平成 17 年 10 月

第 12 号

西川事務所の

アスベスト(石綿)とは何だろう

奇 跡 の 鉱 物

静かなる時限爆弾

．．
行政の対応と救済だけでなく、自らの防衛、防御、防災が必要
主な疾病
疾病名

特
徴
石綿に原因が限定されているじん肺。石綿を吸い込まなくなっ
石綿肺（じん肺の一種）
た後も進行する。

潜伏期間
15〜20 年

石綿を吸い込んだことがない人と比較すると発ガン率が約 14
倍高く、喫煙とも関係が深い。

15〜40 年

悪性中皮腫

肺の周りの胸膜だけでなく、肝臓や胃などの周りの腹膜にもで
きる悪性腫瘍。

20〜50 年

長年にわたり軽微であっても石綿を吸い込んだことがある人
（主にその種の職業従事者）に顕著な症状。

数年以内

肺の機能障害を起こすことはない。

20 年以上

良性胸膜疾患

肺がん

胸膜炎
びまん性胸膜肥厚
円形無気肺
（無気肺性偽腫瘍）
胸膜プラーク

発病の可能性がある主な症状
1. 息切れがひどくなった。
4. はげしい動悸がする。
2. せきやたん増えた、たんの色が変わった。
5. かぜをひいて、なかなか治らない。
3. たんに血液が混ざった。
6. 寝床に横になると息が苦しい。
※ 日常生活で上記のような症状が出てきたときは、ウラ面記載の窓口に相談されるか、
最寄りの医師の診察を受けましょう。
（ウラ面へつづく）
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ご存知ですか？ こんな制度

問 題 で す。
（解答・解説はウラ面）

育児休業期間中の社会保険料の徴収の特例

産前産後の措置
使用者は、 ア
週間（多胎妊娠の場合にあっては
イ
週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求
した場合においては、その者を就業させてはならない。
この場合の出産とは、妊娠
ウ
箇月（１箇月は 28
日として計算されるので、85 日）以上の分娩とし、流
産・早産及び人工妊娠中絶も含まれる。また、生産・
死産は問わない。
使用者は、産後
エ
週間を経過しない女性を就業
させてはならない。ただし、産後
オ
週間を経過
した女性が請求した場合において、その者について医
師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し
支えない。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。

生後３歳未満の子を育てるために休業している被保険者を
使用している事業主が、社会保険庁長官（社会保険事務所）
に申出をしたときは、その休業を開始した日の属する月から
その休業が終了する日の翌日（３歳の誕生日が限度）が属す
る月の前月までの期間に係る健康保険および厚生年金保険
の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分ともに徴収は行
われません。
休業開始日は、子の実母の場合は出産日から起算して 57
日目以降、その他の者の場合は出産日の翌日以降です。
つまり、産前産後の休業中は保険料を支払わなければなり
ません。産前産後の休業中の被保険者には健康保険から出
産手当金が支給されますので、そこから被保険者負担分を
会社に納めてください。
退職して健康保険を任意継続している場合は、被保険者と
して休業しているわけではないので、任意継続の規
定通りの全額を自身で支払う必要があります。

吸い込む可能性が高い作業（６ヶ月以内ごとの定期に健康診断を）
1. 石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出また
は粉砕その他石綿の精製関係
2. 倉庫内等における石綿原料等の袋詰または運搬
3. 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品の製造工程
4. 石綿セメントまたはこれらの原料として製造さ
れる石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセ
メント製品の製造工程
5. ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内熱
機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッ
キング)等に用られる耐熱性石綿製品の製造工程
6. 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩
耗性石綿製品の製造工程
7. 石綿の吹付け
8. 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保
温のための被覆またはその補修
9. 石綿製品の切断等の加工

10. 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石
綿紙、石綿フェルト等の石綿製品（電線絶縁紙、
保温材、耐酸建材等に用いられている。
）または
電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料
等の石綿を含有する製品の製造工程
11. 石綿製品が被覆材または建材として用いられて
いる建物、その附属施設等の補修または解体
12. 石綿製品が用いられている船舶または車両の補
修または解体
13. 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク（滑
石）
、バーミキュライト（蛭石）
、繊維状ブルサイ
ト（水滑石）
）等の取扱い
14. 1〜13 の石綿または石綿製品を直接取扱う作業の
周辺等において、間接的な曝露を受ける可能性の
ある作業

主な使用箇所と材料（興味本位に割ったりしないように!!）
1. 瓦、スレートなどの屋根材
3. 防音材、断熱材、保温材、結露防止材など（天井・壁・床など）
2. 煙突
4. 自動車のブレーキパッド・クラッチ板、ボイラーパイプの被覆
※ アスベストと間違いやすいものにロックウール（岩綿）があります。ロックウールは吹付け材、
断熱材等に広く使用され、繊維状・綿状で形状がアスベストに良く似ています。他にも間違え
られやすい製品としてバーミキュライト（ひる石）
、パーライト、グラスウールなどがありま
す。なお、ロックウールの吹付け材等にアスベストが含まれているものもあります。

高梁地域の相談窓口
内
容
健康被害
室内環境の衛生
健康管理手帳、健康診断、労災補償
環境・廃棄物
消費生活

相 談 先
高梁保健所保健課地域保健班
高梁保健所衛生課
新見労働基準監督署
高梁支局総務環境課
岡山県消費生活センター

電 話 番 号
０８６６−２１−２８３５
０８６６−２１−２８３７
０８６６−７２−１１３６
０８６６−２１−２８２０
０８６−２２６−０９９９

岡山県内においてアスベストの分析が可能な事業者一覧
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/taiki/asbest/analysis.html
なお、次回の内容は 健康保険の傷病手当金 です。
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Googleツールバー Version 3.0.x
http://toolbar.google.com/intl/ja/index̲ie.php
Internet Explore や Firefox といったブラウザにツールバ
ーとして追加され、Google のサイトを表示しなくても、ツ
ールバーから検索することができます。通常の「ウェブ検
索」のほか、
「イメージ検索」や日本語サイトのみを検索で
きたり、ポップアップ広告のブロック機能も搭載。

社会保険労務士 西川事務所
.com Master 2004 ☆☆ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検定)取得
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西 川 浩 二

〒716-0033
岡山県高梁市南町 183
TEL 0866-22-7568
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0866-22-8184

URL http://stop-click.com/
e-Mail

nishikawa@stop-click.com

解 答 ・ 解 説（ご意見・ご質問を承ります）
ア.:６、イ.:14、ウ.:４、エ.:８、オ.:６
ア.:結果として、６週間（多胎妊娠の場合にあっては 14 週間）
以内の出産予定日が遅れた場合は、その延長した日数は産
前に含まれます。また、出産当日も産前に含まれます。
エ.:産後の休業は、請求の有無に関わらず、就業させることが
できない強制休業です。
産前産後の休業中の賃金に関する定めは、労働基準法には存
在しません。つまり、有給・無給の扱いや、賞与・退職金の
算定対象期間および昇給・昇格の査定対象期間に含めるか否
かは、会社の自治にゆだねられます。
年次有給休暇を与えるための出勤率の計算にあたっては、労
働基準法により、産前産後の休業期間は出勤したものとみな
します。
最後の段落の妊娠中とは、産前６週間以内や妊娠４箇月以上
に限らず、妊娠判明から出産までの状態のことを指します。

