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日本医学会会長

殿

厚生労働省労働基準局長

石綿 による健康被害の救済に関する法律の一部を改正す る法律等の
周知 について (
依頼)

平素 よ り労働基準行政の推進 につきま しては格別の御理解 と御配慮 を賜 り厚 く
御礼 申 し上げます｡
また､石綿 による疾病に係 る労災補償制度の周知等については､特段の御配慮
を賜 り､重ねて御礼 申し上げます｡
さて､ ｢
石綿 による健康被害の救済に関す る法律の一部を改正す る法律｣ (
平成
20年法律第 77号O以下 ｢
改正石綿救済法｣ とい うo)が平成 20年 6月 18
日に公布 され､同年 12月 1日か ら施行 されま したD
改正石綿救済法によ り､特別遺族給付金の請求期限が ｢
石綿による健康被害の
救済に関す る法律｣ (
平成 18年陰律第 4号O以下 ｢
石綿救済法｣ とい うQ)の施
行 の 日か ら6年 を経過 した とき (
平成 24年 3月 27日)までに延長 されま した｡
また､特別遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の 日の前 日 (
平成 18年
3月 26 日)までに死亡 した労働者等の遺族の方であって､労働者災害補償保険
法 (
昭和 22年法律第 50号｡以下 ｢
労災保険法｣ とい う｡)に基づ く遺族補償
給付の支給を受 ける権利が時効 によ り消滅 した方に拡大 されま した｡
この施行に当た り､政府 では､適切に特別遺族給付金等の請求手続が行われ る
よ う､現在､様 々な媒体 を活用 し､
●
本給付金の内容に関 して広 くその周知及び広
報 を行 っているところです｡
つ きま しては､別紙の貴会分科会 に対 し､厚生労働省か らポスター､ リーフレ
ッ トを送付す ることとしてお りますので､貴会及び石綿による疾病に関係の深い
貴会分科会の会員各位 に対 し､その周知について､特段の御配慮 を賜 ります よう
お願い 申し上げます｡
なお､労働者等であって石綿 に さらされ る業務に従事することにより､中皮腫､
肺がん等 にかか り､現在療養 中の方等については､従来か ら労災保険法に基づ く
給付の対象 となってい るほか､労働者以外の方に対する石綿救済法に基づ く救済
給付 について も改正 (
医療費等の支給対象期間の拡大等)が行われたことについ
て併せて御承知おきいただき､その周知に御配慮賜 ります ようお願い申し上げま
す｡
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平素 よ り労働基準行政の推進 につきま しては格別の御理解 と御配慮 を賜 り厚 く
御礼 申し上げます｡
また､石綿 による疾病に係 る労災補償制度の周知等については､特段の御配慮
を賜 り､重ねて御礼 申し上げます｡
さて､ ｢
石綿 による健康被害の救済に関す る法律の一部 を改正す る法律｣ (
平成
20年法律第 77号｡以下 ｢
改正石綿救済法｣ とい う｡)が平成 20年 6月 18
日に公布 され､同年 12月 1日か ら施行 されま した｡
改正石綿救済法によ り､特別遺族給付金の請求期限が ｢
石綿による健康被害の
救済に関す る法律｣ (
平成 18年法律第 4号｡以下 ｢
石綿救済法｣ とい う｡)の施
平成 24年 3月 27日)までに延長 されま したD
行の 目か ら 6年 を経過 した とき (
また､特別遺族給付金の支給対象が戸綿救済法の施行の 日の前 日 (
平成 18年
3月 26 日)までに死亡 した労働者等の遺族の方であって､労働者災害補償保険
法 (
昭和 22年法律第 50号｡以下 ｢
労災保険法｣ とい う｡)に基づ く遺族補償
給付の支給 を受 ける権利が時効 によ り消滅 した方 に拡大 されま した｡
この施行 に当た り､政府では､適切に特別遺族給付金等の請求手続が行われ る
よ う､現在､様 々な媒体を活用 し､本給付金の内容に関して広 くその周知及び広
報 を行 っているところです｡
つきま しては､都道府県労働局か ら都道府県医師会及び医療機 関に対 してポス
ター､リー フ レッ トを送付す ることとしてお りますので､貴会におかれま して も､
都道府県医師会及び貴会会員各位 に対す る周知について､特段の御配慮を賜 りま
す よ うお願い申 し上げます｡
なお､労働者等であって石綿 にさらされ る業務 に従事することによ り､中皮腫､
肺がん等 にかか り､現在療養 中の方等については､従来か ら労災保険法に基づ く
給付の対象 となっているほか､労働者以外 の方 に対する石綿救済法に基づ く救済
給付 について も改正 (
医療費等の支給対象期間の拡大等)が行われたことについ
て併せて御衆知おきいただき､その周知 に御配慮賜 ります ようお願い申し上げま
す｡

