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後

改

地 方分 権 の推 進を 図 るた めの 関 係法 律の 整 備等 に 関す る法 律（ 平 成十 一 年法 律第 八十 七 号）
労 働安 全衛 生法 （ 昭和 四 十七 年法 律 第五 十七 号 ）（ 抄） （ 第三 百九 十条 関 係 ）

改

前

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

新 旧 対照 条 文（ 抄）

正

（総括安全衛生管理者）
第十条 （略）
２ （略）
３ 都道府県労働基準局長は、労働災害を防止するため必要がある
と認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業
者に勧告することができる。

（事業者に関する規定の適用）
第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所におい
て行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合にお
いては、労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表
者として定め、これを都道府県労働基準局長に届け出なければな
らない。
２ 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働基準局長が
代表者を指名する。
３ 前二項の代表者の変更は、都道府県労働基準局長に届け出なけ
れば、その効力を生じない。
４ （略）

（総括安全衛生管理者）
第十条 （略）
２ （略）
３ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認
めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に
勧告することができる。

（衛生管理者）
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県
労働基準局長の免許を受けた者その他労働省令で定める資格を有
する者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該事業場
の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第
一項各号の業務（第二十五条の二第二項の規定により技術的事項

（事業者に関する規定の適用）
第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所におい
て行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合におい
ては、労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者
として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない
。
２ 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表
者を指名する。
３ 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ
、その効力を生じない。
４ （略）

（衛生管理者）
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県
労働局長の免許を受けた者その他労働省令で定める資格を有する
者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該事業場の業
務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項
各号の業務（第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管
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（製造時等検査等）
第三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械
等で労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようと
する者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若し
くは使用しようとする者は、労働省令で定めるところにより、当
該特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項（以下この項

（製造の許可）
第三十七条 ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等
で、政令で定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造し
ようとする者は、労働省令で定めるところにより、あらかじめ、
都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
２ 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、そ
の申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が労働大臣の定
める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可を
してはならない。

（作業主任者）
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するた
めの管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都
道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは
都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のう
ちから、労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じ
て、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の
指揮その他の労働省令で定める事項を行わせなければならない。

理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該
当するものを除く。）のうち衛生に係る技術的事項を管理させな
ければならない。
２ （略）

（製造時等検査等）
第三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械
等で労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようと
する者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若し
くは使用しようとする者は、労働省令で定めるところにより、当
該特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項（以下この項

（製造の許可）
第三十七条 ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等
で、政令で定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造し
ようとする者は、労働省令で定めるところにより、あらかじめ、
都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。
２ 都道府県労働基準局長は、前項の許可の申請があつた場合には
、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が労働大臣
の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許
可をしてはならない。

（作業主任者）
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するた
めの管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都
道府県労働基準局長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長
若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行なう技能講習を
修了した者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該作
業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従
事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行なわせな
ければならない。

を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置
に該当するものを除く。）のうち衛生に係る技術的事項を管理さ
せなければならない。
２ （略）
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（個別検定）
第四十四条 第四十二条の機械等（次条第一項に規定する機械等を

第四十三条の二 労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の
機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号の
いずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その
者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を
使用している者へ労働省令で定める事項を通知することその他当
該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な
措置を講ずることを命ずることができる。
一～四 （略）

（検査証の交付等）
第三十九条 都道府県労働局長又は製造時等検査代行機関は、前条
第一項又は第二項の検査（以下「製造時等検査」という。）に合
格した移動式の特定機械等について、労働省令で定めるところに
より、検査証を交付する。
２・３ （略）

において「製造時等検査対象機械等」という。）について、都道
府県労働局長の検査を受けなければならない。ただし、次に掲げ
る場合は、この限りでない。
一・二 （略）
２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において
特定機械等を製造した者は、労働省令で定めるところにより、輸
入時等検査対象機械等について、自ら都道府県労働局長又は製造
時等検査代行機関の検査（製造時等検査代行機関の検査にあつて
は、輸入時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものに係る
検査に限る。）を受けることができる。
一・二 （略）
３ （略）

（個別検定）
第四十四条 第四十二条の機械等（次条第一項に規定する機械等を

第四十三条の二 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第四十二
条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各
号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、
その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械
等を使用している者へ労働省令で定める事項を通知することその
他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必
要な措置を講ずることを命ずることができる。
一～四 （略）

（検査証の交付等）
第三十九条 都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関は、
前条第一項又は第二項の検査（以下「製造時等検査」という。）
に合格した移動式の特定機械等について、労働省令で定めるとこ
ろにより、検査証を交付する。
２・３ （略）

において「製造時等検査対象機械等」という。）について、都道
府県労働基準局長の検査を受けなければならない。ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。
一・二 （略）
２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において
特定機械等を製造した者は、労働省令で定めるところにより、輸
入時等検査対象機械等について、自ら都道府県労働基準局長又は
製造時等検査代行機関の検査（製造時等検査代行機関の検査にあ
つては、輸入時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものに
係る検査に限る。）を受けることができる。
一・二 （略）
３ （略）
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（検査業者）
第五十四条の三 検査業者になろうとする者は、労働省令で定める
ところにより、労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿
に、氏名又は名称、住所その他労働省令で定める事項の登録を受
けなければならない。
２・３ （略）
４ 労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が労働省令で定
める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録
をしてはならない。

除く。）のうち、その構造、性能等を考慮して政令で定めるもの
を製造し、又は輸入した者は、労働省令で定めるところにより、
労働大臣、都道府県労働局長又は労働大臣の指定する者（以下「
個別検定代行機関」という。）が個々に行う当該機械等について
の検定を受けなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機
械等を外国において製造した者（以下この項において「外国製造
者」という。）以外の者（以下この項において単に「他の者」と
いう。）である場合において、当該外国製造者が当該他の者につ
いて前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製
造者は、労働省令で定めるところにより、自ら労働大臣、都道府
県労働局長又は個別検定代行機関が個々に行う当該機械等につい
ての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合におい
ては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用
しない。
３ 労働大臣、都道府県労働局長又は個別検定代行機関は、前二項
の検定（以下「個別検定」という。）を受けようとする者から申
請があつた場合には、当該申請に係る機械等が労働省令で定める
基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別
検定に合格させてはならない。
４～６ （略）

（検査業者）
第五十四条の三 検査業者になろうとする者は、労働省令で定める
ところにより、労働省又は都道府県労働基準局に備える検査業者
名簿に、氏名又は名称、住所その他労働省令で定める事項の登録
を受けなければならない。
２・３ （略）
４ 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の申請が労働省令
で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の
登録をしてはならない。

除く。）のうち、その構造、性能等を考慮して政令で定めるもの
を製造し、又は輸入した者は、労働省令で定めるところにより、
労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働大臣の指定する者（以
下「個別検定代行機関」という。）が個々に行う当該機械等につ
いての検定を受けなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機
械等を外国において製造した者（以下この項において「外国製造
者」という。）以外の者（以下この項において単に「他の者」と
いう。）である場合において、当該外国製造者が当該他の者につ
いて前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製
造者は、労働省令で定めるところにより、自ら労働大臣、都道府
県労働基準局長又は個別検定代行機関が個々に行う当該機械等に
ついての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合に
おいては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、
適用しない。
３ 労働大臣、都道府県労働基準局長又は個別検定代行機関は、前
二項の検定（以下「個別検定」という。）を受けようとする者か
ら申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が労働省令で定
める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を
個別検定に合格させてはならない。
４～６ （略）
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第五十四条の六 労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第
五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは
、その登録を取り消さなければならない。
２ 労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいず
れかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月
を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
一～三 （略）

第五十四条の五 （略）
２ 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、その旨を労働大臣又は都道府県
労働局長に届け出なければならない。

５

（就業制限）
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定
めるものについては、都道府県労働基準局長の当該業務に係る免
許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基
準局長の指定する者が行なう当該業務に係る技能講習を修了した
者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務
につかせてはならない。
２～４ （略）

第五十四条の六 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、検査業者
が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたと
きは、その登録を取り消さなければならない。
２ 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、検査業者が次の各号の
いずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は
六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部
若しくは一部の停止を命ずることができる。
一～三 （略）

第五十四条の五 （略）
２ 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、その旨を労働大臣又は都道府県
労働基準局長に届け出なければならない。

５

（略）

（就業制限）
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定
めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を
受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定
する者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他労働省
令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはな
ら ない 。
２～４ （略）

（作業環境測定）
第六十五条 （略）
２～４ （略）
５ 都道府県労働基準局長は、作業環境の改善により労働者の健康
を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に
基づき、労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環

（略）

（作業環境測定）
第六十五条 （略）
２～４ （略）
５ 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保
持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づ
き、労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測
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（健康管理手帳）
第六十七条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を
生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者
のうち、労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に
又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものと
する。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している
者については、この限りでない。
２～４ （略）

（健康診断）
第六十六条 （略）
２・３ （略）
４ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要がある
と認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、労働省令で定
めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他
必要な事項を指示することができる。
５ （略）

第七十三条 （略）
２ 都道府県労働基準局長は、免許の有効期間の更新の申請があつ
た場合には、当該免許を受けた者が労働省令で定める要件に該当
するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない
。

（健康管理手帳）
第六十七条 都道府県労働基準局長は、がんその他の重度の健康障
害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事してい
た者のうち、労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の
際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するも
のとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持して
いる者については、この限りでない。
２～４ （略）

（健康診断）
第六十六条 （略）
２・３ （略）
４ 都道府県労働基準局長は、労働者の健康を保持するため必要が
あると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、労働省令
で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施そ
の他必要な事項を指示することができる。
５ （略）

境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

第七十三条 （略）
２ 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場
合には、当該免許を受けた者が労働省令で定める要件に該当する
ときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

（免許の取消し等）
第七十四条 都道府県労働基準局長は、免許を受けた者が第七十二
条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その免許
を取り消さなければならない。
２ 都道府県労働基準局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれ

定の実施その他必要な事項を指示することができる。

（免許の取消し等）
第七十四条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第
二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その免許を取
り消さなければならない。
２ 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに
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（都道府県労働局長による免許試験の実施）
第七十五条の十二 都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五
条の十の規定による労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若し
くは一部を休止したとき、前条第二項の規定により労働大臣が指

（指定試験機関の指定）
第七十五条の二 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、労
働大臣の指定する者（以下「指定試験機関」という。）に前条第
一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関す
る事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を行わせる
ことができる。
２ （ 略）
３ 都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験
事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の
全部又は一部を行わないものとする。

（免許試験）
第七十五条 免許試験は、労働省令で定める区分ごとに、都道府県
労働局長が行う。
２ （略）
３ 都道府県労働局長は、労働省令で定めるところにより、都道府
県労働局長の指定する者が行う教習を修了した者でその修了した
日から起算して一年を経過しないものその他労働省令で定める資
格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一
部を免除することができる。
４ （略）

該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は六月を超え
ない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することができ
る。
一～四 （略）

（都道府県労働基準局長による免許試験の実施）
第七十五条の十二 都道府県労働基準局長は、指定試験機関が第七
十五条の十の規定による労働大臣の許可を受けて試験事務の全部
若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により労働大臣

（指定試験機関の指定）
第七十五条の二 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、労
働大臣の指定する者（以下「指定試験機関」という。）に前条第
一項の規定により都道府県労働基準局長が行う免許試験の実施に
関する事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を行わ
せることができる。
２ （略）
３ 都道府県労働基準局長は、第一項の規定により指定試験機関が
試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事
務の全部又は一部を行わないものとする。

（免許試験）
第七十五条 免許試験は、労働省令で定める区分ごとに、都道府県
労働基準局長が行なう。
２ （略）
３ 都道府県労働基準局長は、労働省令で定めるところにより、都
道府県労働基準局長の指定する者が行なう教習を修了した者でそ
の修了した日から起算して一年を経過しないものその他労働省令
で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の
全部又は一部を免除することができる。
４ （略）

かに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は六月を
こえない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することが
できる。
一～四 （略）
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（指定教習機関）
第七十七条 （略）
２ 第四十六条第二項及び第三項、第四十八条、第五十条、第五十
二条並びに第五十三条の規定は、技能講習又は教習を行う者（第
九十六条第三項及び第百十二条第一項第二号において「指定教習
機関」という。）に関して準用する。この場合において、第四十
六条第二項各号列記以外の部分中「指定」とあるのは「第七十七
条第一項に規定する指定（以下この条及び第五十三条において「
指定」という。）」と、同条第三項、第四十八条第一項及び第三
項、第五十条並びに第五十三条中「労働大臣」とあるのは「都道
府県労働局長」と、第四十六条第三項中「第一項」とあるのは「
第七十七条第一項」と、第四十八条第一項及び第三項、第五十二
条並びに第五十三条第二項第三号中「製造時等検査」とあるのは
「第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条
第三項の教習」と、同項各号列記以外の部分中「製造時等検査」
とあるのは「第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若し
くは第七十五条第三項の教習」と、同項第二号中「第四十七条、
第四十九条又は第五十条」とあるのは「第五十条」と、同項第四
号中「第四十八条第三項又は第五十一条第二項」とあるのは「第

定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたと
き、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部
若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要が
あると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行
うものとする。
２ 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合
、指定試験機関が第七十五条の十の規定による労働大臣の許可を
受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の
規定により労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合にお
ける試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、労働省令
で定める。

（指定教習機関）
第七十七条 （略）
２ 第四十六条第二項及び第三項、第四十八条、第五十条、第五十
二条並びに第五十三条の規定は、技能講習又は教習を行う者（第
九十六条第三項及び第百十二条第一項第二号において「指定教習
機関」という。）に関して準用する。この場合において、第四十
六条第二項各号列記以外の部分中「指定」とあるのは「第七十七
条第一項に規定する指定（以下この条及び第五十三条において「
指定」という。）」と、同条第三項、第四十八条第一項及び第三
項、第五十条並びに第五十三条中「労働大臣」とあるのは「都道
府県労働基準局長」と、第四十六条第三項中「第一項」とあるの
は「第七十七条第一項」と、第四十八条第一項及び第三項、第五
十二条並びに第五十三条第二項第三号中「製造時等検査」とある
のは「第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十
五条第三項の教習」と、同項各号列記以外の部分中「製造時等検
査」とあるのは「第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
若しくは第七十五条第三項の教習」と、同項第二号中「第四十七
条、第四十九条又は第五十条」とあるのは「第五十条」と、同項
第四号中「第四十八条第三項又は第五十一条第二項」とあるのは

が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じ
たとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の
全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必
要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自
ら行うものとする。
２ 都道府県労働基準局長が前項の規定により試験事務を自ら行う
場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による労働大臣の許
可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前
条の規定により労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合
における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、労働
省令で定める。
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（安全衛生改善計画の作成の指示等）
第七十八条 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項につ
いて、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要
があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事業者
に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下「安
全衛生改善計画」という。）を作成すべきことを指示することが
できる。
２ （略）

（安全衛生診断）
第八十条 都道府県労働基準局長は、第七十八条第一項の規定によ
る指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認める
ときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛
生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、
安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見をきくべき
ことを勧奨することができる。

（安全衛生改善計画の作成の指示等）
第七十八条 都道府県労働基準局長は、事業場の施設その他の事項
について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる
必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事
業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下
「安全衛生改善計画」という。）を作成すべきことを指示するこ
とができる。
２ （略）

「第四十八条第三項」と読み替えるものとする。

（安全衛生診断）
第八十条 都道府県労働局長は、第七十八条第一項の規定による指
示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるとき
は、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コ
ンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全
衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきこと
を勧奨することができる。

（指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用）
第八十三条の三 第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五
条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指
定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務に
ついて準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び
第七十五条の十二中「都道府県労働基準局長」とあるのは「労働
大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八
十三条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一
項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事
務の実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受
ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあ
るのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタン

四十八条第三項」と読み替えるものとする。

（指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用）
第八十三条の三 第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五
条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指
定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務に
ついて準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び
第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「労働大臣
」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十三
条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に
規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の
実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受ける
者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるの
は「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試
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験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「免許
試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五条の
五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「
コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の
六第一項中「規程（以下この条及び第七十五条の十一第二項第四
号において「試験事務規程」という。）」とあるのは「規程」と
、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中
「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に
関する規程」と読み替えるものとする。

（指定登録機関の指定等についての準用）
第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の
三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二
までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び
登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二
第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働基準局長」とある
のは「労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とある
のは「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第
七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録
事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程（
以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事
務規程」という。）」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第
三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」と
あるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中
「職員（免許試験員を含む。）」とあるのは「職員」と、第七十
五条の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」
と、第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務
の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるもの
とする。

ト試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「
免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五
条の五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるの
は「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五
条の六第一項中「規程（以下この条及び第七十五条の十一第二項
第四号において「試験事務規程」という。）」とあるのは「規程
」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四
号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実
施に関する規程」と読み替えるものとする。

（都道府県労働基準局長の審査等）

（指定登録機関の指定等についての準用）
第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の
三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二
までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び
登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二
第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは
「労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは
「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第七十
五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務
の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程（以下
この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規
程」という。）」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項
並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とある
のは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中「職
員（免許試験員を含む。）」とあるのは「職員」と、第七十五条
の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、
第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務の全
部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとす
る。
（都道府県労働局長の審査等）
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（労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 労働大臣又は都道府県労働局長は、製造時等検査代行機関、性
能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業
者、指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験機関
又は指定登録機関（以下「製造時等検査代行機関等」という。）
の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、
その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、
又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。
４ 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定によ

（労働衛生指導医）
第九十五条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
２～４ （略）

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業
安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
２～４ （略）

第八十九条の二 都道府県労働局長は、第八十八条第一項（同条第
二項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定による届
出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要する
ものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又
は仕事の規模その他の事項を勘案して労働省令で定めるものにつ
いて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審
査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして労働省令
で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
２ （略）

（労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、製造時等検査代行機関
、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検
査業者、指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験
機関又は指定登録機関（以下「製造時等検査代行機関等」という
。）の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問さ
せ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査さ
せることができる。
４ 都道府県労働基準局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定

（労働衛生指導医）
第九十五条 都道府県労働基準局に、労働衛生指導医を置く。
２～４ （略）

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 労働省、都道府県労働基準局及び労働基準監督署に、
産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
２～４ （略）

第八十九条の二 都道府県労働基準局長は、第八十八条第一項（同
条第二項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定によ
る届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要
するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械
等又は仕事の規模その他の事項を勘案して労働省令で定めるもの
について審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当
該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして労働
省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
２（略）
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（使用停止命令等）
第九十八条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条
から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二第一
項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第
三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業
者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部
又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更
その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる
。
２ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により
命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸
与を受けている者に命ずることができる。
３ 労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した
危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準
監督署長の権限を即時に行うことができる。
４ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて
行われる仕事について第一項の規定による命令をした場合におい
て、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者（当該仕事が

（労働者の申告）
第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の
規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長
、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適
当な措置をとるように求めることができる。
２ （略）

る事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛
生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業
環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させ
ることができる。
５ （ 略）

（使用停止命令等）
第九十八条 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、第二
十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二
第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項又
は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した
事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の
全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は
変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることがで
きる。
２ 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、前項の規定に
より命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物
の貸与を受けている者に命ずることができる。
３ 労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した
危険があるときは、これらの項の都道府県労働基準局長又は労働
基準監督署長の権限を即時に行なうことができる。
４ 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、請負契約によ
つて行われる仕事について第一項の規定による命令をした場合に
おいて、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者（当該仕

（労働者の申告）
第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の
規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働基準
局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のた
め適当な措置をとるように求めることができる。
２ （略）

による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労
働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は
作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査
させることができる。
５ （略）
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第九十九条の三 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定に
より同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務につ
いて、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害
を発生させた場合において、その再発を防止するため必要がある

（講習の指示）
第九十九条の二 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合に
おいて、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当
該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が
発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者
、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事
する者（次項において「労働災害防止業務従事者」という。）に
都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示
することができる。
２・３ （略）

第九十九条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一
項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があ
り、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業
者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は
一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な
応急の措置を講ずることを命ずることができる。
２ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により
命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約
の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命
令を受けた注文者を除く。）に対し、当該違反する事実に関して
、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行
うことができる。

第九十九条の三 都道府県労働基準局長は、第六十一条第一項の規
定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務
について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働
災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要が

（講習の指示）
第九十九条の二 都道府県労働基準局長は、労働災害が発生した場
合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは
、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災
害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管
理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に
従事する者（次項において「労働災害防止業務従事者」という。
）に都道府県労働基準局長の指定する者が行う講習を受けさせる
よう指示することができる。
２・３ （略）

第九十九条 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、前条
第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険
があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、
事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部
又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必
要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
２ 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、前項の規定に
より命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができ
る。

事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負
契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当
該命令を受けた注文者を除く。）に対し、当該違反する事実に関
して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請
を行うことができる。
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あると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労
働基準局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することが
できる。
２ （略）

と認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局
長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
２ （略）

（報告等）
第百条 労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は
、この法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令
で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物
貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は
出頭を命ずることができる。
２ 労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、こ
の法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定
めるところにより、製造時等検査代行機関等に対し、必要な事項
を報告させることができる。
３ （略）

（公示）
第百十二条の二 労働大臣は、次の場合には、労働省令で定めると
ころにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一～五 （略）
六 第七十五条の十二第一項（第八十三条の三及び第八十五条の
三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）
の規定により都道府県労働基準局長若しくは労働大臣が試験事
務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しく
は登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により
都道府県労働基準局長若しくは労働大臣が自ら行つていた試験
事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若し
くは登録事務を行わないものとするとき。

（報 告等 ）
第百条 労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、こ
の法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定
めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与
者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭
を命ずることができる。
２ 労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法
律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定める
ところにより、製造時等検査代行機関等に対し、必要な事項を報
告させることができる。
３ （ 略）
（公示）
第百十二条の二 労働大臣は、次の場合には、労働省令で定めると
ころにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一～五 （略）
六 第七十五条の十二第一項（第八十三条の三及び第八十五条の
三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）
の規定により都道府県労働局長若しくは労働大臣が試験事務若
しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登
録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道
府県労働局長若しくは労働大臣が自ら行つていた試験事務若し
くはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録
事務を行わないものとするとき。
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