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季刊

　家内労働者のみなさまが安全で健康に働き続けるために、日頃から作業場の安全に気を付け、環境
を整えることが大切です。特に動力ミシンや有機溶剤等を使用する業務に携わる方たちは、常に災害
が起きるかもしれないという意識を持って作業することが重要です。
　家内労働に従事している家内労働者の方、家内労働者に仕事を委託する委託者の方は、家内労働法
上の安全衛生措置を講じて災害の防止に取り組みましょう。

○作業環境改善助成金制度
　有機溶剤やプレス機械を使用する作業場の換気装置
や、安全装置の取り付け費用の一部を助成しています。

◀（実例）局所排気装置
局所排気装置単体を設置し
ています。のり付け作業を
行うときは、この装置の前
で座って行います。

「プレス機械作業の心得」を配布しています　
　工作機械を使用して作業をしてい
る家内労働者の方向けに、挟まれや
巻き込まれを予防するための注意事
項等をまとめた「プレス機械作業の
心得」を、家内労働相談員による巡
回訪問時や家内労働相談コーナーで
お配りしています。ご希望の方は、
お気軽にお問い合わせください。

○有機溶剤健康診断
　都内にお住まいまたは作業場
のある家内労働者のための有機
溶剤健康診断を実施しています。

　お手元のピンク色のご案内（裏
面）に記載の指定医療機関に直
接お申込みください。受診の際
は、ピンク色の「受診票」が必
要です。

「家内労働あんぜんサイト」をご覧ください
（https://kanairodo.mhlw.go.jp/）
　厚生労働省の「家内労働あんぜんサイト」では委託
者が家内労働者に仕事を委託
する際に講ずるべき措置や、
家内労働者のみなさまが安全
で健康に働くために役立つ情
報などをイラストを交えてわ
かりやすく紹介しています。
ぜひご活用ください。

安 全 衛 生 特 集 号

健康で安全に働くために 〜都の制度をご利用ください〜

詳しい内容は、３ページで紹介しています⇒

問い合わせ先 東京都家内労働相談コーナー ☎03−3871−4555

受診票
見本
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取　付　場　所

局所排気装置 発生源から離れた場所では、ほとんど有機溶剤を吸い出せないので、有機溶剤を使用する作業を
行っている場所に取り付けましょう。

換　気　扇 蒸発した有機溶剤は空気より重く低いので、作業台のすぐ近くの低い位置に取り付けましょう（全
体換気の効果があります）

集じん装置 皮すき機やグラインダーを使用する作業台（局所排気型が効果的です）

2　有機溶剤の性質と注意点は？
注　意　点

蒸発しやすい 蒸発し気体になると、肺から吸収してしまうことになります。接着テープも多量の有機溶剤を発
散します。

燃えやすい 有機溶剤の濃度によっては引火爆発を起こす可能性があります。

毒性がある 種類によってはがんの原因となったり、皮膚に付くことで炎症を起こすことがあります。

症　　　状

急性中毒 酒に酔ったような状態
（脳の働きが一時的に麻痺）

短時間に多量の有機溶剤を吸うことにより起こり、重症になる
と死に至ることもあります。（局所排気型が効果的です）

慢性中毒 頭痛・不眠・吐き気
食欲不振・手足のしびれ

長時間にわたり有機溶剤を吸うことで内臓や神経が冒され、体
内でじわじわと進行します。

2 3

あなたの作業環境について、
見直してみませんか？

革靴やサンダル、袋物などを作る
ときに使用する接着剤、ゴム糊、
粘着テープに含まれています。

有機溶剤とは……

1　有機溶剤中毒を知っていますか？
　��接着剤に含まれている有機溶剤の蒸気を吸い込むことで、起こります。

東京都では有機溶剤の健康診断を実施しています。
定期的に健康診断を受け、日々の健康管理に役立てましょう！

3　局所排気装置などを取り付けましょう！
東京都では専業的家内労働者の皆様に、作業場の環境改善の
ための装置を取り付ける費用の一部を助成しています！

４ページをご覧ください。

３ページをご覧ください。

有機溶剤を用いる作業を行う場合、
その性質を知り、適切な取扱いを
して作業を行いましょう。

有機溶剤は
毒性を含んでいます
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設置事例

「作業環境改善助成金制度」を活用しましょう

助成対象設備 助成率 1台あたり
助成限度額

局所排気装置
（集じん機を含む） 75% 260,000円

全体換気装置
（換気扇） 75% 40,000円

空気清浄装置
（作業所用） 50% 105,000円

型抜き機等の
安全装置 75% 158,000円

その他の
安全衛生設備 50% 158,000円

助成対象者
（①〜⑤すべてにあてはまる専業的家内労働者）

①都内に引き続き1年以上居住していること 
②有機溶剤作業等に従事し今後も継続する見込

みがあること 
③現在の作業環境で健康を害するおそれがある

こと 
④自己負担部分の出資が可能であること 
⑤前年事業所得が620万円以下であること 
（給与所得として申告している場合は、総収入
が811万円以下であること）

※助成の対象となるのは、新規に設置する装置の値段と工事費の
合計額です。既存装置の修理及び撤去費用は、助成の対象とは
なりません。

※複数の設備を取り付ける場合は、それぞれの設備が助成対象に
なります。

問い合わせ先　家内労働相談コーナー　☎ 03-3871-4555

「どういう装置をつけたらいいかわからない」「新しく装置をつけたいが、取り扱っている業者を教えてほしい」等の
疑問は相談員が丁寧にサポートいたします。お気軽に家内労働相談コーナー（☎03-3871-4555）にご相談ください。

… 設置までの主な流れ…………………………………………………
家内労働相談員による
事前調査 助成金の申請 交付決定

まずは家内労働相談コーナー（台東区浅草
5-70-11川口ビル2階　☎03-3871-4555）
へご相談ください。巡回訪問でもご相談をお
受けしております。
助成の対象となるかどうか、相談員が作業場
へお伺いして現場を確認いたします。

相談員が現場を確認し、助
成金の申請に必要な書類を
お渡しします。書類の書き
方についてはそのつど、わ
かりやすく説明します。

②で記入していただ
いた申請書類を確認
し、助成金の交付が
決まりましたら決定
通知を送付します。

1 2 3

実績報告書の提出、
設置確認 購入・設置（業者） 助成金の振込

（指定の口座へ）
⑤の装置の購入、設置まで済みました
ら、相談員までご連絡をお願いします。
再度、設置の確認と書類の作成でお伺
いさせていただきます。

③の決定通知が届きました
ら、装置の購入、設置をし
てください。業者へ代金を
支払う際に、必ず領収書を
もらってください。

②の書類に記入していただ
いた指定の口座へ助成金を
振込みます。振込前にお電
話にて入金日をお知らせし
ます。

6 5 4

実例１
作業台と排気装置を直結
させたケースです。机の
表面には無数の穴が開い
ていてそこから吸気され
ます。机の上でのり付け
作業ができます。

実例２
革すき機の下に集じん機
を設置したケースです。
以前は室内に飛散してい
たすきくずが容器の中に
吸い込まれ、室内の空気
がきれいになりました。
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有機溶剤の健康診断は、もうお済みですか？
皮革業に従事し、都内にお住まいまたは作業場のある家内労働者及び補助者の方を
対象として、ご自宅または作業場の近くの指定医療機関で、令和3年3月31日まで
受診できます。

受診を希望される方には、「受診票」をお配りしていますので、ご連絡ください。

1
有機溶剤の
人体に及ぼす
作用

短時間に多くの量、または長期間にわたり有機溶剤を
用いた作業を行っていると、以下のような症状が出る
ことがあります。
⑴�頭痛　　⑵�けん怠感　　⑶�めまい
⑷�貧血　　⑸�肝臓障害

2
有機溶剤等の
取扱い上の
注意事項

⑴��有機溶剤は蒸発しやすいため、使用中でない容器に
は必ずふたをし、高温となる場所にはおかないこと

⑵��当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を
作業場内へ持ち込まないこと

⑶��できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸
入をさけること

⑷��できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにする
こと

3
有機溶剤による
中毒が発生した
ときの応急措置

⑴��被災者をただちに通風の良い場所に移し、速やかに
医師に連絡すること

⑵��被災者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保し
た状態で身体の保温に努めること

⑶��被災者が意識を失っている場合は、119番へ通報を
行なうこと

⑷��被災者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、
速やかに仰向きにして心肺そ生を行なうこと

有機溶剤を使用するときの注意事項

問い合わせ先　東京都家内労働担当　☎ 03-5320-4654

有機溶剤 編

日々の作業の 安 全 心 得
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東京都家内労働担当
☎ 03-5320-4654

問い合わせ先

東京都では家内労働者団体向けに、生活習慣病予防のための
日常の健康管理の注意点や、有機溶剤の取扱い等について、
安全衛生に関する講習会の機会を提供しております。ぜひご
活用ください。

安全衛生講習会を
活 用し て みませ ん か！

家内労働者団体の
みなさまへ

安全衛生講習会の
テーマ（例）

●生活習慣病の予防と対策（講師：産業医）
●正しいストレッチのすすめ（講師：スポーツインストラクター）
●メンタルヘルス〜心の健康〜（講師：産業カウンセラー）
●高血圧改善のための食生活講座（講師：管理栄養士）
●有機溶剤と健康管理（講師：産業医）　　など
上記のテーマのほか、安全衛生に関するテーマであれば実施可能ですので、
お気軽にご相談ください。講師についても、ご希望に沿えるよう調整します。

講習会の費用 講習会場の借り上げ費用、講師の手配および謝礼など、講習会に必要な経費
につきましては、東京都が負担いたします。

実施時期 平日夜間、土日も実施可能です。
ご相談ください。

会場 必要に応じて東京都で手配します。
ご相談ください。

入っていますか？　あんしん共済
あんしん共済は、勤労者の方が病気やケガで働けなくなったときや、死亡されたと
きに給付金をお支払いする制度です。

東京都中小企業振興公社　  　 0
フリーダイヤル

120-8
ハ
1
イ
6
ロ
0
ー

9
キョウ

3
サイ

ご相談は…
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委託者の方々へ…製靴関係の仕事の情報をお寄せください
東京都では、上記の提供方法により履物関係の家内労働者に対して、仕事の情報
（職人募集情報）を提供しております。
裁断・製甲・底付・仕上げなどの職人をお探しの場合は、相談コーナーへFAX（03
―3871―4550）でお申し込みください。情報は1ヶ月掲示いたします。
申込用紙は相談コーナーにございますので、お問い合わせください。
TOKYOはたらくネットからもダウンロードできます。

家内労働相談コーナーのご案内
相談日時 月〜金曜日（祝祭日・年末年始を除く）

9時〜 17時
所在地 〒111―0032

東京都台東区浅草5―70―11（川口ビル2階）
電話 03-3871-4555
FAX 03-3871-4550
交通案内 【鉄道】「東京メトロ銀座線」「都営浅草線」

　「東武伊勢崎線」浅草駅下車徒歩15分
【都バス】浅草駅より
　東42甲��南千住行�「今戸」下車徒歩2分　
　草64��池袋東口行�「東浅草一丁目」下車徒歩1分

提供期間 1情報・原則1 ヶ月
提供内容 職種・作業形態・委託者名（所在地・電話）
提供方法 電話・FAX・インターネット・閲覧にて

電話　03-3871-4555（家内労働相談コーナー）

FAX　03-5940-5411
　　　※音声ガイダンスに従い、最初に0

ゼロ
を押し「051」を

　　　　押してください。
　　　＊取り出し専用の番号です

インターネット
　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
　　　東京都のホームページ（TOKYOはたらくネット）
　　　＊�画面の下方の「履物家内労働者の仕事情報」をクリッ

クしてください。

★

◉

★

★

浅草駅

都営浅草線

専業的家内労働者（製靴関係）の方々へ
仕事情報を提供しています

1ヶ月掲示いたします。TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

再生紙を
使用しています

閲覧　閲覧できる日、時間はそれぞれの施設の窓口開設時
　　　間に準じます。
●家内労働相談コーナー（台東区浅草5–70–11�川口ビル2階）
★ 台東区役所北部区民事務所 清川分室（台東区清川1–23–8　1階）
★都立産業貿易センター 台東館（台東区花川戸2–6–5　1階）
★台東区立産業研修センター（台東区橋場1–36–2　1階）
・台東区文化産業観光部産業振興課（台東区東上野4–5–6　9階）
・ しごと発見プラザかつしか（葛飾区青戸7–2–1　テクノプラザかつしか1階）
・JOBコーナー町屋（荒川区荒川7–50–9　センターまちや3階）
・すみだ就職相談室（墨田区吾妻橋1–23–20　墨田区役所1階）
・ 足立区産業経済部企業経営支援課（足立区中央本町1–17–1　足立
区役所南館4階）
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