○

正

後

改

新旧 対照 条文 （ 抄）

（新設）

（ 略）

正

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

前

（統括安全衛生責任者）
第十五条 （略）
２・３ （略）
４ 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に
規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては
、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事
業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の二第五項において準用
する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者
の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させ
なければならない。
５ （略）

第六章～第十二章
附則

目次
第一章～第四章 （略）
第五章 機械等及び有害物に関する規制
第一節 （略）
第二節 有害物に関する規制（第五十五条―第五十八条）

労 働安 全 衛生 法等 の 一部 を改 正 する 法律 （ 平成 十 七年 法律 第百 八 号）
労 働安 全衛 生法 （ 昭和 四 十七 年法 律 第五 十七 号 ）（ 抄） （ 第一 条関 係）

改
目次
第一章～第四章 （略）
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 （略）
第二節 危険物及び有害物に関する規制（第五十五条―第五十
八条）
第六章～第十二章 （略）
附則
（統括安全衛生責任者）
第十五条 （略）
２・３ （略）
４ 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に
規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては
、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事
業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用
する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者
の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させ
なければならない。
５ （略）
（事業者の行うべき調査等）
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業
行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結
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果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置
を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査の
うち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の
危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のも
のについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する
事業者に限る。
２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、
前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針を公表するものとする。
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対
し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業（特定
事業を除く。）の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労
働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関す
る措置その他必要な措置を講じなければならない。
２ 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者につ
いて準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業
者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」
とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一
項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と
読み替えるものとする。
３ 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされない
ときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
４ 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名
がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当
該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定す
る措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名
された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については

（新設）

- 2 -

第三十条の二 （略）
２ 前条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の
発注者について準用する。この場合において、前条第二項中「特
定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事
を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措
置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定
事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるもの
とする。
３ 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされない
ときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
４ 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名
がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当
該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二
第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては
、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者
については、同項の規定は、適用しない。
５ （略）

、同項の規定は、適用しない。
第三十条の三 （略）
２ 第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕
事の発注者について準用する。この場合において、第三十条第二
項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事
業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規
定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と
、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替
えるものとする。
３ 前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされ
ないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
４ 第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による
指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所におい
て当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条
の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合におい
ては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事
業者については、同項の規定は、適用しない。
５ （略）

（新設）

（注文者の講ずべき措置）
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又
は原材料（以下「建設物等」という。）を、当該仕事を行う場所
においてその請負人（当該仕事が数次の請負契約によつて行われ
るときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当
事者である請負人を含む。第三十一条の三において同じ。）の労
働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の
労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
２ （略）
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を

（注文者の講ずべき措置）
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又
は原材料（以下「建設物等」という。）を、当該仕事を行う場所
においてその請負人（当該仕事が数次の請負契約によつて行われ
るときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当
事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。）の労
働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の
労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
２ （略）
第三十一条の二
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製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚
生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について
、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要
な措置を講じなければならない。
（ 略）

第三十一条の二
２ （略）

（略 ）

第三十一条の三
２ （略）

（違法な指示の禁止）
第三十一条の三 （略）

５ 第一項から第三項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条

４ 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは
第四項又は第三十一条第一項の場合において、労働者は、これら
の規定又は前三項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な
事項を守らなければならない。

２ 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、第二十五条の
二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事
を自ら行うものは、第三十条の二第一項又は第四項の規定により
講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
３ （略）
（新設）

（請負人の講ずべき措置等）
第三十二条 （略）
（新設）

（違法な指示の禁止）
第三十一条の四 （略）
（請負人の講ずべき措置等）
第三十二条 （略）
２ 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に
規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら
行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要
な措置を講じなければならない。
３ 第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の
二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事
を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により
講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
４ （略）
５ 第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請
負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置
を講じなければならない。
６ 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは
第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項
又は第三十一条の二の場合において、労働者は、これらの規定又
は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守
らなければならない。
７ 第一項から第五項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条
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第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十
条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十
一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が第三十条
第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第
三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一
条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確
保するためにする指示に従わなければならない。

第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項の元方事業者等
、第三十一条第一項の注文者又は第一項から第三項までの請負人
が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは
第四項、第三十一条第一項又は第一項から第三項までの規定に基
づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならな
い。

機械等及び有害物に関する規制

（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
等で厚生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、厚生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厚生労働省令で定める事項
（以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。）に
ついて、当該特定機械等が、特別特定機械等（特定機械等のうち
厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）以外のものであ
るときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生
労働大臣の登録を受けた者（以下「登録製造時等検査機関」とい
う。）の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定

第五章

（厚生労働省令への委任）
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項
若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三
項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定
によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第
四項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者
が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

（厚生労働省令への委任）
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項
若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一
条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、
第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこ
れらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は
第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らな
ければならない事項は、厚生労働省令で定める。
第五章

（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
等で厚生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、厚生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厚生労働省令で定める事項
について、当該特定機械等が、特別特定機械等（特定機械等のう
ち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）以外のもので
あるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚
生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録製造時等検査機関」と
いう。）の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特
定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項（次項におい
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（略）
危険物及び有害物に関する規制

て「輸入時等検査対象機械等」という。）について当該特定機械
等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場
合は、この限りでない。
２・３
第二節
（表示等）
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者
に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含
有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で
政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装し
て、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところに
より、その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し
、又は提供するときにあつては、その容器）に次に掲げるものを
表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主
として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、こ
の限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める
事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生
労働大臣が定めるもの
２ （略）
（文書の交付等）

有害物に関する規制

機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項（次項において
「輸入時等検査対象機械等」という。）について当該特定機械等
を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合
は、この限りでない。
２・３ （略）
第二節

（表示等）
第五十七条 ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に
健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第
一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者
は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装（容
器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつて
は、その容器）に次の事項を表示しなければならない。ただし、
その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供す
るためのものについては、この限りでない。

一 名称
二 成分及びその含有量
三 厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用
四 厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注
意
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

２ （略）
（文書の交付等）
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削除

第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれの
ある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物（以下この
条において「通知対象物」という。）を譲渡し、又は提供する者
は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象
物に関する次の事項（前条第二項に規定する者にあつては、同項
に規定する事項を除く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に通
知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用
に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合に
ついては、この限りでない。
一～七 （略）
２・３ （略）

第五十八条

（自発的健康診断の結果の提出）
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要
であると認める場合においては、その定める地域又は期間につい
ては午後十一時から午前六時まで）の間における業務（以下「深
夜業」という。）に従事する労働者であつて、その深夜業の回数
その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して

第五十七条の二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令
で定めるもの又は第五十六条第一項の物（以下この条において「
通知対象物」という。）を譲渡し、又は提供する者は、文書の交
付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次
の事項（前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事
項を除く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければ
ならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製
品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、こ
の限りでない。
一～七 （略）
２・３ （略）

（事業者の行うべき調査等）
第五十八条 事業者は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他
の物で、労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものについては
、あらかじめ、これらの物の有害性等を調査し、その結果に基づ
いて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずる
ほか、これらの物による労働者の健康障害を防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない。
２ 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるものの
ほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
必要な指針を公表するものとする。
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者に対し、必要な指
導、援助等を行うことができる。

（自発的健康診断の結果の提出）
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要
であると認める場合においては、その定める地域又は期間につい
ては午後十一時から午前六時まで）の間における業務（以下この
条及び第六十六条の五第一項において「深夜業」という。）に従
事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業
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厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定
めるところにより、自ら受けた健康診断（前条第五項ただし書の
規定による健康診断を除く。）の結果を証明する書面を事業者に
提出することができる。

（健康診断実施後の措置）
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の
意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実
情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施
、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の
衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員
会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律
第九十号）第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会を
いう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければ
ならない。
２・３ （略）
（健康診断の結果の通知）
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規
定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならな
い。
（面接指導等）
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労
働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当す
る労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師によ
る面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これ
に応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。）

に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める
要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自
ら受けた健康診断（前条第五項ただし書の規定による健康診断を
除く。）の結果を証明する書面を事業者に提出することができる
。

（略）

（健康診断実施後の措置）
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の
意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実
情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施
、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなけれ
ばならない。

２・３

（一般健康診断の結果の通知）
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項の規定により行う健
康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

（新設）
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第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行
う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについ
ては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずる
ように努めなければならない。

（登録教習機関）
第七十七条 （略）
２ 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者（以
下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件の
すべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一～三 （略）

（新設）

を行わなければならない。
２ 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなけ
ればならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を
受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規
定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明す
る書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前
項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければ
ならない。
４ 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の
結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴か
なければならない。
５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要が
あると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措
置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生
委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措
置を講じなければならない。

（登録教習機関）
第七十七条 （略）
２ 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者（以
下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件の
すべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一～三 （略）
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（計画の届出等）
第八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定める
ものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは
機械等（仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを
除く。）を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分
を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三
十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監
督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一
項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じてい
るものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督
署長が認定した事業者については、この限りでない。
２ 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とす
るもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康
障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定める
ものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変
更しようとする事業者（同項本文の事業者を除く。）について準
用する。
３～８ （略）

四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が
行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免
許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試
験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセン
ト以上であること。
３～７ （略）

（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

２ 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とす
るもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康
障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定める
ものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変
更しようとする事業者（同項の事業者を除く。）について準用す
る。
３～８ （略）

四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が
行つた教習に相当するものを終了し、かつ、当該教習に係る免
許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試
験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセン
ト以上であること。
３～７ （略）

（計画の届出等）
第八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定める
ものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは
機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を
変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十
日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督
署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械
等で、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

（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、第三十条の三第一
項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、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、
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第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第
一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項
、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十
四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四
十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七
項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項
、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一
項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十

（国の援助）
第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七
条の五、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるも
ののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生
施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金
融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努める
ものとする。
２ （略）

（健康診断等に関する秘密の保持）
第百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項
までの規定による健康診断並びに第六十六条の八第一項の規定に
よる面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知
り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

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。
２～４ （略）

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、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
、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条
、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三
条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第
三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四
第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第
一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項（第八

（国の援助）
第百六条 国は、第十九条の三、第五十七条の五、第五十八条第三
項、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるものの
ほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設
の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上
の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるもの
とする。
２ （略）

（健康診断に関する秘密の保持）
第百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項
までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施
に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしては
ならない。

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
。
２～４ （略）
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九条第五項（第八十九条の二第二項において準用する場合を含
む。）、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項
の規定に違反した者
二～四 （略）

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条
第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の
二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項
、第二十五条の二第二項（第三十条の二第五項において準用す
る場合を含む。）、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四
項、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第三項、第
四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第
四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五
十九条第一項、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三
項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第三項
、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
。）若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百
三条第一項の規定に違反した者

十九条の二第二項において準用する場合を含む。）、第九十七
条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した
者
二～四 （略）

別表第十七（第七十五条関係）
一～三 （略）
四 デリック運転実技教習

（略）

別表第十七（第七十五条関係）
一～三 （略）
（削る）

別表第十八（第七十六条関係）
一～四 （略）
五 地山の掘削作業主任者技能講習
六 土止め支保工作業主任者技能講習

二～六

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条
第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の
二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項
、第二十五条の二第二項（第三十条の三第五項において準用す
る場合を含む。）、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項か
ら第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四
条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは
第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項（同条第二
項において準用する場合を含む。）、第六十一条第二項、第六
十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の
六、第八十七条第三項、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。）若しくは第三項から第五項まで、第
百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二～六 （略）

別表第十八（第七十六条関係）
一～四 （略）
五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
（削る）
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六～十七 （略）
（削る）
十八・十九 （略）
二十 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
（削る）
二十一 （略）
（削る ）
二十二 （略）
二十三 石綿作業主任者技能講習
二十四～三十七 （略）

七～十八 （略）
十九 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
二十・二十一 （略）
（新設）
二十二 特定化学物質等作業主任者技能講習
二十三 （略）
二十四 四アルキル鉛等作業主任者技能講習
二十五 （略）
（新設）
二十六～三十九 （略）

技能講習又は教習

機械器具その他の設備及び施設

別表第十九（第七十七条関係）

機械器具その他の設備及び施設

（略）

別表第十九（第七十七条関係）
技能講習又は教習

（略）

デリック

別表第二十（第七十七条関係）
一～三 （略）
四 地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技
能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆
工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能
講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の
組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習
、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコ
ンクリート橋架設等作業主任者技能講習
（表 略）
五～八 （略）

デリック運転実技教習

（略 ）
（削る）

（略）
（削る ）

別表第二十（第七十七条関係）
一～三 （略）
四 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等
の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能
講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立
て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任
者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造
の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設
等作業主任者技能講習
（表 略）
五～八 （略）

- 13 -

（削る）

学科 ボイラーの構
講習 造、取扱い及
び燃料に関す
る知識

講習科目

一 大学等において機械工学に関する
学科を修めて卒業した者で、その後
三年以上ボイラーの設計、製作、検
査又は取扱いの業務に従事した経験
を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識
経験を有する者であること。

条件

ボイラー据付け工事作業主任者技能講習

ボイラーの基
礎、れんが積
み及び断熱の
工事に関する
知識
ボイラーの本
体及び附属設
備等の据付け
に関する知識

一 大学等において機械工学に関する
学科を修めて卒業した者で、その後
四年以上ボイラー据付け工事の業務
に従事した経験を有するものである
こと。
二 高等学校等において機械工学に関
する学科を修めて卒業した者で、そ
の後七年以上ボイラー据付け工事の
業務に従事した経験を有するもので
あること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知
識経験を有する者であること。

九

関係法令

一 大学等を卒業した者で、その後一
年以上安全の実務に従事した経験を
有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識
経験を有する者であること。
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九・十 （略）
十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛
作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作
業主任者技能講習
（表 略）
十二～二十三 （略）

十・十一
十二 特定化学物質等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講
習、四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任
者技能講習
（表 略）
十三～二十四 （略）

教習
（略）

条件

（略）

教習

（略）

条件

別表第二十一（第七十七条関係）

（略）

クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実
技教習
デリック運転実技教習

別表第二十一（第七十七条関係）

クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実
技 教習

二

一 クレーン運転実技教習又は移動式
クレーン運転実技教習に係る免許を
有する者で、八年以上クレーン又は
移動式クレーンの運転の業務に従事
した経験を有するものであること。
（略）

一 クレーン運転実技教習、移動式ク
レーン運転実技教習又はデリック運
転実技教習に係る免許を有する者で
、八年以上クレーン、移動式クレー
ン又はデリックの運転の業務に従事
した経験を有するものであること。
（略）

二

条件

教習

一 五年以上揚貨装置、クレーン、移
動式クレーン若しくはデリックの運
転の業務を管理し、又は監督する者
としての地位にあつたものであるこ
と。

条件

別表第二十二（第七十七条関係）

教習

一 五年以上揚貨装置、クレーン又は
移動式クレーンの運転の業務を管理
し、又は監督する者としての地位に
あつたものであること。

別表第二十二（第七十七条関係）

揚貨装置運転実技教習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実
技 教習

揚貨装置運転実技教習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実
技教習
デリック運転実技教習

- 15 -

二

（略 ）

二

（略）

- 16 -

