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北九州労働者の健康問題連絡会議

第30固定期総会

2019年10月19日(土)於)健和会複合施設地域交流センター

γ ¥ 

13:00開会あいさつ

13:05第1号議案総括方針(案)

13:45第2号議案決算・予算(案)、会計監査報告

13:55 質疑

14:10 30期役員の紹介

14: 15 閉会

引き続き 14:30から第 31回人間らしく働くための九州セミナーin北九州

現地実行委員会結成総会を行います。



北九州労働者の健康問題連絡会議 第 30固定期総会 第 1号議案

29期(2018年 12月-2019年 10月)活動総括と

30期(2019年 11月"'2020年 11月)方針案

「感情労働と健康Jrアスベスト環境オンプズパーソンJの

2つの柱を確立した

第 31回人間らしく働くための九州セミナーを若い仲間のカで成功させよう

楽しくなければ労健速ではない! ! 

北九州労健連は 28期に実施した韓国の働く人びとの健康権を守る取り組み調査視察で得た成果を

もとに、 29期は九州セミナーが開催した第 5回課題別セミナー 「感情労働と健康権Jの成功に力

を注ぎました。またアスベスト対策でも、 f市民アスベスト観察トレーナー養成講座Jを開催し市

民運動としてのアスベスト対策運動の展望を大きく聞きました。北九州市にアスベスト ・アナライ

ザーが導入されたのは北九州労健連の粘り強し、運動の成果といえます。

30期は、 10年ぶりに開催する 「人間らしく働くための九州セミナー」の北九州大会を成功させる

ことに全力を傾注し北九州における働 く人々の健康権を守るセンターとしての北九州労健連の飛

躍を目指します。

1)働く人びとの健康をめぐる情勢(未定稿)

アベ 「働き方改革Jの影響

雇用によらない働き方の急増、ウーパーイーツの配達事故 「見舞金Jと労組結成

長時間労働が疑われる 29，097事業所に対する監督指導のうち事業所 20，244(69.6%)で労働基準法違反。

違法な労働時間があったものは 11，766(40.4%) 

外国人労働者

アスベスト被害の深刻さ。九州建設アスベスト訴訟第 1陣福岡高裁判決 (2019年 11月 11日)を直前

に控えて

女性活躍推進法改正に伴うパワハラ防止

高齢労働者の増加と労災事故多発

2) 29期に 2つの重点活動を確立した

働く人々のいのちと健康を守る活動の強化のために、北九州労健連 30周年を目指して 2つの(プロジ

ェクト)活動を強化してきました。

(1) r感情労働と健康権j

2019年 5月に、 I人間らしく働くための九州セミナー」が主催する第 5回課題別セミナー I感情労

働と健康権」が北九州市で開催されました。この感情労働の取り組みは北九州労健連が 28期に実施し

た韓国視察 「感情労働と健康権Jセミナーでは、韓国における感情労働の取り組みのリ ーダー的存在

である、グリーン病院院長・任祥赫(イム ・サンヒョク)先生や、ソウノレ市感情労働センターのイ ・

ジョウフン所長イ ・ソヨン広報企画委員、感情労働全国ネットワークのイ・ソンジョン執行委員長に
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北九州労働者の健康問題連絡会議第 30固定期総会 第 1号議案

韓国の感情労働に対する医学 ・労働 ・市民運動の働きかけや、条例制定、法改正後の成果に関しての

講演が行われました。日本からは感情労働を行っている 4団体の代表から実態報告を行っていただき、

弁護士の井下顕先生 I感情労働と過労死Jに関する講演が行われました。

北九州労健連は、課題別セミナーを感情労働に関する学習啓発のスタートとして位置づけ、すべて

の構成団体からの積極的な参加を呼びかけ、 77人(全体参加者は 151名)が参加しました。

北九州労健連の構成団体の多くは感情労働を行っています。この「強みJを活かして、労働組合、

医師、弁護士、臨床心理士、研究者、メンタルヘノレス不調者の労災認定援助支援者など幅広い学際的

なプロジェクトを設立し、実態調査・研究と感情労働に関する知識の普及、政策提言を行し、たいと思

います。30期は九州セミナーの北九州現地実行委員会とともに感情労働の実態と対応策の調査を開始

します。

(2)アスベスト環境オンプズパーソン育成とアスベスト監視市民運動

今後急増する、アスベスト含有建築物の解体作業により解体業者のみならず周辺住民へのアスベス

ト被害の拡散が懸念されます。さらに、解体作業は短期間で終了するため、アスベスト含有が疑われ

る建築物も「ミンチ解体」されている危険性が高まっています。大気汚染防止法が改正され解体に伴

うアスベスト含有のチェックや届け出が所有者の義務とされましたが、届け出件数は横ばい状態とな

っています。さらに北九州市や労働基準監督署による立ち入り検査も年間 200件程度で推移していま

した。

北九州労健連では、数年前から準備してきた市民サイドのアスベスト監視を行う 「アスベスト環境

オンプ、ズ、パーソンJの育成に本格的に取り組みました。

①「市民アスベスト観察トレーナー養成講座J開催

2018年 10月に行った、なくせじん肺アスベスト北九州集会で学んだ、「偏光板を用いた簡易観測

法」は一定の研修を行えば、市民レベルでもアスベストの有無の簡易なチェックができます。こ

の簡易観測法には測定限界はありますが、解体業者や周辺住民、行政が一体となったアスベスト

対策を考える大きな役割を果たすツーノレとして積極的な意義があります。

2019年 8月 4日(日)9時から、愛知教育大学の榊原先生や東京労働安全センターの協力のもと、

市民アスベスト観察トレーナー養成講座を開催し 12名が修了証書を受け取りました。講義内容は

1. 屋外実習「周辺スレート建物の視察とマッピングJ

2. rアスベス トのリ スクについてJ座学

3. rアスベス ト建材の見分け方J

4. 観察実習 f新偏光観察法」

5. 井堀ナフコ解体事例の紹介

②学校ウォッチング

これまでも福建労を中心とした f北九州市の公共施設を良くする会」が学校の危険個所のチェッ

クをはじめとした学校ウォッチングを夏休み期間で行ってきましたが、今期は九州社会医学研究

所が「アスベスト ・アナライザーJを購入したこともあり、教育委員会の許可も得て若松区の 2

つの小中学校におけるアスベストチェックを実施しま した。天井に貼られている石膏ボードと、

内壁の塗装がはがれて露出したセメント部分や倉庫の屋根材からクリソタイル(白石綿)が検知
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北九州労働者の健康問題連絡会議 第 30固定期総会 第 1号議案

されました。今後も公共施設を中心としたアスベストチェックを持続していきます

③無届解体などの告発

北九州市内では多くの解体作業が行われていますが、 一見して不十分なアスベスト対策しかとら

れていないものや、中には無届で解体作業が行われている建築物もあります。北九州労健連では

アスベスト対策委員を中心にこのような危険性のあると思われる解体作業を労働基準監管署や北

九州市への 「相談・告発J運動を開始しました。29期で5件の「相談 ・告発」を行い、現場調査

が行われ必要なものに対しては改善指導が実施されました。

④北九州市との懇談と、北九州市のアスベスト・アナライザー導入

2018年 11月 27日には北九州市に対して、上記のアスベスト ・アナライザーの購入や、災害時の

アスベスト対策の推進、 建築物解体に伴うアスベスト飛散防止とモニタリング、アスベストハザ

ードマップの整備、門司区の健康リスク調査の充実などを柱とする要請懇談会を開催しました。

2019年 3月、北九州市はアスベスト・アナライザーを購入し、解体現場での積極的な活用が開始

されています。また③で述べた無届、不十分な解体現場の指導の強化も図られてきています。担

当部局との連携を強化していきます

⑤第 30固なくせじん肺アスベスト全国キャラパン・北九州集会

なくせじん肺 ・アスベスト全国キャラパンは 30回目を迎えました。北九州労健連では第 2回キャ

ラパンから北九州集会を開催してきました。

30回記念北九州集会を 10月 10日戸畑生涯学習センターで開催し 78人の参加がありました。今

回のキャラパン集会には今年 3月にアスベスト ・アナライザーを導入した北九州市から出前講座

として担当職員の講演とアスベス ト・ アナライザーの測定実習が行われました。これまでの北九

州労健連の北九州市との粘り強し、連携づくりが実ったものといえます。

3)被災者救済活動の活性化

(1)裁判支援活動

九州建設アスベス ト訴訟は 2019年 11月 11日福岡高裁判決が行われます。全面的解決を求めて、

労健連ニュースやじん肺学習会等を通じて支援活動を行し、ます。

固と建材メーカーによる建設アスベスト被害者救済基金設立に向けた取り組みを強化します。

(2)過労死・過労自死

過労死防止対策促進法が 2014年 11月より施行されました。

チーム ・労健連が活動を再開し、事務局も新たに加わった若手弁護士が担っています。2018年 9

月には常設の相談電話を北九州第一法律事務所の協力のもと設置しました。今後、相談活動を強化

していきます。経過は個人情報に配慮しながら、代表幹事会 ・幹事会にも報告し、必要な支援を受

けながら進めていきたいと思います。

30期は、北九州労健連構成団体、友誼団体、九州セ ミナー現地実行委員会での事例紹介を積極的
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に促します。その中で加盟組織が行う、学習会や相談会の支援などアウトリーチ活動を検討します。

(3)アスベスト被災者救済

29期もアスベスト対策委員会を中心に、引き続きアスベスト被災者救済のための活動を強化しま

す。

①アスベスト被災者相談会の開催

アスベスト問題に関するマスコミ等での報道が減少していますが、被害者は今後増加するものと

恩われます。建設アスベスト訴訟原告団 ・弁護団とも相談して、健康相談会を企画します。

4)第 30回九州セミナー成功への貢献

第 30回九州セミナーは、 2019年 11月 30日-12月 1日、長崎市で開催されます。九州セミナー

の記念大会として、今まで以上に積極的に参加していきます。さらに 2019年は ILO設立 100周年

にもあたります。計画的な対応を加盟組織に呼びかけます。

九州セミナ一代表世話人会に引き続き代表世話人、事務局次長を派遣してセミナー運動の発展に

貢献していきます。

5)全国の仲間との連帯

2019年 2月に、「働くもののいのちと健康を守る全国センターJが主催する第 14団地方センター

交流集会が開催され、北九州労健連の ROUAN塾をはじめとする次世代育成の取り組みに大きな関

心が寄せられました。前日には「働くもののいのちと健康を守る全国センター」設立 20周年記念シ

ンポジウム及びレセプションも開催されました。北九州労健連は安達代表幹事を代表派遣し(その

他、九州セミナーから青木代表幹事、全国センターから田村代表幹事の参加)全国の仲間との共同

した活動を一層すすめてきました。今後も九州 ・沖縄をはじめとして全国の働く人びとのいのちと

健康を守る活動との連携を強めていきます。

6)政策化

北九州労健連活動から見えてくる、労働安全衛生に関する政策的問題点の指摘と政策化を図る必

要性が高まっています。とりわけ国が進めようとしている「働き方改革Jの先行事例などを基に国

会議員などとの懇談を持ちます。

北九州市のアスベスト ・アナライザー導入には田村貴昭議員との懇談で実現した国会質問が大き

な支えとなりました。

30期も引き続き実践活動に基づいた働く人々の健康問題に関する政策 ・提言活動を積極的に行っ

ていきます。

7)広報活動

北九州労健連活動を加入組織の構成員をはじめ、多くの働く仲間、市民に知って頂くことや、活

動に参加する仲間を増やしていくために広報活動を重視し、毎月の代表幹事会で定期的に協議を行

4/5 

4 



北九州労働者の健康問題連絡会議第 30固定期総会 第1号議案

い内容の充実を図ってきました。長年労健連ニュースの編集を担当してこられた代表幹事の定年退

職もあり、若手の編集者への移行作業に着手していきます。

引き続き「労健連ニュースJの定期発行、月刊化を継続していきます。

さらにホームページの充実を図っていきます。

8)第 31回人間らしく働くための九州セミナー・北九州大会の成功へ

働く人びとの健康権の担い手づくり

30期最大の活動は、 10年ぶりに開催される第31回 f人間らしく働くための九州セミナーJを成功さ

せることです。

(1)現地実行委員会の活動と一体となった労健連活動

2020年 11月 14-15日、ウエノレとばたを主会場として、第 31回人間らしく 働くための九州セミナ

ーが開催されます。

2019年 10月 19日には現地実行委員会が結成され、学習、調査、広報などの多面的な活動が開始さ

れます。北九州労健連は中核組織として現地実行委員会の活動に全面的に協力していきます。

(2)若い力で九州セミナーを成功させよう

第 31回九州セミナーの北九州現地実行委員会は 3期にわたって北九州労健連が開催してきた

rROUAN塾Jの卒塾生をはじめ若い力で盛り上げていきます。北九州労健連としてはこの実行委

員会を 「第 4期 ROUAN塾Jと位置づけ北九州における働く人びとのいのちと健康を守る活動の活

動をダイナミックに創り上げます。今後の北九州労健連の活動家育成の場でもあります。

9)北九州労健連の仲間を広げよう

働く人々のいのちと健康を守る活動は、 全ての働く人々の共通課題です。北九州労健連の 30年間

に及ぶ活動を確信して、大胆に仲間作りを広げていきましょう。

団体会員と並んで、 31回九州セミナー現地実行委員会のメンバーやこれまで北九州労健連活動に

参加・協力していただいた個人にも働きかけを強め、新しい仲間の問題意識を共有しながら、活動

内容やスタイノレを大胆に転換していきたいと思います。

2021年の北九州労健連設立 30周年を新たな飛躍で、迎えましょう。

以上
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第30期北九州労健連役員体制l

名前 | 所属

1 議長・永野忠幸 北九州市職労

2 副議長・日高琢二 健和会労組
+ 

3 青 木 珠 代 九州社会医学研究所
十 4ト

I 4 秋吉透 八幡製鉄職対協
i ← + 一一一一一

5 東敬人 健和会

代 6 安達靖史 ・ 2 ーー 健和会労組

表 7 ト 池上遊 北九州第一法律事務所 一一

幹事 8 b 金 崎 克 秀 全教北九州市教職員組合

会 9 香 川 康 夫 命と健康を守る会
十 -

10 北 川敏 幸 | 福建労北九州支部

11 田 村 昭 彦 [ 九州社会医学研究所
一~

12 畠 山 岳 士 l 国労北九州地区本部

13 平 山 博 久 ~ - 自由法曹団北九州フ、ロック

14 新・蓬田正志 | 毎日新聞労組

石 坂 隆 貴 | 健和会労組

2 新・石迫直 福建労北九州支部

2 内 国 鉄 夫 西鉄太陽交通労働者の権利と健康を守る会
' 司自 ーー一一一一一一

3 大島正 i 北九州地区労連(全教北九州市教職員組合)

4 門岡瞬 | 健和会労組
P 一一

5 久保田成喜 命と健康を守る会

幹 6 ト 佐藤 鷲郎 新日鉄住金アスベスト問題を考える会八幡

事 7 J-瀧 石朱 美 一ー ライフ北九州労働組合

81「 田 篭 雅 彦 新和タクシー

9 津 村 和 彦 北九州市職労
E 一 一 一

鶴 野 英 昭 新日鉄住金アスベスト問題を考える会八幡

r 11 縄 田浩 孝 小倉東総合法律事務所
ト ー・

12 前 回一 樹 北九州市職労

I 13 一 八 木和 也 l 健和会

ト 14 - 雪 竹 一 徳 下-1MITU八幡戸畑中間遠賀地域支部

中 田 寛 昭
監事ト ト 一一一

2 下川登美慧

|顧問 1 福 田 紀 六

KOHO労組

国民救援会

新日鉄住金アスベスト問題を考える会八幡
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労健連29期年表

年 月 日 曜 活動

2018 12 土 第29固定期総会

2018 12 6 木 過労死シンポジウム

2018 12 12 7J< 第1回代表幹事会

2018 12 19 7J< アスベスト対策委員会

2019 11 金 北九州地区労連新春旗びらき

2019 12 土 福建労北九州支部新春旗びらき

2019 27 日 九州セミナー代表世話人会

2019 30 水 第1団幹事会

2019 31 木 アスベスト対策委員会

2019 2 27 日 第2団代表幹事会

2019 3 29 金 第3回代表幹事会

2019 4 5 金 第2団幹事会

2019 4 14 日 九州セミナー代表世話人会

2019 4 24 7Jく 第4回代表幹事会

2019 5 水 メーデー

2019 5 18 土 九州セミナー課題別セミナー「感情労働と健康権J

2019 5 19 日 九州セミナー課題別セミナー「感情労働と健康権J

2019 5 29 7Jく 第5回代表幹事会

2019 6 10 月 アスベスト対策委員会

2019 6 21 金 第3回幹事会

2019 6 26 7Jく 第6回代表幹事会

2019 7 8 月 アスベスト対策委員会

2019 7 17 水 九州セミナー北九州準備会打ち合わせ

2019 7 24 7Jく 第7回代表幹事会

2019 7 28 日 一般社団法人九州社会医学研究所社員総会

2019 8 2 金 第4団幹事会

2019 8 3 土 スレートマッピング事前調査

2019 8 4 日 市民アスベスト観察トレーナー要請講座

2019 8 21 7Jく 学校ウォッチング

2019 8 25 7Jく 九州セミナー代表世話人会

2019 8 29 木 第8回代表幹事会

2019 8 30 金 アスベスト対策委員会

2019 9 5 木 九州セミナー北九州準備会打ち合わせ

2019 9 9 土 福建労北九州支部定期大会

2019 9 14 土 健和会労働組合定期大会

2019 9 15 日 北九州地区労連定期大会

2019 9 18 7J< 新聞労連毎日新聞労組訪問

12 



労{建連29期年表

年 月 日 曜 活動

2019 9 23 月 自治労連北九州市職員労働組合定期大会

2019 9 25 水 第9回代表幹事会

2019 9 27 金 北九州セミナー準備団体訪問

2019 10 火 北九州セミナー準備会打ち合わせ(実行委員長・事務局長

2019 10 4 金 第5団幹事会

2019 10 6 日 九州セミナー代表世話人会

2019 10 10 木 じん肺アスベストキャラバン北九州集会

2019 10 11 金 じん肺アスベストキャラバン福岡集結集会

2019 10 16 水 北九州セミナー準備会最終打ち合わせ

2019 10 19 金 第30回北九州労健連定期総会
」

13 
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10月 17目、 18時 30分より小倉北区、健和会

複合施設・地域交流スペースにて、第 29固なく

せじん肺アスベスト全国キャラパン北九州集会

が開催され、労働者、市民ら 43人が参加しまし

た。

同集会は北九州労働者の健康問題連絡会議が

主催し、閉会では主催者を代表して田村昭彦医

師(九州社会医学研究所)よりあいさつが行わ

れた後、全国でたたかわれている建設アスベス

ト訴訟の到達について、同九州訴訟弁護団の池

上遊弁護七(第一法律事務所)より報告されま

した。

20184'. =lil29図書

怠〈せじん肺全国キャラバン
じん飾・アスベスト被奮と曹べての労災・

C当 9.27 旧.2416くで

建'QjJ又パスト訴訟v)現状
池よ遊氏(弁護士・北九州第一法律事務所)

池上弁護士は報告の中で、アスベスト被害に

おける国と建材メーカーの責任について、これ

までの JJの判決を一覧で紹介し、交代を含め数

卜人の裁判官が国の立任を認めてきており、国

の責任は明確になっていると述べました。

また、建設労働に多い一人親万と呼ばれる個

人事業主についても、これまでの 一人親方は労

働者ではないという法解釈を指し、建設現場で

は誰が一人親方で・誰が労働者ヵ、は分からないた

め、安全を守る上で‘差別をするべきではないと

いう主張が認められ、高裁判決では3度続けて

-人親方も救済される判決となり、安全だけで

なく建材の製造禁止まで認められる判決もHlて

おり、国の責任割合が広がり、救済の範囲が拡

大さ~'1てきたと強調しました。

建材メーカーの-a・任についても、これまでど

の企業の建材が誰に被害を与えたかを立証する

ことが不可能であり、認められてきませんで・し

たが、シェア率などで責任企業を絞り込み、少

なくともこの企業の建材は被害を与えていると

ウ:証することで、建材メーカーの責任も認めら

れるようになりました。

/ //  / /11/1~1111/'11111111'/'1 

池上弁護士は結びに、建設アスベスト訴訟は

裁判を起こさなくても被害が救済される基金づ

くりを目標にしており、舞台は最高裁に上がっ

ており、福岡高裁も来年には結審を迎えると述

べ、やり残したことがないように取り組むと決

意を述べた一方、政治解決を見据えて野党合同

ヒヤリングも実施されていることを紹介し、最

高裁へ公正判決を求める世論と、政治解決を後

押しする世論づくりへ運動を盛り上げていくこ

とが必要であり、引き続きの傍聴支援と公正判

決要請署名の協力を呼びかけました。

報告の後、九州建設アスベスト訴訟原告同の

茨木康夫さんと柴田市子さんが紹介され、代表

して柴田さんより発言があり、「主人が亡くなり

裁判に関わり 7年が過ぎようとしています。 こ

の間も企業交渉や議員要請を重ねてきました。

大阪高裁判決を力に福岡高裁でも絶対に勝らと

ろうと原告一丸となっています。皆さんの応援

をよろしくお願いしますJと力強く述べ、参加

の皆さんは激励の拍手で応えました。
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北九州労健連二ユース 136号

見え捗い危険とどうっき翫ろか?

「スマートフォンを使った石綿簡易観察法」

愛知教育大学准教授 榊原洋子

次に、愛知1教育大学の榊

原洋千准教授より rI~ 分

の目で見るアスベストJ

をテーマに講演とワー

クショッフが行われ、市

民がアスベストを見ることができるようになる

と何ができるようになるのかを考える企画とな

りましたも

榊原准教授は、前提としてアスベスト対策の

コストの高さと改修 ・解体工事での見落とし、

間違い、ごまかしが現実問題としてあることを

指摘し、市民の関心が低いこともその要因の一

つであると述べた上で、榊原准教授が開発した

石綿簡易観訊IJ7:去を使って自分の目でアスベスト

を比た時に、身の周りの建材lこアスベストがひ

そんて砕いるという実感を得るという学習効果が

得られることが報告されましたc

キットを使って

アスベスティフォームを見極める!

ゲ'且ウー}I.(lt6(1い〉
寛章がー茸.・・同.先・.R吋IJい.画面島
削草.，-rいUい.AlIt島国最~tIぃ.
ι"し.先..lt・に~っτ且闘遭いや噌 〈
'.~ . J‘・・...・"伺<11.(:ζt1..t>o.

アスベスト(lt‘}
~書11"". J匝に指令τいたり..d'。τ
いたり. 回吋ていたりすÕ. ・・~I・ぃ..
f~ .，ているとニろにU平串邑【.e惜}もみ
られo.論先両・uもで睦晶.

アスベスト織維は非常・に微細であり、織維を

<$:'本見るためには専門の顕微鏡や検査法が必

要なため、コストも高く誰でもできることでは

ないことから、榊原准教授が開発した「偏光板

を使用した簡易観測法j を紹介し、一本は見え

なくても束であれば見えることから建材から毛

抜きなどで引き抜いた建材片をフレハラートで

同定し、 100fIJ均一倍で売っている顕微鏡でも

アスベストの特徴を見ることができると説明し

ました。 この簡易観測法では、スマートフォン

15 

でも顕微鏡とカメラ位置を台わせることで観察

することができ、写真を保ることもできます

参加者は 8班に分かれて、 I簡易観測キ〆ト

(榊原i住教授考案)Jと「スマホで顕微鏡 (Ga 

k k C 11製)Jを使って自分の円でアスベストを

見るワークショッフを行い、観測したアスベス

トとグラスウールやロックウールとの泣いを見

たり、アスベストの特徴で‘ある i出りや裂けてい

る部分や輝きの強さなどの形状ω見極め方を学

びました。

榊原准教授は結びに、簡易観測法の限界も知

ってもらうことが大切と強調し、市民がアスベ

スト建材を見分ける力を持ち、飛散・ぱく露防

止の技術を知り、正当な対策コストを理解する

ことで、市民と行政、業者、専門家が一緒にア

スベストリスクを理解する社会をつくることへ

つなげていきたいと述べました。

/;// / ///~/ ; / / 人//1/"/"11/

講演後の質疑応答では参加者より、建物のど

こにアスベストが使われているのか、どの建材

に使われているか、何年まで、使われていたのか

といった具体的な質問も出され、円分の闘で見

たことで、漠然とアスベストが使われているとい

う認識カ‘ら、具体的に使われている実態を知り

たいといった認識に変わった様子かうかがえま

した《

※今回の講演とワークショ ッフは、大阪で公

害をなくす会主催の第 23回環境学校で行わ

れるという情報を件て、先生に北九州、|での実

施を依頼し、代表 2よれが大阪の環境学校にも

参加して実現することができました。

(福建労北九州支部 平安将隆記)



北九州労健連二ユース 136号

Z018. 10. 17砂くせじん肺・アスパストキャ弓バン
北九州集会アンケートか局

報告「建議?スパスト訴訟ぬ到達J

につい亡
・男性、 30代、医療福祉

危険性を認論しながら利用し続けている企業

やその状況に待ったをかけなかった同の立場、

責任を求めていくのは当然だと思いましたが、

い自

怠〈せじん肺全国キャラパン

それを進める、結果を維持するのは大変だと思

いましたまだまだ被害者が増えてし、く現状で

危険性を知り芯識することは大切だ、と思いま

した。

.女性、 30代、労組

長期にわたり闘ってきたアスベスト訴訟です

が、これからが踏ん張りどころなんだ.という印

象を受けましたの今、自分に何が山来るか考え

ると署名活動そしてアスベストの危険性や歴

史を伝えることだと思いました。

////////////////////////////////////////// 

議演・ワーヴショ "1τについて
・男性、 30代、医療福祉

平成 40年前後にヒークが来ることを初めて知

りました述物の解体やりフォームなどが行わ

れる中で、住民や何も知らないイ・どもなどが危

険性を感Lました、

・男性、 30代、医療福祉

スマートフォンを使った観測は難航しました

が、大型 ・専門的な険料によらずとも観測する

16 

方法があることか理解できましたれ改めてもう

.Iill試したいと思いますか、何度ヵ、学もlする本

が必要とも思います

・30代、医療福祉

拡大鏡を使って有綿を見ることが出来て実感

(石綿が実際にι{Eすること)がわきました。

.女性、 40代、医療福祉

アスベストを初めて見て、繊維状で‘あることが、

あらためでわかった。

・男性、 30代

来人では何か見えただけでは何ともえない感

じですが 、 実際には内分の目で見る~だけで、

アスベストに対する意識が変わったと思いま

すQ 学生の時の理科の実験のような形式で、楽

しくできました。

////////////////////////////////////////// 

?スパスト被害に対替る思い、お気
づき0)点や企画し乞隠しい取り組

お惨と

.30代、労組

今回のように学習と実験のような体験型の企

|而だと楽しみながら学習していけるので、これ

からも続けてほしいと思いますω

・女性、 30代、労組

アスベストというもの、危険性等より多くの人

に知ってもらうため、万人が分かるように絵本

化して広めていったら良いのではと思川、まし

たν



北九州労健達二ユース 136号

『働く/...(;)健康ホマト

弓イシ開設』

周知C;)1C~(;)室伝行動
涼しくなって来た 9月26日 (水) 1 8時 ~

1 9時、小倉駅南側(コレツト)で、 5団体(市

職労、健和会労組、 KOHO労組、国民救援会、社

医研)から 9名が参加し、ホットライン開設の

宣伝行動を行いました。

労健連としての街頭宣伝活動は久々でした。

前準備としてホケットティシュを脇入したり、

れ刺カードにメッセージを作り、ポケット

ティシュに入れたりとワクワクしながらの4

{liiiでした。

ポケットティシュにメッセージカードを入れ

て、家路につく人びとに配布したc 久しぶり

に参加した私は交け取りが恋いなあ ・・-と

!~~じましたが、 l 時Ullで用意したボケットテ

ッシュの半分弱は配ることができたので干':JJめ

ての宣伝行動としては I良しJとしたいと思

し、ます。活動に参加していただいたみなさん、

お疲れさまです。

後日弾として、阪旧さんが残ったチラシを

某政党小倉地医員会に持参したところ、こf'j(

J立で明刷していただき、翌日の朝刊に折込み

で入れていただいたそうで、ありがとうござ

し、ま したc この喝を借 りてお礼申しとげます

北九州社医研 青木珠代

過労死シンポジウ色、北九州で開催される

2014年 II月l円過労死等防止対策推進法が施

行され、毎年 1]月が啓蒙月間として 17都道府

県でシンホジウムが開催されています福岡はこ

の問、福岡市での開催でしたら 111，年開催されたシ

ンポジウムに永野議長と青木が参加し、アンケー

トに北九州市で・も開催してほしいと意見を書い

ていました。そしたら、なんと今年は北九州市で

開催されますc 残念ながら、土曜日の午後からや

平円の夕方といった私たち働くものが参加しや

すい日程ではありませんが ・. . 

それでも、私たちの要望に応えてくれました

(と勝手に思っていま寸)， 午後から、|三休がとれ

る方たちは的極的にとって頂き、みんなで参加し

まし上うc そして、来年以降は土Uid1Iや日曜日の

午後や平11であればタ万開始してほしいという

要望もIUしましょう。

17 

今回の講演は精神科医の天笠崇先生です。今

から 10年前の沖縄セミナ一時の記念講演の講

師で、精神科の医師で産業医活動もやられてい

ます。また、いの健東京センターの理事長でも

あります。ご遺族として東京過労死を考える会

の代表の中原のり子さんが来北されます。IjJ郎

さんのご主人は小児科医で 1999年 44棋の持さ

で過労死されています。

是非是非、ご参加くださL、。

日時 :12月 6日 (木)15時-17時 30分

受付 14時 30分~

会場 :TPK 小倉シティセン~- KOKURAホール

定員 1 50名無料

※事前に参加申込書を「シンポジウムJ受付

窓口に FAX03-6264-6445 
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2018年 11月10日(土)-11日(日)にかけて

「人間らしく働くための九州セミナーinふくお

かJが、ももちパレス・西南学院にて、初日 700

名を超える参加者をえて開催されました。

《舟越実行委員長あいさつ》

「人間らしく働くための九州|セミナーjの福

岡での開催は、 2002年の 13回大会以来、 16年

ぶりとなります。今回のセミナーでは、働く人

びとの健康はどの様な社会的決定要因に基づい

て作られているかを明らかにし、その処方を考

える中で健康を作り上げ

る、取り戻す運動の契機に

したいと考えました。セミ

ナ一期間中の 2日間、大い

に学び各地の運動の経験

を交流し、実り多いセミナ

ーとなることを期待した

いと思います。

以下、参加された方々の投稿を紹介して、セミ

ナーの報告とします。

健和会労働組合遠藤一寛

11月 10日(土)は「健康の社会的決定要因J、

「働き方改革のオモテと裏~安倍ー強の落とし

穴-J二つの講演と、「働く人々の健康を決定す

る社会的要因と対策Jのパネルディスカッショ

ンが行われました。「健康の社会的決定要因Jの

講演では、健康には個人的な問題よりメンタル

ヘルスも含め、社会的決定

要因への介入が必要で、あ「第29囚人間内しく
働く定め(i)九州台ミナ

-in ふくaiかJ特集

住-11/ル

《田村代表世話人のあいさつ》

安倍政権は「働き方改革Jとして、過労死認

定基準ギリギリまで認める労働基準法 ・労働安

令衛生法等の改悪を行い、過労死促進制度とも

いうべき高度プロフェッショナル制度Jの導入

まで強行しました。私たちは「人間らしく働く j

事が出来る社会 ・地域を求めて 30年間九州、|セミ

ナー運動を重ねてきましたc 今こそ人間らしく

働くことが出来る職場 ・社会を自IJり、基本的人

権として、健康eで生き ・働く権利=健康権Jを

確立していく広範な運動が求められています。

この 2日間大いに学び、楽しみ、交流しましょ

つ。

ることを学びました 111 

A(健康影響予測評価)が

1990年代より欧州を中心

に普及していること、日本

も2011年にHIAのスク

リーニングについてガイ

ダンスを作成していることを学びました内

「働き方改革のオモテと裏~安倍ー強の落と

し穴-Jでは、 週刊東洋経済のジャーナリスト

である風間 直樹氏がドライパーの過酷な勤務

状況や、研修医の長時間残業が原因の自死した

問題、冠婚葬祭業に藍延する個人請負の問題等

を分かりやすく、楽しく講演をして頂きました。

「働く人々の健康を決定する社会的要因と対策」

のパネルディスカッションでは、 外国人労働者

の実態として、 f技能実習生Jの問題について考

えさせられましたc r技能実習生」は円本では、

奴隷のように使われていること、 00会社に勤

務していることでピザが出ている為、辞めると

同時に祖国に帰らないといけないこと、病気と

18 
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いう診断を受けると祖国へ婦らないといけない

こル、都道府県別に定められる最低時給よりも

安い給料であること等と酷し、状侃があることを

勾lりました，また雇用によらない働き方、フリ

ーランスではウーパ一等のアフリで簡単にライ

ドシェアができるようになった影響でアメリカ

のタクシードライパーの収入が大幅に減少し、

行政機関の建物の円の前で自死した事例を1mき

ました。 またf~l人事業主は家族がどれだけ働い

ても家族の労働は必要経費にならず事業主一人

の所件になり、税の減免が受けられないことを

知り考え深いものがありました。

11月 11日(日)は、第3分科会「働き方・貧

困・無料低額診療Jに参加しました。若年層が

抱える問題、美容師の離職率の多い問題、無保

|演の問題等、様々な問題に直面することができ

ました。無料低額診療の制度は以前より知って

はいましたが、薬代は対象にならないことを学

びました。また国民健康保険は傷病手当がない

ことも初めて知りましたe

H4ζは先進国の中で一番、貧困半が尚し、と言

われています。その原因として上記に掲げたよ

うた什全保障の問題が多く関わっていると思わ

れますc 社会保障全体の底上げを目指し、労働

組合として要求をまとめ、戦っていくことが重

要だということをあらためて考えることのでき

た九州セミナーでしたe 来年は長崎県で‘行われ

るそうですu 来年は事例を出してみょうかなと

思います1

19 

/////あなたの健康を壊 している/////

///// 原因は?///// 

北九州労健連議長 永野忠幸

健康ω社会的決定要因について、行竹久留米

大学教授より、健康が社会疫学研究の成果によ

り、個々人の育ってきた生活環庇や社会環境、

職業階層の違いや正規労働症と非正規労働者の

差などの要因によって、メンタルヘルスや身体

症状などの健康や死亡リスク等に関係があるこ

とが紹介されましたe

石竹氏は、健康を決定づけるのは、保健や医

療以外の要素が大きいとして、政策決定におい

て保健医療以外のすべての政策分野で健康と言

う視点を持つ重要性を強調しましたι

健康格差を評価するツールとして1I1A(健康影響

予測評価)を使った自治体における活用例を紹

介。¥¥'HOの THE.SOし10・ドACTSW古などから職

業階層の違いで寿命の格差が 2倍以上あること、

不安定雇用と健康が健康に良くないこと、いつ

失業があるかわからないことなどで健康リスク

が高くなる。

メンタルヘルスの面でも非正規が非常に状態

が悪く、労災の発生も非正規の発生が高く、反

面保障が低いこと、失業をすると死亡率も高く

なる。社会生活環境も悪くなり生活も乱れ健康

が悪くなるe 健康と幸福を考える上でも社会的

要因の改善を政策面に展開しなければならない

ことを紹介しました。

パネルディスカッション「働く人びとの健

康を決定する社会的要因と対策j

北九州労健連副議長 田高琢二
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，、ネルディスカッ・ンョン 5人のハネリストがおおいに活り会う

c、E ・、.

「働く人びとの健康を決定する社会的要因と対

策」をテーマに、労働法制の規制を受けない労

働者の広がりの実態を解明するとともに、働く

人びとの健康を決定づける社会的要因を明らか

にし健康をつくり取り戻す運動の契機にしよう

と、田村昭彦議長をコーディネーターに各分野

を代表するパネラーで報告と討論が展開された。

いま国会では日本の労働力不足を補うため、

外国人労働告の受け入れを拡大する入管法改定

案の審議入りが強行された。首都圏移住労働者

ユニオンの本多書記長は、寄せられた労働相談

事例から長時間労働、いじめ・パワハラ、労働

災害が外国人労働者の健康を害する要因となっ

ていることとともに、「奴隷的労働」といわれる

「外国人技能実習生Jの健康破壊の実態とその

裏に潜む聞を報告した。技能実習の名の下に退

職の自由がなく労働が強制される制度の問題、

低賃金 ・長時間労働、そこから来る健康破壊の

実態には驚かされたe 本多書記長は、 f技能実習

制度は廃止すべきだJ とするとともに、国会で

審議に人った入管法改定案は I技能実習制度に

似ている。権利 ・人権を考えていなし、Jと告発

した。

福岡地区労連の内田事務局長は、フリーラン

スの代表格である自タク・ライドシェアーの問

題点を報告。本場アメリカでは、供給過剰が進

人だ結果、自殺者を出すほど生活ができない事

態に陥っているタクシ一運転手の実態とともに、

日本でも広がりつつあるハイヤ一事業、宅配lli

~íj事業、経営ハートナ一事業などを紹介したι

そこから浮かび上がる利用者の安全性の問題や

健康破壊の実態を告発した.内111事務局長は、

焼;IlIJがなくなることでの「ルールなき社会j の

進行への懸念、とともに、「誇りの持てる{上併を!

ディーセントワークの実現を !Jと強く訴えた。

.20 

福商連婦人部協議会の小松会長は、家族経営

の自営業者の劣悪な労働環境について、家族労

働における税法上の問題点と社会保障制度 (国

保、年金)の不備を自身の実態をもとに報告。

健康の問題では、 i也診を受けても後ω受診を控

え手遅れになったが例をもとに、体調が忠くな

っても我慢するこ とが多く、病状が忠化して受

診する実態を紹介した。そして、円常業者は「自

分で選んだのだから向己点任J とされることへ

の不条理を告発した

福岡第一法律事務所の八木大和弁護士は、自

身の「雇用によらない働き方Jの経験にも触れ

ながら、過労死認定された事例の酷い労働実態

の紹介、雇用によらなければそもそも労災で救

われない問題、不法や杜撰な労務管理の中で過

労死が埋もれていく実態を報告。こうした実態

は、 95年の日経連が打ちIUした「新時代の日本

的経営Jによる「労働力の弾力化Jr成果主義J

f変形労働制Jの浸透の帰結として現れている

とし、今回の働き万改革についても I柔軟で‘多

様な働き方の実現」という fまやかしの論理j

で進められてきていることを指摘した また、

運動面では、 I職場では救済を求めている人が孤

立している。労働組合の存在 ・役割が大きく求

められているJとした

千鳥橋病院の舟越医師は、医療機関の立場か

ら格差と貧困が進行している中での受療者の状

況とともに、注目されている「健康の社会的決

定要因Jについて解説。全 134:民[足元住で取り組

まれた「勤労世代の健協・の社会的決定要因と糖

尿病合併症の関連Jを明らかにした研究から、
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!主用形態、 JリT件、ザ:1町:から労働行においても健

康格差が存花していることを示した。そして、

I 病気の陀閃で払る生活習H'tを II~ イ{寸・る(決定

する)社会的な要凶を変えなければ人ω健康は

守られなLリルし、「生活習慣を起こす原閃の原

闘がある内 労(~IJ もその要[~Jで、あり (~'J く環境を良

くすることが主要であるJと指摘した。

ディスカッションは、いま H4，.:1'1:会(こ起きて

L、る働くもωの実態と健康との関係をリアルに

えぐり出し、健康を左右する社会的決定要因の

理解を深め、労働が豊かな人生を送るためにあ

ることを再認識させられるとともに、今後の運

動を勇気づけるものとなった また、全体を通

じて日本における社会保障制度の欠陥 ・不備が

浮かび上がり、充実 ・改善する運動の必要性が

確認された。

///////国民救援会の運動 ////////////

///////と重ね合わせて指針に ////////

国民救援会下川登美慧

I人間らしく働くための九州セミナーJが今年

第 29回を迎えたことに、継続の}Jとそれを支え

る仲間の団結のぷH古らしさをあらためて実感し

ています。私はこれまでに、第 1li:!J (福岡)第 2

回(長崎)、第 3回.第 10回， 第 21同(北九州)の

セミナーに参加lしましたe 遠出は困難になって

いますが今年は8年ぶりの参加が叶L、ました。

会場に入った瞬間かつてと同じ熱い思いに包

まれました 北九州労健連の学習会や「労健連

ニュースj で毎年の九州セミナーを学べていた

おかげでブランクではなく里帰りにも似た気持

ちでした。年々多岐にわたって深刻さを増す情

勢と切迫する課題に向き合う九州セミナー運動

の姿に、 2010年「人間らしく働くためωh.州セ

ミナ-J と名称変更された窓義の深さを再認識

しています。今年もタイムリーなスローガンが

掲げられて聞かれた九州セミナーでした。

全体会を通して私が強く心に儲めたことは田

村昭彦先生ωご挨拶の中にありました。『 戦争
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は(述U~ と幸福のj!~ )(ω械改，.有で、す。オタりなiz

のIj J で健康の前提条 (~I:のおー番目に*fllを掲げ

ています¥ 人間らしく '1::き例くことをt1指す紅

たち九州セミナーは、戦争i去に|祈同反対し、l~干(J

を守り抜くことをi先立します』とお話しされま

した。|母民救援会の通勤と屯ね合わせて指針に

なりました。残念ながら一;日自の参加はできま

せんで‘したが、報告集に込められた切実な訴え

を重く受け止めて共に歩みたいと思います 心

~かになれる f九州セミナー」にいつかまた元

気で参加できることを楽しみにしています。

////////長時間・過重労働の /////////

//////// 過酷な実態を学ぶ ///////// 

健和会大手町診療所 松本麻那美

今同初めて九州セミナーに参加して、各}fl面

からの実態報告を聞き、解決改善しなければい

けない労働 ・健康問地が山積みである現状を知

りましたν 今日、連H報道されている外同人労

働者の雇用問題についてですが、実際に働いて

いる外国人労働者の労働実態までは深く知る機

会がありませんでした。様々な事情を抱え、希

望を持って日本に来たにもかかわらず、劣悪な

労働環境や健康破演を引き起こすほどの長時間

労働などによって失われている命がたくさんあ

ることに衝撃を受けました 単なる労働力確保

の為だけに受け入れ、人と しての受け入れを行

っていない、現在の政府の胞策はただちに変え

るへきであると強く感じました。 また、私たち

日本人においても、長時間 ・過重労働の実態は

改苦されておらず、残業代不払いやハラスメン

卜など、労働における様々な問題が増加の ー途

をたどっていますo (.辿庇を脅かし、人権を無視

したこの現状を打破し、他差のない、整えられ

た労働環境にて安心して誰もが人間らしく働く

ことができる職場 ・社会を創っていくために、

労働者ー人一人自らがこれらの問題を前世視し、

行動を起こしていかなければならないと思いま

したc
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北九州労働者

の健康問題連

絡会議発行
TEL 093-871-0449 FAX 093-872-3695 

干804-0094 北九州市戸畑区天神 1-13-13シテイルーム天神 lF

http://rokenren.com/ 

「感情労働と健康JfjJスパ

スト環境オンーヌスバーソン
育成J 2つωτロジェヴト

活動を成功さ世ょう 1
1 2月1日 (土)、

第 29固定期総

会を開催

北九州労健連第 2

9固定期総会を小倉

北区のムーブで開催

しました。総会には、

15団体・個人、 38名

が参加しました。

総会では総括・方針を田村代表幹事が提案。

韓国の働く人びとの健康権を守る取り組みを'苧

習したフィールドワーク、アスベスト問題での

学習活動とともに継続した対市要詰での前進な

ど、 28期での成果を確認するとともに、第 29

期では「感情労働と健康Jrアスベス ト環境オン

ブズハーソン育成Jの 2つのプロジェクト活動

を開始し、労健連の機能強化と飛躍をめざすこ

とを提案しましたn

f感情労働Jとは、対人労働として感情まで

を労働として提供することが求められる労働で

す。韓国の労働権益センターに1没置されている

感情労働センターにも学びながら、北九州にお

ける実態調査 ・研究と感情労働に関する知織の

普及、政策提言をめざします j手労省がパワハ

ラ防止策を企業に話市づける法制化の動きとも

関辿して意義ある取り組みです また、 九州セ

ミナーの課題別セミナーが 2019年 5月 18日 ・

19日に「感情労働と健康Jをテーマに北九州市

で開催予定となっており、成功のために北九州

労他iiliの奮闘を呼びカ‘けましたν

アスベスト問題では、 fなくせじん肺アスベス

ト北九州集会jで「偏光板を用いた簡易観測法」

の学習を行し、ました。市民レベルで、の簡易な

チェックが nT能となってき

ています。アスベスト対策に

関するツールとして労健述

内での学習 ・研修を広めなが

ら、労健連版 「アスベストro
境オンブズハーソン jの育成

を行っていきます。総会では

決算 ・予算の承認とともに

29期の新役員が選出され、議長に永野忠幸さん

(北九州市職労)、副議長に日尚琢二さん(健干Il

会労組)が選出されました。

「韓国6功労働事情:変わった5ごとと

変わ烏有志いことJ

第二部で韓国フィールドワーク報告、並び

にキム・ジクスさんが講演

28期に韓国で大いに学んだことが 29期の労

陸連活動へと継水 ・発展していますG 第て部で

は 28期に実施した 「韓国フィールドワークJの

報告を、福建労北九州支部の平安将隆さんと北

九州市職労の山中雅美さんが行いました。平安

さんは、訪問した労働権益センターや希望述叩-

労働組合、非正純労働センターなどの活動会紹

介しながら、格竜礼会の矛盾か広がる中で、 I君

民との連帯や地域に恨ざす生き生きとした活動

が行われていることを報告しました，.Ilj中さん

22 
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は、グリーン病院労働環境研究所と全国民配労

働組台について報告。 グリーン病院労働環ft'i研

究所では、設立ぴ37722や研究分野、研究所が~1~

たす役引|と作(E.iJ:義について、主!語集配労働組

合では集配労働者の労働環境の問題点、労働組

合の取り組み、たたかいで勝ち取られた成県な

どを紹介しました。

学習企画後半は、 フィール ドワーク報告の目的

と意義を深める形で社会公共研究院のキム・ ジク

スさんが講演。韓国にお.tる労働ili動史を fl本の

統治時代から現内まで世史を追って角干;説。時代時

代の政権を背景とした労働戦線の移り変わり、民

E労働運動誕生の背卦と現状などについて講演

しましたn 健和会労組 日高琢ニ

111127日に北九州市と?スパスト対策につい't~懇談会を~~~い参し定。

新たなアスベスト (石綿)被害を出させない

ため、行政が石綿含有建材がどの建築物に含ま

れているのかを把握し、災害時のアスベスト粉

じんの飛散による二次災害防止対策や、解体時

の適切な除去の指導を行うことなどを求めて、

北九州労健連は 11月 27日に市役所9階会議室

で、北九州市と懇談を行ないました。

事前にアスベスト対策の要望書を市へ提出し、

要望に対する回答書の作成と懇談の機会を求め

て開催された懇談会は、北九州労健述からアス

ベスト対策委員を中心に 9人が出席し、市側か

ら環境局、建築都市局、保健福祉局の担当課長

ら 10人が山席しましたe長年求めているアスベ

ストハザードマップの作成と公表では、 市側か

ら.{i綿含有建材が使われている建築物の情報を

整備したアスベスト台帳のデータベースを、 j也

凶上でロrt見化させた「G 1 S (地理情報システ

ム)・に反映させて活用すると回答があり、以前

の「ハザードマッフは必要なし、Jとの同符に比

べ、史:訪と懇談を重わる中で大きく前進させる

ことができました。 しカミし、 G ISの公夫には

維を，βしており、懇談の中で市の環境監制限k

は、「認識不足な部分もあるためシミュレーショ
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ンが必要Jと述べ、災害時におけるモニタリン

グ体制や、倒壊建物に対する立ち入り禁止措置、

有害物質の表示(掲示)など、準備不足が浮き彫

りとなりました。さらに、 アスベスト粉じんの

一般環境観測を行っている観測局についても、

設置箇所がアスベスト工場ーの同辺に無く続けら

れていることも分かり、門司 r:~(においてはアス

ベスト工場の周辺に増設することを求めましたω

解体対策では、 アスベストアナライザーの導

入を求め、市側からは 9月にメーカーより機材

説明を受けていると回答があり、港人に前向き

な印象を受けました また、 解体工事における

近隣住民からの問い合わせへの対応では、 建物

の所街者と解体業者から相談があり、 diよりア

スベストが含まれているかどうヵ、の分析調査の

指導と、その後の適切な除去の指噂を行った案

件の経過が述べられ、所有~-と業者と行政によ

るリスクコミュニケーションのギ例が資料とし

ては初めて報告されました。

北九州市における石綿含有建材を含む建築物

の調査は、 現在9000件を対象に続けられて

おり、この件数は今後も増加する見込みです。

児童施設や高齢者施設などの社会福祉施設等の

アスベスト使用実態調査も行われており、その

結果も追加で回答を求めています 北九州労健

連は、今回の回答と懇談内容を含めて議論を行

い、アスベスト被害の根絶へ向けて、災害対策

や解体対策、健康被害の早期発見の取り組みを

継続して北九州市へ求めていきます。

福建労平安将隆
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人間ょうしく働く定~(;)

九州台ミナーinふくaか
に釜加し乞 <Z)

///////外国人の実習生名目の ////////

/////// 滞在廃止意見に同感 ////////

八幡製鉄職対協秋吉透

2日目の分科会は、「外国人実習生の働き方と

健康」に参加しました。この企画は、学生の皆

さんが、直接留学生に面談した調査報告があり、

入管法改定提案前から調査の取り組みでしたか

ら、先見性のあるタイムリーな「学び調査し行

動するJ企画でした。

八幡製鉄構内の構内では、外国人はまだ製造

ラインで働いている人はいません。船員以外に

外国人はし、ません且ありません これまで鉄鋼

生産設備の縮小で人減らしが長く続いていまし

たが、ここ 10数年で大量定期採用を行った結果、

勤続 10年未満の社員は 30%になり岩返りが進ん

でし、ます。求人難入手不足の背景には、製鉄所

の各ライン訪負企業、整備会社で・は向ホの求人

活動で、深夜業のある三交代勤務は人気ないの

で、とりあえず常哩勤として求人広告し、入社

したら交替勤務に変更するような作戦をしてい

る企業もあります。

派遣法が改態されたとき、事務部門の女性以

外に派遣労働省は増えないと考えていましたが、

全職種に派遣が認められるようになると、請負

の関連会社では、偽装請負問題もあり製造部門

に派遣が増えました。採用がままならなし、から

派遣雇用 したのではなく、低賃金で労務費コス

ト削減が目的です

新聞等で外国人労働者の実態を知ることはあ

りますが、セミナーでの各報告で、研修実習生

名目で、最低W~以下の安い労働ノJ として企業

利用して例の報告がありましたe 派遣、契約社

員の非正規労働者を同居させるこ とで、正規社
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LJ.ω労働条件は忠まれているとJ岱じさせ、 l-i:時

間過密労働を強いている これに新たに、外国

人労働者をl雇用して、 JfJ)用不安をあおるε 企業

は常に借在的余剰労働者をつくり、労働)Jt商品

の;13給ノくランスを調設して賃金抑制する「資本

の論理」に抗するには、外国人労働省〉の労働条

件をよくしないと、全体の労働条件を引き Fげ

る錘りのようになりますe セミナ一分科会での

外国人の雇用は、実習の目的ではなく、安い労

働力確保が主たる円的なので、実習生の廃止と

いう意見には同感しますぐ

/////九州セミナーで得るチカラ //////

KOHO労働組合中田寛 昭

各労働組合の頑張っている姿が実感できるの

は、 2日円の分科会ではないだろうか。 九州各

地の報告を直に聞けるのだ，私の参加した第 5

分科会では安全衛生やメンタルヘルスの活動の

報告だ‘った。全体を通してアンケー卜調査を行

っている団体が多い印象 「働き b改革Jの取り

組みがなされる中で、職員たちの状況を但躍 し

ようとしているのだと思う。業務改善を伴わな

い、ただの残業禁止では働き手にしわ寄せが来

てしまう。また、最近ではじ、ラスメントJの

問題も多い。組合としての対応をきちんとしな

ければ、被害者は救われない。発覚したとき、

相談されたとき、組合としてどう救い、どう解

決に導くかをしっかり学ぱなければならないと

痛感した。

改苫ーを実践的に取り組む報告もあった 福岡

医療問の新人に対して成長をサホー卜する「メ

ンター制度Jや親仁会の残業削減とWLBの充

実を凶る「かえるノくッジ」の報告だ。とても参

考になる報告で、若手からベテランまで問結す

る)Jを感じたe 九州セミナーではさまざまな報

告に刺激をもらい、肉分たちの職場でも活カ‘せ

る事例を学べる。そし て何より明日 への活力を

もらえるのが一番の魅力だ。
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厚生脅働省主催C;)r過労死防止対策推進シンポジウUJ

201 8年 12月6日 (木) 1 5時-TKP小倉シティセンタ-KOKURAホール

厚生労働省主催の「過労死防止対策推進シン

ポジウムj は、平日の昼間にもかかわらず初の

北九州市開催ということで、会場一杯に参加者

が詰めかけ、大盛況となりました。初めに代々

木病院精神科医師天笠氏の「過労自殺、労働関

連うつ病をいかに予防するか~時代のメンタル

ヘルス対策-J続いて、慶慮義塾大学教慢の「メ

ンタルヘルスと働き方改革J最後に、東京過労

死を考える家族の会の中原さんによる事例発表

がありました。

天笠医師の話しは、若年労働者

の過労死、 過労自死が相次ぐ中で、

働かせ方が社会的問題になって

きたことや、ブラック企業大賞受

賞により過労自殺訴訟の対象企業がイメージダ

ウンで撤退を余儀なくされた・ド例の紹介。企業

における従業員のメンタルヘルスの状況と企業

業紛の検証を豊富なデータで解説されました。

また、 J享労省の「労働安全衛生に関する調査か

ら過労自殺に至る経緯、自殺に追い込まれる人

の共通する心理として、死に至る心理として「心

理的視野狭窄Jを特徴的に取り上げられました。

そして、「過労死等防止対策自作Jで、正社員の

労働時間が全然減少しない実態を示し、残業を

減らす労働時間の減少と勤務問インターパル制

度の導入が過労死防止上どうしても必要だと説

かれました。

山本教慢の話しは、 初めには氏の

舌;かれた『労働時間の経済分析J

の紹介があり、 f過労死Jの捉え

方について、 「過労Jと「死Jと

に分け、「過労jが過重労働一.r fl本的雇用慣行」

(働き )J)を背呆にした日本のピジネスモデルで、

「死Jが健康被害を生んで‘いるとし、その上で、

「働き方課企画関辿法の意味」として f日本的

労使慣行jの歪みの是正...労働者保護の強化「時
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(!;:ω変化に合わせた働き)jの模索」一・少イー高齢

化 ・グローパル化への対応、多慌で柔軟な働き

)j l})実現による人材活用と生産.~Jj:向上を日指す

という紹介がありましたe まとめとして、働き

方改築で長時間労働を是正することは、健康思

化の「 一次T'防対策Jとして有効であり、職務

の明確化、裁訟の増加、帰りにくい職場風上の

撤廃など、さまざまなq，動き}J改革」も必要だ

と話されました高度フロフェッショナル制度

の運用についても問題点が指摘されました。

遺族の会の中原さんは、小児科医の夫が 41歳

のH寺に過労自殺されましたν 残された遺族は、

勤務先の病院に対して損害賠償請求の民事訴訟

を行い、最高裁で勝利和解を勝ち取りましたu

和解条項には rfJふのより良い医療を実現する」

との観点から最高裁が和解を勧告したと明示さ

れました。個人訴訟で最高裁が

和解勧告を行 うのはほとんど

例のない快挙でしたc r過労死

等防止対策推進法」は、 2014

年 6月 20日制定されましたが、それまでに、

全国 121市町村自治体で意見汗の採択、署名は

55 i5 3000筆、国連の社会権規約委員会が、過

労死 ・過労自殺の防止を日本政府に勧告し、 10

回の院内集会、 3回の緊急集会、超党派 130~ 

の国会議員が賛同 ・参加する議員連盟の存在が

法の制定に大きな力となったと話されました。

追鉄会には新しし、仲間が増えています。l歳半

の4かちゃんを抱いたお母さん、』歳と小 lω娘

を抱えて途方に作れるお母さん・一。「コンビニは

24時間営業して、宅配便は決まった時間に同け

てほしし、j 私たちが当たり前のように考えてい

る便利な生活は本当に必要なのかと問いカ‘けら

れました匂長時間労働を容認する「例き方改革J

をどう労働の改善につなげるか、労働組合ω役

割がユ!とめら.t1.ていますユ
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2019年2月 25日第 139号 北九州労働者
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r"c;)健J20周年

記念シンポジウb
巻加報告

働くもののいのちと健康を守る全国セン

ターが2月2目、東京都内で結成2 0周年を記

念するシンポジウムを開きました。各地より約

1 00名が参加し、 r2020年代を迎える働く

者のいのちと健康をめぐる情勢と課題について

考えるJのテーマのもと、活発な議論が交わさ

れました。

福地保馬理事長の開会あいさつの後、 3人の

ハネリストが報告しました。

全労連の布施恵輔国際局長は、 ILO(国際労働

機関)におけるいのちと健康を守る到達と課題

について報告。ILOの基礎知識を紹介する中で、

lLOが他の国際機関とは異なり、政 ・労 ・使の

三者構成であり、その合意の下で条約を制定し

ている点を強調しました。歴史上も、 1LO条約

は労働運動が到達した内容を書き込ませており、

だから私たちが参加する権利と必要性がある。

r l、の健j で法制定を求める取り組みなどは、

政労使が合意して作っていく ILOの運動に合致

すると述べました。

脇田滋 ・龍谷大学名誉教授は、韓国でのいの

ちと健康を守る取り組みについて報告。1980年

代後半の民主化闘争を経る中で、「労働支全保健

同体Jが登場し、労働組合との連携が進む中で、

被災者の枚済と労働環境改善の運動が発展した
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http://rokenren.com/ 

経緯を紹介e また、「危険ω外注化Jと呼ばれる

下訪け労働者の被災が問題になる中で昨年

(2018年)末、産業安全衛生法の全部改正が議

会で可決。法の保護対象の拡大や元詰け企業 ・

事業主の処罰水準強化などが盛り込まれたとも

述べました。

田村昭彦・いの健全国センタ一理事長代行は、

20年目を迎える「いの健Jの目標と課題につ

いて報告。 経済が進展しているにもかかわらず、

貧困と格差が拡大する情勢の下で、 「全ての働く

人ひ‘とに健康権の実現Jを全国センターの基本

的目標に掲げると述べました。具体的な取組と

して、政策作りの活性化、いの健 f感情労働と

健康センター (仮称)Jの設立、「人づくり Jの

本格化、全都道府県への地万センターの確立な

どをすすめるとしました。

ーッキジウ
2020 年代を~える働〈ものの、・のちと健康を

めぐる情勢と客来週li-4こついて.ftJe.る a 

鈎〈もののいのちと町慨を唱 t図センター 2019牢21128 -

三
その後の質疑応答も活発に出され、予定の終

了時間があっという聞にやってきました。

このシンポを通じて感じたこととして数点。

日本でも ILOJ87号条約を批准しており、それに

より政労使で労働安全衛生胞策が進んでいると

考えるならば、安倍政権が近年進める政労使合

窓を無視して進める 「働き方改革Jは、 lLOと

の関係でも重大な問題がある点。韓国において
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r1:、独裁政権を乗り越えて労働illi1UJや産業安全

衛生運動が発展してきたが、 IJ本においても労

働青への抑圧や台理化に運動の侭抗が伴ったlM

史はあり、互いγ学ふ点が多いことを保認でき

た点 fいの健J運動の新たな展開で、「全ての

人々の健康権の実現Jを|苅るならば、既{?U)'JJ'

働組合の運動は大きな変容を迫られると感じた

点。シ ンホの報告では、韓国の労働組合は、他

の社会問題にも関心を持つ傾向にあり、運動の

「タコツボ化!をしない特徴がある、との幸I~;~='

もありました。労働者のいのちと健康を守る運

動を継続・発展させる上では、厳しい時代を迎

えた日本の労働運動が忘れてしまっている役割

をもっと取り戻さなければならない、と考えな

がら会場を後にしましたe

【労健連代表幹事・健和会労働組合 安達靖史】

第13固「いG)健j

地方色シター

爽篇集会拳加報告
いの健 20周年記念企画に続いて、 2019年2月3

日 (日)全労連会館にて 13回目となる地方セン

ター交流集会が開催され、 17の地方センターか

ら24名といの健役員を含め 32名が参加しまし

た。北九州労健連からは安達代表幹事 (健和会

労組)、九州セミナーから青木 (九州社医研)が

参加をしました。

木集会は、結成 20周年をふまえ、早期に全都
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道府県での地}jセンター確立と既存のセンター

の運動と組織強化 ・拡大を目指すため、喫緊の

課題で‘ある①後紺:者の育成 @組織強化と財政

問也 ③労災・職業病認定闘争の前進・発展 に

焦点を絞って 34ζの指定報告を受け、討論を深

める目的で開催されましたι

① 「後継者の育成Jでは、田村理事長代行が北

九州労健連 ROUAN塾 (1-3期、とりわけ3期

の卒塾生有志が中核を担った実行委員会に

よる運営)の取り組みの紹介と九州セミナー

への若者の参加、第 29回福岡現地実行委員

会での教訓I(大学生プロジェクトと現地事務

局長も若手が担う)を紹介しました。し、ずれ

も役割を担うなかで自らが学ぶ機会を得、お

互いに育ちあうことが出来た実践報告でし

た。

/1////////////////////////////////1/////// 

質問として出されたのは、会費収入の少ない労

健連で ROUA:'¥塾運営の費用をどうしたのか?

→ 活動の中心を担っている代友幹事が数年で

定年を迎える事態があり、後継者育成は緊急諜

題であったこと。X、財政基盤も結成以来見直

しを行っていないため学習会を計阿しても外部

講師を招聴できないなど様々な問題を抱えてい

た。そこで、財政基盤の立て直しと後継者育成

の課題を一緒に議論を行い、後継省育成を行い

ためにも財政基盤の立て直しが必要という結論

を得て、各組織に会費の倍増を慢案し組織内で

の議論を行ってもらいG 全体として1.5倍の会

費収入となったこと ROLA'¥塾は塾生の参加世

5，000円とし、労{悠連から 10万円を拠出し通常

を行ったι3期では開講式と終盤以外は外部講

師を呼ばず、塾生が講師となり運営をしたこと

で財政的には余剰余が出来、今後の活動にフ-

fレしていることなどを追加報告したc

また、大学が違う学生がどうして結集したの

か? → 現地実行委員会としての活動で、民

医述奨学生として繋がっている医学生の他、面IJ

実行委員長を担っている大学の先生のゼミ学生
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や卒業したた予の恩師のゼミ学生などに声をか

けて頂くなとの取り組み成果として、保々な大

学から匂門分野も典.なった学生が集まりフロジ

ェクト活動がスタートしたことを報告し 1~ c 

(吉 「組織強化と財政問題Jでは、北海道センタ

ーから報告がありました。北海道センターは

前身である北海道職対連の歴史を引き継ぎ

2005年に「いの健北海道センターJに名称変

更が行われました。専従配置体制が困難とな

り2009年北海道民医連が事務局長を出向派

遣し、出「合115-の人件費も道民医辿が負担して

いるとのことでした。会員'収入は専従省の賃

金により変化している。総収入は寄付金によ

り変化 (400万"'"'600万円)

専従 1名とハート I名、ボランチィア 6名。

(毎月約 16 万円)、事務所はjtl~ 立、家賃+水

光熱貸(都月約 8方円)、毎月ニュース発行

(印刷製本4発送費で毎月約 11，000円)

団体会員 18同体(労組 39同体、医療系団体

4、民主同体 3、患者 ・障碍者同体各 1) 

個人会員 119名(被災者、弁護土、医師、学

者 ・研究主 ・社労土・一般)

*相談活動は新規に 20-40件/年(労組、メ

ール、屯話、会員の紹介)継続相殺事案は約

20件、半放は過労死事案、他はうつ病の労

災とハワハラ

*労働安全衛生活勤 労安学校開催(毎年 6

月)

*北海道セ ミナー開催
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*過労死防止センターに協力しシンホのfj!i

*行政への要泌活動

*論演会開催、ブックレット発行たど 多般

{こj度るI舌動を行っていることが紹介され支

したc

<_;{ r労災 ・認定闘争に取り組む為に」というテ

ーマでは、いの健石川センターから報告がさ

れました。石川センターは 1993年に結成さ

れたセンターで専従は配置されておらず、事

務局長は現在県労連が担っているとのこと

でした。財政規模は北九州労健連と同程度で

した 加盟団体は民医連、県労連(13労組、

うち直接加盟2)、県医労連 (i団体、 うち直

接加盟 3)

過去 10年間、過労死や過労自死の労災申訪・

認定にセンターとして関わっていないとい

うことでした相談体制を確立し仙報を発信

できるようにするためには専従者の配匠は

必要であり、そのためには財政を現在の3倍

必要とのことでした。

//1////1//1///////1//////////1//////////// 

全体のアンケート調査から、専従がし、るのは 16

センター(北海道、岩手、宮城、埼玉・千葉 ・

東京 ・神奈川 ・静岡 ・愛知 ・京都 ・大阪 ・兵庫・

奈良 ・和歌山 ・阿UJ.山口)。

財政(会費) 100万円以上は上記専従者を配置

している団体で 12センタ一、 4センターは出身

同体が費用を負担しているのかボランティアな

のか詳細は不明です

会賞'も 2万円/年から Max400万円までと保々で

したc

//////////1///////1/////////////////////// 

これまでは、 l泊 2日で交流集会を行ってき

ましたが今回は一日だけ報告を含めてがJ5時間

という短い時間だ‘ったので 3つの重要な探題を

深めるには少し時間が}_fりなかったように!惑じ、

消化不良気味で帰路におfきました。

【社医研青木珠代】
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唐津市・職員ぬ端末18時で自動停止 1
「持ち帰り枝葉Jゼロヘ住友生命i番号;:-9を他憶に移し替志不可

唐津市役所では、今年 1月4日から午後 6

時以降の時間外勤務申請を行っていない職員

の庁内ネットワーク端末を自動停止する取り

組みをはじめました。

この取り組みは時間外勤務申訪の手続き

の適正化を図ることを目的として、庁内ネッ

トワーク端末のうち当日の時間外勤務申請手

続きを完了した職員が使用する端末以外の端

末を、午後 6時に自動停止するものです。

//////残業の事前申請を徹底 ///////

時間外勤務が必要な場合は所属長が時間外

勤務命令の決済を午後4時30分までに完了さ

せます。決裁された職員の端末は自動停止除

外者リストに登録され、庶務事務システムに

データ抽出されて端末管理用データが整えら

れます。午後5時30分に予告メッセージを表示

して、作業中のデータが消失しないよう保存

を促します。午後6時00分になると時間外申請

者以外が自動停止されます。

に三コ

/////所属長の業務把握が課題 //////

麿津市は「時間外勤務の削減Jと「仕事の効

率化 ・適正化Jを図ることで「時間外手当支

給総額の削減につなげたしリとしています。

「仕事の効率化 ・適正化をしたJとしても業

務が多様化し、職員数が足りない現状につい

てしっかり対策することも必要で、所属長が

職員の働き方や仕事量を把握し、 しっかりマ

ネジメン卜できるかが問われていますr

//////寝屋川市や大津市でも ///////

向治体では、 20]7年 7月から大阪府寝屋

川市が初めて自動停止を試行導入、 PC画面

中央に rooさん、あなたの本日の勤務予定

時間は、 9 時00分~ 17時30分です。勤務予

定時間を過ぎていますのですみやかに業務を

終了し退出してくださしリと、警告メッセー

ジが発せられます。 システムの PC起動時聞

が勤怠管理に連動しており 、客観的な労働時

間の把握にもつながっています。

同様のシステムは滋賀県大津市でも、 201

8年 9月から始めています。正規職員約 2千

人と臨時 ・嘱託職員千人が対象で、管理職は

除外しています。

/////休日のログインも出来ない ////

民間の住友生命保険東京本社は 2017年4

月から午後 8時にパソコンを自動停止させま

す。データをUSBメモリーやメー fレで他の

パソコンに移し替えることも不可で、自宅で

のサービス残業もできません。業務システム

へのログインは管理職が午前7時、一般社員は

8時にならないとできません。さらに、 一般社

員は休日にログインできない設定です。

///// r働く側」の意識も重要 //////

国が「過労死等防止対策推進法の施行jやI長

時間労働が疑われる企業の監督指導と公表J

など、労働時間法制の強化に取り組んでいる

にもかかわらず、メンタル疾患による労働災

害詰求が急激に増加しており、長時間労働の

是正に向けた一層の努力が求められています。

また長時間労働是正に取り組んだ結果、サー

ビス残業が増加するなど、就業ルールが徹底

されないために発生する問題も起きています。

「働く側」 ・労働者の意識として「サーピス

残業Jは絶対にしない。 させない。そして、

労働組合の監視 ・調査が欠かせません。

29 

【北九州市職労「いのちと健康センター132号」

より転載】
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北九州労働者

の健康問題連

絡会議 発行
TEL 093-871-0449 FAX 093-872-3695 

〒804-0094 北九州市戸畑区天神 1-13-13シテイルーム天神 1F

http://rokenren.com/ 

北九州市が?スペスト

アナ弓イザーを臆入

一長年c;)私定ちc;)運動が実るー

北九州市は 3月末にアス |アスベストアナライザー |

ベストアナライザー (建材

片に当てフ秒でアスベス

トを計測 .720万円)を

購入し、解体工事届で「ア

スベストなしj の現場と、市民から通報があっ

た解体工事現場にアナライザーを携帯して立ち

入り調査を行います。

これは、私たち北九州労健連が、解体工事で

の新たなアスベスト被害の防止のため、アスベ

ストアナライザーを自治体の解体現場調査時に

携帯させる運動に取り組み、その要求が実現し

ました。

北九州労健連は、20 1 7年9月に開催した

じん肺アスベスト全国キャラパン北九州集会で、

大阪アスベスト対策センターの伊藤泰司さんを

講師に招き、「住民運動と建築労働者が結びっく

たたかいこそJと題した学習講演を行い、その

中でアナライザーの存在を知り、自治体の解体

現場調査時に携帯させる運動を進めようと議論

を始めましたc

201 8年2月に市議会の全会派へ請願を取

り組み、共産、希望の 2会派の賛同を得て、公

明からも市の環境局へ問い合わせを行ってもら

し、ました。この時ヵ、ら市は関心を持ち、 9月に

はメーカーを呼び機材説明を受けています。

そして、田村貴昭衆議院議員がアナライザー

の活用を国会で取り上げ、労働局にアナライザ

ーが配置される中、 10月に導入を含めたアスベ

スト対策を求める要望書を市へ提出し、その回

答懇談会を 11月に行いました。その中で、市の

回答から導入に前向きな印象を受けました。

さらに、この問題に関心を寄せた山内涼成市

議会議員と 20]9年2月に勉強会を行い、 3

月議会の中で質問をしていただき、市からアナ

ライザーを導入し活用するとの答弁を引き出す

ことができました。

この活動を進めてきた北九州労健連の仲間よ

り、「大きな前進だ。我々の地道な活動が北九州

市を!l!IJかしたJi会派要請も意味があったJi行

政を動かすのは我々だJと喜びの声が寄せられ

ています。

また、この行動のきっかけとなった伊藤泰司

さんからも、運動の前進への労いと、今後の活

動への助言が寄せられ

ました。

2 0 2 8年には解体

工事がヒークを迎える

中、新たなアスベスト被

害の防止のため、自治体

によるアスベスト含有

の建築物の把握と管理

による解体工事対策の

徹底が求められていま

す。今後も対策を求める

運動を進め、広げていくことが必要です。

【福建労北九州支部・平安将降記】
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「感情労働Jと，~... 
「感情労働Jとは、アメリカの社会学者A.R加

わ-J~ドが提唱した働き方の概念で、感情の抑制

や鈍麻、緊張、忍耐などを不可欠の職務要素と

する労働のことです。体力を使って対価を得る

f肉体労働Jやアイデアを提供する「頭脳労働J

に対して、感情労働に従事する者はつねに自分

自身の感情をコントロールし、相手に合わせた

言葉や態度で応対することが求められています。

-創部昌也 .1:1召.

包包6栓日田?

「感情労働」が必要な職種とは・. . 

「感情労働Jが必要な職種の代表的なものは「看

護師Jr介護士Jr客室乗務員Jと苫われていま

すc 閉じように顧客の言うことに耐えなければ

ならない「接客業JrオベレーターJr教職Jな

ど、近年はあらゆる職種で感情労働を強いられ

るケースが増加傾向にありますむ

感情労働による疲労やこころの似は回復しに

くく、メンタルヘルスの不調を引き起こすこと

も少なくないため、社会問題化しています。

///////////////////////////////////// 

韓国・ソウル市労働権益センターでは・ー

ソウル労働権益センターは地域の附弱階層労

働者(非正規労働者や青年層)の権益保護のた

め、ソウル市条例により 2015年に設立されまし

た。労働相誌や労働教育、政策研究、各種キャ

ンベーン、地域i1f帯活動などを行っています。

ソウル市はサービス業の割合が 71%と高く、他

ω地域と比べても高い地域になっています。
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韓国も 「お客様は壬傑だj と言われていてサ

ービス業で働く労働者はl当分の感情を押し殺し

て(!fi!J7'J'なければいけなし、状況にあり、心身の負

担が大きく 、退職や向死に追い込まれるケース

も少なくなかったようです.2016年ソウル市感

iW労働従事者権利保議等に関する条例が制定さ

れ、 2017年から感仙労働保護センター立ち上げ

にむけてチームを結成し労働者保護の取り組み

が進められています。

///////////////////////////////////// 
2018年、産業安全保健法が改定され、

事業主に対し義務が課せられた

「顧客の暴言等による健康被害予防措置」の

項円が新設され、 r~事業主は(中略)業務の - Il寺

中|折、または転換等、必要な措置をとらなけれ

ばならなし、Jr労働者は措置を要求でき、事業主

は解雇 ・不利益処遇をしてはならなし、」または

関則として r]千万ウォン以下の過料」が事業

主に科せられる。

最も重要なのは、「ワンストライクアウトJ、

一度でも暴言 ・悪質行為を受ければ、受けた労

働者はその客への対応を断れるようになったよ

うです

///////////////////////////////////// 

感情労働に対する認識改善

感情労働に対する認識改善では、広報物の発

行や地域の労働団体と共同での街頭キャンヘー

ン、ロゴを作成し様々な発行物、文具などに活

用し、感情労働保護の周知を図っています。

来る5月18日(土).....19日(日)ムーブに於いて、

九州セミナー第5回課題別セミナー『感情労働と健

康権Jが開催されます。韓国のソウル感情労働セン

ターからの報告もあります。関心のある方は是非参

加しましょう! そして、一緒に考えませんか。
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人の幸福を追求する悼ニ利がm障されていること

(=自由な権利)nM:低限度の白出の平等。ほ利

を七張することは大'1:ーである

I 貧困Jとは、 (uJが不足している状態か? 何

が見たされれば質問状態カ‘ら脱出することがで

「貧困問題と労働

問題J奄考える

きるのか? このために rtt悶Jのおj品誌を考

えてみることが大切で-あることが強調されたル

そして、貧困が何かということを肴繋で伝える

ことが重要で、あるとn

3月2日 (土)長崎タクシー会館に於いて標

記学習会が開催され 15団体、 67名が参加しま

した。「貧困問題と労働問題Jをテーマに長崎短

期大学の志賀信夫先生が講演をされました。

貧困とは幸福の追求のための自由が欠如して

し、る状態であると・・・

A
B
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符実地現 そして、貧困対策が目指すものとして

の平等を目指しているのか? ②何のための平

等を目指しているのか? ③その平等はどのよ

うな社会を目指しているのか?

‘①~③がどのようなものかによって、形成され

①
 

中里実行委員長

あいさつ

最初に先生ごIl身がなぜ貧困問題をテーマに

研究をしようと思ったのかっということから紹

介され、労働現場でも尊厳が守られていない実

態など目の当たりにして来たことから「志高く

研究をしようJと思ったこと、そして社会貢献

をしようとも思ったこと。しかし現実は大変で、

大学講師も非正規であること 研究貸用も削減

されている状況など・1 そして「地万都市Jに

こだわる意味、地)jが良くも悪くも人と人の関

係が近いこと 共同体(= 助け合い、きずな

がある)で・あり 、監視の共同体である。

とは、本来犬や馬などの家出を通りが

かりの立ち本につないでおくための網。

み、呪縛、束縛などの意味がある

地方の貧困一陣婚半が高く、時一千家庭が多い

では、現在の「貧困」をどのように捉えるかっ

先生は学生への講義の中で必ず、貧困の反対の

言葉は向か?を問い、その理由も呼ねていると e

私たちにも同様に4ねられたμ 学生の8割は「貧

困Jの反対は「俗福Jと答え、お金かあれば貧

る政策や政策対象の範凶が全く異なってくるとe

質問問題の最大の原悶は劣悪な労働(ワーキ

ングフア)で‘ある 労働は個人で行うのではな

く、社会のなかで行うものであり、労働問題は

社会問題であるω つまり、貧困問題は社会問題

であり、 社会での対jぷが必要であると。

また、 地域の取り組みのなかで貧閣の再先見

があると e 公的役割のなかで「保障すべきなの

に保障されていない権利 ・自由Jを発見するこ

とが重要であるとし

I ii 

2E 

j2i 

志賀先生の講演
l' 

歴史を振り返れば、 1人のヒーローが構築

した生活保障のシステムなど存在しないと、 1

人の 100歩ではなく、 100人の 1歩が重要であ

しがら

l
J
 

粋「
l

ることが話された。困ではないと答えていると・・

身近な人の I幸せ」 の形を知っているカ、とい

青木珠代】
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{九州社医研ーノーでは、幸せの形とは、えば、知らない
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戦争c;)記録を残し、記憶奄

伝えτいく定めに、私たち

が、今やるべさごとI~?
・~t九州市の f平和資料館j建設

をめぐって・

戦前、現在の北九州市は西日本最大の兵器工

場があり、小倉陸軍造兵廠や八幡製鉄所、多く

の兵士を海外に送り出した門司港などを抱える

「軍都Jでした。1995年、戦争遺構の取り壊し

計画に対し市民有志がその保存や公的な平和資

料館の建設を訴えて運動をおこし、その成果と

して若松駅の近くに 「北九州平和資料館Jとい

う名前で、戦争の遺品や資料を保存 ・展示しな

がら、各種団体からの依頼を受けて平和学習も

開催する部屋を運営するという形を取りながら、

現在まで運動が継続されてきました。

北九州市が施設の在り方やコンセプト等、資

料館の基本的な方向について、「懇話会」や議会

からも意見を聞いて基本計画を策定 し、市のホ

ームページで公開しました。これまで平和資料

館建設を求めてきた市民有志は、戦争の実相を

伝えるものにしてほしいという思いから、 北九

州平和資料館で、昨年の 11月24日、市から「平

和資料館J建設計画の説明と市民との意見交換

会を開催しました。

【北九州市の説明】 「建設場所は、勝山公園中央

公園図書館北側駐車場内、延べ床面積約 900ni、

地上 1階、平成 31年度工事開始し、次年度竣工。

資料館では、二度と戦争の惨禍を繰り返さない

よう 、市民一人ひとりが戦争の悲惨δや平和の

大切さ、命の尊さを考える機会を提供するため、

必要な機能と場を備え、機々な活動を展開した

し、Jと説明されました。

【参加者の意見Jr被害者としての市民Jや「よ

くあの被害から立ち直ったねJだけでは片手落

ちc 戦争そのもの(加富者としての側面も含め

て)平和を考える資料館にしてほしし、c 日本がな

ぜ戦争へと突き進んでいったのか iO年のスハ
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ンでとらえてほしいなど多数の意見が出され、

市も話し合いは継続するという事になりましたω

年が明けた 1月 18日に、市民有志で、申し入れ

文書を手渡し、市民の要望についての意見交換

を市の担当課と行ないました。

申し入れ時の意見(一部紹介)

• rどうして空襲が起きたのかJが分かるよう

な被害だけでなく加害の内容も展示してほし

いc 学校の先生達が「平和を担う子ども達に

学ばせたいJと思える資料館を作ってほしい仁

・戦争に関する資料館はいろいろあるが、戦争

を賛美したり町おこしに利用されているよ

うに感じられるものもある 平和資料館が、

何を伝え、何を考えさせるのかc あるべき姿

をしっかりと持って、建設・運営してほしい。

(仮称)平和資料館

【市への申し入れ事項(要約版)】

イ、 「①市民の戦争体験や当時の暮らしを物語る資

料などの保存・継承してして施設②戦争の悲惨

さや平和の大切さ、命の尊さについて考える機

会を提供する施設j として、表現(展示)する。

口、 各区毎の戦争時の事実を展示する。

ハ、 アジア国際都市として、外国人の自に応えう

る展示内容であることc

二、 「非核宣言都市J宣言文を掲示すること。

ホ、 学習室を設置すること

へ、 特別展示の企画及びその展示場所を確保する

卜、 学芸員的ボランティアの組織化を行うこと

チ、 竣工後の「平和資料館j の企画 ・運営は、北

九州市が主体性を持って行うこと

関心のある方は、是非、一度おいでください。

「北九州平和資料館JTEL/FAX (093)ー771-5878

開館 12時-16時 30分(日曜・休日以外)

若松区本町 2丁目 3-19NCわかまっ 3F
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北九州労働者

の健康問題連

絡会議発行
TEL 093-871-0449 FAX 093-872-3695 

〒804-0094 北九州市戸畑区天神 1-13-13シテイルーム天神 1F

http://rokenren.com/ 

九州セミナ一主催の第5回課題別セミナー

「感情労働と健康権Jが、 5月 18日(土)-19 

日(日) にかけて、男女共同参画センター・ム

ーブの大セミナーにて開催され、 151名が参加

しました。

※感情労働とは、教師、医療介護、保育、客室

乗務員、コールセンタ一、受付、ファーストフ

ード底、行政窓口などの対人労働をおこなって

いる労働者は f感情労働Jをおこなっており、

顧客、患者利用者からの暴力暴Jなど、メンタ

ルヘルス悪化の要因となっている。

九州セミナーは、秋に開催しているセミナーと

は別に 2011年度からテーマを定めた課題別セ

ミナーを開催して来まし

た。今回は、昨年 3月に労

健連でおこなった韓国フ

ィールドワークで訪問し

た「ソウル市労働権益セン

ターJの感情労働に対する

先駆的な取り組みを学び、

ル市感情労働センター他から 4名の方を招鴨し、

講演をしていただきました。

1日目は、韓国グリーン病院付属労働掠境健

康研究所のイム ・サンヒョク先生による 「感情

労働の実態と改善の方向性Jというテーマでの

講演でした。韓国では、「感情の商品化jによる

感情労働をおこなう 700万人の顧客対面労働者

のメンタルヘルスとストレスが社会問題化して

いました。 さまざまなアンケート調査から、解

決すべき問題点を抽IJjし、消費者の類型を「ブ

ラック消費者Jr不良消費者Jr過剰対応消費省J

などに分頭、顧客サービスの原則なしに、顧客

の過度な要求もそのまま受け入れる企業の経営

方式によって、消費者は「声を

「感情労働
と健康権J
一穂固における『感情労働J'，こ対

寄る先進的@取り組おに学，3¥-

大いに啓発され、今回「感

情労働と健康権Jをテーマに開催しました。ソ

ウル市では、感情労働者に対するメンタルヘル

ス調査や顧客からの被害調査などが積極的にお

こなわれ、この結果をもとに、感情労働者の保

護に関する条例が施行され、産業資金保険法の

改正(2018年)により、J顧客の暴手、 4走行など

適正な範囲を超える身体的 ・精神的苦痛を誘発

する行為による健康障害を予防するため、必要

な措置を取るjことを事業主に義務付けました。

今回は、斡凶における感情労働の取り組みのリ

ーダー的存在である労働環境健康研究所やソウ

上げなければ損だ」としづ消費

省が徐々に増加 してきました。

こうした分析をもとに、韓国社

会では法律的規制が必要とし

て、ソウル市で、感情労働従業者

の権利保護などに関する条例

(2016)や産業安全保健法第 41

粂(顧客の暴言などによる健康障害の予防措置)

等により、事業主への義務付けなど、課題は多

いが者実に対策が前進しているということでし
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た。続いては、 日本の 4つの労働組合(熊本県医

労連・福岡県医労連・国家公務員労働組合・生

協労連)からの報告は、韓国からの報合でもあっ

たような、感情労働者の現場対応の患者や顧客

による暴言 ・暴力 ・セクハラ等の生々しい実態

が報告されました「お客様は神様」とか「おも

てなしj の精神とか、韓国に比べて感情労働者

が守られていない現状が報告されました。

井下弁護士からは、「感情労働と過労死Jにつ

いて、 メンタルヘルス対策の重要性を話され、

厚労省の労災の認定基準では、感情労働の心理

的負荷が 卜分に位置づけられているとは言い難

い、日本の現状はまだまだ遅れていると指摘さ

れながらも、小学

校過労自死の判決

では、公務起因性

を認めた判決も出

るなど、変化も出

ていることが報告

されました。

2日目は、韓国

からの報告が2題。

ソウル市での感情労働の実態と感情労働センタ

ーの活動や、感情労働全国ネットワークの活動

が紹介されました。2日間と も、講演毎の質疑

と意見交換では、多岐にわたる議論が交わされ、

活発な意見交換の場となりました。アンケート

の回答も 73通と近年にない多さで、参加者の関

心の高さが伺えましたc 韓|呈で 感情労働

CEmotional Labor)とい う用語が一般的になっ

たJと、法ililJ化に至る取り組みが国民に支持さ
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れた結果として諮られ、円 本での運動当面の方

向性を示された学習会となりました。

閉会あいさつ

(九州セ ミナ一代表世話人会議 長田村昭彦)

持さんのこ協}Jで、非常に実りあるセミナー

が出来たと思います。ノ子同の課題別セミナーを

契機に、九州や日本において、感情労働につい

てきちんと考え、実態を把握し、そして、感情

労働をおこなっている労働者の保護を考えてい

く、運動のスタートを切ることが出来ました。

いい話を聞いたと終わらない、皆さんのIY1nか

らの1舌動に期待をしたい。

韓国の先生方のご報告で強調された、感情労

働の 3つの視点。「人権の視点J、I女性労働とい

う視点、それはジェンダーの視点J、「非正規労

働の視点Jこれらが複雑に絡み合って感情労働

者の地位を脅かし、感情労働によって健康を慣

なうような状況が作られていますρ とりわけ f人

権の問題Jということを私たちは強く心にとめ、

今後、感情労働についての検討を深めていきた

いと思います。

今年、JJ月

30日...__12月 !

日に長崎で 30

回目となりま

す記念大会を

開催します。

感情労働の問

題は、是非取

り上げてみんなでL議論していきたいと思いま

す。今後の九州セミナーの企画の中でも、感情

労働の問題について、具体的な成果を持ち寄り

ながら、運動を進めていきたし、。

皆さん方のご協力と、各職場や各地域でのー

歩一歩の活動を期待し、学んだ知識をもとに参

加者一人一人が、少なくとも自分の周りにある

!'i~f(! 労働の問題について、考えていこ うと いう

・歩を踏み出すことをみんなで決窓し、今回の

セミナーを終わっていきたい。
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{多加者c;)感想i
t性、 20代、医僚福祉

感情労働という言葉をこのセミナーで初めて

知りました 私の職場ではほとんどの方が、人

と関わる仕事をされているので、身近な問題だ

と、2A聞の講演を聞いて感じました。確かに

顧客に対して対応をきちんとしなくてはいけま

せんが、相手も人としての礼儀を持って接して

くれた、らまずこんな問題は起こらないなと率

直な感想です。韓国では感情労働に対して大き

な問題として、ガイドラインや対応をしっカ‘り

されているなと印象を持ちました。私は看護職

なので、看護職員の労働実態に対しては、とて

も共感できる部分ばかりでいちばん聞き入って

しまいました。入手不足、患者と十分に接せら

れないことは、日々の業務でひしひしと感じま

すc 一子供が熱があるときは、そばにいてあげた

いけど、l人休むと周りの負担も大きいので、休

みづらいなといつも思います。最後の私たちの

要求は、全医擦者の望みだなと感 じました。

男性、 30代、製造業

感情労働という言葉を聞いたことがなかったの

で、初めはヒンときませんでした。 しカ、しこの

講演を聞き、感情労働と言われる分野が実は身

近にあったんだと認識し、驚きました。 消費者

とかかわる仕事は多いので、皆さん当てはまる

ところがあると思ったと思います。 この認識を

もっと広げていかなければと思いました。

合性、 40代、教育

感情労働者の人権を守る。教育が大切だと思い

ました。保育・幼児教育の現場も疲弊あり、 I保

育の質の向上Jを求められていますが、労働環

境がよくなければ、質の向上も実現できないと

思います。保護者と教育者が対等な立場で、子

供達の最善の利益を考え、健やかに成長できる

よう関わっていきたいと思います。韓国での取

り組み成果を大学や(現在学生です)保育現場

で伝え、まず感情労働というワードを周知した

いと思います。

?スペスト?十弓イザ-(;)
治披露目会につい乞

3月に北九州市が導入したアスベストアナライ

ザー (7秒でアスベストを検知 ・720万円)の

視察を、 4月 22日に市庁舎 10階会議室で行い

ました。

これは、日本共産党の衆議院議員、田村貴昭

さんの呼びカ、けで行われ、視察には福建労北九

州支部の役員 3人が同行し、アナライザーの性

能と使用状況を確認しました。

市似IJからは、環境局の担当課長ら 3人が応対

し、まずはアナライザーを使用して白石綿(ク

リソタイル)の入ったサンプルとロックウール

(ノンアスベスト)の入ったサンフルをそれぞ

れ検知しました。

参加者は代わる代わるアナライザーを手に使

用し、トリガーを引くと、ものの 10秒程で結果
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が表示され、正確さと手軽さを実感しました。

その後、市側と意見交換を行いアナライザー

の使用状況をうかがうと、建設リサイクル法

の定めで届け出がある解体工事、年間約 10 

00件のうち、アスベストなしと届け出され

た鉄骨構造の建物を年間 100件調査するこ

とが分かりました。

調査方法は着工前にアナライザーを携帯し

て立ち入り調査を行い、レベル ]、 2のアス

ベスト建材の有無を確認するというもので、

業者の協力も得て、外装材を剥がしてもらい

内部の吹き付け材や保温材を庇接アナライザ

ーで検知しますc

実際にアスベストが検知されれば、分析調

査の指導を行い、指導に従わない場合は解体
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[事実地υ)許IIJを取り消す均合もあると市の担

当者は答え、アスベスト被害防止に本気の姿勢

がうかかえ去した

すでに 5(*のなら人 1)調査を実施しており、特

に問題なく付えているとのことで、 ltiω担当者

は周辺住民からの通報にも対応していくと述べ

ました。

先進的なアスベストの被:!?防止対策に取り

組む北九州市を尚く討価するJと田村衆議院議

IJ.は激励し、 「労働}"iもアナライザーを持ってお

り、北九州市のような活用を進めるよう働きか

けるj と国のアスベスト被害防止の取り組みを

強める決芯を述べましたむ

(福建労北九州支部・平安将隆記)

あ竜安定(;)働§方・あ竜安定ぬ賃金防大丈夫?

北九州西労働基準監督署 (労基署)は「八幡西

区役所の宿日直業務が労働基準法及び最低賃金

法に違反しているJとして是正勧告し、同時に、

市に八幡西区役所以外の区役所の宿日直業務に

ついて状況を確認し所要の改善措置を行うよう

指導しました。

今年2月28日、市は f労基署に娃lE報告と当

該指導に対する改善報告を行ったJと発表しま

した。市は f宿直の勤務時間 16時間のうち、夜

間8時間は仮眠時間等の休憩時間であり労働か

ら解放されるものとして、労働時間は 8時間と

していました。ところが、 「宿日直業務は市民か

らの問い合わせの電話や届出等があれば、随時

対応しており、仮眠時間等は休憩時間とはみな

さず、労働時間とする」 との最尚裁確定判決が

あり労基署の是正勧告に至りました。

//////////是正勧告肉容/////////

①賃金の制iを法定の除外事出なく支払ってお

らず、また、福岡県最低賃金以上の賃金を支払

っていない

⑧法定労働時間を超えて労働させた時間につい

て、割増賃金を支払っていなし、。

(I)深夜労働させた時間について、割増賃金を支

払っていない

⑧年休を取得した場合に、福岡県最低賃金以上

の賃金を支払っていないe

⑧法定の除外'T:r11なく、法定労働時間を超えて

労働させている(各区で適用除外の申請が必要)

⑧法定の休憩を労働時間の途中に与えていないe
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////// 5千3百万円を遡及支払/////

市は、労働基準法における賃金の詰求憶は2年

間として、是正勧告日以前の過去2年間(平成

28年 12月-----30年日月)の勤務に係る賃余を当

時の福岡県最低賃金をもとに算出、既支払賃金

額との差額を支払ました。支払対象者は 26人

(全区役所)で、文払総額は約 5，300万円で

したι 同時に各区が、 f監視 ・断続的労働に従事

する者に対する適用除外許可J申請芯を 2月 14

日提出、 「断続的労働に従事する者の最低賃金の

減額の特例許可JI伊詰13を2月 25日提出して労

法署の許可をとりましたe

//////違法状態，~いつか句? ////// 

2年間の不払賃金を遡及支払することは当然

です。 しかし、労基法の定めは最低の基準です

から何年前から違法であったかを明らかにし、

「違法の全期間、適正賃金との差額を遡及支払

うべき」との求めにも対応すべきです。さらに

労働者に対する『不利益変更』ですから、対象

者にこれまでの非を詑ひて、変更内容を説明し

て納得を得た kで変更申請することが大原則で

はないでしょうか。

////////災害支媛特働l番大丈夫?////// 

自然災害が多発する昨今、災害避難所の運営等

に携わる職員も増えています。避難所での待機

H寺間の運用問題にありませんでしたか♂避難所

でω待機時間は労働時間です。ちゃんと賃金は

支fムわれましたかω

市職労「いのちと健康センター」 より措粋
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アスペスト
解体現場で・.. 
安心・安全・信頼が第一

アスベストアナライザーを活用したアスベス

ト被害防止の取り組みを進めている北九州市。

その中、小倉北区井堀の旧ナフコが解体 (以下

ナフコ解体現場)されていますが、現場では所

定の対策が行なわれていない実態が明らかにな

りました。

このナフコ解体現場ではアスベスト含有建材が

あるとして、石綿作業主任者が置かれ、解体作

業時には湿潤装置の使用と、保護具 ・保護衣の

着用を作業員に義務付け、立ち入り禁止措置を

行うと掲示岐に明記されています。

しかし 5月 23日、田村代表幹事がナフコ解体

現場前を通りがかりにを見た時、鉄骨にはアス

ベストらしき吹付材が見られ、作業員は散水せ

ずに建材の破砕作業をしており、もうもうと粉

じんが舞う中、マスクは着用してないか、かぜ

用マスクを芯:けて作業をしている様子でした。

その日のうちに、岡村代表幹事が労基署及び

北九州市へ行き、保影した動画や画像を見せて

調査を求めました

同日は光化学スモッグが発生して北九州市の

環境監視課は緊急対応で多くの職員が出払って

いる中でしたが、ナフコ解体現場の届け出13類

を確認し、分析結果で吹付は含有なしの届け出

となっていましたが、成型材は含有ありとみな

して作業を行うとの届出がされていました

田村代表幹事は現場調査と指導を求め、私た

ちとのアスベスト対策要請 ・意見交換会にも11¥ 

席した監視指導係長が、すぐにナフコ解体現場

へ調査に行き、 i里潤化や足場の設置などを指導

しました。元諸事業者は対策が甘かったことを

認め、今後は湿潤化などの対応を行うと回答と

しました。

労基署は担当者が長期療養中であるとのこと

で対応が不明ですが、福岡労働局にナフコ解体

現場の状況は上申されていることは分かりまし

た。

その後のナフコ解体現場では湿潤化の跡など

は見られず、作業員も保護具を着用している様

子はうかがえません。 元請事業者は自社のホー

ムページで f安心・安全・信頼を第一に新たな

るクリーンで安全な解体を目指しますj と経営

理念をうたい、環境対策では、「これまで産業廃

棄物が地球に悪影響を及ぼしてきました。未来

の子ども達に美しい地球を残すために、廃棄物

解体現場支φアスベストJ唆使われてい

るので肢との疑問の間査依頼は

北九州市環境局環境監視部環境監視課

電話(093)582-2290
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のリサイクルと適正処理を徹底します。リサイ

クル率を極限まで高めることを目指し、地球環

境を考慮した作業を行うことで、地域社会に貢

献できる会社を目指しますJと公言しています。

地元で多くの解体工事をになっている事業所

がこの状況であり、強制力のある指導や対策が

なければ、アスベスト被害はなくなりません。

同時に今回の取り組みで、市民の監視の自が行

政による改善指導へつながることが実証され、

この取り組みを広げること も重要だと感じま

した。

北九州労健連は、8月に市民アスベスト観

察トレーナー養成講陛の実胞に向けた企画を

進めていますe 身近な解体工事現場でアスベ

スト対策に不安を感じた場合は、管轄の労働

基準監督署と北九州市環境監視課に連絡し確

認しましょう。

(福建労北九州支部・平安将隆記)

JR九州(;)現状と感情労働についτ
JR九州の経営状況は、連結決算(子会社も

含めた収支)では黒字決算になっている。

マンション事業が好調に推移し、ファミリー

マート・ドラッグイレブン・キャタピラ一九

州などの M&Aによる子会社の収入により、 6

期連続の経常手IJ益を計上している。

しかし、本業の鉄道事業は毎年赤字経営と

なっている。九州島内の総営業線 2273キロの

中で唯一黒字を計上している線区は、博多と

桂川を結ぶ篠架線で，僅か 24キロのみとなっ

ている。

このような状況の中、 ]R九州は合理化 ・列

車のワンマン化 ・駅の無人化 ・列車の減使を

拡大し、会社の最大の使命と掘っている「安

全とサービスーとは真逆な施策をおこない続

けている。

//////////////////////////////////////// 

長雨で被災した日田彦山線の復旧の目処もた

っておらず、釈迦岳トンネルのレールだ、けを

使用し、それ以外はー般道を利用するレール

パスのl明も聞こえてきている。

経営協議会のなかでも少チ化問題が取り t

げられ、公共交通のあり万が問われるように

なり、ローカル線の存続も自治体との協議を

していくことになるだろうという発言があり、

会社は真剣に赤字路線の切捨てに舵を切って

39 

きているc

感情労働については、列車の遅れによる利

用者からのお叱りが駅社員 ・運転J:・車掌を

悩ませている。列車の遅れの原因は多岐にわ

たっている。

確かに自社に責任がある遅れ(車両故障 ・

線路故障 ・信号設備故障 ・運転上のオーバー

ラン等)もあることは否めないが、全体の割

合としてはそれほど高くはない。

ぽ倒的な割合を占めているのが、利用者の

方の忽病で、ほぼ毎日どこかの線区で昼夜を

問わず事象が発生している。そのほかには鹿

や猪との衝突 ・置ゐなどの線路妨害 ・踏切に

設置しである非常停止ボタンの使用 ・踏切で

の脱輪 ・人身事故と続いている。

このような事象に対しては不可抗力的要素

が多く含まれている。

]Rをご利用の皆様には列車の遅れにはこの

ような事情がある事をご理解いただき駅社員

や乗務員への応対をお願し、致します。

国鉄労働組合北九州地区本部 畠山 岳士
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バワハ弓対策義務化、

れ弓スメシト規制法

成立に閉し乞

ILO (国際労働機関)は創立百周年の今年、 6

月 10日-21日の日程で第 108回総会を開催し

ます。この総会は f仕事の世界における暴力と

/、ラスメントJに関する条約 (ILO条約)を採

択する予定です。

一方、安倍政権は 「女性活躍推進法案Jを今

回会に提出 ・審議しています。既に殺議院を通

過、論戦は参議院に移っています。ところがこ

の法案には、セクハラをはじめ何がハラスメン

トか「定義」も、ハラスメ ント 「禁止Jの条項

も入っていません。

/////ハラスメントの定義 //////
ILOは、 ハラスメントの定義を「一回限りの

出来事か繰り返されるものかを問わず、心身に

対する危害あるいは性的・経済的に危害を与え

ることを目的とするか、そのような危害に帰す

る、あるいは帰する可能性が高い、一連の許容

できない行動様式及び行為またはその脅威と理

解されるもの (性差に基づく暴力とハラスメン

トを含む)Jとしています。さらに、ハラスメン

トの加害者に「圏内法および慣行に即したクラ

イアント、顧客、サービス事業者、手IJ用在、忠

省、 一般の人々を含む第三者」が含まれており、

11.0条約では顧客によるハラスメントも規制の

対象としていますe

//ハラスメントのない職場を ///
職場のハラスメント(職場のいじめ ・嫌がら

せ)は、人権侵害で自殺の主な原因の一つでも

あり、日本では深刻な社会問題です。無く寸に

はすべてωハラスメントを包括的に防止 ・規制

する法律が必要です。その法律は、雇用、 就業
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形態に関係なく職場で働くすべての労働者を保

必対象とすること、卒業土に措毘義務規定を課

して労働者がハラスメントわない環境で働く権

利がある規定を設けることが必要ですレ

/////////被害者の救済 ////////
被害者の救済も藍要です。被官者が請求した

被害の認否や認定された被吉・を適切に救済寸る

政府から独立した命令椎を持つ行政委員会の設

置が必要です。さらに、ハラスメン卜が起きた

職場環境の改善と被害者の職場促帰など権利同

復を行い、真の救済をはかる仕組みも必要にな

ります。

//遅れている日本の取り組み ///
JLOの調査では、 80ヵ国中 60ヵ国が「職場の

暴力やハラスメントJについて規制を行ってい

ましたe 同調査で、セクハラに関しては 63ヵl.:fJ

が労働者、管理者または第-=-f!i-のセクハラを禁

止していました。ところが日本は、セクハラの

定義さへも定めておらず、故少ない f蝿制がな

し、国j に分類されています。日本はハラスメン

ト対策で世界から大きく遅れており、 JLO条約

採択後は速やかに条約を批准してハラスメン ト

禁止法の制定が必要です。

/////北九州市の取り組み /////
北九州市は職員向けハラスメント防止ハンド

ブックを作成しました。 ハラスメントとは「職

場において、他の者の人格若しくは尊厳を著し

く害し、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、

不利益若しくは勤労意欲の低下をもたらす不適

切な言動の総称Jと、定義。「職場でハラスメン

トが発生すれば、職員は仕事への意欲や自信を

失い、時には心身の健康も損なわれる場合があ

ります。また、職場におけるハラスメントは、

チームワークや仕事の低下につながるJと、説

明しています。

【労健連議長永野忠幸】
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アスペスト訴訟
結審

I I月II日判決ヘ

5月 27日、九州アスベスト訴訟高裁期日第 14

回期日が福岡高裁で聞かれ、高裁提訴から 14回

の審理を経て結審しました。小雨が降る中、支

部役員・家族ら 18人が参加し、午前 9時 20分

から戸畑駅前で「結審チラシJを配布しながら

署名宣伝を行い、その後、福岡高裁へ移動しま

した。

閉廷内jijに門前

集会を行い、そ

の ~Il では体調不

良で当初不参加

とdっていた平

元原告卜け長が、

「前回(主体調不

良のため来られ

なかったが、今

円は結審という

'lrで参加した。

これからも頑張るJとか強く発言しました。

終了後、訴訟団を裁判所内に送り出しました。

決意結審集会に 278人が参加
裁'I:IJ終 f後、近くのサイエンスホールで行わ

れた結審集会には全国の建設アスベスト訴訟団

や支援に駆け付けた民主団体の方々など、総勢

278人が会場を埋め尽く しました。

送り出し同体を代表してあいさつに立った福

建労の江口執行委員長は、朝宣伝から門前集会

とお疲れ搬て‘した。福岡の判決を他訴訟より良

L、判決を勝ち取るためには、署名や向治体採択

を前に進めることが大切Jと述べました。

続いて九州訴訟原告を代表して、本 11陳述し
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た石原原告副団長が、 11 H 11 nの判決日には

良い判決が出るように応援をお願L、しますJと

発言し、全国の原告や弁能 tからも述fi?のあい

さつがあり、建設アスベスト訴訟全国連絡会の

1，11"水事務局長より 「故終局l討を迎えた建設アス

ベスト訴訟の到達点と|剖L、Jと題した"再演が行

~ )Jtました心

最高裁判決前に全面的な解決を
清水事務局長は、「東京地裁に提訴して 1J年

が経った建設アスベスト訴訟は、いまや原告 800

人の全図的なたたかいになり、打ち破れないと

思われた一人親方と企業責任も認められるよう

になった この

到達点を確信に

して全面解決を

1]指して最高裁

と政治闘争の三

つの闘争で勝利

しよう j と述べ

ました6

また、 今年の

福岡高裁を含め

て来年は 5つの

判決がでる。そ

れを一つ一つ勝ちきって万全を期して最高裁の

判決にのぞみたしリと語り、「できることなら最

高裁の判決よりも先に全面的な解決につながる

ように私も首都圏を含め全国を飛び回って奮闘

したしリと決意を述べました

今後の運動として、各種署名の 1:梢みと定例

宣伝行動の実旋や、国に解決を求める県内全自

治体の意見書採択と賛同議員を広げる運動を進

めようと行動提起され、島眠後にすべてω訴訟

に勝利し、補償基金の創設へー丸となってたた

かうと結んだ集会決議を探択し、集会は同結ガ

ンバローで終了しました

【福建労北九州支部書記次長 平安将隆記】
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8月4日(日)9時から、 17時の予定でウエ

ル戸畑 12階会議室において、北九州労健連主

催「市民アスベスト観察トレーナ養成講座Jを

開催しました。

講座内容

J. 屋外実習「周辺スレート建物の視察とマッ

ヒングJ

2. fアスベストのリスクについてJ

3. rアスベスト建材の見分け方J

4. 観察実習 fWr偏光観察法J

5. Jド堀ナフコ解体事例の紹介

この企画は、昨年

の定期総会で提

H昌された I労!建連

版「アスベスト環

マッピング調査を行し、ました。先生から工場の

波板スレートの破損した部分が毛羽立っている

ところを示され、これが 「アスベスト」と言わ

れ、初めて認識しました ー般家庭の屋恨スレ

ートも一見してアスベストが使われているので

はと指摘されて、どこにでもアスベストがある

と再認識させられました。

感想(50代、医療)身近にこれだけアスベスト、

波板スレートがあり、工場だけではなく、屋内 ・

天井等で、使われている 'J}:実に鯨かされました

///////////// 

開講あいさつ

永野労健連議長

この講座を全国

で初めて北九州

で開催すること境オンブズハー |自/4r市民アスベスト観鷹トレーナ養成前座』開催 1
ソン」育成の実践

として、取り組みました。様々な資料(アスベ

スト防臨マスク者用法の実習を含め)や、フレハ

ラートの作成、 「偏光板を用いた簡易観測法J

による観察など、盛りだくさんの講座でした。

本企両には専門機関として東京労働安全衛生セ

ンターの協力のもと行なわれました。

////////////////////////////////////////// 

屋外マッピング調査について

真夏の朝イチで、戸畑駅北側の住宅地及び工場

街を約 l時間、

各自が地域地図

を持ち、アスベ

ストが使mされ

ていると思われ

る工場や住宅の

が出来るという事で、本当に楽しみにしてお

りました。先ほど住宅街 ・工場街を実際歩いて

見て、どこでもアスベストが使われているとい

う状況も見ました。北九州労健述のアスベスト

対策ということでは、これまでd'jと要請懇談を

行い、 2019年 3月末北九州市はアスベストアナ

ライザーを購入しました。このような取り組み

の中、北九州市環境局とも信頼関係が構築出来

ています。今、街の中では至るところで解体工

事が進められていますら解体工事現場を見て、

工事看板の有り無しを含めておかしいなと患っ

た時は、市に通報し、調査をお願L、しています。

現場で働いている人は、施主から安く壊さなけ

ればならないと何にも知らされずに、無防備に

仕事をしている現状があります。木nの講座で、

アスベストの危険性を含めて恥たちの見る目を
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長うがが出来ることを婚しく思っています。 3

人の先生方の講義を聞いて、有JE義な -Hにし

たいと思いますJ

////////////////////////////////////////// 

座学① 「アスベストのリスク、対策J

講師 回東京労働安全センター外山尚紀氏

-Jしと1

U.1l 

アスベスト関係

写真集と言える資

料金もとに、成分

よりも形態が発が

んをおこすとして、

どういった場所にどういう形態で存在している

か分かり易く解説されましたe クボタショック

以降広く知られるようになったアスベスト被害

の深刻さ。イギリスの輸入量の倍近い誌を輸入

して今起こっている被害は想像もつかない患者

がこれから出るのではなし、かと言う懸念が報告

さjしました。

感想(30代、医療)アスベストの性質から被害の

実態を詳しく知ることが出来ましたQ 特に今後

被害か広がってくることをデータで分かり易く

示してもらって勉強になりました。

////////////////////////////////////////// 

座学② 「災害とアスベストリスク」

講師 ・熊本学園大学中地重晴先生

f震度 7の地誌は

ナー養成講自 今まで向同あった

か知っています

_;，，_，f羽田E逼暑齢 、一..... 

ヵ、?J と問L、かけ

られ、最近の地袋

で‘の被害状況やアスベストの環境汚染の問題、

熊本学図大学で・実際に行われた建て替え時のア

スベスト対策等について詳しく解説していただ

きましたl

感想 (20代、建設) 災害現場の実情がよくわか

りましたの改修 ・解体工事の設計図芯も注立し

ないといけないと思いました。

////////////////////////////////////////// 

座学③ 「アスベスト建材の見分け方を知る」
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講師 .東京労働安全センター外山尚紀氏

石綿含有製品は、吹付村(レベル ])、断熱材 ・

保温材 ・耐火被再販など(レベル2)、成形板等

に分現されるU レベル ;うにあたるスレート板、

押出成形セメント板、窯業系-1)イディングのセ

メント系建材が石綿合1f製品としては最も多く、

大半を占めるが、規制が弱く、飛散防止対策が

十分にとられず重機などで粉砕されているギが

報告されました。 この資料もまさに写点集とし

て分かり易い内容でした

感想(40代、医療)写真が多くあり、クリソタイ

ル、ア壬サイト、クロシドライトを初め、どん

なものに使われているか等を知ることが出来た。

////////////////////////////////////////// 

新偏光観察法 (偏光板キットと簡易顕微鏡を使

って)実習 講師 :愛知教育大学榊原洋子先生

午後の時間は、従来のアスベスト観察法として

の偏光顕微鏡(電子顕微鏡)は、機器の取り扱い

に経験と高度な技術が必要でしたが、榊原先生

苅a・・・F 、、，

がもっと簡単で

法で、現場でア

スベストの確認

をしたいという

ことで、偏光板を使ったアスベスト判定キッ

ト(特許取得)を考案され、講座参加在全員分の

'j:1j定キットで、いろんな材料(アスベスト~羊毛、

アクリル等)を実際に見て学習しました。

感想(20代、建設) アスベストと他の織維では

光り方などまるで違うことが分かりました。自

に見えなかったアスベストが偏光仮 2枚を通す

ことで判定できることはすごいと思います。

////////////////////////////////////////// 

全体を通しての感想(30代、医療)

町を歩く時に廻りを気にしてみようと思いまし

た。アスベストは終わったことだという認、識が

世間にあると思います、それを変えていくため、

少しでも力になりたいと忠いました。
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国鉄労働組合北九州地区本部

畠山岳土

昨年は大阪北部地震、西日本豪雨、度重なる

台風、そして北海道東部地震などの自然災害が

多発し甚大な被害をもたらした。今後も大規模

災害が発生することを想定した安全対策や利用

者・社員の命を守る改善策を求めることが重要

となっている。

2016年 11月に r]R単独では維持が困難な路

線」を公表したl.JR北溝創は、国を巻き込み関

係向治体との協議が続いているが、国交省は昨

年 7月27Rに支援策と監督命令からなる fJR

北海道の経営改善についてJを発表した。

中身としては財政支援と引き換えに徹底したコ

スト削減と意識改革などがあげられ厳しいもの

となっている。また関係自治体において、すで

にパス転換に応じるなどの動きも出ている。

今年 4月 9日昨年の財政支援、国交省からの

監督命令を受けて、長期ビジョンと中間計画を

発表した。また、単独で維持できないことを明

らかにした 8線区についても、沿線自治体の協

力を得ながら進めるアクションフランもまとめ

た。長期ビジョンは北海道新幹線の札幌延伸を

見据えたグループでの黒字確保をめぎし、その

前提として運賃値上げや快速エアボートの増便

などによる中期計画での収支改善をめぎすとし

ている。すでに、 10月 l日からの運賃値上げに

ついて国交省に認可申請した。初乗りは 30円値

上がり 200円、普通運賃の改定率は平均 15.7%

になり、年間約 40億円の増収を見込んでいる。

また、国や地元自治体から収支均衡にむけて 280

億円規模の財政支援が必要になることも明らか

にしている。
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|.JR.目桐は、東日本大震災から依然と して

不通が続く JR常磐線の富岡~浪江間 (20.8 k 1l1) 

について年内にも復旧工事を終了し試験運転の

開始をめざし、 2019年度内全線の運転再開に向

けた見通しを明 らかにしている。]R常磐線の運

休l玄関では、小高~原ノ町駅間 (9.4k m) が

2016年春、浪7I-""小高駅間 (8.9k m) が 20li

年 3月に復旧し、竜田~富岡駅間 (6.9k m)が

2017年 10月に運転再開するなど、全線復旧に

向け、帰宅困難区域を含む区間の除染が終了し

線路の敷設も終 fし東日本大震災から 9年の歳

月を経て JR常磐線は全線で復旧することにな

る。

|山崎続瞬傭roぞみ』|で異臭、異音が確認され

ながらも、原因の究明もなく 3時間以上走行し、

あわや脱線 ・転覆の危険性が指摘され、新幹線

開業以降初となる重大インシデントに指定され

た問題について、運輸安全委員会は3月28日fJR

西日本では終着駅で点検することが恒常化して

し、るJと問題視し、運行していた JR西日本側で

重大事故にならないと無意識に思い込む心理作

用が影響し、早期把握できなかった可能性を指

摘する報告書を発表した。

l.JR四国と富知県|は4月25日赤字路練の維持

に向け、県内の鉄道ネットワークのあり方を協

議するための懇談会を発足させた。 これまで四

国 4県で 3回の懇談会が開催されてきたが、初

めて単独の県との問で議論が行われた。3月 23

日には、 JR北海道に続き ]R四国の路線別の収

支状況も明らかにされ全 20線区のうち本州と

四国を結ぶ本四備讃線(瀬戸大橋線)を除く 19

線区が赤字となり、改めて厳しい経営状況が浮

き彫りになっている。

JR発足から 32年 JR四国は鉄道事業で黒字に

なったことはなく、国の支援措置などで最終損

益は辛うじて黒字を維持しているが「平成 30年

7月豪雨Jに示されるような自然災害のリスク

や人口減少社会など、経営を脅かす不安要素と

なっており、 JR.沿線自治体との懇談会は、公
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共輸送機関のあり方を問うものになってくる。

2017年 7月の九州豪雨で被災し、 一部区間で

不通が続く|自国彦山線|の復旧について、 JR九州!

と沿線自治体のトッフが協議する 「復旧会議J

が4月23日に開催され、青柳社長は、鉄道で復

旧する以外にパス高速システム (sRT)

や通常のパス路線での復旧について「自治体財

政的な支援なしには難しいと判断し、鉄道での

復旧は事実上難しし、Jとの認識を示している。

.JR九州はこれまで、不通区間の赤字について「鉄

道で復旧するには自治体が赤字削減への協力が

必要Jとし、調整は難航しているぞsRTでの復

旧では、鉄道との所要時間はほぼ変わらず、費

用も 2割弱ですむことから、自治体からの財政

支援は求めないこと も表明している。

上記のように分割・民営化の矛盾が、地域住

民の足を奪い JR各社における賃金・労働条件の

格差を生み出す根本的な問題ともなっているだ

けに、分割・民営化によって生じた構造矛盾の

解決に向けて、関係省庁への要請行動をはじめ

とし「政策提言Jの到達点と課題を明確にした

運動の強化が求められている。

KKR札幌医セン看護師週労死事件、病院を提訴ヘ

国家公務員共済組合 (KKR)札幌医療センター

の看護師、杉本綾さんの過労自死 (2012年 12

月、当時 23歳)が昨年 10月に労災認定されま

した。その後、遺族と弁護団は病院を運営する

KKRに対し、謝罪と再発防止策、使用者として

の安全配慮義務違反を問い、損害賠償を求めて

いましfこ。

しかし、KKRは「安全配慮義務違反はないJ

と回答。その根拠を照会すると、「長時間労働の

事実はなし、Jrタイムカードの記載時間は出退勤

の時間で、始業 ・終業時間ではなし、Jrシャドー

ワークは労働時間とは認められず労働時間には

該当しなしリ「綾さんがうつ病に擢患していた根

拠はなし、Jなどと 、労働基準監督署が労災認定

の根拠とした事項を否定しました。

遺族と弁護同は KKRの責任を明らかにするた

め、7月 29日に札幌地裁に損害賠償を請求する

民事訴訟を提起しました。「新卒看護師の過労死

裁判を支援する会Jでは、全国に向けてさらな

る支援を呼びかけています。このたたかいは、

二度と医療従事者の過労死 ・過労自死を生まな

いために、医療現場の過酷な労働環境を改善さ

せる重要な意義があります。全国の医療労働者

に問われている問題であり、支援の輸を大きく

広げたいものです。
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【問い合わせ連絡先】

北海道医労連書記局 (担当・奥田さん)

札幌市東区北 9条東 1丁目労働センター1階、

電話011 (721) 6178、FAX011 (723) 0791 

<KKR札幌医セン看護師過労死事件とは>

2012年春、 KKR札幌医センに新卒採用された

杉本綾さんが、8ヵ月間にわたり最大 91時間の

時間外労働を課され、うつ病を発症したのち、

同年 12月に自死した事件です。病院は時間外労

働手当も支給しておらず、持ち帰り残業の存在

も明らかになっています。

しかし、札幌東労働基準監督署は母親の労災

申請に対し不支給を決定c その後の審査請求や

再審査詰求も棄却されたため、2016年 12月に

労災認定を求める行政訴訟が起こされました。

全国に支援の輸が広がる中で、 2018年 10月 26

日、札幌東労基署は不支給処分を取り消し、支

給処分を決定。綾さんの労災が認定されました。

※本記事は、「支援する会jニュースなどを参考

にして作成しましたc

健和会労働組合

安達靖史
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学校ウォッチンタ
・~t九州小中学校施設調査ー

屋外にある倉庫のスレート屋根や特別教室の

スレート屋根では目視でもアスベストが含有し

ていることが見受けられましたが、アナライザ

ーで検知するとやはりクリソタイル(向石綿)

福建労北九州支部が加盟する北九州市の公

共施設を良くする会は8月 21日 (木)、市内の

小中学校の施設調査を行う学校ウォッチングを

実施しました。

12年目となる今年も市内7区を 7班に分かれ

て午前と午後で計 14校を視察し、延べ 52団体

110人が参加しました。

若松区の石峯中学校では、前回 12年前に視察

した時の改善要望箇所がどうなったかを含めて

点検し、その時に指摘したクラックの補修や金

属屋根の全面取り替えなどが行われており、改

善要望が実を結んでいる ことが実感できました。

しかし、新たに天井板がたわみ今にも落下し

そうな危険個所も見つかり 、一度視察したら終

わりではなく 、継続的な取り組みが必要である

ことも分かりました。

また、新たな取り組みとして、教育委員会の

了承を得て、九州社会医学研究所の協力のもと、

同研究所が所有するアスベストアナライザー

(7f.少でアスベストを検知 ・720万円)を使っ

た、アスベスト建材の確認も行いました

若松区の藤木小学校と石峯中学校の視察にア

ナライザーを使用し、両学校とも天井に貼られ

ている石代ボードと、内壁の塗装がはがれて尚・

出したセメント部分でクリソタイル(内石綿)

が検知されました。
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が検知されました。

同行した校長先生も子どもたちの安全の問題

としてメモを取り、アスベスト建材の含有筒所

と今後の対応などを質問し、福建労北九州支部

の川 l二洋 ーさん(設計七 ・副支部長)がアスベ

スト被害の特徴を語り、天井や壁などでは破損

や穿孔(穴を空けた)部分が見られる箇所につ

いて、蔀浩二さん(大工 ・執行委員)が取り替

えや囲い込みなど対応策を伝えました。

同行した九州社会医学研究所の青木代表幹事

は、総括で「行政が再調査を行し、解体 ・改修に

向けた管理を行うことが大切。学校側も知って

し、ると知らないでは対策に大きな違いが出るJ

と語り、いまだ多く含まれているアスベスト建

材による被害防止対策の必要性を改めて実感す

る取り組みとなりました。

今回も改善要望箇所をまとめて、市教育委員

会へ提出し、学校環境と周辺環境も含めた改善

とアスベスト含有建材の再調査を含めた飛散防

止の管理を求めていきます。

(福建労北九州支部・平安将隆)

第3D固な〈せじん騎・アスベスト全国キャラバン北九州集会開催

今年は、 30回目の節目の年ということ、ま

た九州建設アスベスト第 1障の福岡高裁判決

が一か月後に追っているということで、全国キ

ャラパンは9月30日全国から集結し「長崎北

松じん肺の碑」で出陣式と慰霊祭を行います。

九州では長崎 (10/1)→佐賀 (10/2)→大牟

田 (10/3)→熊本 (10/4)→鹿児島 (10/7)→

宮崎 (10/8)→大分 (10/9)→北九州(10/10)

→福岡 (10/10) と各地で行政への要請行動や

集会などが取り組まれます。

北九州では ・・

10月 10日(木) 18: 30....._ 20 : 30戸畑生涯

学習センターに於L、て開催しますc北九州労{建

連は昨年、北九州市への要請懇談会で fアスベ

ストアナラーザーJを市独自に導入して欲し
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いと要望しました。

昨年度末 (2019年 3月)市はアナライザーを

購入、新年度 (2019年 4月)よりアナライザー

を活用した取り組みを進めています。

今回の企画のメインは、市の出前講座が実現

したことです。北九州市原境局監視課から 「北

九州市における解体工事におけるアスベスト暴

露防止対策Jなどを講演してもらいます。また、

当日は「アナライザーJの実演もあるようです。

この他、解体工事を実際行っている方からの

話や北九州労健連アスベスト対策委員会の活動

報告、九州建設アスベストの到達点など盛りだ

くさんな企画となっています。多くの方の参加

をお待ちしています。

[社医研青木珠代]
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北九州市の教育現場の獄況のー舗

[全教北九州市教職員組合大島正]

教員が足りなくて、年度初めから担任がいな

い。産休・育休や病気休職の代替教員が見つか

らない・・ ・全国的にも「教育に穴があく」と

いう事態が常態化して、学校現場の教職員に負

担がかかり、子どもたちが犠牲になっています。

北九州市も例外ではありません。

教員不足の原因は色々と考えられますが、/?

凶は北九州の現状の一端を報告します心

0権限移譲による条件低下~地域手当を

中心に

政令指定都市に権限移譲がなされて 3年目に

なります。福岡県の教職員は、県と北九州市と

福岡市に 3分割されました。給与を含めて待遇

がそれぞれ追うようになりました。特に問題な

のが、地域手当の違いによる給与格差です。 -

番高いのは福岡市(10%)です。次に福岡県(5%)、

そして一番低いのが北九州市 (3%)です福岡

市と北九州市との格差は、若い人でも月に l万

5千円ほどで、ベテランでは3万円近くになり

ますれボーナスにも勿論反映されて、法い人で

25万円ほど、ベテランでは 50万円近くの差に

なります。県と北九州市の格差は、右い人て1

5千円ほど、ベテランでは l万円ほどになりま

す。「権限移譲によってそチベーションを下げな

L、ようにします。Jと総務省も文科省も北九州di

の教育長も言いましたが、これでモチベーショ

ンが下がらない人がし、るでしょうかA

モチベーションの低下は現職の教職員だけで

なく、採用試験の受験者にも見られます

0採用賦験の倍率~倍率が低い北九州市

地域下当の違いによる給与格差の拡大や権限

移認による労働条件の低下や長時間労働などの

「教職員のブラックな働き方Jが広く知られる

ようになってきたこととも関連すると思います

が、教員を志願する人が減り続けています

9月 l日の朝日新聞 1面に、「教員志願者 減
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少続く 長時間労働問題 影響かJという見

出しの記事が載っていました それによると、

rl8年度ヵ、ら雇用された教μ向けの採用試験の

受験者は公立小中学校教員計で約 10万5千人、

19年度は約 9万 8千人 同時に保用皆は増えて

いるため、採用試験の競争中(倍率)は下がっ

ており、 19年度は小学校が約 2.8倍、中学校が

約 5.5倍だった。教委側は 『教員の質に影響が

出かねなし、』と懸念している Jというような内

容です。

さらに、 27面には rw教職はブラック』学生

敬遠Jという見出しで記事が峨っていました。

そこに、次のようなタイトルの去がありました。

2019年度の教員採用民験の競争率 (倍率)

が低かった教委と高かった教委

小学校 中学校

新潟県 1. 2倍 北海道 2.4倍

北海道 1.3倍 新潟県 2.4倍

福岡県(女) 1. 3倍 山形県 3. 1倍

佐賀県 (会) 1. 6倍 茨城県 3.1倍

北九州市 1. 7倍 北九州市 3. 3倍

福岡市 5. 0倍 京都市 10.2倍

三重県 5.1倍 =重県 11. 1倍

相模原市 5. 1倍 沖縄県(女) 11. 3倍

高知県 5. 9倍 宮城県(女) 11. 3倍

兵庫県 6. 1倍 福岡市(会) 14. 1倍

※朝日新閉まとめe 競争率は〈受験者÷採用者>0

会は、 小中または中高で一括募集や併願の制度

などがある教委で、受験者故はいずれも中学に

算入

北九州市は小学校も中学校も倍率の低い方に

入っていますし、福岡市はL、ずれも倍率ω高い

jjに入っていますε 給与を含めた労働条件の良

いと考えられている福岡市に受験在が流れて行

っているのではないでしょうか
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o r教科担任制J- r働き方改革Jにつな

がるのか?

県内最低の給与で{郎、ている北 JL.J十Irliの教職

員は、今年l立さらなる課題にl白r:u'uしていますG

それは、「教利tI!fHilJJという「まやかしJです。

なぜ fまやかしJかというと、もともと北九州

市の小学校には専科の先生がいなくて、担任が

全ての教科を教えなくてはならない状況でした

さらに、昨年度カ‘ら外国語(英語)の先行実施

が始まり、 4年4:以上は月曜日から金曜日まで

毎日 6時間授業になりました。国語、社会、算

数、理科、英語、音楽、図工、家庭、体育、道

徳、総合的な学習とトイレに行くことも我慢し

て子どむたちと向き合うような状況でした。そ

こに、先ほどの「教科担任許可Jの導入です (J7 

校)。これは、中学校の体育の先生を小学校に異

動させて、学級担任として自分のクラスの体育

と道徳、学活を受け持たせ、残りの時間で同学

年や他学年の体育だけを教えます ですから、

体育以外の教科は他のクラスの先生が教えると

いうとんで‘もない制度なのです純粋に f専科J

の先生として体育の先生を小学校に派泣するな

らまだしも、「担任をしながらの体育専科Jなの

で配置された小学校現場は大混乱しています。

中学校から来た体育ω先生は、 30時rIIJ'I'5、

6時間しかクラスの(-と接せず、7-ども達と

の問係作りもできず、慣れなし、小'}:佼の教付

も教えなくてはなりませんい同りの先生たち

も自分のクラスだけでも大変なのに、体育L!i

科の先生のクラスの授業(体育以外)も分担

しなければならないような状態です。

I働き方改革j の・っとして導入された体

育の 教科担任制j ですが、現場の意見もき

ちんと聞かずに導入されたために、時間古IJの

調整が大変になったり 、複数学年の教科を受

け持つ先生の負判が明えたり、生活指専に支

障をきたしたりと小学校現場では不満の戸

が上がっています しかし、一部のマスコミ

では成果が出ているような報道までされて

し、ます。来年度はさらに実施校を増やそうと

教育委員会は考えているという情報もあり

ますので、現状や問題点、をきちんと把促し

て、組合でも改善を要求していく必要があり

ます。

0この他にも、「給特法Jと長時間労働の問

題、「変形労働時間制」の導入が狙われてい

るなどの問題がありますが、次の機会に回し

たいと思います。

北九州労健連第30固定期総会&

第 31回人間らしく働くための九州セミナーin北九州現地実行委員会結成総会

来る 10月 19日 (土)13時-14時 15分、健

和会複合施設地織交流センターに於いて 30回

目となる定期総会を開催します。また、来年 2020

年 11月 14日-15日ウェルとぱたをメイン会場

として 31回目となる九州セミナーを開催しま

す。そこで、労健連総会に引き続き JI時 30分

から現地実行委員会の結成総会を行L、ますe

北九州は J0 flュ振り 4回目の開俄現地となり

ますG 関心があるみなさん !現地実行委H会に

入って ー緒にセミナー運動を活性化させましょ

う!待ってま~す。
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