
＊＊＊

●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

●報告

　働く者の健康と安全、労災補償、労働条件確保、均等待遇を求め
  東京労働局交渉を行う！      …2

　寄稿
 首都高湾岸線　現場労働者の
 「大地震発生時の防災・津波対策等」の実現
 料金所に激突するＥＴＣ車両、料金所施設の安衛法規則違反の是正
    （東京労働局交渉を終えて）
      ハイウェイ共闘事務局長　榮谷　竹生 …10
　　

       　
　 石綿による肺がんの認定基準の改悪を許さない！
 厚生労働省に対し、医師が連名で意見書を提出     …12

●相談から
　　　  寄稿：床のフローリング補修で急性有機溶剤中毒に
  －Ｓさん（28歳）労災認定をかちとる－     …16
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＊＊＊
●センターから
      だれが福島第一原発の廃炉を見届けるのかだれが福島第一原発の廃炉を見届けるのか

       センター事務局長　　飯田　勝泰 …1

●報告

　　　　被ばく労働問題に関する省庁交渉被ばく労働問題に関する省庁交渉      …2

　　　　寄稿：東京・働く現場の被曝対策状況　清掃現場、水道・下水道現場から東京・働く現場の被曝対策状況　清掃現場、水道・下水道現場から   

    　　　　　　　　東京清掃労働組合一組総支部　副委員長　岸野  静男東京清掃労働組合一組総支部　副委員長　岸野  静男    …５
      全水道東京水道労働組合             副委員長     渡邉　洋       全水道東京水道労働組合             副委員長     渡邉　洋       … 6
　　      　

　 第9回アジアワークヘルスフォーラム第9回アジアワークヘルスフォーラム
 メコンデルタでの高校生環境教育活動－ＷＩＮＤＹから学ぶ メコンデルタでの高校生環境教育活動－ＷＩＮＤＹから学ぶ    … 8

 職場環境から考えるメンタルヘルス講座　終了！職場環境から考えるメンタルヘルス講座　終了！          … 10
  第3回「職場の暴力」－ハラスメント第3回「職場の暴力」－ハラスメント
  第4回「ストレスマネージメントのすすめ」  第4回「ストレスマネージメントのすすめ」

●相談から
　　　  寄稿：群馬県太田労基署が日系ブラジル労働者の嗅覚障害を労災認定！群馬県太田労基署が日系ブラジル労働者の嗅覚障害を労災認定！

    　　  全国一般埼京ユニオン・嘉山將夫    　　  全国一般埼京ユニオン・嘉山將夫 　　　　… 12
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＊＊＊
●センターから
      杉浦裕さんを悼む杉浦裕さんを悼む       

      　センター代表理事　　平野　敏夫 …1

●報告

　　　　　　健康、快適、働きやすい職場づくりのヒントが満載!!健康、快適、働きやすい職場づくりのヒントが満載!!
 職場改善事例発表会－外国人労働者、福祉系職場で進む参加型職場改善 …2

 外国人労働者の生活と権利のための春の共同行動
 　3.25マーチinマーチ2012        … ５
　　      　

　 第２３回じん肺・アスベストプロジェクト第２３回じん肺・アスベストプロジェクト     … ６

 建設じん肺　この一年の取り組み           … ７
  
 どう取り組むか被ばく労働問題 どう取り組むか被ばく労働問題
  被ばく労働問題を考える交流討論集会が開かれる    …８  被ばく労働問題を考える交流討論集会が開かれる    …８

 《寄稿》3.20石巻シンポジウム        《寄稿》3.20石巻シンポジウム       
            中皮腫・じん肺・アスベストセンター …10中皮腫・じん肺・アスベストセンター …10
        事務局長　永倉冬史        事務局長　永倉冬史

●相談から
　　　  速報！リサイクルセンターの手選別ライン　女性作業員の指曲がり症が認定 　　　　リサイクルセンターの手選別ライン　女性作業員の指曲がり症が認定 　　　　… 11
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安全と健康-2012年５月　石巻アスベスト・プロジェクト特集
　
 東日本大震災の被災地におけるアスベストの状況ー石巻アスベスト・プロジェクトの記録  

 １.目的      　 …  1

 ２.方法       …  2

 ３.経過       …  5

 ４.調査結果      …  5

 ５.提言       … 13

 ６.結び       … 14

 ７.資料       … 15

 

- index -

《石巻アスベスト・プロジェクト特集号を発行するにあたって》

　この度の大地震により被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方、
ご家族の方に深くお悔やみ申し上げます。　
　昨年３月１１日、東日本大震災が発生し、巨大な津波が東北地方の三陸海岸沿岸部を襲いました。
　東京の私たちも今まで経験しなことのない激しい揺れを感じました。交通機関はストップ。電話も通
信不能になり、帰宅難民となった人々が黙々と帰路を歩く姿が深夜まで続きました。
　テレビでは信じられない光景が映し出されていました。東北沿岸部の街々を大津波が次々とのみこん
でいきます。黒々とした濁流に街の全てが根こそぎ流されています。「早く逃げろ！」と泣き叫ぶ声。火
の海となった港。平穏な人々の生活が一瞬にして叫喚の地獄絵となっていく様を私たちはただ茫然と眺
めるだけでした。
　未曾有の被害が明らになるにつれ、被災地の人々に対して私たちができることは何かを考えました。
そして「とにかくマスクを送ろう」と思いました。１７年前の阪神淡路大震災の教訓から、私たちは地震・
石綿・マスク支援プロジェクトを立ち上げ活動してきたのです。こうしたときこそ、マスク支援プロジェ
クトの真価を発揮しなければならないと思いました。
　被災地の人々や子どもたちをアスベストから守るため、３月下旬から防じんマスクを送り届ける緊急
支援活動を始めました。被災地ではあらゆるものが破壊され、膨大な量のがれきと残がいが残されてい
ました。被災地を巡りながらアスベスト粉じんの濃度を測定し、建物の吹付けやがれきに含まれるアス
ベストを分析する活動に取り組みました。
　昨年７月、仙台市で調査活動の中間報告を発表。１２月からは環境再生機構地球環境基金の特別助成
を受け、最も被害が大きかった石巻市でのアスベスト調査とリスクコミュニケーションをはかる活動を
行ってきました。
　本号は、昨年１２月から３月末にかけて私たちが取り組んだ石巻アスベストプロジェクト活動の特集
号です。将来、被災地の人々をアスベスト被害で苦しませてはならない。そんな願いを込めて、これか
らも私たちにできる活動を粘り強く続けていきたいと思っています。
 ２０１２年５月    
       東京労働安全衛生センター　飯田　勝泰

318号※（2012.05）



　

　　おすすめ改善事例

＊＊＊
●３・１１東北大震災による新たな課題にもチャレンジ３・１１東北大震災による新たな課題にもチャレンジ
　　東京労働安全衛生センター第１３回定期総会　　東京労働安全衛生センター第１３回定期総会     …1

● 職場改善大賞に輝いた滝乃川学園に聞く職場改善大賞に輝いた滝乃川学園に聞く！     ！     …4

● 特報!!
　 印刷業界を揺るがす胆管がん死 

  －職場にひそむ危険・有害要因を洗い出す－      …6

●ヤングWIND第2年度が始動
　日本の専門家を交え、環境保全型農業の交流を行う     …8   
   　
● 被災地支援訪問日誌:2012年5月～7月；アスベスト 被災地支援訪問日誌:2012年5月～7月；アスベスト       … 10

● 相談から
　　　  退職後に肺がんを発症した建具職人の労災が認定退職後に肺がんを発症した建具職人の労災が認定 　 　　　　  　　　  … 11

＊＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事リレーエッセイ・・・思いがけない出来事            … 12      
        高山　俊雄高山　俊雄　（亀戸ひまわり診療所）　（亀戸ひまわり診療所） 

- index -

東京労働安全衛生センターが支援するばね工場で行われた、
ばねを高温の薬品に浸す作業についての改善事例です。

左・改善前：上部が開いていて熱がもれてしまい、レンガも古い。
右・改善後：上部を密閉しレンガも高く新しいものに積み替えまし
た。また左手出口から外に向けて白いペンキで通路部分をはっきり
明示しました。

318号（2012.06)



＊＊＊
●労安法改正法案
　　　すべての労働者にメンタルチェックを義務づける　すべての労働者にメンタルチェックを義務づける    …1

● 龍基金2012　「和民」従業員　故・森美菜さんの遺族へ授与龍基金2012　「和民」従業員　故・森美菜さんの遺族へ授与      …3

● 夏のセンター２大研修　
  メコンデルタ参加型改善活動国際研修2012

   －ベトナム農村高校生と共に40名が参加－    －ベトナム農村高校生と共に40名が参加－   …4
 
　　　　東京労働安全衛生センター　
  サマーフィールドワーク2012     …6   

● 被災地支援訪問日誌　被災地支援訪問日誌　

 2012年8月23日；常磐道を走って北茨城じん肺出張診療へ    2012年8月23日；常磐道を走って北茨城じん肺出張診療へ   … 9

● 相談から
　　　  シミ抜き溶剤での曝露が労災認定   　 　　　　  　　　  … 10

＊＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事リレーエッセイ・・・思いがけない出来事            … 12      
        加藤　浩次加藤　浩次　（センター事務局）　（センター事務局） 

- index -

　

　第20回東京労働安全衛生学校のご案内
　2012年10月20日（土）　9：00～17：00
＝障害者福祉施設の参加型改善活動から学ぶ＝

 東京労働安全衛生学校は、職場訪問を通して作業の安全、労働者の健康対策、快適な職場環境作りを実践的に学びます。
受講者が改善対策を提案し、自らの職場に応用することを目指します。
 東京労働安全衛生学校は、誰もがすぐに役立つ改善のヒントを楽しく学ぶため、アクションチェックリストを使った職
場巡回、ゲームを取り入れた知識の学習、グループ討議による改善策の立案など、ユニークなメニューが盛りだくさんで
す。今までのべ数百名の仲間が受講し、事業場の安全衛生委員会活動や組合活動にいかしてきました。今年は、国立市に
ある社会福祉法人滝乃川学園（日本の知的障害者福祉施設の草分け）が会場です。滝乃川学園は参加型による職場改善に
取り組み、大きな成果をあげています。同学園の安全衛生委員会活動の実際を学びながらトレーニングを行います。
　安全衛生というと難しく専門的と考えられがちです。しかし、東京労働安全衛生学校では、職場を多面的・複合的に見
直す視点を養い、現場で実現可能な改善策を立案し、時にはゲームで場を盛り上げながら、職場を変える力を習得するこ
とができます。 ぜひ東京労働安全衛生学校にご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■日時　　　2012年10月20日（土）
　■時間　　　午前9時　～　午後5時
　■会場　　　社会福祉法人　滝乃川学園
　　　　　　　　　国立市谷保6312　TEL：042-573-3940／南武線　矢川駅下車　徒歩10分

　■受講料　　5000円
　■定員　　　　15名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■申し込み先　特定非営利活動法人　東京労働安全衛生センター
　〒136-0071　東京都江東区亀戸　7-10-1　Zビル5階(担当：　飯田、仲尾)

319号（2012.07-08)



＊＊＊
●活動から
　　　東北大震災被災地のアスベスト対策プロジェクト活動　　 　東北大震災被災地のアスベスト対策プロジェクト活動　　   …1
 女川、気仙沼でアスベスト問題を考える市民の集いを開催

● 話題話題

　　今ある石綿含有建材の対策を考える　　今ある石綿含有建材の対策を考える
  －大気汚染防止法改正の論点－ －大気汚染防止法改正の論点－             …4

● センター各種取り組み報告　
  カトリック成田教会で外国人交流BBQパーティー

  労組の定期大会でメンタルヘルス研修  労組の定期大会でメンタルヘルス研修          …7
 

　　　　岡山で全国労働安全衛生センター連絡会議の第23回総会開催
   新議長に平野敏夫（TOSHC代表理事）が就任     …8   

● 相談から
　　　  石綿含有建材の運搬仕事で中皮腫を発症  　 　　　　  　　　  … 10

● 被災地支援訪問日誌被災地支援訪問日誌　　

 2012年8月30-9-4日；発見！石巻でアスベストの不適切工事    2012年8月30-9-4日；発見！石巻でアスベストの不適切工事   … 11

＊＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事リレーエッセイ・・・思いがけない出来事            … 12      
        内田　正子　（センター事務局）内田　正子　（センター事務局） 

- index -

被ばく労働者に安全と権利を！
11.9「被ばく労働を考えるネットワーク」設立集会

[集会プログラム] 　
福島における労働問題と被ばく問題＝いわき自由労組　
原発事故以降の被ばく労働に関する問題提起＝神奈川労災職業病センター　
福島での相談活動の呼びかけ＝被ばく労働を考えるネットワーク準備会　
全体討論　

日時●2012年11月９日（金）18時20分開場／18時30分開始
場所●江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第１、２会議室
 東京都江東区亀戸2-19-1（JR総武線、東武亀戸線「亀戸駅」下車徒歩2分）

主催●被ばく労働を考えるネットワーク準備会
〒111-0021　東京都台東区日本堤1-25-11 山谷労働者福祉会館気付
090-6477-9358（中村）／info@hibakurodo.net／郵便振替　00170-3-433582

       
TOSHC代表理事・平野敏夫も
準備会の呼びかけ人の一人です。

320号（2012.09）



＊＊＊

●活動報告　　　　 　　   

 介護福祉職場での安全衛生を考える介護福祉職場での安全衛生を考える
 第20回東京労働安全衛生学校を滝乃川学園にて開催    第20回東京労働安全衛生学校を滝乃川学園にて開催   …1

　　 　　 メンタルヘルス2012連続学習講座メンタルヘルス2012連続学習講座
　　　 第一回「労働環境と疲労する労働者たち」　　　 第一回「労働環境と疲労する労働者たち」
  -手に負えない腕白坊主を大人たちはどうつくるか-  -手に負えない腕白坊主を大人たちはどうつくるか-      …4

●被災地支援活動から《ご案内》《ご案内》
  １２・８被災地のアスベスト除去工事を検証する集い    １２・８被災地のアスベスト除去工事を検証する集い    …5

● 東京労働局交渉2012年要請書       …6

　　　　      
● 相談から
　　　  スーパーでのすし製造を一人で担当パート女性の頸肩腕障害を発症ーパーでのすし製造を一人で担当パート女性の頸肩腕障害を発症
　　　 　　　新宿労働基準監督署の不当な業務外決定に審査請求中　　　 　　　新宿労働基準監督署の不当な業務外決定に審査請求中  　 　　　　 　　　 … 10

＊＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事リレーエッセイ・・・思いがけない出来事            … 12      
        仲尾　豊樹仲尾　豊樹　（センター事務局）　（センター事務局） 

- index -
321号（2012.10)



●活動報告　　　   

 今年も取り組みました！
 11.21なくせじん肺キャラバン茨城行動   …1

　　 香川県の建設労働組合と協力
　　　 じん肺アスベスト疾患二次診療活動開始   …3

 ー被ばく労働者に安全と権利を！ー
 11月9日被ばく労働を考えるネットワーク結成  …4

 
 メンタルヘルス2012連続学習講座
 　講師に天明佳臣さん      
 第２回　感情労働ー“笑顔”のストレス    …6

●被災地支援・訪問日記

 11.9 福島の放射線測定結果
 福島市から飯舘村、南相馬を駆け足で回りました  …10

＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事         
  外山　尚紀　（センター事務局）   … 12

- index -
322号（2012.１１）



●新しい年を迎えて
  代表理事　平野  敏夫　　　    …1

●東京労働局交渉報告　2012.11.14    …2

  
  ＊関連資料      …6

●メンタルヘルス2012連続学習講座
 講師は磯村大さん      
 第3回「社会、そして職場への復帰」    …9

●胆管がん問題のインパクト      …12

●2013ベトナム訪問記　2013ベトナム訪問記　
 辻裏佳子 辻裏佳子（福井県立大学　WINDYプログラム企画運営委員）（福井県立大学　WINDYプログラム企画運営委員）  …14

＊リレーエッセイ・・・思いがけない出来事         
  飯田   勝泰　（センター事務局長）   … 16

- index -
323号（2012.12‐2013．01）
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