第 １ 号

被ばく労働を考えるネットワーク通信

2012年11月1日

被ばく労働を考える
ネットワーク通信

「被ばく労働者に安全と権利を！」
ネットワーク正式発足します！

被ばく労働者に安全
と権利を！ 11.9「被
ばく労働を考えるネッ
トワーク」設立集会
日時：11月9日 18時20
分開場、18時30分開会
会場：江東区亀戸文化
センター(カメリアプ
ラザ)5階 第1,2会議室
（江東区亀戸2-19-1）

台東区日本堤1-25-11
山谷労働者福祉会館気付
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私たちのネットワーク
（準備会）では、11月25
日にいわき市で地元の方々
と協力して講演と相談会
に取り組むべく準備をし
ています（詳しくは、右
の な すび 原 稿参 照 ）。
「第1回」とあるように、
この取り組みは、継続し
ていきたいと考えていま
す。当然ですが、そのた
めには人的・資金的な面
での体制作りが不可欠で
す。 この1年あまり、
「準備会」というかたち
で、さまざまな分野で活
動している個人が集まっ
て、被ばく労働問題に取
り組む運動体を作ろうと
準備してきました。今回、
福島現地での取り組みを
成 功 させ る ため に も、

被ばく労働を考える
ネットワーク

電話：090-6477-9358(中村)

「放射能汚染下で働き、暮らすこと」
講演会・相談会＠いわきの開催に向けて

「被ばく労働者に安全と
権利 を ！」 と 題し て 、
「被ばく労働を考えるネッ
トワーク」の正式な設立
集会をもちます。「ネッ
トワーク」に参加してい
るいわき自由労組、神奈
川労災職業病センターの
方の発言を受けて討論の
予定。11月9日（金）、
江東区亀戸文化センター
（ＪＲほか亀戸駅すぐ）
にぜひお集まりください。
あわせて「ネットワーク」
への参加と賛同も広く募
ります。賛同費は一口個
人1000円、団体3000円で
す。ご協力をよろしくお
願いします。
最後になりましたが、
ネットワークの正式発足
にあわせて、ニュースを
出すことにしました（当
面は不定期刊）。ページ
は少ないですが、活動報
告や広く情報を共有して
いくメディアをめざしま
す。今号では、ネットワー
クに集っている人たちが、
どんな活動を重ねてきた
か、その報告が掲載され
ています。それでは、ど
うぞ よ ろし く 。
（新孝一／編集部）
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市内の旅館や宿舎には、
原発事故収束作業や除染
作業に向かう労働者が多
く滞在しています。また、
いわき市内の仮設住宅に
は双葉地区八町村から多
くの方々が避難していま
す。みな、被ばくと先の
見えない不安定な雇用・
生活の中で不安を感じな
がら、口にできずに抱え
込んでいます。
さまざまな相談に応じ
るとともに、危険な収束
作業や除染作業での労働
条件や安全をどのように
守るのか、長期低線量被
曝などの危険性にどのよ
うに対応して暮らすのか、
などの問題への取り組み
が必要です。被ばく労働
を考えるネットワークは、
地元いわきの労働組合や

福祉団体に協力をいただ
き、誰にでも来てもらえ
る相談会を準備していま
す。
会場である「いわき
ゆったり館」は、宿泊・
研修施設を持つ市営の温
泉利用型健康増進施設で
す。この研修室を主に３
つのブースに分けて、労
働相談、健康相談、生活
相談を行う予定です。別
室では整体と鍼灸の治療
も行います。そのほか、
のんびり座談できるスペー
スや、子どもがいても参
加できるように子どもの
遊び場所も考えています。
ただ私たちは、これら
の非常にセンシティブな
相談をして頂けるほど、
地元の方々の信頼を得る
取り組みはできていませ

～第1回～
「放射能汚染下で働き、暮らすこと」
講演と相談会＠いわき
日時：11月25日(日)11時～17時
※村田三郎先生講演は13時から
場所：いわきゆったり館
（いわき湯本駅から徒歩10分）
http://www.yuttarikan.ecnet.jp/
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ん。労働者や地域の人々
が欲しい情報を提供し、
足を運びやすい環境も作
る必要があります。そこ
で、被ばくと労働・生活
に関する国内第一人者と
言っても良い阪南中央病
院の村田三郎先生に講演
をお願いしました。原発
労働者の被ばくの実態と
その健康影響について、
健康管理や作業記録など
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普段から心掛けるべきこ
と、また、汚染環境下で
の住民生活で注意すべき
ことについて、お話しを
聞きたいと思います。
この講演会・相談会を
一緒に作ってくださる方
を募集しています。ご協
力頂ける方は、ぜひご連
絡ください。
（なすび／被ばく労働を考
えるネットワーク準備会）

↘で、国に健康手帳の交
付と医療保障などを求め
る動きが活発化している。
福島県の脱原発住民グ
ループ「脱原発福島県民
会議」とともに、国の責
任による原発事故被災者

健康相談会会場の好間第二仮設

今年7月から毎月1回、
第4木曜日の午後、いわ
き市好間工業団地内の大
熊町第二応急仮設住宅で
医師による健康相談会を
福島第一原発事故収束 活保障、労災職業病や賃 開いています。好間工業
作業の現場では、さまざ 金未払いの発生状況、放 団地には第一仮設(156戸)、
まな問題が噴出している。 射線の晩発性障害の賠償 第二仮設(84戸)、第三仮
被曝隠し、未成年の被曝 基準の明確化、被曝労働 設(122戸)があり、10月
労働、暴力団の介在、違 者に健康管理手帳を交付 から第三仮設に大熊町役
法派遣や偽装請負、下請 すること、Ｊヴィレッジに 場のいわき連絡事務所が
け労働者に労働条件を明 おける医療・健康相談の 置かれています。
示しない、健康保険に加 状況、作業者の内部被曝
相談日には平野敏夫医
入させずに就労させる、 ２mSv以下切り捨て、原 師（亀戸ひまわり診療所
さらに本来は会社が負担 子力施設事故における緊 所長）が13時半から15時
すべき健康診断費や放射 急作業のあり方、今年8 半まで仮設の集会所に詰
線管理手帳の作成費を作 月に新たに出された通達 め、お子さんからお年寄
業員の給料から天引きし 「原子力施設における放 りまでどなたでも気軽に
ていたことまでもが明ら 射線業務および緊急作業 相談していただけるよう
かになった。
に係る安全衛生管理対策 にしています。
3.11事故発生以降、全 の強化について」の内容
私たちは20数年前から
国労働安全衛生センター を問うこと、除染作業な 常磐炭田の炭坑離職者の
連絡会議の呼びかけで多 ど盛りだくさんの内容だ。 じん肺問題に取り組んで
くの支援団体の参加を得
これを政府交渉の1つ きました。現在も月一回
て、福島第一原発におけ のチャンネルとすれば、 北茨城市で平野医師が約
る被曝労働に関して関連 もう1つ3.11以前から、JC
省庁と交渉を重ねている。 O事故や長尾さん、喜友名さ
10月11日の交渉は８回目 ん、梅田さんらの労災をめ
となる。私たちの要望や ぐる問題に取り組んでき
質問に対するはかばかし たチャンネルがある。そ
い回答がないことが多く、 こでは、「 労働者と住民
積み残しの課題や新たに の健康と安全を守り、生
発生する問題が山積して じた被害を補償すること
いる。今回交渉では、下 を求める要請書」に基づ
請け会社の労働法令等の く政府交渉を重ねてきた。
違反根絶に向けて、被曝 現在、被災地の住民や自
線量を超過した場合の生 治体では、
脱原発と結ん↗
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への健康手帳の交付、生
涯にわたる健康診断、医
療費無料化などの医療保
障、生活保障を強く求め
ていく。
（渡辺美紀子／原子力資
料情報室）

50名のじん肺患者を診療
しています。午前中に北
茨城での診療を終えたあ
と午後にいわき市に移動
し、避難者や原発労働者
ための健康相談ができな
いかと考えていました。
縁あって第二仮設住宅の
自治会長さんを紹介して
いただき、健康相談会の
提案したところ、集会所
を利用させていただくこ
とができました。
7月から始めてまだ3回
目です。最初はどんな反
応があるか不安でしたが、
初回の相談会には私たち
の到着を待ちかねていた
ように、小さなお子さん
を連れたお母さんが相談
に来られました。60代～
70代の年配者も2～3人い
ます。男性はみな原発で
の仕事の経験をお持ちで
した。高齢者も多く、こ
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の夏の猛暑を仮設でしの
ぐのはたいへんだったと
思います。これからの寒
さ対策も気がかりです。
月一回のささやかな取
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り組みですが、大熊町の
皆さんの避難生活を少し
でも支援できればと思い
ます。（飯田勝泰／東京
労働安全衛生センター）

ともなう被ばく労働や放
射能汚染等に関する要求
書」を持参し、申し入れ
た。団体交渉をイメージ
して、事前の要求と直接
の話し合いを追求したが、
東電は多忙を理由に面会
を拒否、文書で回答して
きた。
全国安全センターは正 開示する姿勢を持ってお
当初は、すれ違いの回
式には、「全国労働安全 らず、交渉は怒号がとび 答が多かったが、悪質な
衛生センター連絡会議」 かうものとなった。さら 企業や代理人弁護士の、
という、各地にある労災 に問題なのは、実は国や のらりくらりの対応には、
職業病の相談や職場の安 電力会社も十分に事実を ユニオンは日ごろから慣
全衛生活動をサポートす ないことである。
れている。しつこく文書
る労働団体の連絡組織で
全国安全センターは、 で要求し、向こうも慣れ
ある。過労死やアスベス 改めてきちんとした形で てきたのか、きちんと文
ト問題と同じように、30 情報を整理し、共有化す 書回答させることができ
年ぐらい前から、大阪や る必要性を痛感した。も るようになってきた。東
神奈川のセンターは、原 ちろん被ばく労働を余儀 電の膨大なサイトを探さ
発内被ばく労働問題に取 なくされている労働者に なくても、解説付きで知
組み、敦賀原発で働き被 もきちんとした情報を届 りたいことを得られるの
ばくして、放射性皮膚炎 けなければならない。と はありがたい。
になった岩佐さんの裁判 りあえず「原発関連被ば
これまで18回の要求書
や、福島第一原発で働き、 く労働者支援局」を設置 を提出、回答を得ている
多発性骨髄腫になった長 した。被ばく労働に限ら が、最近は「原発事故に
尾さんの裁判支援活動を ず過労疾患、労災隠しな ともなう労務管理全般に
担っていた。被ばく労働 どの相談への積極的な対 関する要求書」と言う形
電話相談を実施したこと 応はもちろんであるが、 でさまざまな要求をして
もあるが、やはりなかな 当面は、学習会を通じて、 いる。具体的には、被ば
か被災者の掘り起こしは 膨大な科学的、法的な資 く線量のデータや高線量
容易ではなかった。
料を検討しながら、どの 被ばく作業の情報開示、
福島の事故の後、労働 ように被ばく労働対策を 晩発性の放射線障害の補
者はとんでもない被ばく 進めていくべきなのかを、 償基準の明示、下請け労
を強いられ、かつてない 多くの皆さんと共に議論 働者の労務管理、労働者
ほど、原発での被ばく労 して行ければと思う。
確保の見込み、相談窓口
働問題が注目を集めた。 （鈴木江郎／神奈川労災 の設置、その他報道され
残念ながら、東京電力も 職業病センター）
た問題の疑問点など多岐
国もきちんとした情報を
にわたる。決して「ユニ
オンが要求したから」だ
けではないだろうが、実
現した項目も少なくない。
（詳しくは http://www.
2011年3月11日からし らない、まずは説明をさ d2.dion.ne.jp/~yuniyok
ばらく経って、私たち横 せなければならないと考 o/ 参照）。
浜シティユニオンは、や えた。
福島や東北では今も大
はり東京電力にきちんと
4月6日、東京電力神奈 変な状況が続いているが、
責任をとらせなければな 川支店に、「原発事故に 日々の暮らしの中で、原
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発や震災被害のことを思
い出すことはだんだん少
なくなる。せめて月に1
回、1時間ぐらいは、原
発や震災の事を考えるよ
うにしたい。東電への要
求も、一部の役員が担当
しているだけでは、労働
組合活動としてはよろし
くない。
昨年4月11日、横浜の
関内駅前で、震災と原発
事故についてビラをまき、
被災者に思いをはせると
同時に、改めて自分たち
の労働条件を見直そう、
被災地を元気にするのは
被災しなかった地域の労
働運動だと訴えた。
脱原発1000万人署名も
街頭で取り組み、たくさ
んの人が、ビラを受け取
り、次々に署名をしてく
れた。こ の ビ ラ ま き に
は、組合員や上部団体な
ども含めて毎回20人ぐら
いの人たちが参加してい
る。
（川本浩之／よこはまシ
ティユニオン書記次長）

「被ばく労働を考える
ネットワーク」の出発点
ともいえる集会が、こと
し4月22日(日)代々木八
幡区民会館集会場で開か
れた。180名の参加者で会
場はほぼ満員となった。
なすびさんの司会で、現
場から6名の報告と鎌田
慧さんのコメントを受け、全
体討論が行われた。従来
の労働運動の枠組みを超
えた闘いが求められてい

第 １ 号

る今、それにふさ
わしく、共同して
創造的な運動を作
り上げていこうという意
識を全体で共有できたと
思う。報告・討論の中で
あげられた問題点や課題
を、メモ書き的に整理する。

制度的問題点
西野方庸さん（全国労働
安全センター連絡会議）
◆放射線管理手帳：放射線
管理手帳制度は、
電力会社
等の出資による(財)放射
線影響協会の放射線従事
者中央登録センターによ
る自主的運営で、法令上
の根拠はない。労働者の
命と健康を守るための被
ばく線量管理制度が必要。
◆健康管理手帳：原発労
働者は労働安全衛生法で
定める健康管理手帳の交
付対象から外されている。
国は被ばく労働従事者全
員に健康管理手帳を発行
し、生涯にわたり医療保
障をすべき。
◆労災補償と裁判：原発
の被ばく労災認定事例は
40年間で10例のみ。裁判
はすべて敗訴。因果関係
の立証責任が原告にある
とされるが、これを逆転
させ、被告に因果関係の
ないことを立証させるよ
うにするべき（玄海原発
訴訟で係争中）。
◆除染作業：町内会やPT
Aに丸投げされ、ただで
さえ被ばくしている住民
が無防備で動員されてい
る。1月施行の除染電離
則の実施状況はずさんそ
のもの。除染ビジネスで
新たな利権構造が生まれ
ている。
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◆松本耕三さん（全港湾
書記長）
全港湾小名浜支部は小名
浜地区労とともに地域全
部を束ねた反原発運動を
呼びかけている。
住民から
の共感も得られるように
なった。職場では運動に
参加しないとカッコ悪いと
いうムードになってきた。

現場からの報告
◆岸野静男さん（東京二
十三区清掃一組総支部委
員長）
放射性物質を含む廃棄物
処理に携わる職員に「内
部被ばく検査」
「危険手当」
を要求。「放射線障害防
止指針」「放射線障害防
止実施細則」の見直しと
下請労働者への適用を求
める取り組みを行った。
◆中村光男さん（全国日
雇労働組合協議会）
現地では作業員宿舎が乱
立し、大手ゼネコンが牛
耳る復興事業や事故収束
作業に、仕事を奪われた
被災者や全国から非正規
労働者がかき集められて
いる。炭坑労働の時代か
ら今日まで、国策と独占
資本の犠牲となってきた
のは非正規労働者であり、
被ばく労働はその象徴だ。
被ばくリスクの高い清掃
局や下水道局の焼却炉の
保守点検は非正規労働者
が行っている。現地とつ
ながり、非正規労働者と
つながる方法を考え出し、
社会システムを変える運
動を作り出していくこと
が必要だ。
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◆桂武さん（全国一般い
わき自由労組書記長）
3.11後の首切り攻撃に対
抗するための労働相談や
いわき市内の避難所めぐ
りを行ってきた。相談内
容は、労働、生活、健康
など多岐にわたるが、被
ばく労働に関する相談は
なかった。仮設の中には
原発作業員が多いので、
こちらから出向いて行く
態勢が必要。すべてを奪
われ分断されている避難
民は孤立している。補償
金をもらって昼間から飲
酒との陰口も聞こえるが、
労働組合としては失業問
題として捉え、
仲間とし
て受け入れることが大切。
◆木幡ますみさん（大熊町
の明日を考える女性の会）
周辺住民の間ではがんや
白血病が多発しているが、
原発との因果関係は認め
られていない。失業する
か、命を削っても原発で
働くかしかないという実
情がある。原発で働く子
どもを持つ母親は、子ど
もを戦争に取られたのと
同じと感じている。事故
収束作業員は「お前がや
らなくてどうする」とい

2012年11月1日

う強迫観念を植え
付けられ、声を上
げられない。代わ
りに周りの人が声を上げ、
被ばく住民・労働者全員
に健康管理手帳を発行さ
せ医療保障を勝ち取って
いくことがひとつの突破
口になる。

今後の取り組み
被ばく労働を考えるネッ
トワークとしては、集会
を通して次のような課題
に具体的に取り組むこと
が確認されたと思う。
・現地の団体や医師らと
連携して労働相談、生活
相談、健康相談などを行
いながら、被ばく労働者
とつながっていく。
・被ばく住民と被ばく労
働者全員への放射線健康
管理手帳の交付を求める
など、これまでの省庁交
渉も継続しながら、命と
権利を守る闘いを起こし、
被ばく労働問題を社会化
する。
●収録アーカイブ IWJ
TOKYO-2
http://www.ustream.tv/
recorded/22033823(114分)
http://www.ustream.tv/rec
orded/22036055 (89分)
（中村泰子／たんぽぽ舎
会員）

