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【１面】

日本の空にオスプレイはいらない
11.13 県民大集会㏌木更津
陸上自衛隊木更津駐屯地を、オスプレイの整備基地にすることを阻止するため、11 月 13 日、木
更津市吾妻公園で県民集会とアピールパレードをおこないました。呼びかけ人は、オスプレイ来る
な いらない住民の会、平和・人権・教育と文化を考える会、君津木更津地区労センター、君津・
木更津地区労働組合連合会です。
集会は、晴れ渡る天気のもと、13 時から和太鼓、
合唱団の仲間による楽しいアトラクションで、参加
者を迎えました。参加者は増え続け開会の前には用
意したアピールカード１０００枚がなくなるほど多
くの参加者が集まりました。
14 時から集会の共同呼びかけ人を代表して平良
文夫（平和・人権・教育と文化を考える会会長）さ
んが、
「来年１月に現在日本に配備されているオスプ
レイ 24 機と新たに配備が予定されている 17 機をこ
106 団体 1300 人を超える仲間が集まる
の木更津で整備し、世界の各国に殴り込み部隊の海
兵隊員を運ぶ拠点にしようとしている。
加害者にも、
被害者にもならない、戦争そのものをやめさせよう、平和な日本を守り続けよう」と訴えました。
今後の取り組み議論
来賓は、斉藤和子日本共産党衆議院議員、青木愛自由党参議院議員、福島瑞穂社会民主党参議院議員、
ふじしろ正夫千葉県議・無所属、鳰川静新社会党千葉県本部書記長のみなさんが連帯と激励のあいさつ
をしました。あいさつでは「オスプレイと生活は共存できない」
「住民説明会もしないまま、１月から木
更津の基地を整備拠点としての運用は許さない」
「日本の空にオスプレイはいらない。整備拠点を沖縄か
ら木更津に移しても沖縄の負担軽減にはならない」
「オスプレイは災害救助でも役に立たない、砂地に着
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地できない。騒音に低周波音が激しく健康被害が予想さ
れる」
「木更津が全国のオスプレイ 41 機の整備拠点にな
れば、戦争の加害者になる」
「いつ落ちるかわからないオ
スプレイの試験飛行は住居の上を飛ばないはずがない」
「沖縄では沖縄国際大学に落ちた」
「千葉県知事が木更津
に整備拠点を誘致した」
「10 月 26 日アメリカで着地失敗
したばかり、安全ではない」等オスプレイの実態が語ら
れ、改めて『オスプレイはいらない』の決意を強くしま
した。
その後、
各地からの連帯報告、
連帯メッセージの紹介、
集会アピールの提案及び採択をし、それぞれのアピール
カードを掲げ、吾妻公園から木更津駅までシュプレヒコ
ールをしながら、パレードしました。

木更津駅までのアピールウォーク

過労死防止特集記事 ～上～
繰り返される過労自殺の悲劇
厚労省が実態究明に乗り出す
大手広告会社・電通の新入社員だった高橋まつり
さん(当時 24 才)が、昨年のクリスマスの日に自ら命
を絶ちました。東京労働局は 10 月 14 日、異例の電
通本社の抜き打ち調査に踏み切り、
各該当労働局は、
同月 18 日電通の子会社 5 社(電通・東日本、
西日本、
九州、北海道、沖縄)にも立ち入り調査をおこないま
した。そして東京労働局は、11 月７日、電通本社の
強制捜査に入り、
関係者の送検準備を進めています。
厚生労働省は全体的な労働実態の解明に乗り出しま
した。
過労死、過労自殺は後を絶たちません。平成 27
電通から証拠書類を運び出す労働基準監督官
年度の労災請求件数は、７９５件で、前年度比 32
件の増です。支給決定件数は、２５１件で前年度比
26 件の減となり、うち死亡件数も前年度比 25 件減の 96 件です。死亡した 96 件の内 91 件が、１ヶ月
80 時間以上の時間外労働をしていました。
また、痛ましい過労自殺が明らかになりました。
「仕事も人生もとてもつらい。今までありがとう」
。
高橋まつりさんは社宅から飛び降りる直前、母親に対してこうしたメールを送っていました。
電通で 3 度の悲劇
電通は３年前、25 年前にも若手社員の過労自殺があり、
「事件を反省し、不幸な出来事が起こらない
よう努力する」と遺族に謝罪し、その後「ノー残業デー」を設定。部署ごとに適正な勤務時間管理のた
めの方針を定めるなど、長時間労働を抑制するとりくみをおこない、再発防止を誓ったはずでした。な
ぜ、悲劇は３度も繰り返されたのでしょうか。
塩崎厚生労働大臣は同日の閣議後会見で「過去にも長時間労働に伴う自殺者を出した電通で再び自殺
に追い込まれる事態が出た。極めて遺憾なケースだ。実態を徹底的に究明したい」と述べました。電通
の残業時間上限は、厚労省告示で限度と定められた 45 時間を超えて、70 時間の労使協定を結んでいた
ことが判明。電通の石井社長は『違法であることが指摘されている現状を改善するために』として、労
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務管理を月間から日次に変え、最長で法定外月間 50 時間の残業上限を 45 時間に引き下げる。電通は社
員の帰宅を促すため 10 月 24 日から午後 10 時に全館を消灯することを決めました。
（次号に続く）

『トランプショック』11・８
に行われたアメリカ大統領選挙
で、まさかの事態が起こってし
まった。翌日のマスコミ報道では「トランプ氏の歯に
衣着せぬ物言いに、隠れ支持者が多かったのでは？」
などと分析も▼しかし実は、有権者投票者数ではクリ
ントン氏は６１０４万７２０７票で得票率 47・８％。
トランプ氏は６０３７万５６９１票で得票率 47・３％、
アメリカ国民は、クリントン氏を選んでいたことが明
らかに。州ごとの選挙人の数で勝敗が決まる間接選挙
ならではの逆転現象▼「どっかで聞いたことがあるな
ぁ」と思ったら、何だ！日本の小選挙区制度の問題と
似てるじゃないか！他人の国見て、我が国直せ。

【２面】

楽しく聞けてとても勉強になった
18 年ぶりに労働学校開催
千葉県では 18 年ぶりに地域で開催された
『ちば労働
学校』
。実行委員会には 10 団体 31 人が参加し「ゼロか
らつくる労働学校」を合言葉に５回の実行委員会を重
ね、準備をすすめてきました。
『２０１６ちば労働学校』は自治体福祉センターを
会場に第１回目を 11 月６日、
第２回目を翌年１月６日
に設定。学習を通じて組合運動や地域活動に必要な基
礎知識を身につけるとともに、職場や産業、地域、年
代を超えた親睦交流も魅力の一つとして計画しました。
初回の 11 月６日は 20 代から 70 代まで、
幅広い年齢
憲法カフェ風労働学校
層から 42 人の参加者で開催しました。講義１『憲法と
私たちのくらし』の講師は、憲法カフェで活躍してい
る武井由起子弁護士が講演。
「憲法の成り立ちから現日本憲法の中身、自民党改憲草案によって私たちの
くらしにどう影響を及ぼすのか」を分かりやすく解説しました。参加者の感想として「主婦や一般市民
目線でつくられた内容や話し方から、学習運動を広げていくヒントを得た」
「憲法の核心は個人の尊厳を
まもらせることに感銘した」
「難しい憲法の話が分かりやすく、楽しく聞けてとても勉強になった」など
が寄せられました。
講義２『働くルールと労働者の権利』は首都圏青年ユニオンの神部紅前委員長が組合に寄せられた具
体的な事例をもとに講演。
「辞めたいけど、生活するために辞められない」
「大学の学費を払うために、
ブラックバイトでも働かざるをえない」など人権無視の企業実態を明らかにしました。
「個別的解決だけ
でなく、職場全体の問題解決から、社会的解決へと、労働組合の最大の権限をいかしていこう」と力強
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い訴えに勇気を得る講演となりました。
第２回目も魅力溢れる講師陣で２０１７年１月 15 日に開催します。

思いやり予算に怒り
女性部・平和バスツアー
10 月 30 日に千葉労連女性部主催、秋の平和ツアー
～横田基地見学と深大寺散策の旅～が開催され、34 人
が参加しました。横田基地に向かうバスの中では、千
葉県平和委員会の紙谷さんから、木更津駐屯地に定期
整備場が建設され運用が始まろうとしているオスプレ
イの問題について話を聞き、学習しました。
横田基地見学は、東京平和委員会の近森さんのガイ
ドで、東京ディズニーランド約 14 個分ある敷地の外
周をバスで 1 周。
基地があることで、
交通渋滞や騒音、
電波障害など日常生活への弊害もあり、米軍基地や地
位協定の問題は沖縄だけで起きていることではなく、
日本にある基地すべての問題と近森さんが説明してく

現地で説明を聞く参加者

れました。
参加者からは「思いやり予算（約２千億円）で、高額の援助をしているのが納得がいかない。年金は
さげられる一方なのに」
「実際にみて説明を受けて感じることが必要だと思いました。怒りがこみあげて
きます」などの感想が出されました。
見学後は深大寺に寄り、旬のそばを食べて交流を深めました。

労働相談一ヶ月～外国人労働者のトラブル～
外国人労働者をめぐる相談がありました。
一つ目は、介護施設で働く人で、介護職員としての自覚がないという理由で雇止めの事案です。適性
を欠くと言う理由を聞くと、施設の行事でフラダンスが行われたとき、利用者と一緒に踊ったというこ
とや、その様子を携帯で写したということ。あるいは服装の露出度が高いなどがあげられていました。
同時に、施設長が注意するにあたり、なぜそれらが適性を欠くことになるのかをうまく説明できず、一
方的に、職員としての常識という話で終わっているという事実です。相手が理解できているかいないか
を確かめ、理解ができていなけれな、さらに工夫が必要ということをせずに、雇止めという結論が出さ
れている事に深刻さを感じました。
二つ目は、朝早く出勤して、昼の弁当を作る職場の出来事です。外国人の方が遅刻してきた際、作業
着に着替えないで私服のまま作業場に入り、素手でつめこみを始めたということでした。現場の責任者
は、衛生面を考えてすぐに注意をしました。あまりの無神経に感情的になり、激しく叱責したことから、
パワハラを受けたと訴えられ、始末書の提出を求められているという話です。
相談に共通することは、行き違いが起きている原因に、お国の文化の違いがあるように思いました。
普段の生活の常識が日本と外国では違っているという、前提が必要です。日本は、これから、多くの外
国人労働者を受け入れようとしています。劣悪な労働環境・労働条件の改善は必須ですが、そればかり
ではなく〝文化面〟での相互理解も重要な労働条件になるのではと思う相談でした。
【中林】
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