
おすすめ改善事例　Ｎ社の改善

機械などの組み立て作業場でネジ、ボルトを入れる小分けコンテナの内側4面に材
料名のラベルを貼りました。どの方向から見ても中身が分かります。

  

●センターから　 新しい年を迎えて　　　センター代表理事　平野敏夫　 …1

●特  集　 ETCによる収受員の労災問題
　　　    東京労働局の書類送検の意味とその後の首都高会社の対応と現状
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイウエイ共闘　栄谷竹生事務局長   …2
　　　   座談会　首都高ETCの労災事故どう考える   …5

●報 　　告　　 第15回東京労働安全衛生学校    …10

　　　　　　　　     モンゴル・新たな段階　   　   …12

●現場の課題　　 山形県建設国保組合で初のじん肺合併症労災決定　

         山形県建設国民保険組合　尾形　海子  …14

●相　　　談　 高次脳機能障害などで、労災障害５級に

     　 センター会員　斉藤洋太郎  …15

●出　来　事　 労働者性を認められない労働者の悲劇

     　 センター事務局　高山俊雄  …16

     センター活動日誌＆スケジュール  ／事務局通信（今年の抱負）    

- index -
284号(2007．12-2008．01）



おすすめ改善事例
　ベトナム：再発じんを防ぐために手製の電気掃除機を制作

１月にベトナムに訪問したときのピストン製造工場の改善事例です。旋盤加工場で電気掃
除機を使っていました。掃除機の先はハンドメイド、ホースは集塵機へとつながっていま
す。床に積もった粉じんの再発じんを予防する低コスト対策でした。

●センターから　 石綿による被害救済制度の緊急の見直しを求めます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター事務局長　飯田勝泰　 …1

●特  集　 職場の暴言・暴力・ハラスメント
　　　    一般医療機関での予防対策の現状から（講演要旨）
　　　　　　　　　　　　　　　　　労働科学研究所・所長　酒井一博さん   …３
　　　   グループワーク      …9
   職場の暴言・暴力予防対策のためのチェックリスト  …10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療従事者用）

●報 　　告　　 ニチアス本社に韓国での石綿被害の情報開示を申し入れ …11

　　　　　　　　     石綿参加型予防プログラム＝アップル   …12

  　　　　労働安全衛生法の健診改正    …13

●現場の課題　　 ショップ99   レジ作業で上肢障害認定
    調査官のあきれた発言の数々
    　　下町ユニオン事務局長　加瀬　純二  …14

●体 　　験　 月150時間を超える残業で脳出血
     　 　　　被災者　　 山　敏秀  …15

●出　来　事　 凝りの回復法 センター事務局　三橋　徹（整形外科） …16

     これからの定例会のご案内／センター活動日誌＆スケジュール     

- index -
285号（2008．02）



おすすめ改善事例
 障害者在宅介護サービスHでは、ヘルパーさんと利用者さん－サポートする側とサポート
を受ける側が一緒に改善するユニークな取り組みをすすめています。今回、ご紹介するのは
ヘルパーさんたちが携帯写メールで撮った改善写真を集め、はじめて開いた写メ大会でのグ
ランプリ受賞事例です。

  障害者在宅介護サービスＨ：その日気分で選んでもらう

    衣服を種分けしたかごを箪笥に入れる改善です。例え
ば、利用者さんに箪笥の「 Tシャツ」をとってほしいと
言われたときに、あらかじめ種分けされている「 Tシャ
ツ」のカゴごと持ってこれるようにしました。利用者さ
んがどんな柄があるかなどを見比べながら選べます。カ
ゴごとなので戻すのも簡単。

- index -

●センターから　 外国人研修・技能実習生問題の行方
     センター事務局長　飯田勝泰　    …1

●特  集　 研修生・実習生は訴える！
　　　    
   3月10日の省庁交渉での発言から      …2

 　　　　【寄稿】研修生の労災補償を　－けがをさせた企業に受け入れ資格はあるのだろうか …5
　   高橋　徹（外国人研修生問題ネットワーク・長野）
    
   労働保険審査会  外国人研修生の労働者性を認めず！   …７
    ダルマン労災の再審査棄却
    　　　　　　　　　　
●報 　　告　　 じん肺・アスベストプロジェクト      …10
　　　　　　　　     韓国からじん肺問題視察団来日   　　　　  …11
  　　　　定例会「特定健診とメタボリック症候群」     …13

●体 　　験　【寄稿】うつ病と闘争  　 被災者・O　　    …14

●解 　　決  ベビーパウダーのタルクで腹膜中皮腫に！     …15
　     原処分決定取消しで特別遺族給付認定される     

●出　来　事　 組合の活動に参加してきました。      …16
     センター事務局加藤浩次  

286号（2008．03）



おすすめ改善事例
 ドラッグストア：持ち上げない

ドラッグストアに勤める薬剤師のOさん。
レジ作業で 鞘炎に罹患。

業務上疾病との認定を受ける一方、Oさんは、
いかに手指と腕への負担を減らし、仕事を続
けられるか考えました。
ドラッグストアにはペットボトルや洗濯石鹸
など、案外、重い商品が多いのです。

Oさんは、これまでこうした商品を指を拡げ
片手でぐいっと掴み上げていました。

改善）商品を持ち上げないで－作業面に商品
の底面を置いて安定させ、読みとり機を当て
るようにしました。
　

- index -

●センターから　 石綿による健康被害法の緊急見直し
     センター事務局長　飯田勝泰　    …1

●特  集　 職場改善活動！
　　　  　　　　職場改善事例発表会       …2
   祝・スガワラ安全衛生委員会の実践     …4
    　　　　　　　　　　
●報 　　告　　 【寄稿】我々にとって被爆労働者の安全と健康とはなにか   
     全造船機械労組 内山俊一    …7
　　  　　　　楽しみながらコミュニティーボランティア通訳養成講座     
     08年春スペイン語編開催！    …9
●体 　　験　   ともに働く仲間だから
     －支え合う建設労働者たち－　　    …10

●解 　　決  40年前の自動車整備で石綿曝露      …12
　         

●現場の課題  深夜勤＆副即勤務についてのアンケート調査に取り組む
    全国一般・全労働者組合　新聞輸送分会    …14

●出　来　事　 「いま病院にいるの」秋田出稼ぎSさんのこと  　　　　 …16
     センター事務局　内田正子 
     
センター総会のご案内／センター活動日誌＆スケジュール     

改善前

改善後

287号(2008.04-05）



おすすめ改善事例
  

ガラスビンの再生工場で

- index -
　    
●特  集　 いのちを削って働く
   「名ばかり管理職」の実態      …1
　　       
   intavew 　
   全国一般全国協議会東京東部労組コナカ支部
    渡邊輝さん　笹川康弘さんに聞く    …3
    　　　　　　　　　　
●報 　　告　　 第18回世界労働安全衛生会議に参加    　　　　…6
　　  　　　　韓国で石綿追放ネットワークBANKOが結成    …8
   アジアと世界におけるアスベスト禁止のための2008年 山宣言
   ポスター発表２題       …10
    「建設労働者の粉じん予防活動」
    「モンゴルの労働組合による参加型安全衛生トレーニングの導入と進展」

   龍基金　第２回中島富雄賞授賞式      …12

   東部地域２労基署と交渉      …13

●現場の課題  建設現場改善キットで安全活動
    　　　　全建総連東京都連合会　堀井　晶    …14

●相　　　談　 肺がんではなかったけれど…鋳物工場労働者Hさんの場合  　　　　…16 
     
   センター活動日誌＆スケジュール     

　破砕されたガラスビンの破片
のなかの異物を取り除くライン
作業場。左の女性は踏み台を置
いて作業面の高さを調節してい
ます。スポットクーラーはあり
ますが、小休止時には腰やすめ
のイスの導入を提案しました。

288 号(2008．06-07）



おすすめ改善事例
  

デスクワークのひと工夫

- index -
　    

● センターから　　改正石綿健康被害救済法の施行は12月1日から　…1

● 特　　集　 東京労働安全衛生センターの
　　　　　　　　　　　参加型安全衛生トレーニング  …2
　　          　
           　　　　　　　　　　
●  報 　　告　　 全国労働安全衛生センター連絡会議
   　　　　　　19回総会in名古屋   …8
 
   参加型改善活動プログラム　
    　　メコンデルタ2008   …10

   
● 解　　　決  20年間の記録をたよりに    …13      
   瓦職人Kさんのじん肺合併症認定まで

● 相　　　談　 長期化した症状は別物？本省の「個別症例検討会」の目的に疑問！
   事業所での塗装工事で曝露　化学物質過敏症２案に不支給決定 …15 
     
   センター活動日誌＆スケジュール     

スガワラで見つけた好事例。
手作りの書見台。書見台下の 間に、キーボードが収納で
きる。必要な時だけ引き出し原稿を書見台の上に乗せて読
みながらキーボードを打ちます。

手づくりの書見台

289号(2008．08-09）



おすすめ改善事例　パソコン周りの改善

①キーボード手前にスペースがなく
手首を浮かせて打っていました。

②パソコン本体を左の机に移し
キーボード手前にスペース。
手首も机面につけられる。

- index -
　    

● センターから　　  緊急提言  労災保険審査請求制度が危ない　　　  …1

● トピック  －きっかけは東京安全学校－　 
　　　　　　　　　　　職場で実践！参加型    …6    

●  報 　　告　　 10.30なくせ！じん肺茨城行動
   　　　　茨城労働局、日立労働基準監督署に要請  …8

   東京労働安全衛生センタｰ　石綿分析のこれから  …11

● 解　　　決  大工の労災を審査請求で認定         
   　　木更津労基署のずさんな労働者性の判断  …14

●現場の課題　 全統一労働組合 天馬支部      …15
             春闘要求で職場改善      

   センター活動日誌＆スケジュール     

腕のしびれに悩むようになった
Ｋ共同診療所の医療事務のＨさん。
　仕事上使うパソコン周りを見
回して改善を積み重ねました。

④机の足に木材をかませ
高さ調節。キーボードが肘高。

③キーボードを下の段に移す。
脇が閉じて肩も楽。

⑤椅子を低くした。
前屈みな背筋が伸びた。

290号（2008．10）



 おすすめ改善事例　
三多摩安全学校の職場巡視を受け入れてくれた三省堂印刷は、2ヶ月に一度職場巡視してよい事例をカ
メラに撮り、社内報に掲載しています。

 《改善事例》

 印刷用紙積み機に作業者の身長に合わせて
 プラットフォームを取り付けました。

- index -
　    

● 特　　　集　 2008年 東京労働局交渉    …1    

●  報 　　告　　 三多摩労働安全衛生学校　
   －書籍印刷の三省堂工場を訪問    …9

   メコンデルタ　石綿障害予防プログラム（APPLE)が終了 …12

●現場の課題　 頸肩腕障害認定獲得へ
    全国一般東京東部労働組合　うすけぼ支部  …14

● 解　　　決  保温工の石綿肺がんが労災認定   …16
   　 調査のなかで同業者の肺がん認定につながる
 

   センター活動日誌＆スケジュール     

291号（2008．11）



- index -
　    

● センターから　 2009年現場に密着した取り組みを 
   　　　　　センター代表理事　平野　敏夫  …1
  

● 特　　　集　 派遣労働者の安全と健康    …2

   （資料）派遣中の労働者に関する派遣元、派遣先の責任分担 

   認定事例：派遣労働の現場

   1.“終わり”のみえない作業　
    WebデザイナーのAさんの場合
   2.深夜勤で働き続けて 
    荷捌き労働の日系ペルー人Bさん。Cさんの場合
   
   ***非正規雇用の大量解雇は日本人労働者だけじゃない！
   1/18日系ブラジル社会から「SOS!!」

●  解　　　決　　 労働保険審査会で業務上!  石綿肺の時効労災  …13

● ご     案     内　 2009.3.27-28  石綿健康被害救済法三周年行動へ  …15

●センター事務局　’09抱負     　　　  …16
　
　センター活動日誌＆スケジュール     

職場のお勧め改善大募集！
東京労働安全衛生センター

第10回 職場改善大賞候補 
どしどし応募下さい!!

あなたの職場でのアイディア改善を募集します。
デジカメ、写メールで撮った改善事例を

下記東京安全センターアドレスまで送って下さい。
center@toshc.org

292号(2008.12-2009.01）



おすすめ改善事例
  

《日韓で選んだ各賞》

日韓参加型ワークショップ（本誌8-11頁参照）参加者が
持ち寄った改善事例12枚から、エクセレント賞（写真①）、
低コスト賞（写真②）、アイディア賞（写真③）に決まった
写真です。韓国から２席、日本から1席が入選です。

- index -
　    
●センターから アスベスト被害は終わっていない！
　　　　　　　　　　国と企業はアスベスト被害の補償・救済責任を果たせ！ …1

●特  集　 自殺対策の現状と課題　　
　　　　　　　　　　センター定例会　講演：清水康之さん（NPO法人ライフリンク代表） …2

      　　         
    　　　　　　　　　　
●報 　　 告　　 日韓の参加型産業保健活動
   トレーニングワークショップ   …8
　　  　　　　第9回作業関連筋骨格系障害学習会
    人間工学と経絡治療   …11

●現場の課題  目的は職場の人間の安全・快適・健康   
    衛生委員会｢COSH　FUCHU」の取り組み

      社会福祉法人幹福祉会　ケア府中　杉田健太郎 …12

●相  談　 旧国鉄の機関士　石綿肺で業務上認定　群馬県で初めて 　　　　 …16 
     
   センター活動日誌＆スケジュール     

【写真③部屋のデザインがアイデア賞（韓国の改善）】【写真①特殊なカートがエクサレント賞（韓国の改善）】

【写真②作業のための緩衝用
 ボックスがローコスト賞(日本の改善）】

293 号(2009.02-03)



- index -
　    
●センターから 　　       …1
   精神障害等の判断指針が一部改正
   心理的負荷評価表の修正と新たな出来事が追加 

   （別表１）職場における心理的負荷評価表   …2　

●外国人労働者は今        …4　　
　　　　　　　　　　津地裁四日市支部　外国人研修生の労働者性を認める初の判決
   　「三和サービス事件」　　
    弁護士　  指宿　昭一  …3 
     （外国人研修生問題弁護士連絡会共同代表）   

   　
   　外国人労働者生活と権利のための春の取り組み  …7     
　　           　　　　　　　　　　
●記 　録　　 高次脳機能障害に対する鍼 師の理解と対応
    鍼 卓方堂院長　 近藤　貢祥  …8
　　  　　　　
   軽度外傷性脳損傷友の会を結成 
    友の会事務局長　 斎藤洋太郎  …12

●解 　決  アスベスト健康被害で公務災害認定を勝ち取る！
    全水道東水労・下水道部会教宣部　  …13

   会社事務－PC、FAX作業で 鞘炎－   …15

       A・Mさん

　　
　　　　　　第10回　東京労働安全衛生センター総会第10回　東京労働安全衛生センター総会
  
  ■日時 2009年5月26日（火）　午後18時半より■日時 2009年5月26日（火）　午後18時半より

 ■会場　 亀戸文化センター（カメリアプラザ） ■会場　 亀戸文化センター（カメリアプラザ）
   5F　第1,2研修室   5F　第1,2研修室
            JR亀戸駅北口徒歩１分JR亀戸駅北口徒歩１分
   （03-5626-2121）   （03-5626-2121）

294号(2009．04)




