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中皮腫サポートキャラバン隊には中皮腫

の方の治療相談が相次いでいるが、労災な

どの手続きの支援に取り組むことが多い。

また、12 月のホットラインから対応が始

まった方も相次いでいる。

ＮＴさんは 1933 年生の 86 才男性。

1954 年から 1985 年まで主に火力発電所

での保温工事に従事した。その後呼吸器症

状が強くなり 2006 年、72 才のときにじ

ん肺管理区分申請するも管理１とされたが

石綿健康管理手帳を取得した。経過観察を

続けていたが、昨年 11月に肺がん疑いと

なり八尾市内の総合病院を受診したとこ

ろ、肺がんと診断された。明らかな石灰化

胸膜プラークの所見があり、石綿ばく露歴

も長く、年明け早々に東大阪労基署に労災

請求を行った。

ＴＴさんは 1950 年生の 69 才男性。

1979 年から 2019 年６月に胸膜中皮腫を

発症するまでずっと電気工事に従事してき

た。地元の総合病院から兵庫医大に転医

し、現在、抗がん剤治療を受けている。中

皮腫サポートキャラバン隊が毎週、安全セ

ンター事務所で開いている「中皮腫サロ

ン」に治療の相談先を求めて来られた。そ

の後、患者と家族の会関西支部の会合にも

参加されている。石綿救済法の給付申請と

並行して労災請求を９月に北大阪労基署に

行った。キャラバン隊や中皮腫サロンでの

ピアサポートを利用して、きつい治療に耐

えながら頑張っている。

ＭＹさんは 1946 年生の 73才男性。18

才から一貫して電気工事に従事してきた。

2017 年 10 月に胸水を認め、2019 年３

月になって胸膜生検で中皮腫と診断され

た。病院ケースワーカーに紹介され、労災

請求の相談で安全センターに来られた。電

気工事労働者としての職歴が明確であるこ

とから、昨年 11月に大阪西労基署に労災

請求を提出した。胸膜剥離手術を受けるこ

とを決意して手術に臨むも、続行不能と判

断されて閉胸となり、通院加療中だ。

ＳＫさんは 1953 年生の 66 才男性。中

学卒業から昨年 10月に胸膜中皮腫を発症

するまで電気工事に従事してきた。10 月

に別の疾病で受診した総合病院で胸部に異

常がみつかり、生検により胸膜中皮腫と診

断された。正月明け早々、労災などの制度

の手続きについて電話で相談をしてこられ

た。相談日の翌日に自宅を訪問し事情をお

建設関係など石綿労災請求相次ぐ
「いのちの救済」「救済法給付改善」を
法制度改正の優先課題に
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相次ぐ石綿労災請求

聞きし、労災請求の手続きの具体的実務を

打ち合わせした。治療面では、翌日から抗

がん剤治療を開始するところだったが、一

度中皮腫専門の病院へのセカンドオピニオ

ンをする方向で今の病院と相談してみるこ

とになった。今まさに治療を開始する段階

で不安があり、治療についての相談先が必

要な状況だった。

ＭＩさんは 1941 年生の 78 才男性。中

卒後、関西の石綿工場の構内下請け企業に

就職し４、５年仕事をしたのちに左官とし

て長年建築現場で働いてきた。昨年、腹膜

中皮腫を発症し自宅近くの総合病院で入院

加療中。正月明け早々に家族が労災請求の

相談で電話をかけてこられた。すぐに入院

先で家族とともにお話を聞いたところ、構

内下請け就労時のことをしっかり記憶され

ており、なおかつ、その後の左官として就

労についても明確だった。今後は緩和治療

中心で療養することになり転院目前という

状態を踏まえて、一刻も早く労災請求し調

査に着手してもらうことが重要であった。

二日後に労基署に行き、事業主証明、医師

証明なしのまま労災請求を行い受理しても

らい、すぐに調査開始となった。

５人の方は、いずれも石綿を原因とする

職業がん（肺がん１名、中皮腫４名）であ

ることが明らかで労災認定自体には大きな

障害はない。

そして、労災補償は最低限の補償であり、

これらのケースは加害者としての国や企業

の責任が問われるべきケースに該当し、す

でにそのスキームは各方面の努力の結果、

確立しつつある。

ところが、労災補償やその先にある損害

賠償の取り組みは、労災補償を受けられて

いない、たとえば、救済給付だけの方には

殆どの場合、無関係だ。また、これまでの

取り組みの成果は、こうした方の救済水準

の向上に何ら結びついてこなかったという

のが現実であることを痛感する。

実際、同じ中皮腫患者であっても労災補

償に該当しない場合は多く、同じ中皮腫で

ありながら、給付水準の低い救済給付に止

まってしまうことは、不公平だというのが

実感だ。石綿を原因として発症するという

特異的特徴をもつ中皮腫の方の半分以上が

救済給付しか受けられていない。そして、

これまでの被害者運動は、この半分以上の

方にとっては救済給付以上のものをもたら

す成果を上げてこなかった。

他方、石綿救済制度にしろ、労災保険制

度にしろ、病気になった被害者の「命を救

う」ことにまったく無頓着でありすぎた。

被害の掘り起こし、救済運動に取り組む私

たちは、結局経済的解決を実現したとして

も、「いのち」にあまりに無関心であった

と思う。これまでの反省を込めて、石綿被

害の救済は患者の「いのちの救済」を最優

先されるべきだということを改めて銘記し

たい。

「いのちの救済」「救済法給付改善」を今

後の制度改正運動の優先課題に据え、労災

補償を受けられる石綿被害者と受けられな

い石綿被害者が一丸となって、アスベスト

被害という史上最大の社会的災害に立ち向

かうべきではないだろうか。

行き詰まっている現実をなんとしてでも
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変えなければならないと思う。

「いのちの救済＝治療、研究を飛躍的に

前進をさせる」方法の第一は、石綿救済法

の目的に「治療、研究の推進」を明記し、

石綿救済基金を治療、研究に投入できるよ

うにすることである。

「救済法の給付内容、水準を向上させる

ための法改正実現」のためには「既存の取

り組みを救済法改善につなげていく方法」

「既存の運動の枠組みとは違う救済法改善

を実現するための新たな方法」を工夫する

相次ぐ石綿労災請求

ことが必要で、大胆な発想の転換が求めら

れている。

「余命」１年と告げられ 18 年後の今
を生きる「中皮腫」患者の闘病記録

栗田　英司　著

■出版社：星湖舎
	 http://sksp.biz/index.html
■体裁：四六判、本文 184 頁、ソフトカバー
■定価：本体 1500 円＋税
	 ISBN978-4-86372-097-8	C0095

●「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」会員
●「日本肺がん学会」ガイドライン検討委員会胸膜中
皮腫小委員会委員

【お問い合わせ】
関西労働者安全センター
　TEL:06-6943-1527
　FAX:06-6942-0278
　mail	to:koshc2000@yahoo.co.jp

「中皮腫サポートキャラバン隊」として、日本全
国のアスベスト疾患患者のピアサポート活動に邁
進する栗田英司氏。

33 歳の時に「上皮型悪性腹膜中皮腫」との診
断を受け、余命 1 年と宣告されたにもかかわら
ず、その後 18 年を今も前向きに生き続ける。中
皮腫の診断イコール余命 1 年や 2 年などという症
例が多いなか、「希望の星」と称えられる著者、渾
身の闘病記です。くわえて、著者以外の、長期生
存や元気に生活する 6 人の中皮腫患者へのインタ
ビューもあわせて掲載。病と向き合い、闘うため
のヒントを多く得ることのできる、貴重な書です。
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複数の就業先で働く労働者の労災保険給

付を見直す改正法案が、２月４日、国会に

上程された。「雇用保険法等の一部を改正

する法律案」で、労災保険関連では労働者

災害補償保険法と労働保険の保険料の徴収

等に関する法律の改正となる。今号では、

具体的な改正内容と条文案を紹介する。な

お、改正法の施行日は「法律公布後６か月

を超えない範囲で政令で定める日」とされ

ており、順調に進めば今年秋までには施行

されることとなる。

「複数事業労働者」の災害は
全部の賃金合算が基本に

まず、今回の改正で対象となる複数の就

業先で働く労働者の定義だが、条文では「事

業主が同一人でない二以上の事業に使用さ

れる労働者」（第１条）と表記され、以下

の条文では「複数事業労働者」と表記され

る。

そして、一つの就業先で発生した労働災

害による休業補償等について、他の災害が

発生していない就業先の賃金分まで合算し

て給付額に反映させる改正のため、「給付

基礎日額」について定めた第８条に次の第

３項を加える。

労働者災害補償保険法第８条第３項

前二項の規定にかかわらず、複数事業労働

者の業務上の事由、複数事業労働者の二以

上の事業の業務を要因とする事由又は複数

事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害

又は死亡により、当該複数事業労働者、そ

の遺族その他厚生労働省令で定める者に対

して保険給付を行う場合における給付基礎

日額は、前二項に定めるところにより当該

複数事業労働者を使用する事業ごとに算定

した給付基礎日額に相当する額を合算した

額を基礎として、厚生労働省令で定めると

ころによって政府が算定する額とする。

この条文の挿入によって、複数の就業先

で働く労働者（それに労働者ではないが特

別加入をしている就業先も含む。）の給付

基礎日額は、通勤途上災害の場合も含んで、

全部の就業先の賃金額が合算して算定され

ることになり、休業、障害、遺族等の各給

複数就業者の保険給付で
法案上程
複数事業賃金の合算と複数業務要因災害
新設
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付に反映されるわけだ。

合算後の給付基礎日額については、年齢

階層別の最高・最低額など、給付基礎日額

についての規定はそのまま適用されること

になるため、第８条の２から第８条の４ま

でについても改正がされ、未支給の保険給

付等についても必要な改正がされている。

「複数業務要因災害」の保険給付新設
使用者責任問わず

もう一つの大きな改正は、複数の就業先

の業務上の負担を合わせて評価をして支給

する保険給付の新設だ。従来の保険給付は、

労働基準法第８章による使用者の災害補償

義務を根拠とした休業補償給付等の各「補

償給付」と、労災保険独自の保護制度であ

る通勤途上災害の休業給付等の各「給付」

だった。

１月に労政審が報告で示した方向は、労

働基準法の災害補償義務とは異なり、当

該事業場の補償責任は問わないものとし，

個々の事業場の労災保険へのメリット制適

用についても対象外とした。

このことから保険給付の種類にまったく

新しい給付が創設されることになった。第

１条では、「業務上の事由」と「通勤による」

の間に複数事業労働者についての新たな給

付が加わった。

第１条

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事

業主が同一人でない二以上の事業に使用さ

れる労働者（以下「複数事業労働者」とい

う。）の二以上の事業の業務を要因とする

事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、

障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護

をするため、必要な保険給付を行い、あわ

せて、業務上の事由、複数事業労働者の二

以上の事業の業務を要因とする事由又は通

勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働

者の社会復帰の促進、当該労働者及びその

遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保

等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄

与することを目的とする。

（傍線は新たに挿入された部分）

保険給付の種類を規定した第７条も、こ

れまでの①業務災害の保険給付、②通勤災

害の保険給付、③二次健康診断等給付に加

えて、次の新第２号が加わることとなった。

第７条第１項

一（略）

二　複数事業労働者（これに類する者とし

て厚生労働省令で定めるものを含む。以下

同じ。）の二以上の事業の業務を要因とす

る負傷、疾病、障害又は死亡（以下「複数

業務要因災害」という。）に関する保険給

付（前号に掲げるものを除く。以下同じ。）

三・四（略）

労災保険法で使われる保険給付名は、「業

務災害」と「通勤災害」に、「複数業務要

因災害」が加わった形だ。なお、「これに

類する者として厚生労働省令で定めるも

の」としているのは、特別加入者の複数就

業者も含むため、これを省令で規定するた

複数就業者の保険給付
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複数就業者の保険給付

めのものだ。

新たな複数事業労働者の各保険給付につ

いては、第３章保険給付の第２節のあとに

第２節の２が加わる。その最初の条文は次

の通り。

第 20 条の２　第７条第１項第２号の複数

業務要因災害に関する保険給付は、次に掲

げる保険給付とする。

一　複数事業労働者療養給付

二　複数事業労働者休業給付

三　複数事業労働者障害給付

四　複数事業労働者遺族給付

五　複数事業労働者葬祭給付

六　複数事業労働者傷病年金

七　複数事業労働者介護給付

以下、各給付について、業務災害につい

て規定した条文の準用規定が続く。

非災害発生事業場分の給付など
保険率の扱いは省令で対応

労政審の報告では、複数事業労働者の労

働災害に関する給付のうち、非災害発生事

業場の賃金をもとに算定された給付基礎日

額の合算分によるもの、複数事業の業務を

要因として発生した給付（複数事業労働者

休業給付等の給付分）については、その当

該事業場の保険率に適用するメリット制計

算に含めないこととしている。

これらの給付について、その当該事業場

に何らか影響を及ぼすことは明らかに不合

理であり、メリット制による負担は全事業

者によることとしたからである。

そのため、労働保険の保険料の徴収等に

関する法律も改正している。

具体的には「複数業務要因災害」（労働

者災害補償保険法第７条第１項第２号で新

たに設けられた）の給付分も含めて保険率

算定の基礎とすることを明記、今後制定さ

れる省令により、メリット制適用での取り

扱いなどについては、詳しく制定されるこ

ととなる。

様々な複数就業者と特別加入制度
期待される在り方の議論

以上、今回の労働者災害補償保険法等の

改正について、主要な部分は紹介した。考

えてみれば、1972 年の通勤途上災害保護

制度創設以来の新たな保険給付が追加され

る大改正となっている。しかし、実際の運

用となると、前号でも紹介したように、特

別加入者の取り扱いのあり方などをどのよ

うに整理するかという問題など、省令段階

での規定の仕方に関わる部分がいくつかあ

る。とくに半年後にせまる運用にあたって

は、労働者や特別加入者に十分な周知を行

うことも必要となるだろう。

そもそも保険給付の請求用紙の様式も今

後定められることとなる。通勤災害のよう

に複数業務要因災害が多くなることは考え

られないことからすると、従来の業務災害

用の用紙の表題に兼用のための文字が挿入

され、非災害発生事業場分の賃金明細は別

紙が作成されるということになるのだろ

う。
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いずれにしろ、特別加入制度における複

数事業労働者同等の取り扱いの問題を契機

に、特別加入制度のあるべき姿について、

もっと広範な情報をもとに広く議論を進め

ていく必要があるだろう。その意味では、

これからの労働政策審議会での議論に注目

して行く必要があるといえよう。

働き方や雇用形態が日々、多様化してい

るが、そういった労基法上の「労働者」に

当てはまらない働き手から、業務中の労働

安全衛生の問題について提起する動きが続

いている。昨年12月には、日本俳優連合会、

落語芸術協会、日本音楽家ユニオン、日本

ベリーダンス連盟、日本奇術協会などが、

労災保険の特別加入制度の適用を厚生労働

省に要望した。フリーランスなど個人契約

や請負などで働き、労働者には当たらない

人たちだ。労災保険の特別加入の対象にも

なっておらず、特別加入を手続きするため

の業界の事務組合を認めてもらうよう求め

ている。

またインターネット上のプラットフォー

ムから仕事を請けて働く働き手をプラット

フォームワーカーと言うそうだが、プラッ

トフォームワーカーの労災問題も顕在化し

てきている。

飲食店より配達を請け負うウーバーイー

ツの配達員らが結成したウーバーイーツユ

ニオンも、多発する配達中の事故を問題視

し、ウーバーイーツに適切な補償制度など

を求めている。

配達員はスマートフォンでアプリをダウ

ンロードして運営会社と契約し、スマフォ

で配達依頼を受ける。運営会社の人間とは

まったく顔を合わすこともなく、仕事を請

け負う。

ウーバーイーツの配達員の事故について

は、各国で問題になっている。

昨年 10月には台湾でウーバーイーツと

フードパンダの配達員が相次いで事故で死

亡し、配達員と運営会社に雇用関係がある

か議論を呼んだ。台湾労働部は、雇用関係

と認め労災加入していなかった運営会社を

処罰する方針を示した。

ウーバーイーツユニオンのホームページ

によるとアメリカ合衆国カリフォルニア州

では、近くプラットフォームワーカーも労

基法上の労働者とする立法が成立する予定

であり、フランスでは 2016 年に労働法典

改正法において、プラットフォームが働き

手を保護する保険料を負担すること、働き

手の教育費用を負担すること、働き手に団

結権、団体交渉権、団体行動権を保障する

ことが定められているという。

日本のウーバーイーツに関しては、昨年

10 月に設けた「配達パートナー保護プロ

ウーバーイーツユニオンが事故調査
フリーランスの労災補償はどうなる !?

（10 ページへつづく）

複数就業者の保険給付
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死ぬまで元気です
　Vol.21　右田 孝雄

皆さま、早くも 2020 年はひと月経過しま

した。時が経つのは早いですよね。

実は、このひと月の間に「中皮腫サポート

キャラバン隊」にも悲しいお知らせがありま

した。キャラバン隊副代表として、また中皮

腫・アスベスト疾患・患者と家族の会福岡支

部の世話人までしていただいた胸膜中皮腫患

者の今村亨さんが１月 21 日に 54 歳の若さで

旅立たれました。今村さんの葬儀にも参列し、

その時親族の方々にお伺いしましたが、彼は

今まで人に怒ったり喧嘩をしたことがないほ

ど穏やかな方だったそうです。現に私も彼に

は幾度となく愚痴をこぼしたものですが、彼

は常に穏やかな顔つきで、「どうして分かって

くれないんですかねえ」と私に同意はしてく

れるものの、怒りを表に出したことはありま

せんでした。私自身、昨年共同代表の栗田英

司さんを亡くし、そして今村さんを亡くして

両翼を無くした鳥のような気持ちです。

中皮腫患者が中心に活動する「中皮腫サ

ポートキャラバン隊」ですので、共同代表の

私はもちろん、副代表の方々はみな患者です。

今まで患者という面から体調の変化や仕事等

の関係上、運営会議や関係各所への打合せに

出席できないことがしばしばあったり、今回

のような不幸があることも考えられることか

ら、「中皮腫サポートキャラバン隊」として副

代表をどんどん登用していくことを決定しま

した。全国あちこちで講演やピアサポートで

活躍された患者さんを副代表として迎えたい

と思います。そして、副代表にはいろいろア

イディアを出していただいて、より中皮腫患

者のために何ができるかを考えて即実行に移

して、一刻も早く治療法や新薬が承認される

ように努めていきたいと思います。

最近も、新たに副代表となった方のアイ

ディアでツイッターやインスタグラムといっ

た SNS でも情報発信を始めました。また、一

昨年から始めた毎水曜日の「中皮腫サロン」

では第２水曜日に全国の患者さん達とオンラ

インミーティングで交流が図れる「中皮腫

ZOOMサロン」も開催され、大阪・福岡・横浜・

東京表参道・埼玉大宮を拠点局として患者さ
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んも集まりだしていますし、まもなく札幌や

名古屋でも拠点局を開設する予定です。「中皮

腫サロン」では最近は飛び込みで患者さんや

ご家族がご相談に来られたり、常連の患者さ

んが遊びに来られたりとおかげさまで充実の

一途です。

これからも新たな患者さんを掘り起こし、

励まし合ってどんどん副代表に登用していっ

て新しいことにチャレンジし、中皮腫の新薬、

治療法の開発に協力していきながら、隙間の

ない保障を目指して頑張っていきたいと思い

ますので、今年も「中皮腫サポートキャラバ

ン隊」の応援をよろしくお願い致します。

グラム」について、十分な補償条件である

かユニオンは疑問視しており、補償を受け

る際の手続きや補償条件の詳細が不明であ

るとして、説明会の開催などを求めている。

またユニオンはホームページ（https://

www.ubereatsunion.org/）上で事故調査

を行っている。配達員の現状を把握し、調

査結果を元に、安全確保に取り組むねらい

である。

労働基準法上の労働者ではない働き方が

増加しており、仕事での安全をどう確保す

るのか、補償費用は誰が負担するのか、重

要な問題である。自由な働き方とは言われ

るが、実際には弱い立場であるフリーラン

スやプラットフォームワーカーの実態を、

使い捨て労働力にはしない社会的仕組み作

りが必要だろう。

（８ページのつづき）

https://asbesto.jp/

中皮腫患者による、中皮腫患者のための情報発信、
交流の場！！
お問い合わせは、0120-310-279　中皮腫サポートキャラバン隊



11関西労災職業病 2020.2 No.507

たか
策について紹介しておこう。

日本全国にある人工林で、手入れが遅れ

放題の状況をみると、いたるところで間伐

作業が必要なことは、よく知られるように

なった。しかし、立木の混みあった山林で、

伐倒しようとすると、かかり木になってし

まうのはごくごく普通のことだ。光が当た

る場所を目がけてどの木の枝も張り出して

いるところに、木を倒すものだから引っか

かるのは当たり前の話。もたれかかられて

いるあの木さえ倒せば、２本とも首尾よく

地面に横たわらせることができる。あるい

は、隣にあるもう１本の木を切って激突さ

せたら（浴びせ倒し）、そのはずみで外れ

て倒すことができる。

こんな場面は、間伐の仕事をやったこと

があれば誰でも経験しているだろう。しか

し、今度の改正は、かかられている木の伐

倒や激突させるために別の木を伐倒するこ

とは禁じている。

たしかにかかってしまった木をウィンチ

などを使って処理するのは、ずい分手間が

かかる。うまくかかられている木を倒せば

効率的に作業が進む。しかも間伐の仕事の

報酬は、処理面積当たりの歩合で決まる…。

そして予期せぬタイミングで予期せぬ方

向から重量物の伐倒された立木が倒れてき

て一命を落とす、というような重大災害が

起こり続けてきたのだ。

ちなみに、この省令改正で「木馬（きん

ま）運材及び雪そり運材」について規制し

た第 485 条から第 497 条は、もはや誰も

やっていない運材方法として廃止された。

その 32：かかり木の処理
　新たに規制対象に

チェーンソーで木を伐採する仕事の安全

対策が大幅に変更された。林業就業者の絶

対数は極めて少ないにも関わらず、毎年３

～ 40 人が死亡しており、労働災害発生率

がとびぬけて高い業種であることはよく知

られている。

災害発生の起因物の分析では、立木（りゅ

うぼく、立っている木のこと）が約３割、

チェーンソーが約２割を占めている。こう

した状況に対し、労働安全衛生規則の関係

条文が昨年２月に改正され、同８月１日に

施行されている。

改正の主な内容は、①チェーンソー作業

に関する特別教育の時間数を増やして強

化、②伐木作業時の受け口を作る義務を胸

高直径 40㎝以上から 20㎝以上に拡大、③

かかり木のすみやかな処理と作業時の禁止

事項設定、④伐倒時に立木の高さの２倍相

当半径の内側への伐倒に従事する作業者以

外の立ち入り禁止、⑤チェーンソー作業者

には下肢切創防止用保護衣の着用を義務付

けるというものだ。

伐倒時に 20㎝以上で受け口作りを義務

付けるなど、細かい規制が強化されたこと

も興味深いが、ここでは「かかり木」の対
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労働安全衛生規則

（かかり木の処理の作業にお

ける危険の防止）

第 478 条　事業者は、伐木

の作業を行う場合において、

既にかかり木が生じている場

合又はかかり木が生じた場合

は、速やかに当該かかり木を

処理しなければならない。た

だし、速やかに処理すること

が困難なときは、速やかに当

該かかり木が激突することに

より労働者に危険が生ずる箇

所において、当該処理の作業

に従事する労働者以外の労働

者が立ち入ることを禁止し、

かつ、その旨を縄張、標識の

設置等の措置によって明示し

た後、遅滞なく、処理するこ

とをもつて足りる。

２　事業者は、前項の規定に

基づき労働者にかかり木の処

理を行わせる場合は、かかり

 
 
 

ク 本条第２項及び第３項は、かかり木処理時に発生する死亡災害は多数

に上っていることから、死亡災害が多く発生している「かかり木にかか

られている立木を伐倒」及び「かかり木に激突させるためにかかり木以

外の立木を伐倒（浴びせ倒し）」を禁止すること。 

 

（参考１）「かかり木にかかられている立木を伐倒」とは、図３のとおり、

かかられている立木を伐倒することにより、当該伐倒木及びかか

り木を一体的に伐倒させること。 

 

図３ かかり木にかかられている立木を伐倒 

 

（参考２）「かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒」と

は、図４のとおり、他の立木を伐倒し、かかり木に激突されるこ

とにより、かかり木を外す（いわゆる浴びせ倒し）こと。 

 

図４ かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒 

 

（参考３）図５に示す「かかっている木の元玉切り」（かかっている木に

ついて、かかった状態のままで元玉切りをし、地面等に落下させ

ることにより、かかり木を外すこと。）については、改正省令によ

木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、

又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。

３　第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止

するため、かかり木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにか

かり木以外の立木を伐倒してはならない。
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韓国からの
ニュース
■産災事故死亡、前年対比 116 人減って、
統計作成以来最大の減少

雇用労働部によれば、昨年、産業災害で

亡くなった労働者は 855 人だ。2018 年の

971 人から 116 人 (11.9%) 減少した。減少

人員と減少率のいずれも、統計を取り始めた

1999 年以後で最も大幅に減った。100 人以

上減少したのも今回が初めてだ。産業災害事

故の死亡者を 100 人減らすという労働部の

目標を達成した。

産業災害死亡事故の算定基準が変わった点

を勘案すれば、減少幅が一層目立つ。政府は

2018 年７月から、施工額２千万ウォン未満

の建設工事と常時勤労者１人未満の事業場に

まで産業災害保険を適用した。産業災害の補

償範囲が広くなれば、死亡者数が増える可能

性が高い。それでも死亡者が減ったという事

実に労働部は注目している。

労働部は安全保健公団と一緒に、昨年の７

月 16 日から 10 月 31 日まで「事故死亡減

少 100 日緊急対策」を施行した効果と見て

いる。公団と労働部は建設現場での墜落事

故の予防に重点を置いて、予防活動を展開

した。二人一組の点検班 200 班を構成して、

中小規模の事業場を中心に抜き打ち点検を

行った。違法事項を摘発して是正命令を出し

た。是正命令に応じなかったり、決まった是

正期間内に改善しなかった事業場は、不良事

業場に分類した。労働部は不良事業場に対し

ては直ちに勤労監督を行った。100 日間で

３万 1691 ヶ所を点検した結果、不良事業場

861 ヶ所に勤労監督を実施した。2020 年１

月３日　毎日労働ニュース　キム・ハクテ記

者

■政府は産業災害減少を期待するが「立法不
備の憂慮」は消えず

産業安全保健法の全面改正が 16 日から施

行される。下請け労働者に対する元請けの産

業安全保健責任と違反時の処罰が強化され

る。元請けが責任を負う場所も拡大する。有

害・危険物質を取り扱う作業は、請負を禁止

または政府の承認を受けなければならない。

労働部のイ・ジェガプ長官は 14 日、10

大建設業者の CEO と大韓建設協会・大韓専

門建設協会の関係者たちと、建設災害予防の

ための懇談会を行った。

産業安全保健法の全面改正で政府が注目す

る大きな課題は、「元請けの安全保健措置義

務」だ。今までは請負事業場の 22 の危険箇

所だけに限定していた労災予防の責任範囲

を、全事業場に拡大、事業場の外であっても、

請負人が支配・管理し、火災・爆発・墜落と

いった危険がある 21 の場所でも、元請けが

安全保健の措置を執らなければならない。

従来から認可対象だったメッキ作業や水

銀・鉛・カドミウムを扱う作業のような有害・

危険作業は、請負が禁止される。急性毒性物

質の取り扱いなど大統領令で定める作業は、

請負時に承認を受けなければならない。反面、

死亡事故が続いている造船所・発電所や鉄道・

ベルトコンベヤー作業場などに対する規制が

なく、議論になっている。

国家人権委員会は昨年 11 月、「変化した

産業構造と作業工程などを考慮して、請負禁

止範囲を拡大せよ」と勧告した。 労働部は

今月 20 日までに受け容れるかどうかを明ら

かにしなければならない。労働部は受け容れ

は困難だという立場だ。パク・ファジン労働
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政策室長は「職業病を起こす深刻な物質の取

り扱いの請負を禁止し、元請け責任を拡大し

た改正法を先ず定着させた後、効果がない場

合に検討してみる」、「施行を先に、( 国家人

権委勧告は ) 後で検討する」と話した。

産業安全保健法の全面改正案で、作業中止

命令制度が弱まったという指摘もある。既存

の法は、産業災害が発生する緊急で差し迫っ

た危険があったり、労働部長官の安全・保健

措置命令を事業主が履行しなかった場合、作

業の全部または一部に中止命令を出すことが

できる。改正法は、重大災害が発生した時に

は一部作業中止命令を、重大災害の拡大が憂

慮される場合には全作業の中止命令を出せる

とした。危険な機械・器具に対する労働部長

官の是正命令を事業主が履行せず、危険が顕

著に高まる虞れがあれば、全部または一部の

作業中止命令が可能だ。

一部は、今までの法条項よりも作業中止命

令の条件を難しくしたと批判する。改正法に

よれば、一部作業中止命令を履行しなかった

事業主は、５年以下の懲役または５千万ウォ

ン以下の罰金に処される。しかし全面作業中

止命令の不履行には罰則条項がない。労働部

の関係者は「法制処に問い合わせた結果、一

部作業中止命令の不履行に対する処罰を、全

面作業中止命令の不履行に対しても適用でき

る、という解釈だった」とし、「( 法改正は )

検討してみる」と話した。2020 年１月 15 日　

毎日労働ニュース　キム・ハクテ記者

■ソウル行法、白血病で死亡したハンソルケ
ミカルの労働者に産災認定
金属労組法律院、民主労総全北本部、パノ

リムによれば、ソウル行政法院は 10日、業

務上疾病を不認定とされたＬさんの遺族が提

起した遺族給付・葬祭料の不支給処分取り消

し訴訟で、原告勝訴判決を行った。

故Ｌさんは 2012 年に LG ディスプレイ、

サムスン電子などに電極保護剤・洗浄剤・電

子材料を生産して納品するハンソルケミカル

に入社した。ハンソルケミカルで生産業務

を担当したＬさんは、入社３年 10ヶ月目の

2015 年に急性リンパ性白血病に罹った。Ｌ

さんは 2016 年８月に亡くなり、遺族は勤労

福祉公団に遺族給付と葬祭料支給を申請。

公団は産業安全保健研究院の疫学調査報告

書を引用して、白血病を誘発する主な有害因

子であるベンゼン・ホルムアルデヒド・1.3-

ブタジエンなどにばく露したレベルが基準値

に達していない、として申請を不承認とした。

ソウル行政法院は「事業場が、化学物質使

用に関する法令上の基準から逸脱していない

からといって、安全だと断定することはでき

ない」とし、「故人は事業場で発生したベン

ゼンなどの白血病有害因子に持続的にばく露

して疾病に罹り、疾病の悪化で死に至った」

と判示した。法院は、ハンソルケミカルが産

業安全保健法によって 2012 年から 2015 年

までに実施した作業環境測定結果報告書で、

ベンゼン・ホルムアルデヒド・ブタジエンな

どの有害因子を測定対象から除外した点を指

摘して、「故人が上記の期間に各有害因子に

ばく露した数値がどの程度なのかが明確に判

らない」と皮肉った。更に「本件発病以前に

各有害因子に対するばく露防止措置を適切に

準備したのかにも疑問を感じる」と指摘した。

ソウル行政法院は、職業病被害者が主な有

害因子にどれだけばく露したのか知ることが

できる資料の提出を拒否した事業主と関連行

政庁の態度に言及して、「故人に有利な間接

事実と考慮する他ない」とした。2020 年１

月 17 日　毎日労働ニュース　カン・イェス

ル記者
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■「キム・ヨンギュン法」施行後／仁川で建
設労働者が１ヶ月に５人死亡

23 日、民主労総全国建設労組京仁地域本

部は、今年に入って仁川地域の建設現場でク

レーンの倒壊や墜落などで、労働者が相次い

で亡くなったとして、雇用労働部に死亡事故

予防のための根本的な対策を要求した。

前日、松島のショッピングモール新築工事

の現場で、Ｋさん (50) が５階から落下して

亡くなった。Ｋさんは５階に設置された臨時

の足場の１ヶ所が崩れて墜落した。

21 日にも西区のマンション建設現場で、

ベトナム国籍の労働者Ｋさん (26) が、24 階

で外壁に設置された足場を解体していて、３

階の玄関の構造物の上に落ちた。８日にも南

洞区のオフィステル新築工事現場で、夜間に

駐車タワーの設置作業をしたＤさん (60) が、

10m 下の鉄骨構造物に落ちて亡くなった。

３日には松島で高さ 30m の大型クレーンが

倒れて、解体作業をしていたＲさん (58) と

Ｍさん (50) が亡くなり、Ｈさん (34) が負傷。

建設労組は「これらの事故は、現場で安全

教育を実施し、安全準則を守っていれば十分

に防ぐことができた」と主張した。労組の関

係者は「元請け事業主の責任を強化したいわ

ゆる『キム・ヨンギュン法』が 16 日から施

行されたが、今の建設現場は元請けから下請

けまで、労働者の命よりも工期合わせが最優

先」と話した。更に「建設産業基本法で制限

した不法下請けも蔓延し、安全は後まわし」

にされているとして、「建設現場の不法下請

け構造などに対する根本的な解決策がなけれ

ば、死亡事故は繰り返される」と話した。

昨年の産業災害事故による死亡者 855 人

の内、建設労働者は 428 人。うち半分以上

の 265 人が墜落で亡くなった。2020 年１月

23 日　京郷新聞　パク・ジュンチョル記者

■列車乗務員の下肢静脈瘤は業務上疾病
列車乗務員に発症した下肢静脈瘤は業務上

疾病に該当するという、業務上疾病判定委員

会の判定が出た。手術室の看護師のように、

狭い空間で静止した姿勢で長時間立って働く

労働者の下肢静脈瘤が産業災害と認定された

事例はあるが、歩いて動く仕事で発病した下

肢静脈瘤が産業災害と認定されたのは異例。

勤労福祉公団ソウル業務上疾病判定委は９

日、KTX と一般列車の乗務員であるＫさん

(31) の療養給与申請事件で、下肢静脈瘤を

業務上疾病と認定した。

Ｋさんは 2012 年７月に韓国鉄道公社の子

会社コレイル観光開発に入社し、KTX と一

般列車の乗務員として働いている。 2016 年

４月から左足のふくらはぎに痛みが発生し

た。夏の旅行シーズンに業務量が増加し、キ

チンと治療を受けられなかった。８月に訪ね

た病院で下肢静脈瘤の診断を受けた。９月か

ら二ヶ月間の病気休暇を出して手術治療を受

けた後、現場に復帰した。治療後も疾病は完

治せず、2018 年 10 月に追加治療を受けな

ければならないという診断を受け、Ｋさんは

再び二ヶ月間の病気休暇を出した。彼女は昨

（18 ページにつづく）



16 関西労災職業病 2020.2 no.507

はつり工の全身性強皮症
労災認定が課題

大　阪

近年、はつり作業に従事

してきた方々から振動障害

の相談が増えている。今日

のはつり作業では、コンプ

レッサーからの圧縮空気で

稼働する振動工具を使用す

る。圧縮空気を利用するこ

とによって 1 分間に 1000

～ 1400 もの打撃をコンク

リートに与えることが可能

になり、破砕を容易にする

ことになった。鑿と槌で作

業を行っていた時代と比較

して、誰でも効率よく作業

を進めることができるよう

になったのである。

しかし、たとえばコンク

リートブレーカーは鑿部分

だけでも数 kg、本体を合

わせると 30kg から 40kg

に及ぶ重量を抱えることか

ら、その振動は身体に及ぼ

す影響も大きい。あるメー

カーが試算している使用可

能時間は 1日 1時間から 2

時間である。１日８時間労

働として、常に工具が稼働

しているわけではないが、

それでも1日の稼働時間が

そこまで短いということは

ない。

振動ばく露を原因とした

振動障害が認められること

はもちろんであるが、これ

らの相談者に共通して全身

性強皮症が認められた。被

災者のうち２名はすでに別

の医療機関において全身性

強皮症の治療を行ってい

る。全身性強皮症とは、両

側性の手指を越える皮膚硬

化や、手指に限局した皮膚

硬化に抗セントロメア抗体

などの自己抗体が陽性であ

るときなどの場合に診断さ

れる。症状としては振動障

害と同じように、血管障害

から手が冷やされたときに

指が白くなるレイノー症状

が認められることもある。

振動障害の認定基準（昭和

52 年基発第 307 号）にも

類似疾病として関節リウマ

チ、強皮症等の膠原病が挙

げられていることから、古

くから知られている話には

違いない。また、海外では

すでに業務上疾患として認

める国もあり、たとえば南

アフリカ共和国では 1974

年に鉱山労働者法において

職業病としてリストに挙げ

られている。

主治医によると振動障害

を抱える被災者に全身性

強皮症が認められること

は、「全国的にも珍しいこ

とではない」とのことだっ

た。そこで問題にしたいこ

とは、全身性強皮症が自己

免疫疾患であり、環境因子

としてシリカが確認されて

いる点である。先述のとお

りはつり工はエア工具を用

いてコンクリートを破砕す

る。そのとき、振動にばく

露するだけではなく、大量

の粉じんにもばく露する。

コンクリートには骨材とし

て石英（シリカ）を含む砂

利が多く含まれることか

ら、粉じんがじん肺の原因

となるだけではなく自己免

疫疾患である強皮症の原因

にもなるのである。

近年では全身性強皮症は

国の指定難病であり、悪性

関節リウマチや ANCA 関

連血管炎などの他の自己免
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沖　縄

疫疾患同様に医療費助成を

受けることができることか

ら、業務との関連を突き詰

めて考える機会はあまりな

いかもしれない。しかし重

症化することで生命に影響

を与えるほどの臓器病変を

引き起こすことがありうる

ことから、強皮症のケース

も積極的に労災請求し、問

題提起をしていかなくては

ならないと考える。

2020 年１月 26 日、那覇

市久米の沖縄青年会館にお

いて第 14 回アスベストユ

ニオン定期大会が開催され

た。

沖縄での大会は初めての

ことであり、組合員、役員

が全国から結集した。

沖縄とアスベストとの関

係は、よく知られている問

題としては基地労働者のア

スベストばく露が挙げられ

る。沖縄には、1972 年以

前の日本復帰前に離職した

基地従業員がいるが、その

アスベスト健康被害に対し

てはアメリカに労災請求

し、死亡した労働者につい

ては、遺族に対して特別遺

族給付金が支給されること

になっている。この件は全

駐留軍労働組合が積極的に

取り組んでいるようで、地

元紙を検索するとその活動

がしばしば報告されてい

る。

しかし今回は、より広く

石綿による健康被害を考え

るために職業ばく露の経験

がない中皮腫患者の方にご

講演いただいた。「腹膜中

皮腫闘病 15 年　南の島・

沖縄から」というタイトル

で、登壇された鹿川真弓さ

んは 2004 年、26 歳のとき

に腹膜中皮腫と診断を受け

ている。鹿川さんは、１年

９か月の抗がん剤治療のの

ち、2007 年に県外の病院

で卵巣や子宮などを摘出す

る手術を受けた。2017 年

にも再発による再手術を経

験し、不安と絶望に苛まれ

る中でも、小さな幸せを探

しながら前向きに楽しく生

きていこうと説いた。

講演前に先立ってアスベ

スト健康被害相談会を設

け、中皮腫サポートキャラ

バン隊の右田孝雄さんらが

対応した。

定期大会では、全国で続

くアスベスト健康被害に対

する企業責任の追及につい

て議論した。補償額の多寡

はあるものの、死亡労働者

を含めて被害に対する補償

について真剣に検討する企

業がある一方、ニチアスの

ように代理人任せで法廷で

しか解決しようとしない企

業や、交渉に応じても解決

を目指そうとしない日立製

作所のような企業もある。

このような企業への追及を

緩めずに闘っていくことを

一同確認した。

アスベストユニオン定期大会
那覇で開催

連合大阪労働安全衛生セン
ターが総会
職場巡視研修など取り組みを決定

大　阪

２月 10 日、連合大阪労

働安全衛生センターが第

14 回総会を開催し、職場

巡視研修会の開催やストレ
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スチェック制度検証の取り

組みなど、１年間の活動方

針と役員体制を決定した。

同センターは、2001 年

の発足以来、労働組合地方

組織による労働安全衛生セ

ンターとして取り組みを進

めてきたが、2010 年の労

災防止指導員制度の廃止以

降、やや活動が低調となっ

ていた。

この日は、「複数就業者

の安全衛生・災害補償問題」

と題して関西労働者安全セ

ンターの西野が講演した。

そのなかで最近の情勢にく

わえ、連合の安全衛生の取

り組みの歴史を振り返り、

連合大阪における安全衛生

センターの役割を改めて強

調した。

同センターは発足以来、

連合大阪から選出されてい

る約 40 名の労災防止指導

員と交流し、労働組合単組

の安全衛生担当者の研修機

会を確保するなどの活動を

活発に展開してきた。とく

に発足後２年間にわたっ

て、地域産業保健センター

を活用して、地域の労使担

当者を集めた研修など、評

価の高い活動も進められた

時期があった。ところが

2010 年末に労使団体から

推薦された労災防止指導員

年８月「一日中立って仕事をして、下肢静脈

瘤が発症した」として、公団に産業災害を申

請した。列車乗務員では初めてだ。

列車乗務員は出発前に列車を点検し、プ

ラットホームで顧客を迎え挨拶をする。運行

中は車内巡回業務を行い、目的地に到着して

も、整理のための巡回をする。

運行中の巡回業務は 20 ～ 30 分間隔で、

この時間内に列車を一回りする。Ｋさんが入

社した当時の業務マニュアルでは、乗務員は

スカートで、膝を曲げて顧客応対をしなけれ

ばならなかった。靴のヒールは３～５cm程

度だ。2014 年 12 月にズボンを履くことが

できるようになり、最近は腰を曲げて応対す

る方式に緩和され、ヒールは３cmになった。

顧客の荷物を持ったり棚の荷物を整理する

など、常時重い物も扱った。

ソウル業務上疾病判定委は業務上疾病の判

定書で「一日５時間以上立って仕事をし、列

車の振動によって下肢に多くの力を集中せざ

るを得なかった」、「２km以上を不安定な姿

勢で歩き、不便な服装によって疲労が累積し

た」とした。続けて「専門医も、患者の職業

の特性上、立っている時間が長く、静脈圧が

増加する可能性が高いので、下肢静脈瘤の発

症に影響を与え得ると判断した」。ソウル業

務上疾病判定委は「申請人の下肢静脈瘤は産

業災害補償保険法の業務上疾病と認定され

る」と判断した。

Ｋさんの産業災害が認められ、類似の症状

を訴える乗務員の産業災害申請が続く可能性

が高いと想われる。2020 年１月 30 日　京郷

新聞　チェ・ジョンナム記者

   （翻訳：中村猛）

の活動が廃止されて以降、

同センターの事実上の要と

なっていた指導員会議がな

くなり、低調なままとなっ

ていた。

働き方改革関連法などに

よる、産業保健対策の強化

で、労働組合の安全衛生担

当者の役割がますます増し

ており、同センターの活動

の強化が期待されている。

今後の活動が注目されると

ころだ。

なお、参与として引き続

き当センターの西野が就任

し、活動への協力を行って

いくこととしている。

（15 ページのつづき）
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1月の新聞記事から
1/4	 昨年 8 月末に記録的豪雨に見舞われた佐賀県
武雄市と杵島郡大町町で、少なくとも職員 82 人が月
100 時間を超える時間外勤務を強いられていた。両市
町が管理職を除く正職員の 9～ 11 月の月ごとの残業
時間を明らかにした。9月の時間外勤務が 100 時間を
超えたのは武雄市 46 人、大町町 36 人で、全正職員
に占める割合は武雄市 15％、大町町 46％だった。両
市町とも防災担当の職員が最も長く働き、残業時間
は 9月だけで約 220 時間に上った。11 月まで 3カ月
続けて100時間を超えたのは武雄市7人、大町町2人。

1/7	 食事の配送サービス「ウーバーイーツ」配
達員らでつくる労働組合は、全国の配達員を対象に、
業務中に起きた事故の実態調査を開始した。配達員
は個人事業主で労災が適用されないため、実情を把
握し補償の改善を求めていくのが狙い。ウーバー側
は昨年 10 月に事故時の補償制度を導入したが、労組
は適用範囲が限定的で不十分としている。５月まで
に報告書をまとめ、ウーバー側に補償内容の見直し
や、配達員が安全に働けるよう求める方針。

	 	 那覇労働基準監督署は、沖縄県内の居酒屋
チェーンの店長の男性（30）が長時間労働などで業
務上の強い心理的負荷を受けたことで精神障がいを
発病し、2017 年７月に自殺したとして、労災と認定
した。決定は 19 年 12 月 20 日付。多いときには月
164 時間以上の時間外労働があった。男性はアルバイ
から 13 年に正社員になり店長となった。月に一度程
度の休みしか取れない時期もあり、「閉店後に新商品
開発を行い、朝や昼ごろまで作業を行う」こともあっ
た。男性の兄は、会社を相手に損害賠償を求めて提
訴する考え。社長は長時間労働を否定している。

1/8	 厚生労働省は、来年４月から高齢者が希望す
れば 70 歳まで働けるよう企業に就業機会の確保を求
める関連法案の要綱をまとめ、労働政策審議会の専
門部会で了承された。70 歳就業を企業の努力義務と
する。法案は 20 日召集予定の通常国会に提出。

1/9	 環境省の中央環境審議会小委員会は、アスベ
ストを使った全ての建物の解体や改修時に、事前調
査など飛散防止対策の義務付けを求める答申案をま
とめた。政府は 20 日召集予定の通常国会に提出する
大気汚染防止法改正案に盛り込む。石綿の除去漏れ
を防ぐため、解体業者に作業終了後の確認強化と発
注者への報告を求め、作業記録は事前調査分も含め
て一定期間保存する。一方、第三者による事前調査
や作業確認の実施は、人材不足を理由に見送った。

1/10	 三菱電機は自殺者が相次いだことを受け、「職
場風土改革プログラム」などパワハラを防ぐ社内教
育の強化など労務問題の再発防止策を発表した。教
育対象を全社員に拡大。長時間労働の抑制にも取り
組む方針を示した。三菱電機では 2014 ～ 17 年に長
時間労働などが原因で男性社員５人が精神障害を患
うなどして相次ぎ労災認定され、うち２人が自殺。
子会社などでも同様の労務問題が相次いでいる。

	 	 2014 年 12 月に静岡市の男性職員が自殺した
問題で、遺族が長時間労働や部下によるパワハラ行
為への対応を怠ったとして、市に約 6200 万円の損害
賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。男性は 14

年４月に異動した部署で、10 月にはうつ病を発症し、
12 月に職場で自殺した。男性の手帳には、５～９月
に毎月 100 時間以上の時間外勤務をしていたとの記
載があった。また、毎日のように部下から叱責や罵
倒といったパワハラ行為を受けていた。地方公務員
災害補償基金静岡市支部は19年６に公務災害と認定。
遺族側は関係職員の処分などを市に申し入れたが、
市は 12 月、部下のパワハラ行為は認められなかった
として処分せず、謝罪もしない考えを遺族に示した。

1/12	 地方公務員災害補償法の施行前に大阪府内の
市役所で水道事業に携わり、アスベストによる悪性
胸膜中皮腫で死亡した元公務員の男性について、労
働基準監督署が労災と認めていたことが、分かった。
石綿にさらされた時期が（1967 年の）補償法施行前
でも、労災認定されることが分かった社会的意義は大
きい。男性は 1960 ～ 63 年、水道事業に従事。2013
年に悪性胸膜中皮腫を発症し、72 歳で亡くなった。

1/15	 36 人が犠牲になった京都市伏見区の「京都ア
ニメーション」第 1スタジオの放火殺人事件で、死
亡した社員らの労災が認定され、補償の支給が始まっ
たことが分かった。昨年に支給決定通知書が届いた。

1/17	 2019 年の自殺者数が統計開始以来、最少の
１万 9959 人となったことが警察庁の集計（速報）で
分かった。減少は 10 年連続で、人口 10 万人当たり
の自殺死亡率も前年より 0.7 人減り、15.8 人となった
。２万人を切ったのは初めて。３月発表最終的な自
殺者数は２万人超となる可能性が高い。

1/21	 陸上自衛隊守山駐屯地（名古屋市）で勤務し
ていた２等陸曹の男性が平成 26 年、うつ病を発症し
て自殺したのは過重勤務が原因として、遺族らが国
に対し、慰謝料など総額約８千万円の損害賠償を求
める訴訟を京都地裁に起こしていた。昨年 12 月 23
日付。男性は陸自第 35 普通科連隊に所属。25 年 10
月の超過勤務時間は 175 時間に及んだ。中部方面総
監部（兵庫県伊丹市）は昨年９月、男性の自殺につ
いて公務災害と認定した。

1/23	 左官だった静岡市駿河区の男性が 2004 年１
月に肺がんで死亡したのは、国がアスベスト使用を
禁止しなかったことが原因として、遺族３人が 3850
万円の慰謝料などを求めた国家賠償訴訟の判決が静
岡地裁であった。裁判長は国に計 825 万円の支払い
を命じた。男性は市内の複数の左官業者の下で 40 年
以上左官として勤務。その間にアスベストをセメン
トに混合する作業などをした。

1/30	 有限会社栄光運輸の 30 代男性が、同僚から
の暴力などが原因で精神疾患を発症し、池袋労働基
準監督署に労災認定されていた。認定は 2019 年 11
月22日付。同僚は罰金10万円の略式命令を受けたが、
現在も勤務。「労災ユニオン」によると、男性は法人
や物流会社に集荷するドライバーで、2018 年９月男
性が同僚に業務連絡した際に因縁をつけられ暴行を
受けた。けがを負い、精神科で不眠症などの診断を
受けた。さいたま地検は加害者を傷害の罪で略式起
訴し、さいたま簡裁は 2019 年３月、罰金 10 万円の
略式命令を出した。男性は2019年 4月に退職したが、
現在も抑うつなどの症状が続いている。
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