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“クボタショック”から9年 ~ I 

アスベスト被害の
救済と根絶をめざす

参加自由

無料

に参加しましょう！
日時：6月28日（土）正午～4時半

場所：尼崎市中小企業センター 阪神尼崎駅北東すぐ
電話 06-6488-9501

9年前の2005年6月29、30日ークボタは79名に及ぶ自社 ・関連企業アスベスト被

害の死亡労働者数を明らかにし、また、 30日には今は亡き前回さん、土井さん、早川さん

の3人が、周辺住民彼害者としてクボタから見舞金を受取ったことを、 患者と家族の会や支

援団体と共に明らかにしました。（公害としてのアスベスト織害）

このクボタショックによって、まさに隠されていた日本のアスベスト被害の実態が一気に

人々の自にさうされることになりました。

それ以後、石綿が原因であるがん「中皮腿Jで亡くなった人は全国で増えつづけており、

ベスト彼害の実餓を広く世間の人々に知って

もらうため、今年もまた尼崎袋会を計画しま

した。ぜひぜひたくさんと参加下さい！ Ill曹隠慣を求める筒1；大をく
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特集／全国安全センターの厚生労働省交渉

「谷間」なくすはずの健保法改正が
被災者の生活脅かす矛盾是正を
安衛法・行政不服審査法改正審議等にも注目

今年の全国安全センターの厚生労働省交渉
は、2014年3月27日、衆議院第一議員会館第6会議
室において、正味約3時間かけて行われた。要望
書は、A.全般的事項、B.労働安全衛生関係、C.労
災補償関係からなるが、交渉は3つの時間帯に区
分して厚生労働省側の担当者が入れ替わるかた
ちで行われた。厚生労働省側は延べ25名、全国
安全センター側参加者も同じ程度であった。今回
も阿部知子衆議院議員に紹介いただいた。
要望書及び厚生労働省の回答、やりとりの記録

は、10頁以下に掲載した。

労働安全衛生法改正案

正反対のアプローチ

労働安全衛生法の改正案が国会に提出され、4
月9日に参議院本会議で以下の附帯決議を付けて
全会一致で通過、衆議院に送付されている。
1		 リスクアセスメントの義務化については、化学
物質のリスクに対する事業者の認識を高めるよう

制度の周知を図るとともに、事業者の取組状況を
把握し、適宜、化学物質管理対策にいかすこと。
2		 ス	トレスチェック制度については、労働者個人
が特定されずに職場ごとのストレスの状況を事
業者が把握し、職場環境の改善を図る仕組みを
検討すること。また、小規模事業場のメンタルヘ
ルス対策について、産業保健活動総合支援事
業による体制整備など必要な支援を行うこと。
3		 受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは「た
ばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に
おいても明示されており、また「2020年までに受動
喫煙のない職場を実現すること」が政府の目標と
なっていることも踏まえ、受動喫煙の防止のため
の設備の設置を促進するための援助に必要な
予算措置を講じ、中小企業に対する支援に努め
るとともに、本法律の施行状況を見つつ、受動喫
煙防止対策の在り方について検討すること。
4		 重大な労働災害を繰り返す企業への対応に
ついては、今回の改善計画制度を着実に実施
する一方、当該企業の個別事業場の法令違反
に対しては、引き続き、厳格に対応すること。
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全国安全センターの厚生労働省交渉－労働安全衛生法改正案のストレスチェックの問題点を問い質す平野敏夫議長（左から2人目）

5		 外国に立地する検査・検定機関の登録制度に
ついては、国内の検査・検定機関と同等の機能
性・安全性を担保するよう、厳格に運用すること。
6		 一定の規模以上の工場の新設等に係る事前
届出規制の廃止については、廃止による影響を
把握し、労働者の安全衛生を担保できないと判
断できる場合には、廃止の見直しを含め、適切に
対応すること。
7		 一般の労働者の口腔の健康を保持すること
の重要性に鑑み、第177回国会において本委員
会提出により成立した歯科口腔保健の推進に
関する法律の趣旨も踏まえ、業務と歯科疾患の
関連についての知見の収集に努め、収集した知
見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、職域に
おける歯科保健対策について具体的に検討を
行うこと。
今回の改正法案の中心的内容と言える「ストレ

スチェック」と「リスクアセスメント」は、労働安全衛
生のまったく正反対の両方向のアプローチを代表
しているとも言える。一方は、心理的な負担の源に
対処するのではなく、労働者の心理的な負担の程

度－労働者のストレスの状況を把握しようというも
の。他方は、胆管がん問題という個別問題を踏ま
えながら、個別規制ではなく、事業者の包括的責任
を一定強化しようというものである。
交渉では十分な議論を行えたとは言い難いが、
私たちのスタンスは、前者については反対、後者に
ついては賛成だが一層の拡大・強化が必要という
ものである。とくに後者については、私たちが提案
するようなかたちでリスクアセスメントが義務化され
たとしてもなお、胆管がん事件の再発防止には決し
て万全とは言えないと自覚しているからである。
厚生労働省は今年2月17日付けで「今後におけ

る労働衛生対策の推進に関する基本方針」（39
頁参照）と銘打った文書を発出しているが、まさに
基本方針をめぐる議論の深化が望まれる。

行政不服審査法改正案

5年後の見直し条項追加

また今国会には、行政不服審査法の改正案も提
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出されている。この関連の要望事項（C-14）は遅れ
て追加して連絡がうまくいかなかったためやり取り
はできなかった。
政府案の内容については5月号で紹介しており、
民主・結い・生活・社民4党による対案も提出されて
いるが、政府案に5年後の見直し条項を追加する
かたちで5月22日に一部修正のうえ衆議院を通過
して、本稿執筆の段階では参議院総務委員会で
審議が行われているところである。
今回の改正が「同じ穴のムジナ」－身内が身内

を裁くあり方の是正を標ぼうしていることもあり、5月
15日の衆議院総務委員会では近藤昭一議員が、
石綿肺がん等で行政不服審査で救われなかった
事例が裁判によって相次いで逆転認定されている
ことなどを取り上げて、行政不服審査段階で、監督
署のときと同じ専門医に意見を聴いて棄却すること
がないよう求めて、前向きな答弁を引き出している。
この問題には長い経過があり、私たちも2008年4
月10日に、日本労働弁護団、過労死弁護団全国連
絡会議、働くもののいのちと健康を守る全国安全セ
ンターと連名で緊急アピールを発したり（同年5月号
参照）、同年に出版された『行政不服審査制度の
改革』（日本評論社）に全労働省労働組合書記長
（当時）の森崎巌氏が「労働保険審査制度の見
直しの動向と課題」を執筆していたりもするので、
参考にしていただきたい。いずれにせよ、法案審議
の動向とともに、今後の制度の具体的運用をチェッ
クしていく必要性を感じている。

過労死等防止対策推進法

過労死防止法が成立へ

さらに、要望事項と直接関連しないが、過労死
等防止対策推進法案が5月27日に衆議院本会議
で全会一致で可決され、今国会で成立するものと
見込まれている。
本誌では、日本版ホワイトカラー・エグゼンプション
導入を過労死家族らの奮闘で阻止できた後、2008
年に過労死弁護団全国連絡会議と日本労働弁護
団が「過労死等防止基本法」の制定を求める決議

を採択し（2009年1・2月号）、2010年10月に最初の
国会院内集会が開催されたことなどを紹介してきた
（同年12月号）。
昨年6月に過労死防止対策基本法制定を目指

す超党派議員連盟が結成され、年末には、まず野
党6党が共同法案を提出し、継続審議としたうえで
今国会で自民・公明両党も党内論議を深め、それ
をもとに超党派案を作成して野党案と差し替え、法
案成立を図るという方針が確認された。
5月23日に「超党派案」が衆議院厚生労働委員
会で委員長提案されて、全会一致で採択。この日
は、全国過労死を考える家族の会代表世話人の
寺西笑子さんの参考人意見陳述も行われた。
同法の内容は次号で紹介したいと考えている

が、関係者の努力に敬意を表したい。
しかし他方で、5月28日に開催された政府の産業
競争力会議課題別会合で「新しい労働時間制度
の創設」として、ホワイトカラー・エグゼンプション導
入が事実上固まったとも報じられている。前回、同
制度の導入がもくろまれたのも同じ首相のもとでの
ことであり、この動向は注視する必要がある。今国
会で審議されている労働者派遣法の改悪と並ん
で、労働時間規制の改悪は、労働者の安全と健康
を大きく脅かすものである。

健康保険法改正

労災確定まで健保留保・返戻

昨年、「健康保険と労災保険の適用関係の整
理」を内容のひとつとする健康保険法が改正され、
10月1日から施行された。これは、シルバー人材セ
ンター会員の請負契約による就業中の負傷が、業
務上の事由によるものとして健康保険からの給付
が認定されなかった問題を契機に、厚生労働省内
にプロジェクトチームが設置されて、2012年10月29
日に取りまとめが行われたことを踏まえた法改正で
あった。労災と健保の谷間に陥ってどちらからも給
付が受けられないという事態を回避することが目的
であったはずなのだが、前回2013年2月19日の厚
生労働省交渉でも、現場からの様 な々問題点が指

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
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摘された（2013年6月号参照）。実態は労働者性
があって労災保険の対象となるべき「請負労働者
等」について、形式的に健康保険で処理してしまう
傾向が助長されないかという問題もあるが、実務的
に大きく懸念されたのは、以下の点である。
労災保険の場合、業務上外認定－給付がなさ

れるか否かの決定までに長期間を要する場合がし
ばしばある。その間、働けずに賃金が得られず、労
災保険の休業補償給付もすぐに出ないのでは、労
働者と家族の生活は立ち行かない。そこで、労災
保険の決定が出るまでの間、健康保険の傷病手
当金を受給してしのぎたい。その際、傷病手当金
の請求書に「業務上の傷病である」と記載したら
門前払いされてしまうので、「不詳」と記載する。場
合によっては、労災保険給付が支給された場合に
は返還するという念書も添える－という取り扱いが
全国の現場で行われてきた。
昨年の交渉で法改正によってこの取り扱いがど

うなるか質されたが、厚生労働省保険局保険課の
回答では、労災保険側の判断が確定するまで、健
康保険給付がなされなくなる懸念が残された。
2013年5月13日付け保険局長名の改正健康保
険法施行通達と8月14日付けで保険局保険課が出
したQ&Aを2014年1・2月号で紹介した。Q&Aは、
以下のように言っているように読める。
①	 労災保険給付の請求が行われている場合
であっても、健康保険給付の申請が可能である
（健康保険の保険者は、被保険者等に対して、
その旨周知するなど十分な配慮を行うこと）。
②	 しかし、健康保険の保険者は、健康保険の給
付を留保することができる。
③	 労災保険において業務外であることを理由に
不支給となった場合は、原則として健康保険の
給付対象となる。
これでは、懸念していたとおり、従来の取り扱いを
改悪することになる。労災保険における疾病の場
合の標準的な審査期間が6～8か月程度で、事案
により調査に時間がかかる場合があることも指摘し
ておきながら、その間の患者の生活に対して何の
配慮も示されていないのである。
さらに9月19日付けで、全国健康保険協会本部

から各支部長宛てに「健康保険法等の一部を改
正する法律の施行に伴う取扱いについて（健康保
険法第1条及び第53条の2）」事務連絡が出され
ていることもわかった（42頁参照）。この事務連絡
では、④「申請書の負傷原因記入欄の確認、また
は負傷原因照会により、労災法に規定する業務災
害、通勤災害による保険事故の疑いがあると判断
した申請書については返戻すること」と、上記①の
趣旨に反することまでが記載されていた。
案の定、各地でトラブルが発生している。
同じ事務連絡はまた、⑤「労災保険の給付の決
定に時間を要することから健康保険の給付の決定
を希望する旨の申出があった場合には、労災保険
の災害認定の結果が判明後、速やかに支部に連
絡する旨及び労災保険給付と健康保険給付が重
複した場合はその額を返還する旨の案内（別紙3
参考）とその同意書（別紙4参考）を送付し、同意書
の提出を受けたうえで、支給決定すること」とも書い
てはいる。①と⑤に基づいた対処がなされれば、
問題は回避できるのである。
にもかかわらず、健康保険の現場で、①と⑤が
無視されて、④ないし②の対応が横行してしまうの
は、厚生労働省と全国健康保険協会本部の指示
の仕方に問題があると言わざるを得ない。
労災保険の方で「治癒・症状固定」とされた後で

あっても、治療が必要で現実に受けているという事
例についても、まったく同じような構造で、健康保険
から給付が受けられないというトラブルが生じてい
ることも報告されている。
今年の交渉ではかなりの時間がこの問題に費や

された。厚生労働省保険局保険課の担当者も何
とか問題の所在を理解して、持ち帰って対応を検
討することになった。深刻な問題なので、早急に改
善が図られるようフォローしていきたい。
なお、公務員関係にも問題があることも明らかに
なっている。一例をあげると、東京都職員共済組
合事務局年金保険部医療保険課作成の「短期給
付請求書等様式集」（平成26年4月）に掲載された
「傷病手当金の受給に係る誓約書」には、以下の
ように記載されているのである。
「公務災害認定請求を同時に行っている場合
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には、公務災害補償基金の認定判断が成されるま
で、傷病手当金の支給・不支給の決定が留保され
ることについて了承いたします」。
当座の生活のため、傷病手当金の給付を受ける

ために、労働災害・公務災害認定の手続を断念せ
ざるを得ないようなことがあってはならないはずだ。
石綿健康被害救済法は、労災保険給付の対象

となる可能性のある事案についても、申請を受理し
て迅速に決定・給付を行っている。労災保険給付
がなされれば、救済給付を返還するという仕組み
である。昨年も指摘したが、労災補償の対象になら
ない事例を「迅速かつ隙間なく」救済するという趣
旨であれば、健康保険についても同様の対応を確
立しないと、問題の解決にはならないだろう。

労災と石綿救済法の連携

機構からの情報提供開始

古谷杉郎事務局長も委員に加わった、中央環
境審議会石綿健康被害救済小委員会の「今後の
石綿健康被害救済制度の在り方について」（二次
答申）が2011年6月20日に環境大臣に答申されてか
ら、3年が経とうとしている。2012年12月5日の同済
小委員会に「二次答申の対応状況」が報告されて
いるが、さらに厚生労働省サイドもかかわって一定
の進展があった事項もあった（なお、同小委員会は
2013年6月28日に廃止されている）。
「労災との連携強化」として、「作業従事歴のあ
る申請者等については、申請者本人に労災保険
制度について説明し申請を促すのみならず、個
人情報の取扱いに留意しつつ、機構から労災保
険窓口へ直接連絡することを検討」が掲げられ、
2012年の「対応状況」では、「アンケート調査をもと
に、申請者が作業従事歴を有している可能性があ
る場合、環境再生保全機構から申請者本人に労
災保険制度について説明し、申請を勧奨。また、制
度の円滑な案内に資するよう、環境省、厚労省、環
境再生保全機構で合同のリーフレット、ポスターを
作成、配布済み」とされていた。
その後2013年6月18日付けで改訂された環境省

所管の救済法関係の手続様式に新設された「厚
生労働省への申請情報の提供」を「希望します」
欄にチェックがなされ、事業場の所在地が確認でき
るものの情報を環境再生保全機構が厚生労働省
に提供、さらに所轄の労働基準監督署に情報提
供するという取り組みがすでに開始され、2014年度
から本格実施と、厚生労働省労災補償部補償課
から報告されたのである。
ただし、上記条件に該当する事案の数がかなり
少なそうなので、本来は労災補償を受けられる事
案の石綿健康被害救済への「紛れ込み」を解消
するためには、さらなる工夫が必要と思われる。

石綿ばく露防止技術指針

アスベスト診断士を削除

厚生労働省が2012年5月に策定した「建築物等
の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に
関する技術上の指針」は、「石綿に関し一定の知
見を有し、的確な判断ができる者」が石綿障害予
防規則第3条第1項に規定する事前調査を行うも
のとし、通達で、①石綿作業主任者技術講習修了
者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する
者、②日本アスベスト調査診断協会に登録されたア
スベスト診断士、がこれに該当するとされた。
しかし、同協会は旧日本石綿協会であり、われわ
れはその養成・認定するアスベスト診断士を、公的
な文書で指示・推薦することに反対してきた（2012
年12月号の外山尚紀氏の報告参照）。
一方で、名取雄司アスベストセンター所長が主
査を務める、社会資本整備審議会建築分科会ア
スベスト対策部会アスベスト対策ワーキンググルー
プの検討を踏まえて、国土交通省が2013年7月30
日に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与す
る制度を創設。同年11月11日に日本環境衛生セン
ターが講習実施機関として登録され、2014年5月16
日には制度開始後最初の講習修了者の確定が公
表されるという展開もあり、厚生労働省化学物質対
策課も、ついにわれわれの要望を受け入れた。
石綿障害予防規則が改正されて2014年6月1日

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
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から施行されるが、これに合わせて新たに「建築物
等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露
するおそれがある建築物等における業務での労
働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」
の策定及び同指針に基づく「石綿飛散漏洩防止
対策徹底マニュアル」の改訂（2.00版）が行われ
た。新マニュアルでは、上記①②の前に、「建築物
石綿含有材調査者」を示し、「平成25年7月に国土
交通省より公示された『建築物石綿含有建材調査
者講習登録規程』に基づき、一定の要件を満たし
た機関を国土交通省に登録し、当該機関が行う講
習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の
資格を付与する制度である。この制度に基づく資
格者は、中立かつ公正に専門的な調査を行うこと
ができる者であり、『石綿に関し一定の知見を有し、
的確な判断ができる者』として、その活躍が期待さ
れる」と、注記されている。新指針の関係通達に
は、アスベスト診断士の記載はない。
交渉での回答によれば、「機会を見て関係通達

のアスベスト診断士という名称そのものは削除」と
いうことになるはずである。

軽度外傷性脳損傷

一律14級でなく本省協議

ここ数年取り上げている軽度外傷性脳損傷の
障害認定に関しても、被害者の皆さんの努力によ
り、この間一定の前進があった。
2013年10月号にも報告していただいているが、
昨年6月に労災補償課長名で新たな通達（基労補
発0618第1号）「画像所見が認められない高次脳
機能障害に係る障害（補償）給付請求事案の報
告について」が示された。全文は以下のとおりであ
るが、これをてこに新たな段階のやりとりがはじまっ
ているところである。
「高次脳機能障害に関する障害認定について
は、平成15年8月8日付け基発第0808002号『神経
系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認
定基準について』により指示されているところであ
るが、このうち、画像所見が認められない高次脳機

能障害に関しては、『MRI、CT等による他覚的所
見は認められないものの、脳損傷のあることが医学
的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のた
めわずかな能力喪失が認められるもの』について、
第14級の9で認定することとされている。
これに関し、平成24年度厚生労働科学研究障
害者対策総合研究事業『高次脳機能障害の地域
生活支援の推進に関する研究』（以下『研究』と
いう。）が、本年5月に別添［省略］のとおり取りまとめ
られ、結論として、画像所見が認められない症例で
あって、『MTBI（軽度外傷性脳損傷）に該当する
受傷時に意識障害が軽度であるものにあっても、
高次脳機能障害を残す可能性について考慮する
必要性がある』とされた。
研究の対象は、業務災害又は通勤災害を被っ

た者に限らず、また、治療中の事案を含んでいる可
能性がある等、労災保険における障害認定の対
象と必ずしも一致するものではないが、研究におい
て、画像所見が認められない場合であっても障害
等級第14級を超える障害が残る可能性が示され
たことを踏まえ、MRI、CT等の画像所見が認めら
れない高次脳機能障害を含む障害（補償）給付請
求事案については、本省で個別に判断することと
するので、現在調査中のものも含め、該当事案を把
握し次第、本省に報告すること。」

情報公開

地方ごとのばらつきの是正

地方労働局・労働基準監督署による情報公開の
レベル・取り組みの格差の是正について、わかりや
すい実例を示して、要望した。
全国安全センター情報公開推進局の榊原悟志
氏が昨年9月1日に電子申請で一括して、全都道府
県分の地方労災医員、労災協力医等の名簿の開
示請求に係る対応及び結果等を示したものであ
る。9頁に概要を一覧表にまとめたが、決定通知書
や申し入れ書、封筒等も含めた400頁以上分の資
料をCDに収録して、厚生労働省大臣官房総務課
の担当者に提供している。
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祭料（葬祭給付）に添付する市町村長に提出した
死亡診断書、死体検案書又は検視調書の記載事
項証明書については、これらの写しで差し支えない
こととする」というものである。

外国人労働者

10か国語で新ガイドブック

外国人労働者向けの労災保険給付請求ガイ
ドブックについても取り上げられ、「現在作成中で
年度末に納入される予定」ということであったが、
2014年5月14日に、日本語、英語、ポルトガル語、韓
国語、中国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ペ
ルシア語、スペイン語－10か国語版が厚生労働省
ホームページに掲載されている。
	 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/
roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html
以上、何らかの進展があったものを中心とした報
告で、ふれられなかった課題の方が多い。くわしい
回答ややりとりについては、10頁以下の記録を参照
していただきたい。

地方公務員災害補償

教諭中皮腫公務災害認定4例

なお最後に、「学校アスベスト」を総特集した先
月号で紹介した苫小牧市立小学校教諭の中皮腫
の逆転公務災害認定について、5月13日に札幌で
遺族らが記者会見を行い、メディアで大きく報じら
れたが、その過程で、2011年度に地方公務員災害
補償基金大分県支部でも養護教諭の中皮腫事例
がやはり支部審査会で逆転認定されていることが
判明していることを報告しておきたい（建物に吹き
付けられたアスベストが原因とされた模様である）。

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉

担当者としても、全国の実態、対応のばらつきに
は関心をもったようで、独自にもチェックしてみたいと
いう意向であった。具体的な対応の改善につなが
ることをぜひ期待したい。
なお、この開示請求に関連した情報開示処理の

ミスについて、大阪労働局は5月29日に「大阪労働
局労働基準部労災補償課における地方労災医員
等の住所の漏えいについて」と題した文書を発し、
同労働局のホームページにも掲載している。大阪
労働局ホームページ（http://osaka-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）の検索窓に「ｒｏｕｅｉ」と入力して
検索すると約30件もの「漏えい事件」があることが
わかる。状況は深刻といっていいだろう。

行政通達の公表

死亡診断書等「写し」でOK

行政通達の公表も、以前と比較してと言うことで
はあるが、格段に改善されつつある。これは現在、
厚生労働省基準局内の局・部・課の2013年度分施
行簿を開示させ、主要な労働基準行政関係通達
の公表を求めているなかでも実感している。
また、交渉後のことになるが、地方の労働基準監
督署で得た情報に基づいて厚生労働省に問い合
わせ、請求事務の改善につながるような内容は開
示請求など求めずに積極的に知らせるよう求めた
ところ、すぐに今年4月11日付け基労管発0411第2
号「未支給の保険給付、遺族（補償）給付及び葬
祭料（総裁給付）の請求における死亡診断書等
の取扱いについて」を厚生労働省ホームページの
「法令データベース」に掲載するという対応になっ
たりもしているところである。
この通達の内容は、「請求人の負担の軽減や厚
生年金等の事務の取扱いを踏まえ、添付書類につ
いて」、「未支給の保険給付、遺族（補償）給付、葬

《次頁表に対する脚注》
●個人情報保護法との区別がごちゃごちゃな局：6局　　●封印確認対応不全：19局　　●その他の不備：4局
★電子申請しても、本省から開示請求書がFAXされ紙文書の処理となる。請求者は開示請求手数料の収入印紙を郵送しなければならない。
1）補正は重複分の削除、印紙納付指示、取下げ。	2）封印は封入者と確認者2者識別有るもののみ空欄。
×：チェック欄無し・「検」のみ。	△：「レ」印2つのみ・有封筒数／到着封筒数・
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労働局 開示請求 補正手段 開示決定 交付受取 封印確認 不適当（個人情報との混乱など）
北海道 8月21日 文書 9月4日 9月14日 決定通知書に文書枚数、金額等記載無し
青		森 8月21日 無 9月18日 9月30日 ×
岩		手 8月21日 電話 9月5日 9月14日
宮		城 8月21日 電話 9月9日 9月19日 △3/4
秋		田 8月21日 電話 9月5日 9月20日
山		形 8月21日 無 9月9日 9月20日 申出書も同書き方見本も個人情報の申出書
福		島 8月21日 電話 9月20日 9月30日
茨		城 8月21日 無 9月2日 9月11日 ×
栃		木 8月21日 電話 9月11日 9月19日 ×
群		馬 8月21日 無 8月30日 9月9日 ×
埼		玉 8月21日 無 9月2日 9月9日
千		葉 8月21日 無 9月4日 9月14日 △1/2
東		京 8月21日 無 8月30日 9月7日 △1/2
神奈川 8月21日 電話 9月10日 9月20日 ×
新		潟 8月21日 無 9月3日 9月11日 申出書不備（実施方法：番号のみで記載無し）
富		山 8月21日 無 9月12日 9月20日
石		川 8月21日 電話 9月2日 9月11日 決定通知書の実施方法等の教示は「保有個人情報開示請求書」と記載

福		井 8月21日 事後に
回答票 9月20日 9月30日 申出書無し

山		梨 8月21日 無 9月12日 9月26日
長		野 8月21日 電話 9月6日 9月14日
岐		阜 8月21日 電話 9月12日 9月19日
静		岡 8月21日 無 9月20日 10月1日 ×
愛		知 8月21日 無 9月4日 9月12日
三		重 8月21日 無 9月9日 9月21日
滋		賀 8月21日 無 9月3日 9月9日
京		都 8月21日 無 9月20日 9月30日 △レ2

大		阪 8月21日 電話 9月20日 9月30日 × 決定通知書の付番は「大個開第号」。後の文書からは「個」消える。年明けに
決定通知書・開示文書差替え。

兵		庫 8月21日 無 9月11日 9月19日 △レ2
奈		良 8月21日 文書 9月3日 9月12日 ×
和歌山 8月21日 文書 9月2日 9月12日 △レ2
鳥		取 8月21日 電話 9月6日 9月17日 × 決定通知書の実施方法等の教示は「保有個人情報開示請求書」と記載
島		根 8月21日 電話 9月9日 9月21日 ×
岡		山 8月21日 無 8月30日 9月7日

広		島 8月21日 無 9月9日 9月20日 決定通知書記載の受付番号は「開第151号」なのに申出書既記載は「開第236
号」と「開第237号」

山		口 8月21日 電話 8月30日 9月9日
徳		島 8月21日 無 9月5日 9月14日
香		川 8月21日 無 9月6日 9月19日 ×

愛		媛 8月21日 文書 9月25日 10月4日
補正依頼書受付番号「個開」。決定通知書の文書の種類・数量記載無し。決
定通知書添書きに個人情報保護法の説明部分あり。申出書無し。切手140円
要求のち60円返却。

高		知 8月21日 電話 9月17日 9月26日 ×

福		岡 8月21日 電話後
通知 9月6日 9月17日

佐		賀 8月21日 無 9月2日 9月11日
長		崎 8月21日 無 9月2日 9月11日
熊		本 8月21日 電話 9月3日 9月11日
大		分 8月21日 無 9月9日 9月20日
宮		崎 8月21日 無 9月9日 9月21日

鹿児島 8月21日 電話 9月19日 10月3日 × 決定通知書に個人情報保護法の「文書の利用目的欄」あり。申出書に「個人
情報開示決定通知書の番号等」と記載あり、開示実施手数料記載無し。

沖		縄 8月21日 無 9月2日 9月11日

都道府県労働局の情報開示事務の実態
（平成25年8月に地方労災医員名簿等を一斉電子申請した際の対応まとめ）	全国安全センター情報公開推進局　2014/3/28
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1.			 厚生労働省の情報公開について

（1）	 電子情報による公開を進めること

①	 情報公開請求すると情報提供として交付される通

知がある。「労働基準法解釈総覧」 など高価な書籍に

掲載されている通知、すでに全部開示した文書、情報

提供した文書は積極的にホームページで閲覧できる

ようにすること。

【回答】	　通達は、基本的には行政内部での取り扱いを
示すものであって、情報公開等を受けて全部開示し
たものであっても、必ずしも広く周知するような性質
でもないようなものも含まれていると考えています。た
だ、広く知っていただきたいという通達については、
現在においてもホームページで公表させていただい
ているところですので、今後も必要があればホーム
ページへの掲載を行っていきたいと考えています。

【榊原（情報公開推進局）】	　必要のあるものは出している
つもりだという話ですが、私が先日、派遣の関係で通
知書をいくつか正規なルートで情報公開請求しまし
たら、昭和63年3月14日付けの基発第150号という、労
働基準法の解釈例規についてたくさん載っているも
のですね。これをサービスで提供できると、情報公開
手続なしにコピーを送ってもらいました。それ以外にも
いくつかもらいました。なんでそうなのと聞いたら、「い
ままで請求されてなかった。要望がなかったんで出さ
なかっただけです」と。だけどこれ、すごいたくさんの
内容のあるまさに主要な通達です。これをなぜいまま
で出さなかったか疑問です。必要なものは出してます
と言いながら、抜けてるわけですよね。そのへんをど
ういうお考えでやられてるのか。労働調査会の『労
働基準法解釈総覧』の場合4,150円。もうちょっと細か
くコメンタールになると、労務行政のもので上下巻で
6,700円ずつです。そういうお金を出さないと、正確な
細かい通知が読めない。ホームページでタダで見よう

と思ってもない。これをあげない理由がわからない。
【回答】		必要なものを載せているということなので、基本

的には行政内部の取り扱いということでございます
ので、必要と判断すれば載せるということです。

【飯田（東京労働安全衛生センター）】	　誰が判断するの。
【回答】　それは私ども。
【榊原】		　例えば昭和33年2月13日付け基発第90号とか、

平成11年3月31日付け第168号とか第169号というの
は変形労働時間性について改正されたときの通知
なんですね。パンフレットにはこの内容が出てくるの
ですけど、でもあがってないんですよね。パンフレット
を出したからいいということなのかもしれませんが、
やはり細かい部分も。変形労働なんか難しいし、もと
もとの通達も見て、労使ともに検討していくということ
がないといけない。パンフレットだとどうしてもわかり
やすく書く分だけ微妙な部分が出てくる。みなさん
がやりたくないかやりたいか知らないけれど、基本的
にこういう文書は国民の財産なんで、皆さんが使え
ばいいだけの道具ではないという理解であげてい
ただきたいと思っています。そうですよね。

【回答】	　そうですね。まあ必要というのをわれわれだけ
で判断するわけではないと思いますので、実際にそ
ういった声をいただいたうえで、載せるかどうか、公
表するということはあり得ると考えています。

②	 ホームページで 「雇用保険業務取扱要領」 を公表

するようになっているが、公表している各種取扱要領

は、改訂後に速やかに更新し、いつの時点のものか明

示すること。

【回答】	　雇用保険の業務取扱要領に関わらず、各種
の法律・政令・省令ですとか、通知、一般の情報公
開で役に立つようなものについては、速やかに発出
と同時にホームページに掲載されるよう、官房総務
課としても全部局に働きかけるなどして、積極的に

労働安全衛生・労災補償に関する
要望書及び交渉の記録

2014年3月28日		厚生労働省交渉

	 	 A.	全般的事項
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情報公開に努めたいと思っています。
【榊原】	　日にちが書いてあると言うんだけど、25年6月1日
以降という書き方をしているので、どこで改正されてい
るのか、いま通用しているのかわからないですよね。
頻繁に改正する場合もあるので、いつの時点のもの
か。また、改正があれば当然すぐにやってほしいとい
うことを申し上げたい。

【回答】	　いまの雇用保険業務取扱要領に25年6月1日
が書いてあったと思うんですけど、担当部局ではな
いんですが、25年6月1日からそれに移行されている
ということで載ってるので、それ以降改正はしていな
いと聞いています。なので、次に改正することがあっ
たらちゃんと日付を明示して掲載しろと安定局に伝
えますので、そういう取り扱いにしたいと思います。

【榊原】	　はい、お願いします。
（2）	 審議会、委員会等の公開を進めること

①	 審議会、委員会等において少なくとも報道関係者

にはインターネットでの配信等の撮影を認めること。

文部科学省中央教育審議会や原子力規制庁原子力

規制委員会等は、一般の傍聴者にも撮影・録画・録音

を認めている。昨年も同じ要請に対して、検討すると

の回答があった。昨年からの省内の検討経過を明ら

かにすること。厚生労働省においてネットによる配信、

撮影・録画・録音による情報公開が進まない理由を明

らかにすること。

【回答】	　まず審議会等においてネット配信を認めること
に関しては、委員の自由闊達な意見交換を阻害す
る恐れもあるということで、報道関係者のみに限定
するかどうかということも含めて、その審議会のプロ
セスというものをより勘案した問題であると。また、す
べての審議会でネット配信を仮に行いますと、同じ
時間帯に複数の審議会が開催されることもあって、
そうするとネット配信の装置をすべての部屋に付
けなければならないとか、そういったところの問題も
あって予算面の方でもなかなか難しい課題があり、
また一般の方の撮影を認めるとなるとプライバシー
の観点も問題になりうるというところで、こういった意
見交換とか予算面の問題、プライバシーの問題でい
くつか問題がありまして、昨年ご要請いただいたと
きから検討が、中で結論というものが出ているわけ
では、出ていないという状況です。

【澤田（全国安全センター）】	　検討をどのようにしたの
か、具体的に誰がどうしたのか教えてください。

【回答】	　検討の結果なんですけど、申し訳ありません、
わたし官房総務課の法令審査の係なんですが、そ
の係の中で関係省庁とか、あるいは広報担当とかそ
ういったところに取材をして検討したにとどまってい

る状況です。
【澤田】	　それはしかるべき責任を持った方たちが議論
したということでよろしいですか。

【回答】　本件の担当の結論というのは出ていないという
ところです。

【澤田】	　来年また聞きますけれども、もう少し責任ある方
のところで議論していただくことは約束していただけ
ますか。

【回答】	　率直に申し上げてですね、もともと去年、こう
いったかたちでご要望があって、そこでかなり前向
きというか踏み込んだかたちで回答差し上げてい
るというところであるというのはそうなんですけど、こ
の話は全省的な話ですから、なかなか責任あるとこ
ろで省としてバンと回答するとか、そういうところがな
かなかお約束するのが難しいところではあるんです
けれども。

【澤田】	　ちょっと話を変えます。原子力規制委員会につ
いて聞きますけど、さきほど自由闊達な議論が公開
したらできないとか、傍聴者のプライバシーの問題
があると言ってましたけども、原子力規制委員会は
すべてやっていることで、具体的に何が厚生労働
省の委員会では原子力規制委員会と違うのか。お
答えのとおりだと、原子力規制委員会は自由闊達な
意見がされていないということになると思うんですけ
ども。具体的に教えてください、何が違うのか。

【回答】	　具体的に何が違うのかというのは申し上げにく
いところではあるんですけれども、原子力規制庁は
そうですね、最終的には審議会の判断というところ
にもなってくるところであって、個別のどこがというと
ころはちょっとこの場ではっきりとお答えすることは難
しいところではあるんですけれども。

【澤田】	　わかりました。結局、理屈をちゃんと立てない
で、やらないという理由だけ探すのはやめてくださ
い。よく言われるのは、「省庁横並びでやっています
から」と一般的なことでは言われてますので、厚生
労働省も原子力規制委員会や文部科学省にならっ
てしっかり前向きに検討してください。

②	 審議会、委員会等の委員を選任するにあたっては

公募制を取り入れること。農林水産省と同じように、意

見、内容等を勘案して選考し、大臣が任命するように

すること。

【回答】	　厚生労働省内に設置されている審議会など
の任命については、平成11年4月27日に閣議決定さ
れている審議会等の運営に関する指針に基づい
て実施しています。実際には、当該審議会等の設
置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見・
学識・経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよ
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う留意しつつ、学識経験者であるなど、種々の要素
を総合的に勘案して厚生労働大臣が任命していま
して、公募を実施することは困難であると考えてい
ます。

【澤田】	　指針に基づいて、指針があるから公募をやら
ないという理由を述べられていましたが、農林水産
省は、指針に基づいて公募をしてるわけです。言っ
てることが違うんですけども、指針に基づいて農林
水産省は公募をしてるわけです。なぜ厚生労働省
は違ってくるのか理由を説明してください。

【回答】	　農林水産省で指針に基づいて公募制をやっ
ているということなんですけども、公募制をとっている
という具体的な理由についてはこちらも承知はして
いないところになりますので、厚生労働省としまして
も指針に基づいて公募は行っていないというかたち
になりますね。

【澤田】	　なぜ農林水産省はやってるんですか、では。
【回答】	　ちょっと具体的な農林水産省さんの理由って
いうところは存じ上げていないです。

【澤田】	　そうしましたら、聞いて検討してくださるというこ
とでよろしいですか。

【回答】	　厚生労働省の各審議会の委員につきまして
も、各審議会ごとにそれぞれの任命の考え方に基
づきまして、厚生労働大臣が任命をしています。例
えば労働政策審議会というものがございますけれど
も、そちらの場合ですと労働者を代表する方、使用
者を代表する方、公益を代表する方の三者からそ
れぞれ選任する必要がありまして、また、厚生労働
大臣の諮問に応じまして労働政策に関する重要な
事項ですとかを調査・審議する場になりますので、業
務の性質上、労働分野において相当の見識ですと
かご経験がある学識者の方が必要になっていると。

【澤田】	　もう聞いていることはいいんですけど、農林水
産省も専門性の高いものを公募してるわけです。な
ぜ厚生労働省がやれないのかっていうのを検討し
てもらえますか

【回答】	　現時点でお答えできるのは、まだ農林水産省
で公募制を行っている理由自体を存じ上げていま
せんので、そこの部分は

【澤田】	　じゃあ確認して検討してもらえますね。
【回答】	　厚生労働省も指針に基づきまして、最終的に
は厚生労働大臣が任命を行っていますので、その
指針に基づいて行っているというところで、ご理解い
ただければと思うんですが。

【斎藤（アスベストセンター）】		　いまの文部科学省の話
と原子力規制庁、それから農林水産省。これはこ
ちらからこういうかたちで問題提起しているんです。

それから労働政策審議会というのは労働政策に関
する特殊な委員会だから、これを持ち出して理由に
するのはなっていないと思います。中央省庁がバラ
バラっていうのおかしいと思うので、それを聞いたう
えで再回答っていうかたちにしていただきたい。

【飯田】	　最初から労働政策審議会を公募制にしろとか
そういうことではなく、いろいろ審議会だとか委員会
たくさんいろいろなレベルがあるじゃないですか。た
だどういうわけか非常に同じ先生ばっかりが任命さ
れて、毎回同じ先生が座長を務めるとか、専門家と
称して意見を言われているわけですよ。それに対し
てわれわれは、被災者の代表を公募で入れろとか、
NGOの代表入れろとかいう話もしてますよ。一部そ
ういうかたちで農林水産省なんかは公募制をやっ
ているという実績もあるじゃないですか。そういうレ
ベルのことを言ってるわけですよ。労働政策審議会
をいま変えろと、三者合議を否定するようなこと言っ
てるわけじゃないんですよ。

【斎藤】	　省庁に聞いていただいたうえでもう一回、回答
していただかないと。だってわかんないでこの話を
やってても。

【飯田】	　いまの言ってるのわかります。こちらの意見は。
【回答】	　はい。ご意見としてはもちろんわかっておりま
す。

【飯田】	　じゃあもう一回調査をしたうえでご回答くださ
い。よろしいですか。

【回答】	　調査の上で再回答ってことですか。
【飯田】	　（2）の①についても②についても他省庁の例
だとか、そういったものを踏まえたうえでご回答いた
だいてないようなので、前年もね、同じような趣旨で
要求は出してるんですよ。それを踏まえたうえで回
答して頂かないと意味がないじゃないですか。真摯
な対応とは言えないですよ。われわれもそれなりに
いろいろリサーチしてやってるんですよ。かつ、いろ
いろな審議会なども傍聴しながらやってるんですよ。
同じような答えを毎回出されても、不誠実ですよ。役
所として勉強してないですよ、それは。回答してくだ
さい、もう一回。

【回答】		文部科学省と原子力規制庁に関しては、回答
するにあたって、不十分かもしれませんが取材を
行って回答しています。文部科学省に関しても、な
んで公開してるんですかということは確認をして、そ
のうえで最終的には会長の判断ではあるんだけれ
ども、一般の傍聴に関して録音・録画にあたっては
理由を確認させて、単にネット配信で幅広く配信をし
たいということであれば、文部科学省としては認めな
いという方向性で対応したいということを担当者は
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言っていたんです。そういう意味でプライバシーの
問題っていうところには中央教育審議会というのは
配慮はしていると。あと原子力規制庁の方も…

【澤田】	　そういうのは担当部署に確認してますので、少
なくとも報道にもやってますし、原子力規制庁は一
般にも開放してますので、検討してください。お願い
します。再回答をお願いします。

【飯田】	　それでなぜできないのかということをもう一回確
認したうえで再回答してください。よろしいですか。

【回答】	　わかりました。
【飯田】	　審議会と今後についてもよろしいですか。お願
いしますよ。

【回答】		リサーチをさせていただきます。
（3）	 労働局、労働基準監督署の情報公開について

①	 各地方労働局、労働基準監督署により情報公開の

レベル、取り組みに格差がないように指導すること。

【回答】	　労働局における情報公開に関しては個人情
報公開法・個人情報保護法に基づく開示請求の部
会情報の判断をしてるところですけれども、その判
断については法律に基づく判断にもありますけれど
も、そこと厚生労働省で定めている行政文書の開
示に係る審査基準と保有個人情報の開示に係る
審査基準に沿って適正に判断しているとこでありま
して、今後も各労働局の方に部会情報の適正な判
断については指導してまいりたいと考えています。

【榊原】	　昨年9月10月に電子申請で一括して、地方労
災医員とか労災協力医の名簿を各都道府県分全
ての情報公開を電子申請しました。その対応につ
いて、各都道府県の労働局の事務の対応を一覧
表にまとめたものをお渡しします（9頁掲載の表参
照）。（別途お渡しした）CDの中には、決定通知書も
申し入れ書もそれから封筒も全部47都道府県分、
400何十ページ分入れてあります。

	 	 表の一番上の方にまとめてありますが、情報公開法
によって情報公開請求してるのに、様式とか文言
が、個人情報保護法の決定通知書についてどうの
こうのとかですね、番号の振り方がコが入っていた
りですね。要するに地方の職員の人で、とくに企画
の方じゃなくて担当してる労災補償の方がやると、
情報公開法と個人情報保護法による開示請求の
区別がついてない。それが6局ありました。それか
ら、封印するときには2人で確認しなさいという通知
を出してるはずなんですけど、封筒に全然そういうこ
とやってないところとか、たまにやってるところがあっ
て、それは表の真ん中あたりの（2）のところに×とか
△とあるところは全部まともにやってないということで
す。その他の不備が4局ある。

	 	 情報公開のやり方では、電子申請でやっても、全部
地方に対してFAXで送ってるわけですよね。紙で
全部動いてる。各地方労働局に届くと、じゃあ手数
料の収入印紙を送ってくださいとなって、もう一回こ
ちらで送る。すごい金かけて電子申請してるのに、
いままで何やってるんだと。これからどうするのか予
定を愛知労働局に聞いても予定は言えませんと。
立ってませんと。莫大な金かけて何やってんの？っ
ていうことがひとつあるんですけどね。

	 	 実はこの表にはこちらの不利になることが書いてな
いんですけど、審査基準にしたがって適正に判断し
て交付してるとおっしゃいましたけど、おそらく局医
の住所とか勤務地の住所、そういうものは出さない
というのがそちらの審査基準なんだろうけど、複数
の労働局はそれは出してきました。ひとつの労働局
だけは、年明け間際になって、本人から文句が出た
ので差し替えさせてくださいというのがありました。
その程度です。個人情報の取り扱いの違いとかで
すね、手続が結構のんびりしているとこというのは、
いままで他の案件でこういうおかしいことをやってい
るという局にあたったりしてるとこがあるんですね。
そこの局の体質としてそうなってるっぽい。今回はま
だどこにもそんなに公表してないけど、こういう実態
です。どうですか。

【回答】	　いま表を初めて見させてもらって、全国にこう
いうのがあって、たしかにこの全国で開示の、マスキ
ングのレベルがこうバラバラっていうことで考えると、
それはどうしてなのかちょっと確認してみないとわか
らないんですけど。ただ載ってる対象になったリスト
が、もしかしたら書いてるものが違うというのはあるか
もしれませんけれども、ただ同じようなものであれば、
同じような開示・不開示になるんだろうなとは思って
います。あと。個人情報保護法と情報公開法の区
別がごちゃごちゃな局が6局ってのが、これ、ちなみ
にいまわかるんですか。

【榊原】	　一番右の不適当というところに、適用がいろい
ろ書いてありますけど、一番左の労働局のところの
字が黒く塗ってある、まあそこはいろいろ問題がある
ところなので、個人だけではなくて。

【回答】	　私もたぶん同じこのときの開示請求のところの
書類はちょっと取り寄せて見てみたいと思いますけ
れども、それでおかしなところがあれば、こちらからこ
こは指導したいと思います。

【榊原】	　結局、細かい事務作業なんですよね。たんな
る事務の。情報公開法の書類に、個人情報開示
請求書どうのこうのってやってるのは、いろいろな教
示だとかなんかの文言が変わったときに、そこだけコ
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ピーアンドペーストしてるんですよ。そういう一番基
本的な作業ができてないということは、この後お話
するいろいろな問題について書類の取り扱いだった
り、判断が上手いこといってないことの象徴だという
ことで申し上げておきます。これ、また次やりますけ
ど、そのときに同じおかしいことがあったら当然、大き
く公表しますのでよろしくお願いします。

【回答】	　これを踏まえて労働局の方の指導を徹底して
まいりたいと思います。

2.			 海外で働く労働者の安全確保

	 		 政府が今年1月16日に発表した「在外邦人・企業の

安全確保に向けた対策」においては、企業や国がリス

クを小さくすることが前提となっている。あわせて労働

者が危険な地域に派遣されることを拒否する権利を

保障すること。

【回答】	　まず、在留邦人や日本企業の安全対策につい

ては、いただいたご指摘のとおり、政府全体として速
報体制の強化ですとか、情報収集・発信能力の強
化・官民の連携・強力な抜本的強化などの取り組み
を推進しているものと承知しています。なお、使用
者が労働者に対して、その生命とか身体に危険を
及ぼす就労を命ずることについては、一般的には業
務に内在する通常の危険を伴う就労の場合ですと
か、その業務の特殊性から契約内容となっている
場合については労働契約の内容の範囲内であると
解されると。一方で、例えば国際関係が緊迫してい
る中での航海における業務など、労働基準で予定
する通常の危険を超えて、生命や身体に特別の危
険を及ぼす業務については、労働義務の範囲を外
れ、使用者は就労を強制できないとした過去の判例
もあり、ご指摘の点については個別具体的な事例
に応じて判断されるものと考えています。

	 	 B.	労働安全衛生関係

1.			 職場のいじめ・嫌がらせ・パワーハラスメント対策

（1）	 職場のパワーハラスメント防止法制定に向けた研

究を行うこと。

【回答】	　昨年実施した調査の中で、取り組みの重要性
は理解しているものの、どう取り組んでいいのかわ
からない、パワハラの判断基準がわからないなどと
いった課題が出ておりましたので、まずはそこの部
分については周知・広報を徹底するとともに、取り組
みを実際にやってもらうという観点からの支援をやっ
ていく必要があると。それでもってパワーハラスメン
トですね、実効性を確保していくといった観点で引
き続き取り組みを、予算事業になりますけれどもやっ
ていきたいと思っています。

（2）	 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた「提

言」にとどまらず、職場のいじめ・嫌がらせ・パワーハラ

スメントを防止するためのガイドラインを作成すること。

【回答】	　法的拘束力という部分であれば（1）と同じよう
なものになってくるかと思いますけれども、来年度の
予算事業になりますけども、昨年度ハンドブックという
ものを作成していますが、そこで企業の好事例集の
ようなものを作りました。これまでそういったものもまっ
たくない中で初めて作ったものですが、その好事例
集ってものを発展させるようなかたちで一般的にサ
ポートガイドというものを作る予定ですが、名称はま
だ決まっていないんですが、企業が取り組みをする
上でこういうことに注意して、こういうふうにすればい
いといったものをわかりやすく解説したものを来年度

作っていきたいと考えておりますので、引き続き取り
組みを進めていきたいと思っております。

（3）	 予防対策から補償、労使関係調整にまたがる 「パ

ワハラ専門相談窓口」を設置すること。

【回答】	　（3）と（4）については、今後のパワハラ対策に
ついては越権効果の中でお話が出るかもしれませ
んが、様 な々こういった場面で今後の施策に向けて
ご意見をいただきたいと思っていますので、ご意見と
してまず賜りたいと思っています。おそらくワンストッ
プ的な部分の対応が必要なんじゃないかというご
意見かと思いますけれども、必要な情報をいろいろ
な職員が持ったうえで相談対応ができるとことはひ
とつ考えとしてあるかと思いますので、そういったと
ころは今後のわれわれの政策課題として考えていき
たいと思っています。

（4）	 職場のパワーハラスメント防止対策においては、上

司や同僚からの暴力行為は当然含まれている一方

で、利用客や顧客からの暴力がその範囲外になって

いる。鉄道輸送、病院、介護施設、コンビニ店等におけ

る対人業務での利用者や顧客からの暴力行為を防

止する対策を講じること。

【回答】	　ご承知のとおり、職場以外のところ、第三者の
部分について外されていると。理由についてもご承
知かと思いますけども、まず労使関係の中で使用者
側が管理できる、職場の安全衛生とかそういった部
分についてきちんとやっていく必要があるといった観
点から取り組みを進めていますので、ご理解いただ
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ければと思います。
2.			 職場の過重労働による健康障害の防止対策

（1）	 直接労働者に対して労働時間の実態把握するた

めの調査を広範囲に実施すること。

【回答】	　労働時間に関する統計調査としましては、例
えば厚生労働省の方で実施しております毎月勤労
統計調査におきまして、1か月の1人平均実労働時
間、所定内労働時間、所定外労働時間を産業別、
就業形態別にそれぞれ公表しています。また、これ
は総務省の所管になりますけれども、労働力調査に
おいては、1週間の就業時間を1～14時間、15～34
時間、35時間以上、64時間以上別などに就業者数
を一般常雇・役員・臨時・日雇いなどの従業上の地
位別や従業員規模別・産業別などに公表していま
す。さらに厚生労働省が実施しております労働者
健康状況調査において、1か月の時間外・休日労働
時間別の事業所割合、労働者割合を事業所規模
別、産業別、年齢・階級別、正社員や契約社員など
の就業形態別に公表しています。

（2）	 過労死、過労自殺の温床である 「特定条項付き時

間外労働に関する労使協定（平成15年10月22日、基

発1022003号）通達」を廃止すること。

【回答】		回答なし
（3）	 時間外労働時間数の規制及び終業時刻と始業時

刻の「休息時間（勤務間インターバル）」の規制を法的

に設けること。EU指令では24時間につき連続11時間

の「休息時間（勤務と勤務の間隔）」の保障が認めら

れている。

【回答】　労働時間法制については、日本再興戦略を踏
まえ、ワークライフバランスですとか、労働生産性向
上の観点から、現在中小企業に適用が猶予されて
いる月60時間超の時間外労働に対する割り増し賃
金率ですとか、企画業務型裁量労働制をはじめと
する弾力的な労働時間法制などのあり方について
昨年9月以来、労働政策審議会労働条件分科会
において総合的に議論いただいています。議論の
中で、今回要請のありましたインターバル規制です
とか、労働条件の規制に関することについても、労
使双方から意見が出ておりまして、例えばですけれ
ども、労働時間の上限を設けることによって時間外
労働に歯止めをかけるべきですとか、それから勤務
管理インターバルはどうすべきと、そういった意見が
ある一方でですけども、上限規制ですとか、インター
バル規制といったものの一律の規制を多様化する
サービスですとか、生産の現場に馴染まない、事業
活動の停滞とか、雇用機会の喪失を招きかねない
といった意見もあります。いずれにしましても労働時

間法制の見直しにあたっては事業活動の柔軟性の
確保とともに、労働者の方の健康・生活時間の確保
といった観点も十分に踏まえて検討していく必要が
あるんではないかと考えています。

（4）	 労働基準監督署は36協定を届け出た企業に対し

て、前年の時間外労働時間の実態を報告させること。

【回答】	　過重労働が労働者の健康障害防止の観点
から非常に重要な課題であると認識しております。
このため36協定の時間外労働の限度時間など、各
種の情報から過重労働などが疑われる事業所に対
しては、監督・指導時に時間外労働時間を確認す
る、自主点検表を用いて時間が労働時間数を報告
させるなどの取り組みを行っているところです。今後
ともこれらの取り組みに対してしっかりとやっていき
たいと思います。

（5）	 長時間・過重労働が原因で労働者等が脳･心臓疾

患や精神障害を発症して労災認定された企業につい

て、企業名を公表すること。

【回答】	　脳・心臓疾患及び精神障害による労災認定
事業所の公表ということでございますが、こちらを公
表いたしますと、特定の個人を識別できる恐れがあ
ること、法人の信用低下を招く恐れがあること、企業
が調査に非協力的になりまして労災補償業務の適
正な遂行に支障を及ぼすことから、情報公開法に
基づく不開示情報に該当すると考えております。こ
のため公表することはできないと考えております。

3.			 心の健康問題で休業した労働者の職場復帰支援

について

	 		 中小企業は「心の健康問題により休業した労働者

の職場復帰支援の手引き」 を活用するための労務管

理、安全衛生管理の体制が十分ではない。中小企業

でも活用可能な「手引き」を作成すること。

【回答】	　手引きのことなんですが、これに対しましては、
まずわれわれとしましては、平成18年に厚生労働
大臣の指針というものを示しまして、労働者の心の
健康の保持・増進のための指針というものを示して
おりまして、ここで事業者が取り組むべき具体的な、
原則的な実施方法というものを示しています。これ
を監督署を通じてパンフレット作成するなどによって
周知を行っているところです。この中にも職場復帰
支援のことは記載しておりますが、それをもっと詳しく
したものということで手引きがあるのはご承知のとお
りです。この手引きについては、基本的には事業所
規模に関わらず、全事業所を対象として職場復帰
支援における各ステップの進め方、あるいは個別の
職場に応じて、例えば産業医の先生や主治医の先
生から意見の取り方にも配慮して進めていただくよ
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うに言及しています。一方、中小企業でも活用可能
なものが必要ではないかということですが、この件に
つきましては、第12次労働災害防止計画におきまし
て、職場復帰対策の促進のため事業所規模に応じ
た職場復帰支援モデルプログラムの策定・提供を進
めるとしていまして、産業医の選任義務のない小規
模事業所においては取り組みのやり方等も異なって
くると思われることから、こういった中小の事業所、
産業医がいないとか、衛生管理者がいないとかそ
ういったところでも活用可能な議論が提供できるよ
うに、すでに専門家の先生に委託事業ですが、そう
いった走りはじめはしておるところですが、モデルプ
ログラムというものを提供できるように進めてまいりた
いと考えております。

4.			 メンタルヘルス対策に関する労働安全衛生法の一

部改正について

（1）	 医師または保健師によるストレスチェックを事業者

に義務付ける改正は行わないこと。

【回答】	　この件につきましては昨年度と同様のご要望
をいただいていますが、ご承知のようにストレスが増
大する傾向がございまして、精神障害による労災認
定、あるいは勤務問題を原因とする自殺者というも
のも高い水準でございます。そういったことからメン
タルヘルス対策全般についての推進の必要性とい
うことはご理解いただいているかと思います。こう
いった中で、労働者のメンタルヘルス不調に陥ること
を未然に防止するという一次予防的な観点から労
働者が自身のストレスに気づく機会を与え、早期に
対応することがきわめて重要であると考えています。

	 	 このため今回は、労働安全衛生法の一部改正案
では労働者が10人以上の事業所を対象に、労働
者に対するストレスチェックとその結果を踏まえた面
接指導の実施を事業者に義務付けるという内容で
して、この法案を先般国会に提出したところです。
なお、その際ご懸念のあるところですが、労働者が
安心してストレスチェックを受けられるようにというこ
とで、ストレスチェックの結果は労働者の同意なく事
業者には通知してはならないという仕組みにしてい
ます。こういったようにストレスチェック制度が労働
者のメンタルヘルス不調に陥ることを未然に防止す
る気づきを与えたり、職場改善を行ったりというような
目的で実施するもので、うつ病の診断や精神科へ
の受診等、その後の目的で実施するものではありま
せん。ストレスチェックの項目についても、精神疾患
の項目とならないようにということも建議の中でされ
ているところです。このため、こうした制度の趣旨が
正しく伝わるように周知・広報に努めるとともに、ストレ

スチェックの面接指導がいま申し上げました趣旨に
従って適切に行われますよう、医師向けのマニュア
ルを作成するなど、あるいは研修を行うなどによって
適切な実施に努めてまいりたいと思っています。

【平野（全国安全センター）】	　ストレスチェックについて
は産業衛生学会という産業衛生の専門家の団体
―私も入ってますけど―でも検討されてて、なかな
か学会でも議論が分かれているようなんですが、ひ
とつはその中の意見で、ストレスチェックそのものに
ついてエビデンス、これが一次予防につながる医学
的な根拠はいろいろと文献を探してもないんだとい
う意見がありますよね。したがって、一次予防につ
いて言えば、むしろ同じ有害物質の管理と同じように
リスクアセスメントをちゃんとストレス、あるいはメンタ
ルヘルスについてやって、それでその後に職場改善
なり対策を取るのが一番良いだろうという意見もあ
ると思うんですけど、それについては厚生労働省さ
んはどのように検討されているんでしょうか。

【回答】	　産業衛生学会からご指摘を受けていることに
ついてはご承知のとおりです。ご指摘の内容も、当
初、ストレスチェックがうつ病スクリーニングと誤認と
いうか、そういう方向性で誤解されていた向きも踏ま
えたうえでの指摘だった部分もあり、あるいは一次
予防としてのエビデンスが不足しているんじゃない
かというようなご指摘もいただいています。私どもと
しては、ストレスチェックのよく用いられている57項目
の職業性ストレス簡易調査表についてはそれなりの
信頼性・妥当性を持った調査結果であると認識して
おりまして、それを用いたうえで職場が改善している
ということについては、エビデンスは一部報告されて
いると理解しています。産衛学会の先生方がおっ
しゃるように、そこについてよりもっと深く将来を見据
えたようなきちんとした職場改善の効果があるとか、
あるいは労働者のメンタル不調のレベルが上がると
か、そういったきちんとしたエビデンスがもっと収集が
必要だということについては、そういったご指摘もあ
るということは理解しておりまして、われわれとしても
このストレスチェックを導入していく中で、検証をやっ
ていかなければいけないとは考えています。

	 	 リスクアセスメントについてのお尋ねなんですが、産
衛学会の先生の中にも一次予防、メンタルヘルスの
リスクアセスメントということをおっしゃっている先生
方もいらっしゃって、私どもとしても第12次労働災害
防止計画の中に少しそのへんのリスクアセスメント
のあり方っていうようなことを入れていまして、調査
研究であるとか、モデル的に何かやってみるとか、そ
ういうことで考えていきたいと思っています。
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【平野】	　ストレスチェックがまだ検証が必要であるという
ことであれば、義務付けはまずいんじゃないんです
か。

【回答】	　まずストレスチェックの意義として、職場改善に
つながるということでのご指摘については、確かに
そういう向きはあると理解していますが、一方で労
働者個々人に自分のストレス状況について把握して
もらう、あるいはその経年的な変化であるとか、そう
いったところをご自身で気づいていただいて職場の
要因を探っていただくためには、こういった取り組み
は必要ではないかと考えています。もちろんそこに
ついて不利益が生じないようにというご懸念がある
ことは承知していますので、そこはきちんと不利益に
つながらないように可能な限りの対策を作っていき
たいと思っています。

【平野】	　個人の気づきがそのまま職場の改善につなが
りますかね。本当にそう思われてる。

【回答】	　個人の気づきと言いますか、例えば他の人と
比較してどうであるとか、あるいは職場ごとの個人
の気づきっていうのは、個人の捉え方によって違うと
いうのはあると思いますが、例えば他の職場と比べ
てここの職場がストレスが高い職場だとか、人が足り
ないんじゃないかとか、そういうようなところには十分
活用していけるんだと思っています。

【平野】	　それは言い過ぎで、リスクアセスメントだと思う
んですけどね、個人の気づきよりは。

【回答】	　そこは職場環境改善ということになっておりま
す。

【片岡（関西労働者安全センター）】	　チェックリストの義
務付けで、一般検診時にチェックリストをやるというこ
とだと思うんですけど、これは一般検診の労働基準
監督署への報告がありますよね。報告様式の中に
それを入れていくということなんですね。

【回答】	　そこは決まっていません。基本的にはストレス
チェックの結果は自動的には事業者が把握できな
いようになっておりますので、把握できる、あるいは報
告できるとしても実施してるかしてないかということ
だけなので、そこのところについては、これから報告
を要するかどうかについても検討していくことにして
います。そこは未定です。

【片岡】	　それからチェックリストの結果については、事業
者に報告するかどうかは受けた個人の許可が必要
だという話なんですけど、事業者に知らせないでくれ
と言ったことによって不利益な取り扱いにしないとい
う法的措置は組み込むんですか。つまり50人いて、
俺だけは出したくないと言ったら誰が出してこない
かはわかりますよね。出してこない人間について、そ

れをもって不利益取り扱いは禁止するという明確な
法定はするんですか。

【回答】	　不利益取り扱いについての条文はご承知な方
もいると思いますが、面接指導の申し出をもって不
利益な取り扱いをしてはいけないというふうにはなっ
ています。それ以外の不利益な取り扱いについて、
例えば宗教上の措置であるとか、いまお尋ねの検
査結果を事業者に提供することに拒否をした場合
とかも含めまして、不利益取り扱いがどういう場合に
不利益なのか。例えば就業場所の転換が必要だと
言われたときに、それが健康確保のためなのか、そ
れは不利益取り扱いに当たるのかといったことは、
おそらく個々の人によってだいぶ違うと思うんです
が、そこのところも基本的なところは国で示しつつ、
そういった不利益取り扱いに当たることが生じない
ようにやっていきたいと思っています。

【片岡】	　ちょっと他の問題とは違うと思うんですが、検査
結果そのものを事業者に通知しないという自由が与
えられるんですから、事業者側からみればこいつが
出してくるか出してこないかという二つに一つなん
で、提出を拒否したものがそれを理由になんらかの
人事上の取り扱いをされるということを禁止する必
要があるんじゃないんですか。それは他の問題と質
が違うと思いますけど。一緒くたにして答えられたけ
ど、僕は違うと思うのでそれはきちんと答えていただ
きたいんですが。いまから法律を作る問題で、義務
化はおかしいんじゃないかという議論もあるぐらいの
ものでしょう。それは他の問題と一緒くたにそういう
風に答えてもらったら困る。きっちりちょっと検討する
か答えるかしてもらわないと困る。

【回答】	　私たちの方ではストレスチェックの結果を事業
者あるいは産業医の方できちんと活用していってい
ただくこともまた重要であると思っています。そこのと
ころに禁止規定を設けていないということなんです
が、現在、法律案に修正が入りまして、労働者の方
には受診の義務というのが外れたかたちになってお
りますので、そういう事業者に通知すること、あるい
は受診することによって不利益な取り扱いが行われ
るのではないかというご懸念の向きがあることにつ
いて、そういったところの法整備で補っていきたいと
は思っています。

【片岡】	　不利益取り扱い禁止措置を盛り込むということ
なんですか。

【回答】	　いえ、法律にはそこの部分は盛り込む予定に
はしていません。

【片岡】	　盛り込まないとまずいんじゃないんですか。
【回答】	　こう言ってはあれですが、私たちの方でストレ
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スチェックの結果を事業者の方に通知しなくてよい
ことを禁止するということの法的な義務付けという
か、禁止事項というのを置くことが他の事業者にス
トレスチェックを義務付けていることとの均衡を考え
て、そこの部分について必要であるとは考えていな
いということです。

【片岡】	　ストレスチェックを法律に入れるっていうときに
義務付けがまずいという議論が根底にあって、入れ
るっていうんだったら、それは知らせない自由もあっ
ていいんじゃないかっていうのと、それは認めましょ
うっていうことだけど、力関係の中で事業主がこい
つとこいつはチェック受けてもないし、やったけど出
してこない、どういうことだと。ちょっと呼べと、社長室
に。そういうことだってあるんじゃないんですか。そ
れはできないようにしてくれって言ってるんです。ま
さにこれは義務化をやめてくれという議論と一緒だ
と思うんですけど、それ押してやるって言ってんだか
ら、それは不利益やめてくれってことをちゃんと入れ
てくれっていうのは正論じゃないですか。やっとる事
業者との均衡なんて関係ない。それは全然違う。

【飯田】	　そんなものは言及すべきじゃないですよ。だか
ら当初は全員を対象にっていう話が産業医選任義
務のないところは、とりあえず猶予するみたいな話に
なっちゃってるわけでしょう。なんなのこれは一体。

【片岡】	　平野先生が言われたようにね、エビデンスが
はっきりしてないっちゅうのがもともとあるんだから、大
企業なり中規模なりちゃんとしたところでいっぺん、
3年ぐらいでちゃんとやってみて、介入試験やってみ
てそれで結果が出れば導入しようって言うんです
よって言うならまだわからんでもないけど、なんかうま
く機能してるような知見があるように聞いてますみ
たいな話が冒頭ありましたけど、それはちょっと違う
んじゃないですか。それはやっぱりね、どうせあれで
しょ。これを法制度化してから、ある程度何千万か
つけてどっかで委託研究やらそうっていう計画も別
途持ってるんでしょ。

【回答】	　それは具体的にではないですが、はい。
【片岡】	　当然ありますね。だからそれは先にやるべきで
すよ。もうその計画持ってるんでしょ。ありますよね、
当然。

【回答】	　検証が必要だと指摘されていますので。
【片岡】	　検証が先だって。
【飯田】	　それは先ですよ、そんなのは。義務化をする前
にそれをやった上で効果があればやりましょうってな
るわけでね、順序が逆。

【回答】	　最初、ご指摘があったようにエビデンスの話に
なるかと思うので。大規模の事業所ではいくつか

やっている。
【飯田】	　それと義務付けとは違うじゃないですか。すで
にやってるところはあるかもしれないけど、それが押
し並べて効果があるとか一次予防に役立つという
ようなことはまだ疑問視されてるわけですよ。だから
こそあなた中途半端に50人未満については義務化
はやはりできないという話になっちゃってるわけでね。
ちょっと時間の関係があってこの問題については、
私どもの立場とすれば義務化について絶対反対だ
ということを表明しておきます。

【千葉（いじめメンタルヘルス労働者支援センター）】	　先
ほど精神衛生学会が誤解したのでって言ってたの
がありましたけど、そのあと厚生労働省が動いたの
はわかりますけども、そのあたりもう一回精神衛生学
会は懸念を表明してるんじゃないですか。それが
事実経過だと思います。もうひとつ、ストレスってこと
が問題で考えるならば、ストレス原因があってストレ
スがあってストレスチェックなんですよ。そういう流れ
の中で一番最後のストレスチェックだけを問題にす
るっていうこと自身は、やっぱりそれはおかしいってい
うか、理解できないっていうか。私は医者じゃないで
すけど、精神科の医者も当然の見解になっていると
いうことだと思います。そのへんのところはかなりお
かしいと思います。それ以外のところは時間がない
のであらためて話をする機会を持っていただければ
と思って、今日はそのお願いだけしておきます。簡単
に言えば、ひとつの問題としては、パワーハラスメント
の提言については、いま現場では死んでいます。活
用されていません。それよりもブラック企業・ブラック
対策のところだけが進んでいるってことですよね。ブ
ラック企業対策っていうのは法令違反か否かってい
うところだけ、労働基準法に照らし合わせたってとこ
だけで判断をしています。そのことだけがまかり通っ
ているけれども、それ以外のところでいじめの問題、
パワーハラスメントの問題についてはあまり取り上げ
られていないっていう実態にあります。予防っていう
ことでもって話されるときにはですね、100時間以上
やったならば罰せられますよとか、労災で認定され
ますよってことの講演が、労の側からも使の側からも
されています。2のところでいろいろありますけど、イ
ンターバルの問題というのはサービスうんぬんかん
ぬんってありますけど、少なくとも労働者はどのくらい
の睡眠時間を取らなければ次の仕事にいけないの
かっていう問題においては、日本においてはインター
バル取っているところでも最長で6時間を取っている
と思いますけれども、それ自身が睡眠時間としては
最低限だという問題があったときには、これはサー
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ビスうんぬんということの問題で保留するってことの
問題にはならないんじゃないかと思います。あと職
場復帰の問題については、これ様 な々データはある
んですけど、この前の新聞においては、職場復帰に
成功しているのは4割っていう動きがありますけど、
労働政策研究・研修機構なんかの報告もありますけ
ど、復職の問題については企業の対策でアンケート
を取ってその中の様 な々アンケートを取りますけれど
も、その中で取ったアンケートの中で復職の問題に
ついて答えているのが約半分ぐらいなんです。その
中においてもまたさらにひどい結果が出ているって
いう問題においてはほとんど放棄されている、取り組
まれていないっていうことの問題。表に出てきている
パーセンテージっていうのはカラクリのある数字って
しか取られないっていう現実なんだと思います。成
功事例についての意見交換もできたらと思います。
労働時間の問題もすべて数字は使用者側が出し
ている数字です。ブラック企業への立ち入りのとこ
ろでは、労働者が訴えている時間とはかなり差があ
るという問題。労働時間の問題を調査するならば、
労働者から直接アンケートを取ることが必要ではな
いかと思います。

【飯田】		 千葉さんの方から問題提起はまた別途やらせ
ていただきたいと思います。

（2）	 メンタル不調者の把握ではなく、まず事業者に職場

におけるメンタルヘルス対策を講ずることを法的に義

務づけること。

【回答】		ご指摘のように、今回の労働安全衛生法改正
案にはメンタルヘルス対策の中のストレスチェックと
いう項目についての法制化を予定していまして、先
ほど申し上げた一時予防のための取り組みとして
義務付けることを予定しています。ご指摘のようにス
トレスチェックをやれば十分というものではありませ
んので、事業所の中での研修や相談窓口を設置す
る、あるいは職場復帰支援のプログラムを作成し、
実際に具体的な事例が発生した場合には適切に
プランを作成していただくという、一連の対策を具体
的・総合的に進める必要があると考えています。そ
ういうこともありますので、先ほど冒頭で申し上げま
したような心の健康保持・増進のための指針を周知
をしていくとともに、来年度から3事業一元化というこ
とで実施する予定にしております産業保険総合支
援センターにおきまして、これまでメンタルヘルス対
策支援センターで行っていました専門的相談である
とか、事業所に対する個別訪問支援、職場復帰プ
ログラムの作成の支援というようなことを推進するこ
とにしています。今後ともこのような法律に基づく対

策、指針、それから支援につきまして、今後もやって
まいりたいと考えています。

5.			 アスベスト対策について

（1）	 建物のアスベスト対策

①	 2012年度の建築物等の解体・改修作業場における

石綿ばく露防止のための監督実施状況の実績を明ら

かにすること。石綿障害予防規則等の違反状況と悪

質な事業者に対する司法処分の実績を明らかにする

こと。

【回答】	　平成24年におきましては13万4,295件の定期監
督等を実施しており、そのうち労働者の危険または
健康障害を防止するための措置に関する条文であ
る労働安全衛生法第20条ないし25条を根拠条文と
した石綿障害予防規則違反は209件。健康診断に
関する条文である労働安全衛生法第66条を根拠
条文とした石綿障害予防規則の違反は16件です。

②	 無届解体、違法工事の摘発に取り組むこと。悪質

な事業者に対する司法処分を徹底すること。2014年

度は特に、石綿障害予防規則と大気汚染防止法の改

正を踏まえて、環境省と連携し、全国一斉の立入調査

のアクションプログラムを立てて実施し、結果を公表す

ること。

【回答】	　司法処分については、平成24年については
1,133件実施しています。石綿障害防止規則に係る
事案としては、件数を把握していませんが、衛生関
係、安全衛生法第22条につきましては8件送検して
おります。労働基準監督署においては、各種情報か
ら法違反が疑われるような事業所を把握して監督・
指導を実施しています。指導に従わないなどの重大
または悪質な事案については刑事事件として調査・
送検をしています。また、労働基準監督署等におい
ても情報収集をしておりますが、主体的な能力には
限界がありますところ、無届解体や法違反が疑われ
るような事案がありましたら、労働基準監督署に相
談ないし要望提供をしていただきたいと思います。

【西田（神奈川労災職業病センター）】	　回答されてなく
て、こちらも後から要請した事項なんですが、今年
度、石綿障害防止規則が一部改正をされていま
す。大気汚染防止法も大幅に改正されてますので、
しかも立ち入り権限の拡大ということもあるので、今
年度は法改正に伴って、ぜひアクションプログラムを
立てて全国一斉の立ち入り検査をやってほしい。
当然、環境省にもこれは要請するので、環境省と連
携してやってほしいという要請は後からしてるんで
す。これについてはどうでしょう。

【回答】	　申し訳ありません。こちらも承っていないところ
でして。
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【西田】	　ここであらためて要請しますので、ぜひ検討し
てください。それと細かいことなんですが、石綿障害
予防規則の違反が209件あったということですが、
ぜひ都道府県別の労働局の内訳を教えてほしいと
いうことと、8件書類送検したって先ほどおっしゃいま
したけど、この事例紹介を後で資料提供してほしと
いうことをあわせてお願いしておきます。

【回答】	　持ち帰って検討させていただきます。
【片岡】	　書類送検に至った場合は、ホームページ等へ
の掲載はないんですか。

【回答】	　各都道府県労働局に裁量については任せて
いるところでございますので、やっているところもあれ
ばないところもあるというところです。

【飯田】	　やってもいいということですよね。
【回答】	　そういうことになります。
【成田（名古屋労災職業病研究会）】		 要望だけですが、

石綿障害予防規則違反で8件書類送検されてい
て、それも発表していただきたいという要望があった
んですが、ご存知のとおり日本全国では石綿が入っ
た建物がたくさん壊されています。ご存知のとおり
石綿は製造・使用・解体・運搬のときに人を殺す物質
です。最近、名古屋であった事例なんですが、地下
鉄の6番町駅の解体工事でクロシドライトが71倍、外
に出てしまった事件があるんです。3か月工事が止
まってまして、私は労働基準監督署にどういう指導
をされたのか聞いたのですが、個別事案で答えら
れないって言うんです。でも3か月止まっているんで
す。こういった8件の違法行為の事例を発表するっ
てことは今後大切だと思いますので、違反事例に関
しては事例の発表をお願いします。

③	 石綿除去工事等の事前調査等で、JATI協会（旧石

綿協会） が認定するアスベスト診断士を使用すること

を公的な文書で指示・推薦しないこと。

【回答】	　昨年、国土交通省の建築物石綿含有建材調
査者制度が創設されて、たしか今日、最終試験を
やっていると思いますけれども、これら者が今後出て
くるということですので、今後はこれらの者を推奨し
ていくとともに、機会を見て関係通達のアスベスト診
断士という名称そのものは削除させていただこうか
と考えています。ただ、もともとアスベスト診断士の
集まりのあった日本アスベスト調査診断協会につきま
しては、もともと石綿協会と関連するものではなく、解
体業者の集まりということで、現在、協会会員として
建築物―今回、国土交通省で資格が始まる調査
者さんも募集して会員に加えるということをして、ま
た既存の会員もこれら調査者の資格試験を受ける
ということで進めていると聞いています。また、独自

に協会の中では、会員同士で現場での経験したア
スベスト建材の情報を共有とか、協会内の研修等、
組織的な資質向上等という活動もやっているという
ことでして、これら活動自身はやっていまして、これら
活動は事前調査の精度向上に今後も寄与すると考
えていますので、日本アスベスト調査診断協会に登
録された者については、今後も事前調査の専門家と
してふさわしい方であると考えています。

【飯田】	　診断士の方はもう削除するということですね。
【回答】	　名称自体は、はい。
【飯田】	　具体的にどういうかたちで対応されるんです
か。削除というのはどういうかたちでやるんですか。

【回答】	　関係通達には、たしかに作業主任者と調査診
断協会に登録されたアスベスト診断士という名前に
なっていて、国土交通省さんの資格も入ってないと
思います。いま先行してマニュアルについては、国
土交通省さんの資格が今後できるというご案内をし
て、作業主任者と日本調査診断士協会に登録登録
された方という方で、もうアスベスト診断士の名称自
体は削除していまして、通達上も同じように、アスベス
ト診断士の名称自体は削除するということで調整し
ています。

（2）	 震災とアスベスト対策

	 		 東日本大震災の被災地でアスベスト除去工事にお

ける飛散事故が相次いで発生している。第12回東日

本大震災アスベスト対策合同会議（2013年11月29日）

においても、2013年度石綿気中モニタリング結果で

は、測定した59か所のうち5か所で石綿飛散事故が起

きている。来るべき大震災にそなえて既存建物のアス

ベスト対策を強化し、将来のアスベストによる健康被

害防止に全力で取り組まねばならない。

①	 今なお続く東日本大震災の復興・復旧作業におい

て建築物の解体やがれき処理作業に従事し、石綿ば

く露した労働者には健康管理手帳が交付されることを

周知徹底すること。

【回答】	　東日本大震災の復興・復旧作業に関わらず石
綿業務に従事して、一定の要件に該当する方につ
いては健康管理手帳の交付対象となっていますの
で、今後もこの制度の周知をあらゆる機会を捉えて
周知・徹底をしてまいりたいと考えています。

【西山（ひょうご労働安全衛生センター）】	　震災復興に
従事した方の手帳が取れるということを周知徹底
するという話ですが、私は兵庫で活動してるんです
が、何年か前もこういう質問させてもらってあらゆる
機会を通じてって言われてましたけど、兵庫にいて
も阪神淡路のときに曝露した方が手帳をもらえるっ
て聞いたことがないんですよ。東日本の震災の復

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉



安全センター情報2014年7月号   21

興関係についても、たぶん全国からいろいろなかた
ちで応援に行かれてると思うんですけど、これは国
がやらないといけないことだし、全国のそういう従事
された方に対してちゃんとやってほしいと思うんで
す。先ほどの回答は、回答のための回答に思うので
具体的にどうするのかっていうことをしていただきた
いと思っています。

【回答】	　周知についてはわれわれもわかると言うか、重
要なんですけど、難しい部分があるという現実があ
るんですが、都道府県労働局とか監督署で各局が
定期的に集団指導というかたちで労働者の方とか
事業者の方とかに説明する機会がありますので、健
康管理手帳の制度の周知をするとか、石綿に特化
すると石綿健康管理手帳についてというリーフレット
がありますので、そういったものをホームページ等で
周知しています。

【飯田】	　東京労働安全衛生センターも被災地に度々行
て、瓦礫のアスベストとかの調査をしているんです。
環境省の委員などにも入っています。実際に石巻
なんかを見ても、特別教育なんかをやるような力が
事業主さんにないんです。だから石巻市と提携して
作業者の特別教育なんかもやらせていただいたり
とか、あるいは技能講習なんかも宮城労働局さんに
やらせてもらったりしてるわけです。こういう現実が
ある中で、一般の実際に作業されてる方たちははっ
きり言ってよくわかっていない現実も浮かび上がって
きています。通り一遍の指導だとか監督と言っても、
被災状況の中で言えば地元の監督署なんて被災
するし人員もないじゃないですか。ましてや自治体
においてはそういった能力ないですよ。そこのところ
を総括するっていうのは教訓化していかないといけ
ないってことはわれわれの問題意識としてあって、そ
れは阪神淡路から続いて東日本大震災もそうだと
いうことですよ。環境省との合同委員会の中でも議
論されているわけですから、それを生かしていかな
いと、今度の震災があったときにまたアスベストの被
害を繰り返してしまうということなんです。そこらへん
の徹底をここであらためめて要請をさせてもらったと
いうことです。

【田島（関西労働者安全センター）】	　周知徹底という話
がたくさん出てきましたが、パンフレットとかホームペー
ジでダウンロードできるようにしてるとか、そういう努力
をしてますという話がありましたけど、ホームページ
でダウンロードできるようになってても、現実的には労
働者がそれを実際にダウンロードして手にする確率
は低いです。やりません。現場の労働者に届いて
ないと思います。監督署とかに行ってもパンフレット

をいくつか置いたりしてますけど、手にわたっている
かどうかと疑問に思っています。それを届けるって
いうことの周知徹底しますってことは中でもっと考え
ていただきたいと思います。

②	 大震災にそなえ、建築物の解体、アスベスト除去工

事、がれき処理作業に従事する労働者の石綿ばく露

防止対策のために石綿作業者の特別教育、石綿作

業主任者技能講習を徹底すること。

【回答】	　これらに関わるところにつきましては石綿障害
予防規則に基づく措置でございますので、適正な
処理をしていただく必要がありますので、今後とも環
境省や関係部局とも連携してばく露防止対策の徹
底を図っていきたいと考えています。

（3）	 健康管理手帳の交付と健診指定医療機関について

①	 指定医療機関の契約条件を緩和すること。CT検査

の外注化を認めること。指定医療機関と提携して専

門資格をもつ医師の指導により医師が健診できる体

制にある医療機関を指定医療機関に認めること。

【回答】	　健康管理手帳に係る健康診断の実施を契約
する医療機関の要件については、手帳所持者の健
康管理がより適切に実施できるように一定の要件を
設けているところでございます。当該要件は実情
に応じ、適宜見直しが必要であると認識しています
が、ご提案のCT撮影の外注化については、手帳所
持者が2か所の医療機関を回らなければならなくな
るなど、新たな負担が生じる可能性があるため、実
施には慎重な判断を要すると考えておりまして、現
在のところ見直す予定はありません。また、検診機
関の医師による手帳の健康診断の実施につきまし
ては、検診機関の医師が石綿関連疾患に関する
知識・知能が十分でない場合も考えられるため、たと
え専門医の指導のもと実施するとしても、同等の水
準の診断を担保することが困難である場合も考えら
れることから、実現は困難であると考えています。

②	 地方労働局に申請のあった医療機関がCT設置な

どの要件を満たしていない場合でも、労働局が申請を

受理した上で本省と協議して委託契約の是非を判断

するよう指導すること。

【回答】	　委託契約の是非については本省から地方労
働局に対して通達に基づいて実施しています。地
方労働局において申請のあった医療機関が通達
で示した契約要件を満たしたか否かを判断してい
まして、判断に迷う場合は適宜本省に協議依頼が
あり、適切に対応してます。

③	 指定医療機関の拡大に向けて各労働局に石綿・じ

ん肺の健診受診者のニーズに応じた指定医療機関

数及びその適正な配置などを調査させること。
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【回答】	　都道府県労働局において適正な医療機関の
数などは、その管内の実情において様々でして、労
働局において十分把握していると考えていますの
で、新たな調査等は必要ないと考えています。現在
でも、委託医療機関に関する相談・質問等があった
場合については、個別に対応していくというところで
す。しかしながら手帳所持者の利便性等を考えると
当然、委託医療機関の拡大に努めていくべきである
と考えておりますので、今後とも都道府県労働局に
対して委託医療機関の拡大を指示するとともに、本
省としても必要な指導等に努めてまいりたいと考え
ています。

④	 手帳取得者に健診日を指定しないこと。可能な限

り受診できるよう配慮すること。

【回答】	　検診日については委託医療機関等で案内し
ているところであり、実施期日については弾力的に
運用するように指導していますので、この指導を引き
続き努めてまいりたいと考えております。

（4）	 石綿健康診断について

①	 石綿関連疾患で最も潜伏期間が短いのは石綿肺

の10年である。エックス線の被ばくを考えると、石綿ば

く露10年までは胸部エックス線検査は不要であり、や

めること。

【回答】	　石綿障害予防規則においては、石綿による健
康障害の早期発見及び予防を目的として、石綿の
取り扱い業務等に従事する方の特殊健康診断の
実施が事業者に義務付けられています。この特殊
健康診断は、肺がん等を早期に発見することを目的
として項目が設定されており、早期発見に資するた
めには、ばく露しはじめて10年までの経過を見る必
要がありますので、胸部X線撮影による検査につい
ても含まれています。

6.			 じん肺管理区分決定について

（1）	 石綿ばく露があり、明らかな不整形陰影があっても

じん肺管理区分1の決定がなされることがある。特発

性間質性肺炎との診断と思われるが、診断の根拠を

明らかにすること。

【回答】	　じん肺管理区分は提出された資料等を基礎と
して、地方じん肺審査委の診断または審査によって
都道府県労働局長が決定するものです。現時点
では、診断の根拠を明らかにする必要はないと考え
ています。

（2）	 建設業の一人親方等についてはじん肺法が適用

されないが、じん肺管理区分の決定については一般

の労働者に準じた方法により決定されることになる

（「建設業の特別加入者（一人親方等）」 『改正じん肺

法の詳解』378頁、旧労働省労働基準局長・桑原敬一

著）。すべての都道府県労働局で、じん肺の所見申請

による決定を行うようにすること。

【回答】	　一人親方等、建設業の特別加入者はじん肺
法が適用されないという、紹介の本のところにも記載
されているんですけど、じん肺法が適用されません
ので、当然じん肺管理区分決定申請を行うことはで
きません。ただ、労災補償給付の請求の観点から、
業務上外の決定における審査過程においては、特
別に一般の労働者に準じた方法によって管理区分
の決定を行って判断をしていますので、その点につ
いてご理解をください。

7.			 化学物質管理のあり方について

全国労働安全衛生センター連絡会議は2013年9月

8日、厚生労働大臣及び「胆管がん問題を踏まえた化

学物質管理のあり方に関する専門検討会」 座長宛て

に、「胆管がん事件を踏まえた化学物質管理のあり方

の検討にあたっての要望」を提出した。今般、労働安

全衛生法の一部改正案において特別規則の対象に

されていない化学物質のうち、一定のリスクのある物

等について、事業者に危険性又は有害性等の調査

（リスクアセスメント） を義務付けることになっている。

それに関連して以下の点について要請する。

（1）	 特定規則の対象でない化学物質を含む化学物質

管理の原則として、有害性に関する情報のない化学

物質の使用を中止することを法令上明記すること。

【回答】	　現行の労働安全衛生法においては、化学物
質を製造又は取り扱う事業者に対し、当該物質の
危険有害性を調査し、及びそれに生ずるリスクを評
価する、いわゆるリスクアセスメントの実施を努力義
務としています。今般の改正労働安全衛生法案に
おいては、SDSの対象物質についてこれを義務とす
るという内容で提出しています。このSDS対象物質
については、日本産業衛生学会等で許容濃度が勧
告される等の、一定の危険有害性が確認されてい
るものということで位置づけています。一方で、すべ
ての化学物質について危険有害性の調査、先ほど
申し上げましたが、努力義務としていること、また有
害性に関する情報のない物質であっても当該情報
のないことを調査し、または例えば密閉状態で使用
することにより労働者へのばく露を防止することも考
えられますので、有害性に関する情報がない物質と
いうことをもって使用を禁止することまでは必要ない
と考えています。いずれにしてもリスクアセスメントの
実施の徹底については、引き続き指導してまいりた
いと考えています。

（2）	 化学物質リスクアセスメント指針及びリスクアセスメ

ント指針（平成18年3月30日付け指針公示第1号）の解
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説として示されている「可能な限り高い優先順位の措

置により、合理的に実現可能な程度に低いレベルまで

に適切にリスクを低減する」ことを法令上明記すること。

【回答】	　指針に示す措置の優先順位はより優先的に
検討すべき措置を示すものです。ですが、結果とし
て講ずべき措置を一律に定めるというようなもので
はないと考えていますので、法令に優先順位を規定
することは考えていません。また、労働安全衛生規
則においては、有害原因を除去するための代替物
の使用・作業方法の改善等必要な措置を講ずるこ
と、ガス等の破砕抑制のため密閉設備・局所排気
装置を設ける等必要な措置を講ずること等を定め
ており、指針に定める講ずべき措置の考え方・優先
順位ですが、そういったことも併せて今後も指導に
努めたいと考えています。

（3）	 労働安全衛生法第28条の2第1項に定められたリ

スクアセスメント実施及びその結果に基づく措置の義

務化にあたり、対象範囲をすべての化学物質に拡大

すること。

【回答】	　今般のリスクアセスメントの義務化については
先ほども話しましたが、SDSの対象物質を対象とす
るものです。これらの物質については産業衛生学
会等で許容濃度が勧告されるなど、その危険有害
性に関する知見が確立しています。当該危険有害
性によるリスクの評価を義務付けているものです。
その他の物質については、現時点で学会等で知見
が確立しているとまでは言えませんので、義務とする
ところまでは考えていません。また、リスクアセスメン
トの結果に基づき講ずる措置につきましては、法令
に定める措置、すなわち有機則等の特別規則に定
める個別の措置や労働安全衛生規則に定める必
要なばく露防止措置については義務として実施す
る必要はありますが、このような最低基準を超えるよ
うな追加的措置については努力義務としています。
こういった努力義務である事項についても、その促
進に努めてまいりたいと考えています。

（4）	 リスクアアセスメントの実施にあたっては、労働者

の参加及び実施内容の労働者への周知徹底を法令

上明記すること。

【回答】	　リスクアセスメント及びその結果に基づき講ず
る措置につきましては、安全衛生委員会の審議事
項とされています。また、今般のリスクアセスメントの
義務化にあたっては、その結果を備え付ける等によ
り労働者に周知することを義務付けることを予定し
ています。

（5）	 SDS交付義務の対象を、危険・有害性の有無にか

かわらず、すべての化学物質を対象とすること。SDS

が交付されない化学物質を使用しないようにすること。

【回答】	　SDSの交付義務は、日本産業衛生学会等で許
容濃度が勧告されるなどの物質を対象としています。
SDSの交付はこれを受け取った事業者においてリスク
アセスメントの実施等、化学物質管理に活用すること
をその趣旨としていますので、学会等で危険有害性に
関する知見が確立している物質について交付を義務
付けています。その他の物質については、現時点では
学会等での知見が確立されているまでとは言えないと
ころ、義務とすることまでは考えていません。危険有害
なすべての化学物質についてSDSの交付を安衛則
で努力義務として言っていますので、メーカー等の譲
渡提供者に対し交付について、ユーザー事業者に対
し入手について、引き続き指導してまいりたいと考えて
います。

（6）	 SDSの内容及びその情報に基づいて実施する措

置について、労働者に周知徹底することを法令上明

記すること。

【回答】	　SDSの交付が義務付けられている物質につ
いては、SDSを受け取った事業者に対し、掲示等に
よりその内容を労働者に通知することを義務付ける
とともに、当該物質について今般リスクアセスメント
を義務付けるものです。その結果についても先ほど
申し上げましたが、備え付けにより労働者に周知す
ることを義務付けるとこととしています。なお、危険
有害性を有するその他の物質については、学会等
で知見が確立しているとまでは言えませんが、SDS
交付及びリスクアセスメントを努力義務とするもので
す。指針において労働者への周知を定め、その促
進に努めてまいりたいと考えています。

（7）	 「発がん性に重点を置いた化学物質の有害性評価

の加速～既存化学物質評価10か年計画（CAP10）～」

について、内容を明らかにすること。

【回答】	　CAP10は次の各段階からなるものです。ひと
つ目として、職場に使用されている化学物質は約6
万物質あるとされていますが、そのうち年間の製造
輸入量が1トン以上のものについては約8,000となっ
ています。これらの物質について危険有害性情報
を収集し、さらなる調査が必要な物質を絞り込みま
す。この絞り込んだ物質について変異原性試験等
により労働者の発がん性のリスクの観点から優先的
に評価を行うべき物質をスクリーニングするとともに、
その結果、発がん性を疑われる物質について実験
動物によるがん原性試験を実施するということでご
ざいます。これらのがん原性試験の結果、それから
有害性情報から人に対する発がん性の可能性が
高いことが確認された物質については、当該物質
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の有害性と現場でのばく露の状況から現場の取り
扱い作業におけるリスクを評価し、リスクの高い作業
物質については、特化則等による措置の義務付け
を図っていくという内容になっています。

【片岡】	　一言で言って、これで第二の胆管がん事件は
防止できるという自信を厚生労働省はお持ちです
か。

【回答】	　そうした事案が今後発生しないようにというこ
とで、今回の法案改正を考えています。

【片岡】	　もう少しストレートに答えていただきたいんです
が、これで第二の胆管がん事件を防止できると断言
できるかですね。

【回答】	　防止するための法案と考えています。
【片岡】	　断言できるんですね。
【回答】	　これは断言ではないんでしょうか。
【片岡】	　わかりました。もうひとつ質問ですけど、ジクロロ
プロパンは努力義務でもなかった対象物質なんで
すけど、要するに勧告対象物質でもないし、産衛学
会の許容濃度が設定された物質でもなかったし、
有機則にもかかってなかったし、何ら義務的規制の
対象物質でなかったんですけど、そういうことはどう
するんですか、という意味で全てしろと質問してある
んですけど、それはしないという話だったら、また同じ
ような位置付けにある対象物質をアホみたいに使っ
て未知の重大疾病を起こすということはあり得るん
じゃないかと僕は思うんですが。

【回答】	　まず事実関係なんですけれども、1-2ジクロロプ
ロパンについては、SDSの対象物質として義務付け
られている640の中に入っておりました。

【片岡】	　僕は第二の胆管がん事件と言ったのであっ
て、そのSDS対象物質でない物質から問題が起
こってくるんじゃないんですか。だから全部作れって
いうのはそういう意味ですよね。有害性情報があえ
てない物質については使うなという話を入れてくれ
というのはそういう意味なので。

【回答】	　有害性のない物質についてもリスクアセスメン
トの努力義務がかかっていまして。

【片岡】	　努力義務なんて誰も努力しないですよ。
【回答】		 ただ今回のリスクアセスメントの義務について
は、リスクを評価するというところで…

【片岡】	　いやいや、ちょっと待って。努力義務なんての

は誰も努力しないって言ってるわけ。誰も守らないっ
て現場では。それは前提の話。

【回答】		守っていただくようにそれは指導を進めていくと
いうことで…

【片岡】	　誰が言うのそれ。工場に行って誰が言うの。
10年に1回、監督官が行けるか行けないかの工場
に向かって誰が言うの。

【回答】	　いろいろなかたちで周知・指導をして…
【片岡】	　いろいろなかたちで誰が言うの。言えない、そ
れは。工場にも行かないような、小さな工場で起こっ
たんですよ。それは無理。こんなことじゃ。絶対起こ
るよ。努力義務って誰も守らないよ。もうちょっと性
根入れて考えてもらいたいんですよ。それはわかっ
ておられます。あなたが言ったようなことはわかるけ
ど、制度として論理構築はされてるからね。それは
役に立たないようなことがわかったので、胆管がん
事件で。それは機能しなかったんですよ。最後にも
うひとつ質問したいんだけど、有機則とか特化則と
かの講習で講師が「皆さん、規制対象物質は注意
してできるだけ使わないようにしてください」と、危な
いから。そういうような先生のお話はもう今後はされ
ないでしょうね。できるだけ規制のない物質を使うよ
うにしてくださいということはもうやめるんですね。

【回答】		化学物質については、その危険有害性をきちん
と調査した上で使っていただきたいということで、規
制物質だから使うなということではありません。

【片岡】	　できるだけ規制対象物質を使わないようにしま
しょう、ということはやめるんですね。

【回答】	　そういう指導をしているという、あの…
【片岡】	　いや、ずっとそう言ってやってきたんですよ。講
習会とか、作業主任者の講習ではそれでやってきた
んですよ。知ってるでしょ。それがこういうことが起
こった原因なんですよ。

【回答】	　規則においては、危険有害性がないとわかっ
ているものについて代替してくださいということで、
代替物質の検討についてはそういうかたちで指導
してきていますし、今後もそこについては指導をしま
すが、要は規制対象物質ではないから安全である
ということではないということについては、しっかりと
厚生労働省からも広報・周知していきたいと考えて
います。

	 	 C.	労災補償関係

1.			 石綿による疾病について

（1）	 石綿肺がんについて

①	 石綿ばく露作業10年以上かつ医学的所見で業務

上認定すること。石綿ばく露作業10年以上かつ、ヘル
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シンキ ・クライテリアの職歴補足ガイドラインを満たす

石綿小体又は石綿繊維があれば原則として業務上

認定すること。

【回答】	　石綿による疾病の認定基準については、医学
専門家からなる石綿による疾病の認定基準に関す
る検討会というものを平成22年5月から開催しまし
て、その場で最新の医学的知見等を収集した上で
様 な々観点から検討した結果、平成24年2月に報告
書が取りまとめられたところでして、この報告書に基
づいて平成24年の3月29日付で改正をしています。
現在のところ、この認定基準の見直しが必要となる
ような最新の医学的知見が得られていないことから
引き続き現行の認定基準で判断をしていくのが適
当であると考えています。今後とも最新の医学的知
見の収集に努めるとともに、現行の認定基準に基づ
いて迅速かつ適正な処理に努めていきたいと考え
ています。

②	 保有個人情報の開示請求があれば本省協議の議

事録を開示すること。裁判になって初めて本省協議の

議事録を開示するのではなく、初めから開示すること。

【回答】	　保有個人情報の開示請求の関係ですが、保
有個人情報の開示請求がありましたら行政機関等
の保有する個人情報の保護に関する法律に基づ
いて請求のあった個人情報について不開示情報を
除いて適正に開示しています。この部分について
は今後とも適切に対応していきたいと考えています。

③	 石綿肺がんの認定基準の改正にともなって、労災

保険給付の請求事案のうち決定した事案における石

綿肺の有無、胸膜プラークの有無、石綿小体5,000本

以上を有無の割合がどのように変化しているのか、そ

れぞれの件数を示して明らかにすること。胸膜プラー

クに関しては、広範囲の胸膜プラーク所見での認定件

数についても明らかにすること。

【回答】	　回答なし
（2）	 中皮腫の労災認定について

①	 中皮腫の請求に対して、2012年度は労災保険で40

件、石綿救済法による時効労災の救済で39件業務外

と判断されている （全国安全センター調べ）。中皮腫

が業務外とされる事案が増えているが、その理由を明

らかにすること。

【回答】	　平成24年度における労災保険給付における
中皮腫の不支給決定の理由については石綿ばく
露作業に従事していたものと認められない、要は職
業ばく露のばく露歴が認められないというものや、労
働者性が認められないといったようなものが多くあり
ます。前年度と比較してもこれらの理由による不支
給決定件数が増加しました。平成24年度における

石綿救済法に基づく特別遺族給付金の中皮腫に
係る不支給決定理由についても石綿ばく露作業従
事歴が確認できなかったものが大半を占めていまし
て、こちらも前年度と比較してもこれらの理由による
不支給決定件数が増加しているという状況です。
被災労働者の石綿ばく露作業従事歴については
請求人の申し立てている作業内容と事業主や同僚
労働者などの証言、あるいは社会保険の被保険者
記録、登記事項証明書の内容といったようなものを
照合して、石綿ばく露作業に従事したという事実が
推定できるときはその期間を石綿ばく露作業従事歴
ということで認定しています。今後とも石綿ばく露を
裏付ける客観的な根拠の収集といったことを適切
に行うことなどによって、適正な労災認定に努めてい
きたいです。こういうことで支給対象とならなかった
事案でも、環境省の石綿健康被害救済給付制度
の対象となり得るということですので、請求人に対し
ては当該制度に対する申請の勧奨も行っています。

【片岡】	　中皮腫の労災認定件数の業務外のところの
説明に関連するんですが、大半がばく露歴が把握
できないということで不支給になっているということで
すよね。一方、時効救済の分が三桁まで伸びたと
いうことになって、それは中皮腫に対する死亡調査
が功を奏したと理解しています。つまり一定の中皮
腫の不認定事件、不申請事件ですね、これは申請
勧奨とかいろいろな行政の働きかけによってかなり
成果を上げているというふうに思いますが、一方で
中皮腫の案件がわれわれこの数年、非常に大きな
問題意識を持っているのは、厚生労働省の中皮腫
の認定件数と環境再生保全機構の認定件数のバ
ランスが非常に悪いのではないかと考えているんで
すが、どうですか。あまりそのことは考えないようにし
てますか。不自然と思ってないですか。

【回答】	　数字だけを見てどうということは申し上げられ
ないのかなと思います。

【片岡】	　どういう比率になっているかはご存知ですか。
環境再生保全機構と労災における中皮腫の認定
件数の比率がどうなっているかです。

【回答】	　どうなっているかというのはちょっとなんともで
すが、全体の数字を持ってきてはないのであれです
が、数字自体は見ています。

【片岡】	　大体の比率は何対何になってますか。
【回答】	　ちょっとすいません、そこまでちょっと、見ないと
なんとも申し上げられませんが。

【片岡】	　ちょっとだけ環境再生保全機構の認定件数の
方が多いというのがこの数年続いてますよね。1対
1ぐらいですよ。中皮腫の認定件数が1対1というの



26   安全センター情報2014年7月号

は、労災の方が少ないというのは大変問題だと思っ
ているんですよ。最後の説明であかんかったら機
構の方に行ってくださいねっていう説明をされてる
と。これは大変ご親切でありがとうございます。ただ
問題は、一部の労働基準監督署では申請の窓口に
おいてそういう説明をのっけからする奴らもおるとい
うことも把握しておいていただきたいと。もちろん窓
口の方々によっては非常に熱心におやりになるとこ
ろがありますけれども、非常に安易にそういうことを
言って、機構の方に誘導的に対処をするケースも出
てきていると。一度、環境保全機構なり環境省とこ
のバランスが悪い問題を研究をしていただいて、もっ
と労災の方で面倒を見ることができないのかという
ふうな研究をしていただきたいっていうのが私のお
願いです。つまりね、時 わ々れわれのところには環境
再生保全機構に認定はされていますっていう案件
が来るんですね。それにわれわれがいろいろと手助
けをすると労災に切り替わる例がめずらしくないん
ですよ。われわれがやってできるんだったら、監督署
がやってもっともっと効率よくできるはずだというふう
に私は思っているので、そういうご努力を本腰を入
れてやっていただけないかということです。

【回答】	　その関係で、しばらく前に環境省の方の審議
会で、こっちのものが向こうに行ってるんではないか
という指摘がされたことがあったと思うんですけど、
それを受けていろいろあって時間かかったんです
が、今年の1月から向こうで、向こうに申請があって
認定された人で、向こうのアンケートに労働者として
の職歴があって、向こうが確認してくれてうちに情
報を教えていいと言ってくれた人の情報をもらうこと
にしました。本省から直接、周知の文書を送ります。
そんなに数はいないんですが、いただいたものでう
ちの請求をされていない方については、こちらから
送ることにしましたので、向こうである程度把握され
てるものについては、そういったかたちで対応してい
きたいと考えています。

【片岡】	　ありがとうございます。ひとつだけ提案をして終
わりますが、その連絡文書にわれわれの団体の電
話番号を入れてください。

【回答】	　それはちょっと。
【西山】	　いまの続きでですね、だから結局、そうやって
周知していただいても、結局また監督署でもう1回調
べたら中皮腫であっても認定されないって件数があ
まりにも多すぎると思うんです。なぜそうなってるかっ
ていうところをもう1回ちゃんと検証しなかったら、同
じことの繰り返しやと思うんです。とくにこの時効救
済の件数が先ほどでも36件不支給になってるってこ

とは。もちろんこれはばく露が古いからそういうばく
露状況がわからなかったりとか、同僚や事業主が亡
くなっている方が多いと思うんですよ。しかし、そう
いう方のために、救済するために作られた法律なの
に、なんか適正にやってることによって切ってしまうた
めの調査になってしまっていると思うんですけども、
調査のあり方とか、とくに中皮腫の場合は救済を前
提にすることをもう一度、現場に徹底する必要があ
るのではないかと思うんですがどうでしょう。

【回答】	　先ほど申し上げたとおり、石綿ばく露作業の従
事歴というのは十分調査するようにしていますので、
確実に、例えば同僚が見つかって同僚に聞いたら、
「いや、その当時、そういう作業はなかった」という
ようなことがあって駄目になってるものも先ほどの件
数には入ってるわけで、確認できなかったというもの
はですね。明確に職業歴を調査しても石綿ばく露
作業に従事したということが認められないということ
が確認されたものがある一方で、古すぎて確認が難
しいというのも確かにあります。出来る限りそういっ
たところは調査を尽くして、判断に迷うものは本省に
協議に上げていただいて専門家の知見も借りなが
ら、この職業歴の中でどこかでばく露する可能性っ
ていうのがないのかどうなのかというのはこれからも
しっかり見ていきたいと思います。

【片岡】	　そういうことじゃないんですよ言っているのは。
つまり、あなた方のばく露歴の認定のありように構造
的な問題があるんじゃないかということを、われわれ
は感じているわけです。例えば本人が非常に整合
性を持ったばく露の状況について生前に非常に詳
細な説明をしていると。ところが監督署に昔の会社
におった人間が生きていて人がいて、その人に話
を聞きにいったら「いや、そんなもん、うちはアスベス
トなんてうちは関係ない」と一言で、一言で労災が
潰されるということを目の当たりに見てるんですよ。
つまりこれはね、一つひとつの中皮腫の案件につい
てどういうふうにばく露歴調査をするかということに
ついて、どちらかというと会社側に立った本人に冷
たいかたちでのばく露歴認定が行われているので
はないかという、構造的問題があるのではないかと
思っているんです。実際にそういう問題があるかど
うかを一つひとつの個別案件についてちゃんとやろ
うという意思表明だけでは―これは大事なことなん
ですけど―この構造的問題は改善できない。だか
ら調査をやってくれと言うとるわけですよ。趣旨をそ
のように理解してもらいたいんですよ。ばく露歴で
駄目にしてるやつを一回集めてみて、どういうふうに
ばく露歴を否定しているのかっていうのを一覧表に
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並べて僕らの前に見せてくれませんか。そういう意
味なんですよ。それでね、最後に一言もう一個言い
ますけどね、中皮腫の死亡調査はかなりイケてると
思ってるでしょう。これはかなりイケてると思ったんで
すよ。死亡個票もう一回送っての周知事業は。あ
れはかなりイケてたと思ってます。ところがつい最近
ですが、とんでもない時効の事案に遭遇してまして、
ある石綿関連の労働者の中に、3名。3名ですよ、2
名は石綿肺で死んでる人がいた。ところがその遺
族が遺族補償を受けていなかったという案件を発
見したんです。それですぐに時効救済で申請させま
した。それからもう1件は、同じような事業所で腹膜
中皮腫で死んでる遺族を見つけました。これも時効
になっていた。同じ大阪府内のある地域に3件も立
て続けに時効救済をしないといけない案件があっ
て、その内の2件は中皮腫だったんです。そういう
かたちで埋もれているものもある。親父とおふくろが
石綿肺で労災をもらっていてそれで死んでいるけど
も、遺族補償は完遂していないと。監督署がなんの
周知もしていないというかたちで時効になっていると
いう事案が、大阪の町のど真ん中にあって僕はびっ
くりしたんですけど、本人の方が気づいてないのも
あるかもしれないけど、監督署がボーっとしてて遺族
にちゃんと周知徹底していないのがまだ残ってるん
ですよ。かなりイケてると思ってた事業もまだ穴があ
るんで頑張っていただきたいということです。

②	 中皮腫の不支給処分件数を理由別に都道府県ご

とに明らかにすること。また、審査請求及び再審査請

求において取り消しとなった件数を明らかにすること。

【回答】	　平成24年度における労災保険給付の中皮腫
不支給決定の理由については、まず石綿ばく露作
業に従事していたものと認められないといったような
ことで判断されたものが27件、労働者性がないと判
断されたものが5件、病理診断の結果で中皮腫でな
いと判断されたものが7件、死亡の直接原因が中皮
腫でないと判断されたものが1件となっています。ま
た、24年度における石綿救済法に基づく特別遺族
給付金の中皮腫に係る不支給決定理由について
は、石綿ばく露作業に従事していたものと認められ
ないなどと判断されたものが36件、病理診断の結果
によって中皮腫でないと判断されたものが1件、請求
人に受給資格が認められなかったものが1件、特別
加入者として遂行した業務により発症した疾病と認
められなかったものが1件となっています。なお、お
尋ねの都道府県別の件数については、集計を行っ
ておりませんのでお示しすることができません。また、
平成24年度に審査請求で取り消しとなった件数は2

件です。
【回答】	　労働保険審査会ですが、再審査請求におい
て取り消しになった件数は0件です。

③	 2009年に中皮腫を発症し労災認定されたが、その

後「適正給付管理」の対象とされたため2011年に症状

固定、障害認定を受け、2013年中皮腫により亡くなっ

た事案があった。生前「再発」申請したが、その精神的

苦痛たるや想像に余りあるものである。再発防止が

必要である。中皮腫など職業がんについては、安易

に適正給付管理の対象とし、症状固定、補償給付打ち

切りはせず、慎重に判断するよう通達すること。

【回答】	　適正給付加入の実施については、昭和59年
8月3日付け基発第391号に基づき実施しています。
症状の判断等にあたっては、主治医の意見等を踏
まえ適切な給付が行われるよう努めていきたいと考
えています。

（3）	 石綿ばく露作業従事歴の把握について

	 		 石綿ばく露歴の証明に困難なことが多いことに十分

配慮して対応し（平成17年7月19日、参議院厚生労働

委員会）、また、石綿にばく露したことが証明されないと

労災認定しないということではなく、作業に従事してい

たことでもって認定の条件とする（同年8月3日） という

尾辻秀久厚労大臣（当時）の答弁を添付して、通達を

出すこと。国会答弁添付の通達については、平成23年

7月11日基発0711第1号 「東日本大震災に係る窓口業

務等の適切な対応の徹底について」を参考とすること。

【回答】	　被災労働者の方が石綿ばく露作業に従事し
ていたかどうかの確認については、平成24年9月
20日付けの労基補発0920第1号「石綿による疾病
の業務上外の認定のための調査実施要領につい
て」及び同日付けの基労補発0920第2号「石綿によ
る疾病の業務上外の認定のための調査実施要領
（特別遺族給付金関係）について」により、事業主
や同僚労働者の証言を得ながら調査を行うようにと
のことで指示をしています。しかし、事案によっては
事業主や同僚労働者が既に死亡しているなどの
事情によって事実認定が困難となる場合があると
いうことから、平成17年の7月27日付け基労補発第
0727001号「石綿による疾病に係る事務処理の迅
速化等について」という通知によって、転々労働者な
どに係る石綿ばく露作業従事歴の事実認定の方
法について指示を出しています。被災労働者の石
綿ばく露作業従事歴の確認については、これらの
通達に基づいて、請求人の申し立てている作業内
容と事業主や同僚労働者の証言、あるいは社会保
険の被保険者記録、登記事項証明書の内容等々
を照合して石綿ばく露作業に従事した事実が推定
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できるときにはその期間を石綿ばく露作業従事歴と
して認定するとしています。今後とも石綿ばく露を
裏付ける客観的な根拠の収集を適切に行うことに
よって迅速・適正な事実認定に努めていきます。

（4）	 本省協議の件数

	 		 2012年度、石綿による疾病の認定基準（平成24年3

月29日、基発0329第2号）の第3の5の本省協議にされ

た件数を、（1）肺がんア～オ、(2)中皮腫ア～ウ、(3)良

性石綿胸水、(4)びまん性胸膜肥厚、(5)その他の疾病

ごとに明らかにすること。

【回答】	　現在、「石綿による疾病の認定基準について」
の第3の5に基づいて本省協議となっている件数で
すが、肺がん関係のイの項目が1件、ウの項目が7
件、エの項目が1件、中皮腫についてはウの項目が4
件、良性石綿胸水については2件、びまん性胸膜肥
厚については1件、その他疾病については1件という
状況になっています。ご要望の平成24年度のデー
タについては取りまとめたものを作成していませんの
で示すことができません。

（5）	 平均賃金の決定

	 		 富山で中皮腫で闘病中だった労災被災者が、平成

24年5月22日に平均賃金の決定処分不服として、労働

基準法12条第8項に基づく審査請求をした件で、厚生

労働大臣は平成26年2月18日付で、原処分を取り消す

裁決をした。これは、監督署が平成22年賃金構造調査

を用いなければならないものを、21年の同調査を用い

たというきわめて単純なミスであり、そのことは原処分

庁も審査請求直後から弁明していたのである。平成

25年1月19日に被災者は亡くなり、長期間にわたって、

誤った低額の休業補償や年金給付を受けざるを得な

かった。なぜこのように時間がかかるのかを明らかに

すること。

【回答】	　回答なし
2.			 じん肺及び合併症

じん肺合併続発性気管支炎で療養中の被災者が、症

状が増悪して肺炎になった場合にも療養補償給付を支

給すること。

【回答】	　じん肺及びその合併症については労働基準
法施行規則別表第1の2、第5号において労災保険
の対象を粉じんを飛散する場所における業務による
じん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併し
たじん肺法施行規則第1条の各号に掲げる疾病と
いうことで定めています。これらを業務上の疾病とし
て取り扱っています。お尋ねの肺炎については、じ
ん肺の合併症として認められていないですが、粉じ
ん作業従事歴を有する労働者の方からじん肺の合
併症の増悪に肺炎を発症したとして労災請求がな

された場合については、疾病名にとらわれることなく
主治医等に対して意見紹介を行い、疾病の病態や
症状の経過等について調査を行い、必要に応じて
専門医にも意見を求めながら、個別に因果関係を
判断することとしています。

3.			 精神障害の労災認定

（1）	 請求件数に対して明らかに支給決定件数が少な

い千葉、埼玉、愛知、大阪、三重の労働局に対して、な

ぜ少ないのか、その判断に問題はないのか実態を調

査すること。

【回答】	　精神障害の労災請求事案については平成23
年12月の認定基準に基づき判断をしています。認
定基準で示している具体的出来事については36ほ
どありますが、このように請求事案は個々の事案に
よってその内容が異なる事情がありまして、認定率
が低いことをもってただちにその処理に問題がある
とはならないと考えています。一方、調査と判断に
至るまでは適切にやる必要があると思っています。
都道府県労働局に対しては日ごろからそういった指
導を行っていますので、今後とも適切な判断がなさ
れるような指導を行っていきたいと考えています。

【田島】	　労災認定件数が低い都道府県の問題につい
ては、各労働局にも申し入れしまして、まったく同じで
「適切にやってて、認定率だけでは判断できない」
という同じ回答をしているんですが、こっちがやりと
りしたのは、その年だけ低いのだったら納得できる
けど、いつも低いとかそういうことに対してちゃんと
回答をもらえないんです。ここでももらってないんで
す。そういうことはちゃんと中身を見て分析してもら
わないとわからないと思うんです。それを見たうえで
全部適切でしたっていう回答ではなくて、いつも「適
切にやってますから認定率だけで言わないでくださ
い」っていう回答ばっかり各労働局でされました。な
ので、実際にちゃんと見た上で回答ください。いつ
も低いというのはやはり何かあるんじゃないかと思
いますよね。その下に、研修を行うこととかが続いて
いるので、これはこれに関連してやはり私たちとして
は局によってやはり判断のやり方が不十分なところ
があると疑ってますので、認定基準が変わったとき
に研修やったとかそういうことだけではなくて、普段
から何度も何度も、変わった事例が出たら周知徹
底して随時細かい研修をやっていただくとか、認定
事例を実際に判断する労働局の窓口の方が参考
にできるようにデータベースとかで共有していつでも
参考にできるような体制を作るとか、事例集を作成し
てっていうのもそういう関連なんですが、そういう体
制をやってほしいという趣旨なんです。まず最初に
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言った分析の見直しからやってください。やったうえ
で適正に指導をお願いします。もうひとつ加えると、
大阪労働局の監察官から適正にやってますってい
う回答をもらったときに言われたのは、資料を適切に
マニュアル通りちゃんと集めていると。実はそこしか
チェックしてないんです。中身について、これはおか
しいんじゃないんですかって言ったら、そんなとこま
でパッと見てこちらではわかりませんからっていう程
度のことで、適切にやっていると言われているのが
現状なので、本当の見直しをやってください。

【飯田】	　各労働局、低いとされているようなところへは
私たちは出向いて要請してます。非常に回答等とし
ては、必ずしも適正にやってるとおっしゃってますが、
あまり自信があって回答しているようにも見受けられ
ませんでしたので、ここについてはまた各局ともやっ
ていきたいと思っています。

（2）	 地方労災医員に対し認定基準を周知徹底するた

めの研修を行うこと。

【回答】	　精神障害の事案の適正な処理を進めるため
には、認定基準の理解を地方労災の方にも深めて
いただくことが重要であると考えています。各地方
の都道府県労働局においては、労災委員の相談に
際して事案の内容に応じた認定基準に関する説明
を丁寧に行い、判断をいただいているものと理解し
ています。なお、地方労災委員に対する研修につ
いては、平成24年の2月に厚生労働本省で実施し
ています。

（3）	 認定基準が一定抽象的であるため、業務上認定事

例集を作成し、補償実務担当者や地方労災医員に配

布し、研修会への参加を義務付けること。

【回答】	　業務上として認定した事例については、平成
24年3月に作成している精神障害の労災認定実務
要領の中で、複数の認定事例を盛り込ませ、認定
基準で示している具体的出来事による心理的負荷
の評価方法とか、調査の取りまとめ方法について都
道府県労働局に示しています。今後も参考となる
認定事例の収集に努めて、実務に役立てたいと考
えています。

（4）	 精神病院や診療所に精神障害の労災認定のパン

フレットを配布すること。

【回答】	　精神障害の労災認定のパンフレットの関係は
認定基準のポイントをまとめたパンフレットを作成して
いまして、平成24年6月に都道府県労働局と労働基
準監督署を通じて全国の労災指定病院などの医
療機関に配布しています。また、今年の3月には追
加で増刷し、これも労働局と労働基準監督署に配
布しています。今後も機会を見て配布を行いたいと

考えています。
（5）	 労災課の給付調査担当者において退職強要に関

する認識不足が目に余る。個人労働紛争事案につい

て研修を実施すること。

【回答】		退職強要の事案については、請求される方です
とか、事業所の関係者の方などから聴取をすること
によって、労災認定にあたって必要な事実関係の
調査を行っております。先ほど申し上げました平成
24年3月に作成しています精神障害の労災認定実
務要領の中でも、退職強要による心理的負荷の評
価方法などを解説しています。

（6）	 自殺事案について

	 		 局の専門部会が「精神障害の発症を合理的に推

認するに足る情報が得られないことから、精神障害を

発病したとは判断できない」 として、労働基準監督署

が業務における心理的負荷の評価を踏み込んで行

わず、故意の自殺と判定した事案がある。現行の認

定基準では、平成11年14日基発第545号通達によると

しているが、1999年検討会報告による検討概要、検討

結果、基発第544号、第545号、事務連絡第9号を踏ま

えて適切に判断していないと考えられる。上記文書に

おける自殺の取扱いを専門部会、労災医員、労働基

準監督署に徹底すること。

【回答】	　精神障害による自殺の取り扱いの関係は、基
発第545号通達において、業務上の精神障害に
よって正常な認識・行為選択能力が著しく阻害さ
れ、または自殺行為を思い留まる精神的な抑制力
が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認
められる場合には、結果の発生を意図した行為に
は該当しないとしています。この考え方に基づいて
労働基準監督署では判断をしています。ご指摘の
点も含めて引き続き都道府県労働局と労働基準監
督署に対しては、適正な処理が行われるよう取り計
らっていきたいと考えています。

【斎藤】	　受診が全然なくっていきなり自殺なんですが、
それで最後に亡くなる前に奥様にメールを、仕事が
上手くいかないしもうダメで仕事に向いてないんだ
と思う。ごめん。いままでどうもありがとうと、というメー
ルを送られて自殺されてるんですよね。でね、これ東
京の中央労働基準監督署の事案なんですけども、
専門部会の方では精神障害の発病を合理的に推
認するに足る情報が得られていないというような取り
まとめがされていて、監督署の復命書を見ると故意
というふうにされてるんですよね。だけどこれ、その
覚悟の自殺っていうかね、故意というふうに考えにく
いというか、それは特殊な。で、平成11年の検討結
果とかによって、基本的には自殺を思い留まる精神
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のあれが、もう思い留まれないような状況っていう方
の分類の方にどちらかと言うとはまるので、故意って
いうのはかなり特殊な状況でないと覚悟の自殺って
いうのは出てこないと、報告書を見るとそういう切り
分けだと思うんです。中央労働基準監督署の決定
が、これは2012年度の回答で、業務上が2件で、業
務外が7件もあるんですよ、自殺に関して。ほか全体
を見るとどちらかと言えば半 ぐ々らいで、こんなに業
務外が多いのはちょっとなんか、そもそもの判断の
仕方が。専門部会だから別に覚悟の自殺だとか故
意だとかっていう判定はしてないですよ。ところが精
神障害が前に推定できないと調査官はそれを故意
に分類しちゃってるとなると、そもそもの検討結果か
らして違うのではないかと思うので、東京の中央署
の事案について、調査していただけないだろうかと
思うんですが。

【回答】	　おっしゃられたとおり、先ほど冒頭ご回答差し
上げたように自殺の考え方については通達に沿って
判断されるべきものだと思っております。通達に沿っ
た判断とあわせて部会の中のものを踏まえて労働
基準監督署では決定をするものと思っておりますの
で、そこで正しく理解されていないということについ
ては、適正な処理のために指導する必要があると
思っています。今後ともそういうところも含めて指導
していきたいと思います。

【斎藤】	　具体的に中央労働基準監督署について調べ
ていただけないでしょうか。つまり、故意に分類するっ
ていうのは相当なもんだと思うんですよね。めったに
ないと思うんですよ。だけど故意で分類しちゃってる
わけですよ。具体的にひとつ事案があるんです。も
しかするとそういうかたちのやり方がされてしまって
んじゃないかっていう危険性があるので、具体的に
踏み込んで調査していただけないでしょうか。

【回答】	　そういった点も含めてわれわれも常日頃、適正
な処理のための指導やってますので、その一環の
中ではやっていきたいと思いますが。

【飯田】	　ちょっと見てみたらどうですか。いま初めてお聞
きになったと思いますし、故意かどうかってところで
ね、かなり自殺の問題が労災に結びつかなかったと
いうところがあって、それは一応通達を出して、ちゃ
んとやるようにって話にはなってるわけでしょう。いま
の話聞いたところで、その実際、復命書とってみてそ
ういう理由になってるっていうのはちょっと、はっきり
言って理解できないんですよね。専門部会の方で
そういう見方してないわけだからね。なぜそこをそう
いうふうに決め付けるのかっていうのはよくわからな
いっていうか、やっぱり間違ってるんじゃないですか

ね。だからそこを掘り下げて調査してくださいよ。た
しかに中央署、申請は多いけれど、自殺の業務外っ
ていうのはやっぱり多いですよ、聞いていて。そこ
ちょっとやはりターゲットにして、調べてください。

【回答】	　ご要望はうけたまわります。
【飯田】	　じゃあやってくださいね、後でまた確認をさせて
いただきますので。よろしいですか。

【回答】	　確認はいたします。
（7）	 本省で公表している脳・心臓疾患及び精神障害の

労災補償状況を、各地方労働局においても作成、公

表すること。地方労働局でも精神障害の出来事別決

定及び支給決定件数の一覧を公表すること。

【回答】	　ご承知のとおり、全国の脳・心臓疾患と精神障
害の労災補償状況については、毎年厚生労働本
省で全国の状況をまとめて公表しています。あわせ
て都道府県別の状況についても、請求件数・決定
件数を公表しています。都道府県労働局において
の公表については、各労働局で労災請求件数や
局内の状況を踏まえてその要否を判断しています。

4.			 軽度外傷性脳損傷(MTBI)の労災

（1）	 画像所見が認められないMTBIによる高次脳機能

障害・身体性機能障害について、別病名による障害

認定の後、前を問わず、体系的・他覚的な神経学的検

査とWHOのMTBI定義に基づき、労災事故による脳損

傷と認めること。

【回答】	　画像所見が認められない高次脳機能障害の
障害請求がなされた場合についてはご案内のとお
り、昨年の6月に通知を出して本省に報告させること
としたところです。これによってWHOの研究協力セ
ンターの示す軽度外傷性脳損傷の定義に該当す
る事案については、本省で医学専門家の意見に基
づいて障害認定等を含めて個別の事案に即して
丁寧に確認して判断したいと思います。なお、体系
的・他覚的的な神経学的検査に関しては、これによ
り現在生じている症状を把握することはできるもの
ですが、これらの検査によりただちに災害と障害と
の因果関係を判断するのは困難だと考えておりま
す。また、障害認定については、ひとつの災害で被っ
た複数の傷病について、個々の障害・傷病の治癒
の時期が異なっても、すべての傷病が治癒した段
階でその方に残存した後遺障害の全体を評価して
一本の障害等級を決定しています。いったん後遺
障害の認定を行った事案について再発・再治癒の
場合では、もちろんその段階での状況を検討します
が、再発が認められないにも関わらず再度の評価を
行うことは考えていません。

【斎藤】	　MTBIの本省協議の結果が出たのが、いま何
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件で、いま協議中が何件あって、それから専門性を
有する専門家をどなたが担当されたのかを教えてく
ださい。

【回答】		本省から正式に報告をいただいて、お返しをし
たものは現時点で2件あります。ただそれがどれで
あるかについては、まだ最終的な支給決定・不支給
決定、その他についてはまだ省の方で調整中になり
ますので、先に本人さんじゃないところに言ってしま
うのはどうかと思っていますのでご容赦ください。そ
の他ですね、個別に相談をいただいているものは
10件ぐらいあるんですけれども、いろいろと追加調
査等をしている段階ですので、まだ正式な報告には
至っていません。先生については、個人情報の関
係がありますので、この場でお答えすることは差し控
えさせていただきます。

（2）	 MTBIなどの労災・公災の障害認定にあたり、労災

病院で鑑定した場合、「診療情報の提供等に関する指

針」に沿い、医師意見を含むカルテを当該患者に開示

すること。

【回答】		軽度外傷性脳損傷などの労災または公災の障
害認定にあたり、労災病院に対して鑑定の依頼があ
り、当該鑑定に係る開示請求が当該患者からあっ
た場合は、ご指摘の診療情報の提供等に関する指
針等に基づき原則として開示していると、労災病院
を運営している独立行政法人労働者健康福祉機
構から聞いています。ただし、開示することによって
第三者の利益を害する恐れがある等の場合は、診
療記録の全部または一部を開示しない場合があり
ます。なお、医師意見については、患者本人に対し
て診察を行いカルテに記載したものについては、診
療記録に該当するため開示の対象となります。

5.			 化学物質過敏症の労災

（1）	 化学物質に関する個別症例検討会の廃止以降の

本省協議となっている化学物質過敏症案件につい

て、①年度別協議年数、②平均協議処理期間、③協

議結果を明らかにすること。

【回答】		現在、いわゆる化学物質課過敏症ということで
本省に協議されているものについては4件ありまし
て、労災請求受け付けからの処理期間が約2年の
ものが1件、1年半程度のものが3件という状況です。
この他のご要望のデータについては、取りまとめたも
のを作成していません。

（2）	 化学物質過敏症については、2011年3月31日の広

島高裁岡山支部の判決が確定したことを受けて、労

災疾病として認め、労災適用すること。反論があれば、

化学物質過敏症を労災として認めなかった判例をあ

げて説明すること。

【回答】	　ご指摘の判決については、被災労働者の症
状の具体的経過、化学物質のばく露の程度等を総
合的に判断して被災労働者に出現した各症状が
業務上の疾病であると判示したものでして、個別の
事実関係のもとにおいて事例判断をしたと理解して
います。したがって、この判決をもって、いわゆる化
学物質過敏症とは認められないと考えています。ご
指摘の化学物質過敏症を労災として認めなかった
裁判例については、個別の事案に関るので回答は
差し控えたいと考えています。

6.			 脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症については、厚生労働省内の研究

班で画像の診断基準が確立したことを受け、早急に

労災適用すること。

【回答】	　労災保険の療養の範囲は原則として健康保
険に準拠していますので、業務上と判断される脳脊
髄液漏出症の被災労働者に対しては労災保険に
おいても給付されることとなります。なお、先進医療
となっているブラッドパッチ療法については、健康保
険の取り扱いと同様ですので、先進医療の届出を
行っている医療機関でその療法が行われた場合に
ついては、労災保険では給付できませんけれども、
それ以外の保険適用のある診察ですとか、検査・投
薬・注射・入院等については給付されます。

7.			 症状固定・治ゆについて

（1）	 主治医の半年前の診断書を局医協議会にかけ、

診断書から1年後に「認定治ゆ」とされた事案がある。

主治医からは診断書を求められた際の症状固定に関

する質問、抗議への回答もなく強行されたものとして、

本省、局、署に改めて抗議がなされている。同じ労働

基準監督署で2007年、労災課長が多数の腰痛患者に

対し、補償に甘えているなどという暴言をはき、また、

局医協議会にもかけず、主治医の意見に反して療養

を打ち切った。この事件は、当該労組、患者会から抗

議を受け、労働局が謝罪したことが報道された。さら

に当時の謝罪では、暴言を吐いた労災課長を被災者

に直接対応する部署にはおかないと約束したにもか

かわらず、当該労災課長はのちに労災保険審査官に

なり、被災者側を敵視し続けている。症状固定をめぐ

り、被災者を敵視する姿勢を改めること。

【回答】	　労災保険における治癒の時期については、被
災労働者に対してその概念を説明の上、主訴や症
状の経過を聴取するとともに、主治医の意見を踏ま
えて必要に応じて専門医等に医学的意見を求め
て判断するよう指示しています。労働局および労働
基準監督署については、治癒の時期について個別
の事案に即して慎重に判断するとともに、被災労働
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者等に対しては、懇切・丁寧な対応を行うよう引き続
き指導していきます。

（2）	 症状固定 ・治ゆの取扱いについては、①症状の改

善の有無、療養中止による症状の悪化の有無をもっ

て判断すること（ 「第2回アフターケアの基本的考え方

に関する検討会」・資料2平成18年10月27日）、②主治

医の意見尊重を基本に、主治医意見と局医意見の一

致をはかり、「認定治ゆ」については慎重であるべきこ

と（衆議院社会労働委員会平成2年4月24日、5月25日

の五島質問・答弁、同年5月25日の衆院社労委決議、

6月14日参院社労委決議）、③労災保険法第1条に規

定する社会復帰の促進を目的として、給付と職場復

帰を組み合わせて追求することである。症状固定・治

ゆの取扱いに関する①～③の内容を徹底するために

通達を出すこと。

【回答】	　治癒の考え方については、昭和23年1月13日
付けの基災発第3号の通達に基づいて傷病の症
状が安定して、医学上一般に認められた医療を
行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を
言う、ということとしています。また、治癒の判断につ
いては先ほども申し上げたとおり、被災労働者に対
して説明の上、主訴や症状経過の聴取、主治医の
意見を踏まえて必要に応じて専門医の医学的意見
を求めて判断するよう指示しています。こういった
治癒に係る取り扱いについては、すでに局及び監
督署に対して周知していますので、ご指摘の通達を
発出することは考えていません。

8.			 労災の時効の取扱いについて

（1）	 不服審査請求中ならば、請求の勧奨がない限りに

おいて、別種類の給付についても時効を発生させない

とする労働保険審査会の裁決（平成18年労災裁決第

44平成14年第労310号事件）の趣旨を徹底すること。

【回答】	　ご指摘に裁決ですが、もちろん承知していまし
て、その趣旨に則ってやっていく必要があると考え
ています。審査請求・再審査請求、もしくは行政訴
訟で取り消されたあとの後続請求に係る事案につ
いては、既にご案内かと思いますが、平成8年の労
災管理課長・補償課連名の事務連絡に基づいて取
り扱いを本省にさせることとしています。照会があっ
た際には、ご指摘の別給付の場合も含めて、本省か
ら取り扱いを指示するようにしておりまして、今後とも
当該事務連絡に基づく事務処理の徹底を図ってま
いりたいと考えています。

（2）	 健康保険で療養中に労災認定された場合、療養

（補償） 給付は健康保険の保険者がそれを知って被

保険者に返還を請求したときから発生することを周知

徹底すること。

【回答】	　療養補償給付たる療養の費用の支給を受け
る権利は療養の費用を支出した都度、または当該
費用の支出が具体的に確定した都度発生し、その
翌日から時効が進行します。このため、健康保険で
療養を受けている最中に労災で休業補償給付の
支給決定がされた場合、労災の療養の費用の請求
に係る時効については、健康保険の保健者から被
災労働者が費用の返還請求の通知を受けた日の
翌日から進行するものとして取り扱っています。労災
の時効の取り扱いについては、これまでも厚生労働
省のホームページやパンフレットなどにより周知して
いますが、引き続き周知に努めてまいります。

9.			 作業関連筋骨格系障害の労災について

（1）	 手話通訳者の頸肩腕障害

	 		 昨年度、手話通訳者の頸肩腕障害に関する東京

高裁判決（2011.12.28平成23年（行コ）第48号、さいた

ま労働基準監督署事件）を踏まえ、「聴覚障害者の情

報保障に欠かせない登録通訳者などについて、すき

間のない労災補償、労災特別加入のため、労災補償

部と障害保健福祉部が共同して検討、対策すること」

を要請した。その後の検討結果を明らかにすること。

【回答】	　労災保険制度については、労働者に対する
労働基準法上で課せられている事業主の災害補
償責任を担保するための制度ですので、請求があ
りましたら、まずは労働基準法上の労働者にあたる
かどうかの労働者性を判断した上で業務上外の認
定を行っています。また、労災保険の特別加入制
度については、業務の実態、災害の発生状況から
見て、労働者に準じて保護するにふさわしいか法
令等で危険防止等の措置が課せられているかどう
か、また、保険制度として適正な運営を確保するた
めに業務の範囲が明確に特定できることなどを担
保した上で、対象にするかどうかの検討をしていま
す。登録通訳者についても、労災の請求があった
場合、適正・迅速な労災認定を進めるとともに、特別
加入に係るご要望に関しては、今後の制度面の参
考とさせていただければと思います。

【回答】	　障害保健福祉部自立支援振興室です。手話
通訳の関係で障害者総合支援法というのがありま
して、その中で市町村が手話通訳を派遣するもの
に対して国として補助をしている制度があります。
平成25年度からの施行にあたって市町村が実施
主体ですので、最終的に制度を運用するのは市町
村になりますが、その実施要綱のガイドラインの中に
健康診断の関係の項目を設けて、意思疎通支援業
務の特殊性により発症が危惧されるような障害につ
いて必要に応じて健康診断を実施するとか、長時

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
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間の連続の手話通訳になると負担がかかりますの
で、その辺もできるだけ長くならないようにするような
ことをガイドラインに書いて、都道府県を通じて市町
村に周知をさせていただいているという状況です。

10.	 労災補償請求給付と健康保険給付の支給について

	 		 2013年10月1日施行の健康保険法改正により、労

災保険による給付を受けられない保険事故について

は健康保険給付を受けられることになった。これに伴

う取り扱いについて全国健康保険協会本部から各支

部長宛てに2013年9月19日付けで事務連絡（以下、事

務連絡Aという－42頁に掲載） が出されている。しか

し、労災補償請求と健保の傷病手当金等の保険給付

の取扱いに関し、健保協会支部に問題ある対応事例

が起きている。

（1）	 受理拒否（返戻）を原則とするのは違法であり受理

すること。平成24年6月20日の保険局保険課発の協会

けんぽ宛て事務連絡（以下、事務連絡Bという－省略）

で指示しているとおり、保険給付の適否は各保険者自

らが判断することである。事務連絡Aに記載の「申請

書の負傷原因記入欄の確認、または負傷原因照会に

より、労災法に規定する業務災害、通勤災害による保

険事故の疑いがあると判断した申請書については返

戻すること」 （2-(1)-1） とした運用は違法である。昭和

30年6月9日付け通達基発第359号 「業務上外の認定

に関する連絡調整について」に基づき、申請書を受理

したうえで、両保険者で迅速に調整判断すること。

（2）	 事務連絡Aでは、労災保険受給時には受給済み健

保給付を返還する旨の文書「健康保険の保険給付の

決定にあたって」（別紙3）及び「同意書」（別紙4）が添

付されている。両文書を提出すれば健保給付申請が

可能であることを全国の健保協会支部に改めて周知

徹底する文書を通達すること。

【回答】			（1）と（2）を同時に説明します。事務連絡Bに
ついては労災給付の請求が行われている場合の
健康保険の給付申請の取り扱いについてお示しし
ています。労災給付の請求をすでに行っており、そ
の認定がまだ確定していない場合は、それを理由
に健康保険の保険給付の申請を受理しないことは
取り扱いとして認められていません。一方で、労災
保険法における業務災害については健康保険給
付の対象外であり、また通勤災害については労災
保険給付が優先されることですので、まずは労災保
険の請求を促すことをまず優先としています。また、
労災保険給付の決定には時間を要することがあり
ますので、健保協会においては健康保険給付の決
定を希望する旨の申し出があった場合については、
労災保険の災害認定の結果が判明したあと、速や

かに協会へ連絡する旨の同意書を提出していただ
いた上で健康保険の給付を行うこととしています。
また、当該取り扱いが徹底されていない事例がある
場合については、個別に事情を確認したうえで協会
を指導していきたいと考えています。

【飯田】	　これは昨年の10月に健康保険が改正される前
はそんなに大きな問題にはなっていなかった。しか
し、それ以後、実際に傷病手当金を受給しつつ休
業補償を請求すると健保先行で労災に切り替えた
いというケースもいろいろとあるわけですから、そうし
た中で実際にはどっちかしか使えないんだいうこと
で、傷病手当金の支給をペンディングするとかいうこ
とが実際に起きています。それについては違うよと
いうことで最終的には出していただけるわけですけ
ども、そういう混乱が起きているっていうこと自体を
見ていただいたうえで、ここで書いてあるのはあらた
めてですけど、周知徹底の文書通達をしっかりやっ
てくれと。さっき言っていただいた内容で結構だと思
いますが、通知をしてくれということなので、その点に
ついてはいかがですか。

【回答】	　通知の関係っていうお話なんですが、おっしゃ
るとおり健康保険の給付の方が先行しておりまし
て、労災が決まったというかたちでお返しいただく
のがいまの流れですが、この通知そのものが、協会
けんぽっていうのはひとつの医療保険者なんです
が、こちらが47都道府県に支部がありまして、こちら
が医療保険の保険者と言いまして決定権を持って
いるところなんですが、こちらの方に本部の方から
10月の改正に向けまして、事務連絡のAという文書
が出されまして、ただこの内容について労災の方が
請求の決定が長引く場合も払いなさいということは
常々話しています。その中では解釈が誤っているよ
うな支部が存在するという話ですので、徹底して指
導していきたいと思います。

【斎藤】　労災の症状固定後の同一の傷病に関しては、
健保の給付はされるってことでいいですか。

【回答】　労災の方は終わりになるんでしょうかね。
【斎藤】　はい。症状固定。
【回答】	　まったく別疾病でですね。
【斎藤】　いや、同一の傷病。
【回答】　	現行法で言いますと、労災の給付がされないも
のについては、という解釈になりますので、ちょっと具
体的なケースを聞いてないので申し訳ないですが、
法律のうえでは労災から給付を受けられないものに
ついては健康保険で、というのが健康保険第1条の
考えです。

【鈴木（神奈川労災職業病センター）】	　いま実際に相談
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を受けているケースで、症状固定後に労災を打ち
切られて、ただ本人はまだ治療が必要だということ
で治療を受けているんですが、健保から不支給決
定が出ているケースがあるんですが、それはじゃあ
間違いですか。

【片岡】	　１995年9月19日の通達を手元に持ってるんで
すけど、この文書は生きてるわけですよね。

【榊原】　生きてる、生きてる。
【片岡】　これが間違いのもとになってるってことでしょう。
【榊原】　協会けんぽが支部に出したやつの中に、違う
よっていうものがあるっていうのは書いてますよね。

【回答】　	2のところですよね。もともと平成24年の6月20日
ということで、保険課から通知して、健康保険は業
務外の疾病の補償に対して保険業務を行うというこ
とで、労災保険というのは業務上の疾病・負傷に対
しての給付を行うことになります。その条件にあては
まるかどうかは、それぞれの保険者が自らの判断に
よって行うものですので、労災の認定が決定してい
ない、確定していないという理由で健康保険の方を
はじくっていうのはいけないというのが根底にありま
す。先ほど見せていただいた通知の内容ですが、
根本的には労災の請求をお願いして、こちらの方に
なるかならないかというのがひとつ。それからそちら
の請求とともに時間がかかる、やはり生活保障とい
う面がありますので、健康保険は決まらないのであ
れば速やかに支給をし、労災保険の方で決定が出
ればもちろんお返しいただきますし、労災保険では
ないということが決まれば健康保険で支給をすると
いうのが確定します。10月に出された内容について
は、労災保険の請求がなくて、ただ健康保険の方に
業務上ですよってなったときには、労災保険の請求
をしてくださいというのが根本ですので、双方をご申
請いただいてということになります。

【斎藤】	　10月の健保法改正の中に、保険者が事業主
に調査する権限も入れましたよね。

【回答】	　	これは労災の認定とは別の次元です。
【榊原】	　別の次元だっていうふうに現場は思ってるけ
ど、でも実際は自分たちが保険者なんです。彼らは
自分たちが保険者だっていう認識はないですよね。
完全に民間の保険屋さんの質の悪い人たちが現
場でやっているっていうのが多い。いまおっしゃった
けれども、実際問題この9月19日の通知の1枚目の
一番下から2枚目にかけて、労災の規定にしてある
ものの中に、先ほど話があったのは、同一の傷病で
も、もう固定してたらその元になる事故が業務上の
災害なんだから労災保険でおしまいだよって言った
ら、それを労災保険で給付しないとしても健康保険

の方は元々その事故は業務上だから払わないよっ
ていう解釈をしてるんです。打ち切った場合のもの
は。そういうふうに書いてあるでしょう。1	改正の概
要の（1）の①のイ（イ）で、労災法に規定する業務災
害とは何なのかと。この中にあるんだけれども、なん
だけれども、以下のことで。労災で受けるべきものは
健保で出さないって断言してるわけですよね。逆に
言うと、これを読むと、症状固定してて、再発ではなく
て治療したいのにって言っても、これはそんな労災
の方で出すか出さないか決めた話で、健保としては
「あなたこれもともと仕事で怪我したやつだから、ま
た痛いからって言っても健保で出さないよ」と書いて
るわけじゃないですか。通勤でもどうなるのかなとか
いろいろと思ったり、加入者が労災保険だけでも適
用事業所なんだけど、労災保険で本来はやるべき
だけど受けられないものっていうのを、健保で対応し
ないものをここに書いてあるわけですよ。これやっぱ
りおかしいですよ。これが生きてるのは駄目だから、
もう一回ちゃんと通知出し直さないと、現場の民間
になった保険屋さんたちはこれで払わないようにし
てるんですよ。

【片岡】	　健康保険法改正になって、あなたがおっしゃた
ように、労災で受けられないものは健保で受けられ
るように法律を変えてよくしましたと言ってこれが出
てるんでよ。ある新聞記者が協会けんぽのとこへ
行って、僕らがいま言ったような問題点が発生してる
んじゃないですか、と言ったらね、協会けんぽの連中
はなんと言ったか。「いや、われわれは法律改正した
から、それをそのまま事務連絡で出しただけですよ。
何も悪いことしてませんよ」と言ったって言うんです。

【回答】	　現場ですか。
【片岡】　新聞記者にそう言って開き直ったって言うんで
す。あなたと私たちがこれを見て、まずいでしょう。
症状固定後に疼痛が残った人の治療を現場でやっ
てくださいって言ったらこれは駄目です、駄目って言
いなさいっていう事務連絡ですよ。そういうことを
やってくださいっていう事務連絡です。災害性腰痛
で認定してたものが症状固定で障害11級になりまし
た。でも痛いから月1回来ますよというのは、これは
不支給に健保でしてもいいっていう事務連絡です。
だけどその前の法改正はそういうことがなくなるは
ずのものだったんだろ。

【片岡】	　これは厚生労働省が絶対に指導でやめさせ
ないと。あと実務上の問題で、疑いがあったら申請
書に返戻しろと。そこに別紙2を提出させろと書いて
あって、ここに療養された方の確認欄っていう部分
があって、2に労災保険の給付が受けられない理由
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について監督署に聞いて理由を記入してくださいっ
て書いてあるんですよ。

【榊原】	　これ処分になる前だからね。申請した段階で、
いやーこれはちょっと無理ですよっていうのを書いて
くれってことなんですよ。だから労災補償の方ちゃん
と答えてください。これが来たらちゃんと書くんです
か。僕は昭和30年の通知をちょっと前に持っていた
ときに、労災請求をしてるような人は自分が労災だと
思っているのに、健康保険で請求するなんていうの
は自己矛盾してるからそんなもんを受けられません
よって言ったので、それでずーっと半日ぐらい愛知の
支部で大声出して警察でも呼べってやって、そうし
たら支部長がやっと謝罪文書いたんですよ。通知
を知らないんですよ。両方で調整しなさいっていうも
ともとのを。

【回答】	　あれは私も見せていただいたんですが、審査
の決定が行われた後にということですね。

【榊原】　違う、違う。決定じゃなくて、本人が労災だと思っ
て監督署に出してるのに、健康保険の請求をする
のは何事だというのを愛知支部ではやったんです
よ。半日ずっと怒鳴り続けてやっとこういう通知があ
るんだけどちょっと教科書持っておいでって言って、
そしたら部長が出てきて、いやいやこちらは保険者
ですから独自に判断して返戻しましたって言うから、
返戻は判断する前に受け付けてからするのかって
話を前にあなたにしたんだっけ。

【回答】	　私ではないと思いますけど、その受け付けし
てっていうのは、私自身もちょっと当たり前だと思いま
すけど。

【榊原】	　とにかくぐちゃぐちゃなの。この人たち、民間の
保険屋さんなの。だから払わないように、こうやって
自分たちに調査権限があって聞くと、いや監督署み
たいにやってなくて監督署の方がメインだからって。
自分たちは保険屋さんだから監督署で結論が出
たら動けばいいから、だから監督署に行きなさいと。
だから全部返戻してますよ。受け取ってくれません。
それでやっと最近この通知で、別紙の同意書と出
すっていうのを見つけて無理やり出したら、そうした
ら受け付けたんです。

【片岡】	　これはね、無理やりやったんですけど、そんなこ
としないですんだ。

【榊原】　やめなさいっていうのを出してもらわないと。
【片岡】	　労災にならないよって書いてもらって出せってい
うはどう考えてもおかしくて、こっけいですよ。

【榊原】　補償課はこれ出てきたらどうかっていうのをこの
場で答えてよっていう話になるわけですよ。できない
でしょう。

【片岡】	　協会けんぽに言ってこの話をすると、いや僕ら
厚生労働省じゃないですからって。お前、この前ま
で厚生労働省だっただろって。

【榊原】	　自分は民間で入りましたから知りませんって言
いますよ、平気で。あそこがどうだとかじゃなくて全
部そうなの。私は社会保険労務士だからそういう他
のところでもこういう話を出すとそうだよって話が出て
くるわけです。年金機構だってそうだし。これちゃん
と対応しなかったら、犯罪ですよこんなの。あなた方
じゃなくて民間人が立法をやってるわけでしょう。民
間の保険屋さんが自分たちで勝手に立法行為をし
てるわけじゃないですか。すぐにこれは違うって出さ
ないと追認してることになるって、決まってます。

【回答】	　内容は十分に聞かせていただきましたので、持
ち帰るかたちで。別紙とか、対応を一工夫して対応
を考えていったのだと思いますが、本来の趣旨をき
ちんと把握していきたいと。

【飯田】	　たまたま問題になった事案があって、開示請求
をやってこういった文書を公開させて、こんなものが
出てるという話の中でわかってきたことなんです。た
だこれでずっとやられちゃってるわけです。

【榊原】	　だって受理を拒否してるんですよ。だいたい全
部拒否してるんですよ、監督署に先に行きなさいな
んですよ。窓口で。彼らもともとこれだって情報公開
の内部規定持ってるけど、協会けんぽなんて情報
公開法の対象じゃないからって何も出しません。情
報公開の内規を出さないから、僕が情報公開請求
をかけたら出てきて、それをみんな私がホームペー
ジに出したのを見て情報公開請求してる。だけどみ
なさんが出すような文書でも出さないですよ。やるん
だったら裁判やってくださいって言いますよ。

【飯田】	　もう時間が来てしまったので、問題が深刻であ
るというのはわかったと思ったので、別途これはまた
やりましょう。いいですね。

【回答】	　はい。
（3）	 現金給付（傷病手当金）も現物給付（療養給付）も

労災と健保の間で変更があり、先行給付分を返還す

るにあたっては、受給者からの直接費用返還ではな

く、医療機関への対応も含めて両保険者の間で調整

すること。

【回答】	　現在において労働者の業務上の負傷と認めら
れる労災給付からの給付を実際に受けた場合、これ
は健康保険制度で既に受けているということであれ
ば、費用はお返しいただいています。労災保険給付
については国が行う直接事務である一方、健康保険
給付については協会けんぽ、健康保険組合という医
療保険者の事務とされています。多くのケースがあり
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ますが、健康保険給付が先行するかたちは多くあり
まして、このあとに本人が労災の請求を行い、健康保
険の給付は代替ではなく、労災補償としての治療・給
付を受けていただくことですので、請求者本人へ労
災は支給・給付されるものです。両保険者間での調
整が現在はご案内になっています。

11.	 疼痛障害の障害認定について

	 		 療養補償及び障害補償において、疼痛症状及び疼

痛障害が適切に評価されず、早期に症状固定とされ

たり、障害等級が実際の後遺障害の程度より低く評価

されない事例がある。労災医員等に麻酔医やペイン

クリニックの専門医を加え、疼痛症状及び疼痛障害を

適切に評価すること。

【回答】	　疼痛の障害認定ですが、まず症状固定につ
いては先ほどから説明しているとおりですが、その
時期についても、請求人の主訴ですとか症状の経
過を聞いたうえで主治医の意見を踏まえて、必要に
応じて専門医に医学的意見を求めて、個別の事案
に即して判断しています。今後とも適正な判断が
徹底されるよう指示してまいりたいと考えています。
症状固定したあとの障害等級の認定ということです
が、疼痛に関する障害等級については、神経系統
または精神の障害に係る認定基準がありますので、
こちらに基づいて疼痛の程度等に関する請求人の
主訴を聴取するとともに、こちらも主治医の意見をお
伺いして、こちらも必要に応じて専門医の医学的意
見をうかがって個別の事案に即して決定をさせて
いただくことになります。その際、地方労災医員等に
麻酔医やペインクリニックの専門医を加えてほしい
というご要望ですが、そういった先生方を地方労災
委員に加えるかどうかと、どういった方を地方労災
医員に任命するかということについては、各局の実
情に応じて判断されているものと考えています。

【成田】	　神経の障害に関する後遺障害に関する認定
基準はあります。いま北海道から沖縄まで地方労
災委で痛みの障害認定やってるのおそらく全員、整
形の先生なんです。痛みっていうのは痛みでひとつ
の特別な医学的専門領域で、治療法なんかもいま
日進月歩しているひとつの分野です。認定基準とい
うか、後遺障害の認定基準があるわけですから、今
後は疼痛障害に関する認定をするにあたって、整
形よりももっとスペシャリストの人を地方労災医員に
任用していくっていうようなことを指導していくみたい
なことは考えてないですか。痛みの後遺障害認定っ
て難しいじゃないですか。後遺障害を治療すれば
改善する、まだ打ち切りの対象にならないような人も
たくさんいるわけです。または、整形外科だけでは

診断していくのが困難な事例ってたくさんありますよ
ね。CRPS（複合性局所疼痛症候群）とか。ですか
ら、その分野で専門的な方 を々登用していくようなこ
とを考えていただければと思うんです。認定基準の
適正な運用のために。

【回答】	　認定基準の適正な運用のためには、たしかに
適切な専門医の意見を聞くことが重要と考えていま
すが、別に意見は労災医員にしか聞けないというこ
とではありませんので、労災医員の先生、例えば労
災医員の先生に伺ったときに、これは自分は専門で
ないからということであれば、より専門の先生をご紹
介くださいという話に当然なっていくので、労災医員
に任命してないからどうかということではないと考え
ています。

【成田】	　ただ整形外科の先生がほとんどで、いわゆる
痛みを診る先生たちが地方労災医員の中ではまだ
存在しないという状況があるので、各局のいろいろ
な対応だと思うんですけど。これは何ででしょうか、
という抽象的な質問で申し訳ないんですが。オール
整形外科の先生で。整形の先生の中には疼痛のこ
とをよくご存知の先生もいますが、オール整形外科
の先生はなぜかなという。

【榊原】	　労災医員の先生って、整形の先生が局医やっ
てみて連れて行くと、これはもう痛いのは治らないか
ら一時金もらいなさいって言いますよね。だけど、治
療の甲斐があるんだったら療養補償給付をすると
いうのが大原則ですから、そういう意見がある以上
は。痛みが残ってて、治療でみてもやれないんだっ
たら駄目っていうだけの判断しかできない人たちが
揃ってるんだったら、別の方の意見を取り入れて。

【成田】	　痛みと言っても保存的な治療でしょ。やめましょ
うっていう治療だということもよく聞くんです。ただ治
療したら治る人いるんですよ。

【回答】	　それはそういう主治医の先生のとこにかかっ
ていればそうなるわけです。主治医の意見は当然
伺うわけですから。逆に先ほどからお伺いしてるの
は、主治医の先生も保存的治療しかできていないこ
とになると、なかなかこちらでは手を出しにくくって、
医学会のレベルアップっていう話に。

【成田】	　じゃあ痛みの治療してる人がいますよね。主治
医の先生がそうで。でも監督署自体、もうそろそろ
症状固定ですね、でも治るんだよってここで局医の
人と主治医の先生の攻防が始まって、主治医の先
生が整形だと圧倒的多数が、いや主治医じゃない、
局医の先生が退けられることもよくあるので。だって
最終的に意見を聞く局医の先生はオール形成外科
の先生ですよ。外傷の場合、後遺障害としては絶

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉



安全センター情報2014年7月号   37

対に痛みのことは出てくるので、やはりそのあたりは
できる局から整備していった方が良いのではないか
と思います。そうしないと無理やり打ち切ってくるこ
とが今後も多発し続けると思います。疼痛障害へ
の病気に対する認識をもう少し持っていただきたい
と思います。

12.	 外国人労働者の労災

（1）	 外国人労働者向け労災保険給付パンフレットのタ

ガログ語版、スペイン語版を直ちに作成すること。各

言語のパンフレットに審査請求、再審査請求に関する

説明を付け加えること。

【回答】	　スペイン語のパンフレットについては現在作成
中でして、年度末に納入される予定になっています
ので、早いところは現場に届いていると聞いていま
す。ホームページについては順次、掲載をしたいと考
えています。その他のご要望については今後のパン
フレットの改訂の際に検討したいと思っています。

【鳥井（全統一）】	　外国人労働者向けの労災保険給付
のパンフレットなんですけど、義肢は載ってましたか
ね。義肢の請求。装具ですね。

【回答】	　パンフレット本体には義肢のことはほとんど書
いてなかったと思います。すいません。最後に一箇
所これの請求書の提出先を入れてたか入れてな
かったか、すいませんそれぐらいだと。

【鳥井】	　英語版だけでもいいんですけど、それもないで
すかね。義肢に関しては。

【回答】	　義肢は昔作ってたことがあったかな、ちょっと
確認はして、後で連絡します。

【鳥井】	　この間、制度も変わって義肢の請求が少し変
わったとこありましたよね。それをちょっと被災者に説
明するのに困ってるものですから、そういうのがあれ
ばお願いしたいと思ってます。

【回答】	　あるかどうかは確認します。
（2）	 都道府県労働局、労働基準監督署における外国

人労働者の相談や申告、労災請求、認定調査等に必

要な言語による通訳、翻訳体制を整備、強化すること。

【回答】	　都道府県労働局では労働局もしくは監督署に
外国人労働者相談コーナーを設置していて、外国
人労働者からも労働条件や労災請求なんかに関
する相談にも対応していますので、こちらの窓口を
活用することにより外国人労働者の相談等に適切
に対応してまいりたいと考えています。

【成田】	　私は普段は外国人の集住地区、愛知県、三重
県、静岡県などで相談に乗って支援する活動をし
ていますが、ひとつ気になることがあります。対応で
すが、例えば三重局管内の外国人の労働者は、認
定調査の通訳にお友達呼んで来てって言われるん

です。愛知局なんかは認定調査のときは、ブラジル
の方の場合なんかはポルトガル語の通訳を用意し
て対応します。静岡局磐田署などは常時、ポルトガ
ル語の通訳が常駐しているという状況です。各局
の対応の違いはなぜ生まれてしまうのか。それと愛
知局管内なんかは、労働局には外国語の相談コー
ナーがあるけど、実際に工場で働いている日系の
人々だったり、技能実習生、いま日本での就労を認
められている方々はやっぱり労働基準監督署に行く
んです。そうすると、なかなか署の職員も対応できな
い状況が生まれているので、このあたりを改善した
いという要望をお伝えしておきます。

【回答】	　三重と愛知で対応が違うと、静岡には常駐の
者がいるということですが、署に常駐の者がいること
については、先ほど監督課から説明があった相談
コーナーをそこに置いているというケースについて
はそこで対応ができているということだと思います。
それ以外の常駐のない署の方が圧倒的多数です
ので、ただ当然ながら外国人の方が労働者として
働いておられれば、どこであれ災害は起こる可能性
はあって、その際に通訳等が必要だということはあり
得ることかと存じます。その際にこちらの方からもし
可能であればということで、ご本人さんが日ごろから
慣れ親しんでいる通訳の方がいれば、その方にご
協力をお願いできないかと求めることは実際上の処
理を早くすることからあり得ることかと思っています
が、対応できないときにはおっしゃっていただければ
こちらで愛知のように通訳を手配して聞き取りをさ
せていただくことになります。お願いは状況に応じて
させていただくことはあると思っています。それは愛
知においてもあり得る話と思っていますが、もちろん
無理にお願いすることではありませんので、そうであ
ればおっしゃっていただければ、こちらで手配をして
そのうえでやらせていただくことになるかと思います
ので、何卒ご協力をお願いします。

13.	 被災者の職場復帰対策

（1）	 労災被災労働者の社会復帰対策については、「被

災労働者の社会復帰対策の推進について」 （平5.3.22

基発第172号） において要綱が定められているが、各

地方労働局においての2012年度の実績（対象者数、

各種指導件数等）を明らかにすること。

【回答】	　被災労働者の社会復帰支援対策における平
成24年度の実施状況については、症状軽快者の
内、新規就職等を希望した事案は96名、症状固定
者のうち新規就職等を希望した者は5名でした。こ
れらの希望者に対して被災労働者の社会復帰に
対する要綱に基づき適切な指導等を行ったところ
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ですが、復帰実績はありませんでした。
（2）	 次の各施策の実施状況を明らかにすること。

①	 頭頚部外傷症候群等に対する職能回復援護

②	 振動障害者社会復帰援護金

③	 振動障害者職場復帰促進事業特別奨励金

④	 長期療養者職業復帰援護金

⑤	 長期療養者就労・職種転換援護金

【回答】	　被災労働者の社会復帰支援対策の1、②の
振動傷害者社会復帰援護金については平成24年
度は301名の方に対して総額4億2,900万円の支給
をしています。②以外については平成24年度にお
ける支給実績はありませんでした。なお、平成19年
から平成23年度においては、平成23年度の頚部外
傷症候群等に対する職能回復を機にした3万5000
円を除き支給実績がございませんでした。今後とも
各制度を活用していただくため、都道府県労働局
及び労働基準監督署の窓口においては引き続き制
度の周知に努めてまいりたいと考えています。

（3）	 社会復帰対策要綱の周知徹底をはかり、被災者の

職場復帰対策に全力で取り組むこと。

【回答】	　社会復帰対策の各事業については、労災保
険制度の周知を図るためのパンフレット、労災保険
請求（申請のできる保険給付等）に制度の概要を
盛り込んで都道府県労働局と各労働監督署にお
いて来庁者に配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに掲載しています。これまでも周知徹底に努
めてきましたが、今後とも引き続き制度の周知にいっ
そう努めてまいりたいとおります。

14.	 審査請求制度の改正について

	 		 行政不服審査法の改正にともなう労働保険審査制

度の見直しについて、労災保険法、労働保険審査官

及び労働保険審査会法等の一部改正の法案要綱が

諮問、答申され、今期通常国会に改正法案が提出さ

れようとしている。次の点について説明すること。

（1）	 審査官が、審査請求があったことを通知する利害

関係者とはどのような者を想定しているのか。

（2）	 審査請求人及び利害関係者を招集して行う口頭

意見陳述において、申立人の陳述が尽されない場合、

また、原処分庁への質問に対する原処分庁の回答が

不十分な場合は、再び口頭意見陳述が行われるの

か。また記録は作成されるのか。審査請求人の代理

人の出席は認められるのか。

（3）	 特定審査請求手続とはどのようなものか。また審

査官による特定審査請求手続の申立てに関する意見

聴取はどのように行われるのか。

（4）	 審査請求人等による文書その他の閲覧、交付に

ついて、行政文書の開示請求または保有個人情報の

開示請求と同様に、審査官が不開示とすることもある

のか。

【回答】		回答なし
15.	 労働保険審査会について

（1）	 労働保険審査会の委員の経歴、報酬及び定年を

明らかにすること。

【回答】	　労働保険審査会事務室です。まず委員の経
歴等ですが、伊藤会長、常勤、元日本医科大学医
学部部長。宮崎会長代理、常勤、元東京高裁判事
部総括。鰺坂委員、常勤、元筑波大学大学院人間
総合科学研究科教授。坂本委員、常勤、元横浜家
庭裁判所判事部総括。品田委員、常勤、元神戸学
院大学実務法学研究科教授。小賀野委員、非常
勤、千葉大学法経学部教授。神尾委員、非常勤、
日本大学法学部教授。山本委員、非常勤、帝京平
成大学副学長。報酬ですが、月額で83万8,000円で
す。非常勤については日額で2万4,300円です。任
期については両議院の同意を得て任命しますが、
任期は3年です。

（2）	 審査委員が中央労災医員になっている例がみられ

る。裁決で棄却をした審査会委員が労災医員になる

ことは受け入れがたい。人事を別にすること。中央労

災医員の報酬と定年を明らかにすること。

【回答】	　労災委員の任用に関してですが、労災規定
に基づいて医学に関する専門的知識を要する事
案の適正かつ迅速な処理に資するよう、業務による
負傷・疾病などに係る診断、治療などに関して学識
経験を有する医師を労災委員として選任していま
す。定年については規定では定めていませんが、
職務を的確に遂行する観点からその方の専門性
や経験のほか、本人の健康状態といったものを総
合的に考慮した上で委嘱しています。報酬は勤務
日に応じて日額2万1,900円としています。なお、26年
度からは給与特例取り扱いの終了に伴いまして、日
額2万4,300円となる予定となっています。

（3）	 請求人が再審査に必要として申し立てた原処分庁

又は労災保険審査官の資料を、審査会は原処分庁

及び労災保険審査官から提出させ、事件プリントに印

刷すること。

【回答】	　現在審査会においては、再審査請求人、労働
基準監督署長、審査官から提出された資料を取りま
とめて印刷・製本したものを事件プリントとして再審
査請求人及び代理人に配っています。あらかじめ
事件プリントを送付していますのは、請求人の方々
が原処分庁の判断に対する反論を尽くすことがで
きるよう、裁量的に行っています。

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
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基発0217第7号
平成26年2月17日

都道府県労働基準局長殿
厚生労働省労働基準局労災補償部長

今後における労働衛生対策の
推進に関する基本方針について

労働衛生対策については、これまでも労働基準行政の
重要課題の一つとして、その推進を図ってきたところであ
り、職業性疾病の予防対策、過重労働による健康障害防
止対策、メンタルヘルス対策等を進めてきたところである。
その結果、業務上疾病者数は長期的には減少してき

たものの、近年は横ばいで推移しているところである。
一方で、印刷事業場において化学物質を使用してい

た労働者に、高い頻度で胆管がんが発生していた事案
が判明しており、化学物質による健康障害防止対策の
徹底が改めて課題となっている。そのほか、石綿や粉じ
んによる健康障害防止対策についても引き続き重要な
課題となっている。
このような状況を踏まえ、今後の労働衛生対策の推進
に関する基本方針について、下記によることとしたので、
その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。

記

1		 基本的な考え方

（1）	 事業場における自主的な労働衛生管理活動の促
進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛
生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛
生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の
確立を基本とした上で、作業環境管理、作業管理及
び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施の
徹底を図っていく必要がある。

（2）	 まず労働衛生関係法令の履行確保を図ることが
重要であるが、その上で、健康保持増進、快適職場形
成等の事業者の努力義務として規定された労働衛生
対策の実施を指導するとともに、各種の指針、ガイドラ
イン等の周知徹底及びその対策の実施を指導するこ
とにより、総合的に事業場の労働衛生水準の向上を
図っていく必要がある。
	 		 特に化学物質については、事業場で取り扱われる
種類が膨大であり、その危険有害性を認識せずに、必
要なばく露防止措置を講じていないものも見られること

から、化学物質の危険有害性情報に基づくリスクアセ
スメントを実施するなど自主的な取組の促進が重要で
ある。

（3）	 対策の推進に当たっては、最大限の行政効果を得
ることを常に念頭に置いて、監督指導、個別指導、集
団指導、自主点検等の中から適切な行政手法を選択
し、それらを有機的に組み合わせることにより、効果的
かつ効率的に指導を行う必要がある。
	 		 特に化学物質対策については、多数の取扱事業
場に対して改めてその対策を徹底する必要があること
から、中長期にわたり計画的に対応するとともに、行政
が実施する指導に加え、事業場における自主的労働
衛生管理活動の促進を図るために、労働災害防止団
体、業界団体等と連携した取組の実施や、労働衛生
に関する外部専門機関、国の支援事業等の活用促進
も図っていく必要がある。

2		 本対策推進に係る基本的な対応方針

（1）	情報の収集、管理
労働衛生対策の推進を的確に行うため、各事業場に

おける有害業務の情報を始め管内の労働衛生に係る
情報について、あらゆる機会を捉えて収集に努めるととも
に、その情報を指導実績と併せ、組織的に管理すること。
（2）	計画的な取組の実施
各局においては、管内の産業・就業構造、職業性疾病
発生状況、特殊健康診断実施状況、遵法状況等を踏ま
え、取り組むべき重点対象を定め、中長期的見通しの上
に立った年間計画を策定し、監督指導、個別指導、集団
指導、自主点検等を実施すること。
具体的には、問題の認められた事業場・集団等を捉え

た上で、法違反のおそれがある事業場に対する監督指
導、技術的・専門的観点からの事業場に対する個別指
導、説明会や集団指導など集団的な手法による周知徹
底、管内実態を把握するための自主点検の実施など、各
種の手法を的確に組み合わせるとともに、対象が多い場
合には、優先度を考えた計画とすること。
また、問題のある事業場については、繰り返し指導等
を行うことにより、遵法状態の定着を図ること。
特に化学物質対策については、各局において管内状
況等を踏まえ、中長期計画を策定し、監督指導、個別指
導、集団指導、自主点検等を実施すること。
（3）	問題事案等の把握と報告
新たに把握した職業性疾病発生状況に対して迅速に
対応するため、特定作業において同一疾病が特異的に
発症している事案等、前例が無いと思われる疾病発生
状況を把握した場合は、医学的知見が不明であっても、
速やかに本省労働基準局関係部署あて報告すること。
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3		 重点事項

（1）	基本的対策
事業場における労働衛生管理体制の確立、作業環
境管理、作業管理及び健康管理の実施並びに労働衛
生教育の実施について的確な取組が行われるよう、次に
掲げる各項目に留意の上、指導すること。
また、全国労働衛生週間、各局独自の各種行事等の
機会を活用し、積極的な広報活動等を実施することによ
り、関係事業者、関係団体等の労働衛生意識の高揚を
図ること。
ア	 労働衛生管理体制

事業場において、多様化する労働衛生管理を適切に
実施し、労働衛生対策を円滑かつ効果的に推進するた
めには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛
生推進者等が中核的な役割を果たすとともに、作業主
任者、作業環境測定士等の労働衛生関係の専門的知
識を有する者も含めた組織的な労働衛生管理を実施す
ることが重要である。
このため、産業医、衛生管理者等を選任し、その者に
健康管理、職場巡視等の必要な職務を行うよう徹底する
とともに、その他各管理者等の責任と権限の明確化及び
職務の励行並びにそれらに応じた教育の実施等を行う
など、労働衛生管理体制の確立を図るよう指導すること。
労働衛生対策の効果的な実施のためには、労働者の
意見が適切に反映されることが重要であり、衛生委員会
等において労働衛生対策の重要事項が調査審議され
ていることなどを確認し、必要な指導を行うこと。
イ	 作業環境管理

作業環境管理は、作業環境中の種々の有害要因を取
り除いて適正な作業環境を確保するために行うものであ
る。このため、法令で定められた局所排気装置等を設置
し、定期自主検査の実施等の保守管理によりその機能
を維持するとともに、定期的に的確な作業環境測定を行
い、その結果を適切に評価し、必要な措置を講じるほか、
自主的な取組を行うことにより、作業環境の改善に結び
つけるよう指導すること。
事業場に対し作業環境改善のための指導を行うに当

たっては、次の事項について確認し、必要な指導を行うこ
と。
（ア）	粉じん作業場、有機溶剤使用作業場等法定の作
業場においては、法定の局所排気装置、プッシュプル
型換気装置、全体換気装置等が設置されているか

（イ）	局所排気装置等が法定の能力のとおりに稼働して
いるか

（ウ）	局所排気装置等及び除じん装置について、定期自
主検査指針に基づき定期自主検査が行われている

か、また必要な点検が行われているか
（エ）	作業環境測定が定期的に作業環境測定基準に基
づいて実施されているか

（オ）	指定作業場においては、第一種又は第二種作業
環境測定士（分析は法定の簡易測定に限る。）が作
業環境測定を実施しているか

（カ）	指定作業場（放射性物質取扱作業室を除く。）にお
ける作業環境測定結果について作業環境評価基準
に基づき評価されているか

（キ）	測定結果及び評価結果に基づき、必要に応じ、局
所排気装置等の設備の設置及び改善、健康診断の
実施、保護具の使用等の適切な事後措置が行われて
いるか

ウ	 作業管理

作業者が作業中に有害物質の影響を受ける度合い
は作業内容や作業方法により大きく異なるが、これらの
要因を適切に管理し、労働者への影響を少なくするのが
作業管理であり、法令及び通達に基づく作業管理が行
われるよう指導すること。
また、作業方法が法令及び通達で定められている業
務以外のものについても、労働衛生の観点から作業内
容を分析し、作業方法の検討を行うとともに、その結果を
基に作業手順が定められ、それに基づき作業が実施さ
れるよう必要な指導を行うこと。
有毒なガス、粉じん等の有害な要因が存在する環境

では、有害性の高い物質の使用中止又は有害性のより
低い物質への代替化等を検討するとともに、作業環境
管理を実施し、それらの手法によってもなお有害な要因
が十分に除去できない場合は、呼吸用保護具等の労働
衛生保護具の使用により対策を講じることが必要となる
が、この場合における必要な労働衛生保護具の適切な
使用及び管理を徹底させること。
エ	 健康管理

健康管理は、健康診断を通じて労働者の健康状態を
把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、
労働者の健康障害を未然に防ぐことや早期に発見する
ことが必要であり、次に掲げる事項に留意の上、指導す
ること。
（ア）	法定の一般健康診断及び特殊健康診断並びに通
達により健康診断の実施が勧奨されている腰痛の健
康診断、振動工具の取扱業務に関する健康診断等
が適切に実施されるよう指導を行うこと。特に特殊健
康診断については、対象労働者、項目及び期間につい
て的確に実施されているか確認し、必要な指導を行う
こと。

（イ）	法定の一般健康診断及び特殊健康診断の実施の
結果が労働者に通知されているか、また、有所見者が
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いる場合における健康診断の結果についての医師等
からの意見聴取、それを踏まえた事後措置として作業
場所の変更等のほか、作業環境測定の実施、施設・設
備の設置等の措置が行われているかを確認し、必要
な指導を行うこと。この場合において、衛生委員会等
への付議状況についても確認すること。

（ウ）	深夜業に従事する労働者がいる場合には、深夜業
等の特定業務従事者に対する6月以内ごとに1回の健
康診断の実施の徹底を図ること。自発的健康診断に
ついては、平成12年3月24日付け基発第162号「労働
安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する
法律の施行について」により、その趣旨を該当労働者
に周知させること。

（エ）	労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、
長時間労働を行った労働者に対する面接指導が適
切に実施されているか確認し、必要な指導を行うこと。

オ	 労働衛生教育

労働衛生教育は、労働衛生対策の実効を期す上で
極めて重要であり、雇入時教育、危険有害業務従事者
に対する特別教育等が適切に実施されているか確認
し、必要な指導を行うこと。
また、衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制
の中核となる者に対する能力向上教育等について、平
成3年1月21日付け基発第39号別紙「安全衛生教育推
進要綱」に留意し、体系的・計画的な実施を図るよう指
導を行うこと。
（2）	職業性疾病予防対策
ア	 化学物質による健康障害防止対策

化学物質関係法令の履行が確保されているか確認
し、必要な指導を行うこと。労働安全衛生法第28条第3
項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質によ
る健康障害を防止するための指針に掲げる措置内容を
実施するよう指導すること。
また、製造業者等により危険有害性情報のラベル表示

と安全データシート（SDS）が交付されているか確認する
こと。
さらに、取扱事業者に対し、SDSの入手の徹底、危険
有害性の労働者教育、SDSの情報に基づくリスクアセス
メントの実施の促進を図るとともに、SDSの情報に基づく
ばく露防止措置の徹底を図るよう指導すること。
イ	 石綿による健康障害防止対策

石綿障害予防規則の履行が確保されているか確認
し、必要な指導を行うこと。平成17年7月28日付け基発
第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」に
基づき指導すること。
また、石綿含有建材を利用した建築物の解体につい
て、地方公共団体等と連携して、事前調査の実施と届

出が適切になされるよう指導すること。
ウ	 粉じん障害防止対策

粉じん障害防止規則の履行が確保されているか確認
し、必要な指導を行うこと。平成25年2月19日付け基発
0219第2号「第8次粉じん障害防止総合対策の推進に
ついて」に基づき指導すること。
エ	 物理的因子による疾病・酸素欠乏症等の防止対策

（ア）	電離放射線障害防止対策

	 電離放射線障害防止規則の履行が確保されている
か確認し、必要な指導を行うこと。
	 また、東日本大震災により生じた放射性物質により汚
染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
射線障害防止規則の履行が確保されているか確認し、
必要な指導を行うこと。
さらに、原子力施設に対しては、平成24年8月10日付
け基発0810第1号「原子力施設における放射線業務
及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化につい
て」及び平成25年5月17日付け基発0517第7号「原子力
施設に対する監督指導等について」に基づき指導する
とともに、除染等業務従事者の放射線障害防止対策に
ついては平成24年3月2日付け基発0302第2号「除染等
業務における安全衛生対策の推進について」に基づき
指導すること。
（イ）	酸素欠乏症等防止対策

酸素欠乏症等防止規則等の履行が確保されている
か確認し、必要な指導を行うこと。
（ウ）	騒音障害防止対策

平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止の
ためのガイドライン」に基づき指導すること。
（エ）	振動障害防止対策

平成21年7月10日付け基発0710第5号「振動障害総
合対策の推進について」に基づき指導すること。
（オ）	腰痛予防対策

平成25年6月18日付け基発0618第1号「職場における
腰痛予防対策指針」に基づき指導すること。
（カ）	熱中症等の防止対策

平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場におけ
る熱中症の予防について」に基づき指導すること。
（キ）	その他の健康障害防止対策

一酸化炭素中毒の予防対策、高気圧障害防止対策、
廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策、VDT作
業における労働衛生対策等について、管内の状況に応
じ、指導すること。
（3）	過重労働による健康障害防止対策
平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働

による健康障害防止のための総合対策について」に基
づき指導すること。
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（4）	健康確保対策及び職場環境の改善・快適化
ア	 健康の保持増進

（ア）	職場におけるメンタルヘルス対策

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平
成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号）
の周知徹底を図るとともに、同指針に基づき指導するこ
と。
（イ）	心身両面にわたる健康の保持増進（THP）

「事業場における労働者の健康保持増進のための指
針」（平成19年11月30日健康保持増進のための指針公
示第4号）の周知徹底を図るとともに、同指針に基づき指
導すること。
イ	 職場環境の改善・快適化

「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」（平成4年7月1日労働省告示第59
号）の周知徹底を図るとともに、同指針に基づき指導する
こと。
ウ	 職場における受動喫煙防止対策

職場における受動喫煙防止対策の促進が必要な事

業場に対しては、必要に応じて、受動喫煙防止対策助
成金制度及び厚生労働省が実施する支援事業（測定
支援事業・相談支援事業）を紹介し、それらの活用を促
すこと。

4		 支援事業の活用

主に中小規模事業場における自主的な労働衛生活
動の推進を図るため、専門的な指導・支援が必要な場合
には、労働衛生コンサルタントの活用の勧奨、産業保健
総合支援センター事業（仮称）等の利用の勧奨を行い、
その活用の促進を図ること。

5		 関係行政機関等との連携

効果的な労働衛生対策の推進を図るため、都道府県
等の衛生主管部局、精神保健主管部局、大気保全主
管部局、建設主管部局等との連携を図ること。また、労
働災害防止団体、業界団体等との連携による周知等を
図ること。

事務連絡
平成25年9月19日

支部長
全国健康保険協会本部

健康保険法等の一部を改正
する法律の施行に伴う取扱いに
ついて（健康保険法第1条
及び第53条の2）

【目的、背景】
健康保理主法等の一部を改正する法律（平成25年
法律第26号）の施行に伴い改正された健康保険法第1
条及び第53条の2（いわゆる健康保険と労働者災害補
償保険の狭間の問題）に係る取扱いについてお知らせ
するものです。
【本文】
健康保険と労働者災害補償保険（以下「労災保険」

という。）はこれまで、請負業務やインターンシップ中に負
傷した場合など、どちらからも給付を受けられないケ―ス
がありました。
こうしたケースに対応するため、労災保険の給付が受
けられない場合は、原則として健康保倹の給付が受け
られることとなり、健康保検法等の一部を改正する法律

（平成25年法律第26号）の施行により、健康保険法の
一部が改正されました。これに伴う取扱いは、以下のとお
りです。

1.	 改正の概要

（1）	健康保険給付の対象について
①	 健康保険法第1条関係
（ア）	健康保険は、労働者又はその被扶養者の労働者
災害補償保険法（以下「労災法Jという。）に規定する
業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に
ついて保験給付を行う。

（イ）	「労災法に規定する業務災害」とは、実際に支給
を受けているか否かだけではなく、以下のようにその
保険事故が本来的に労災保険から給付を受けるべき
ものであれば、「労災法に規定する業務災害」に該当
する。
	 ・	労災法に規定する業務災害の傷病と同一の傷病
であって、症状固定で労災法の給付が打ち切られ
た場合

	 ・	加入者が勤務している事業所が労災保険の適用
事業所にもかかわらず、届出を行っていないことによ
り支給対象外となった場合

	 ・	当該傷病が労災法に規定する業務災害に該当す
るものの、申請を行っていないことにより消滅時効に
該当し、支給対象外となった場合

②	 健康保険法第53条の2関係
（ア）	被保険者又は被扶養者が法人の役員であるとき
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は、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負
傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

（イ）	「法人の役員としての業務」とは、法人の役員がそ
の法人のために行う業務全般を指す。

（ウ）	被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用さ
れる法人の役員の業務であって、一般の従業員が従
事する業務と同一であると認められる業務の遂行の
過程において、その業務に起因する疾病、負傷又は
死亡に関しては、保険給付を行う。

（エ）	被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用
される法人の役員に係る取扱いの法制化に伴って、
「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付に
ついて」（平成15年7月1日付保発第0701001号・庁保
発第070l001号、一部改正平成16年3月30日付保発
第0330002号・庁保発第第0330001号）は、廃止とな
る。これに伴って、被保険者の数が5人未満の適用事
業所に使用される法人の役員について、業務遂行上
の過程において業務に起因する傷病に係る傷病手
当金は支給対象となる。

（2）	 改正された健康保険給付の適用について
平成25年10月1日以降に発生した保険事故について
適用される。

2.	 改正に係る対応

（1）	 現金給付
①	 申請書の負傷原因記入欄の確認、または負傷原
因照会により、労災法に規定する業務災害、通勤災害
による保険事故の疑いがあると判断した申請書につ
いては返戻すること。
②	 返戻する際には、労災保険への請求を勧奨する案
内（別紙1参考）及び労災保険該当確認書（別紙2参
考）を添付すること。併せて、申請書の写しをとって管
理すること。なお、他の給付種別と別に管理すること。
③	 労災保険の不支給決定通知書の写し、または労
災保険該当確認書により労災法に規定する業務災
害に該当しないことを確認できた場合には、支給決定
すること。
	 		 なお、労災保険該当確認書の内容で労災法に規
定する業務災害に該当しないことを確認できない場合
は、適宜労働基準監督署に確認すること。
④	 労災保険の給付の決定に時間を要することから健
康保険の給付の決定を希望する旨の申出があった場
合には、労災保険の災害認定の結果が判明後、速や
かに支部に連絡する旨及び労災保険給付と健康保
険給付が重複した場合はその額を返還する旨の案内
（別紙3参考）とその同意書（別紙4参考）を送付し、
同意書の提出を受けたうえで、支給決定すること。

	 		 この場合には、別紙5の進捗管理表で管理し、一
定期間経過後に申請者または労働基準監督署に対
して、労災保険への請求及び支給決定状況を確認
すること。
⑤	 平成25年10月1日以降に発生した保険事故に係る
保険給付について、労災法に規定する業務災害に該
当することにより不支給決定する場合は、不支給決定
理由をコード「16」とすること。

（2）	 現物給付
①	 負傷原因照会等により、労災法に規定する業務災
害、通勤災害による保険事故の疑いがあると判断した
レセプトについては、従来どおり医療機関に対するレ
セプト返戻、あるいは被保険者に対する返還請求に
て対応すること。
②	 負傷原因照会等により、労災法に規定する業務災
害、通勤災害に該当することが確認できない場合は、
事業主や被保険者を通じ管轄の労働基準監督署に
確認を行なうこと。（別紙6参考）
③	 上記②の確認に一定期間を要し進捗状況を管理
する必要がある場合は、別紙5を参考とすること。
④	 労災法に規定する業務災害に該当することにより
不支給決定する場合は不支給決定理由を「労働者
災害補償保険法の業務災害と認められるため」とす
ること。

（3）	 その他
現金給付と現物給付の各担当グループにおいては、
対象者の情報共有を行うなど連携を密にとり適正な給
付を行うように努めること。

（別紙1）

労災保険給付の請求について

この度ご請求のありました「○○○○○支給申請書」
につきまして、傷病の原因が労働災害に該当して、労働
者災害補償保険から保険給付を受けられる可能性があ
ります。
労働者災害補償保険の保険給付は、労働者が業務

または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を
必要とするときに受けられるものです。
健康保険は、労働者災害補償保険の労働災害に該

当しないことを確認して保険給付を行います。
つきましては、別紙により管轄の労働基準監督署に労
働災害の該当の可否についてお問い合わせのうえご申
請ください。
その後、労働災害に該当しないため、不支給決定通
知書の送付があった場合には、健康保険の保険給付の
対象となりますので、○○○○○支給申請書に不支給
決定通知書の写しを添付して、再度ご提出くださいます
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ようお願いいたします。
また、労働基準監督署にお問い合わせされた際に、労
働災害に該当せず申請に至らなかった場合は、労働基
準監督署に確認した内容を別紙にご記入いただき、○
○○○○支給申請書と併せて再度ご提出くださいます
ようお願いいたします。

（別紙2）

労災保険（労働災害）の該当の確認について

この度ご請求のありました「○○○○○支給申請書」
につきまして、傷病の原因が労働災害に該当して、労働
者災害補償保険から保険給付を受けられる可能性があ
ります。
労働者災害補償保険の保険給付は、労働者が業務

または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を
必要とするときに受けられるものです。
健康保険は、労働者災害補償保険の労働災害に該

当しないことを確認して保険給付を行います。
つきましては、管轄の労働基準監督署に労働者災害
補償保険の保険給付の申請を行っていただき、その後、
労働災害に該当しないため、不支給決定通知書の送付
があった場合には、健康保険の保険給付の対象となりま
すので、○○○○○支給申請書に不支給決定通知書
の写しを添付して、再度ご提出くださいますようお顕いい
たします。
なお、労働基準監督署にお問い合わせされた際に、
労働災害に該当せず申請に至らなかった場合は、次の
事項についてご記入いただき、○○○○○申請書と併
せて再度ご提出くださいますようお願いいたします。
被保険者証の記号番号
被保険者氏名
療養された方の氏名
【療養された方確認欄】
1.		 お問い合わせされた労働基準監督署についてご
記入ください。
・	 労働接準監督署名
・	 担当部署名
・	 担当者氏名
2.		 労災保険の給付が受けられない理由について、労
働基準監督署にお聞きした理由をご記入ください。（該
当する項目に○を付けて、理由をご記入ください。）
イ		 業務災害に該当しないため（理由：　）
ロ		 通勤災害に該当しないため（理由：　）
ハ		 労働者災害補償保険法の「労働者jと認められ
ないため（理由：　）

ニ		 その他（理由：　）
上記のとおり相違ありません。

必要に応じて労働基準監督署に労働者災害補償保険
の受給の有無を確認させていただく場合がございます。
以下の内容をご確認のうえ、署名・押印をお願いします。

全国健康保険協会○○支部長
健康保険の保険給付の支給において、全国健康保
険協会○○支部が労働基準監督署に対して、労働者
災害補償保険の給付記録・療養状況等の照会を行うこ
とに同意いたします。

（別紙3）

健康保険の保険給付の決定にあたって

ご請求のありました「○○○○○申請書」につきまし
て、傷病の原因が労働災害に該当して、労働者災害補
償保険から保険給付を受けられる可能性があるため、
労働基準監替署に労働災害の該当の可否についてお
問い合わせいただき、労働者災害補償保険の保険給付
をご申請いただきました。
この度、労働者災害補償保険の災害認定に時間を
要することから、健康保険の保険給付の決定を希望す
る申出がありましたので、保険給付の決定を行いますが、
労働者災害補償保険法の災害認定の結果が判明後、
速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、健康保険の保険給付を受けられたあとで、労働
者災害補償保険法の保険給付を受けられた場合は、重
複した健康保険の保険給付をご返還いただくことになり
ます。
また、労働者災害補償保険の請求状況や支給決定
状況を労働基準監督署に確認させていただく場合があ
ります。
つきましては、健康保険から保険給付を行うにあたり、
別紙の内容をご確認のうえ、署名・押印いただき、ご提出
くださいますようお願いします。

（別紙4）

同意書

この度、健康保険の保険給付の申請を行っています
が、同ーの傷病で労働者災害補償保険の保険給付を
申請（または予定）しています。
このため、労働者災害補償保険法の災害認定の結
果が判明後、速やかに全国健康保険協会○○支部に
連絡を行います。
また、健康保険の保険給付の支給において、全国健
康保険協会○○支部が労働基準監督署に対して、労
働者災害補償保険法の給付記録・療養状況等の照会
を行うことに同意いたします。
（別紙5・6）［省略］

特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
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石綿健診事業化に向けモデル事業
健康リスク調査：期待値の16倍の中皮腫発生

環境省の石綿の健康影響に関する検討会（会
長:内山巌雄・国立大学法人京都大学名誉教授）
は、2014年3月17日に第24回検討会を開催した。
2013年度はすでに昨年9月9日に一度開催して、
前年度分の各種報告をまとめていて（2013年12月
号参照、http://www.env.go.jp/air/asbestos/
commi_hefc/index.html）、同年度内に再度開催
されるのは久しぶりのことである。
第2期健康リスク調査が2014年度で終了するの

で、2014年夏には予算要求を行わなければならな
い2015年度以降どうするかを検討するためである。
結果的に「これまでの『石綿の健康リスク調査』

の主な成果及び今後の対応について」がまとめら
れ、公表された。表を除いた全文を紹介する。
第1期及び第2期の健康リスク調査の問題点に

ついては、2009年9月号、2010年11月号を参照して
いただきたいが、私たちは、①アスベスト公害－環境
被害の原因解明と②住民に対する健康管理体制
の確立を怠っていることを一貫して批判してきた。
第2期調査は、「石綿ばく露の状況の違い等によ

る石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比
較等を行い、石綿曝露者の中・長期的な健康管理
のあり方を検討するための知見を集積することを目
的」とするとされ、具体的には、5年間の継続受診で
職業曝露等がないプラーク等の有所見者に中皮
腫の早期発見等のメリットがあるというエビデンスを
得ることができるかどうか検証するとされていた。
私たちは、調査の設計と運用の実態の両面から

これを非現実的と批判し、結果的にエビデンスは得
られなかったとして健康管理体制の確立がまた先

送りされることを危惧してきた。
当初、10人以上の中皮腫発生を想定して1,293
人以上のプラーク有所見者の継続受診が必要等
と議論されたが、現時点で4年以上継続して受診し
ている者が1,225人で、そのうち初回受診時に石綿
関連所見があったものが391人等という結果になっ
ている。したがって、当初環境省が説明していたよ
うな解析はまったく不可能であるが、報告書では、
疾患の早期発見や労災・救済制度による早期支援
にメリットがあったと評価された。
そして、2015年度以降「フィージビリティ調査」と称

して「石綿健診（仮称）の事業化を見据え、モデルと
なる事業を実施することを通じて、課題等について
調査・検討を行う」ことが提起された。
「健康リスク調査では期待値の16倍に相当する中
皮腫患者が発生しており、石綿健康被害のリスクが
高い集団を対象とした調査であることが示唆された」
ともしており、そうであればそれがなぜなのか原因解
明が必要と考えるのだが、2015年度以降は「デー
タ収集を主な目的とする調査ではなく…フィージビリ
ティ調査として位置づける」ものとされている。
「科学的立場」に関する環境省の姿勢にはあい
かわわず不信が残るが、今後、「石綿健診（仮称）
の事業化」の内実がどうなっていくか、引き続き監
視していかなければならない。
西成区の環境被害が明らみにでた大阪市は
2014年度から調査に参加することになった。環境省
は2015年度以降の調査参加を自治体にあらためて
呼びかけると言っているが、自治体を参加させるため
には2014年夏までに決定させる必要があろう。
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これまでの「石綿の健康リスク調査」の
主な結果及び今後の対応について

平成26年3月
石綿の健康影響に関する検討会

1.	 石綿の健康リスク調査の概略

（1）	第1期石綿の健康リスク調査（平成18～21年
度）

平成17年6月に、石綿取扱い施設周辺の一般
住民が石綿を原因とする健康被害を受けていると
の報道があり、一般環境を経由した石綿ばく露に
よる健康被害の可能性が指摘された。環境省に
おいては、これを受けて石綿のばく露歴や石綿関
連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うことと
なった。
平成18年度には、一般環境を経由した石綿ば

く露による健康被害の可能性があり、調査への協
力が得られた大阪府、尼崎市、鳥栖市の3地域に
おいて、石綿取扱い施設の周辺住民に対して、問
診、胸部X線検査、胸部CT検査等を実施すること
により、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラー
ク等の所見の有無と健康影響との関係に関する
知見を収集した。平成19年度には、横浜市、羽島
市、奈良県が調査実施団体として加わり、平成21
年度には、北九州市が更に調査に加わった。
第1期調査（平成18～21年度）の調査対象者は
3,648人（実人数）であった。

（2）	第2期石綿の健康リスク調査（平成22～26年
度）

第2期調査は、第1期調査の対象地域であった
7地域1において、従来からの解析に加え、石綿ばく
露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関

連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露
者の中・長期的な健康管理の在り方を検討するた
めの知見を収集することを目的として、実施すること
となった。
このため、第1期調査よりも調査対象者数を増
やすとともに、毎年の検査や健康状況の確認を確
実に行い、経年的な所見の変化についても把握し
ていくこととしている。これまでの第2期調査（平成
22～24年度）の調査対象者は3,979人（実人数）
であり、第1期・第2期調査（平成18～24年度）全体
の調査対象者2は、実人数で5,179人、延べ人数で
14,485人である。
また、第2期調査の期間中の平成23年6月に、中
央環境審議会により、石綿健康被害救済制度の
見直しに関する答申が取りまとめられ、過去に当該
地域に住んでいた者をなるべく多く含めた形での
調査の必要性が指摘された。これを受けて、平成
24年度より過去に当該地域に住んでいた者を対象
とした調査を開始し、同年度は39人が調査に参加
した。

「第2期石綿の健康リスク調査計画書」
（平成22年12月、環境省環境保健部石綿健康被害

対策室）（抜粋）

6.	 調査方法
（8）	集計及び解析

（略）

○5年分の集計及び解析（平成26年度）

自治体は、上記事項について5年分の集計結果

を行うとともに、石綿関連所見の有所見率、所見の

変化、中皮腫・肺がん等の罹患状況などについて

石綿の健康リスク調査検討会
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集計を行う。

環境省は、調査対象地域における石綿ばく露の

状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾

患の発生状況を比較する。その際、年齢、性別、ば

く露歴、居住期間等を考慮する。その際には、石綿

ばく露のない一般住民におけるデータが得られれ

ばそれと比較する。

また、調査対象者の中で石綿関連疾患を発症し

た者について、疾患の発見のきっかけ（定期的な検

診によるか否か）、疾患の状況（病期、予後等）に関

する情報を収集する。

これらの解析結果を取りまとめて公表するととも

に、検診受診の効果など中・長期的な健康管理の

あり方の検討の基礎資料とする。

「石綿健康被害救済制度の在り方について（二次
答申）」（平成23年6月、中央環境審議会）（抜粋）

3.	 運用の改善・強化や調査研究等の推進等に
ついて

（1）	健康管理について
（略）

不安感解消というメリット、放射線被曝というデメ

リットを、科学的根拠に基づき、比較考量する必要

があるとともに、その他、対象や方法、費用負担等

についてさらに検討すべき問題が残る。また、その

事務について医療機関や地方公共団体等を含め、

いずれの主体がこれを担うべきか、といった実施体

制に関する制度的問題も存在する。

（略）

過去に当該地域に住んでいた者をなるべく多く

含めた形で調査を行い、どのような症状、所見、石

綿ばく露のある者が健康管理の対象となるべきか

等、健康管理によるメリットが、放射線被曝によるデ

メリットを上回るような、より効果的・効率的な健康

管理の在り方を引き続いて検討・ 実施するべきで

ある。

また、既存の結核検診、肺がん検診等にあわせ

て、例えば、胸膜プラークの所見を発見した場合に

は、健康管理に必要な情報提供等を行うよう促す

ことができないかどうかを検討するべきである。

2.	 石綿の健康リスク調査の主な結果

（1）	石綿関連所見の有所見率

＜集計方法＞

平成18～24年度の調査対象者（実人数5,179
人、延べ人数14,485人）について、性別・ばく露歴
別3・生年別に、初回受診時における石綿関連所見
の有所見者数及び有所見率を整理した。また、こ
れらの調査対象者のうち、複数の所見を有する者
について、どのような所見を同時に有しているかを
整理した。
集計に当たって、平成18～21年度（第1期調査）

はX線所見とCT所見から総合的に判断した所見
（総合所見）を、平成22～24年度（第2期調査）は
X線所見とCT所見をそれぞれ参照した。また、①
～⑧の石綿関連所見4はいずれも、当該所見の疑
いがあるものを含んだ数字である（以下同様）。
＜主な結果＞

●有所見者数及び有所見率について（表2-1-1）
・	初回受診時に、①～⑧の何らかの石綿関連所
見があった者の数は1,478人であり、有所見率は
28.5％であった。
・	石綿関連所見のうち、「②胸膜プラーク」の有所
見者数が1,204人（有所見率23.2％）で最も多く、
次いで「⑤肺野の間質影」が270人（同5.2％）で
あった。
●有所見率の属性別の傾向について（表2-1-1～
表2-1-3）
・	性別にみると、「男性」の有所見率は「女性」の
1.6倍であった。
・	石綿ばく露歴ごとにみると、「ばく露歴ア～エ」の
有所見率は「ばく露歴オ」の1.8倍であった。
・	生年別にみると、1930年代以前が679人（43.5％）、
1940年代が540人（28.7％）、1950年代が195人
（21.6％）、1960年代が52人（9.0％）、1970年代
以降が12人（4.6％）であり、高齢ほど多い傾向に
あった。
・	初回受診時に所見が発見された者1,478人が
有所見者全体（1,706人）に占める割合は86.6％
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で最も多かった。
●複数の所見を有する者について（表2-1-4）
・	初回受診時に①～⑧のうち複数の所見を有す
る者は285人であり、①～⑧の何らかの石綿関
連所見があった者（1,478人）の19.3％であった。
・	所見別でみた場合、「③びまん性胸膜肥厚」「⑥
円形無気肺」「⑧リンパ節の腫大」については、
他の所見を同時に有する割合が70％以上と高
かった。

（2）	初回受診時に石綿関連所見を有さないとされ
た者の所見の出現

＜集計方法＞

4年以上継続して受診している者1,225人のう
ち、初回受診時に①～⑧の石綿関連所見のいず
れも有さないとされた者831人（実人数）について、
その後の所見の発生状況を整理した。なお、継続
受診者数の制約上、初回受診からの経過期間を3
年間とした。
＜主な結果＞（表2-2-1）
●3年後の所見の発生状況について

・	初回受診時に①～⑧の石綿関連所見のいずれ
も有さないとされた者831人のうち、3年後に①～
⑧のいずれかの所見が認められた者の数は88人
（10.6％）であった。
・	88人（10.6％）のうち、7人（0.8％）は、複数の石綿
関連所見を有していた。
●所見ごとの傾向について

・	「②胸膜プラーク」の発生数が66人（7.9％）と最
も多かった。
・	肺線維化所見である「⑤肺野の間質影」は17人
（2.0％）であった。
・	肺がんが疑われる「⑦肺野の腫瘤状陰影（肺が
ん等）」は7人（0.8％）であった。
・	中皮腫との関連で重要とされる「①胸水貯留」
は1人（0.1％）であった。
・	ただし、初回受診時とその後の検査方法の違い
が、上記の結果に影響している可能性がある。

（3）	石綿関連所見を有するとされた者の所見の変
化

＜集計方法＞

初回受診時に①～⑧の何らかの石綿関連所見
を有するとされた者について、その後、新たに発生
した所見と、当初の所見との関係を整理した。な
お、継続受診者数の制約上、所見を発見してから
の経過期間を3年間とした（例：平成19年度初回受
診時に所見があった者については、平成20～22年
度受診時の所見の状況を確認）。
＜主な結果＞（表2-3-1～表2-3-2）
・	初回受診後3年以内の新規発生所見として「①
胸水貯留」「④胸膜腫瘍（中皮腫）疑い」に着目
すると、初回受診時に①～⑧の何らかの石綿関
連所見を有するとされた者からの累積発生割
合は、それぞれ0.8％、1.1％であった。「①胸水貯
留」では「⑥円形無気肺」を有する者からの累
積発生割合が7.7％、「④胸膜腫瘍（中皮腫）疑
い」では「①胸水貯留」を有する者からの累積
発生割合が25.0％であった。
・	また、初回受診後3年以内の新規発生所見とし
て「①胸水貯留」（9人）、「④胸膜腫瘍（中皮
腫）疑い」（8人）とされた者のうち、初回受診時
に①～⑧の何らかの石綿関連所見を有するとさ
れた者が占める割合は、それぞれ7人（77.8％）、
7人（87.5％）であった。同様に、初回受診時に
「②胸膜プラーク」を有していた者が占める割
合は、それぞれ7人（77.8％）、6人（75.0％）であっ
た。
・	ただし、初回受診時とその後の検査方法の違い
が、上記の結果に影響している可能性がある。

（4）	石綿関連疾患の発見状況

＜集計方法＞

平成18～24年度の調査対象者（実人数5,179
人）について、受診時別（初回受診時、2回目以降
の受診時）・性別・ばく露歴別・生年別に、医療の必
要があると判断された者の人数及び割合を、平成
24年度末時点の状況をもとに整理した。
なお、医療の必要があると判断された者の経過
については、本人や家族、医療機関（本人の承諾
が得られた場合のみ）に照会することにより、把握
に努めた。
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＜主な結果＞

●医療の必要があると判断された者の人数及び

割合について（表2-4-1～表2-4-4）
・	医療の必要があると判断された者は、調査対象
者5,179人（実人数）のうち119人で、初回受診時
が42人（1000人当たり8.1人）、2回目以降の受診
時が77人（同8.3人）であった。
・	性別にみると、初回受診時では男性が31人（同
11.4人）、女性が11人（同4.5人）、2回目以降の
受診時では男性が57人（同11.9人）、女性が20人
（同4.4人）であり、男性が多かった。
・	石綿ばく露歴ごとにみると、初回受診時では「ば
く露歴ア～エ」が29人（同10.8人）、「ばく露歴
オ」が13人（同5.2人）、2回目以降の受診時では
「ばく露歴ア～エ」が52人（同10.1人）、「ばく露
歴オ」が25人（同6.0人）であり、「ばく露歴ア～
エ」が多かった。
・	生年別にみると、初回受診時では1930年代以
前が19人（同12.2人）、1940年代が18人（同9.6
人）、1950年代が4人（同4.4人）、1960年代が0
人（同0人）、1970年代以降が0人（同0人）、2回
目以降の受診時では1930年代以前が41人（同
13.7人）、1940年代が26人（同7.7人）、1950年
代が3人（同1.9人）、1960年代が2人（同2.0人）、
1970年代以降が2人（同5.8人）であり、高齢ほど
多い傾向にあった。
●診断結果について（表2-4-1、表2-4-3）
・	医療の必要があると判断された者119人のうち、
診断結果が把握できた者は78人で、初回受診
時が30人（同5.8人）、2回目以降の受診時が48人
（同5.2人）であった。
・	内訳は、初回受診時では肺がん18人（同3.5
人）、中皮腫1人（同0.2人）、石綿肺1人（同0.2
人）、その他11人（同2.1人）、2回目以降の受診
時では肺がん11人（同1.2人）、中皮腫5人（同0.5
人）、良性石綿胸水3人（同0.3人）、びまん性胸
膜肥厚2人（同0.2人）、その他29人（同3.1人）で
あった。
・	肺がん29人、中皮腫6人のうち、胸膜プラークを
有する者は肺がん17人、中皮腫5人であった。
・	なお、統計に基づき、石綿の健康リスク調査の対

象者5,179人（実人数）における調査期間中の中
皮腫死亡者数の期待値を算出すると0.38人とな
り5、本調査により発見された中皮腫患者6人は、
この期待値の16倍に相当している。
●医療の必要があると判断された時期について

（表2-4-5）
・	医療の必要があると判断された者119人のうち、
初回受診時に医療が必要と判断された者が42
人（35.3％）と最も多かった。
●医療が必要であると判断された者の経過につ

いて（表2-4-6）
・	医療が必要であると判断された者119人の経過
は、死亡が14人、治療中が12人、経過観察が32
人、治療終了が14人、不明が47人であった。
・	労災制度による認定者は6人（中皮腫1人、肺が
ん4人、不明1人）、救済制度による認定者は7人
（中皮腫3人、肺がん3人、著しい呼吸機能障害
を伴うびまん性胸膜肥厚1人）であった。

（5）	X線検査及びCT検査による有所見率の比較

＜集計方法＞

X線検査とCT検査における石綿関連所見の発
見状況を比較するため、X線検査とCT検査を必須
とした第2期調査の初回受診者（平成22年度調査
の全受診者、平成23、24年度調査の新規受診者）
3,979人（実人数）について、石綿関連所見の有所
見者数及び有所見率を整理した。
なお、受診者の一部は両検査を実施することに
同意が得られず、X線検査又はCT検査のいずれ
かのみを実施した。
＜主な結果＞（表2-5-1）
・	受診者に対する「石綿関連所見あり①～⑧」
の数の割合は、X線検査が14.2％、CT検査が
31.6％であり、CT検査による有所見率はX線検
査の2.2倍であった。
・	石綿関連所見ごとに見ても同様の傾向であり、
CT検査による有所見率はいずれも、X線検査に
よる有所見率よりも高かった。
※X線検査の読影とCT検査の読影は必ずしも
別 に々行われていないため、互いの読影の結果
に影響を及ぼしている可能性があることに留意
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が必要である。

（6）	肺がん検診及び石綿の健康リスク調査による
肺がん発見者数の比較

＜集計方法＞

石綿の健康リスク調査による肺がんの発見者数
を評価するため、一般住民を対象とした肺がん検
診の事例を用いて比較を試みた。
（i）	 X線検査による、肺がん検診と石綿の健康リス
ク調査との比較
	 	 肺がん検診については、「平成23年度地域保
健・健康増進事業報告」の平成22年度における
X線検査（初回受診）の受診者数及び肺がん発
見者数を性別・年齢階級別に分類し、それぞれ
の肺がん発見者の割合を算出した。
	 	 この性別・年齢階層別の肺がん発見者の割
合に、石綿の健康リスク調査における、性別・年
齢階級別・ばく露歴別に分類した平成22～24年
度のX線検査（初回受診）の受診者数を乗じる
ことにより、石綿の健康リスク調査の受診者が仮
に肺がん検診を受診した場合の肺がん発見者
数の期待値を算出した。

（ii）	CT検査による、肺がん検診と石綿の健康リス
ク調査との比較
	 	 肺がん検診については、1996年～1998年に
長野県に在住していた40～74歳の一般住民
5,483人を対象に実施されたCT検査の結果6をも
とに、CT検査（初回受診）の受診者数及び肺が
ん発見者数を性別・年齢階級別に分類し、それ
ぞれの肺がん発見者の割合を算出した。
	 	 この性別・年齢階層別の肺がん発見者の割
合に、石綿の健康リスク調査における、性別・年
齢階級別・ばく露歴別に分類した平成22～24年
度のCT検査（初回受診）の受診者数を乗じるこ
とにより、石綿の健康リスク調査の受診者が仮に
肺がん検診を受診した場合の肺がん発見者数
の期待値を算出した。

＜主な結果＞

●X線検査による、肺がん検診と石綿の健康リス

ク調査との比較について（表2-6-1）
・	X線検査による肺がん検診の結果を基に推計し

た、石綿の健康リスク調査における肺がん発見
者数の期待値は、全体では1.5人であった。実際
の石綿の健康リスク調査による肺がん発見者数
は8人であり、期待値の5.3倍であった。
・	ばく露歴別にみると、「ばく露歴ア」が期待値の
10倍（実際の発見者数4人/期待値0.4人）、「ば
く露歴イ～エ」が5倍（実際の発見者数2人/期
待値0.4人）、「ばく露歴オ」が2.9倍（実際の発見
者数2人/期待値0.7人）であった。
※第2期石綿の健康リスク調査においては、初回
受診時にX線検査・CT検査の両方を実施して
いるため、それぞれ別 に々読影することになって
いるものの、検査結果が相互に影響を及ぼして
いる可能性がある。
●CT検査による、肺がん検診と石綿の健康リス

ク調査との比較について（表2-6-2）
・	CT検査による肺がん検診の結果を基に推計し
た、石綿の健康リスク調査における肺がん発見
者数の期待値は、全体では8.7人であった。実際
の石綿の健康リスク調査による肺がん発見者数
は8人であり、期待値の0.9倍であった。
・	ばく露歴別にみると、「ばく露歴ア」が期待値の
2.2倍（実際の発見者数4人/期待値1.8人）、「ば
く露歴イ～エ」が0.9倍（実際の発見者数2人/期
待値2.3人）、「ばく露歴オ」が0.4倍（実際の発見
者数2人/期待値4.5人）であった。

3.	 これまでの調査の結果を踏まえた考察

第2期石綿の健康リスク調査は平成22～26年度
の5か年計画で実施されており、本来であれば、最
終年度である平成26年度までのデータを踏まえた
考察を行うべきであるが、今後の対応方針の検討
に資するため、これまで（～平成24年度）の結果に
基づき考察した。

（1）	健康管理によるメリット・デメリット

「石綿健康被害救済制度の在り方について（二
次答申）」（平成23年6月、中央環境審議会）では、
「どのような症状、所見、石綿ばく露のある者が健
康管理の対象となるべきか等、健康管理によるメ
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リットが、放射線被曝によるデメリットを上回るような、
より効果的・効率的な健康管理の在り方を引き続い
て検討・実施するべきである」とされているところ、
以下のようなメリット・デメリットが考えられる。
＜健康管理によるメリット＞

●疾患の早期発見（石綿起因でないものも含む。）
・	石綿の健康リスク調査では、5,179人（実人数）を
対象とする検診により、中皮腫（6人）、肺がん（29
人）、その他の疾患（84人）を早期に発見し、治
療につなげることができた。ただし、早期の発見
が、予後の改善や死亡率減少等に寄与している
か否かについては、確認できていない。
●労災制度及び救済制度による早期支援

・	石綿の健康リスク調査による検診により、119人が
「医療の必要があると判断された者」とされた
が、このうち、労災制度で6人、救済制度で7人が
認定され、医療費等の早期支援につなげること
ができた。

＜健康管理によるデメリット＞

●検査に伴う放射線被ばく

・	石綿の健康リスク調査の検査に伴う放射線被ば
く量は、その測定条件を考慮すると、検査1回当
たりで、CT検査がおおむね1mSv、X線検査が
おおむね0.05mSvであることから、これまでの調
査期間（7年間）の対象者1人当たりの放射線被
ばく量は最大でも7mSv程度であった。
	 	 なお、受診による不安の解消、所見の発見によ
る不安の増大等、受診前後の不安感の変化に
ついては、確認できていない。

（2）	当面の石綿ばく露者の健康管理の在り方

当面は、以下の目的及び実施方法にて健康管
理を進めることが考えられる。
＜目的＞

①	 石綿ばく露に関する地域住民の不安に対応
すること
②	 石綿関連疾患を有する者を早期に発見し、早
期の治療及び石綿健康被害救済制度等による
早期の救済・支援につなげること
	 	 なお、上記の目的については、平成26年度の
調査において、目的としての妥当性やその効果

などを更に検討する必要がある。
＜実施方法＞

現時点では、石綿の健康リスク調査による死亡
率減少の効果が確認されていないことから、全員
の受診を前提とした積極的な受診勧奨は行わず、
目的や検査に伴うリスク等について丁寧に説明を
行った上で、希望者のみに限定した任意型の健康
管理とすることが適当である。
また、対象者の選定、検査頻度の適正化、肺が
ん検診との連携等により、放射線被ばくの影響を可
能な限り低減することが重要である。その検討に
当たっては、これまでの調査により得られた以下の
ような知見を参考とすることが考えられる。
・	有所見者数や、医療の必要があると判断された
者の数は、初回受診時に多く、2年目以降は大幅
に少なくなった。
・	有所見率や、医療の必要があると判断された者
の割合は、（i）女性よりも男性、（ii）「ばく露歴オ」
よりも「ばく露歴ア～エ」、（iii）低年齢よりも高年
齢において高かった。
・	中皮腫を発見する上で重要な所見である「①胸
水貯留」「④胸膜腫瘍（中皮腫）疑い」について
は、その多くが、当初、何らかの石綿関連所見を
有していた者において発見された。
・	石綿の健康リスク調査では、人口動態調査等に
より推計される中皮腫死亡者数（期待値）の16
倍に相当する中皮腫患者が発見されており、石
綿健康被害のリスクが高い集団を対象とした調
査であることが示唆された。

4.	 今後の対応（案）

（1）	第2期石綿の健康リスク調査（平成26年度）

「第2期石綿の健康リスク調査計画書」に基づ
き、最終年度である平成26年度においても、7地域
において着実に調査を実施することとし、最終年度
の所見を確定するとともに、初年度からの経年的な
所見の変化を評価する。
また、平成26年度は別途、調査対象者に対して
以下のようなフォローアップを行うことが考えられる。
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●要医療者に関する詳細情報の把握

	 	 第1期・第2期石綿の健康リスク調査において
医療の必要があると判断された者（本人）やそ
の家族、医療機関（本人の承諾が得られた場合
のみ）に照会することにより、疾患の発見のきっか
け、疾患の状況（病期、予後）等に関する情報を
収集する。
●平成26年度調査に参加しない者の健康状況

の把握

	 	 第2期石綿の健康リスク調査の対象者のうち、
平成26年度調査に参加しない者を対象にアン
ケート調査を実施する。回答が得られなかった
者については、行政が保有する情報（住民基本
台帳、人口動態調査等）を確認することで、健康
状況の把握に努める。
● 「第2期石綿の健康リスク調査」への参加の動

機や参加後の効果等の把握

	 	 第2期石綿の健康リスク調査の対象者全員に
アンケート調査を実施し、受診前後の不安感の
変化等、調査対象者の主観的な評価等につい
て把握する。

（2）	第2期石綿の健康リスク調査終了後（平成27
年度～）

第2期調査終了後の平成27年度以降も、調査を
継続していくことが望まれるが、これまでに実施した
石綿の健康リスク調査により一定の知見等が得ら
れたことから、平成27年度以降は、従来のように、
データ収集を主な目的とする調査ではなく、石綿検
診（仮称）の実施に伴う課題等を検討するための
フィージビリティ調査として位置づけることが考えら
れる。
＜フィージビリティ調査の目的＞

石綿検診（仮称）の事業化を見据え、モデルとな
る事業を実施することを通じて、下記の課題等に
ついて調査・検討を行う。
・	実施主体
・	既存検診（肺がん検診等）との連携方法
・	対象者、対象地域の考え方
・	検査頻度
・	事業に要する費用等

＜フィージビリティ調査の実施に当たっての基本

的な考え方＞

・	石綿検診（仮称）は、一次検診として問診及び
胸部X線検査を行い、その結果に基づき対象者
を選定した上で、胸部CT検査による二次検診
を実施する。
・	フィージビリティ調査では、上記石綿検診（仮称）
をモデル的に実施するほか、既存の検診（肺が
ん検診等）と石綿検診（仮称）を一体的に実施
する際の課題等について調査・検討を行う。
・	具体的には、①既存の検診の問診と同時に問診
を行い、石綿ばく露歴についても聴取すること、
②既存の検診で実施する胸部X線検査を活用
して一次検診を実施すること、③既存の検診の
読影と同時に胸部X線写真の読影を行うこと等
により、可能な限り効率的に石綿検診（仮称）を
実施する方法をフィージビリティ調査において調
査・検討していくこととする。
・	読影会に石綿の専門家を招聘するなど、既存の
検診に加えて実施する部分や、胸部CT検査等
の石綿検診（仮称）独自の部分については、環
境省の委託事業として実施する。
第1期・第2期調査の対象者、とりわけ有所見者

については、フィージビリティ調査等を通じて健康
管理を継続することが望ましい。また、平成27年度
に速やかにフィージビリティ調査が実施できるよう、
平成26年度中に同調査の対象自治体を選定し、
具体的な計画を整備することが望ましい。

1			 大阪府泉南地域等（岸和田市、貝塚市、泉佐野
市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、河内長
野市）、尼崎市、鳥栖市、横浜市鶴見区、羽島市、奈
良県、北九州市門司区
2			 第1期調査と第2期調査のデータの突合ができてい
ない自治体があるため、第1期・第2期調査（平成18～
24年度）を通したデータの集計については、暫定的な
数字となっている（以下同様）。
3			 ばく露歴：
	 ア.　直接石綿を取り扱っていた職歴がある者（直接

職歴）
	 イ.	直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性の
ある職歴がある者（間接職歴）
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	 ウ.	 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作
業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露
の可能性が考えられる者（家庭内ばく露）

	 エ.	 職域以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の
事務室等に立ち入り経験がある者（立ち入り等）

	 オ.	 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できな
い者（その他）

4			 石綿関連所見：①胸水貯留、②胸膜プラーク、③
びまん性胸膜肥厚、④胸膜腫瘍（中皮腫）疑い、⑤
肺野の間質影、⑥円形無気肺、⑦肺野の腫瘤状陰影
（肺がん等）、⑧リンパ節の腫大
5			 人口動態調査（性・年齢階級別中皮腫死亡数）、
住民基本台帳（性・年齢階級別人口）を用いて、日本
全国の性・年齢階級別中皮腫死亡率を算出し、性・年
齢階級別の石綿の健康リスク調査対象者数に乗じる
ことにより中皮腫死亡者数の期待値を算出した。な
お、死亡者数の期待値と発見者数を比較する際に
は、無症状かつ検診で発見可能な期間が1年である
という仮定を要する点などに留意する必要がある。
6			 S	Soneetal（2001）	Results	of	three-year	mass	
screening	programme	for	lung	cancer	using	
mobile	low-dose	spiral	computed	tomography	
scanner.	British	Journal	of	Cancer	84（1）,	25-32

石綿の健康影響に関する検討会名簿
（座長）
内		山	巌		雄	 国立大学法人京都大学名誉教授
（委員）
沖	 勉	 北九州市総合保健福祉センター所長
木		村	博		和	 横浜市健康福祉局担当部長
神		山	宣		彦	 東洋大学大学院経済学研究科客員教

授
酒		井	文		和	 埼玉医科大学国際医療センター画像

診断科教授
篠		原	久		子	 鳥栖市市民福祉部長
島	 正		之	 兵庫医科大学公衆衛生学主任教授
清		水	昌		好	 尼崎市健康福祉局医務監
祖父江	友		孝	 大阪大学大学院医学系研究科社会環

境医学講座環境医学教授
中		野	 孝		司	 兵庫医科大学呼吸器内科主任教授
平		野	靖史郎	 独立行政法人国立環境研究所環境リ

スク研究センター健康リスク研究室長
古		川	裕		之	 羽島市福祉部長
前		野	孝		久	 奈良県医療政策部保健予防課長
三		浦	溥太郎	 横須賀市立うわまち病院副院長
撫		井	賀		代	 大阪府健康医療部保健医療室健康づ

くり課長

事務連絡
平成26年4月28日

都道府県石綿健康被害対策担当課室御中
環境省総合環境政策局環境保健部

企画課石綿健康被害対策室

石綿健康被害等に関する
アンクート調査について（依頼）

石綿健康被害対策の推進につきましては、日頃
から御理解・御協力をいただき感謝申し上げます。
環境省では、石綿ばく露者の中・長期的な健康
管理のあり方を検討するための知見を収集すると
を目的として、平成18年度より、問診、胸部X線検
査、胸部CT検査等からなる石綿の健康リスク調査
を実施してきたところですが、同調査は平成26年
度をもって終了する予定となっています。
このため、専門家や自治体関係者で構成される
石綿の健康影響に関する検討会において、石綿

の健康リスク調査終了後の対応方針について御
検討いただいたところ、先般、報告書が取りまとめら
れ、平成27年度以降は、石綿検診（仮称）の実施
に伴う課題等の調査・検討を目的とした、フィージピ
リティ調査を実施するとの方向性が示されたところ
です（参考1、参考2参照）。
フィージビリティ調査は環境省の委託事業として
実施し、問診、胸部X線検査、胸部CT検査等から
なる石綿検診（仮称）を、既存の検診事業（肺がん
検診等）との連携の下で試行的に実施し、その実
施に伴う課題等について調査・検討を行うことを予
定しております。
環境省においては、今後、平成27年度予算の
概算要求に向けて、フィージビリティ調査の詳細に
ついて検討を進める予定ですが、その基礎資料と
するため、全国の市区町村の状況について把握し
たいと考えております。つきましては、都道府県に
おかれましては、別添1の調査票の質問事項につ
いて貴管内の市区町村に御確認いただき、別添2
のEXCELファイルによりお取りまとめいただいた上
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で、平成26年5月23日（金）までに、電子メールにより
環境省（ISHIWATA@env.go.jp）宛てに送付い
ただきますようお願いいたします。
なお、今回のアンケート調査に対する回答が、

フィージビリティ調査の対象自治体を決定するもの
ではないことを申し添えます。
＜添付資料>
（別添1）石綿健康被害等に関するアンケート調査
票（市区町村用）

（別添2）市区町村からの回答の取りまとめ様式
（都道府県用）
（参考1）これまでの「石綿の健康リスク調査」の主
な結果及び今後の対応について（平成26年3
月、石綿の健康影響に関する検討会）（概要版）

（参考2）これまでの「石綿の健康リスク調査」の主
な結果及び今後の対応について（平成26年3
月、石綿の健康影響に関する検討会）

連絡先
環境省	環境保健部石綿健康被害対策室

（別添1）

石綿健康被害等に関するアンケート
調査票（市区町村用）

石綿健康被害等に関する貴市区町村の状況に
ついてお尋ねします。担当部署の判断で構いませ
んので、御回答をお願いします。
問1　貴市区町村では、労働災害（労災）の対象と
ならない一般住民において、中皮腫や石綿肺な
どの石綿健康被害が発生している地域がありま
すか。
ア		 一般住民における石綿健康被害の発生が
確認されている地域がある。

イ		 一般住民における石綿健康被告の発生が
疑われている地域がある。

ウ		 一般住民における石綿健康被害の発生が
疑われている地域はない。【→問7へ】
エ		 分からない。【→問7へ】

【問1で「ア」又は「イ」と回答した市区町村のみ】
間2　労災の対象とならない一般住民に石綿健
康被宮が発生している（又は発生が疑われてい
る）背景として考えられるものを、具体的にお答え

ください。
	 （例：昭和○～○年まで、市内で石綿スレートの
工場が稼働していた。）
問3　貴市区町村では、石綿健康被害が発生して
いる（又は発生が疑われている）一般住民を対
象に、検診等の事業を実施する予定等はありま
すか。
ア		 実施する予定がある（既に実施している場
合を含む。）。

イ		 実施する予定はないが、検討の動きがある。
ウ		 実施する予定はなく、検討の動きもない。
【→問7へ】
エ		 分からない。【→問7へ】

【問3で「ア」又は「イ」と回答した市区町村のみ】
問4　環境省では、平成27年度から開始する事業
により、問診、胸部X線検査、胸部CT検査等から
なる石綿検診（仮称）を、既存の検診事業（肺が
ん検診等）との連携の下で試行的に実施し、そ
の実施に伴う課題等について調査することを検
討しています。現時点では、まだ具体的な事業
内容は固まっていませんが、貴市区町村の参加
の可能性についてお答えください※。
ア		 参加を前向きに検討したい。
イ		 関心はある。
ウ		 あまり関心はない。【→間7へ】
エ		 分からない。【→問7へ】
※市区町村が本事業に参加する場合には、広
報、受診者・医療機関・読影会の委員等との
連絡調整、結果の取りまとめ、報告書の作成
等、一定の事務負担が伴います。また、市区
町村の参加希望のみで、本事業の対象自治
体を決定するものではありません。

【問4で「ア」又は「イ」と回答した市区町村のみ】
問5　貴市区町村における、肺がん検診の受診者
数（平成24年度）をお答えください。
間6　問5の受診者数のうち、石綿健康被害の発
生が確認されている（又は疑われている）地域
の受診者数をお答えください（人口による按分
等、概算で隣いません。）
間7　石綿健康被害対策に関して、御意見
等があれば記載してください。

石綿の健康リスク調査検討会
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原発災害②「遺体が捜せない」

東日本大震災がこれまでの人類史におけるあま
たの災害と決定的に違ったのは、東京電力福島第
一原発の事故によって膨大な量の放射性物質が
ばらまかれたことにある。これもまた人類史におい
て最も危険で世代を超えて生命を危機にさらす放
射能は、東電という徹底的に無策・無力・無能な存
在によって広範囲にばらまかれた。その主たる被
害地はむろん福島県であった。私が福島県には
いったのは2011年3月18日夜。その日からおよそ1カ
月にわたる取材で見聞きしたことは、したがって、程
度の差はあったとしても全て「原発災害」といえるも
のであった。

◇
地震の発生からちょうど1週間たった3月18日の
夜、私は最初の取材活動として、福島県庁から100
㍍ほど離れたところにある福島県自治会館をたず
ねた。1954年建設と古くて倒壊の危険性が高い
県庁は立ち入り禁止となっており、かわりに県自治
会館の3階に対策本部がおかれていたからだ。
とぼとぼと歩いた道中まことに胸せまるものが
あった。
このときから14年前、私は大学を卒業してこの地
で記者活動をはじめた。14年という月日は意外と残
酷なもので、「福島の地への最初の一歩」を刻印し
たはずの思い出深きJR福島駅と周辺の風景は、も
う全くといっていいほど記憶と重ならなかった。14
年後のこの日、だから私は、近くにいた人に「福島
駅は最近、改修したんですか」と思わず聞いた。答
えは、14年前とまったく変わっていないとのことだっ
た。また私は、JR福島駅から歩いて15分ほどのとこ
ろにあるやはり思い出深き「福島の地でのひとり暮
らしの場所」たるマンションも見に行った。ここもまた
まるで覚えていなかった。14年前の福島でむかえ
た初めての冬、マンションに併設してある駐車場に
とめてあった車のドアが凍結して開かなくなってい
たので、マンションの部屋に戻って湯を沸かしてや
かんでふりかけたあの思い出。しかしその場所も、

マンションの入り口の形も、完全に記憶から欠落し
ていた。
県自治会館へ向かう道の風景はかすかに覚え

ていた。おおきな万世大路をよこぎって福島警察
署の角を左に曲がると、県庁へとつづく1本の並木
道がある。「そうだった。14年前もこうだった」と少し
ほっとした。立ち入り禁止となった県庁舎は真っ暗
で廃虚のようにも見えた。この建物の裏側には阿
武隈川が流れていてそちらも見たかったけれど、私
は県自治会館に急いだ。
県自治会館の3階の廊下にはあらゆる報道機関

が集まっていた。折りたたみ式の事務用テーブル
を二つから三つつなぎ合わせて各社ごとの「島」と
していた。ドアの向こう側に対策本部。原発の状
況によって臨時の記者会見が廊下の片隅で開か
れることになっているので、発生からこの日までの1
週間ずっと詰めっぱなしの記者たちは、折りたたみ
式の簡易なベッドや、マットや新聞紙をひいた床のう
えに疲れはてて横たわっていた。ごみ袋には弁当
箱が散乱していた。これが暑い夏だったら衛生状
態はさらに悲惨なものとなっていただろう。

東電の経営陣の一角を占める人たちの動きのう
ちの二つの「初めて」に、私はたまたま立ち会った。
最初はこの日の3月18日午後7時過ぎ、県自治会
館をおとずれた東京電力の常務取締役である小
森明生氏と、理事原子力・立地本部福島事務所長
の松井敏彦氏が、廊下の「臨時記者会見場」で会
見した。これが東電幹部として初めての福島県入
りだった。
なぜ社長は来ないのかという質問に、小森常務は

「ほんらいならば社長がおわびをするべきだが、発
電所の安全確保のために本店（東京）で陣頭指揮
をとっています。私が代わっておわびをさせてくださ
い」と話し、約3秒間、頭をさげた。「第一原発と第二
原発が緊急事態におちいり、県民へのあいさつが
遅れました。おわびします」とまた約2秒、頭をさげた。

柚岡明彦
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「放射性物質を漏出させて、県民にご迷惑をおか
けしておわびします」とさらに約1秒、頭をさげた。
記者からの質問は次第に怒気を帯びていった。

「補償はどうするのか」「いつ収束するのか」「今
後も原子力事業を続けるのか」「女川などと違って
福島に応援が来ないのは放射能があるからだ。人
災ではないのか」「避難所への謝罪は？舐めるのも
いい加減にしてくれ。いま言ってくれ」「地元にどの
ようにおわびをするのか」「これまでの1週間は適切
だったか」「第一を廃炉にするという考えはないの
か」「原発は安全とさんざん言っていたではないか」
「ここに住んでいる人は希望はあるのでしょうか」
小森常務は消えいるような声で、時には涙を流し

ながら震える声で答えた。「このような事態は痛恨
の極みであり、政府の支援をえて被害拡大を防ぐこ
とに取り組みたい」「まずは今の状態を安全に持っ
て行くので精いっぱいです。とにかく安全な状況に
持ち込むことが大事であり、その先のことを申し上
げることはできません」「避難された住民の顔を思
い浮かべて本当に申し訳なく、会社としてとにかくで
きることを……」「対策が十分かどうかの評価を述
べるよりは収束に向けてあらゆる手をこうじたい」

次の「初めて」は、4日後の3月22日午後3時前、こ
の日から福島市に駐在することになった東電の取
締役副社長原子力・立地本部副本部長である皷

紀男氏が、福島県田村市
船引町にある市総合体育
館を訪ねたときだ。ここに
は当時、第一原発の周辺
に住んでいた約600人が
避難していた。皷副社長
は住民に「心からおわびし
ます」と謝罪した。これが
事故後はじめて東電役員
が住民に直接謝った場面
だった。
住民たちは、皷副社長

ら東電幹部を正座してむ
かえた。「よろしくお願いし
ます」「がんばってくださ

い」と声をかける人もいた。罵声を浴びせることは
決して無かった。
「まだ見通しがつかないの」と問いかけた農家の
男性に、皷副社長は「一刻も早く全力を尽くします」
と答えた。男性は「できるだけ早くしてもらえれば。
我々は農家。1年間作物を作らなければ困ってしま
う。起きたことは仕方ないにしても、どういう措置をと
るのか。原発をつくる時、ある程度の地震には耐え
られると言っていたはず。今回あまりにもこうなった
と思うけれど、できるだけ早く家に帰れるようお願い
したい」と、やはり静かに訴えた。
10分ほどで体育館をでた皷副社長は私たち報
道陣に「このたびの事態、県民のみなさんに申し訳
なく思う。みなさんの姿を見て、過酷な状況に住ま
われていると事態の重大さを痛感した。おわびした
い」と話した。「がんばれよという言葉をうれしく感じ
ました」「一日も早く自宅に戻ることを望んでおられ
ると強く思いました」「（農家の男性には）全力を尽
くしてこの事態を収束させるべく努力する、と」「い
まは一刻も早くとしか申し上げられない」
やはり体育館に避難していた渡辺利綱・大熊町
長は「複雑な思いはある。発電所を早く安定した
状態にして今の危機的な状況を脱してもらいたい
と伝えた」と語った。

二つの「初めて」の場面を見ていて浮かびあ

震災発生から11日目にしてようやく住民に直接頭をさげた東電の取締役副社長原子

力・立地本部副本部長である皷紀男氏＝福島県田村市船引町にある市総合体育館

ルポ「1カ月」～ニュースにならなかった日々⑪ 
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がったのは、当事者能力
を完全に失った東電の姿
だ。原発はどうなっている
のか。被害はどの程度ひ
ろがっているのか。今後の
補償はどうするのか。原発
を今後も続けていくのか。
ありとあらゆる質問に、小
森常務も皷副社長も核心
にふれる回答はしなかっ
た。しなかったのか、できな
かったのか、率直な心情
だったのか、計算してのこ
とだったのかまでは分から
ない。

キ子さん（90）と妻の節子さん（63）と連絡が取れな
いという。
「もう1カ月になるのか。どうなっているのかな。遺
体は風化しているのか、カラスにやられているか。
原発の放射線の影響で捜しに行けないんです。あ
と20年は地元に戻れないと思うんだ」。悲しみの底
に突き落とされたとき、人は怒ることも泣くこともでき
ないことだってあると松岡さんの姿は語っていた。
松岡さんは小高区で個人のビデオ撮影業をい

となんでいた。地域である結婚式や舞踊イベント
を撮影・編集していた。あの3月11日、その数日前に
撮った結婚式の映像の編集を終えて商品となった
DVDを、南相馬市と第一原発が建つ双葉町との
間にある浪江町の式場へ車で届けに向かった。家
を出るとき、アキ子さんはお茶を飲んでいた。節子さ
んは洗濯物をしていた。「ちょっと納品してくる」と声
をかけて出かけた。
浪江町の式場を出たとたん、グラグラと揺れた。
松岡さんは四つんばいになった。「本当に怖かっ
た」。立ちあがると、町のあちこちの家がつぶれ、山
の斜面もまたあちこちが崩れていた。その山から
土ぼこりがモクモクとあがっていた。
節子さんへ携帯電話をかけたがつながらない。
車に乗って自宅へ旧国道を走った。途中、反対車
線を走ってきた運転手が車の窓越しに「津波が来
てっぞ」と叫んだ。目の前に津波が迫っていた。い

日本に原発が導入されたのと同時に発生したの
であろう政官財からなる「原子力ムラ」。このムラを
後ろ盾として、あるいはムラの中心的な存在として、
「安全神話」をつくりつづけてきた東電。「安全神
話」を心の底から信じていたのではなく、「神話」は
実態をまるでともなわない「神話」にすぎないもので
あることを昔から知っていた。徹底的に気づかない
ふりをしつづけたどころか、「神話」であることを指摘
する者の声を薄汚い手でかき消してきた。「今は一
刻も早く事態を収束させること」とくり返すしか能の
ない姿は、その東電の必然的ななれの果てだった。

◇
県自治会館での東電会見を終えて翌日の3月19

日から私は主に避難所をまわる取材をはじめた。
4月11日、福島市にある「あづま総合運動公園」

にある体育館で、松岡忠男さん（65）に話をうか
がった。福島県北の沿岸部にある南相馬市小高
区に住んでいたが、3月16日に弟夫婦とその子ども
夫婦ら計6人で避難してきたという。しばらくたって
から長男も合流し、計7人での避難所生活を強いら
れていた。
「おふくろと家内が行方不明なんですよ」。松岡
さんがあまりにもあっさりと言うので、最初、なんのこ
となのか分からなかった。事態の深刻さに見合っ
た感情が持てなかった。それほど松岡さんは淡々
と語った。あの3月11日からこの1カ月間、母親のア

避難所の玄関におかれていた雪だるま
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そいで車を反転させ、山へ逃げた。「式場を出たの
があと3～4分はやければ津波に巻き込まれていた
はずです」。津波にのみこまれる車を山の上から見
た。
その日はがれきに阻まれて自宅に戻れず、南相
馬市の小高区役所で夜を明かした。
翌日、ふたたび自宅へ向かったが、家の集落へと
続く橋は崩れ落ち、ほかの道もがれきで埋もれてい
た。
この日か翌日かはもう覚えていないが、遺体安置
所になっていた南相馬市原町区の体育館へ行っ
た。棺に納められた遺体と、透明なポリ袋に包まれ
た遺体が60人ほどならんでいた。警察の検視のた
めなのか遺体の多くは裸にされていて衣類はそば
に置かれていた。傷だらけの遺体も多かったが、顔
がきれいなままの遺体もあった。
さらに翌日、集落の区長に話を聞くことができた。
区長によると、集落にいた50～60人は津波の襲来
を避けるため山へと避難し、後に自衛隊のヘリコプ
ターで救助された。その中に松岡さんの母と妻の
姿は見なかった、ということだった。
アキ子さんは夫を病気で早くに亡くした。松岡さ
んが小学校4年生の時だった。長男の松岡さんら
4人の子どもを育てるため、小さな会社に勤め、残
業で帰宅はいつも遅かった。家に帰った後も深夜
までワラをよじって俵を結わえるひもをつくる内職を

していた。「子どものころは
よく怒られていたな。ばあ
ちゃんの苦労は並大抵で
はなかったと思う」。最近
は認知症が始まっていた。
節子さんは隣の集落の

出身だった。松岡さんとお
見合い結婚だった。妻の
両親の願いを受け、結婚
式は節子さんの誕生日の2
月2日に挙げた。「もう三十
何年前になるかな。昭和
47年か48年のことだった
な」。子どもは2人に恵まれ
た。「おとなしい人でした。

何事にも一生懸命する人でした」
松岡さんは淡 と々語り続ける。
津波と放射能でだめになってしまったビデオ撮
影の機材や土地についての「その補償はどうなる。
土地の評価はどうなる。国や東電が買い上げてく
れるのか」ということと、母親と妻が1カ月たっても行
方不明のままだということとは、松岡さんにとって決
して等価のことではないだろうに、この二つを並列
して語るところに例えようもない悲しみがにじみでて
いた。
「生きていてくれれば本当にいいけれどね。もう1
カ月ですから。生きていればきょうだいや親戚に連
絡が必ずあるはずですから……。今では完全に
死亡だね。せめて遺体を確認したいです。おそら
く風化して無理でしょうが。あとはDNA鑑定に期
待するしかない」
「どう言ったらいいだろうね。おつかれさまか。苦
しかったろうね、という感じだね。もうそれ以外の言
葉は無いです。もう言葉は出ないです」
「あとは町と警察に任せるしかない。原発から20
㌔圏内で遺体を捜索しているのかねえ。していな
のかねえ。分からない。そのぐらいだねえ」
「祈っています。それ以上は……早く本当に顔
を見たいです」
松岡さんは「原発が収まらない限りはどうし

ようもないよね」と言った。

三春滝桜

ルポ「1カ月」～ニュースにならなかった日々⑪ 
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差し戻し審も全面勝訴、確定
大阪●近鉄高架下文具店長中皮腫事件

大阪府内の近鉄線高架下に
入居していた文具店の店長Aさ
んが胸膜中皮腫を2001年に発
症し、2004年に死亡した件につ
いて、「原因は、建物所有者の近
鉄が、文具店2階倉庫の壁面に
吹き付けられていた石綿（青石
綿＝クロシドライト）を放置してい
たためにAさんが石綿を長年に
わたって吸い込んだことにある」
として、遺族が近鉄を相手取り
約7,300万円の損害賠償を求め
た裁判の差し戻し控訴審判決
が2月27日、大阪高裁であった。
山下郁夫裁判長は、差し戻し
前の2審大阪高裁判決と同じ約
6,000万円の支払いを近鉄に命
じるAさん側全面勝訴の判決を
言い渡した。
判決日にあたった2月27日の8

日後、被告・近鉄の「あべのハル
カス」が全面開業。世間体をは
ばかったのか、近鉄は上告期限
の3月13日までに上告せず判決
は確定した。
闘病中だったAさんの娘さん

から関西労働者安全センターに
相談があって、現場の倉庫で試
料を採取して青石綿（クロシドラ
イト）であることを確認したのが
2003年4月、亡くなったAさんの
遺志を継ぎ、誠意のない近鉄相
手の損害賠償裁判を大阪地裁

に提訴したのが2006年6月20日。
それから約6年半、ようやく勝利
的解決をみた。
建物の吹き付け石綿につい

て、所有者の管理責任を初めて
認めた今回の判決は、今後のア
スベスト対策に、間違いなく大き
な影響を与えるものになった。
Aさん、Aさんご家族、弁護
団、中皮腫・じん肺・アスベストセン
ターはじめ支援の方々の努力が
大きな実を結んだ。
この裁判は、大阪地裁、大阪
高裁で原告勝訴となり、近鉄が
最高裁に上告したところ、大方の
予想に反して、最高裁が審理を
差し戻したものだった。
差し戻しとなった理由は「当
該の建物が安全性を欠くと認識
されたのはいつの時点からかを
確定すべき」ということだった。こ
の点について差し戻し判決は、
1988年に国が吹き付け石綿の
飛散対策を自治体に文書で通知
した点を挙げて、この通知によっ
て（吹き付け石綿の）危険性が
一般に認識され、これ以降、店舗
が安全性を欠いたと評価される
ようになった、との判断を示した。
またAさんは、1970年から2002
年まで店舗で働き、2001年に発
症していた。上を通る電車の振
動で壁面の劣化は年を追うごと

に激しくなっていた。
被告の近鉄はこれらの点をと

らえて、中皮腫の長い潜伏期間
から考えて1988年頃より前の石
綿ばく露が原因だから、たとえ
1988年以降に安全性を欠くと評
価されるとしても責任はない、と
主張していた。これに対して判
決は、1988年以降の石綿ばく露
も原因でないとはいえないとして
近鉄の主張を斥けた。
そのうえで、損害賠償認容額

は元の大阪高裁控訴審判決か
らは減額しなかった。
つまりは、Aさん遺族の完全勝
訴だった。ご遺族は勝訴後記者
会見で以下のコメントを出した。

本日の差し戻し審の判決を受
けて、遺族の心情を述べさせて
いただきます。
悪性胸膜中皮腫による胸の
激痛と呼吸困難の苦しみの中、
亡き父が日記に残した、「近鉄に
一矢報いる。決して後には引か
ない」という言葉。私たちは、そ
の言葉を胸に今日まで裁判を闘
いました。
8年前の平成18年6月、私たち

はふたつの目的を持って、この訴
えを起こしました。ひとつは、悪性
胸膜中皮腫で亡くなった父の死
に対する責任の所在を明らかに
すること。もうひとつは、吹き付け
アスベストの危険性を広く社会に
訴えることです。
父の死に対する責任の所在

は、この判決をもって、明らかとな
りました。父は、危険なアスベスト
を吹き付けていた建物で32年間
働き、アスベストが原因である悪

各地の便り
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性胸膜中皮腫で亡くなりました。
その建物の所有者であり、賃貸
人である近鉄に責任があると認
められたのです。
父は真面目で誠実な人間でし

た。家族を愛し、自分の仕事に誇
りを持っていました。しかし、最も
愛着を持っていたその職場に、
皮肉にも命を脅かすアスベストが
存在していたのです。その無念
さははかり知れません。
しかし、本日、吹き付けアスベ
ストが露出した状態の建物には
「瑕疵」があると判断され、近鉄
の責任が認められたこと、また、そ
のような建物の所有者に対して
安全管理と危機管理責任の重

要性を訴えられたこと、そして、こ
の8年間に及ぶ裁判を通じて、ア
スベストの危険性が広く社会に
浸透したことは天国の父に報告
できるのではないかと思います。
アスベストは、未来への大きな
負の遺産です。身近に存在する
アスベストを見のがさないで、今
後も社会全体でアスベストに対
する危機意識を共有し続けてい
くことこそが、父の願いです。
最後になりましたが、長きに渡

り、この闘いを支えて下さった全
ての皆様方に、心より感謝し御礼
申し上げます。

家族一同
（関西労働者安全センター）

胆管がん60歳以上で初の認定
兵庫●オフセット印刷作業でDCM曝露

兵庫県明石市在住の森泰幸
さん（65歳）が、東大阪労働基準

監督署に胆管がんの労災申請を
行っていた件で、正式な決定が

出た。3月4日に開催された厚生
厚労省の胆管がん業務上外に
関する検討会において、約8年間
にわたり、400ppmを超える塩素
系有機溶剤ジクロロメタン単独
曝露が原因で胆管がんを発症し
たとして「労災認定すべき」と判
断された。その後、3月11日付け
で東大阪労基署より労災認定と
なった。兵庫県在住者では初の
認定者になる。また、胆管がんは
高齢者の発症が多いが、60歳代
以上で労災認定となったケース
は全国で初めてである。
2012年7月、「最近、胆管がん
発症のニュースをよく聞くが、私
も東大阪市内の印刷会社に勤
め、昨年、胆管がんの手術をしま
した。因果関係はあるのでしょう
か？」と、センターに相談の電話が
あった。問題とされている校正印
刷会社SANYO-CYP社とは別
の印刷会社で、しかもオフセット
印刷作業で、胆管がんを発症さ
れたという相談であり、胆管がん
の広がりを感じた瞬間だった。
森さんは、学校卒業後、1968
年から短期間、大阪のオフセット
印刷会社に勤務したが、40年以
上も前のことであり、使用してい
た化学物質についてはわかって
いない。その後は、長年、別の職
種に就いていた。再び印刷業務
に就いたのは2001年で、定年ま
での8年間、東大阪市内の印刷
会社に勤務されていた。
勤務は昼夜の2交替勤務。主

な印刷はチラシやカタログで、1台
の輪転機で1勤務あたり最高15
万枚くらいの印刷業務にあたっ
ていた。工場内には2つの建屋

弁護団現地視察（2004年10月）

各地の便り
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があり、それぞれ1階作業場に両
面4色刷のオフセット輪転印刷機
が各2台ずつ設置されていた。
1台の輪転機は、バトラー（フォー

クリフトでロール紙をセットする紙
装着担当）、オペレーター、スタバ
ン（折り機、製本機担当）の3名
で作業を行っていた。版換え時
にはインキローラーとプランケット
を洗浄する必要があり、3名の作
業者全員で担当していた。また、
通常運転時にも印刷機を止める
とトラブルになることが多いので、
1時間に1回程度1分間ほど低速
回転で自動的にブランケットの洗
浄を行っていた。低速で印刷機
が稼働している間にブランケット
に付いた洗浄剤が紙に付着する
ため、そこからも洗浄剤が蒸発し
ていた。勤務日により機械のトラ
ブル発生回数に違いはあるが、
発生するたびに印刷を中断して
手動でブランケットの洗浄を行っ
ていた。長時間印刷機を止めな
ければならないようなトラブルの際
も、メーカーを呼べば費用がかか
るため、極力社員で修理するよう
にと指示され、時間がかかっても
修理を行っていた。
ブランケットの手動洗浄の溶剤

「SSクリーナー」にジクロロメタン
が含有されていた。使用量は、2
台の印刷機で1週間あたり1斗缶
5～6缶も使用していた。
SSクリーナーは、刷機の横のブ

ランケット手動洗浄剤置場に並
べ、作業しやすいように1斗缶か
ら蓋のついていない5L缶に移し
替えていた。作業は、水の入った
バケツに雑巾をつけるように、5L
缶に入っているSSクリーナーにウ

エスをつけてぼたぼたの状態で
インキ汚れを拭き取る。軍手や素
手で作業を行うために手にインキ
がつく。汚れた手もSSクリーナー
で拭き取っていた。通常のブラ
ンケットの手動洗浄は、印刷機を
ゆっくり回転させながら、SSクリー
ナーに浸したウエスでインキをふ
き取っていた。
さらに、整備、色替え、紙巻き、ト
ラブル発生の時はインキローラー
を外して、インキローラーとブラン
ケットの洗浄を行う。一日にトラブ
ルが何度も頻繁に起こることがあ
り、1勤務でSSクリーナー1斗缶を
使い切ることもあった。SSクリー
ナーに浸したウエスでインキをふ
き取る際などでは、頭がクラクラし
たり、目まいを感じたりしたそうだ。
同僚同士で「倒れるな」と声を掛
けながら作業を行っていた。
労災申請から1年半以上か

かってやっと労災認定となった。
この間、厚生労働省から東大阪
労基署に対して何度も資料提供

が求められ、その都度、森さんに
対しては事細かい業務内容まで
何度も聞き取りがあった。それだ
け困難事例だと言える。労基署
の調査で業者の資材納入伝票
が残っておりSSクリーナーの記載
があったこと、産業医科大の熊
谷先生、関西安全センターのご
尽力、また同僚の証言があったか
らこそ認定につながった。
森さんは「臭いのきつい職場

だったけれど生活のため家族の
ために働くしかなかった。この病
気とは一生付き合っていくしか
ない」とやりきれない思いでいる。
「作業されていたに人は、正式な
有機溶剤名を知らずにいるはず。
私と同様の作業に携わって胆管
がんを発症された方も労災として
認めてほしい」と、検討会で審査
中とされている方を気遣われてい
る。また、さらに疫学調査を進め
てほしいと、ご自身の医学的資料
を厚生労働省に提供した。
（ひょうご労働安全衛生センター）

森さんが勤務していた印刷会社

各地の便り
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経理女子職員のうつ病が業務上
東京●過重業務と管理職の責任放棄

Aさん（女性・36歳）が特別養
護老人ホームの事務の仕事を決
めたのは2012年5月のこと。1か
月後に開所予定の新施設だっ
た。面接で聞いた年収は決して
高くはなかったが、小学生、中学
生という育ち盛りの息子二人を
育てるシングルマザーのAさんに
は、自宅に近い職場で働けること
は魅力だった。介護施設の会計
は未経験だった。それでも、Aさ
んも含め複数の事務職員を採用
し仕事も分担するという事業所
からの説明を受け、自分なりにも
勉強しながらがんばっていこうと
決意したのだった。
いざ出勤し仕事をしようとして
愕然とした。仕事場である事務
課には文具、用紙、コピー機、パ
ソコンに至る必要消耗品・備品
一切がなんの用意もされていな
かった。面接の際には「分担をす
るから」といわれた業務分担の
指示・確認もなかった。そもそも、
Aさんたち職員は自分の賃金、勤
務時間など、労働条件が明記さ
れた雇用契約書をもらえないまま
になっていた。
Aさんは、本来の経理業務と

はおよそ関係のない様 な々業務
に携わることになった。タイムカー
ドがなかったため、職員の出勤
簿を用意し管理するよう言われ

たが、出退勤の管理は毎月必ず
といっていいほど不備や訂正が
出るため、その度に一人ひとりに
確認し、出勤数のカウントを聞き直
し、修正する手間のかかる作業
を行った。職員たちから健康保
険証がいつまでも発行されない
とクレームが多く寄せられ、社労
士に相談し、家族の扶養関係な
どの聞き取りを一人ひとりに行い
フォーマットをつくった。数百人の
入所待機者への対応にも大幅な
遅れが出ており、事務畑のAさん
が1日200件近く電話することも当
たり前だった。切迫した事情を抱
える待機者と家族への応答は精
神的にもつらく緊張する業務だっ
た。開所後も常に人手不足だっ
た現場で、職員が足らない時の
入所者の見守り作業なども手
伝った。トイレや洗面の設備不良
の修理、車両の運転等、およそ経
理の業務ではない仕事も言いつ
けられた。
繁忙で定時に帰れず、「お弁

当を買って食べるように」と息子
たちに電話する日々 だった。忙し
く未経験の仕事で緊張が続いて
も、他の事務課の職員は協力を
してくれなかった。Aさんは不安
で眠れなくなっていった。
開所後1か月もすると「休憩

が取れない」「公休が取れな

い」「夜勤手当が付いていない」
「深夜勤手当が付いていない」
「契約書はなぜ出ないのか」と、
事務課に職員のクレームが多く
寄せられるようになった。クレーム
は実務上、直接、職員に対応して
きたAさんにぶつけられた。実は
Aさんも他の職員と同様、公休が
約束通りに取れない状況が続き、
改善してほしいという気持ちも切
実だった。「子どもがいるので土日
はお休みをいただきたい」と面接
で頼んだときは「大丈夫」と言わ
れたのに、実際には事務課のだ
れも土日シフトを埋める気もなく、A
さんが出ざるを得ない状況が続
いていた。
夏から退職者も出始めました。
事務長は不在が多く、施設にきて
も「ここに来ると疲れる」「辞めた
きゃもういいよ」と声を荒げた。そ
うした発言を日常的に聞く度にA
さんは失望感とともに恐怖すら感
じるようになっていった。
秋、職員の入退職はますます
頻繁になった。この頃、Aさんは
事務長と話さなければならないと
きに緊張と恐怖から声の震えを
押さえられなくなった。息子たち
を遊びに連れて行く暇もなく夏休
みが終わったが、職場状況もなに
も改善されないままだった。Aさ
んは孤立感、挫折感が強くなり、
身体的にもストレスからのものと思
われる頭痛、生理不順に悩まされ
ることになった。
年末を前に、職員から有給休
暇と賞与の抗議が増えた。12月
に入っても有休・賞与の告知がな
く、職場内の緊張感は極度に高
まった。Aさんは頭痛と不正出血
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がひどくなり医療機関を受診しな
ければならなかった。
相変わらず就労から半年を経

ても契約書はもちろん、なんの就
労条件も書面としてもらえないま
まだった。Aさんも業務分担につ
いて何度か事務長に相談した
が「面接時に不在なので知らな
い。業務も会計だけで採用した
わけではない」と不愉快そうに返
されるばかりだった。12月下旬、
突然賞与が出ることになったが、
それは面接時に言われたのとは
ほど遠い金額だった。日々の不
眠、頭痛、吐き気はひどくなる一
方で市販の鎮痛剤を日に何度服
用しても効かなかった。つらい職
員対応で、人と向き合うことへの
恐怖感に「これ以上この職場で
働くことはもちろん、ほかの職に
転職することも無理ではないか」
「自分が選んだ就職で大事な
子供たちにつらい思いをさせて
しまった」と思い悩むようになって
いった。
年明け1月末、ついに施設は2

日間にわたって職員説明会を開
催し、雇い入れから9か月後とい
うあまりにも遅い契約書の発行を
行った。
生活のために年明後も続く不
調を押して仕事し続けた。しかし、
止まらない不正出血に「今後手
術も必要」という医師からの診断
が出されたのは4月だった。施設
長、事務長に相談したが了解が
得られず、通院以外、勤務の日々
が続いた。1か月後に言い渡され
たのは、さらに1か月、引き継ぎの
指導と新たな業務を覚えろという
話だった。雇い入れからこれまで

時間を費やしてきた様 な々作業、
業務のつらさがあらためてよみが
えってきた。Aさんはついに翌日、
休職の連絡を職場にした。
就労以来の強いストレスにより
Aさんは、心身両面の様 な々症状
に悩まされていた。実は、Aさん
自身2012年秋以降、自分でもす
でにうつ状態なのではないだろう
かと思うことがあったが、診断され
てしまう不安もあり、なかなか受診
につながらなかった。一方、業務
のなかで続く出血への対処は、
女性としてとても苦痛でありかつ

不安なものだ。Aさんは、婦人科
受診を優先。休職後、まもなく婦
人科での疾病名で労災申請をし
たが、婦人科系の疾病の労災認
定は難しいこともあり、申請した労
働基準監督署からも、メンタルの
受診と申請を検討した方がよい
のではと助言された。Aさんは休
職後の2013年7月にメンタルクリ
ニックを受診。うつ病との診断を
受け、8月労災申請し2014年2月、
業務上認定を受けた。

（東京労働安全衛生センター）

フィリピン人労働者の腰痛・頚腕
東京●老健施設の入浴介助作業で発症

フィリピン出身のSさん（女性・
46歳）が、介護老人保健施設で
働き始めたのは2007年。その後、
三人目のお子さんを妊娠し一旦
退職。出産後の2010年春にまた
職場に戻り、入浴を担当するよう
に言われた。
この施設は、4～8階の計5フロ
ア各 に々30人前後の入居者を抱
えている。うち4フロアはそれぞれ
週2回、1フロアのみは週1回で入
浴枠を組んでいて、各フロア＝お
よそ30名の入浴に、Sさんを含め
毎回4～5名の職員で対応する
のが常であった。
自力で入浴できる利用者は各

フロアに10名前後いて、銭湯のよ
うな大きな湯船と5名ほどが座れ
る洗い場があり、基本的に自身で

身体を洗う。介助者は利用者の
様子をみながら体を洗うのを手
伝ったり滑りやすい足元などに気
を配ってあげなければならない。
この作業は、午前のみのパート1
名とフロアスタッフ1名、あるいは
午後ならフロアスタッフが行って
いた。
自力で入れない車いす使用の
方などは、座位姿勢のまま入浴で
きる「中間（ちゅうかん）」と呼ばれ
る機械を使う。車いす使用も難し
い人は「ストレッチャー」と呼ばれ
る横に寝た姿勢のまま入れる機
械を使って入浴する。各フロアで
「中間」「ストレッチャー」を使う。
各フロアの平均12、3人程度は

「中間」を使う人たちで、自力入
浴、ストレッチャーと比べて数も多
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いのであるが、その担当がSさん
だった。
まず、Sさんは浴室入り口で看
護士さんやスタッフが手伝い脱衣
をすませた入浴者を車いすに乗
せ、浴室内へと異動する。入浴
者を「中間」の椅子にトランスし、
中腰や前傾斜姿勢で頭から足
の先まで洗ってあげる。洗い終え
たところで、足元、ウエスト部分を
ベルトで入浴者の身体を固定し、
椅子ごと機械にセットしお湯に浸
かってもらう。そして、入浴者を椅
子ごと「中間」の機械から出し、
タオルを敷いた車椅子にトランス
し、着衣作業を待っているスタッ
フにゆだねる。
午前・午後それぞれ1時間半

～2時間の入浴時間。各フロア
12～13名前後が一台の「中間」
で湯につかる時間も合わせて考
えると、一人の入浴は10分程度。
Sさんは手順よく動き、時間が少
し余れば自力入浴の人やストレッ
チャーの入浴の利洗髪や洗身、
ストレッチャーからのトランスなども
手伝った。
一日中、入浴介助をしているS

さんは、手際の良さもあり、自然と
介助する人数も多くなる。午前・
午後合わせて60人前後が入浴
するが、そのうち「中間」を使って
Sさんが担当する人数は、午前・
午後合計で20～25人、さらにSさ
んは「中間」が終わり次第、他の
作業を手伝うのも当然としてい
た。また、お湯は、冷めてしまわな
いように、温度設定はかなり熱め
に設定されていた。湿気と暑さも
入浴者には10分、15分でも、作業
者は1時間半～2時間なので、体

力的にも消耗する環境である。
入浴者の体重といっても30kg

～60kgと様 だ々が、入浴で石鹸、
リンスなどを使うため、滑らないよ
う、ケガをさせないようにと誘導、
作業するなかで、Sさんの手指、
手首、肘や肩にと、自然と力が入
り負担がかかった。腰に負担の
かかる中腰・前傾斜姿勢も繰り返
し行わざるを得なかった。
入浴担当と言われていたもの

の、午後の入浴が終わると、Sさん
は休む間もなく終業時間までフロ
ア業務の手伝いをした。トイレ介
助、おむつ交換、清拭等、行う作
業は他のスタッフと何も代わりは
なかった。
2012年8月、トランスでバランス

を崩したとき、腰に痛みを感じた
Sさんは労働基準監督署に労災
申請し認定された。1週間ほど休
業した後、またすぐ仕事をはじめ
た。きれいに腰の痛みが消えた
わけではなかったが、その後は市
販のシップ薬などで対処してい
た。しかし、昨年2月頃よりSさん
の腰痛はどんどんひどくなるとと
もに、右首肩から右腕、指、右下
肢の痛みと痺れまで感じるように
なった。春になり、その痛みは常
に続く状態となり、夜半に尿意で

目が覚めても痛くて身体が起こ
せずトイレまで這っていくことさえ
あった。
知人の紹介で、2013年6月28

日ひまわり診療所受診し、7月6日、
腰痛症、頚肩腕障害と診断され
たが、家計が苦しいので、休みた
くても「有給休暇を使わせてくれ
ない」という不安から、一旦休ん
だものの、状態がなにも改善され
ないままに、またもや1週間後には
職場に戻った。
その後、労働組合に加入し会
社交渉をしたSさんは、8月、労災
申請を出した。「うちには有給休
暇はない」と言っていた施設にも
有給休暇を申請し、堂 と々休むこ
とができるようになり、9月から入浴
の仕事から外してもらいフロア日
勤に移動もしたが、フロアの仕事
も座る隙もないほど忙しく、腰の
負担をゼロにできるわけもない。
痛みを押さえる座薬を使いな

がら、無理に無理を重ねての就
労を続けていたSさんの業務上
認定は、この3月、やっと決まった。
今後、よりしっかり治療を行うと

ともに、職場の労働環境そのもの
改善も含め、求めていかな
ければならない。

（東京労働安全衛生センター）

港湾検数員にも健康管理手帳
大阪●審査請求手続きを経てようやく交付

石綿業務に従事していた労
働者は、将来、肺がんや中皮腫と

いった健康被害が生じるおそれ
があるため、労働安全衛生法に
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基づき、離職者を対象に石綿健
康管理手帳が交付される。健康
管理手帳の交付を受けると、半
年に1回、無料で健康診断を受け
ることができる。交付要件は、石
綿による胸膜肥厚（プラーク）の
所見又は従事歴となっており、従
事歴については石綿製品の製
造や吹付け作業などの直接業
務は1年、それ以外の業務は10年
とされている。
2012年、港湾で検数業務に
従事した労働者が、石綿健康管
理手帳の交付申請を大阪労働
局に行った。労働局の担当者は
「検数員は、直接業務でない、
間接業務だ」「間接業務は病変
が確認されなければ申請を受け
付けない」「何日仕事をしたか、
何時間石綿に触ったか」などを
理由に申請を退けた。
検数員は、輸入貨物の石綿の
数量を数えるときに石綿袋に直
接触ることがあり、石綿が頭から
降り注ぐ作業環境は荷役労働者
と同じである。「兵庫労働局では
検数員に10年の従事歴で交付さ
れている」「触ったことはもちろん
のことだが、石綿は吸引の問題
だ」「従事歴で交付されるべきで
ある」などを主張・立証するも、門
前払いされていた。
交付要件の問題点を明らかに

するために、2013年3月29日に1名
の手帳交付申請を大阪労働局
に行った。労働局は、2013年5月7
日、「病変の胸膜肥厚がないに加
え、従事歴での交付には該当し
ない」と、またもこれを不交付決
定した。
そこで、この決定を不服とし、

石綿健康管理手帳の集団申請
鳥取●建築連合会の取り組みに協力

東京労働安全衛生センター
は、2013年9月から全建総連の
組合員が加入している中央建設
国保組合の、「じん肺・石綿関連
疾患労災支援員」として活動す
ることになった。
支援員の役割は、労災補償さ

れていない「じん肺・石綿関連疾
患」に罹患している建設労働者
の支援である。具体的には、石
綿健康管理手帳申請、じん肺管
理区分申請、労災申請等の支援
を行うこと。現在、センター事務
局員の仲尾豊樹が担当し、岩手
県、福島県、新潟県、鳥取県が
対象で、今後も支援する地域が
拡大する傾向がある。
昨年12月、鳥取県で初めての

じん肺診療が行われ、その結果
「胸膜プラーク」が数名の方に
確認された。「胸膜プラーク」があ
る方は、労働者として一定程度
の職歴が証明されると、「石綿健
康管理手帳」を取得できる。手帳
を取得すると、年2回の石綿健診
を指定病院で受診することがで
き、万が一石綿関連疾患（肺が
ん、中皮腫等）にかかったときに
は、労災認定へ向け迅速な取り
組みができる条件が整う。12月の
じん肺診療では、胸膜プラークと
診断された全員が「石綿健康管
理手帳」取得を希望された。
鳥取県建築連合会のじん肺・

アスベスト関連疾患への取り組
みは、これが初めてだった。その

上級機関に審査請求を行った。
これに対し、厚生労働大臣名で
「①胸膜肥厚の所見は認められ
ない。②しかし石綿を取扱う作
業に10年以上の従事歴が認めら
れる」として、石綿健康管理手帳
の交付を認める決定が出た。
しかし、門前払いとなった他の
人には、手帳が交付されないまま
である。3月25日、全港湾関西地
本労災職業病対策委員会の部
員は、大阪労働局に対し抗議の
交渉を行い、「中央審査会の決
定に基づき手帳の交付業務を
行っていく」ことを約束させた。

これら一連の行政の対応、責
任は非常に重いものがある。石
綿の使用規制の遅れで被害の
拡大を招いたばかりでなく、健康
管理においても窓口を狭め二重
三重の過ちを繰り返していると言
わざるをえない。安衛法で保障さ
れた健康管理の機会を、大阪労
働局は、強権的に奪ってきたので
ある。当事者たちは、日々 石綿被
害の恐怖におののいている。大
阪労働局は、この責任をどうとる
のか。さらに行政闘争を強めてい
きたいと考えている。
（ひょうご労働安全衛生センター）
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ため、じん肺やアスベストとは何
か？じん肺や石綿の労災申請等
の手続きはどのようにして行なわ
れるのか？等の学習会を繰り返し
行った。参加したのは、連合会の
役員、連合会書記さんや支部の
書記さん。鳥取県建築連合会で
は、労災申請の実務は支部の書
記の仕事。事故や怪我の労災
申請経験はあるが、職業病の労
災申請は初めてだった。皆、真剣
に勉強した。
その後、申請対象者と面談し

て、職歴を細かく聞き取った。中
には一人親方時代（石綿健康管
理手帳取得の労働年数に一人
親方時代は算入できない）でも賃
金労働者として働いた記録が見
つかったため、賃金を受け取った
労働期間が、1年のうちどれくらい
あったかを分類・集計し、10年分
の表を作った例もあった。当事者
である組合員は、元の雇用主を
訪ね労働期間の証明をもらい、当

時の同僚から証明をもらった。こ
うして作り上げた3名分の石綿健
康管理手帳の申請書類を、2月14
日に鳥取労働局に提出した。
申請時には3名の当事者をはじ
め、鳥取県建築連合会池田勝美
副会長、国保支部の担当者、建
設連合会中部支部の書記さん、
及び仲尾が同行した。鳥取労働
局は、石綿についての申請事例
が少なく、石綿健康管理手帳やじ
ん肺の管理区分を決定する会議
が定期的に行われていなかった。
申請を受け付けた係官は「審査
をする医師の予定を調整して早
急に対処したい」と述べた。
今回の申請を皮切りに、鳥取
県では今後もじん肺や石綿関連
疾患に関する申請が増加すると
思われる。東京労働安全衛生セ
ンターは、中央建設国保の労災
支援員として、その支援に
積極的に取り組んでいく。

（東京労働安全衛生センター）

労組が労災審査制度の改善要求
韓国●「被災労働者の異議権侵害」と批判

■労災審査の過程、被災労働者
の異議権への制限が深刻
韓国労総は3月3日、雇用労働

部と勤労福祉公団に伝達した政
策建議書で、「制度改善を急ぐよ
う」に要求した。

労災審査制度は、公団が労
災を不承認としたとき、労働者が
異議を提起できる救済制度であ
る。公団単独の運営に対する公
正性に問題が提起され、2008年
から労使が推薦する専門家で構
成された労災審査委員会として
運営するようになった。
しかし、適用対象の有無や勤
労者性の有無を扱う各種法律事
件と、筋骨格系疾患・脳心血関
係疾患など医学事件を、専門家
による別途の審理体系ではなく、
委員長以下7人の全体委員会で
処理している。その結果、眼科と
歯科、呼吸器疾患、精神疾患な
どはたった一人の専門家によっ
て取り消しと棄却が行われている
のが実情である。
韓国労総は「事件処理時間

が1件当り4分に過ぎず」「業務上
疾病判定委員会を経由した事件
は、労災審査委で審理せずに公
団単独で棄却処理しており、被
災労働者の異議申請権を侵害し
ている」と批判した。
韓国労総は△専門性向上の

ため、傷病と分野別審理体系の
構築、△審議件数の縮小と資料
提供の拡大、△労使推薦委員の
拡大と委員の公正性向上、△審
議除外対象の縮小、△被災労
働者の抗弁権保障を求めた。

2014年3月17日

毎日労働ニュース

全国安全センター情報公開推進局ホームページ
http://www.joshrc.org/~open/

各地の便り
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全国労働安全衛生センタ一連絡会議
〒136-0071no;rn11r:1：京区他戸7-10-1Zピル5附

TEL (03)3636-3882 FAX (03)3636-3881 E-mail: joshrc@jca.apc.org 
URL: http://joshrc.info/ hLtp：／八vww.joshrc.org／‘open/ http://ameblo.jp/josh1℃／ 

北海道・ NPO法人北海道勤労者安全衛生センター らmailsafety@rengo・hokkaido.g1・.jp
〒060-0004 札脱11.1中央区北4~長国1 2丁目 lまくろうピル4附 TEL(Oll)272-8855/FAX (011)272-8880 

京 京・ NPO法人東京労働安全衛生センター E-mail center@toshc.org 
〒136-0071江東区f色戸7-10-1Zピル51皆 TEL(03)3683-9765/FAX(03) 3683-9766 

東 京・三多摩労働安全衛生センター
〒185-0021!!I分寺TITT*Jlllf2・6-7丸山会館2-5TEL(042) 324-1024 /FAX (042) 324-1024 

来 京・三多摩労災職業病研究会
〒185・0012国分寺市本町4-l2・14三多摩医療生協会館内 TEL(042) 324・1922/FAX (042) 325-2663 

神奈川 eNPO法人神奈川労災職業病センター E-mail k・oshc@jca.apc.org
〒230-0062徽浜市総見区位岡町20-9サンコーポ投岡505TEL (045)573-4289/F AX (045)575・1948

1:r .ui・ ぐんま労働安全衛生センター E-mail qm3c-sry@asahi-net.or.jp 
〒370-0045山崎市東日lf58-3グランドキャニオンlFTEL(027)322・4545/FAX (027)322-4：ド10

新 潟・ 一般財団法人ささえあいコープ新潟 E-mail KFR00474@nifly.com 
〒950・2026新潟市西区小針荷台3・l6TEL (025) 265-5446/F AX (025) 230-6680 

愛知1・名古屋労災職業病研究会 E-mail roushokuken@be.to 
〒466-0815名古屋市ll(l手II区山手通5-33-1TEL (052)837-7420/F AX (052)837・7420

－ E・みえ労災職業病センター E-mail QYY02435@nifty.ne.jp 
〒514-0003津市絞紛3T!'l444帯地 H新ピル TEL(059) 228・7977/FAX (059)225-4402 

京都・ 京都労働安全衛生連絡会議 E・mailkyocama@mbox.kyoto・inet.or.jp
〒ωト8015京部市南区東九条御霊l!!f&l-1アンピシャス｜毎底的レIFTEL (075) 691-6191/F AX (075) 691-6145 

大 阪・ 関西労働者安全センター E-mail koshc2000@yahoo.co.j p 
干540-0026大阪市中央区内本IIITl・2-11ウタカピル201TEL(06)6943・1527IF AX ( 06) 694 2-0278 

兵 hli.・尼崎労働者安全衛生センター E-mail a4p8bv@bma.biglobe.ne.jp 
〒660-0802尼的TIT長洲中迎1・7-6TEL (06)4950-6653/F AX (06)4950-6653 

兵 Joi{・関西労災職業病研究会
〒660-0803尼崎市長洲本通1・16-17阪神医療生協気付 TEし（06)6488-9952/FAX (06)6488・2762

兵 w・ひょうご労働安全衛生センター E-mail npo-hoshc@amail.plala.or.jp 
干650-0026神戸rl11=1・，央区古淡通1-2-5DAIEIピル311皆 TEL(078)382-2118/F AX (078)382-2124 

問 11,eおかやま労働安全衛生センター E-mail oka2012ro-an@mx41.tiki.ne.jp 
干700-09筋 肉il.1市北区~｛；日町5-6 岡山市勤労者総祉センター内 TEL (086)232-3741 IF AX (086)232-3714 

広 ぬ・ 広島労働安全衛生センター E-mail hiroshima-raec@leaf.ocn.ne.jp 
〒732・0825広山市街区金屋lllfS.20カナヤピル201-IJTEL(082)264-4110/F AX (082)264-4123 

鳥 取 ・ 鳥取県労働安全衛生センター

干680-0814.l.}l阪市南町505自治労会館内 TEし（0857)22-6110/FAX (0857)37-0090 
徳山・ NPO法人徳島労働安全衛生センター E-mail info@tokushima.ju』【：． 日go.jl ) 

干770-0942MUゐTITII日手II日f3-35-1徳島県労働福祉会館内 TEL(088)623-6362/FAX (088)655-4113 
愛媛・ NPO法人 愛媛労働安全衛生センター らmailnpo_eoshc@yahoo.co.jp 

〒793-0051西条市安安II生138-5TEL(0897)47-0307 /FAX(0897)47-0307 
高 知 ・ NPO法人 高知県労働安全衛生センター

〒780-0011 市長IITil前~！J-~ヒIIIT3・2-28 TEL(088)845-3953/F AX (088)845-3953 
熊本． 熊本県労働安全衛生センター

干86ト2105熊本市秋津町秋ITI3441・20秋iltレークタウンクリニック TEL(096)360-1991 /FAX (096)368-6177 
大 分・ NPO法人大分県勤労者安全衛生センター E-mail OITAOSHC@elf.coara.or.jp 

〒870-1133大分TITg；的953-1（大分ttiHII病院31椛）TEL(097)567δ177 IF AX (097)568-2317 
宮崎・旧松尾鉱山被害者の会 E・mailaanhyuga@mnet.ne.jp 

干883-0021日向市j防光寺283砕地25TEL(0982)53-9400/F AX (0982) 53-3404 
鹿児島・鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@po.synapse.ne.jp 

〒899-5215姶良1111加治木町本IIIT403平TIYJピル2FTEL(0995)63-1700/FAX(0995)63・1701
iljl 純 ・ 沖縄労働安全衛生センター

〒902-0061jJll~JiTITi, J；』1-14-6 TEL (098) 882-3990 /FAX (098) 882・3990
自治体 ・自治労安全衛生対策室 E・mailsh-net@ubcnet.or.jp 

〒102-0085千代問区六千存IIITl自治労会館31＞皆 TEL(03) 3239-9470 IF AX (03) 32臼・1432






