊を書
き込むことや﹁緊急事態条

主張

18

項﹂を創設するなどの項目
を示し︑ 年に明文改憲に
踏み切る意向を明らかにし
ました︒
これが実行されれば︑憲
法９条２項の戦力不保持・
交戦権否認の規定が空文化
20

ために︑港湾事業者︑運送
事業者が一体となった港の
維持︑労働力の確保︑将来
について議論を重ね︑２０
３０年に向けて労使共に改
革が必要である﹂としまし
た︒
飛島ターミナルの視察で
は︑トランスファークレー
ン︵テナー︶に関しては
台あり︑その操作をターミ
ナル内にあるセンターから
オペレーター２〜３人で遠
隔操作を行い︑港湾労働者
の職域であるマーシャリン
グ作業がコンピューター管
理された約 台のＡＧＶ

︵コンテナ自動搬送
機︶により捌かれ︑
マーシャリング要員
が不要となる状況を
目の当たりにし︑人
員削減につながる自
動化に大きな不安を
抱きました︒
大阪や神戸でも問
題とされる海コント
レーラーの滞留につ
いては︑飛島埠頭で
は４つのターミナル
を一手に担う集中管
理ゲ ート︵ 面積 約
５．５ヘクタール︶
を設置し︑ここで確
認した貨物情報をドライバ
ーが各ターミナルへ向けて
移動する間にターミナル内
で受け入れ・受け渡し準備
を行うことで滞留抑制につ
きました︒首相が﹁終止
符﹂を打とうというのは︑
こうした戦後日本の︑国の
あり方そのものです︒
昨年の国会に自民党の改
憲案を提示︑国会の憲法審
査会を数の力で押し切っ
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をめぐる﹁違憲論争﹂に
﹁終止符﹂を打つために︑
﹁先頭に立って︑責任をし
っかり果たしていく決意﹂
と言い切りました︒９条が
あったからこそ︑戦後の日
本は︑世界から評価されて

て︑国民投票に持ち込もう
と企てたものの︑野党と市
民の力で阻止されました︒
しかしその後も改憲発言を
繰り返し︑憲法審査会での
議論などを求めてきまし
た︒首相に求められる憲法

参議院選挙で安倍改憲政
権に﹁終止符﹂を打とう

・死文化し︑自衛隊が大手
を振って︑海外での戦争に
参加することが可能になり
ます︒文字通り︑自衛隊員
が外国で︑殺し・殺される
事態になりかねません︒
安倍首相はさらに自衛隊

30

港の 雇 用と 職 域 を守 ろ う ！

52

52

72

10

64

39

憲法記念日の３日︑いく
つかのマスメディアが憲法
問題の世論調査を発表しま
した︒﹁朝日﹂の調査で
は︑憲法を変える機運が
﹁高まっていない﹂が ％
で︑安倍晋三首相が標的に
している９条を﹁変えない
方がよい﹂が ％と︑多く
の国民が改憲を望んでいな
いことが明らかになりまし
た︒それにもかかわらず︑
安倍首相は同日開かれた改
憲派集会に寄せたビデオメ
ッセージで︑﹁２０２０年
を新しい憲法が施行される
年にしたい﹂という気持ち
は﹁今も変わりはない﹂と

なげています︒滞留を防ぐ
抑制面では集中管理ゲート
の活用は大いに評価できま
すが︑人員削減が拡大し我
々の業務がなくなります︒

ＡＧＶ（コンテナ自動搬送機）
尊重・擁護義務も︑三権分
立の原則も踏みにじる︑言
語道断な言動です︒
もともと憲法は主権者・
国民が時の権力を縛るもの
であり︑憲法を尊重・擁護
する義務がある首相が︑改
憲の旗振りをすること自
体︑憲法違反です︒
安倍首相と自民党が７月
の参院選で改憲を﹁訴え
る﹂というなら︑﹁安倍改
憲は許さない﹂で力を合わ
せ︑﹁安倍改憲サヨナラ﹂
の審判を下そうではありま
せんか︒参院選で改憲策動
もろとも安倍政権に﹁終止
符﹂を打ちましょう︒

あくまでも機械化・自動
化は人の働き手のサポート
を主体として進めるのが本
質であり︑作業の効率化だ
けを前面に出した規制緩和
をさせてはなりません︒
人材不足の観点から自動
化もあるべきなのか︑海外
でもターミナルの自動化が
進められていますが︑各国
でも人の手による職域をど
のように確保し︑それぞれ
の産別協定へどのように盛
り込んでいるのか︒合理化
だけを進める自動化ではな
く︑労働組合として港湾労
働者の労働環境を優先した
共存共栄の環境を確立させ
なければなりません︒
﹁ＰＯＲＴ２０３０﹂に
向けた動き︑そして今回視
察した自動化ターミナルに
関し︑港湾労働者の職域の
縮小︑雇用の削減につなが
る施策は絶対に認められま

せん︒
これまでの全港湾の歴史
と港湾労働者の職域の根幹
となる港湾運送事業法︑港
湾労働法︑そしてこれまで
確立されてきた港湾産別協
定︑それぞれの中身を再度
確認し︑確固たるたたかう
方針が重要となります︒
２０３０年に向け第４次
産業革命と言われる現在︑
新技術による物流業界のさ
らなる雇用構造の変化を注
視しなければなりません
が︑港湾労働者の職域は港
湾労働者の手により捌かれ
るべき職域です︒
港湾労働者の団結の力で
運動強化を図り︑一方的な
職域の縮小につながる合理
化の流れにあらがう体制づ
くりが重要であることをあ
らためて考える中央労働講
座となりました︒
執行委員
池口 光洋

飛島（自動化）ターミナル

２０１９．６．３．ＮＯ．６３０号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

改正は︑各議院の総議員の
三分の二以上の賛成で︑国
会がこれを発議し︑国民に
提案してその承認を経なけ
ればならない︵⁝以下省
略︶﹂とあります︒つまり
最終的に決めるのは私達国
民なのです︒

未来を担う子供達や若者
を戦争に行かせないために
も︑安倍９条改憲発議を許
さず︑平和で核なき世界の
実現をめざし︑運動の強化
と拡大に取り組みましょ
う︒
執行委員
中川原 博

無関心は最大の戦争の友達

県実行委員会﹂の羽柴修実
行委員長は︑﹁無関心は最
大の戦争の友達だ﹂と語
り︑﹁憲法９条を守る意義
を多くの市民に語りかけよ
う﹂と呼びかけました︒
各政党を代表して参議院
選挙兵庫選挙区候補者とし
て元フリーアナウンサーの
立憲民主党 安田真理候補
は︑﹁平和主義や基本的人
権︑憲法の基本理念を守
り︑あきらめない気持ちで
頑張ります﹂と決意を述べ
ました︒また同選挙区日本
共産党 金田峰生候補は︑
﹁安倍首相の言う自衛隊が

９条守る意義を多くの市民に語りかけよう
５月３日快晴の下︑兵庫
憲法集会が東遊園地で開催
され︑阪神支部からも執行
部を中心に神戸ブロック︑
青年部あわせて 名が参加
しました︒
オープニングでは沖縄辺
野古基地反対座り込み運動
にも自ら参加し︑強いメッ
セージを送り続けている京
都市在住のシンガーソング
ライター川口真由美さんが
ミニライブで熱唱し︑会場
を沸かせました︒
主催者代表あいさつに立
った﹁戦争させない︑９条
壊すな！総がかり行動兵庫
16

【問 題】

います。

２つの漢字を答えなさい。

６２９号の回答

ました︒
さらに昨年の安倍政権下
で起こった森加計問題︑統
計偽装や改ざん︑自民党議
員の暴言などを取り上げ︑
﹁人として何が正しいか︑
私たちの方がプロフェッシ

左の図には２つの漢字が重なって

飯坂 猛・長野雄二（大運）、三浦孝治（大洋）
河上あゆみ・佐藤麻衣（ジャパンEXP）

６３０号の締め切り日は、６月１９日（水）です。
ふるってご応募ください。

執行委員

鈴木 大介

ョナルである︒すべての子
供が生まれてきて良かった
と思える社会やお年寄りが
長生きして良かったと言え
る社会をつくっていこう﹂
と呼びかけました︒
参加した神戸ブロック員
は﹁参加者の関心の高さを
感じると共に︑現政権の改
憲姿勢への危機感を持って
いる人が多いということを
感じました﹂と感想を述べ
ました︒
集会後︑元町大丸前まで
大規模なパレードがあり︑
沿道の市民にアピールしま
した︒

１０名の方から応募があり、全員正解でした。抽選の結果、
以下５名の方にＱＵＯカードを進呈します。

９条改憲発議許さず

一斉に９条改憲ＮＯ！を掲げる

平和で核なき世界の実現をめざそう

﹁輝け憲法！平和といの
ちと人権を！﹂をスローガ
ンに５月３日︑扇町公園に
て大阪総がかり集会が開か
れました︒
ゲストスピーチに二宮厚
美 神戸大学名誉教授が講
演され︑安倍首相が目指す
改憲についての見解やアベ
ノミクスの破綻などについ
て指摘︒各政党代表におい

ては︑日本共産党︑立憲民
主党︑社民党のあいさつの
なかで﹁３０００万人署名
を成功させ︑市民と野党の
共闘で自公と維新を少数に
追い込み︑安倍政権もろと
も９条改憲のたくらみを葬
り去ろう﹂と訴えがあり︑
集会後３コースに分かれて
パレードしました︒
私自身としては︑普段の
生活のなかで憲法
の事を考える機会
は正直言って多く
ありません︒しか
しながら︑憲法集
会に参加し︑スピ
ーチに耳を傾ける
事によって関心が
湧いてきますし︑
国会でどんな議論
がされているのか
考える機会も増え
ます︒憲法第九十
六条﹁この憲法の

分かるかな？

憲法９条に書き込まれない
ため自衛隊員の家族が悲し
いのではなく︑戦争によっ
て自衛隊員が危険にさらさ
れ︑その犠牲によって遺さ
れた家族の悲しみを思うべ
きだ﹂とし︑命の尊厳を強
く訴えました︒
メインスピーカー
として演壇に立った
作家の落合恵子さん
は︑マスメディアや
政府が大々的に新元
号改元まつりで沸く
世 間に違 和感を 示
し ︑多様 性を否 定
し︑意識までコント
ロールしようとする
動きに危機感を示し

「1円玉＝10枚、5円玉＝8枚、10円玉＝２枚」

作家の落合恵子さん

２０１９．６．３．ＮＯ．６３０号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

