
●センターから
　職場のメンタルヘルスに取り組もう　　
　       センター事務局長　　飯田勝泰 …1   
●報　　告
　第10回夏のフィールドワーク
　　　下町の工場、外国人労働者や枝川を精力的に見学
       センター事務局　　　仲尾豊樹 …2    
     第10回メコンデルタ国際研修     第10回メコンデルタ国際研修
       センター事務局　　　仲尾豊樹 …4     
   　     　  
　地震・石綿・マスク支援プロジェクト
　　　9月の防災週間で震災アスベスト問題を     センター事務局長　　飯田勝泰 …6
 
　韓国からのたより
            韓国じん肺法改正     労働健康連帯（韓国）鈴木　明        …9

       アスベスト惨禍を国に問う
　　大阪泉南地域の石綿被害と歴史と国賠訴訟 
　　　　　　　　　講演と証言の集い       …10

   ●相談から

　   　オフセット印刷機の清掃で石綿肺に    …11
　   　イラン人男性Ｊさん　鉄骨運搬で腰椎椎間板ヘルニア  …12

- index -

 今月のおすすめ改善事例

駐車場のエアコンにガード
　ある労働基準監督署の駐車場です。
　労災申請打合せで訪問して車から降りたところ、駐車場の横に設置されていたエアコンの換気
装置にガードが取り付けられていました。それも黄色で表示されて。きっと車がぶつかったのか
もしれませんが、エアコンの換気装置に頑丈なガードがあるのは初めてみました。
   監督署にあるのも、面白いと思いました。参加型安全衛生運動とはかなり離れた存在だと思うの
で・・・・

黄色にペイント黄色にペイント

305号（2010．09-10)



●センターから
　職場のメンタルヘルス対策をめぐる労働政策審議会の動き
　       センター事務局長　　飯田勝泰 …1   
●報　　告
　第18回東京労働安全衛生学校を開催　
　　　センターオリジナルの参加型安全衛生研修マニュアルをもとに
       センター事務局　　　仲尾豊樹 …3    

     アスベスト惨禍を国に問う     アスベスト惨禍を国に問う
　　大阪泉南地域の石綿被害と歴史と国賠訴訟　講演と証言の集い      
   　　　        …5     
　なくせじん肺キャラバン茨城行動
　　　茨城労働局、日立労基署にじん肺根絶を要請       …8
 
　   電動工具の労災事故予防を学ぶ
               建設産業の仲間たち      …10
 
    2010年東京労働局交渉要請事項    …12   

- index -

 今月のおすすめ改善事例

ガラスリサイクル工場の改善事例

左は5月、そのあと昼休みを利用した安全衛生講習会を夏に行ないました。
11月に訪問したところ、作業場の脇にしっかり溶接して作った、スコップやほう
きの置場が作られていました。

306号（2010．11）



●センターから
　2011年を迎えて　     センター代表理事　　平野敏夫  …1   

●報　　告
　2011年東京労働局交渉
　－いじめ・嫌がらせ防止のための啓発文書を作成することに－　
　　　       センター事務局長　　飯田勝泰  …3    

          
●メンタルヘルスがわかる連続区講座
　第１回「こころとストレス」／第２回「メンタル不調の実際」       
　　磯村大さんのコメントから（抜粋掲載）　　　      …11     
　

●ケベック州政府在日事務所への要請行動　　　   センター事務局　　　加藤浩次 …15
 

●再生砕石からアスベスト含有建材電動      センター事務局　　     外山尚紀　  …16
 

● 作業環境測定に新しい分析機械が入りました　　　     センター事務局　　     仲尾豊樹  …18

●相談から
　草津のホテルで清掃委託会社の責任者が突然死
　過労死したパラグアイ移民一世の労災   センター事務局長　飯田勝泰  …19
  

- index -

【▼2010年11月　東京労働局交渉（交渉詳細は本誌掲載）】【▼2010年11月　東京労働局交渉（交渉詳細は本誌掲載）】

307 号（2010.12-2011.01)



●センターから
　緊急支援！被災地のアスベスト対策
　－マスク支援プロジェクトを始動－　   センター事務局長　　飯田勝泰  …1   
   
          
●メンタルヘルスがわかる連続区講座
　第3回「ストレスマネージメントのすすめ」        …3     
　

●報告
   ・第8回アジアワークヘルスフォーラム開催　　　     　　     　　　  …8

 
   ・第22回じん肺・アスベストプロジェクト開催     …9

    ・第3回日韓参加型活動ワークショップ   …10
　　－今年は四日市で開催－

● 職場の取り組み　　          …12
　　東京建設労働安全対策のアスベスト学習会

＊見学・体験　お疲れさまでした!!
－東京労働安全衛生センターを訪れて－    …13
   大神　浩平　

●東北関東大震災レポート1
　建設の仲間と東日本マスクプロジェクトが始動   …14

- index -
308号（2011.02‐03）



＊＊＊特集：震災・原発   アスベスト   アスベスト
●センターから
　原発労働者のいのちと健康を守ろう原発労働者のいのちと健康を守ろう

       センター事務局長　　飯田勝泰  …1
《資料》《資料》
基発０３１５第7号基発０３１５第7号
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための    平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための    
電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について（平成２３年３月１５日）  電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について（平成２３年３月１５日）  …３

基発０４２８第１号         　基発０４２８第１号         　
     緊急作業に従事した労働者のその後の緊急作業以外の     緊急作業に従事した労働者のその後の緊急作業以外の
　放射線業務に寄る被ばく線量に係る指導について（平成２３年４月２８日）   　放射線業務に寄る被ばく線量に係る指導について（平成２３年４月２８日）   …4

      
●福島第一原発からの放射能物質漏洩の影響  センター事務局　　　外山尚紀  …5     
　       （労働安全衛生コンサルタント）

●放射線障害  　      センター代表理事　　平野敏夫  …8
       （ひらの亀戸ひまわり診療所・所長）

●新宿厚生年金会館解体工事
　　リスクコミュニケーションと石綿飛散防止対策の取り組み 
       センター事務局　　　外山尚紀 …10
       （労働安全衛生コンサルタント）

●東北関東大震災レポート2
　5月2日～3日再び被災地に－大船渡市災害対策本部に防じんマスクを提供  
       センター事務局長　　飯田勝泰 …13

   Mekong Delta 2011 参加者募集案内          Mekong Delta 2011 参加者募集案内       …16

- index -
309号（2011．04）



＊＊＊
●センターから
　特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター
　第12回通常総会を開催   センター事務局長　　飯田勝泰 …1

             
●活動報告

　2010年度職場改善大賞は
　　江戸川製缶安全衛生委員会！        …4     
　       
　　第84回日本産業衛生学会が東京で開催
 アスベストやベトナムでの国際協力演題を発表     …8

●職場の取組・あれこれ
 多摩療護園で三多摩労働安全衛生学校  センター事務局　　　仲尾豊樹  …9
       
     
●相談から
 寄稿
 　朝日ソーラー心筋 塞死亡事件
 　　　川越労基署から過労死の労災認定を勝ち取る！ 
       埼京ユニオン　　　嘉山將夫 …10
       
 地域福祉再編の陰で
  春日部労基署　障害者施設職員のうつ病業務上認定    …11  

 《ご案内》
 職場改善から考えるメンタルヘルス連続講座     …13

●トピック
 カント訪問記         …14

 《ご案内》 《ご案内》
 だいじょうぶ？被災地のアスベスト       だいじょうぶ？被災地のアスベスト       
  －マスク支援プロジェクトからの提案　in  仙台ー   …16

- index -
310号(2011.05‐06）



＊＊＊

●センターから
     福島第一原発での緊急作業時の被ばく線量100ミリシーベルトに戻し
     厚生労働省は労働者保護を貫徹せよ
　　       センター事務局長　　飯田勝泰 …1

●報告

　
　東日本大震災後の被災地におけるアスベスト対策 センター事務局　　　外山尚紀 …4     
　       

●トピック
　熱中症対策と労災     センター代表理事　　平野敏夫 …8

●職場の取組・あれこれ
 滝野川学園での安全衛生改善事例発表会  センター事務局　　　仲尾豊樹  …10
       
     

●相談から
 
　　　   車輌電気配線で南砂・汽車製造会社の構内下請け車輌電気配線で南砂・汽車製造会社の構内下請け
　 肉腫型・悪性胸膜中皮腫と改めて判断し遺族補償認定 　 肉腫型・悪性胸膜中皮腫と改めて判断し遺族補償認定    …13
       
　 　 中国人実習生　
　　　　左官作業によるキーンベック病で認定　      …14  

 

- index -

「参加型改善活動」
　　　　　　　　　　（ヴェトナム・カントにて～25日まで）

311号（2011.07)



＊＊＊
●センターから
     第19回東京労働安全衛生学校のご案内
　　       センター事務局長　　飯田勝泰 …1
●報告

　だいじょうぶ？被災地のアスベスト
　マスク支援プロジェクトからの提案in 仙台      …2

　2011年サマーフィールドワーク
　学生自らが企画して中小企業安全衛生、外国人労働者問題、原発問題を学ぶ 
       センター事務局　　仲尾豊樹 …5
　　
  ＊感想：フィールワークに参加して      …6
　
　はじまりました！職場環境から考えるメンタルヘルス講座    …9

●トピック
　福島で子どもたちを放射能から守る健康相談会開催 センター代表理事　　平野敏夫 …12

●相談から
　　　  医療相談会からつながった医療相談会からつながった
 脳卒中の労災認定の事例  脳卒中の労災認定の事例        …14
       
　 申請への不安と会社への疑心　 申請への不安と会社への疑心
　　　　コンビニ食品製造を支える日系労働者の労災２例　     …16  

 

- index -

「参加型改善活動」
　　　　　　　　  （ヴェトナム・カントにて～25日まで）

■おすすめ書籍!!

医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）歴40年!
医療・労災・職業病相談の大ベテラン
東京安全センター事務局・高山俊雄さんが
この度、本を執筆！
40年間に経験したさまざまな相談事例から
見えてくるソーシャルワークの原則とは？

50のケースで考える
医療ソーシャルワーカーの心得 

ー時代と向き合う実践記録

 現代書館から９月10日発行。
 定価１８００円＋税

312号（2011.08)



＊＊＊

●センターから
     厚労省が被曝限度の上限を100msvに切り下げ
   被ばく基準のダブルスタンダードは許されるか？ センター事務局長　　飯田勝泰 …1

●報告

　大阪泉南アスベスト国賠訴訟
　大阪高裁が不当判決－国の責任を認めず、被害者救済を否定    …2

　アスベスト国際会議
　「知恵のための森の中の集い」
　－米国ジョンソン会議に参加して   センター事務局　　外山尚紀 …4
　　
       　
　メコンデルタ2011
　19名の海外代表とベトナムスタッフが協力
　高校生のための参加型環境保全プログラムが成功 センター事務局　　仲尾豊樹 …6

 メコンデルタ研修で得た私が実践できること 
   矢野功二（北里大学医療衛生学部・健康科学学科）   …9

●トピック
　 過労死をなくそう！    センター代表理事　平野敏夫　     …10

●相談から
　　　  明かなじん肺による労災申請が決まらない 　　ひらの亀戸ひまわり診療所　高山俊雄明かなじん肺による労災申請が決まらない 　　ひらの亀戸ひまわり診療所　高山俊雄…12

 寄稿：大分建労で、初のびまん性胸膜肥厚労災認定
  会社側、最後まで労働者性を認めず
  －Ｋさんの労災申請の経過報告－        大分県建設合同労働組合    水澤吉秀        …13
               
 
　 航空機内清掃　 航空機内清掃
 日系ペルー女子労働者　慢性腰痛で労災申請も業務外 日系ペルー女子労働者　慢性腰痛で労災申請も業務外　　　   　　　  …15  

 

- index -
313号（2011.09-10)



＊＊＊

●センターから
        放射能とどう向き合うか－被ばく労働と私たちの課題
       センター事務局長　　飯田　勝泰 …1

●報告

　第19回東京労働安全衛生学校
 13名が参加　外国人労働者が現場を支えるリサイクル工場で   …３

　今年も
　なくせじん肺キャラバン行動　    センター事務局　　　加藤　浩次 …5
　　

       　
　連続講座「職場環境から考えるメンタルヘルス講座」
　　第２回　メンタル疾患を理解する－あなたにできること     …7

　東京と名古屋で進む移住労働者の参加型安全衛生活動        　　　…9

●相談から
　　　  寄稿：ご報告　脳血管疾患での労災認定
     牧田総合病院メディカルソーシャルワーカー    
         　　鈴木　泉        …11

               
 
《資料》 東京労働局交渉　要請書《資料》 東京労働局交渉　要請書　　　   　　　      …12  

 

- index -
314号（2011.11)


	安全と健康index(305～314号）
	安全と健康308号(11.02-03)
	安全と健康
	安全と健康309号
	anzentokenkou本文11.4
	安全と健康309号

	安全と健康
	安全と健康310号
	anzentokenkou本文11.5-6
	安全と健康310号

	安全と健康
	安全と健康311号
	anzentokenkou本文11.7
	安全と健康311号

	安全と健康
	安全と健康312号
	anzentokenkou本文11.8
	安全と健康312号

	安全と健康
	安全と健康313号
	anzentokenkou本文11.9.10indd
	安全と健康313号

	安全と健康
	安全と健康表314号
	anzentokenkou本文11.11
	安全と健康表314号




