
私た
ちにご相談ください！

　私たち家内労働相談員は、
皆さまの作業場などをお訪ねして、

有機溶剤健康診断、作業場の環境改善、工賃に関すること、
傷病共済制度や労災保険特別加入制度など、各種相談をお受けしています。
　また「家内労働相談コーナー」には、相談員が常駐していますので、

お気軽にご相談ください。
　当コーナーでは、製靴関係の仕事情報を掲示しています。

情報はFAXやインターネットでも取り出すことができますので是非ご利用ください。
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家内労働相談員の4人です。
相談コーナー、巡回相談等で
皆様と接する機会が
あった際には、
どうぞよろしくお願いします。
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Q 有機溶剤の健康診断ってどんなことをするの？

A

有機溶剤健診の内容は、主に尿検査と医師による問診なのでとても簡単です。
さらに区などが実施している健康診断と一緒に受診すれば、尿をちょっと多
めに採るだけで一度に二つの健康診断が受診できるのでとても便利です。
東京都はこの便利な「同時受診」をみなさまにおすすめしています。

Q どういう人が健診の対象となるの？

A

皮革業に従事し、有機溶剤を含む接着剤や両面テープなどを使用して
いる、次の①か②の条件を満たす方であれば、どなたでも受診できます。
①都内在住の家内労働者および補助者の方
②他県在住で都内に作業場がある家内労働者（通い職人）の方
ただし、②の方は同時受診できません。基本の健康診断はお住まい
の地域で受診していただき、有機溶剤健診のみ作業場がある区の指
定医療機関で受診することができます。

Q どこに行けば健診が受けられるの？

A

①都内在住の家内労働者および補助者の方
　→ご自宅か、または作業場（都内）のある地域の指定医療機関
②他県在住で都内に作業場のある通い職人の方　
　→作業場のある地域の指定医療機関
その他の地域で受診を希望される方は、お問い合わせください。
他の地域で受診される場合、同時受診はできません。

　有機溶剤健康診断は、ご自宅または作業場の近くの指定医療機関で、年度末まで受診することがで
きます。有機溶剤を使用している家内労働者の方は、年1回の受診をおすすめします。

有機溶剤健康診断のご案内

Q 受診するにはどうすればいいの？

A

受診するには、ピンク色の「受診票」が必要です。
家内労働相談員が、巡回相談の時に健診の対象だと
思われる方々へ「受診案内」と「受診票」をお届け
するか、ご自宅に郵送しています。
今年度の有機溶剤健康診断は令和3年3月31日まで
受診できます。
受診する地域や年齢によって、受診方法が違ってき
ますので、詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先　東京都家内労働担当　☎ 03-5320-4654

受診票
見本
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加入者の方から
こんなお声を
いただいています

長期にわたりリハビリをしなければならなく、７ヶ月もお医者さまから「何を
しても大丈夫です」という許可が頂けず不安でしたが、あんしん共済さんのお
蔭で安心して治療することが出来ました。ありがとうございました。（Oさん）

延長されました！ 加入できる年齢：75歳まで
更新できる年齢：80歳まで

専業的家内労働者のみなさま

あんしん共済に加入しませんか

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、
死亡されたときに共済金や見舞金をお支払する制度です。あんしん共済とは

 ……………… 入ってうれしい！３つの「あんしん」  ………………
まさかの時の
生活をサポート！

お安い掛金、
でもしっかり保障

80歳まで
契約継続可能

病気、ケガによる入院・通院・
自宅療養で終日休業しなくては
ならない時、６日目から共済金
をお支払い。（1年間180日、通
算５年間360日限度）

掛金のお支払いは月々 1,600円
（女性15 ～ 64歳、共済金１日
3,000円の場合）から

ご加入は15歳から75歳まで。
以後は80歳まで契約更新して
いただくことが可能です。

その

１
その

2
その

3

掛金・補償内容は？
Ａ型（3,000円）コース Ｂ型（5,000円）コース

共済金 １日3,000円　※（最高54万円／年）
※同一傷病限度額

１日5,000円　※（最高90万円／年）
※同一傷病限度額

見舞金（死亡時） 180,000円 300,000円

掛
　
　
金

年齢区分 15歳～ 64歳 65歳～ 80歳 15歳～ 64歳 65歳～ 80歳
男女別区分 男 女 男 女 男 女 男 女
月　払（円） 1,800 1,600 2,800 2,600 2,800 2,400 4,500 4,000
半年払（円） 10,350 9,200 16,100 14,950 16,100 13,800 25,875 23,000
一括払（円） 19,800 17,600 30,800 28,600 30,800 26,400 49,500 44,000

満15歳から満75歳までの方で、以下のいずれかに当てはまる方
○東京都内に在住または在勤している専業的家内労働者の方
○ 東京都内に在住または在勤している製造業または製造小売業の
　個人事業者で従業員４名以下の方

加入できる人の
条件は？

　※ 加入申込みには審査があります。お申込みいただいてもご加入いただけない場合もありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ
　 公益財団法人東京都中小企業振興公社　共済事業室 
      0120-816093（ハイローキョウサイ）
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　東京都では、「専業的家内労働者」のみなさんに、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。

「作業環境改善助成金」をご利用ください

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。

1 家内労働相談員
による事前調査

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。

2 助成金の申請 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。

3 交付決定 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。

4 助成金の振込
（指定の口座へ）

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。

5 購入・
設置（業者）

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。

6 実績報告書の
提出、設置確認

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。

設置までの主な流れ

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。
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　東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減等に対し、専業的家内労働者の
方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行っています。

専業的家内労働者のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症に対応した
生活資金融資のご案内

資金使途 新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金

融資限度額 100万円

融資期間・
返済方法

5年以内・元利均等月賦返済
（返済期間が3年を超え、かつ、融資額が50万円を
上回る場合には、元金6か月据え置き可能）

保証料 全額都が負担

年利1.8% 全額都が負担

中央労働金庫（都内本支店またはローンセンター）
でお取り扱いいたします。

お問い合わせ
（取扱い金融機関）

※金融機関による審査を実施します。
　審査の結果、ご希望にそえない場合もありますので、ご了承ください。

お申し込み
● 事前にお近くの融資
窓口に電話でご相談
ください。
● 融資窓口に必要書類
をご提出ください。

審査の結果
お申込み後、5営業日
程度でご本人宛に通知
されます。

融資の実行
融資窓口でご契約後、
5営業日程度で融資の
実行となります。

審
査（
※
）の
実
施

5日

中央労働金庫　  　 0120-866956 
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課　☎ 03-5320-4654 
TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/kanai-yushi/
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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）


