
基労補発第1124001号  

平成17年11月24日  

独立行政法人労働者健康福祉機構  

（産業保健担当）理事 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）  

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に鋭  

意努めているところであります。一方で、これまでの行政の対応についても検証を求  

められ、「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」を公表いたしま  

した。その中で労災補償制度の周知については、「患者と医師の双方が石綿ばく露と  

発症した疾病の関連に意識がないまま労災請求に及んでいない事例が多いと考えられ、  

当該疾病の潜伏期問が長期にわたる性質も要因となって、結果として労働者や使用者、  

医療機関へ十分浸透していなかった」．と評価されたところであります。そのため、新  

たに労働者、事業場及び医療機関向けのリーフレット等を作成し、石綿による疾病の  

特性及び労災補償制度についての周知を徹底することとしました。   
つきましては、下記のとおりリーフレット等を送付しますので、本取組に御理解を  

いただき、都道府県産業保健推進センターにおける相談業務等で御活用いただきたく  

お願い申し上げます。  

記  

1 労働者、事業場向け「石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ」  

■4000部  

2 医師、医療機関向け「石綿ばく露歴等チェック表」  

4700部   



基労補発第1124002号  

平成17年11月24日  

独立行政法人労働者健康福祉機構  

（医療事業担当）理事 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）  

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に鋭  

意努めているところであります。一方で、これまでの行政の対応についても検証を求  

められ、「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」を公表いたしま  

した。その中で労災補償制度の周知については、「患者と医師の双方が石綿ばく露と  

発症した疾病の関連に意識がないまま労災請求に及んでいない事例が多いと考えられ、  

当該疾病の潜伏期間が長期にわたる性質も要因となって、結果として労働者や使用者、  

医療機関へ十分浸透していなかった」と評価されたところであります。そのため、新  

たに労働者、事業場及び医療機関向けのリーフレット等を作成し、石綿による疾病の  

特性及び労災補償制度についての周知を徹底することとしました。  

つきましては、下記のとおりリーフレット等を送付しますので、本取組に御理解をい  

ただき、各労災病院での診察の際等に御活用し＼ただきたくお願し＼申し上げます  

記  

1 労働者、事業場向け「石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ」  

5000部  

2 医師、医療機関向け「石綿ばく露歴等チェック表」  

5000部   



基労補発第1124003号  

平成17年11月24日  

財団法人労災年金福祉協会 専務理事 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

．石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。一方で、これまでの行政の対応についても検証を  

求められ、「アスベスト問題に由する厚生労働省の過去の対応の検証」を公表いたし  

ました。その中で労災補償制度の周知については、「患者と医師の双方が石綿ばく露  

と発症した疾病の関連に意識がないまま労災請求に及んでしヽない事例が多いと考えら  

れ、当該疾病の潜伏期間が長期にわたる性質も要因となって、結果として労働者や使  

用者、医療機関へ十分浸透していなかったと」と評価されたところであります。その  

ため、新たに労働者、事業場及び医療機関向けのリーフレット等を作成し、石綿によ  

る疾病の特性及び労災補償制度についての周知を徹底することとしました。  

つきましては、下記のとおりリーフレット等を送付しますので、本取り組みに御理解  

をいただき、都道府県労災年金相談所での相談業務等で御活用いただきたくお願い申  

し上げます  

1 労働者、事業場向け「石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ」  

500部  

2 医師、医療機関向け「石綿ばく露歴等チェック表」  

50部   



基労補発第I124004号  

平成17年11月24日  

財団法人労災ケアセンター 専務理事 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知につしヽて（依頼）   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。一方で、これまでの行政の対応についても検証を  

求められ、「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」を公表いたし  

ました。その中で労災補償制度の周知については、「患者と医師の双方が石綿ばく露  

と発症した疾病の関連に意識がないまま労災請求に及んでいない事例が多いと考えら  

れ、当該疾病の潜伏期間が長期にわたる性質も要因となって、結果として労働者や使  

用者、医療機関へ十分浸透していなかったと」と評価されたところであります。その  

ため、新たに労働者、事業場及び医療機関向けのリーフレット等を作成し、石綿によ  

る疾病の特性及び労災補償制度についての周知を徹底することとしました。  

つきましては、下記のとおりリーフレット等を送付しますので、本取組に御理解をい  

ただき、各ケアプラザでの業務で御活用いただきたくお願い申し上げます  

記  

1 労働者、事業場向け「石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ」  

500部  

2 医師、 

10部   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

押出成形セメント板（ECP）協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿によ・り肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを仲成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第＝24005号  

平成17年11月24日  

セメントファイバーボード工業組合理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

せんい強化セメント板協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

全国石綿スレート協同組合連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問準井する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の◆周知い広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を囲．ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年1■1月24日  

社団法人 日本建築材料協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する申で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取維について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのり一フレツトの記事の■掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本自動車部品工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知にっいて（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めてし1るところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処毎に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者致が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けの 

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本石綿協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を束める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度につし、て、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

日本接着剤工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本塗料工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿ドよる疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

l羊よる疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては▼、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、■特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

日本窯業外装材協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償につし＼て御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜ると七もに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 建築業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膜に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮聴による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けの・リーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 住宅生産団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依矩）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであ■ります。また、石綿により肺がんや中皮匿に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮匿による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

に′よる疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少なしヽという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

全国建設労働組合総連合  

中央執行委員長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による鹿康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膜による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員め方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国中小建築工事集団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膿に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な厨知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取租について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、．会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本建築士会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（俵穎）   

日頃かち労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  
災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膿による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知‘広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度につし．、て、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本鉄道建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依稜）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、・労  

災認牢の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知t広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

石油連盟会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膜による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、．石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレジトの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

電気事業連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で」中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広幸引こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災幸甫償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本エレベータ協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮塵による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署におい七は、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮月重による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本クレーン協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り 

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮涯に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮涯による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

によ．る疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本航空宇宙工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げますム   

昨今、石綿による健康板書が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮匿に霞患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、辛皮匿による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知t広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましてば、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフ 

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第‖24005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本自動車工業会会長 殿▲  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  
災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膜による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本舟艇工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮匿に罷蓋したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮窪による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本造船工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膜に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、．今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのり．－フレツトの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人，日本中小型造船工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本舶用工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膜による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償につ〔、て御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのり一フレツトを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本ボイラ協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げますd   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお倣いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

中央労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依植）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図．ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。  
†   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

鉱業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知につしヽて（依稜）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、’石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

建設業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について†積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いし＼たします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。－→方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  
組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜、るとともに、傘下．  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月．24日  

全国中小企業団体中央会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する申で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膜に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めてし†るところであります。一方で、中皮踵による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発買1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本経済団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膜に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署におしヽては、労  
災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮膣による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広幸艮に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましでも本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

日本商工会議所、会頭 殿  

厚生労働省労働基準局   

労災酪償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知たっきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国労働衛生団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知1広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本作業環境測定協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局   

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解盲賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処嬰に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国労働基準関係団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膜に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまし七、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

林業■木材製造業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮膵に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基拳監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、亭綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願し＼いたします。   



基労補発第1124005号．  

平成17年11月24日  

財団法人 安全衛生技術試験協会理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依稜）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問長引ヒする中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮涯に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮匿による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないとし†う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願し＼いたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

財団法人 産業医学振興財団理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組に？いて御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 産業安全技術協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を衷める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第‖24005号  

平成17年11月24日  

社団法人 ボイラークレーン安全協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依麺）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御手旨摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願し＼いたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 建設荷役車両安全技術協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災構債制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮産に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   
つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につ′きまして、特段の御配慮をお厭いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本保安用品協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

．石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頬）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  
鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮雇に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮藍による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくごための各種の周知・広報に一層取り  
組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットをイ乍成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

全国社会保険労務士全速合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）・   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対康に  

鋭意努めているところであります。．また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署におしヽては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。－一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知‘広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労孝甫発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本化学物質安全・情報センター会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮脛に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、●労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少なしヽという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

阜のため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

大阪石綿紡績工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依桓）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  
鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、申皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないとし＼う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれ苦しても本取細について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本産業車両協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く′御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮月割こ罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理【三努めているところであります。－一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知t広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

財団法人 建設業振興基金理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、，厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するり「フレツトの配布、会報誌等へのり⊥フレツトの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 プレハブ建築協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知につしヽて（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  
鋭意努め七いるところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないと．いう御指摘もあ■リ、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットをイ乍成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては∴貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 建設産業専門団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めて■いるところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願し＼いたします。   



基労ネ甫発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国中小建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでしヽるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月■24日  

社団法人 日本建設業団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申、し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を束める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知t広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本土木工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従葺員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図る，こととしております。   

つきましては、貴殿におかれ草しても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本道路建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頬〉   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。吉た、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  
による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国建設産業団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮月重に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、申皮瞳による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広幸馴ニー層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのり一フレツトを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

全国建設業協同組合連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮匿による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広幸引こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレッ．トの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労摘発第1124005号  

平成17年11月24日  

全国建設産業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮匿に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処矧こ努めているところであります。一方で、中皮呂重による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償につし＼て御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本建築学全会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依桓）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであ‘ります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないとし＼う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾時の労災補償について御理解をいただくための各種の周知■広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本電力建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今∴石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本ビルヂング協会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御：哩解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で 

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災細償について御理解をいただくための各種の周知中広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、 

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知亡っきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 不動産協会理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないとし＼う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知t広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、∴新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度につしヽて、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等べのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全日本建築士会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化するヰで、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお聴いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 セメント協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮陸による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。  

・そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿に．よる健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認雇の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 全日本トラック協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  
鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのり一フレツトを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  
会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願しlいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本機械工業連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者敦が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労イ勤者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等への■リ⊥フレツトの軍事の掲革  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24■日  

社団法人 日本建設機械化協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処璧に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者敦が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたしますい   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本建設機械工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依植）◆   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

l；よる疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレット盲作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組につしヽて御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に確患したと 

て，、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指輪もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本倉庫協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理lこ努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本鉄鋼連盟会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  
て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広幸引こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  
疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本民営鉄道協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮聴に罷患したとし  

て、労災保険の給付を未める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認衰者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度たっいて、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本鉄道車輌工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労一災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮匿に荏患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮匿による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知㌧広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしており・ます。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の痛載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

普通鋼電炉工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めてしヽるところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ること上しております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本産業機械工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依桓）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加してお、り、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努め．ているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿ヒおかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人全国建設機械器具リース業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの野布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

化成品工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知につし＼て（依頼） 

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜．り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速孝処理に努めているところであります。－一方で、中皮旺による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないとし＼う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知一広報lニー層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきま′しては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

石油化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について■（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  
鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広軌こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

日本無機薬品協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  
災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのり「フレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組にづいて御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

関西化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生東働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないとし＼う御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  
による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するり一フレツトの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  
等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本化学会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  
労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処琶に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による滴知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本DIY協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を束める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者敦が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本電機工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労傲基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等たよる周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124005号  

平成17年11月24日  

社団法人 日本建材産業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処矧こ努めているところであります。一方で、中皮睦による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下  

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載  

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124006号  

平成17年11月24日  

生活関連公共事業推進連絡会議長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広幸引こ一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、’貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、貴組  

合加入の各組合に対するリーフレットの配布、機関誌等へのリーフレットの記事の掲  

載等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124006号  

平成17年11月24日  

全日本港湾労働組合長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依旗）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に罷患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮脛による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため、今般、新たに、労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、貴組  

合加入の各組合に対するリーフレットの配布、機関誌等へのリーフレットの記事の掲  

載等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124006号  

平成17年11月24日′  

全日本造船機械労働組合長 殿  

厚生労働省労働基準局．  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依頼）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   
昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により紡がんや中皮腫に罷患したとし  
て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  
組んでいるところであります。   

そのた申、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による  

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   
つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、貴組  

合加入の各組合に対するリーフレットの配布、機関誌等へのリーフレットの記事の掲  

載等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   



基労補発第1124006号  

平成17年11月24日  

全国建設労働組合総連合会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部補償課長  

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について（依纏）   

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。   

昨今、石綿による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に  

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮窪に荏患したとし  

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労  

災認定の迅速な処理に努めているところであります。－一方で、中皮塵による死亡者敷  

からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿  

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知・広報に一層取り  

組んでいるところであります。   

そのため 

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。   

つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、貴組  

合加入の各組合に対するリーフレットの配布、機関誌等へのリーフレットの記事の掲  

載等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。   
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