
- index -
　    
●センターから 　　       …1
   過去最多の死亡者34名
　　　　  　-外国人研修生・技能実習生の労災、脳・心疾患死-
 
   センター定例会2008年職場改善報告会から  …3
   
   TOSHC　新たな一年の出発
   　東京労働安全衛生センター　第10回総会 　　   …4　   
　  
●報　　 告　　 すべてのアスベストを禁止するアジアの草の根ネットワークが結成
   　アジア・アスベスト会議（AAC2009）  …6
　　  　　　　
●現場から  浜名湖館山寺温泉に接近する廃石綿処分場
   　廃石綿処分場新進入路をめぐり住民が絶対反対を表明 …10

   原発労働者・故長尾光明さん控訴審棄却！最高裁へ  …12

   じん肺患者同盟　常磐炭田北茨城支部第23回総会  …13

   第82回日本産業衛生学会　石綿をめぐる３課題発表 …14

●解 　決  下町で電気溶接工一筋に 
    Kさん　じん肺続発性気管支炎で業務上 　　　　…15

●ご   案  内  2009年サマーフィールドワーク
   「下町の労働現場から安全・環境・共生社会を学ぶ」  …16

  　　　　　　　  お勧め改善事例お勧め改善事例

東京労働安全衛生センターではいろいろな企業で環境測定を行っていますが、これは3名の労働者が東京労働安全衛生センターではいろいろな企業で環境測定を行っていますが、これは3名の労働者が
働く木工場を訪問したときに見られた改善写真です。働く木工場を訪問したときに見られた改善写真です。

工場全体が前と比べて整頓されていて、いろいろな木工器具が見られました。写真1.2は道具や材料工場全体が前と比べて整頓されていて、いろいろな木工器具が見られました。写真1.2は道具や材料
の運搬台車です。写真3はクッションがついた大きな家具などを造作する際の足の固定器具です。いの運搬台車です。写真3はクッションがついた大きな家具などを造作する際の足の固定器具です。い
ずれも自家製でありあわせの材料を利用して作っていました。「零細企業でも低コストで効果のあがるずれも自家製でありあわせの材料を利用して作っていました。「零細企業でも低コストで効果のあがる
改善はたくさんできる」と改めて感じました。改善はたくさんできる」と改めて感じました。

【写真１】 【写真２】 【写真3】
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●センターから 　　       
   参加型安全衛生活動のススメ   …1
　　　　  　-複合的なリスクにどう対応するか- 
     　  
●報　　 告　　 三多摩労働安全衛生学校
　　　　　　　　　　　　児童養護施設・福田会を見学    …2
   　   
   モンゴル　 炭鉱ポジティブ・ワークショップ …６
　  　　　　 

●現場から  クボタショックから４か年
    尼崎でアスベスト被害をなくす集会開催  …10

●解　　決  山梨テクノクリーン事件中間報告 
   「部分和解」が成立し中国人実習生３名が帰国  …11

   建設労働者の労災認定相次ぐ    …13

   中央労基署か中皮腫２件労災認定    …14

●要 check!  作業環境測定の評価基準＝管理濃度が
   14物質について変わりました    …15 

●ご　案　内  第17回東京労働安全衛生学校   …16
 

お勧め改善事例お勧め改善事例

モンゴル・バガノール炭鉱の良い事例モンゴル・バガノール炭鉱の良い事例
中央変電所は炭鉱の電気の入り口で、最重要の施設。中央変電所は炭鉱の電気の入り口で、最重要の施設。
女性4人のチームが守るこの施設は整理整頓と表示、女性4人のチームが守るこの施設は整理整頓と表示、
安全面での配慮が行き届いています。安全面での配慮が行き届いています。

              写真1：1手作りの表示板とマニュアル。写真1：1手作りの表示板とマニュアル。　　　　
       　　　       　　　写真2：非常用の道具をまとめて保管。写真2：非常用の道具をまとめて保管。
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●センターから 　　       
   10月全国労働衛生週間に向けて   …1
　　　　  　-職場改善のためのメンタルヘルス対策に取り組もう- 
     　  
●報　　 告　　 サマーフィールドワーク
　　　　　　　　　　　　今年のテーマは
   　　「下町の労働現場から安全・環境・共生社会を学ぶ」 …2

   東京労働局交渉     …4
　  　　　　 資料：要請書及び局提供関連統計等

   9.10第５回世界自殺予防デーに参加して  …9

●現場から  世田谷区自治体労働者向け安全衛生講習を実施  …10

   職場巡回で改善提案     …11   
   城北食品で安全健康ワークショップ

   知的障害者施設・滝乃川学園でメンタルヘルス研修  …12
   労働者としての目で「時間」の見直しを

　　　お勧め改善事例　　　　お勧め改善事例　
　　
　マジックハンド！　マジックハンド！
ある教育委員会の安全衛生委員会では、ある教育委員会の安全衛生委員会では、
用務さんの業務にマジックハンドを取用務さんの業務にマジックハンドを取
り入れました。り入れました。

屋根の上に上がったボールや、稲田の屋根の上に上がったボールや、稲田の
中のテニスボール取り、屋上の柵外に中のテニスボール取り、屋上の柵外に
置かれたカラスの加えてきた骨などい置かれたカラスの加えてきた骨などい
ろいろなものをとるのに効力を発揮しろいろなものをとるのに効力を発揮し
ています。ています。
　写真は職場巡視の際、稲田の中のテ　写真は職場巡視の際、稲田の中のテ
ニスボールを取り上げたところ。ニスボールを取り上げたところ。
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●センターから 　　       
   どう変わる、どう変える    …1
   　－新政権になってはじめての厚生労働省交渉－
     　  
●報　　 告　　 東京労働局交渉続報     …2

   八王子労基署交渉　     　  　　　　 
  　　　寄稿　三省堂労働組合端王子分会　石原　潔さん　　　　　　  …8

   今年も開催　　
　　　　　　　　　東京労働安全衛生学校でトレーニング  …9
   －自主生産を続ける化粧品キャップ製造工場を訪問－－自主生産を続ける化粧品キャップ製造工場を訪問－

   
   メコンデルタ2009報告    …11
   新型インフル脅威のなかで多くのことを学んだ新型インフル脅威のなかで多くのことを学んだ
   鳥インフルエンザ対策トレーニング   鳥インフルエンザ対策トレーニング 

 

●現場から  港区職員の安全衛生研修    …14

●ご案内  第2回韓日参加型産業保健トレーニングワークショップin Korea第2回韓日参加型産業保健トレーニングワークショップin Korea
 韓国で参加型産業保健活動を体験しませんか！ 韓国で参加型産業保健活動を体験しませんか！
        …16

   

　　　お勧め改善事例　　　　お勧め改善事例　尼崎市内の清掃工場で見つけた改善事例（2009年9月25日）尼崎市内の清掃工場で見つけた改善事例（2009年9月25日）
                     工具置き場所が一目瞭然！表示もバッチリで実に気持ちがいいですね！                     工具置き場所が一目瞭然！表示もバッチリで実に気持ちがいいですね！
　　

298号（2009．10）
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●センターから －石綿被害者に 間や格差のない補償・救済制度の確立を－
　　   　石綿救済法の指定疾病を拡大していこう  …1
   　     　  
●特　　　　報　　 吹き付けバーミキュライトから   …2
   国内報告例のない石綿を確認！
   
   1.16-17
   震災とアスベストを考える
   シンポジウムとマスクプロジェクト　　　　　　 …4

●寄　　　　稿●寄　　　　稿　 　 化学物質過敏症病名登録をめぐって化学物質過敏症病名登録をめぐって  …6   
   －今後の課題をめぐりシンポジウム開催－－今後の課題をめぐりシンポジウム開催－

        化学物質問題市民研究会　事務局長　安間節子化学物質問題市民研究会　事務局長　安間節子
   

●報  告●報  告 今年もやりました！なくせじん肺茨城行動  …8
   
      移住労働者と連帯する全国ネット移住労働者と連帯する全国ネット
   恒例の省庁交渉行う       恒例の省庁交渉行う    …9

   力を合わせて
   労働・生活外国人緊急相談会！   …11

●現場から  東京建設従業員組合東京建設従業員組合
      中皮腫・じん肺労災認定の取り組み  中皮腫・じん肺労災認定の取り組み  …12

   労災制度説明の誤りで不利益発生
   向島労基署と交渉
    東京東部地域ユニオン協議会　岡本哲文 　　　…13

●相談から  日系ペルー労働者
   夜勤の佐川急便　配送センターオペレーター  

   一年半越しの審査請求で
   頚椎症の業務外決定取り消し   …14

●海外から  「安全衛生トレーニング継続してやっています」
   バングラディシュ精米労働の仲間からの報告 …16

299号（2009．11）
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●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　　報　　 阪神大震災から15周年   
   震災とアスベストを考えるシンポジウムと震災とアスベストを考えるシンポジウムと
      マスクプロジェクトが成功        マスクプロジェクトが成功  …2

   
●相談から●相談から  慢性胸膜炎と診断された建設労働者慢性胸膜炎と診断された建設労働者
　   びまん性胸膜肥厚で労災認定　   びまん性胸膜肥厚で労災認定   …7
   
      
      日系ペルー労働者の金型挟まれ事故日系ペルー労働者の金型挟まれ事故
   「復職」を急ぐ会社の本音はどこに？   「復職」を急ぐ会社の本音はどこに？    …9

   外傷による鎖骨下盗血症候群が業務外外傷による鎖骨下盗血症候群が業務外  …11

 

   センター活動日誌＆スケジュール
  

   

300号（2009．12‐2010．01）
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●センターから 労働者派遣法改正と外国人労働者　　　　
     　　センター事務局長　　飯田勝泰 …1
   　     　  
●トピック  生活と権利のための外国人労働者総行動実行委員会
   2010春の行動   
  　 外国人労働者問題　関係省庁との交渉    …2

●報 告●報 告  第２回韓日参加型改善産業保健
   トレーニングワークショップ 韓国・原州で開催 …5

   北から南から東京へ集結
   第21回じん肺・アスベストプロジェクト  …9

●寄 稿  大田区アスベスト土壌汚染問題   …10
   
●相談から●相談から  鉄道線路の閉鎖業務で発症した鉄道線路の閉鎖業務で発症した
   十二指腸かいよう穿孔が業務外穿孔が業務外   …12

   
      ビルマ人女性Ｔさんの労災申請ビルマ人女性Ｔさんの労災申請
      ランチタイムホール業務で腰痛・下肢痛ランチタイムホール業務で腰痛・下肢痛
   中央労基署が業務外決定    中央労基署が業務外決定       …14

●コラム　職場の安全と健康　　分煙から全面禁煙へ●コラム　職場の安全と健康　　分煙から全面禁煙へ   …16

 

     

   

301号（2010．02‐03）



今月のおすすめ改善事例：リスクアセスメント付き改善報告シート　

- index -

●センターから
　 精神疾患の検査義務化に反対します 　　　　
     　　センター事務局長　　飯田勝泰 …1
   　     　  
●報 告
 流山市リサイクル館でのプラスチック選別作業の健康障害  …２     
  センター定例会2010年改善報告会     …４
 
●寄 稿
 埼玉県浦和　アスベスト含有再生砕石問題    …５
   
●相談から●相談から           
 モンゴル人男性 プレスで左小指切断
   入管収容で待ち続けた障害認定      …7

●コラム　職場の安全と健康　　リスクマネージメント？●コラム　職場の安全と健康　　リスクマネージメント？  …8

●情 報　健康診断の胸部レントゲンが変更になりました！              情 報　健康診断の胸部レントゲンが変更になりました！              …10

●●メコンデルタ2010国際研修のご案内
 「参加型改善活動」をメコンデルタで学ぶ   　　　…11

   メコンデルタ2010　募集要項                    …12

　江戸川製缶の安全衛生委員会が作った改善報告シート。改善前と改善後の写真とともに、
改善前の状態での災害発生の可能性について、マトリックス表で評価し、改善の必要を動機
づけています。改善費用などについても記載。

302号  (2010.04)
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●センターから
　大阪泉南アスベスト国賠訴訟　　国に共同不法責任を認め賠償命じる！－早期解決の訴えに反し国が控訴　
       センター事務局長　　飯田勝泰 …1   
●報 告
　東京労働安全衛生センター第11回通常総会開催     　　　…3  
  
●寄 稿
　三多摩労働安全衛生センター春期セミナー　「追い詰められる労働者」－成果主義・査定と労働者の健康      
       三多摩労働安全衛生センター事務局 　 中山義博 …５
●韓国からの便り●韓国からの便り
　三星半導体における職業病闘争   労働健康連帯（韓国）鈴木　明  …8

●トピックトピック　　
　　東京労働安全衛生センター参加型活動レポートが東京労働安全衛生センター参加型活動レポートが日本産業衛生学会・生涯教育奨励賞受賞！日本産業衛生学会・生涯教育奨励賞受賞！      …12

　 石綿救済法に著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺とびまん性胸膜肥厚が追加　 石綿救済法に著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺とびまん性胸膜肥厚が追加                                                      …13

●相談から
　　発送書類の確認処理で頚肩腕障害   三鷹労働基準監督署で認定     …14

●2010夏のフィールドワークご案内                        …16

↑化粧品キャップ製造工場では、ペットボトルを利
用して油の自動供給装置を考案。《低コスト賞》

給食調理場でレバーで給水給湯を操作できる
ように蛇口位置を変えたり、シンク給排水を
フットスイッチで操作出来るように工夫。
　　　　　　　《グッドアイディア賞》　→

事務所でのゴミ当番人形。→
当番の人の机を回して当番日
が来たことを知らせます。
《私もしたい賞》

 今月のおすすめ改善事例
第 11回総会参加者みんなで選んだ

  ３つの良好事例

303号（2010．05-06）



●センターから
　9月、防災週間のスペシャルイベント　　
　 まちと地震の「え!?聞いてないよ!?」～地震で特別なマスクが必要なわけ　
       センター事務局長　　飯田勝泰 …1   
●寄　　稿
　中国人技能実習生の労災事件（過労死）
      　綱取孝治法律事務所
       弁護士　高井信也  …2    
     社会保険審査会で船員の石綿肺が職務上に　     社会保険審査会で船員の石綿肺が職務上に　

     　     　中皮腫・じん肺・アスベストセンター中皮腫・じん肺・アスベストセンター
     　　　　　　　事務局　斎藤洋太郎　     　　　　　　　事務局　斎藤洋太郎　 …4
●報　　告
　建設ユニオンの建設現場改善活動に参加  
       センター事務局 　　   仲尾豊樹 …5
　クボタショックから5年　アスベスト被害の救済と根絶をめざす尼崎集会」      
         センター事務局 　 　　加藤浩次 …6
      ラオスでポジティブ！  
       センター事務局 　　   外山尚紀 …8
●相談から

　　掃海艇のホーコン打ち作業で振動病を発症      …10

　　審査請求で、日系ブラジル人女性の騒音性難聴を認定     …12

　　佐川急便宅配集荷センターでまた頚肩腕障害      …14

●トピックトピック　　
　　リサイクルされる石綿含有建材リサイクルされる石綿含有建材                    …15

- index -

 今月のおすすめ改善事例
タクシーの後部ドアーに、形状に合わせてLED
電球がついたものが増えているのをご存知です
か？

以前はテープなどで表示していたのですが、そ
れでは不明瞭でオートバイなどの追突事故がな
くならいので、安価なLED豆電球を採用したの
だそうです。

本当にくっきり、はっきりと夜間も目立ちます。
皆さんもぜひ確認してみてください。
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