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今年も奮闘し仲間を増やしましょう 

本年もよろしくお願いします 

 

 

 

組合員の皆様方、昨年中は、監督

署要請や労働局要請、またいろいろ

な行動に協力してくださってありが

とうございます。 

私の今年の希望は、Ｍさんが昨年

１月に振動障害で監督署に労災請求

していますが、１年たってもまだ認

定になっていないので、その認定を

監督署・労働局にお願いしたいと思

っています。 

建交労では、組織拡大のために、

相談会のビラまきや新聞に折り込 

んだりするなど、いろいろしていま

す。組合員の皆様、困っている人や

地域で相談会の案内の声かけがで

き きる人がいたら、た

くさん紹介してく

ださい。 

本年もどうぞよ

ろしくお願いいた

します。 
 

建設山林支部執行委員長 

藤川利三郎 

相談会への参加の 
呼びかけを 

 

今年も西部相談会を皮切りに、各地域で

職業病相談会を開催します。すでに、西部

事務所には組合員さんからの紹介の人の

問い合わせが数件あり、「１月７日当日に

おいでください」との対応をしています。 

また、すでに労災で療養している組合員

さんでも、じん肺など気になる健康上の相

談がありましたら、７日に西部診療所まで

おいでてください。 

西部診療所 相談会 

１月７日（日）午前９時～１２時 
 

西部地域の執行委員さんはスタッフでご参加
をよろしくお願いします。 

各地域の相談会 

１月１３日（土）９時～１２時 

鳴門市うずしお会館 

１月２１日（日）９時～１２時 

阿波市林公民館 

冬の定期報告 

★じん肺・振動障害の冬の検査・診察が

行われています。自分の症状を正確に

主治医に伝えるとともに、社会復帰・

機能回復訓練の計画を主治医と相談

しながら、診断書に記載してもらって

ください。 

★療養日誌をつけてください。症状に変

化がない日も「変わりなし」と書きま

しょう。毎日続けることが大切です。 
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１２月１１日午後１時より西部事務所

にて第２回執行委員会を開催、今期より新

執行委員１名が加わり、藤川委員長はじめ

９名が出席しました。（風邪のため１名欠

席でした。） 

１．第４０回総会のまとめ 

活動方針はこれまで通り、常に情勢を把

握しながら個別対応もきっちりとやって

いくことなどを確認しました。 

２．労災請求、認定状況（抜粋） 

・請求中／振動障害１件  

じん肺合併症１件 

難聴１件、遺族３件、障害２件 

・審査請求中／遺族１件 

３．振動障害の療養 

監督署の３５号通達による調査（「経過

観察」「症状固定」「継続」）はすでに動き

があります。その対応について、冬の定期

報告にもとづいて主治医と相談しながら

進めていくことを確認しました。 

４．組織拡大と強化 

・相談会への声かけを積極的に行う 

・組合費未納や分会未結集について支部規

約にそって対応することを確認しました。 

５．トンネルじん肺根絶闘争 

１２月６～７日、国会議員要請行動に、

徳島から原告福島一夫さん、三加茂分会の

池尻竹春さんと事務局山田真希さんが参 

藤川委員長の「働き方」 

１１月西部診まつりのやまびこ記事には藤川委員長が

写真にうつっていません。実は藤川委員長は常に「腰を

曲げて」うどんを温めているため、写真がうまくとれな

いのです( ;∀;)まさしく「裏方に徹する働き方」なのです。

お揚げ、肉、ねぎ、かまぼこなどの下準備も「藤川家」

でお世話になっています。前回こんなこ 

とを書き漏らしたので、遅ればせながら 

今月に記しました。（井上） 
 

第２回執行委員会を開催 
加、１７名の衆参議員に基金制度の創設

を訴えたことが報告されました。 

６．トンネル視察について 

国道３２号線新猪鼻トンネル視察を

国交省香川事務所に申し入れたところ、

「すでに１６００メートルすすんでお

り、坑外での３０分間の見学会なら受け

入れる」との回答があったことを報告。

そのことへの対応策を話し合い、坑内で

の見学でないと意味がないことを伝え、

再度申し入れることになりました。 

※その後「条件変更はできない」との国

交省の回答により、視察を断りました。 

 

働くもののいのちと健康を守る 

全国センター第２０回総会 

１２月８日東京全労連会館で「いのけ

ん全国センター」第２０回総会が開か

れ、いのけん徳島センターとして参加し

ました。職場での労働安全衛生がどう取

り組まれているか、脳・心疾患による健

康被害・過労死、労災事案の報告なども

りだくさんで、大変勉強にもなる総会で

した。（井上玉紀）（↑経過報告する事務局長） 
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香川県三豊市の神島（こうのしま）化

学工業で働きアスベスト被害にあったと

して、建交労香川の組合員と遺族計１２

人が高松地裁に会社を訴えていました

が、１１月３０日、和解が成立しました。 

原告のうち７人が元従業員ですが、同

会社の宅間工場で石綿（アスベスト）を

手でほぐしたり、石綿製建材を機械で切

断する作業をして、石綿肺を発症し、労

災で療養中です。提訴したのは２０１６

年７月ですが、その後２名の方が亡くな

られ、また病状が重篤化していく方もい

ます。一刻も早い和解解決をと、原告・

遺族らと弁護団はとりくんできました。 

報告集会で則武透弁護士（のりたけと

おる・岡山）は、「提訴からわずか１年４

か月での和解は非常にまれなことだ。被

害の重大さを裁判所も理解したのだろ

う。今日のことが広くニュースになれば、

新たにアスベスト被害者が相談に来るだ

ろう。多くの人々の救済につなげていき

たい」と述べられました。これまでの裁

判のたびに、藤川委員長らが徳島からも

傍聴にかけつけ、この日の和解成立を喜

び合いました。 

１１月３０日、高松地裁前にて和解成立
を掲げる原告ら 

 

四国労災部会役員会の報告 

１２月１８日午後１時より西部事務所

で四国労災部会役員会を開催、４県から役

員７人全員が出席し、次のようなことを話

し合いました。 

１．経過報告 

全国部会、トンネルじん肺根絶闘争本部会

議などに参加したことが報告されました。 

２．各県報告（抜粋） 

≪愛媛≫西予市宇和町、大三島で相談会

を実施し３名を拡大。 

≪高知≫じん肺管理区分４の組合員が労

災請求中に亡くなり、早く認定せよと要

請している。春に相談会開催を予定。 

≪徳島≫労災特別加入Ｍさんの請求につ

いての経過。トンネル視察申し入れの経

過報告。 

≪香川≫神島アスベスト裁判報告と、国

に賠償金を求めるとりくみについて。 

３．トンネルじん肺根絶第４陣、５陣訴訟 

・第４陣高知地裁は、１月２６日に法廷が

開かれることになった。 

・第５陣松山地裁は、昨年１１月３０日に

進行協議あり。 

４．四国トンネルじん肺記念集会 

・３月２７日～２８日あわの抄で開催予定 

・これまでの歴史を振り返り、シンポジウ

ム形式で計画する。 

 

神島アスベスト裁判 

和解が成立 

 

 

今年３月２５日、徳島マラソンに出

場します。完走めざして日々練習！が

んばります(^_-)-☆（山田） 
 
昨年より四国８８か所を歩き遍路。

残すは３８番～４７番札所。春までの

結願（けちがん）めざします！（井上） 
 
平成３０年も組合活動に全力を尽く

します。（岩本） 

完走 

結願 

活動 

 

今年の抱負を２文字で 
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★★1 月の予定★★ 
6  10時 徳島労連春闘集会、 

       旗開き（徳島市） 

7    9時 西部相談会  

13   9時 鳴門相談会（うずしお会館） 

14  10時 第６回じん肺学習会 

第８回トンネルじん肺根絶 

原告団・家族会総会 

15  10時 山城集会 

    13時 池田集会 

18 10時  貞光集会 

19  13時 徳島集会 

20  11時 三加茂集会 

21   9時 阿波市相談会（林公民館） 

24  10時 美馬集会 

25  10時 海部集会 

30  18時 西部診療所定期協議会 

※健生病院定期協議会は未定 

12月の報告 

12/25  県本部常勤会議（井上、山田、岩本） 

/26  相談会ビラまき（執行委員、各分会） 

≪後記≫できるだけわかりやすく、読んで楽し
いやまびこにしようと「やまびこクイズ」を始
めました。答えは次号で。今の憲法を守るため
の３０００万署名にご協力をお願いします。仲
間を増やして今年もがんばろう！（井上） 

第６回じん肺学習会 

１月１４日（日）午前１０時～１２時 

貞光ゆうゆう館にて 

①「健康のお話し」 

②「じん肺患者の療養と労災制度」 

★終了後、食事交流会を行います。 

★じん肺健康管理手帳を持っている人も

ご参加ください。 

★家族も含めてできるだけ多くの人に参

加していただきたいです。 
 

午後１時より、トンネルじん肺根絶 

原告団・家族会第８回総会を行います。 

 ≪分会にまつわる問題だよ≫ 

①建設山林支部は４０年の歴史あり。現

在の分会数はいくつ？ 

②いちばん最初にできた分会は？ 

③加入者がいちばん多い○○分会は４０

年間で約２５０人。さてどこの分会？ 

④現在９６歳のＭさんは何分会？ 

⑤大藤分会は何町？ 

 

 

安倍改憲を阻止！ 

労働者のいのちと健康をまもれ！ 

１２月２～３日静岡で建交労春闘討

論集会が開催され、全国から９０人が参

加しました。「憲法学習会」では、自民

党改憲草案が日本を戦争する国にして

しまう危険な内容をはらんでいること

を学習しました。分科会「働くもののい

のちと健康を守るたたかい」では、建設、

運輸、福祉などの職場で広がっている健

康被害・ハラスメント・労災請求につい

て状況を出しあい、労災職業病部会の経

験と他業種の拡大経験など意見交換を

行いました。 

 

建交労春闘討論集会を開催 

 

↑会場（ホテルサンバレー富士見）の窓から見

える富士山。この日は頭のちょうどてっぺんに

雲をかぶった姿がきれいに撮れました。黒い電

線が目の前にありちょっと残念…（井上） 

やまびこクイズ① 


