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藤安持 o1 2 0第 l
Z器労苦題。 120第 1

平成 24華料 l月 20日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働義準局

安会衛生部長

労災補償部長

石綿ぱく露作業による労災認定者事事業場に就労した労働者毒事への健康管瑛手帳

及び労災補償・特別捜族給付着量制度の周知lこっし、で

平成22年度の「石綿iまく謀容による労災認定号事事撲場J(平成日 3年 11月公表者評議場

に限90 ) の事業主に対しで、周IJ添護専務文及びリーヴレ y ト配送付し、下記2点la':依頼し

た。

ついては、事業場関係者や労働者等から相談毒事があった場合に、局審濃携の上、 γ療な

対応告と行うこと毒事により、石綿による健康被容に対する補償制度の一層の周知に努められ

たいロ

昔日

1.離職若手la':含む労働者やその遺族に対する布綿健康管理手帳の申請、労災保険給付・

特別潰旗給付金の務求に係る周知

日‘当綾取組の案書幅状況についてのアンケ…ト澗斎
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問
平成日 4年 1月20閃

事撒主の皆織へ

ら石綿健康管現手帳・労災補償制庶等の周知

2えて)t周知の取組lこ闘するアンケート欄斑のお脚し、について~

労働基準行政の椴滋につぢ ら御協力会賜り、原くお礼申しょげ決

8 て、羽綿による疾病J浪、 30 年~40 若手という長期間会経過した後 ることが多

く、既i己資事幾場合離職議 、石綿におらされる業務(以下「石綿灘務Jと

いい3置す。)~と:従事していた労働者のの中には、 i晶表の問機l咲く鯵校舎むお綿業務が

原悶となって発痕したものかどうか気付かな り、あるいは健康に不安ぜをお持ちに

なっても、対処の方法がわからないjJがいら巾しゃることが嚇;念洩れま

このため、石綿会取り扱っていた事業携に対して、現燃も勤務谷れている労働殺の

はもとより、慨に借住職名れている労働者やそのご波線の方々に、毛主綿健E経管灘手帳lとよ

る健康診断の勧灘や労災補償・特別演族給付金制度の周知等を行うよう りま

したが、今後とも周知の耳元総省と築焔していくことが必聖書と ります白(別添1r民

間企業における石綿業務に従事していたことのある場職労働者等に対する労災補

償制度停の周知の取組例Jをど重量照くだ怠い。)。

っき会しては、御多用のどとろ恐縮ですが、望号事業場におかれ注しても、食事業壌で

就労し、石綿業務に従事していた労働者やそのご遺燥の方々に対し、

由右醐傭燦…管理手幌制度の周知や申欄の勧奨

Gb労災補償・特別遺雄紺付金制度の周知と鱒求の鋤輔

をしていただきたくお願い申し上げます。(制度の概要及び申鵠手鍋き等については

別紙を御拳照ください。)
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ヰ当、 していた労働者やその御液般の方々への周知及び申告背・

tわたっては、同封した労働者やそのご瀦焼の方々への周知文明書問u添2)及

びリ…ブレット会参議撃にしていただ念、リ…ブレットの鴻加配付のご精銭があれば、殺

は都滋府県労働R惑にお問い合わせくだおい悶

、今後の石綿による健康被害事に対する補償制度等の効3私的な周知の検討に資する

ける健康管現手帳制.労災補償制成絡め周知の取組状況な抑擬した

いと講すえており波す。量産ねてのお麟いで紙!t.恐れ入り決すが、別総3のとおり周知等

の取組に闘するアンケート開査に御協カいただきますようお願い申し上げますm

り

つtきましでは、食事業場での周知君事の取組の富島臓状況(今後炎綿子予定のもの

)について、アンケぃト調査禦に御記入いただ巻、閥対しておりま十濯徴用封

筒により、平成24~終 2 月 29 悶(水)までに厚生労働省煩当あて送付レ、ただl!j:

ょう、併せてお願い$しょげ求

厚生労働省労働遺産機筋

安全衛生部労働衛生練

労災補償部補償線
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用Ij紙

健康管理学繊(布細)について

街綿業務!こ従埋葬していた方については、将来、肺がんや中t抱腹などの健康械替が悠
じるおそれがあり演す。'-れらの疾病については、石綿!と2:ら2:れてから発症設での期間
が掠常1:幾ふ離職後!こ発織するととがif>いため、健康管溜手l協制皮?を殺けて、離職後
の鐙燦轡煙者i

た隠療機関で決絞った時期に、餓膿綾蹴1!;:
内初1

l 

。申欄苧制慾
労働省が離職する際は事業織を管轄する都道府県労働局f::..離臓の後1;1;，労働者の

俄腐がある都滋府県労働局!こ対して所2をの剛務者撃を擬出していただくことになります。
廟務手続会や制度!こ関守るご相談1立、殺害寄りの都灘府際労働E誌において告をけ付けてい
設すので、お気続!とど欄麟くださいの

世灘保脆蛤付1itJ.特別趨雄納付金について

。労災晴噛給付
布綿幾務が隙閣で中ll1:躍蓄や肺がん害容の疾病変織療した労働殺の方l立、強襲幾補償.

給付や休議補償給付等の必繋な保険給付を授けるととがでi!!'a::"tQ 

B転た、石綿による疾病が膝闘で亡くなった労働者のご滋線iこ対しては瀦族補償給
付当事が交給容れ家すが、遺銭補償給付を受ける機利l式情働ヰ警が亡くなった悶の翌日
から6是正で消滅し京サ。

。特別潰旗給付金

川 l
Q 

]Ij;i:急線給付金はご造線の状況に応じて、岩手金又は一時金が3配給されまサが、年
金については鵠求悶の劇ずる月の~月分から交給されますのでE早期の諮求をお勧
めし療す。

。周知"繍求働灘の必聖書検
司〉司王綿による疾病は30年-40年という長期間後級過した後に発fをすることが多い
ためですの

⑨石綿1;1;多くの業務・作業守使用港れるとともに、問機/;1:<蟻でも発症するおそれが
あること簿から、患者本人も石綿閲漣療病の際闘が過去のお綿業務にあることに
気付かない場合があり、労災保険給付毒事の請求もしていないιともあるためです。
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民間企識における羽欄識綿!こ税務していたことのある

組職労働者等!こ対する労銀補償制牒等の周知の取組側

別添 1

o ;I息織された労働者ごとに惜鈍補償制股等の情報望号郵滋等!こより機供し

ている。

O 自社のホームページ!こ備艇齢断の探検や崎純補償制服等の情報を繍載

し、閥来日後行っている。

O 健B軽妙断紬県r::基づ会労災禍倒制蹴等!こ闘する相麟・対応を結当翁!こ奥

施しているの

O 聞社!こ石綿相綿織口安置慢し、 i膿輸された労働者等からの有綿に闘する

各櫨欄輔、対応を実施している。

O 結綿によ{)疾病の健麟智明手I憾の申繍t::闘する支舗の興施や、健康管溜

苧I憾疫所有する方に対する健康診断受鯵状却の織組寄撃の取組を擁施して

いるの
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別総2

厚生労働省でi士、お綿におらおれる業務(以下「石綿業務」どいいま十。)に従事し

いた労働者(階住職者合合み設す， )に関する機嫌管理対策及び労災補償毒事1::積機的iと

取り組んでいるどころです。

いずれかに該当する:dl念、健康管潔手帳又は労災補償等の対象iとなり

ので、最寄寄りの労働護主主惨敗P僚懇又は都滋府県労働局〈の相談X'.!立毛存続替わ~、ず行ってく

dv 、。

、御不明な点、がありましたら、殺害千りの労働芸事態車窓綴響、又は都滋府県労働局凡お

問い合わせくださいω

1 弔省苦綿健燦管灘宅乎終戦綴量制皮 (者都官滋R府智9県拠労4働働局噌... 内内，仰《内、、、、、、、

( 1υ)司布可綿製i巡竣し、又は取り扱う業務lと…定期間以上従事していた方(※)

φ石綿の製法作袋、石綿が使用怠れている保協材、耐火機宅資材毒事の務付け、補修も

しくは除去の作業、司王綿の吹付けの作幾X'.!土石綿が吹き付けられた議築物、工作

物毒事の解体、破砕考察の作費誌に 11i匹以上従彩。(ただし、初めてお綿の粉じんに!;!

く熔した日から 10年以上級過していることの)

φよ昔日の作芸能以外のお綿を取り扱う作芸誌に 10年以上従事φ

(2)石綿告と製滋し、又は取り扱う業務(臣室援業務)だけ?なく、間じ作幾場内で石綿

直後取り扱わない業務(周辺業務)に従事し、の布綿!;!く語審の所5もがある

:d(平成21年4月1闘から対象)

※石綿健康管漢学憾の対織となる1]1土、転車説又は退職し、現在l土石綿iこ係る業務から離れているjj

となりま

2 労災補償・特別遺族給付金制度(労働基減数管轄への相談・繍求書Eお勧めします。)

(1)石綿業務が原悶で肺がんや中皮腹等の疾病が発症Lた方やそれらの病気lとより死

された労働者の御濃旋

( 2 )平成 28年3月 26悶までに石綿による疾病により亡くなった労働者のど遺族で

時効により労災保険の澄篠補償給付金受給することができない方
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JlIJ添お

筏綿3義務lこ闘する退職労働者毒事!と対する労災補償首相l皮等の

周知の取締についてのアンケート澗驚潔

獲農撒;:s

韓議議膿品it

間1 石綿講義務に係.Q退職労働者及びその御漉族の方々(以下「退職労働者等J.!:い

う。)1こ対する布綿健康管現率幌制度・労災補償制度等の周知lに係.Q取締安行い

寂したか(行う予定があり寂すか)。

L I;:l:い

2 いいえ

悶2 問1において 1と悶衝した場合、どのような取締を行い寂したか(符う予定が

あり旗すか)。骸識する事時勢!こOをお付け〈ださい(機数悶答可)。郵滋した

件数等取締の爽繍についてもお分かりになる範闘で御間入〈ださい。

なお‘数についてはおおよその微で構いません。

CDi恩織寄れた労働者等ごとに、健康管理手帳制度・労災補償制度等の情報を郵滋

等!こより嬬供している(予定を含む)。

i虚職強働者毒事に郵送した件数 件

@ 自社のホームページに健康管現手帳制度・労災補償制庶等の情報管掲載してい

る(予定後食む)。

ゆ健康管現亭I械制度潤労災補償制度等!こ関する相談・対応を験場著者!こ実施してい

る(予定梼含む). 

相銀・対応等を持った件数 件

④ 闘社に相綴窓口宏被慢し、退職会れた労働者等からの石綿に関する唱を積相談、

対応奇襲施している(予定を禽む)ω

相談・対応婚を符った件数 件
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⑥ その他の取組

{お麟い]

情報の機供・掲示等!こ使用した繊細文又Ia:リーフレット等がある場合l説、滋議撒

をおかけしますが仙一部御間封ください議すようもお闘い崩し上jず家主a

問3 ~取組lにおける情報の縫供・掲示簿について、どのような情報が役立っているも

の必お若宮えでしょうか。験滋する型番号|に0'.をお付けください(機数問答河)ω

① 労災保険給付・特別翁旗給付金制l成や繍求手綿密事!こ闘する ζC:.O

(ID 鍵燦管溜'"嶋制皮及び2ド制度!と義づ〈憾燦齢断1::闘1"ること。

③ 害事業織にd活ける石綿による焼摘の健際相鱗滋口の線内!こ関すること。

④ 埋葬議場における過去のお綿製品の使用・轡鴎状況に関するぷとα

⑥ 2事業場におけるお綱!とよる疾病の発虫色!こ関するとと。

⑥ その他

問4 お綿に闘するi.!&職労働翁等!こ対する健康轡砲事1憾や労災補償制度害容の周知、精米

勧総の取締について、悶l二主主裂したい埋葬演はどのようなととですかの該当する議-iS-

!こO~をお付け〈だðい。(機数悶笹河)

(j) マスメディアを活用した周知 a 広報の紘光

② 個別都議場!と対する制度の周知の拡充

③ 者審議場における周知の取締!と対する閣からの支援

④ その他
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アンケ…ト1;1:以上でごがい1較すω 御協力いただ綾織にありがとうどがい模した。

本アンケート!とついて、御不明な点有事 ~i!い複したら、下関線灘演でお問い合わせ

l'~い。(時間帯によって l説、灘絡がj絡み合う場合もどがい設す。お換がの場合l誌、

下記のとおり FAXでもお問い合わせ3皆様lナ付けており複す。)

日露悠労働翁労働議機潟労災補償部補償線議務係(捌急措 機関、松浦)

TEL: 03-5253-1111 (内 5464)

FAX: 0 3 -3 5 0 2 -6 4 8 8 
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~明脱臼1年4月1日より醐昭輔概和制撤む獄。器官官~

間働盟禽閉会民法蹄行令絡の目立IEIとより、相綿織欄!と縦壊した鵬鵬樹稜糊織と i 
j する偶蹄鱒盟事轍の3(付対撤端鞠が平成段 1年4月1悶より鰍大t!れE殺す。む

i れ!とより、右綿埼管制醐し、況は取り鵬う機購(阻機嫌務)だけではく、問じ作

期欄内で羽綿唱を聞り蝿わない轍鵬(周辺繍掛)Iこ従事し、-];Eの:c綿ぱく盟の
附Fもがある方も櫨館館盟事輔の置付の対撒となり ~9.
部お、お細醐締lこ従事事g-i>:5Z1涼過迎!こ従事していた的働者!こ対して響詩患者が

災施すあ祖糊髄麟臆酬の対換機舗にも周辺機澗が加わり宮官官1"0

指綿畿務!こ従事しtごいた方については、将来、肺がんや中皮腫悠どの健燦被警が
主主じるおそれがありを貨す。とれらの疾病については、石綿!こe!S訪れてから発暗法
での期間カt非常に盛く、離職後に発症するととが多いため、健康管盟手帳制度唱を設
けて、盤瞳盤gJ健躍轡規正吉行っており;;;9(※)。
艦長発轡理手憾の交付を堅苦けると、指定された医療機闘で決まった時期l己、健康診

断を6ヶ月!と 1回、無料で受けるととがでさます。
主主治、事績轡が労働者!と対して鍵織する健康齢断の費用I誌、率難者の負担ですφ

封民健康管理手憾の対象となる方1乱溺宏!と石綿難務lこ従事しており、その後に車両隣又I<l:l滋職し、

現在l高石綿機務1J'5離れているカ(;1;;.りi!l:!t0 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
平成21年3月
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以下の波綿部の雛櫛が、今問新た!と対識として盟加訪れ置した。

高欄(むれなぞの滋繊の0.1パ叩セントな崩えて曾有する製剤その他の物唱を

机)の醐削減鍛いの糊(醐醐)及び組問搬日側側胤驚

鍔散する槻断におけ.1)諜務{胸組業糊)が対殺です。臨接灘務の代表例として

は以下のよう砿作携がおり*90
・期間・船舶内の阻切られた慰問における百綿を取り掛う作幾

.石綿の欧付け作議

・石綿製品が被器器材又は題材として用いられている建物持の解体作鎌

・沼綿製品の翻縮工程!とおける作鎖

「周辺購櫛Jの対職者とは?

石綿の製織:SZ{(j;取腕い繁務(箇按撲務)に伴い9誕生した右綿粉じんによる健

康被喜怒鳴を防止するため、関係轡以舛の立入績止措糧費者E灘じるよう隅1!a'れた作

祭場内で宿綿後IIlÞ綴わ掠い作灘Ii:従事し、石綿の粉じん!こI~く議議したおそれ
がある方が対象と砿ります。なお、当該作業lこ従事していた時に、省綿による

じん腕儲康総甑後援競合れていた15除、対鋤とおりを!e1r.

ZRのいザれかの堕件!と鞍過する噛曲、健購管理手臓が3c付"dれます。

(1)岡肺野!と石綿による不整形陰影があり、:SZ1(j;石綿による胸膜肥鱗があるとと。

{蘭溜3義務>>ぴ綱迎議臓が対識)

(2)下田の作紫に1年以上微萌していた方。(ただし、初めてお綿の粉じん!とぱ

く長議した臼から10年以上級過していること。)

{国;糠鍵磁のみが明書島)

・石綿の製造作灘

・石輔が使用されている傑温材、耐火被穏材等の膿付11，補修もしくは除去の

作幾

・石綿の吹付けの作業立は石綿が吹管付けられた建築物、工作物等の解体、

破砕等の作業

(3) (2)の作議以外の石綿を取り扱う作縫!と 10年以上従事していた方。

(薗織義務のみが却現段)
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<D 対象著者l氏お綿作機|こ継縦して従事していた方lζ限5れ淡す。

@ 君主付鰐件の(目、 (3)雨対の抑欝股がある方lについては命簿ずあととがで

合E長官to(訟)の従事期閣の月数を 10俄し、 (3)の縦横綱簡の月数1<:践し

合わせ、合審十が120ヶ月以上の場合!と!弘容l憾な鰻1:ナ取あことがで法務秒。

(例): (2) 1に6ヶ月間、 (3)I亡6年間従翁していた場合

吋(6ヶ月 x10)+6年(ブ2ヶ月)なお 132ヶ月み 120

吋手帳授受け取るごとがでそ苦言貸す。

川町'...，..…叩ゆ恥叩-".一一・例外州川相判山…ω 叩匂嶋崎両…… ω 叩 ω"“叩句 、v 、一一 ……川一…一時同 ω … 一 … 

開棚!とつを器官しでは、午官官の厚生労働省ホ叩ムページ鳴をむ惨照くだ2ざいω

.r石綿!とお5e!れる作蝶(i:従司節していたのでは?J (:II)悶e!れている万へ

(http://www.mhlw.go.jp/new剛info/kobetu/roudou/品目kim日n/roudousya2/index.html)・r石綿lに関する綴E賢官隊組手I憾Jの交付につい"c
(http://www.mhlw必o.jp/n日w-Inf口Ik口betu畑udou/sekimen/techo/lnd日x.html)

.指糊健勝宮診断股ぴ布線健康機混手憾の責轍者の見隠し!と関するQ&A
(htto:/lwww剛mhlw.go.J口/附w-info/kobetu/roudou/sekimen/qa/090401-1.html) 

離職の際!こ[3:欝難場の所在地帯を管轄する都潟府際労働局へ、離職の後l法嗣謂

畿の住所t協の都道府県労働j筒へiEf'l摘してくだe!い。対働胞による簿登後、交付

饗件に麟泌する場合には手l慌が3J!'付e!れますα

φ 倒閣鱒現乎帳寝付申請書

盛期臨樹窓入力lii~載し1と鍵務鵬

上田司〉、命!と加えて

~ 石綿作議(麗按作幾&び周辺作議)1こ従事していたこと丑げ従事期間lじっ
いて記載2された明3感謝の証明帯

必審議著者の証明繋が得られない場合、または不十分な場合!こl乱期輔費型型

tl醤lζ加え亡、行綿作業!こ従事していたとと;&ぴ従事期間について配載e!

れた2名以上の同僚省の龍附議

CID 議事業著者の証明君勢、隠僚替の誼明議ともに得5れ低い場合、又は不十分な場

合lζは、申髄者の申立書!こ加えて、事蟻暢における誼鵬鱒磁器棚の窓人へ

の綿製湖刻、社禽保輸の被保隣轡閉鎖、給与明細、睡用保闘に係る鑑鴫曹

をi添付してくだe!い。・交付聖書件の(1)1こ該当する場合l乱レントゲン等車、 CT写真、じん腕健康

診断結果証明欝等も拠出してくだtざし)0

J 
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.健E繁簡潔手順3i:付期謂欝、 E拘鰐樹立ド人が配載した幾務腰、朝幾轡の自在明議、

申摘著者の申îz:欝、問僚接言の蹴明議についてはJI1i'震の用紙暗号使凋し官<re~ I.\Q

-必饗!と応じて、期補者、事機様、間僚著書の方への聴a取り調査が行われると

とがありま官。

.氏名、住所、潟結婚特等の個人情報Ic:t、健康診断の鶏内を遡矧するため、都

道府県労働問より健康総断鳴を紫搬する臨療機関へ提供2されるととがあり釈す

のでごア持政くだe!い。

.~刺繍時|こ燦出ë!れた欝類l説、レントゲン等の写真理監除後遺細いたしかね釈す

のでなγ完投くだ設し).

.申踊I~必翻獄もののうち、ぐむ滋ぴゅのみでの期締'*締め6れ稼tI:ん。

-健康管理手憾の鮮細については都灘府県労働問(安全衛生観3Z1c:t労働衛生練)

にお問い合わせくだ2ざい。

-健康管理手帳の交付経懸けられた方であっても、石綿による療器(波)増告発

症し、労災請求した場合にlみ労働遮準厳欝識において石綿1<1く織作紫慌議事
艦等曜を翻資の上、調A:選準lこ滋づいて業務上の病荊lこ該当するか務かそ判断

するととに1eW百貨1t.

・1;J..お、労iii請求については最寄りの労働基準監督醤にお問い合わせくだZざい。

(注) 省綿による疾惣…石綿腕、肺がん、中E壁際、民怯石綿胸水、びまん俄胸膜目目勝
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，~迫

その その繍状は

Lアスベスト l

ません
AU叩"';"0.，，，，，.，，附"";'."山U 知山市〆

と駅腕に、肺がんや中皮腫なとで
亡くなられtc.加はい旗せんか?

帥蛸崎岨‘
"'"..ι 

f日叫刊相川町川

息切れ、胸が苦しいなどの
癌状が出てい旗せんが?

l献よる腕痛と縦された掛合各種給慨 I

甥けることカ吋窓ます。 I 

φあ、I~\出だりのある7Jf誌、以下の機関にご相撒くだとさい岱

・お泊くの間働基準監簡輯まだi法制温府県沼(副局
・独立行政法人膿措再生保全機構

陣生卸働省・膿境省・〈独〉盟鏑再生保全機構
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J (φ硝 (:PAベスト〉による欄

静穏綿1;1:.纏めて細い繊維で、熱や燦憾などに強〈、丈夫で液化しにくいという特性後持って
いることから、過去に石綿が大量に輸入~れ、 ~E伝言fz誌な工業製品に使用されて~'tしたω

快このため、右綿の輸入業務に閥わった方やお綿製品型軽取り扱う喜怒業(例:鐘綾撲‘盗船議)

で仕草裂をしたことのある方l弘樹綿を吸い込んだ可能性が潟いk償えますの

険家た、仕事中!こ石綿を吸い込んだ方が雄お』設なおf事業望号t.i:ど!こ付澄した石綿巻、そのご猿
機が吸い込み他病気になることもありE較すの

砂羽綿を吸い込むことにより発掘援する狭病にl説、(D中皮陸、(2)肺がん、ゆ布綿肺、⑥び1::ん
性胸飽ß~原、(め良性石綿胸ykなどがあり、呼吸線系の疲状がよく現れます。

ル布綿による療病l立、お綿~吸ってから鼻常に長いま五月を継で発症するニとが:*:~な特徴で
す。(例制点中皮腿の場合、その多〈が35年前後という長いj勢伏期聞の後に織療するとさ
れてい蕊す)

[φ祖輔が廠悶で欄になっ仕掛命的欄惜・糊制服 ) 

あなた(按たは亡くなったど
禦線)について、隊帥から
「宿綿(アスベスト)が版図の
病気です」と食われたら…

※ 石綿がB事闘の病気!こなっていなくても、i品安!こ石綿r:関する職自震
がある場合などは、年!こ畳間無料で餓燦診断後後官舎でをきる「石綿俄康
管滋手帳Jの受付を5をけられる場合がありを1':90

お近くの翻II議府県労働問へど相談くだe'<い。

あなた(または亡くなったど家総)は、仕事で石綿を取り扱ったことがありますか?

呂田

明日 ※労働者と1立、「織~の秘繍聾問わず、事業f::使舟寄れ、賞金者:li!:払
われ品者』世いい、アJレバイトやパート'!Iイすーなどのili:Jll~ !!l1f<l:問
い;1;せんの

_L 
R 山町1

iいいえ l
h例町戸地

あなた(家たは亡くなったご家族)1説、労働者側)または労災保険の特別加入者ですか?

蝉誕偶雌削艦による「摺指備陣紬付J
'*たは

による「特別漉締結付金J
(労災謀議の盤強補償給付の鈎求権を5年の時効iこより失った場合)

を受けられる場合があります。

宿拙櫨雌拙噛粗描制直

による r拙潰錨付」

を受けられる犠合があります。

今(組〉溜嫡宿生保金楢構に

C祖鋭ください。
→お鐙〈の蝉轍謀旗開書醤績予安定は都道府健~働閣に

ご精鋭くだt空しし

(型車絡先i式、4ページfお問い合わせ先一豊富Jへ) 。(フ円イヤル) 拙
0120剛 389働 931 吉舵五

時給付の鮮u、内容は、次のベ{ジの一覧表をC醐ください 〉
2 
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i・都制腐の棚都〈一蹴)
-
W旬開仰

制

時間 ゴ園、l問棚田..岨開 申 目 1開 1則...酬酬申~司。 1町開'蜘 ....， 閉~酔~叫l 品目 国申". "'"イ~

九¥九 自骨3結綿蛾鰍付 特別甜繍納付* 救済紬付

平成28年3月初日11:で!こ省線

(j)労働者監察たは労災保険の
による病気で死亡した労働省 |∞新労綿災織保崩険制換とならかい

(特別加入翁唱を食む)のi議燦
線被害警翁(:S綿奇抜うイ士

支給対縁者
特別加入者 (市A) 績をしていたかどうかは聞い*

ぜん)
@よ自己(j)の滋族 員持労災保障誌の鴻旅補償給付i帯域

機!こ限智駐時り殺効す(目幡岩手)1::より失った鳩倫 @紛Cむの溺篠

(a)中皮綴
(a)中段腹
(b) :S綿館関性肺がん

(b)省綿緩闘性肺がん (c)省綿肺
対縁疾病 (0)お綿肺 (d) '($11:ん悦胸膜服陸軍

(d) '($i主ん性胸膜H臨時事
(e) .際他者宮綿胸水 ※(oXd)1ふ理事しい呼吸機能隊瞥桂

伴うものに織り議1"0

-苦言綿取り扱い工場の近隣lζ騎

-結綿の~'ì!f寸 lナ 依していた

者5紛1:: -省綿を1!!'む建物の解体 -省綿取り扱い工場で働く人の作

さらEきれる -お綿習を食む製品の詩型鎗‘カ日I S梅毒奇~草色滋していた

::'Eな機会 -労災保険の対書記とならない人が、

など~~守う場合 石綿を取り扱う仕事ぜをしていた

などの場合

①労働者11:た1;;1:労災保険の
①労災保隙宅専の対象とならな特別加入者

-損壁議補償給付(自己負繍な い街綿健康被害警準君

しで沿線が授けられiif;;1") -特盟IJ滋燦年金 調臨療費(陶己負姻分)

測体型院補償給付(法) (胤則240J:i門/年) -自慢主番手当(約1QJ:i内1，El)

給付内容 @よ昔日①の綴族 被た1立 @よ:rt!①の溺鍛

-滋族繍昔話給付(滋) -特別波書長一時愈 -特別湾総弔慰金(滋)

(年金または一時金) (1200]宮内) (280万円) など

おど

Oi)ご本人の賃金により給付繊
(注)ど本人が申錆しないま;;j;:亡く

が典なり設す際
なった機命。

給付内篠により輿なり設す。
対象挟痛や死亡時期によって
興なり設す。

務求期限 ※濃自長補亡償くな給っ付たの聞繍の求灘権臼l立、ど 平成例年3月27悶何回)
く例〉

本人が から5 中5U匝ぜ平成19却3}号2日間;;j;:C'1こ
時効により消滅します。 亡くなった方のど績篠からの論堅持

期限平成34年3}司27閏仲間

お近〈の労働畠機監督場旗たは都道府県時働局 (轍)酒場再生慌金機構

綴誠$'t; 合唱r島労給災付保!二険嗣相ず談るダ一イ般ヤ的ル指Jごで筑も間については、 ゆ (フリーダイヤル)
正越RCA 受け付けていますり 0120-389鍋931

詳しくI;l:;，議薗告ご覧ください。

都成23年の『右綿による鎗際線指揮の紋済に闘する法律Jll!l:lEにより、
(叫H特車IJ波線給付愈」の支給対象が撚大され、改lEX1J1こ1<1:支給を受けられなかった平成19J!F3月27臼以降{こ死亡した方の

ご遺族についても受給を受けられるように私り諒した。
仲間r特別量華族給付金Jおよび「特別進i燦弔慰金等jについて、それ訟での論求期限が組益準益されてい望書す。

s 
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(φお問い合わせ鋤噌

問3健保階紺付ゅ特別細腕紺付撤〈石輔綿服搬掛轍繍制肱)，ごついて

《加盟〈の惣働基湖監歯輔液肥1;:1:都漉府県間働鵬》 固

」一
蕊管議|

(戸畑地…策) http://www.mhlw柳川

郷滋府県労働局労働基準制労災補償線

い..........i ........." • ~ ~~・ 間山 |086(225)2019 

広島 11082(221) 9245 

山口 11083(995)0374

徳島 11088(652)9144

1iJlI 11 087(811)8921 1 

愛媛 11089(935)5206

山盟記盟位盟25

盟μ幻斗但段
0952(32)7193 

011 (709) 2311 司古川 UIO¥iCOO)斗'1<:り

017(734)4115 機弁 0776(22)2656 。19(604)3009 山梨 055(225)2856 

022(299)8843 026(223)0556 

秋悶 018(883)4295 峨t誌 058(245)8105 

山却益 023(6坦4)8227 静岡 054(254)6369 

干高 024(536)4605 軍駐知 052(972)0盟61

綾城 029(224)6217 =議 059(226)2109 

栃木 028 (634)自118 滋賀 077(522)6630 

君事潟 027(210)5006 E究都 075(241)3217 

崎3i 048(600)6207 大阪 06(6949)6507 

ぷF-~農 043(221)4313 

東E買 03 (3521)1617 

神様川 045(211)7355 

潟 025(234)5925 
明山 076(432)2739 

098(868)3559 

《騨鑑澗醐歯のffiームページ)) h悦p://www.mhlw.go.jp
トップページrクローズアップ隊法労働省J~クリック令車車問鋼労働「アスベスト(お綿)Jへお灘みくださいω
(労災級恕等家殺湖一覧殺など、苦言綿情報後期総してい複す)

《労i佐保闘相麟ダイヤル>) 05ア0-006031/媛付時閲平日9:00.......17:∞
労災保険給付や特別遺首長給付金1;:闘する一般的なご質問については、こちらでも童話lナ付けてい*'to

※ご事IU自にあたってl弘 i副首料がかかり設す(会関一律料金)α

融滑組付(祖綿傭崎被瞥撤滑制臨〉について

《拙立行間出入閣繍再生保全棚構〈庄内CA))) 
(フリーダイヤル) 0120-389-931/受付時間平悶日:30-17:30

(ホームページ) h叩 ://www.erca.g白Jp/帥倒防$/刊ト伊山一一一一一

明司石綿救済 11糊‘E
《蝿蝿借地市盟蝿事縮問)) I.iii 同

(ホームページ) h悦p://v州 W訓 v.gojp/r時 ion/

同北海道地方線犠事務所(札幌)
011-2自由一19日記

且東北地方磁場議務所(仙台)
022叫 722-2867

-関東地1;l襲犠準務所(さいた*l
048-600-0815 

・新潟事務所(新潟)
025-249…7575 

-中部地方E盟議場務所(各省媛)
052 955…2134 

-近畿地方議場事務所(大阪)
06-4792-0703 

-中悶悶悶地方繍袋箪務所(岡山)
086-223-15日1

.?，堅松事務所(高松)
。自7 811-7240 

ヲ卸よ飽のほか、最寄りの傑健所でも栂餓睡申踏を受け付けています。

-広島事務所(広島)
082-511-0006 

-九州地方織機喜事務所(熊本)
096-214-0332 

咽繍問事務所(格闘)
092-437-8851 

4 




