９月 日・ 日に︑
全港湾第 回定期全国
大会が愛知県のシーパ
レス日港福︵豊橋︶で
開催されました︒総数
２３７名のうち︑阪神
支部からは中央執行委
員２名︑代議員８名︑
特別代議員８名︑傍聴
名が参加しました︒
議長団選出後︑代表
挨拶に立った真島中央
執行委員長は﹁政治情
勢︑経済情勢︑港湾情
勢を含めて︑多くの課題が
ある中で全港湾全員が同じ
認識の中で運動を続けてい
かなければならない時代で
ある︒全港湾は特に各職
場︑各支部︑各地方で討議
を重ねて︑より強固な結束
力を続けることで 数年続
いている︒今回の大会でも
様々な討議を経て︑２０１
９年度の方針に更なる補強
をして頂きたい﹂と話され
ました︒
また︑自民党政権に対し
ても言及し︑﹁格差問題︑
消費税増税︑老後年金問題
等︑今の政治は国民の方を
向いていない政策をとって
いる︒労働者の権利を更に
強化していくため︑また︑
未来を明るく持てるような
社会を築き上げるためにも
全港湾が先頭に立って活動
をしなければならない﹂と
呼びかけました︒
来賓挨拶に立った全国港
湾の玉田書記長は﹁ 春闘
70

19

18

19

11

90

名からの発言があり︑
春闘の進め方についてや︑
上組のスト破り︑労働災害
に対する意見等が出されま
した︒阪神支部からも代議
員５名が発言し︵２面参
照︶︑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︑２０１８年度活動報
告及び２０１９年度の運動
方針案︑大会宣言案が提案
され︑満場一致で採択︑確
立されました︒
役員改選はありませんで
したが︑全国港湾の委員長
代行を務めていた松本幸三
特別中央執行委員が退任
し︑全港湾の顧問に就任し
ました︒
在籍 年組合員表彰で阪
神支部からは 名が表彰さ
れ︑真島委員長の団結ガン
バローで散会しました︒

19

全国から総勢２３７名が参加

全港湾中央執行部
では産別統一回答問題︑事
前協議問題で真っ向から労
使がぶつかり合う状況にな
り 年ぶりの平日ストライ
キにまで及びました︒こう
した問題の根底にあるの
は︑日本港運協会の姿勢の
中に産別交渉体制を解消し
ようとした姿勢が見え隠れ
したためである︒このよう
な状況では現情勢を乗り切
るの は困難であるた
め︑産別労使交渉体制
を再構築し︑１９７９
年に締結した職域・事
前協議制度で協定を行
った５・３０協定の原
則を 貫く方向で改め
て︑労使関係を強化し
なければならない﹂と
話されました︒
さらに９月 日・
日に行われる全国港湾
第 回定期大会での活
発な討議を要請されま
した︒
質疑討論では全体で
22
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２０１９．１０．５．ＮＯ．６３３号（１）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

全港湾第９０回定期全国大会

２０１９．１０．５
ＮＯ．６３３ 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

19

12

43

30

11

女の子の作文が
ある︒兄の机を
拭いていた母が
金魚鉢を落とし
て割ってしまっ
た︒﹁もっと気
をつければよかった﹂︒母
が謝ると 兄は言ったとい
う︒﹁端っこに置いていた
僕が悪い﹂◆女の子が勇気
を出して伝えた︒﹁実は危
ないなと思っていた︒言わ
なかった私が悪い﹂︒最後
に父が﹁丸いのでなく︑四
角い金魚 鉢を買っておけ
ば﹂と反省し︑作文は終わ
る◆原発事故のあと︑福島
県飯舘村の菅野典雄村長が
広報誌のコラム﹁こころの
ぽけっと﹂でこの作文を紹
介している◆﹁もっと気を
つければよかった﹂あるい
は﹁危ないな﹂本当にだれ
一人として︑そう考えなか
ったか︒判決が出たあとも
なお︑そのもやもやは消え
ない︒東京電力の旧経営陣
３人に﹁無罪﹂が言い渡さ
れた◆原 発事故対策を怠
り︑多くの人を死亡させた
罪に問われた裁判である︒
あんな大津波はとても予想
できない︑とする３人の主
張に判決はほぼ沿った︒そ
うだとしてもやはり︑事故
は防げなかったかと疑問が
残る◆事故で強いられた過
酷な避難行で︑力尽きてい
った命がある︒﹁仕方がな
かった﹂ではだれも浮かば
れない︒

22

18

て︑代議員数は中執で決定
し︑基礎ベースを変えず登
録人数割をすべきである︒
副委員長 中山 寛治郎

ターミナル渋滞解消策と
して︑情報の一元化のシス
テムコンパス︑シャーシの
共有化︑ⅠＴ化などでター
ミナルの自動化に拍車がか
かるのではないか︒
海コンの横転事故につい
て︑ほとんどがドライバー
の不注意が原因とされてい
るが︑偏加重による横転事
故も払拭できない︒正確な
偏加重が探知できる３Ｄス
ケールを設置導入してほし
い︒
副委員長
松本 栄二

第３者行為災害は労災保

険の支払い対象としていな
いが︑その他の保険でカバ
ー出来ることから︑関西で
は被災者の最大限の保護︑
あるいは最悪の場合︑遺族
の生活を支援する論点から
２０１６年労災企業補償の
改定で支払い対象とした経
緯がある︒中央でまとめる
なら関西でまとめた案を採
用してほしい︒
安全問題は︑各地方港が
先進的な運動で中央を引っ
張ってきた経緯もある︒安
全第一の観点を共有するた
めにも中央労職対の復活を
要望し︑全国港湾安全衛生
委員会へ積極的に提案して
ほしい︒
副委員長
坂本 幸治

働き方改革実行計画で︑
厚労省では２０１８年１月
にモデル就業規則を改定

し︑副業・兼業について規
定を新設している︒副業・
兼業には労働者がキャリア
形成や︑所得の増加など︑
また企業にとっても優秀な
人材の獲得・流出の防止等
で競争力の向上が期待でき
るメリットがある一方で︑
労働者の長時間労働が懸念
され︑健康や心身を害され
るおそれがある︒また︑複
数の職場で就労し︑労災事
故等が発生した場合︑いず
れの企業がその責任を負う
のかも明確でなく︑労災適
用範囲に疑問がある︒
指定事業体の問題は︑法
廷闘争と合わせ︑労働組合
としての行動をとってい
る︒早期解決に向けて引き
続き支援をしていただきた
い︒
書記長
河野 照宣

北海道︑南は九州沖縄の全
国の地本の代表の方々が代
議員や特別代議員として︑
各地方の問題や全国に関係

大会初参加者の感想
はじめて定期大会に参加
させていただきました︒分
会から勉強にと定期全国大
会に参加しましたが︑北は

ある問題を提起されていま
した︒
自分の知らないところで
自分たちの問題を真剣に議
論されて働きやすい職場や
ルール作りに向けて︑真剣
に議論されているのを目の
当たりにし︑心強く思いま
した︒
菱倉運輸分会
辰野 一樹

初めて全国大会に参加さ
せて頂いて︑全国の各地方
から多くの組合員が参加
し︑大会の規模の大きさに
驚きました︒その中でも︑
春闘︑港湾ストライキに
ついて多くの方から意見が
あり︑その他にも質疑応答
の多さに驚きました︒すご
く勉強になりました︒
大運分会
中村 洋祐

私は初めて全国大会に参
加させてもらいました︒２
３７名という参加者の多さ

にも驚きましたが︑全国か
らの様々な意見や︑質疑の
多さに圧倒されました︒大
会の最後には真島中央執行
委員長の熱のある﹁団結ガ
ンバロー﹂で締めくくり︑
たいへん身の引き締まる思
いでした︒全国からご参加
の皆様︑２日間大変お疲れ

様でした︒
執行委員

田中 英夫

１９６５年︑日本政府と
韓国政府が国交を樹立する
に日韓基本条約と同時に締
結された日韓請求権・経済
協力協定の事︒

を命じる判決を下した︒
これに対し安倍首相は︑
元徴用工の請求権は日韓請
求権協定によって解決済み
とし︑﹁国際法に照らして
あり得ない判断だ﹂と述べ︑
韓国を非難した︒
だが︑国家間で解決され
たとしても︑個人の請求権
を消滅させることはできな
い︒これは︑日本政府が過
去に繰り返し言明し︑日本
の最高裁判決でも示された
ことだ︒
日韓請求権協定は︑両国
間の請求権に関する問題解
決と経済協力増進をめざし
て︑日本から韓国への生産
物・役務の無償供給︑貸付
などを取り決めたもの︒
しかし︑何に対する﹁請
求権﹂なのか書かれていな
い︒協定の交渉過程で日本
政府は植民地支配の不法性
を認めず︑謝罪も反省も行
わなかったのである︒
日本政府は植民地支配に
対する真摯な反省に立って︑
根本的解決に取り組む必要
がある︒

日本で強制的に働かされ
た韓国人の元徴用工が日本
の企業に賠償を求めた裁判
で︑韓国の最高裁は２０１
８年 月︑日本企業に賠償

日韓請求権協定

24

大 会 発 言
春 闘のたたか いの中
で︑日曜日の反復 時間ス
トライキや 年ぶりとなる
平日ストライキを決行した
が︑神戸のＰＣ 上組にお
いてスト破りがあった︒全
国ストに対するスト破りは
明確で︑労働組合として上
組に対し︑断固とした行動
が必要だ︒
通過貨物について︑内陸
倉庫の作業単価の低さから
更なる合理化が懸念され
る︒阪神支部では︑インラ
ンドデポの視察を当該倉庫
に要請しているが拒否され
続けいる︒中央本部として
内陸倉庫の実態調査を行っ
て欲しい︒
書記次長
久保田 稔
19

独占禁止法の問題につい
て︑中央労働委員会のあっ
せん案は独禁法に抵触しな
いので申し立てを取り下げ
るべきでなかった︒日港協
を不誠実団交として中央労
働委員会で徹底的にたたか
うべきだ︒
全国港湾の規約につい

ことばのミニ辞典

10

19

２０１９．１０．５．ＮＯ．６３３号（２）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

見としては︑産別
最賃問題が一番多
く︑週休二日制や
定年延長︑入札制
度 な ど の 制 度要
求︑長時間労働や
雇用職域に関する
問題等々︑幅広い
意見が出されまし
た︒阪神支部から
は８名の代議員か
らの発言があり︑大会の議
論をリードしていました︒
執行部より提案された第
１号議案から第６号議案ま
ですべて全体の拍手で採択
されました︒そして︑特別
決議として﹁消費税 ％増
税反対︑三度増税ストップ
をめざし広範な共闘でたた
かう決議﹂︑﹁カジノ建設
反対・大阪港を博打場にす

争に参加することを可能に
すします︒
財界団体の一つ︑経済同
友会の桜田謙悟代表幹事は
内閣改造に先立ち︑﹁痛み
を伴う改革﹂を実行するよ
う注文を付けました︒首相

るな！松井︑吉村両首長の
即刻退陣を求める決議﹂の
２本が採択されました︒
閉会挨拶に立った畠山副
委員長は︑２０１８年のコ
ンテナ港湾取扱量上位１０
０港の状況や港湾労働者を
取巻く労働条件にふれ︑港
湾の自動化や機械化に伴
い︑港湾運送事業法が形骸
化されようとしていると告

代表挨拶に立つ大野委員長
に近い加藤氏を︑社会保障
を担当する厚労相に据えた
のは︑そうした﹁改革﹂の
ための布陣です︒
﹁人生１００年時代﹂な
どと盛んに宣伝しながら︑
国民の老後の暮らしは︑投
資や貯金の﹁自己責任﹂で
なんとかしろという安倍政
権の姿勢はあまりに無責任
です︒年金の給付が減り続
ける仕組みは︑長寿社会の
土台を揺るがすものです︒
いま必要なのは危険な改
憲ではなく︑国民が不安に
思っている社会保障の拡充
にこそ焦点を当てるべきで
す︒

45

ました︒最後に大野進委員
長の団結ガンバロー三唱で
２日間にわたる大会は終了
しました︒
副委員長
谷口 利之

回定期大会

執行委員

池口 光洋

の再構築﹂と﹁統一回答﹂
に向けた取り組み②産別労
使と港湾ユーザーが対等に
向き合える体制づくり③行
政が目論む﹁港湾の自動化
・機械化﹂阻止と港湾労働
者の雇用の確保︒などにつ
いての取り組みを﹁最重要
課題ととらえ前進させてい
く﹂と述べられました︒
質疑討論では中山副委員
長から︑産別最賃について
﹁全国港湾として改めて要
求をかかげ運動を続けてい
くべきである﹂と訴えられ
ました︒
執行部答弁として︑﹁不
誠実団交を訴えていく議論
を続け︑団結できる答えを
出したい﹂としました︒
総括答弁で糸谷委員長
は︑﹁各単組・地区港湾の
意見集約を行い執行部にて
更に議論を深め問題解決へ
と進めていくことを約束す
る﹂と述べられました︒
職場から団結を強化し︑
労働条件を改善していく事
を誓い︑団結ガンバローに
て終了となりました︒

12

発︑今後の合理化に対する
対応として﹁５・３０協
定﹂に事前協議制や職域問
題での縛りがあり︑学習の
場が必要であると強調され

12

29

74

15

全国港湾第

９月 日・ 日の２日間
にわたり全国港湾第 回定
期大会が豊橋シーパレスに
て開催されました︒全国か
ら３００名を越える仲間が
集り︑阪神支部からも執行
部 名が参加しました︒
糸谷委員長は開会の挨拶
で﹁３００名以上の参加者
の多さに執行部として感謝
申し上げる︒ 年目に突入
していく全国港湾で新年度
に向け︑各々の組織で議論
された内容が反映できる大
会にしたい﹂と述べられま
した︒
春闘中央港湾団交につ
いても触れられ︑﹁産別交
渉体制維持のためには産別
最賃を含む統一回答が重要
である︒８回の中央港湾団
交及び５回の小団交を経て
９回目の中央港湾団交にて
ようやく大筋合意に至った
が︑４波１２０時間にも及
ぶストライキに協力してい
ただきありがたく思う﹂と
感謝の意を表明されまし
た︒
２０１９年度の運動方針
については玉田書記長が提
案され︑①﹁産別交渉体制

19

12

回定期大会

長︑中央本部より真島委員
長が挨拶を行い︑この間の
政治情勢や 春闘をめぐる
年ぶりの月曜日のストラ
イキ行動︑産別最賃をめぐ
る問題点などを詳しく述べ
られました︒来賓は︑社民
党より大椿ゆうこ氏︑立憲
民主党より尾辻かな子・長
尾秀樹衆議院議員が来ら
れ︑それぞれ参院選に対す
るお礼の言葉が述べられま
した︒また友誼団体として
大港労協の三宅事務局長よ
り︑日港協の変質や大阪で
の箱物行政に対する失敗な
どを厳しく指摘し︑たくさ
んのやらなければならない
運動があるとの力強い挨拶
がされました︒
討議は全体で延べ 名か
らの発言がありました︒意
せん︒
安倍首相がめざす９条に
自衛隊を明記する改憲を許
せば︑戦力不保持・交戦権
否認の現行９条の規定が空
文化・死文化し︑自衛隊が
大手を振って︑海外での戦

法改正﹂はわずかに５・９
％です︒﹁産経﹂とＦＮＮ
の調査でも︑内閣が最優先
すべき課題は﹁社会保障﹂
が ・０％︑﹁経済対策﹂
が ・６％で︑﹁憲法改
正﹂は４・７％しかありま

18

関西地本第

る不満の表れであり︑政治
を変えたいとの思いだ︒し
かし︑この声を︵野党が︶
まとめきれていないのが現
状であり︑この国民の声に
応えるためにも全港湾の組
織を大きくし︑政権の転換
につなげよう﹂と呼びかけ
﹁今大会での多くの発言を
お願いします﹂と締めくく
りました︒その後︑議長に
道下拓也︵阪神支部︶︑関
谷和人︵大阪支部︶の両名
により議事が始まりまし
た︒
地本を代表して大野委員
﹁賛成﹂の ・８％を上回
りました︒内閣が優先して
取り組むべき課題は何かに
ついての質問では︑﹁年金
・医療・介護﹂が ・０
％︑﹁景気や雇用など経済
政策﹂が ・０％で︑﹁憲

10

国民の声は﹁改憲﹂ではな
い！社会保障こそが急務！
しかし︑国民は先の参院
選で︑自民党などの﹁改憲
勢力﹂に３分の２の議席を
与えていません︒
共同通信の世論調査で
も︑安倍首相の下での改憲
に﹁反対﹂が ・１％で︑

12

19

28

阪神支部代議員
大会の議論をリード

です︒
首相は改造にあたって︑
改憲に﹁全党一丸﹂で取り
組むよう檄︵げき︶を飛ば
し︑再任された二階俊博幹
事長らも積極的にこたえる
と表明しています︒
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主張
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38

35

22

22 34
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８月 日・ 日︑大阪港
湾労働者福祉センターにて
関西地本第 回定期大会が
開催されました︒代議員
名︑執行部 名︑傍聴 名
の総勢１２５名が参加しま
した︒
開会の挨拶に立った宇野
副委員長は︑政府発表の公
的年金の財政検証報告につ
いて﹁ 年後には年金の受
取額が２割減少する﹂と批
判し︑﹁参院選で与党は勝
利したと言っているが︑前
回より票数が減っている︒
投票結果は︑現政権に対す

10

30

安倍晋三首相が︑側近や
﹁おともだち﹂を総動員し
た︑第４次再改造政権をス
タートさせました︒
人気取り担当の小泉進次
郎環境大臣の話題一色です
が︑安倍首相は︑改造直後
の記者会見で︑﹁令和の時
代の新しい日本を切り開い
ていく﹂﹁その先にあるの
は︑自民党立党以来の悲願
である憲法改正への挑戦﹂
﹁必ずや︑成し遂げてい
く﹂と明言しました︒
月召集予定の臨時国会
に自民党案を提示し︑改憲
案発議への動きを推進しよ
うという首相の執念は露骨
47
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「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

たいなどの声も上がり︑メ
ーカー側からもユーザーの
意見の実現に向けて努力し
ていきたいとの返事をいた
だき懇談を終えています︒
来年以降も労職対学習会
などで組合員の皆さんの意
見を集約しながら継続的に
取り組んでいきたいと思い
ます︒
執行委員
入江 友規

66

の一方で︑﹁︵今の政治に
疑問を持たれてる方から︶
ライヴは︑結構お呼びいた
だいてガッポガッポと・・
・﹂と懐に手を差し込むジ
ェスチャーを交えながら︑
笑いを誘いました︒
また今年７月には︑３か

明日の天気が気になった私は、３人の予報官に明日
の天気は晴れか雨かの予想を聞くことにしました。
３人の予報官は以下のように言います。
Ａ 「私の予想は７０％も当たります」
Ｂ 「私の予想は５０％当たります」
Ｃ 「私の予想は１０％しか当たりません」
さて、だれの予想を聞けば一番高い確率で明日の天気
がわかるでしょー？
ラスに表現される芸風は︑
故立川談志さんも﹁おまえ
を芸人と呼ぶ﹂と絶賛しま
した︒
そんな中︑本人は﹁︵テ
レビ局から︶声がかかれば
出演したいのですが︑声が
かからないんです﹂と︒そ

分かるかな？

萩原 幸一（シンケン分会）

神戸港ＣＴ災害防止協議会懇談会

わってくる内容でありまし
た︒また快適性についても
それぞれ特色を持った技術
を駆使し独自性のある車両
造りにはげまれています︒
神戸港の海コン事業者を
中心に取引されている事も
あり︑ＡＢＳのコードやカ
プラの設置場所について委
員からは﹁海コン仕様﹂を
作っていただければありが

鹿児島県で生まれ︑現在
歳︒パントマイマーとして
芸歴を重ね︑ ９８８年に
はお笑いグループ﹁ザ・ニ
ュースペーパー﹂を結成し
ました︒
しかし︑恩師であるパン
トマイマーの故マルセ太郎
さんの影響を受け︑グルー
プを脱退し︑ソロ芸人とし
て活動を始めました︒
政治︑社会を風刺し︑軽
快な話術と鋭くまたユーモ

﹁松元ヒロ﹂

テレビで会えない芸人

1

８月 日神戸市勤労会館
大ホールに於いて︑９条の
心ネットワークと兵庫労連
共催による︑芸人﹁松元ヒ
ロ ソロライヴ﹂が開演さ
れました︒﹁テレビで会え
ない芸人﹂として注目さ
れ︑公演チケットも入手困
難になっているほど今話題
になっていることもあり︑
会場はたちまち満席となり
ました︒
松元さんは ９５２年に

1

ちました︒皆さんもターミ
ナル内では事故防止に向け
ての安全な走行に努めて下
さい︒
これらに加え︑自然災害
が発生した場合についても
議論し︑人命を最優先に考
えた避難訓練の実施なども
要請しています︒

トラック４メーカー
技術・性能意見交換
また︑９月６日にはトラ
ック４メーカー・ディーラ
ーを訪問し︑主にトラクタ
ーヘッドの安全性・快適性
・利便性についての懇談を
行っています︒
衝突軽減ブレーキや車線
逸脱防止機能などの安全装
備が標準化されてきてお
り︑各メーカーの努力が伝

24

未然事故防止の徹底

22

ヤード内の安全運転を！

労職対では例年海コンド
ライバーの安全問題や快適
な業務に向けた取り組みを
行っています︒
８月 日には神戸港コン
テナターミナル災害防止協
議会を訪問し︑安全なター
ミナル運営に向けての議論
を交わしました︒
昨年に引き続き︑構内走
行車両やトランステナーの
安全な運行と︑路面修繕箇
所や不明瞭な表示の見直し
を具体的に説明し︑改善を
要請しました︒
過去にはマーシャリング
車両との接触により大怪我
をしたといった事例もあり
ますが︑ターミナル側から
も外来車両のスピードや一
時停止についての指摘があ
り︑組合側としても改善す
る必要があるとの認識を持

４名からの応募があり、１名が正解でした。
以下に図書カードを進呈します。

執行委員

月の密着取材をうけ︑ＦＮ
Ｓ九州８局で制作するドキ
ュメント番組が九州地方を
中心に放送されました︒
今回公演された﹁元号令
和﹂﹁憲法くん﹂などのネ
タからは︑彼の中にある
﹁弱きを助け︑強きをくじ
く﹂の信念と優しさが表現
されています︒
憲法の大事さを表現する
﹁憲法くん﹂は 年間演じ
られ︑本人曰く﹁安倍さん
や︑麻生さんにもわかるよ
うに最近絵本にもしまし
た﹂と会場は大爆笑の渦
に︒是非ともお薦めしたい
芸人です︒

６３３号の締め切り日は１０月１７日（木）です。
ふるってご応募ください。

鈴木 大介

20

６３２号の回答「英和辞典の中」

松元ヒロさん
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