日（日 ）静 岡産 業経

ー静岡県ナースウェーブ集会 ー

患者を守るためには
医療者自身も健康でなければ
月

「核抑止力」という考え方か
ら抜け出すことが平和な世界
の実現につながると述べる川
崎さん＝ 日

滅びることは誰しもわかっ
ていることで、社会はまと

もに変化していくことで、
核兵器はなくせる！と。そ
のためには、核兵器の実感
のない次世代に広げること、
地方から政府への働き掛け
を与党にも踏み込んで、強
めることが必要です。
ヒバクシャ国際署名は、
誰でもどこでも参加できる
運動の基本です。平和に対
してグズグズしている政府
の背中を押す「ヒバクシャ
国際署名」を広げましょう。
静岡では、毎月 日 時
～ 時に東急スクエア前で
署名宣伝活動をしています。
ぜひ、ご参加ください。

12

状や働き方についてとても
勉強になりました」「初参
加です。講演会では予想以
上に看護師が過労死になっ
てしまっている現状を知り
ました。少しでも労働条件
が改善されていくと良いと
思いました」と感想が寄せ
られました。

の準備委員会となり、各国
が合意点を見いだすことが
できなかったと報じられて
いました。核兵器禁止条約
は、核不拡散条約の更に突
き詰めた「核を禁止し、廃
絶すること」を目的として
います。核保有国が「抑止
力」の名の下に「核兵器禁
止条約」を批准しないこと
が、日本政府の判断にも影
響していることは、平和を
願う国民にとってなんとも
やりきれないものです。
川崎さんは「核はなくせ
る！」と断言します。核兵
器を使ってしまえば世界が

13

ナ イチンゲ ール誕 生の

5

を奮い立たせた講演会でし
た 」「 時 間 ３ ６ ５ 日 。
安心安全な医療。私たちが
当たり前のように考えてい
る『便利な生活』が過労死
につながっている」「患者
を守るためには医療者自ら
が心身ともに健康でなくて
はならない」「過労死の現

N
P
T

済会館にて、静岡自治労連・県医労連・静岡厚生病院

11

92

労組の 団体で構成する県看護連絡会は、ナースウェー

19

核はなくせる！
月 日（土）
ロッキーセンター
会議室にて、ヒ
バクシャ国際署
名をすすめる静
岡県連絡会の総
会が 人の参加
で開催されまし
た。記念講演は
「核兵器はなく
せる～ＩＣＡＮ
川崎哲さんに聞
く～」でした。
折しも
準備会が開かれ
ている最中であ
り、対立ばかり

7

日時：2019年 6月23日（日）
11時～15時30分
会場：西部地区労連（労働会館）
講義：ナショナルセンター全労連
の運動と組織・働き方改革

原さんの講演はとても良かっ
た。どこの会社も殺すため
に働かせているわけではな
い。しかし一人の犠牲者が
出たらその職場は必ず二人
目が出る！と聞いてびっく
りしました。当院からは絶
対過労死を出さない、組合
は職員もその家族もみんな
を守る、そんな強い気持ち

65

12

商店街で「看護師を増やせ」
「休みが欲しい」「夜勤を
減らせ」と切実な訴えをし
ながらパレードしました。
今年はテレビの取材はあ
りませんでしたが、
昨年秋にまとめた
県内４３８０人の
医療従事者アンケー
トの記事が 月
日の毎日新聞、
月 日の静岡新聞
に大きく取り上げ
られました。
参加者より「中

19

11

る意識を持つことを訴えか
けられました「食べること
は生きること」は、まさに
「生命を生み出す母親は生
命を育て生命を守ることを
のぞみます」につながるも
のでした。
参加者は、来る８月、静
岡県で開催される『日本母
親大会』への参加を確認し
合いました。

「わくわく講座」開講式

100年安心年金 どこ行った

5

回静岡県母親大会

21

第
5

5

ブ集会を開催し１００名が参加しました。
講演は「『働き方改革』
に今、過労死を考える」と
題して、中原のり子さん
（前過労死遺族会東京代表）
が行いました。
中原さんの御主人は小児
科医でしたが、小児科部長
になった時、それまでの小
児科医の半数で診療を行わ
なければならなかった事に
よる過労からの自死されま
した。中原さんの辛い胸中
は涙なしでは聞けませんで
した。
講演会後、歩行者天国の

5 11

3

24

ヒバクシャ国際署名を
すすめる静岡県連絡会

全体会での第五福竜丸
元乗組員池田正穂さん
へのあいさつへとつな
がりました。
午前、 の分科会は
事前の丁寧な準備など
もあって、それぞれ熱
心に学び合い盛況でし
た。
焼津高校書道部の作品の前であい
午後の全体会の講演は、 さつする前田実行委員長＝ 日、
料理研究家の枝元なほみさ 遺伝子組み換え食品の危な
さから、未来を生きる子ど
んが行いました。
とても自然体で親しみの もたちへ安全安心な地球環
ある話し方に参加者は魅了 境を整えるため、毎日の食
されました。種子法改悪や 事の場で、社会を変えられ

19

ご自身の辛い胸中を話される中原のり
子さん

57

月 日、焼津市
で静岡県母親大会を開
催され１６００人が参
加しました。 年前の
アメリカのビキニ水爆
実験への怒りを契機に
始まった母親大会の原
点の地での開催でした。
実行委員会あいさつでも、
核兵器廃絶、平和への願い、
命を守る運動への情熱が語
られました。午前のシンポ
でも地元での署名運動の苦
労、声を挙げることの重要
さが語られました。午後の

焼津に１６００人

子どもたちへ
安全安心な地球環境を
繁華街で「看護師を増やせ」と白衣でパレード＝12日、静岡市葵区

静岡県労働組合評議会
〒422-8062
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セキスイハイムビルディング７階
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今年も原水爆禁止平和行進は５月６日東京夢の島を出発
し、 月 日に神奈川から静岡県に引き継がれました。

19

日間にわたって県内を回り、 月 日に愛知に引き継ぎま
した。

周年行動

福島第一原発事故は
終わっていない

浜岡原発停止

いながらも、浜岡原発を動
かさず廃炉していきましょ
う」と訴えました（写真）。
時より、中部電力静岡
支社へ「現在、規制委員会
で審査が進んでいる浜岡原
発の安全性や、使用済み核
燃料の保管と今後」などに
ついて要請しました。中部
電力は「使用済み核燃料の
保管については、現在リラッ
キングを行うことは考えて
いない、乾式貯蔵施設につ
いても規制委員会で審査中」
と回答がありました。

月

日（土）いのちと健康を守る

化学物質と職業がん
来る

センターの第 回東海 県ゼミナールが開
かれます。今年は静岡の当センターが主催

します。

して収納密度を高めること

貯蔵するラックの間隔を狭く

済み燃料プール内で核燃料を

使用済み燃料の貯蔵
能力を増強するために、使用

リラッキング

記念講演は、堀谷昌
彦氏 の「化 学物 質 と労
災・ 職業が ん」 で す。
講師 の堀谷 さん は 元化
学一 般労連 中央 執 行委
員長 で、現 在職 業 がん
をな くす患 者と 家 族の
会事 務局長 をさ れ てい
ます。
福 井県で オル ト トル
イジ ンによ る膀 胱 がん
が多 発した 時、 会 社は
労災 隠しを 図り 、 被災
者に 脅しや 嫌が ら せを

6

し ました 。こ のと きい
ち 早く支 援す る会 を立
ち 上げ、 労災 認定 の流
れ を作り まし た。 その
後 厚労省 に薬 品に よる
膀 胱がん の全 国調 査を
さ せ、そ の中 で分 かっ
た のが静 岡県 富士 市の
ク ミアイ 化学 で使 用し
た 薬品（ モカ ）を 原因
と する膀 胱が んの 多発
で す。現 在労 災認 定の
方向で進んでいます。
薬品に よる 労災 事案

は実はアスベストを除 政への働きかけ。 ．
く と多く あり ませ ん。 衛生推 進者の 養 成講 習
しかし使用されている について。岐阜からは、
化 学薬品 は極 めて 多く、 岐阜過 労死を な くす 会
隠 れた労 災・ 公害 が大 の設立 につい て 。三 重
量 に予想 され てい ます。 からは 、職業 が んを 取
今 後全国 各地 でそ のよ り巻く 動向と 取 り組 み
うな化学物質による健 等が報告されます。
康 問題が 多発 する おそ
れ があり 、講 演で 明ら
記
かにしていきましょう。 東海 県ゼミナール
各県報告では、静岡 ○日時
月 日（土）
で は１． 違法 な冷 凍倉
時 分～ 時
庫 内での 超長 時間 労働 ○場所 静岡 労 政会 館
による典型的な過労事 （ 静岡駅北口より西
案。２．アスベスト最 へ徒歩 分）
終 被曝事 業場 の認 定に どなた でも参 加 でき ま
つ いての 事例 。こ れは す。無 料です 。 是非 一
全国的な意義を持つ事 緒に勉強しましょう。
案です。
愛 知から は１ ．労 働行

導入するよう使用者に努力
義務を課しています。
⑤フレックスタイム制度
の清算期間が１ケ月から３ヶ
月に延長されました。
⑥高度プロフェッショナ
ル制度を創設しました。
労働相談の実例として、
ある飲食店では 時間以上
の残業代は支給しないとさ
れて、それ以上の申告をさ
せない指導があり、実際は
月１００時間の残業が行わ
れていました。

2

6

されていませんでした。こ
のような状況での解決は到
底望めるものではありませ
ん。経営トップに、発言を
実行させ、早期に全面解決
を迫るため、 月の株主
総会に向けて全国で宣伝を
実施しています。
月４日、静岡におい
て、国労が中心となり、島
田・藤枝・焼津・清水駅前
と静岡市葵区のけやき通り
で、原告団 名も参加し
て宣伝を行いました。

街頭で訴える菊池県評議長

16

4

10

7

22

6

ＪＡＬ争議
一日も早い解決を

昨年 月、日本航空の
株主総会で植木会長は「組
合とも誠心誠意話し合って
いく」と約束をしました。
しかし「解決に踏み出す」
とした会社の提案は、
での再雇用対象に被
解雇者も含めるというだけ
で、実際には１名しか採用

J

JR

6

45

4

休日労働を含めて１００時
間未満、複数月の時間外＋
休日労働の平均 時間以内、
月 時間を超える時間外労
働が可能回数は年 ケ月以
内です。
協定を形骸化させず、
残業が必要な対象業務と理
由を明確にさせ、残業時間
の削減や不払い残業の根絶
にむけた改善策を追及しま
しょう。
特別条項はできる限り結
ばない様にし、 協定の中
に労働者の拒否権を認める
条文を入れておきましょう。
②健康確保のため労働時
間の状況を客観的に把握す
る事を使用者に義務付けて
います（管理職、裁量労働
制適用者も対象）
③年次有給休暇の付与日
数が 日以上ある労働者に
対し、年５日の有給を取得
させることを使用者に義務
付けています。
④勤務間インターバルを

6

6

8

14

22

定例研究会
が 月 日に
開 催 さ れ
「「働き方改
革関連法」と
労働相談の実
例から」と題
して河合利夫
氏が報告しま
した。労働時
間・休日関係
のポイントは
以下の通りで
す。
①時間外・
休日労働の上限（月 時間、
年３６０時間）を法律で定
め、 協定の書式や特別条
項の要件も変わります。特
別条項の範囲は、単月では
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45
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8

月 日（火）浜岡原発
廃炉・日本から原発をなく
す静岡県連絡会は、「浜岡
原発停止８周年行動」を開
催し、宣伝行動と、浜岡原
発をとりまく問題について、
中部電力および静岡県に要
請・懇談を行いました。
時より静岡県原子力安
全対策課に「浜岡原発の再
稼働に地元の同意や、安全
協定による事前了解に対し
て県の姿勢を「広域避難計
画について、実効性あるも
のとしていくよう」などを
要 請し ま した 。 県か ら は
「再稼動は県民の安全・安
心が確保されることが大前
提である」等の回答があり
ました。
時より、静岡駅北口の
地下道で宣伝と署名を行い
名が参加しました。
原発なくす静岡の会の林
克 代表 （ 前県 評 議長 ） は
「 年前のこの日に浜岡原
発は停止した、この日を祝

16

45

27

8

6
5

25

14

30

2

静岡県労働研究所 Ｎｏ.51

31

5

10

12

8

静岡県安全健康センター No.62
36

5

25

職場の安全衛生を実現するために

残業時間の削減を

5

暑かったり、大雨だった 名を超え、沿道募金は
りと大変な日もありました 万円近く、国際青年リレー
が、通し行進の小林さんの 行進者に対する募金も
元気さ、フィリピンから参 万円集まりました。賛同の
加したチャーリー・サンタ・ ペナントも首長は 氏、
マリアさんの明るさ、ギター 議長も 氏からいただき
やアコーディオンの伴奏に ました。
れており、核兵器廃絶の声
よるにぎやかな歌声の中、
平和行進は、 月の原 を大きく響かせています。
「こんにちは、平和行進で 水爆禁止世界大会にむけて、 県評加盟の組織、単組
～す」の声を響かせました。 東京から広島をメインコー からも要員はじめ多くの参
また、核兵器禁止条約の スに、また全国各地で行わ 加がありました。
批准国が増えていること、
一方日本政府が背を向けて
いることやアメリカが未臨
界核実験を行ったことなど
への怒りを訴えて歩きまし
た。
参加人数は延べ２０００

行進１日目のまとめの集会＝19日、 熱海氏渚公園
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2019年 原水爆禁止平和行進

