婦人部常任委員会
団交︵申 号・労働環境改善︶
第 回会館運営委員会
貨物経営協議会
第 回執行委員会
アスベスト問題学習会︵原発問題︶
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れていないと考える︒今後 に向け頑張ってきた︒その
爆発の事態になれば検討︒ 社員に対し会社は安全も考
国労 マスクが配布された 慮しないのか︒会社は安全
が︑現場では説明がない︒ であるとの科学的根拠を提
会社 現場を指導する︒
出すべき︒
国労 ヨウ素剤の配布は検 会社 現段階では危険箇所
討しているのか︒
はないという認識︒
会社 今のところない︒
６．屋外作業時の粉塵飛散
４．作業等を制限する放射 対策を講じること︵ＭＴＴ
線量の上限値は
作業による軌道整備等︶

国労 特に若手社員・女性
社員を中心に必要である︒
配備により ｍ㏜が明らか
になる︒
会社 配備する考えはない︒

８．積算タイプの線量計を
各職場に配備すること

会社 年間 ｍ㏜︒
国労 散水等の対策が必要︒
国労 測定しないと判らな 会社 そうした考えはない︒
い︒計測して示すべき︒
会社 その考えはない︒
７．放射能に対応するマス
クを配布すること
５．屋内外の会社施設︑設
備等就労箇所における放射 国労 配布されたマスクは
線量を定時的に測定するこ 放射能対策か︒
と︒
会社 そうではない︒

国労 水戸支社では放射線
量計が配備されている︒
会社 承知しているが︑使
用していないと聞く︒
国労 ３・８μ㏜ 時以上
の箇所があれば考慮するの
か︒
会社 あくまで年間 ｍ㏜︒
国労 社員は地震災害復旧

出身で︑１９６４年から双
葉町に居住︒その直後に建
設が始まり︑第一原発と第
二原発の中間に住まざるを
得なくなったという︒
以降半世紀近くに亘り反
原発運動に取り組んできた
石丸氏は︑かつて全逓労組
に所属していた逓信労働者
でもあり︑長期に亘る闘い
の末︑集結を迎えることと
なった国鉄闘争についても
理解を示した︒︻ 面に講
演内容要旨掲載︼
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不能︵区間︶時の対応は︒
会社 これまで同様︑国や
自治体等の指示により対応
となる︒
国労 原発対策室は︒
会社 ない︒危機管理室は
ある︒
国労 避難方法等︑具体的
国労 会社が社員の健康を マニュアルはないのか︒
考えるのは当然ではないか︒ 会社
社も含め︑検討し
女性社員や若い社員の健康 ている︒
は考慮すべき︒回答は不誠 国労 携帯電話不通時の対
実だ︒
応は︒
会社 検討している︒
２．原発事故は予断を許さ 国労 回答は全て不誠実か
ない状況下にあるが︑非常 つ不満︒
時における旅客への対応と
就業中の社員への避難・対 ３．社員への放射線被爆防
応マニュアル等の整備が行 止策は
われているのか
国労 降雨︑保護具につい
国労 非常時の列車運行の ての考え方と女性社員への
判断︑旅客の誘導︑避難方 対策について︒
法等︒連絡体制︑携帯電話 会社 現在放射能は放出さ
P

ストではなく︑組合員の非
常に関心の高い放射能︵原
発事故︶について学ぶとい 同 盟 代 表 の 石 丸 小 四 郎 氏
う趣旨で︑現地で原発反対 ︻写真︼を講師に迎え公演
運動の最前線で運動を続け を受けた︒
ている︑双葉地方原発反対 石丸氏は秋田県大仙市の

20

発行責任者 橋本 昭二

34
km

編集責任者 武田 昌仙

地本アスベスト対策委員
会︵中島対策委員長・佐藤
副委員長︶は︑ 月 日こ
くろう会館において︑アス
ベスト学習会を開催した︒
今回の学習会ではアスベ

講演する石丸氏

地方本部は 月 日︑国労申 号︵労働環境改善に
関する申し入れ︶について︑支社との団体交渉を行なっ
た︒福島第一原発事故により大気中に放出された放射
能が仙台支社内管内においても汚染しており︑とりわ
け福島地区では高レベルの放射線量が報道されるなど︑
憂慮される事態になっている︒
地方本部は乗客と労働者の安全と︑労働環境の確保
が喫緊の課題となっている状況を受け開催を求めてき
たもの︒

20

30
km

国労 ・・・それだけか︒
会社 会社独自の動きはな
い︒地域住民との連携や避
難指示に対応する等︒マス
クの配布を行なっている︒
国労 政府は３・８マイク
ロシーベルト 時︵以下μ
㏜︶を規制値にしており︑
磐越東線では駅舎︑設備等
を旅客が利用しており線量
を測定し高い箇所での対策
を求める︒
会社
圏外︵
︶で
ある︒測定の計画はない︒
国労 女性は労安法で規制
値が厳しい︒だが現場では
列車退避箇所が草むらで線
量が高い︒事前に分かれば
対応可能だ︒
会社 働く箇所に高線量箇
所がある認識はない︒
国労 安全との認識であれ
ば︑科学的に実測すべき︒
会社 国や自治体の指示に
より対応する︒一企業とし
て動く考えはなく必要性の
認識はない︒よって放射線
量を測定する考えはない︒
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業務部情報Ｎｏ．７１４ 射線量が高い実態が継続し
号によれば︑﹁交渉におけ ている︒労働環境として会
る会社の回答と見解からは︑ 社の認識は
社員を健康に働かせるとい
う会社の社会的責任を放棄 国労 若い社員︑特に女性
し︑放射線問題に関する全 の健康を会社として真剣に
てを政府と自治体に押し付 考えること︒
けている姿が明らかになっ 会社 政府や国︑自治体等
た﹂としている︒
の指示を踏まえ対応してい
また︑交渉の要旨を報告 く︒国の警戒区域︑特定避
し︑組合と会社の見解を明 難勧奨地点に該当しないた
らかにすると共に︑職場運 め︑対策はしない︒年間
動への活用を要請している︒ ミリシーベルト︵以下ｍ㏜︶
に達しておらず︑不安除去
１．原発事故により︑福島 の観点から産業医による衛
県中通り地方においても放 生講話を開催している︒
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４．全電源喪失事故は昨年
６月に起きていた
▼今回の事故が重大な事故
になったのは全電源喪失状
態になったからである︒同
様の事象が昨年 月にも発
生していた︒この対策をしっ
かりとしておけば︑今回の
最悪の事態だけは避けられ
たと思う︒だが東電は何も
してこなかった︒
▼日本は世界で最も放射能
の怖さを知っている国民で
のはず︒広島︑長崎の原爆︑
ビキニ岩礁︑東海村ＪＣＯ
臨界事故︑そして 回目の
福島︒世界はどのような目
で日本を見ているか︒ だ
が資源小国︑原発は安全の
二つを言われると黙ってし
まう︒我々の課題である︒
５．利益優先︑安全軽視の
﹁究極の合理化﹂次々と
▼東電のイメージは優良企
業︒しかし 年時︑売上の
倍の借金があった︒背景
は原発の建設費だ︒ 年の
電力の自由化を契機に徹底
したコスト削減を図った︒
前清水社長はミスターコス
トカッターと呼ばれ︑修繕
費と人件費を徹底削減し︑
経理畑から初めて社長に上
り詰めた人物だ︒
▼稼働率を上げるため︑現
場では︑昼夜なく働かされ︑
東電の社員も例外ではなく︑
強烈なパワハラで自殺者が
増加︒
▼ヒューマンエラーが続出
したが︑人を増やさず事故
を減らす対策として﹁血尿﹂
が出るほど責め上げられた︒
▼加えて定期検査の短縮

︵手抜き︶︑定期検査間隔
延長︑重要配管に傷があっ
ても運転可能とする﹁維持
基準﹂の導入と︑﹁ 年超
寿命延長﹂の法改正を行なっ
てきた︒大事故の背景には
必ず背景がある︒ 西の大
事故と無縁ではないと考え
る︒
６．原子力制作の破綻のツ
ケが使用済み燃料プールだ
▼原発 基が一年間稼働す
ると広島型原爆の一千発分
の死の灰が使用済み燃料と
して溜まる︒国の原子力政
策の柱は﹁リサイクル﹂に
あったが︑六ヶ所村の再処
理工場が故障で四半世紀経
過しても動かない︒敷地内
に共用プールを作ったが︑
原発も一時保管庫として使
用していた︒損傷の激しい
号機のプールには２・４
倍も詰め込んであった︒水
素爆発の原因である水素の
発生は原子炉だけでなくプー
ルから発生したと見て間違
いないだろう︒政策のツケ
の犠牲になった国民はたま
らない︒
※紙面の都合上︑全てを掲
載することが出来ませんで
した︒次号以降に掲載予定
です︒

54
熱心に聞き入る参加者
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退職のお知らせ
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坂本 晴夫さん
小牛田駅連
ＴＳＳ福島

長い間お疲れ様でした
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この地震の揺れで 年経過
した建物が破壊され︑トド
メとして津波で破壊された
と見る︒ある議員は﹁東電
もある意味被害者だ︒千年
来の津波であり︑人智を超
えた︑想定外のこと﹂とし
て︑津波のせいにして原発
自体は問題がなかったとの
論調を展開している︒この
原発の延命を図る動きを許
してはならない︒

3

31

爆を受けた︒国家による犯
罪ではないか︒中国新幹線
の事故車両隠蔽で日本では
有り得ないとしているが︑
私は日本政府も大差ないの
でないかと思う︒
▼行政のトップ︒九電のや
らせメール問題があったが︑
玄海町長と滋賀県知事は九
電のメッセンジャーのよう
な立ち振る舞い︒原発立地
の首長は原発マネーでズブ
ズブだということ︒来年度︑
全ての原発がストップする
ことも予想されるが︑それ
に対して物申す首長が出て
くる動きに注視してもらい
たい︒
２．土壌セシウム汚染はチェ
ルノブイリに匹敵
▼チェルノブイリ事故での
放射能の大気放出量は５２
０万テラレクベル︑福島は
約 分の ︒なぜレベル
か︒それは進行形であり︑
それに匹敵する放射能が放
出される可能性があるとい
うこと︒︒
３．想定外を許してはなら
ない
▼今回の地震は０・１〜０・
３秒の強烈な単周期の振動
だった︒原発は単周期の揺
れに非常に弱い構造︒国と
東電は津波で破壊されたと
主張し続けているが︑私は

7

第 回国労東日本本部定期大会
月 日︵火︶ 時〜 日︵水︶ 時
ラフレ埼玉
13

13

7

7
第 回仙台地本定期大会
月 日︵日︶ 時〜 日︵月︶ 時
秋保温泉・緑水亭
2

いたことだが︑事故後はこ
れらが数百倍︑数千倍になっ
て我々に襲いかかった︒推
定になるが︑福島では警戒
区域︑計画避難区域で約
万人が古里を去り全国に散
らばっている︒県庁も把握
しきれていない︒実に福島
県民の約一割︒学校等︑屋
外活動禁止されている児童
が 万人︒
▼ 月末の地元紙からだが︑
ある小学校の除線を行なっ
たが︑原発の中の放射線管
理区域という線量の高い区
域があるが︑それよりも高
いことが判明した︒こんな
ことが許されるのか︒
▼福島では 月 日︑開成
山球場で甲子園予選が開始
されるにあたり︑早朝 時
線量測定が実施され︑３・
８μ㏜ 時以上が測定され
れば中止となっていたが︑
２・２μ㏜ 時であったた
め︑つつがなく行われた︒
一方で福島競馬場は夏競
馬が中止され︑ダートを入

れ替︑芝も張替が決定され
実施されているはず︒高校
生︑子供達は競馬馬の扱い
より悪いのか︑ということ︒
これが国が実施している子
供たちに対する放射線の扱
いだ︒唖然とする他ない︒
▼避難生活の長期化で高齢
者の老化・加齢が加速度的
に進んでいる︒痴呆︑直ぐ
にキレ暴言を吐く老人︑介
護する身内が持たない状況︒
▼自殺者の激増︒震災後の
月 月では︑宮城︑岩手
の自殺者は前年を下回った
が︑福島だけが増加︒その
多くは農家である︒大地に
働きかけ生業を得ているた
め大変厳しい環境下にある︒
畜産業も同様である︒出荷
停止など目処が立たず︑
﹁生き地獄﹂と悲鳴を上げ
ている︒
▼国︑行政ほどあてになら
ないものはない︵現場は一
生懸命やっている︶︒緊急
時放射能迅速影響予測ネッ
トワークシステム︵ＳＰＥ
ＥＤＩ︶というものがある
が︑全く機能せず︒なぜか︒
データはしっかりと把握し
ていたにもかかわらず︑一ヶ
月以上公表を伏せていた︒
これによって︑濃密度放射
能が漂っていた地域に避難
した住民が無用な放射能被
9

10

前ページで紹介した通り︑
石丸代表は長年︑反原発運
動を継続してきたが︑本人
は︑﹁運動は長ければ良い
というものではない︒脱原
発に向けて︑出来ればソフ
トランディングを目指して
きたが︑今回の結果はまさ
に墜落をしてしまった︒悔
しさ︑怒り︑やるせない気
持ちと自分自身の力不足を
痛切に感じている︒﹂とし︑
報告に入った︒
１．原発ほど不条理で世代
間不公平があり差別的なも
のは他にない
▼原発関連で働いている労
働者〜上は 才を過ぎれば
年収一千万円を超過する東
京電力の社員︑一方で 百
社︑ 〜 千人といわれる
末端では 〜 千円で雇わ
れ︑被爆線量を超過すれば
たちどころに解雇︒
▼全国 名の放射線被爆労
災犠牲者のうち︑ 件が福
島原発だ︒そのうち労災認
定支援をし 件の認定を勝
ち取ったが︑この過程でも
痛切に感じた︒
▼莫大な量の放射線廃棄物
の処理を我々の世代ではな
く︑子︑孫︑夜叉孫まで処
理をさせていくということ︒
▼これらは事故前に感じて
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説明する石丸氏
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