ながら働く労働者の数は
増え続けており、特に若
い世代が多いことも分か
りました。現在はコロナ
ウイルスによる様々な制
限も加わり、労働者に関
わらずストレスを抱えて
た。そのため、ソーシャ いる人はとても多いので
ルワーカーも患者がどの はないかと思います。家
ような環境でどのように 族や上司、そして産業医
生活しているのか、就労 など悩みを相談できる相
の有無などを意識して情 手を持つこと、普段から
報収集することが大切だ 相手を気にかけるように
と学びました。情報収集 することが必要だと感じ
した内容は発信し、他職 ました。今回の学びを生
種で課題を共有できるよ かせるよう今後も業務に
うにしたいと感じました。 励んでいきたいです。
また、ストレスを抱え

０年までにゼロに」と
題し、ＣＯＰ のリア
ルな報告を含めて、お
話しいただきました。
平田さんは日本の石炭
火力発電所（石炭火発）
建設計画の３分の１を
中止させた功績で、環
境分野のノーベル賞と
言われる「ゴールドマ
ン環境賞」を受賞され
ています。
訴訟報告として、弁護
団事務局長の横田由樹弁
護士と長谷川公一原告団
団長が裁判の争点、判決
の評価、運動の意義と歴
史的経過等について、専
門家と当事者の視点を合
わせて報告しました。各
地からは、神戸石炭火発
訴訟と横須賀石炭火発訴
訟の原告の方が、市民の
運動と訴訟の到達を報告
しました。
３年余の訴訟支援に加
え、運動面で連帯して取
り組んできた県内の４団

の池澤美月さん
Sendai
は、若者の取り組みと昨
年秋の多賀城駅前でのス
タンディング行動などに
ついて報告しました。
最後に千葉永一副団長
から、原告団は解散せず
石炭火発の操業を止めさ
せるまで運動は続けたい
との閉会あいさつがあり
ました。

産業医学の
取り組みについて学んだ
悩みを相談
できる相手を
持つこと
高橋佑可子

長町病院・ＳＷ・

ご講演を聴き、病気の
背景にはその人の生活環
境や職業が大きく関わっ
ていることが分かりまし

水戸部秀利原告団副団長
のあいさつで開会。基調

明 会 長 が、 生 活 や 労 働

捉えてはいけない、そし
て風化させてはいけない
問題ばかりです。明日は

仙台パワーステーション操業差止訴訟判決報告会

訴）でしたが、報告会は 講演では、平田仁子氏（Ｎ
コロナ禍で延期となって ＰＯ法人気候ネットワー
いました。
ク 理 事 ） が、「 気 候 危 機
内容は盛りだくさんで、 時代・石炭火力を２０３

ような内容ばかりです
が、実情はそうではあり
ません。福島第一原発の

我が身だと思い、流れて
くる情報を受け身で聞く
だけではなく、自分から

宮城厚生協会
参 加 余 名 含 む ）。 判 決
は前年 月 日（原告敗

事務

萩原

報告会の様子

背景重視の医療活動や
全国各地の公害での取り
組み、ＳＤＨに触れなが
ら活動を報告。みやぎ生
協の冬木勝仁理事長、あ
いコープみやぎの鈴木真
奈美理事がそれぞれの
取り組みを紹介しまし
た。 Fridays For Future

２日目にはテーマ別セ
ッションを行いました。
私たちの班は福島第一原

件も、汚染水や汚染物質
の行方、終わらない風評
被害など、解決できてい

調べて、考えていくこと
が大切であると思いまし
た。
また、２日間の講演、
ＳＧＤを通して１つの問
題をあらゆる方向からの
者を出すほどの残忍性と
問題性を孕んでいること
から、決して他人事とは
捉えてはいけない、誰も

修

発事故から 年を迎えた
福島の現状について、浜
通り医療生活協同組合の

ない問題は山積みになっ
ています。目に見える部
分だけを取り上げて復興
という言葉で美化させる
のではなく、今もなお水
面下で起き続けている問

考えることの重要性を感
じました。職場でも多角
的視点から物事を見るこ
とを心掛けて、業務に取
り組んで行きたいと思い
ます。

石炭火発の操業を
止めるまで運動を続けよう

り、改善は可能であるこ
月４日、フォレスト
と、その支援のためには、
産業・業種・仕事につい 仙台ホールにて、仙台パ
ての情報を常に得る努力 ワーステーション操業差
と労働環境を把握する視 止訴訟報告集会が開催さ
点が重要だと話されまし れ、 名が参加しました
（Ｚｏｏｍでのリモート
た。

業界の環境改善にも取り
組まれた多くのケースに
ついても伺いました。
その事例をもとに、病
気には社会的要因があ

に関わるストレスを感じ
ている人は多く、一職場
の改善だけでなく、その

月 日、錦町診療所 会的要因の影響が相当多
産業医学センター長で産 い と 知 り、「 社 会 的 要 因
業医の広瀬俊雄医師を講 を考慮する診療をすべて
師 に、「 診 療 の 場 で の 産 の医療従事者が進める医
業医学の取り組み︱ソー 療」を追求するには、皆
シャルワーカーに役立つ に同じ考えを持ってもら
視点」として、宮城民医 う必要があると考え、現
連ＳＷ部会学習会をオン 在も情熱を絶やさず診療
ラインにて開催しました。 に取り組んでいることを
伺いました。また、仕事

労働環境を
把握する
視点が重要
津波智恵

坂総合病院・ＳＷ・

工藤史雄さんからお話を
伺いました。講演を聞い
て、福島県の原発事故は
まだまだ終わりが見えて
いない問題だと感じると
同時に、真の復興とは何

題に真摯に向き合ってい
くことが重要であると思
いました。
今回学んだ内容だけで
はなく、今世界で起きて
いる問題は全て他人事と

28

26

体からも報告がありまし
た。
宮城民医連の宮沼弘

かを深く考えるきっかけ
になりました。
テレビなどのメディア
で取り上げられる震災関
連の話は、どれも復興に
向かって順調であるかの

20

10

が知っておくべき問題で
あると思いました。

10

ご講演では、学生時代
に病気が増えることは社

27

29

はなく、
起きている問題を他人事で
が大切
自分で調べ考えていくこと

12

宮城民医連
ＳＷ部会学習会
11

参加して
全国青年ジャンボリーに

95

月 日、 日にＺｏ 特に、今年３月に起きた、 に収容されていたスリラ
ｏｍで開催された全国青 名古屋出入国在留管理局 ンカ人の女性が死亡した
事件の詳細を聞き、日本
年ジャンボリーに参加し
国内でも人種差別による
ました。私は今年度入職
死亡事例が起こっている
したため、全国青年ジャ
こと、そして在留管理局
ンボリーの参加は初めて
側がその事実を隠蔽しよ
でしたが、全国各地の多
うとしていたことを知り
様な職種の方と意見交換
驚きました。人種差別問
をすることができ、大変
題とは無縁のように思え
貴重な経験になりました。
る日本国内でもこうした
被害は起こっており、死
26

１日目は、フォトジャ
ーナリストの安田菜津紀
さ ん か ら、 世 界 の 貧 困・
難民問題等の話をお伺い
しましたが、どの事例も、
本当に今起きていること
なのかと耳を疑う内容ば
かりでした。その中でも

11

広瀬俊雄医師

小田嶋 花織
みやぎ保健企画 事務

２０２１年は
東日本大震災か
ら 年となる節
目の年だった。
宮城県は新たに
２０２１年～２０３０
年における「新・宮城
の将来ビジョン」を発
表した。▼その中で県
の基本認識として、「ハ
ード面は一部の地域を
除いて取り組みが完了
し、被災者支援などの
ソフト面の取り組みは
中長期的に、一人ひと
りに寄り添ったきめ細
やかな支援が必要。心
のケア、コミュニティ

入居する被災者は 年
の歳月を経て更に高齢
化し、増加する家賃問

実施しなかった。宮城
民医連は、２０２１年
は過去最大規模の災害
公営住宅健康調査のポ
スティングを実施した。

営住宅の健康調査を打
ち切り、各自治体に委
ねる形で２０２１年は

等」と記載されている
が、具体的な内容につ
いての記載はみられな
い。▼宮城県は、２０
２０年をもって災害公

再生、産業再生、福島
第一原発事故への対
応、震災の教訓の伝承

10

を後押しするところも
みられているが、温度
差がある。▼次の 年
で更に入居者の高齢化
が進む。より困難を極
める方々への迅速な対
応が必要である。

題に加え介護の問題な
ども大きくなってきて
いる。自治体によって
は戸建て災害公営住宅
の払い下げに補助を出
し、入居者の生活再建

10

10
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核兵器禁止協約発効
核兵器廃絶ネットワークみやぎ発足
１周年記念イベント

日時▶2022年１月22日(土)
13時半〜15時半(開場13時)
会場▶仙台市福祉プラザ
２階ふれあいホール
主催／核兵器廃絶ネットワークみやぎ
問い合わせ：022−243−2158

11

吉田

若葉

しかし、政府は米国に対
して何も抗議していませ
ん。また、自衛隊の艦船
から米軍機が飛び立つ訓
練の映像を見て衝撃を受
けました。軍事費もどん
どん増えており、国民の

生活を直撃する事態にな
っています。
このように平和憲法を
ないがしろにする政権
は、変えなければなりま
せん。せめて改憲を阻止
しなければこの事態は悪

ます。制度の改悪を許し
てはならない事を痛感し
ました。
記念講演では、生活保
護問題対策全国会議代
表の尾藤廣喜弁護士か
ら「コロナ禍での貧困の
深刻化と格差の拡大」を
テーマにお話がありまし
た。未曾有の感染爆発で、
生活困窮している方が多
くいるはずなのに、２０
１５年をピークに生活保
護被保護人員は減少の一
途という事は驚愕でし
た。一方、自殺者数は増
加し、関連性は少なから
ずあるかと思います。何
を守るための社会保障な
のかと考えさせ
られます。また、
子どもの自殺も
増えているとの
こと。コロナ禍
で人との交流の
制限が、子ども
たちの将来にと
って、どのよう
な影響があるの
か見守っていか

化すると思います。今後、 まうと、富裕層のための
署名の呼びかけなど改憲 制度になってしまいかね

の危険性を伝える運動、
憲法をまもる国会議員を
増やすための運動を強め
ていきたいと思います。

月 日、全日本民医
次期介護保険制度の見
連第 回地域包括支援セ 直し審議事項に、要介護
ンター交流会がズームに の方も総合事業へ移す等
て、約１２０名の参加で があります。早速、総合
行われました。
事業の課題が出されまし
高齢化に伴い、全国の た。「 サ ー ビ ス 提 供 の 担
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー い 手 が い な い 」「 受 け て
（ 包 括 ） は ５ ２ ２ １ か 所 くれるヘルパー事業所が
となり（２年前より１８ なく、有償ヘルパーを案
０ 増 ）、 そ の う ち、 民 医 内 し た 」「 介 護 保 険 で の
連では、 県連、 か所 ケアプラン料は４千円代
だが、２千円代となった」
で受託。
包括は、生活と密接し、 「 総 合 事 業 の 行 政 窓 口 が
福祉に関することはもち 厳しく利用者が激減」「卒
ろん、地域づくりも担い、 業を意識したプランを求
住民の社会保障や、権利 められる」など、サービ
を守るべく、幅広い業務 ス削減を進めている実態
にあたっています。行政 が明確です。介護保険料
の委託業務であり、行政 は、当初２９１１円だっ
の指導と生活実態の乖離 たものが、現在の平均は
にジレンマを感じる中、 ６０１４円。９８００円
県連を超え、現状と課題 の自治体もあり、保険料
をもとに経験を共有でき あってサービスなし、更
た事は心強く思います。 に、審議事項が通ってし
84

で、かならず基地建設は
ストップできます。年明
け１月 日に行われる名
護市長選挙への支援とカ
ンパの呼びかけがあり、
立候補を予定している岸
本洋平名護市議会議員か
らも決意表明がありまし
た。
午後は特別集会「大軍
拡・基地強化・日米軍事
一体化の現状とたたか
い」を視聴しました。
軍拡・基地強化、日米
軍事一体化が急速に進ん
でいることがわかり、驚
きました。特に南西諸島
の基地建設については、
島が丸ごと基地化してい
る様子が見て取れ、住民
の方々の生活が脅かされ
ていることがわかりまし
た。また、軍用機の低空
飛行や夜間のタッチアン
ドゴーなど危険な軍事訓
練が常態化し、オスプレ
イも当初の予定と違うル
ートを飛行して緊急着陸
の回数も増えています。

見、社会的格差がまだま
だ多く存在しています。
人間はつい自分と他人
を比べ、より優れていた
いと思ってしまう生き物
です。そういった自分本
位な思いが個人を尊重す
ることや自由を奪ってし
まうことにつながるので
はないかと思います。だ
からこそ、私は「自分は
自分」と考え、相手のこ
とを尊重し、寄り添う気
持ちを持っていきたいで
す。

11

10

30

33

明子

芳賀

あきらめず運動を続けることで

13

保健師

南光台地域包括支援センター

辺野古新基地建設はストップできる
事務

るので、もはや反対運動
をしても無駄だと思われ
がちです。しかし、軟弱
地盤の問題もあり実際は
工事は進んでおらず、埋
め立て工事の土砂投入量
は未だ１割にも達してい
ません。あきらめずこれ
からも運動を続けること

とを考えたり、友人と楽
しく買い物をしている生
活は本当に幸せなことな
のだと改めて実感しまし
た。いつ死ぬか、いつ戦
争が終わるのか分からな
い中、生きていくのはと
てもつらく、私だったら
体力的にも精神的にもと
ても耐えられないでしょ
う。
日本でも、個人の自由
よりも国家などが優先さ
れ、自分の好きな職業に
就いたり、好きな人と結
婚したり、好きなところ
に住むことが許されなか
27

言葉の裏の真の目的を見、
包括支援センターから
発信をしていきたい

長町病院
米軍による占領状態は先
住民の権利と人権の侵害
だというお話があり、沖
縄と同じだということが
わかりました。沖縄にい
た米軍海兵隊の一部のグ
アムへの移転でグアム住
民の苦しみが増したとい
うお話を聞き、基地の移
転だけでは問題の解決に
はならないことがよくわ
かりました。
「辺野古新基地ス
トップ！名護市長選
挙勝利に向けた特別
企画」では、基地建
設反対運動が、コロ
ナ禍でも粘り強く続

けられていることが
報告されました。埋
め立て用の土砂の搬

権とはなにか」とグルー
プディスカッションを行
いました。安田さんの講
演では、シリアの人たち
が、爆撃の被害を受けた
り、病気やけがで、突然
命を奪われるという状況
の中、過酷な生活を送っ
ている様子を実際の写真
から学びました。大けが
をした女の子が「なぜ何
も悪いことをしていない
のにこんな目に遭うのだ
ろう」と言っていた話を
聞き、個人の好きなよう
に、自由に生きていく権
利を戦争が奪っているこ

入が何年も続いてい

私の好きな憲法は 条
です。国民は個人として
尊重されるということを
示していますが、私には
「あなたはあなたで他の
誰でもなく、自由に、好
きに生きていいのです」
と言っているように聞こ
え、憲法が「個人」と「自
由」を保障してくれてい
るように思うからです。
月 日・ 日に全国
ジャンボリーがオンライ
ン で 開 催 さ れ、「 人 権 」

った時代がありました。
現代は戦争がなく、平和
に見えますが、差別や偏

日 日土曜日、日本
平和大会がオンラインで
開催されました。
午前の全体集会では、
海外の平和団体などから
連帯のあいさつなどがあ
りました。特に印象に残
っ た の は、「 グ ア ム・ 平
和と正義連合」のモネッ
カ・フローレンスさんの
お話でした。グアムでの

私の好きな憲法は何条？

23

とにとても胸が苦しくな
りました。日本にいる私
がのんきに夜ごはんのこ

26

つばさ薬局長町店
事務 秋篠 明日香

長町病院会場

をテーマにフォトジャー
ナリストの安田菜津紀さ
んの講演を聞き、班で「人

なければなりません。
ワクチンの予約など、

自治体がすべきところを
担わされる事はもはや茶
飯事、行政から収支報告
を±０で求められ、他県
では法人から年に２千万

円補充、また別の県では
７つの居宅介護事業所が
廃止した調整を無報酬で
行う等、そこまで、包括
がするのかという話もた
くさんありました。
「 一 億 総 活 躍 」 等、 言
葉を巧みに遣いながら、
自己責任論を強めていく
政府。言葉の裏の真の目
的を見、包括支援センタ
ーから発信をしていきた
いと思います。

クイズの解答は

事 業 所 名、 氏 名、

職種を記し県連事

務局に送って下さ

い。メールは不可。

フ ァ ッ ク ス は 可。

正解者に抽選で５

人に図書カードを

進 呈 い た し ま す。

余白に日頃考えて

いる事などを書

き 添 え て 下 さ い。

させていただく場

「声」の欄に掲載

合があります。応

募資格＝臨時・パ

日

ート含む県連職

員。締切２月

表３月１日号。

当日消印有効。発

14

平和と正義連合
グアム：モネッカ・フローレスさん

11

日本平和大会
20

135

連載
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