ＮＴＴ東日本会社は昨年９月︑現在のＮＴＴ業務を
各県域のＭＥ︑サービス︑そしてアソシエを統合した
総合会社にアウトソーシングすることを柱とした﹁組
織改革ステップ２﹂を提示した︒
Ｈ組合員︵ 才︶が現在携わっている業務もアウト
ソーシングすることが判明︒
Ｎ関労は︑Ｈ組合員が︑難病認定を受けている妻の
介護︑家事︑子育てができる条件の確保のため︑﹁介
護・休業法﹂第 条を遵守し︑現在の職場︑または現
在と同じ通勤時間内の職場に配置してほしい︑と要望
し続けている︒

不誠意な態度をとり続けるＮＴＴ

族の介護をできる条件を確

これを遵守し︑Ｈ組合員が家
保することを要求してきまし

Ｎ関労東は昨年 月︑ステッ

た︒

プ２に伴う異動等について︑
すること︑②介護を必要とす

①﹁
育児・
介護休業法﹂
を遵守

内の通勤時間︑及

る家族を持つ社員に︑現状以

く相談してくれ﹂
との団交で

ることは分かった ﹁
上長とよ

その後ＮＴＴが︑ 事情があ

｢ ｣

び帰宅時間内であ

の発言に基づき︑川崎営業支

の事情について配慮していた

る勤務地を保障す

また今年２月に

だきたい﹂旨の要請をしてい

店に﹁
組織改革のステップ２に

は︑﹁
育児休業︑介

ますが︑﹁神奈川支店にはあ

ること︑を要求し

護休業等育児又は

げてあるが︑具体的人事があっ

ともなう配置転換に際し︑私

家族介護を行う労

話がないのに考慮するとの話

たときに使うもので︑人事の

てきました︒

る法律﹂
にある﹁
転

働者の福祉に関す

︵
第２６条︶
について︑ 始しています︒

信行
■編集責任者：林
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一方︑要求書に対する回答

であり︑きわめて不誠実と言

らため︑速やかに善処するこ

現在︑このような態度をあ

わざるをえません︒
が︑事実は︑一向に前進して

とをＮＴＴに強く求めていま

処している﹂
と回答しています

では︑﹁会社の責任により対

いません︒

思います︒みなさんのご理解

とご支援を心から訴えます︒

育児休業︑介護休業等育

児又は家族介護を行う労

しては︑第三者機関も活用し︑ を転勤させようとするときに

応︑法律無視︑人権無視に対

また︑この間の不誠実な対

働者の福祉に関する法律
に対して︑当人を精神的に追

難病の家族を介護するもの

難病認定を受けている妻の介
また︑問題をたらいまわし

けとめざるを得ません︒

要求を勝取っていきたい︑と

いう人間としての当たり前の

護が出来る職場の確保を︑と

その育児又は介護の状況に配

困難となる労働者について︑

は︑育児や介護を行うことが

Ｔ第５部門高木担当課長に︑

そして︑Ｈさんの９人が︑ＮＴ

タニット分会・村上さん︑多

公団訴訟団の佐久間さん︑エ

長︑木下書記長︑国鉄鉄建

Ｔ関連合同分会の石原分会

申し入れは︑東京労組ＮＴ

会社として指導するよう要

東への要求書を手渡し︑持株

かなえてください﹂とＮＴＴ

言し﹃
私のささやかな希望を

Ｈさんは今までの経過を発

務地の確保を要請しました︒

んが家族の介護が出来る勤

木下さんの職場復帰と︑Ｈさ

摩大目黒で解雇撤回を闘う

江尻委員長︑同斎藤書記長

る﹂
と回答しました︒

の小関さん︑そしてＮ関労東・ 請︑ＮＴＴは﹁東日本に伝え

坂本さん︑東京争議団議長

行動を実施しました︒

２月 日︑けんり総行動

慮しなければならない︒
にし︑引延しをしているよう

第２６条 事業主は︑労働者
非人間的な姿勢であると受

いつめるものであり︑極めて

このような︑ＮＴＴの対応は︑ す︒

お気軽にお電話下さい！

で︑ＮＴＴ持株会社に申入れ

16

51

26

勤についての配慮﹂ にもならない︒﹂
との態度に終

ＮＴＴ持株会社への要請＝大手町

11
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東京都千代田区岩本町2‑17‑4 米澤ビル
労働運動センター１階
TEL（03）5820‑2070 FAX（03）5820‑2080
E‑mail aaa@zc.wakwak.com
http://www.n‑kanrou.com

東日本ＮＴＴ関連合同労働組合

Ｈ組合員は昨年 月︑﹁
介護をする妻をかかえて生活し
ている﹂
事情を︑﹁
私のささやかな希望をかなえてください﹂
との文章にし︑①パンフレット﹁
脊髄小脳変性症知っておき
たい病気のこと﹂
②﹁
脊髄小脳変性症の認定を受けている
方へ﹂病名変更資料 ︑③﹁
障害手帳﹂
︑④﹁
東京都の医療
券﹂
︑⑤﹁
診断書﹂
を添付し︑ＮＴＴに提出しました︒
ＮＴＴは今だ︑﹁
人事の問題なので︑今の段階では配慮でき
るとは言えない﹂
と︑人権無視の態度を変えていません︒

現在の職場︑または現在と同じ

)
)

したが︑それでも転ぶように

組みをして歩くようになりま

歩けなくなってしまい私と腕

もつまずいて転んでしまうこ

まらなければ歩けず︑それで

まらなければた立てず︑つか

家の中を歩くのにも物につか

残りか︑バナナとみかんです︒

に寝ていても何が起きるか分

から落ちてしまいました︒隣

ぼけてベットを降りる際︑頭

トイレにおきますが︑先日寝

また︑夜中に必ず１〜２回

出勤

8：55

会社到着(着替え)

9:00

始業

17：30 終業

18：00 大森駅

19：00 帰宅

買い物（食糧、雑貨、等)

20：00 夕食と片付け

夕食準備

風呂の準備

今まで通りの介護はできない。

入浴

ていく

に持 っ

洗濯物干し

本的な治療方法のない疾患

ますよう︑よろしくお願い申

転は通

お待ちしています︒■

電話やメールで下さい︒

■みなさんのご意見を

し上げます︒

勤時間を配慮していただき

もリハビリをさせ︑本人を励

病気の進行を遅らせるために

も本人が一番大変な訳です︒

いって疲れています︒といって

も寝不足がつづいて︑はっきり

必要になってきます︒私自身

今以上に日常生活で介護が

回の配

は︑今

諸々

です︒そして進行性であり︑

妻の病気は現段階では根

も考えられます︒

排尿がうまくいかなくなる︶ ために

肢が突っ張ったり筋肉が硬く

い方向

まし良

今まで通りのタイムスケジュールでは

なって動きが鈍くなったり︑

︵会話が困難︑ふらつき︑下

すますきつい状態になること

妻の病状は今後ま

もちません︒

なります︒からだが

間がへらされることに

ませんので︑睡眠時

てもよい訳ではあり

なることは︑朝遅く

し︑寝る時間が遅く

ろに影響をうけます

子供の食事時間にも

うのです︒

出勤準備

8:20

ムし︑バリアフリーにし︑

夕食は面倒な料理は作りま
せんが︑食べはじめるのが８時
ぐらいです︒妻が起きないと
の上で食べます︒自分で食べ

きは︑食事を寝室へ運びベット

ます︒

れないときは食べさせてあげ
食事の後かたずけ︑風呂を

すぎになっています︒

濯をして干して寝るのが 時

くになっています︒その後洗

すますといつの間にか 時近

多く︑朝昼兼用で朝ごはんの

で寝ているので︑朝食ぬきが

年︑妻のために自宅をリフォー

なってしまいました︒また昨

かりません︒トイレに起きる
とき私自身も起こされるた
めに寝不足が続いています︒
夜中にトイレのために妻に
起こされること︑朝６時から
休みなしで動かなければなら
ず︑ 時過ぎ起きている体力
がありません︒
これで転勤になり勤務時間

8:10

るようにし︑ベットでの
生活しやすくなったの

生活にしたのでだいぶ

朝食片付け

一階だけでも生活でき
妻は﹁
脊髄小脳変性症﹂
︵
運
ですが︑具合が悪いと

7:50

ともあります︒

朝食

びただけで︑夜の時間帯が狂

24：00 就眠

動失調を主要症候とする原
因不明の神経性疾患の総称︒
を取ります︒また︑一
人で留守番できないと

きは︑ベットの上で食事

きは︑休みをとって介護してい

幹が障害されることを特徴と
する神経変性疾患︶
という特

または︑主に脊髄や小脳︑脳

殊疾病に罹り︑東京都より
る状況です︒

月︶
︒そして身体障害３級と

長女︑次女です︒

家族構成は︑私と妻︑そして

難病認定を受けました︵ 年
︒
認定されました︵ 年２月︶
現段階では根本的な治療方

難病というぐらいですから︑

朝６時におき︑一通りの家
事をすませて︑８時 分に家
を出て会社に着くのが９時ぎ

7:30

合は確実に歩くことが困難に

妻は︑日中ほとんど床の中

りぎりです︒

長女の弁当作り

なってきています︒ひとりで

なるといわれますが︑妻の場

この病気は︑歩行が困難に

縮症に変わりました

月から難病名が多系統萎

法のない疾患です︒尚︑ 年

(

通勤時間内の職場に配置してほしい︒
現在︑大森駅から川崎駅へ通っている
ため通勤時間 分です︒
なお︑ 年４月雇用選択の際の転勤
時は︑会社は︑通勤時間については配
慮してくれ︑ 分かかっていた通勤時
間に 分増えて 分の通勤で勤務で

起床
6:00

が変わったり︑通勤時間が延

（アイロンかけ等)

朝５時半に起きるためには夜の時間
を調整しなければならない。

2回目の洗濯物干し
洗濯物取込

12

入浴介助

朝５時半に起きて家事・介護をこなさ
なければならない。

平日のタイムスケジュール

・たまの外出は私と腕をくみながら歩
き、（それでも転ぶこともあります）最
寄駅までもタクシーを利用します。

きる現在の川崎支店へ配属になりまし
た︒

妻が難病に罹り身体障害３級に認定
され︑次女は喘息に罹り︑私が介護と
子育てをしていかなければならないの
現在の通勤時間相当の勤務場所以

で︒
外への転勤をさせられたら今の生活が

・もっと具合が悪いときは年休をとっ
て看護しなければなりません。

通勤時間が２５〜３０分延びたら何が
大変か

朝食準備、

12

転勤の話がなければ
今までどおり何とか
やっていけるのに。

02

7:00

11

20

10

12

維持できません︒

・夜中に「トイレ」と言って起こされ、
急いでトイレにつれていかなければ
ならない。

35

25

03

・風呂に入るのにも介護が必要です。
（髪を洗ってやったり、湯舟への出入
りの手伝い）

35

03

・日中はベットでの生活が多いので、
朝食、夕食をベットに運ぶことも多い。
自分で食べれないときは食べさせ
ます。

03

10

何を介護しているのか

10
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