
《センターから》

 ● 2016 年全国安全週間が始まります
 ー化学物質管理と予防の制度強化を求め、職場での活動を強めようー
　　        　　　　　        　　　  …1

《報　告》

 ●特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター
  第 17 回定期総会開催      …3

　　　　

 
 ●職場の労働安全インタビュー職場の労働安全インタビュー
　  　  第 2 回　熊井武史さん・中島功さん第 2回　熊井武史さん・中島功さん
 　  　 　  　（江戸川製（江戸川製罐株式会社　安全衛生委員会罐株式会社　安全衛生委員会））   …6

《相談から・特別寄稿》

 ●Uさんの精神障害の労災申請について
   山梨ユニオン　村山誠一   山梨ユニオン　村山誠一        …8

《リレーエッセイ》

  この一曲 平野　敏夫     …12 

- index -

《自己紹介》奥村　隆志

　初めまして。5月下旬より東京労働安全衛生センターの事
務局員として勤務させて頂いております、奥村隆志と申しま
す。この度、作業環境測定に関する業務を中心に担当させて
頂くことになりました。

　現在、41歳で新人というには年をくっておりますが、前
職は労働科学研究所で 12年間、人間工学分野に関する調査
研究を担当していました。ここ数年では、高年齢労働者の労
働力を発揮する働き方の在り方というテーマで心身機能に関
する調査・研究を行っていました。また、現在、高年齢労
働者の転倒、転落・墜落事故が増加傾向にあり、個々人の転
倒や転落・墜落のリスクを評価する方法の検討なども合わせ
て行っておりました。直近では企業と共に作業現場における
個々人の熱中症リスクを評価する測定機器の共同開発を行っ
ていました。
　このように安全という切り口で過ごしてきた期間が長く、
衛生分野、特に作業環境は新たな分野へのチャレンジになり
ます。当面は作業環境に関する業務をOJT で仲尾さんに指
導して頂きながら、衛生管理者の資格取得に向けて座学の方
も勉強しながら日々を過ごしています。
　プライベートに関してですが、学生時代はテニスやバスケ
ットなどの球技に明け暮れていましたが、最近 10年程、遠
ざかっており、運動不足ぎみです。唯一、紅葉時期には全国
の素晴らしい景色を求め、撮影しながら登山やハイキングを
しています。最近では旭岳や尾瀬にある至仏山、燧ケ岳など
に登頂しました。運動不足が祟り、かつ景色を楽しみながら
のため、年配の登山者に次々と抜かされ、大抵はコースタイ
ムを大幅にオーバーする始末です。登山で年配の皆さんを見
ているとまだまだ負けてられないという思いになるのは現地
だけで、帰ってくると運動が続きません。東京労働安全衛生
センターに勤めることになり、通勤の移動時間も長くなりま
したので、今後は歩く機会を徐々に増やしていきたいと思っ
ています。
　今後、皆様とお会いする機会が出てくると思いますが、ど
うそよろしくお願いいたします。（了）
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《特別寄稿》

 ●浦和・商店街の劣化吹付けアスベスト落下事故とその対策　 　 …1
  斎藤宏・斎藤紀代美（浦和青年の家跡地利用を考える会）

《報告》
 ●熊本地震被災地のアスベスト対策
          …3

 ●元ボイラー整備工の男性
  アスベスト国賠訴訟で和解成立    …6

　　　　

 
 ●連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて   …7

 ● 2015 年度精神障害労災請求件数　過去最多 1,515 件
  職場のメンタルヘルス
  TOSHC メンタルヘルス講座 2016 にご参加を！  …9

《トピック》

 ●ミャンマーでの安全衛生トレーニング    …11

 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など    …15
 2016 年 7月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 加藤浩次     …16
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355号(2016.06)



《特別寄稿》

 ●浦和・商店街の劣化吹付けアスベスト落下事故とその対策　 　 …1
  斎藤宏・斎藤紀代美（浦和青年の家跡地利用を考える会）

《報告》
 ●熊本地震被災地のアスベスト対策
          …3

 ●元ボイラー整備工の男性
  アスベスト国賠訴訟で和解成立    …6

　　　　

 
 ●連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて   …7

 ● 2015 年度精神障害労災請求件数　過去最多 1,515 件
  職場のメンタルヘルス
  TOSHC メンタルヘルス講座 2016 にご参加を！  …9

《トピック》

 ●ミャンマーでの安全衛生トレーニング    …11

 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など    …15
 2016 年 7月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 加藤浩次     …16
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《報　告》

 ●メコンデルタ 2016
  参加型改善活動を学ぶ国際研修開催   参加型改善活動を学ぶ国際研修開催 
   ５カ国から 21 名が参加       ５カ国から 21 名が参加    …1
    仲尾　豊樹（東京労働安全衛生センター事務局）

 ●北関東ホットライン８/４- ５
  栃木・群馬アスベストホットライン
          …4

 ●サマーフィールドワーク 2016     …5

　　　　

 
 ●軽井沢バス転落事故の背景について考える
   三多摩労働安全衛生センター運営委員
    黒田　幸英（西東京バス労働組合執行委員） …6

 ●連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて (2)連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて (2)
  
                …8

 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など    …10 

 2016 年 8 月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 毛利　一平     …11
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《報　告》

 ●第 27回なくせじん肺茨城行動で茨城労働局、日立労基署第 27回なくせじん肺茨城行動で茨城労働局、日立労基署  …1
    

 ●「過労死をなくそう！龍基金」第１０回中島富雄賞授賞式「過労死をなくそう！龍基金」第１０回中島富雄賞授賞式  …3

 ●メンタルヘルス講座 2016メンタルヘルス講座 2016（第一回・第二回報告）（第一回・第二回報告）   …4

　　　　

 
 ●職場の労働安全インタビュー　第 4回　株式会社スガワラ 職場の労働安全インタビュー　第 4回　株式会社スガワラ  …6

 ●連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて (3)連載　労働現場での転倒災害の防止に向けて (3)   …8

 

 《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など  …9

  2016 年 9月の報道から

《相談から》
 
 元石綿工場の労働者遺族が国家賠償裁判を提訴！   元石綿工場の労働者遺族が国家賠償裁判を提訴！   …10

 《リレーエッセイ》

  この一曲 内田　正子     …12
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《センターから》

 ●東京労働局交渉報告    東京労働局交渉報告        …1

   資料：業務上疾病処理状況 2015 年東京労働局他 …4～ 5  
  

《報　　　告》

 ●職業がんをなくそう集会 inFUKUI    職業がんをなくそう集会 inFUKUI     …6

 ●大阪泉南を訪ねて
  石綿産業の歴史と被害の実相を学ぶ    …7

 ●メンタルヘルス講座 2016メンタルヘルス講座 2016
    
  　  　第三回　職場風土とハラスメント第三回　職場風土とハラスメント
      前編　金子雅臣さん前編　金子雅臣さん     …8

 
《寄 稿》《寄 稿》   

 ●アスベスト対策に係る
  リスクコミニュケーションケース
  《学校等の場合》

   永倉冬史 (中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長） …10

 
《連　　載》　労働現場での転倒災害の防止に向けて (4)《連　　載》　労働現場での転倒災害の防止に向けて (4)    …12
 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …14

  2016 年 10-11 月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 奥村隆志     …16

- index -

【患者と家族の会関東支部のクリスマス会。2016 年 12 月 10 日】

359号（2016.11-12)



《センターから》

 ●新しい年を迎えて    新しい年を迎えて          …1
  センター代表理事　平野　敏夫
      
《報　　　告》

 ●　第 24回東京労働安全衛生学校   第 24 回東京労働安全衛生学校     …2

 ●　メンタルヘルス講座 2016メンタルヘルス講座 2016
    
  　  　第三回　職場風土とハラスメント第三回　職場風土とハラスメント
   後編　中島由美子さん   後編　中島由美子さん     …5

 ●アスベスト除去の現場とリスクアセスメント   …6

 ●東電福島第一原発で働く全ての労働者に雇用保険を！
 　第 16 回被ばく労働問題に関する省庁交渉報告   …9
 

                   
《連　　載》　労働現場での転倒災害の防止に向けて (5)《連　　載》　労働現場での転倒災害の防止に向けて (5)    …12

《相談から》「苦力の奴隷だった」と語ったベトナム人技能実習生 《相談から》「苦力の奴隷だった」と語ったベトナム人技能実習生 …14…14

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …15

  2017 年 12 月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 天野　理     …16

- index -
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《センターから》

 ●福島原発被ばく労働　損害賠償裁判はじまる
　 　　 　「他の作業員のためにも今声をあげる責任がある！」と訴える 「他の作業員のためにも今声をあげる責任がある！」と訴える   …1
  センター事務局長　飯田　勝泰
      
《報　　　告》

 ●熊本地震被災地のアスベスト対策の状況    熊本地震被災地のアスベスト対策の状況    …2

        
 ●ベトナム・カントで根付く
  参加型環境改善活動参加型環境改善活動＝WINDY＝WINDY
    
  教員らが中心に生徒の改善成果を収集　   教員らが中心に生徒の改善成果を収集　 
   学校・授業改善にも役立てる   学校・授業改善にも役立てる       …4

 

  ●高プロ・裁量労働制の規制緩和に反対し、高プロ・裁量労働制の規制緩和に反対し、
 　　真に実効性のある長時間労働の規制を求める院内集会 　　真に実効性のある長時間労働の規制を求める院内集会  …7
 

                   
《相談から》《相談から》
  ●  ●労働者歴 7年 7ヶ月の肺がん労災労働者歴 7年 7ヶ月の肺がん労災      …9…9

  ●既往の椎間板ヘルニア増悪で神経因性膀胱障害
   - 障害等級 7級で年金給付決定 -   …10

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …11

   2017 年 1月の報道から

《リレーエッセイ》

  この一曲 飯田　勝泰     …12
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362 号（2017.03） 
 
 
 
index 
 
第 8 回韓日参加型産業安全保健トレーニングワークショップ   …１ 
 
 
第 3 回職業がんをなくそう集会 in 東京     …4 
職業がん予防の継続的な活動を確認する 
 
第 28 回じん肺・アスベストプロジェクト     …6 
 
 
外国人労働者・3 月春闘行動      …7 
3 月 7 日省庁交渉＆３月 12 日マーチインマーチ 2017 
 
職場の安全衛生インタビュー      …8 
 第 5 回 日の出福祉園 
 
相談から 
 トラックの荷台から転落し外傷性脳損傷 

高次脳障害のみの障害認定を不服として審査請求中   …10 
 
気になるニュース 労災職業病・アスベスト問題など 

2017 年 2 月      …11 
 
 
リレーエッセイ  この一曲 外山尚紀    …12 



《報 　告》

 ●ユニークな改善に拍手と笑いに沸いた
  　2017 年職場改善事例発表会        …1
   センター事務局　仲尾　豊樹      
《寄　　　稿》
 ●旧●旧夙夙

しゅくがわしゅくがわ

川川学院大学解体工事学院大学解体工事
  ア  アススベスト飛散事件住民提訴ベスト飛散事件住民提訴
      中皮腫・じん肺・アスベ中皮腫・じん肺・アスベストセンター      ストセンター      
            永倉　冬史永倉　冬史      …4
    
《小規模事業場で化学物質管理に取り組む》
 連載にあたって　/東京労働安全衛生センター《作業環境測定事業》    …6
 
 化学物質の管理 良好事例 1
  事業場で使用している化学物質を確認し、
  使用量、使用状態を確認します。     …7
 
                    
《 相談から 》《 相談から 》
  
 ●くも膜下出血を発症した被災者の復職問題    …8

 ●鋳物工場のバングラデッシュ技能実習生
  機会に巻き込まれ指切断　障害 12級    …10 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …11
   2017 年 3月の報道から

《リレーエッセイ》

  動物との出会い 高山　俊雄    …12
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