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労災サポートセンター通信

支え支えられ
賛助会員の皆様と財団を結ぶ機関誌です。
会員
様と財団を
機関 です

特 集

第17回労災重度被災者作品展を
開催しました
於:10月19日〜21日「マリンメッセ福岡A館」
作品展の模様は当財団HPで動画配信中です。是非ご覧ください。
URL https://www.rousaisc.or.jp/andOthers/exhibition17.html

平素は当財団の事業運営に際し、格別のご
高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

や下肢などに重度の障害を負われた労災年金
受給者の方々が、多くの困難を克服し制作し

去る令和４年 10 月 19 日から 21 日までの

た作品を展示するもので、中央労働災害防止

３日間、福岡県福岡市の「マリンメッセ福岡 A

協会が主催する全国産業安全衛生大会に合わ

館 海のモール」において、「第 17 回労災重度

せ開催しており、今回は緑十字展の特別展とし

被災者作品展（リハビリからアートまで）」を開

ての開催となりました。

催いたしました。
この作品展は、不慮の労働災害により上肢

１

作品の出展状況
作品展には、61 名の方々から作品が出展さ

れました。
出展者は、35 歲から 84 歳までの幅広い年
齢にわたる方々です。
出展作品は、絵画 44 点・写真８点・書 17 点・
手芸品 21 点・紙工品 10 点など、計 131 点で
した。
このうち、当財団が運営している労災特別
介護施設からは、すべての施設（８施設）の 26
（会場：マリンメッセ福岡A館）

名の入居者の方々から、絵画 12 点・写真８点・
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書 11 点・手芸品９点など、計 55 点の出展が
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また、
「展示作品はいかがでしたか」では「た
いへん良かった」が 78％、「良かった」が 22％

ありました。

で、「展示方法についてはいかがでしたか」で
２

は、
「たいへん良かった」が 69％、
「良かった」が

展示会場の様子
会場となったマリンメッセ福岡 A 館 海のモ

30％、その他が１％でした。

ールは、幅が 10 メートル以上ある非常に広い
通路と休憩スペースになっており、海側に設け
られていた休憩スペースのテーブル・イスを通
路の端に寄せていただき、
作品を展示しました。
来場されたのは、作品を出展されたご本人や
そのご家族、全国産業安全衛生大会に参加さ
れた企業の安全衛生担当者など約３千名に及
び、展示した作品を鑑賞されていました。

個別にいただいたご意見では、
「皆様の生きるエネルギーが満ち溢れていて感
動しました！」
「展示作品に作者のメッセージ、思いが掲載さ
れていた。感動する言葉の教えだった。」
「被災されたご本人のコメントが明記されてお
り、ご本人の作品への熱意、あるいは労働災害
によって突然生活が大きく変わったことへの思
いを伺い知ることができた。労働災害の予防、
並びにその事後対応に関わる者として、被災者
の心に沿った対応を心掛けたい。」
「作品展を初めて知りました。安全衛生大会に
出席して良かったと思います。この作品展がゼ
ロ災につながることを祈っています。」
「講習を受けるより心に残りました。」

（展示会場）

「作品の質の高さに感心しました。心のハンデ
がない事に感動しました。」
「今回初めて参加しましたが、本格的なアート
作品を見られるとは思っていませんでした。」
「見やすい配置が良かった。」
といった嬉しいご意見がほとんどでしたが、
「被災者の方々の情報（被災後、何年位経過し
たか）を統一的に示してほしい。」
と、出展された方の情報について更なる説明が

3

アンケート結果

あれば良いとの意見もありました。

鑑賞された方々にアンケートをお願いした

作品を出展された方の被 災後の情報を統

結果、76 名の方から回答があり、
「この作品展

一的に示すことは個人情報保護の観点から

を何でお知りになりましたか」では、安全衛生

困難ではありますが、ご意見として承り、今後

大会会場での開催ということもあり、８割以上

の作品展開催の参考とさせていただきます。

の方が「全国産業安全衛生大会に参加して」と
回答されました。
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〈 出展作品ご紹介 〉
作品名
「キングコングと女性」
（絵画）
出展者
原 活則 様（脊髄損傷 障害１級）
出展者からの言葉
「オリジナルの絵が描きたいと思って、キン
グ・コングにしました。アクリルガッシュで
６ヶ月ぐらいで描きました。」

作品名
「壺」、
「バスケット」、
「花器」
出展者
細谷 勝美 様（脊髄損傷 障害１級）
出展者からの言葉
「ゆっくり時間をかけて作った「籐かご」で
す。お菓子や小物を入れておくものができ
ればと思い制作しました。なかでも「花器」
にお気に入りのお花を生けると落ち着いた
気分になります。」

作品名
「ありがとう曼荼羅」、
「世界平和曼荼羅」、
「龍神」
出展者
大城 安次 様（脊髄損傷 障害３級）
出展者からの言葉
「突然利き腕を無くして失意の中にあった
時、ある方との出会いから「曼荼羅」を描く
ようになりました。無心に同じ文字を綴って

腕を失ったことが私を新しい人生に導き、

いくうちに怒りや不安が消え、書いた言葉通

今、たくさんの夢を描けるようになった事に

りの気持ちに変わっていくのを感じました。

感謝しています。」
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出展者の方の訪問がありました
作品名
「魚」、
「バラ」、
「チューリップ」
出展者
横川 雅人 様（脊髄損傷 障害２級）
上肢に麻痺があるため、細かい動作が難
しいです。このため、色塗りには手を使
うこともありますが、文字は筆を咥えて
書いています。
展示されている作品の中には、とても大
きな作品があってびっくりしました。私は
インチの紙が多いです。インチの紙だっ
たらマットがいらないので。また次回も
出展したいと思います。

作品名
「トートバッグ」、
「ショルダーバッグ」、
「サコッシュ」
（手縫い皮革工芸品）
出展者
山田 九州男 様（脊髄損傷 障害１級）
レザークラフト作成を始めてまだ 1 年 2
か月ですが、型取りから裁断、穴あけ、縫
製まで自分で行って、今回展示させてい
ただくような作品ができました。皮を切
ったり、穴をあけたりする際に力が入ら
ないため苦労しています。
展示されている作品を見てみると、そ

❹

れぞれの持ち味というか、なんかいい感
じだなぁと思います。特に、年配の方々
の作品を作り上げるという意欲が一番
凄いなと思います。
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作品名
「ウキ」
（木工品）、
「茶わん」
（陶芸品）
出展者
谷上 純次 様（脊髄損傷 障害３級）
他の作品を全体的に私より良いものを作
っているという印象です。
竹細工や、絵なんかすごいですし、皆さ
んの作品は本当に素晴らしいと思います。
私の方が癒されます。
《谷上様のインタビューの様子は、当財団 HP の動画
（https://www.rousaisc.or.jp/andOthers/exhibition17.
html）
でご覧ください。
》

令和４年

産業殉職者合祀慰霊式

−高尾みころも霊堂―
令和４年 10 月 26 日（水）、東京都八王子

産業殉職者合祀慰霊式は、労働災害により

市の高尾みころも霊堂において、独立行政法

不幸にしてお亡くなりになられた方々の御霊

人労働者健康安全機構主催による令和４年産

をお慰めし、安全で安心の職場環境の実現を

業殉職者合祀慰霊式が、秋篠宮皇嗣同妃両

誓う式典で、毎年秋に開催されており、今年

殿下の御臨席の下、各都道府県の御遺族の

で 51 回目となりました。

厚生労 働審議

当財団では、賛助金による支援活動の一環

官）、労働団体・経済団体・労働災害防止団

として、労働災害によりお亡くなりになられ

体の各代表が参列され、執り行われました。

た方々の御遺族を産業殉職者合祀慰霊式にお

代 表、厚生労 働大臣（代 理

招きする事業を行っており、本年は 14 組 27
名の方を全国からお招きし、共に慰霊の時を
持ちました。

みころも霊堂

献花される
招聘者様
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招聘者様からのお話
1

中村 様

今日は亡くなった夫の妹と二人で出席させていただきます。慰霊
式にはコロナ禍以前に１回出席し、本日は２回目の参列です。
夫はアスベストを吸引し、中皮腫で亡くなりました。
中皮腫と分かった後は、自分が亡くなった後のことも考えて、身
の回りの整理もしっかり行い、最後は家族に感謝の言葉をかけて
逝きました。
夫は山登りが好きで、地方に出張に行った先々の山で撮った花
の写真を見せてくれました。
霊堂には夫が使用していたボールペンや地元（阿蘇）のくじゅう
の花の写真などを遺品として納めさせていただいています。
本日はありがとうございました。

2

中村様

西田 様
息子を亡くしたのは平成 30 年のことでした。
国内最大級クレーンのテスト走行中の事故で、息子は下の方

で塗装作業をしていて、事故により破損した部品が落ちてきたよ
うです。
ドクターヘリで搬送されましたが、残念ながら亡くなりました。
会社側の安全対策が不十分だったと思い、訴訟を起こしまし
たが、クレーンの運転士が有罪となっただけで、会社に罪を問え
なかったのが無念です。
慰霊式には初めて出席させていただきました。
また、遺骨・遺
品の収蔵については相談したいと思います。

3

西田様 夫妻

鈴木 様
亡くなったのは大事な一人息子です。
平成 28 年のことですが、営業のため高速道路で移動してい

た時のことです。息子は渋滞に巻き込まれ、
トラックの後ろで止ま
っていた時に後方から追突され、トラックと追突してきた車との
間に挟まれたそうで、事故の時にはエンジンに火が付いたそう
です。
追突した車の前方不注意だったのでしょう。
残念でなりません。
今年 11 月で７回忌を迎えるわけですが、このタイミングで招
聘いただいたこと、自然豊かで、神聖なこの場に霊位が奉安でき
ていることに感謝しています。
本日はお世話になります。

❻
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谷様

夫が亡くなり、今年の 12 月で 41 年となります。
朝、元気に出勤した夫が亡くなって家に帰ってきたとき
は何とも言えませんでした。トレーラーの運転をしていて、
パネルの荷下ろしをしていた時にパネルが崩れて下敷き
になったそうです。
当時は、
（近くに親、兄妹がいなくて頼ることが出来ず）
三人の子育てが大変で、みころも霊堂に参ることが出来
ずにいたところ、３年前の 11 月、長男が「いまだったら一
緒に行けるよ」と言ってくれたので、岡山から初めて訪れ
ました。
これからは一人でもみころも霊堂に行けると思っていま
したが、間もなくコロナ禍となってしまいました。
本日は、夫が亡くなって４か月後に生まれた次男と一緒
に、初めて合祀慰霊式に参列させていただきました。

谷様

父親に抱かれることなく育った次男ですが、いまは二児
の父親となり、お父さんとして頑張っています。
今度は長男と参列したいと思っております。

5

紫牟田 様
夫は現場監督をしていて、平成元年にマンションの竣

工検査をしていた時に足場から転落しました。
せき髄損傷で３年半ほど療養し、車いす生活になりま
したが、家で生活できるようになりました。
しかし、合併症が併発し、５年前に腎不全で亡くなりま
した。
亡くなった翌年ですが、
（事故があった場所の）熊本県
代表としてこの慰霊式に出席し、献花させていただきま
した。
毎年出席したいと思っていましたが、コロナ禍で叶わず
今年になってしまいました。
今日は天気も良く、厳かで、立派な式典でした。お招き
頂いたことに感謝いたします。
本日はありがとうございました。

紫牟田 様
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労災年金支援センター所在地等一覧
労災年金支援センター名

所在地・電話番号

北海道労災年金支援センター

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西8-14-3
札幌第2スカイビル6階

東北労災年金支援センター

〒980-0014
佐新ビル4階

関東労災年金支援センター

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3
飛栄九段北ビル10階

TEL 011-241-8083

TEL 03-6834-2640

中部労災年金支援センター

FAX 022-265-7669

FAX 03-6834-2545

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-5
八木兵伝馬町ビル8階
TEL 052-205-7211

FAX 052-205-7212

近畿労災年金支援センター

〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル8階

中国・四国労災年金支援センター

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8-10
クロスタワー4階

九州労災年金支援センター

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-35
ＣＬＵＢ博多駅東オフィスビル３階３０２号

TEL 06-4790-1611

TEL 082-223-3286

TEL 092-472-7161

北海道

FAX 011-241-8084

宮城県仙台市青葉区本町3-5-3

TEL 022-265-7667

担当区域

青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県
山梨県、長野県
富山県、石川県、福井県
岐阜県、静岡県、愛知県
三重県
滋賀県、京都府、大阪府
兵庫県、奈良県、和歌山県

FAX 06-4790-1622

FAX 082-221-1169

FAX 092-481-5609

鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県
福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県、沖縄県

労災特別介護施設所在地等一覧
労災特別介護施設名

所在地

北海道労災特別介護施設
（ケアプラザ岩見沢）

〒068-0829
北海道岩見沢市かえで町8-1-1

TEL 0126-25-9001
FAX 0126-22-9470

宮城労災特別介護施設
（ケアプラザ富谷）

〒981-3332
宮城県富谷市明石台4-8-1

TEL 022-772-3311
FAX 022-772-3312

千葉労災特別介護施設
（ケアプラザ四街道）

〒284-0037
千葉県四街道市中台511

TEL 043-433-0120
FAX 043-433-0431

愛知労災特別介護施設
（ケアプラザ瀬戸）

〒489-0989
愛知県瀬戸市山手町294-5

TEL 0561-85-5400
FAX 0561-85-4431

大阪労災特別介護施設
（ケアプラザ堺）

〒590-0137
大阪府堺市南区城山台5-2-1

TEL 072-291-7989
FAX 072-291-7993

広島労災特別介護施設
（ケアプラザ呉）

〒737-0923
広島県呉市神山2-1-15

TEL 0823-34-5577
FAX 0823-30-1888

愛媛労災特別介護施設
（ケアプラザ新居浜）

〒792-0896
愛媛県新居浜市阿島1-3-12

TEL 0897-67-1122
FAX 0897-67-1155

熊本労災特別介護施設
（ケアプラザ宇土）

〒869-0407
熊本県宇土市松原町243

TEL 0964-23-2211
FAX 0964-23-2214
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発行人 馬杉 則彦
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電話番号

一般財団法人労災サポートセンター
〒102-0073
東京都千代田区九段北４-１-３ 飛栄九段北ビル１０階
ＴＥＬ 03-6834-2510 ＦＡＸ 03-6834-2530

