○

正

後

労 働安 全 衛生 法の 一 部を 改正 す る法 律（ 平 成二 十 六年 法律 第八 十 二号 ）
労 働安 全衛 生法 （ 昭和 四 十七 年法 律 第五 十七 号 （抄 ）

改

新 旧対 照条 文 （抄 ）

改

正

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

前

目次
第一章～第八章 （略）
第九章 安全衛生改善計画等
第一節 安全衛生改善計画（第七十八条―第八十条）

（ 略）

（技術上の指針等の公表等）
第二十八条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを
製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康
障害を防止するための指針を公表するものとする。
一 第五十七条の三第四項の規定による勧告又は第五十七条の四
第一項の規定による指示に係る化学物質
二 （略）
４ （略）

第二節 （略）
第十章～第十二章
附則

（技術上の指針等の公表等）
第二十八条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを
製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康
障害を防止するための指針を公表するものとする。
一 第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五
第一項の規定による指示に係る化学物質
二 （略）
４ （ 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
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

目次
第一章～第八章 （略）
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第七十
八条―第八十条）
第二節 （略）
第十章～第十二章 （略）
附則

（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（第五十七条第一
項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対

- 1 -

２・３

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。

象物による危険性又は有害性等を除く。）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、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・３ （略）

（登録製造時等検査機関の登録）
第四十六条 第三十八条第一項の規定による登録（以下この条、次
条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」とい
う。）は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で
定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により
行う。
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができ
ない。
一 （略）
二 第五十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日
から起算して二年を経過しない者
三 （略）
３ 厚生労働大臣は、第一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）
四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者（
以下この号において「製造者等」という。）に支配されている
ものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等が
その親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七

（略）

（登録製造時等検査機関の登録）
第四十六条 第三十八条第一項の規定による登録（以下この条、次
条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項に
おいて「登録」という。）は、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうと
する者の申請により行う。
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができ
ない。
一 （略）
二 第五十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され
、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 （略）
３ 厚生労働大臣は、第一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全
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）
四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者（
以下この号において「製造者等」という。）に支配されている
ものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等が
その親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七
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十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

４

ロ・ハ （略）
（略）

４

（適合命令）
第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十六条
第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その
登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。

十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外
国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする
者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当
するものを含む。）であること。
ロ・ハ （略）
（略）

（適合命令）
第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関（外国にある
事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関
（以下「外国登録製造時等検査機関」という。）を除く。）が第
四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
は、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合する
ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）
第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十
七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検
査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の
方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。

（登録の取消し等）
第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号の
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製造時等検査の業務の全部

（新設）

（改善命令）
第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関（外国登
録製造時等検査機関を除く。）が第四十七条の規定に違反してい
ると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等
検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法
の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
（準用）
第五十二条の三 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関につ
いて準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるの
は、「請求する」と読み替えるものとする。
（登録の取消し等）
第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関（外国登録製
造時等検査機関を除く。）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
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期間を定めて製造時等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。
一～四 （略）
五 第五十二条及び第五十二条の二の規定による命令に違反した
とき。
六 （略）
２ 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいず
れかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができ
る。
一 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する
とき。
二 前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条
の二の規定による請求に応じなかつたとき。
三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号のいず
れかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定め
て製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合に
おいて、その請求に応じなかつたとき。
四 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な
運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国
登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、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
させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒ま
れ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がさ
れず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
五 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認め
て、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求
めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされ
たとき。
六 次項の規定による費用の負担をしないとき。
３ 前項第四号の検査に要する費用（政令で定めるものに限る。）
は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。

若しくは一部の停止を命ずることができる。

一～四 （略）
五 前二条の規定による命令に違反したとき。
六 （略）
（新設）

（新設）
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製造時等検査

第三十八条第一項

第四十一条第二項の性能
検査（以下「性能検査」
という。）

第四十一条第二項

（都道府県労働局長による製造時等検査の実施）
第五十三条の二 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないと
き、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部
の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取
り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の
全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が
天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実
施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは
、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができ
る。
２ （略）

別表第五

別表第八の上欄に掲げる
機械等に応じ、それぞれ
同表の下欄

（都道府県労働局長による製造時等検査の実施）
第五十三条の二 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないと
き、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部
の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項
の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し
製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登
録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業
務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要
があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部
を自ら行うことができる。
２ （略）

第四十六条第一
項

第四十六条第三
項第一号

性能検査

（登録性能検査機関）
第五十三条の三 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一
条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録
性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上
欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第四十一条第二項の性能
検査（以下「性能検査」
という。）

第四十一条第二項

製造時等検査

別表第八の上欄に掲げる
機械等に応じ、それぞれ
同表の下欄

第三十八条第一項

別表第五

性能検査

製造時等検査

（登録性能検査機関）
第五十三条の三 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一
条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録
性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上
欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一
項

第四十六条第三
項第一号

製造時等検査
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第四十六条第三
項第二号

第四十六条第三
項第三号

第四十六条第三
項 第四 号

製造時等検査

同表の中欄

別表第九の上欄に掲げる
機械等に応じ、性能検査

別表第六第一号

製造時等検査

同表の中欄

別表第九の上欄に掲げる
機械等に応じ、性能検査

第四十六条第三
項第二号

別表第六第一号

同表の下欄

別表第十

同表第二号
別表第七

性能検査

同表の下欄
第四十六条第三
項第三号

製造時等検査

同表第二号

性能検査

別表第十

製造時等検査

第四十六条第三
項第四号

特別特定機械等を
製造し、又は輸入
する者

特定機械等を製造し、若
しくは輸入する者又は特
定機械等の整備を業とす
る者

別表第七

特別特定機械等を
製造し、又は輸入
する者

特定機械等を製造し、若
しくは輸入する者又は特
定機械等の整備を業とす
る者
性能検査

登録性能検査機関登録簿

製造時等検査

登録製造時等検査
機関登録簿

性能検査

登録性能検査機関登録簿

第四十六条第四
項

製造時等検査

特定機械等

登録製造時等検査
機関登録簿

性能検査

第四十七条第一
項及び第二項

特別特定機械等

第四十六条第四
項

特定機械等

製造時等検査

特別特定機械等

第四十七条第三
項

性能 検査

性能検査

製造時等検査

製造時等検査

性能検査

性能検査

製造時等検査

第四十七条第四
項及び第四十八

製造時等検査

第四十七条第一
項及び第二項
第四十七条第三
項

第四十七条第四
項及び第四十八
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条
第四十九条

第五十条第二項
及び第 三項

製造時等検査
休止又は廃止の日の三十
日前までに

性能検査

製造時等検査

あらかじめ

製造時等検査

性能検査

休止又は廃止の日の三十
日前までに

性能検査

条

あらかじめ

性能検査

（新設）

外国登録製造時等
検査機関

外国登録性能検査機関

外国登録性能検査機関

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

労働基準監督署長

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

第四十九条

製造時等検査

第五十条第二項
及び第三項、第
五十二条の二並
びに第五十三条

（新設）

外国登録製造時等
検査機関

性能検査
（新設）

都道府県労働局長

性能検査

（新設）

（新設）

第五十二条の三

製造時等検査

外国登録性能検査機関

第五十三条の二

製造時等検査

（新設）

性能検査

第五十二条及び 製造時等検査
第五十二条の二

第五十三条第一
項及び第二項

外国登録製造時等
検査機関

労働基準監督署長

外国登録性能検査機関

第五十三条第三
項

都道府県労働局長

性能検査

外国登録製造時等
検 査機 関

前条

製造時等検査
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第四十四条第一項

第三十八条第一項

個別 検定

第四十四条第一項

（登録個別検定機関）
第五十四条 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第
一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定
は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の
表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一
項

製造時等検査

個別検定

個別検定

製造時等検査

別表第十二の上欄に掲げ
る機械等に応じ、個別検
定

製造時等検査

個別検定

製造時等検査

同表の中欄

別表第五

製造時等検査

別表第十二の上欄に掲げ
る機械等に応じ、個別検
定

別表第六第一号

検定員

別表第五

第四十六条第三
項第一号

製造時等検査

同表の中欄

検査員

同表の下欄

別表第十一の上欄に掲げ
る機械等に応じ、それぞ
れ同表の下欄

別表第六第一号

検定員

同表第二号

第四十六条第三
項第二号

検査員

同表の下欄

同表第二号

検定 員

検定員

検査員

第四十六条第三
項第三号

検 査員

別表第十一の上欄に掲げ
る機械等に応じ、それぞ
れ同表の下欄

第三十八条第一項

（登録個別検定機関）
第五十四条 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第
一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定
は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の
表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一
項

第四十六条第三
項第一号

第四十六条第三
項第二号

第四十六条第三
項第三号
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製造時等検査

別表第七
個別検定

別表第十三

製造時等検査

別表第七

個別 検定

別表第十三

特別特定機械等

特別特定機械等

第四十四条第一項の政令
で定める機械等

第四十六条第三
項第四号

第四十四条第一項の政令
で定める機械等

第四十六条第三
項第四号
個別検定

登録個別検定機関登録簿

製造時等検査

登録製造時等検査
機関登録簿

登録個別検定機関登録簿

第四十六条第四
項

個別検定

登録製造時等検査
機関登録簿

製造時等検査

第四十六条第四
項
個別検定

製造時等検査

第四十七条第一
項

個別検定

検 定員

製造時等検査
検査員

第四十七条第二
項

検定員

第四十四条第三項の基準

個別検定

検査員

第四十四条第三項の基準

第三十七条第二項
の基準のうち特別
特定機械等の構造
に係るもの

第四十七条第三
項

第三十七条第二項
の基準のうち特別
特定機械等の構造
に係るもの

個別検定

個 別検定
製造時等検査

検定方法

製造時等検査
第四十七条第四
項

検査方法

個別検定

個別検定

検定方法
第四十八条、第

製造時等検査

製造時等検査

検査方法

個別検定

個別検定

製造時等検査

製造時等検査

製造時等検査

第四十七条第一
項
第四十七条第二
項

第四十七条第三
項

第四十七条第四
項

第四十八条、第
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検査員
個別検定

検定員

第五十二条の二
及び第五十三条

第五十一条

（新設）

製造時等検査

検査員

（新設）

個別検定

検定員

四十九条並びに
第五十条第二項
及び第三項

第五十一条
製造時等検査
外国登録個別検定機関

（新設）

四十九条並びに
第五十条第二項
及び第三項

第五十二条及び
第五十二条の二
外国登録製造時等
検査機関
外国登録個別検定機関

（新設）

第五十二条の三 外国登録製造時等
検査機関

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

個別検定
（新設）

都道府県労働局長

（新設）

製造時等検査

外国登録個別検定機関

第五十三条の二

厚生労働大臣又は都道府
県労働局長

外国登録個別検定機関

外国登録製造時等
検 査機 関

厚生労働大臣又は都道府
県労働局長

個別検 定

（登録型式検定機関）
第五十四条の二 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四
条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二ま

製造時等検査

外国登録製造時等
検査機関

第五十三条第三
項

都道府県労働局長

個別検定

第五十三条第一
項及び第二項

第五十三条の二

製造時等検査

（登録型式検定機関）
第五十四条の二 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四
条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二ま
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別表第五

製造時等検査

型式検定

別表第十四の上欄に掲げ
る機械等に応じ、それぞ
れ同表の下欄

型式検定

第四十四条の二第一項

製造時等検査
型式検定

別表第六第一号

製造時等検査

製造時等検査

別表第五

製造時等検査

第三十八条第一項

別表第十五第一号

型式検定

型式検定

別表第十四の上欄に掲げ
る機械等に応じ、それぞ
れ同表の下欄

型式検定

第四十四条の二第一項

での規定は登録型式検定機関について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一
項

第四十六条第三
項第一号

第四十六条第三
項第二号

検定員

別表第十五第一号

検査員

検定員

検定員

検査員

検査員

別表第十六

検定 員

別表第七

型 式検定

第四十六条第三
項第三号
別表第十六

製造時等検査

別 表第 七

型式検定

製造時等検査

第四十六条第三
項第四号

特別特定機械等

特別特定機械等

第四十四条の二第一項の
政令で定める機械等

第四十四条の二第一項の
政令で定める機械等
型式検定

検査員

別表第六第一号

製造時等検査

第三十八条第一項

での規定は登録型式検定機関について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一
項

第四十六条第三
項第一号

第四十六条第三
項 第二 号

第四十六条第三
項第三号

第四十六条第三
項第四号

製造時等検査
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型式検定

登録型式検定機関登録簿

第四十七条第二
項

第四十七条第一
項

第四十六条第四
項

製造時等検査

製造時等検査

登録製造時等検査
機関登録簿

検 定員

型式検定

型式検定

登録型式検定機関登録簿

登録製造時等検査
機関登録簿

型式検定

検査員

第四十四条の二第三項の
基準

第四十六条第四
項

製造時等検査
検定員

第三十七条第二項
の基準のうち特別
特定機械等の構造
に係るもの

型 式検定

製造時等検査

検査員
第四十四条の二第三項の
基準

製造時等検査

第四十七条第三
項

第三十七条第二項
の基準のうち特別
特定機械等の構造
に係るもの
型式検定

検査方法

製造時等検査

型式検定

検定方法

型式検定

型式検定
検定方法

製造時等検査

検定員

製造時等検査
検査方法

型式検定

第四十八条、第
四十九条並びに
第五十条第二項
及び第三項

検査員

第四十七条第四
項

製造時等検査

第五十一条

製造時等検査

第四十七条第一
項
第四十七条第二
項

第四十七条第三
項

第四十七条第四
項

第四十八条、第
四十九条並びに
第五十条第二項
及び第三項

検定員

型式検定

検査員

製造時等検査

第五十一条

型式検定

第五十二条の二
及び第五十三条

第五十二条及び 製造時等検査
第五十二条の二
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第五十三条の二

第五十三条第三
項

第五十三条第一
項及び第二項

第五十二条の三

製造時等検査

都道府県労働局長

外国登録製造時等
検査機関

製造時等検査

外国登録製造時等
検査機関

外国登録製造時等
検 査機 関

外国登録製造時等
検査機関

型式検定

厚生労働大臣

外国登録型式検定機関

型式検定

外国登録型式検定機関

外国登録型式検定機関

外国登録型式検定機関

（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

第五十三条の二

（新設）

（新設）

（新設）

製造時等検査

都道府県労働局長

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

型式検 定

厚生労働大臣

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（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
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２

イ （略）
ロ 成分
ハ・ニ （略）
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 （略）
（略）

イ （ 略）
（削 る）
ロ・ハ （略）
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める
事項
二 （略）
２ （略）

（文書の交付等）
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）

（新設）

（文書の交付等）
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
条及び次条第一項において「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）
（第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事
業者が行うべき調査等）
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性
又は有害性等を調査しなければならない。
２ 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、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、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。
３ 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
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ほか、前二項の措置に関して、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。
４ 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。
（化学物質の有害性の調査）
第五十七条の三 （略）
２～５ （略）
第五十七条の四 （略）
２～５ （略）

（化学物質の有害性の調査）
第五十七条の四 （略）
２～５ （略）
第五十七条の五
２～５ （略）

（国の援助等）
第五十七条の五 （略）

（略）

（国の援助等）
第五十八条 （略）

第五十八条

（新設）

２～５

（略）

（健康診断）
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

削除

（削る）
（健康診断）
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、医師による健康診断（第六十六条の十第一項に規定す
る検査を除く。以下この条及び次条において同じ。）を行わなけ
ればならない。
２～５ （略）
（心理的な負担の程度を把握するための検査等）
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定める
ところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（
以下この条において「医師等」という。）による心理的な負担の
程度を把握するための検査を行わなければならない。
２ 事業者は、前項の規定により行う検査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、当該検査を行つた医師等か
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ら当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この
場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働
者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供し
てはならない。
３ 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心
理的な負担の程度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ものが医師による面接指導を受けること
を希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、
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を行わ
なければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該
申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱
いをしてはならない。
４ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定に
よる面接指導の結果を記録しておかなければならない。
５ 事業者は、第三項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。
６ 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。
７ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適
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。
８ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があ
ると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し
必要な指導等を行うことができる。
９ 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響
に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第
二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対す
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る健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図るこ
とを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
（受動喫煙の防止）
第六十八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙（室内又はこれに準
ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。
第七十一条第一項において同じ。）を防止するため、当該事業者
及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとす
る。
（国の援助）
第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切か
つ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び
健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促
進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の
向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
２ （略）

登録

第七十七条第一項に規定

（登録教習機関）
第七十七条 （略）
２ （略）
３ 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及
び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項（第
四号を除く。以下この項において同じ。）並びに第五十三条の二
の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者（以下
「登録教習機関」という。）について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二

（新設）

（国の援助）
第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切か
つ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び
健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導
員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるもの
とする。
２ （略）

登録

第七十七条第一項に規定

（登録教習機関）
第七十七条 （略）
２ （略）
３ 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及
び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条（第四号を
除く。以下この項において同じ。）並びに第五十三条の二の規定
は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者（以下「登録
教習機関」という。）について準用する。この場合において、次
の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二
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項各号列記以外
の部 分

項各号列記以外
の部分

登録教習機関登録簿

する登録（以下この条、
第五十三条及び第五十三
条の二第一項において「
登録」という。）

登録製造時等検査
機関登録簿

する登録（以下この条、
第五十三条第一項及び第
五十三条の二第一項にお
いて「登録」という。）
登録教習機関登録簿

第四十六条第四
項

都道府県労働局長

登録製造時等検査
機関登録簿

厚生労働大臣

第四十六条第四
項

第四十七条の二

厚生労働大臣

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

都道府県労働局長

第四十七条の二

製造時等検査

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

製造時等検査

製造時等検査

製造時等検査

都道府県労働局長

第四十八条第一
項

第四十八条第一
項

第四十八条第二
項

第四十九条

厚生労働大臣

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

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

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

製造時等検査

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

事業報告書

都道府県労働局長

製造時等検査

都道府県労働局長
第五十条第一項

事業報告書（登録教習機
関が国又は地方公共団体

厚生労働大臣

厚生労働大臣

都道府県労働局長

事業報告書

厚生労働大臣
第四十八条第二
項

第四十九条

第五十条第一項

事業報告書（登録教習機
関が国又は地方公共団体
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第五十条第二項

第五十条第四項

第五十二条

第五十二条の二

第五十三条第一

厚生労働大臣

事業報告書

製造時等検査

都道府県労働局長

都道府県労働局長

事業報告書（登録教習機
関が国又は地方公共団体
である場合にあつては、
事業報告書）

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

である場合にあつては、
事業報告書）

厚生労働大臣

第四十七条

厚生労働大臣

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

第七十七条第六項又は第
七項

都道府県労働局長

第七十七条第二項各号

製造時等検査

都道府県労働局長

第四十六条第三項
各号

厚生労働大臣

第五十条第二項

第五十条第四項

第五十二条

第五十二条の二

第五十三条

製造時等検査

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

である場合にあつては、
事業報告書）

事業報告書

第七十七条第二項各号

事業報告書（登録教習機
関が国又は地方公共団体
である場合にあつては、
事業報告書）

第四十六条第三項
各号

都道府県労働局長

都道府県労働局長

厚生労働大臣

第七十七条第六項又は第
七項

厚生労働大臣

第四十七条

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

都道府県労働局長

製造時等検査

都道府県労働局長

厚生労働大臣

厚生労働大臣
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項
製造時等検査

製造時等検査

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

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

第四十七条の二から第四
十九条まで、第五十条第
一項若しくは第四項、第
七十七条第六項若しくは
第七項

第五十三条第二
号

第四十七条から第
四十九条まで、第
五十条第一項若し
くは第四項

第五十条第二項各号

第五十三条第一
項第二号

第五十条第二項各
号又は第三項各号

第四十七条から第 第四十七条の二から第四
四十九条まで、第 十九条まで、第五十条第
五十条第一項若し 一項若しくは第四項、第
くは第四項
七十七条第六項若しくは
第七項
第五十条第二項各号

第五十三条第三
号

第五十条第二項各
号又は第三項各号

第十四条若しくは第六十
一条第一項の技能講習

第五十三条第一
項 第三 号

製造時等検査

安全衛生改善計画

安全衛生改善計画等

（略）

第五十三条の二

（新設）

第一節

第九章

４～７

第十四条若しくは第六十
一条第一項の技能講習

製造時等検査

（略）

特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第五十三条の二

４～７
第 九章
第一節

（特別安全衛生改善計画）
第七十八条 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令
で定めるもの（以下この条において「重大な労働災害」という。
）が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するた
め必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対
し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下「特別安

- 20 -

全衛生改善計画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣に提
出すべきことを指示することができる。
２ 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には
、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときに
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
いときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ
ればならない。
３ 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守
らなければならない。
４ 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再
発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で
定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画
を変更すべきことを指示することができる。
５ 厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受け
た事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計
画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていない
と認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがある
と認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防
止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
６ 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれ
に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
（安全衛生改善計画）
第七十九条 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（前条第一項の規定により厚生労働大臣が同
項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。
）は、厚生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 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準

（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、厚生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 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当
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用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次
条第一項」と読み替えるものとする。

（削る）

（安全衛生診断）
第八十条 厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定に
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
、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、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。
２ 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指
示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作
成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
（計画の届出等）
第八十八条 事業者は、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。

該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおい
てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないと
きにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければ
ならない。

（安全衛生改善計画の遵守）
第七十九条 前条第一項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善
計画を守らなければならない。

（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。
（新設）

（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。
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（削る）

２・３ （略）
４ 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働
省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の
計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で
定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若し
くは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、
厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならな
い。
５ 前三項の規定（前項の規定のうち、第一項の規定による届出に
係る部分を除く。）は、当該仕事が数次の請負契約によつて行わ
れる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該
発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは
元請負人以外の事業者については、適用しない。
６ 労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつ
た場合において、厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつ
た場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこ
れに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をし
た事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し
止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
７ 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令
（第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するもの
に限る。）をした場合において、必要があると認めるときは、当
該命令に係る仕事の発注者（当該仕事を自ら行う者を除く。）に

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・４ （略）
５ 事業者は、第一項（第二項において準用する場合を含む。）の
規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計
画、第三項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定に
よる届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作
成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕
事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める
資格を有する者を参画させなければならない。
６ 前三項の規定（前項の規定のうち、第一項（第二項において準
用する場合を含む。）の規定による届出に係る部分を除く。）は
、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当
該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、
当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者
については、適用しない。
７ 労働基準監督署長は第一項（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場合において、厚生
労働大臣は第三項の規定による届出があつた場合において、それ
ぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定
に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その
届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を
変更すべきことを命ずることができる。
８ 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令
（第三項又は第四項の規定による届出をした事業者に対するもの
に限る。）をした場合において、必要があると認めるときは、当
該命令に係る仕事の発注者（当該仕事を自ら行う者を除く。）に
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（都道府県労働局長の審査等）
第八十九条の二 都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三
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厚生労働
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
るものとして厚生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。

（厚生労働大臣の審査等）
第八十九条 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定に
よる届出（次条を除き、以下「届出」という。）があつた計画の
うち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることが
できる。
２～５ （略）

対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請
を行うことができる。

（都道府県労働局長の審査等）
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厚生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厚生
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）

（厚生労働大臣の審査等）
第八十九条 厚生労働大臣は、前条第一項（同条第二項において準
用する場合を含む。）、第三項又は第四項の規定による届出（次
条を除き、以下「届出」という。）があつた計画のうち、高度の
技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
２～５ （略）

対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請
を行うことができる。

（略）

２

３ 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 （略）
２ 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、安全衛生改善計
画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に
専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほ
か、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止
するため必要な事項について指導及び援助を行なう。

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 （略）
２ 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改
善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害
の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に
係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対
し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援
助を行う。
３ 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四
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第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指
示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的
事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関す
る事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要
とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働
者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要
な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項につい
て指導及び援助を行う。
４ （略）

４・５

４ （略）

第四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指
示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的
事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の
原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係
るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し
、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康
の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

（厚生労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関
、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検
査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験
機関又は指定登録機関（外国登録製造時等検査機関、外国登録性
能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関（
第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」と
いう。）を除く。）（以下「登録製造時等検査機関等」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・５ （略）

（書類の保存等）
第百三条 （略）
２ 登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところによ
り、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検
査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、

（略）

（厚生労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関
、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検
査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験
機関又は指定登録機関（以下「登録製造時等検査機関等」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。

（書類の保存等）
第百三条 （略）
２ 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関
、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、
指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令
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労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する
事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これ
を保存しなければならない。

（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。

（略）

（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。

３

（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、第六十六条の八第一項の規定による
面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三
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。

２

で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型
式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コ
ンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタ
ントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載し
た帳簿を備え、これを保存しなければならない。
３ （略）

（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
条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項
、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、特別安
全衛生改善計画又は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）

（公示）
第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で
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。
一～三 （略）
四 第五十三条（第五十三条の三から第五十四条の二までにおい
て準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消し、又は
製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の

（略）

（公示）
第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で
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。
一～三 （略）
四 第五十三条第一項（第五十三条の三から第五十四条の二まで
において準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消し
、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の
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第百十八条 第五十三条第一項（第五十三条の三から第五十四条の
二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）、
第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項（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。）の規定
による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。

業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第五十三条第二項（第五十三条の三から第五十四条の二まで
において準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消し
たとき。
六～十一 （略）
２ 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めると
ころにより、その旨を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定
により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全
部若しくは一部の停止を命じたとき。

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
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

第百十八条 第五十三条（第五十三条の三から第五十四条の二まで
及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）、第五十
四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項（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。）の規定による
業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製
造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。

五～十 （略）
２ 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めると
ころにより、その旨を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 第七十七条第三項において準用する第五十三条の規定により
登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若し
くは一部の停止を命じたとき。

全部若しくは一部の停止を命じたとき。
（新設）

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、第五十七条の四第五項
、第五十七条の五第五項、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（第八十九条の二第二項において準用する場合を含
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第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下
の過料に処する。

二 第十一条第二項（第十二条第二項及び第十五条の二第二項に
おいて準用する場合を含む。）、第五十七条の五第一項、第六
十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九
十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三～六 （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、第五十七条の四第一項、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、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、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

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 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第
九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反
した者
三・四 （略）

第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下
の過料に処する。

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、第八十七条第六項、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 第十一条第二項（第十二条第二項及び第十五条の二第二項に
おいて準用する場合を含む。）、第五十七条の四第一項、第六
十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九
十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三～六 （略）

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 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第
九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反
した者
三・四 （略）
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則

一 第五十条第一項（第五十三条の三から第五十四条の二まで及
び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に
違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき
事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由が
ないのに第五十条第二項（第五十三条の三から第五十四条の二
まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）の
規定による請求を拒んだ者（外国登録製造時等検査機関等を除
く。）
（ 略）
二
附

（削る）

（削る）

（削る）

一 第五十条第一項（第五十三条の三から第五十四条の二まで及
び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に
違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき
事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由が
ないのに第五十条第二項（第五十三条の三から第五十四条の二
まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。）の
規定による請求を拒んだ者
二 （略）
附 則

（第五十六条第一項の物の製造に関する経過措置）
第二条 この法律の施行の際現に第五十六条第一項の物を製造して
いる者については、この法律の施行の日から起算して三月間は、
同項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した
場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるま
での間も、同様とする。

（処分等の効力の引き継ぎ）
第三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又
は労働災害防止団体等に関する法律（昭和三十九年法律第百十八
号）（これらに基づく命令を含む。）の規定によりされた処分、
手続その他の行為は、この法律（これに基づく命令を含む。）の
相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

（労働基準法の一部改正）
第四条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第四十二条から第五十五条までを次のように改める。
第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法
（昭和四十七年法律第五十七号）の定めるところによる。
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第四十三条から第五十五条まで 削除
第五十五条の二を削る。
第六十三条第一項を次のように改める。
使用者は、満十八才に満たない者又は女子に、運転中の機械
若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しく
は修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若
しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力による
クレーンの運転をさせ、その他命令で定める危険な業務につか
せ、又は命令で定める重量物を取り扱う業務につかせてはなら
ない。
第七十条中「第四十九条及び」を削り、「並びに」を「及び」
に改める。
第十章中第九十六条の次に次の二条を加える。
（監督上の行政措置）
第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる
事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄
宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては
、前条の規定に基づいて発する命令で定める危害防止等に関す
る基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官
庁に届け出なければならない。
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場
合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ず
ることができる。
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全
及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政
官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変
更その他必要な事項を命ずることができる。
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項につい
て必要な事項を労働者に命ずることができる。
第百条第四項中「、認可」を削る。
第百条の二第三項中「第百一条第一項及び第四項並びに」を「
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（削る）

第百一条及び」に改める。
第百一条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同条第二項及
び第三項を削る。
第百三条中「建設物、寄宿舎その他の附属建設物、設備、原料
又は材料」を「附属寄宿舎」に、「第五十五条」を「第九十六条
の三」に改める。
第百十八条第一項中「、第四十八条」を削る。
第百十九条第一号中「、第四十二条、第四十三条、第四十六条
、第四十七条、第四十九条、第五十一条」を削り、同条第二号中
「第五十四条第二項又は第五十五条第一項」を「第九十六条の二
第二項又は第九十六条の三第一項」に改め、同条第四号中「第四
十九条及び」を削る。
第百二十条第一号中「、第四十四条、第五十条、第五十二条第
一項乃至第三項、第五十三条第一項、第五十四条第一項」を削り
、「又は第百五条」を「、第九十六条の二第一項、第百五条」に
、「乃至第百九条」を「又は第百六条乃至第百九条」に改め、同
条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を
加える。
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による
命令に違反した者
第百二十条第四号中「、検診若しくは収去」を削る。

（国会職員法の一部改正）
第五条 国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の一部を次の
ように改正する。
第四十五条第一項中「労働災害防止団体等に関する法律（昭和
三十九年法律第百十八号）」を「労働安全衛生法（昭和四十七年
法律第五十七号）」に改め、同条第二項中「労働基準法及びこれ
」を「労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれら」に改める。
（国家公務員法の一部改正）
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（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

第六条 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の一部を次
のように改正する。
附則第十六条中「労働災害防止団体等に関する法律（昭和三十
九年法律第百十八号）」を「労働安全衛生法（昭和四十七年法律
第五十七号）」に改める。

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等
に関する法律の一部改正）
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除
外等に関する法律（昭和二十二年法律第百三十八号）の一部を次
のように改正する。
第二条第二号ラ中「労働災害防止団体等に関する法律」を「労
働災害防止団体法」に改める。

（少年院法の一部改正）
第八条 少年院法（昭和二十三年法律第百六十九号）の一部を次の
ように改正する。
第十三条第四項中「（昭和二十二年法律第四十九号）」の下に
「及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）」を加え
る。

（労働省設置法の一部改正）
第九条 労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二十号中「、認可」を削り、同条中第二十一号から第
二十五号までを削り、第二十六号を第二十一号とし、第二十七号
から第二十九号までを五号ずつ繰り上げ、第三十号の前に次の七
号を加える。
二十五 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）に基
づいて、労働災害防止計画を策定すること。
二十六 労働安全衛生法に基づいて、特に危険な作業を必要と
する機械等の製造の許可及び検査、機械等の検定並びに有害
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物の製造の許可を行なうこと。
二十七 労働安全衛生法に基づいて、検査代行機関、検定代行
機関及び指定教習機関を指定し、並びにこれらに対し、認可
その他監督を行なうこと。
二十八 労働安全衛生法に基づいて、免許に係る試験を実施し
、及び免許を与えること。
二十九 労働安全衛生法に基づいて、労働安全コンサルタント
又は労働衛生コンサルタントの試験及び登録を行なうこと。
二十九の二 労働安全衛生法に基づいて、労働者の安全及び衛
生に必要があると認める場合において、作業の開始の差止め
、又は計画の変更を命ずること。
二十九の三 労働安全衛生法に基づいて、事業者が危害防止の
ための措置に違反した場合等において、作業の停止、建設物
等の使用の停止その他必要な事項を命ずること。
第四条第三十二号の七を削り、同条第三十二号の八中「労働災
害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法（昭和三十
九年法律第百十八号）」に改め、同条中同号を第三十二号の七と
し、第三十二号の九を削り、第三十二号の十を第三十二号の八と
し、第三十二号の十一を第三十二号の九とし、第三十二号の十二
を第三十二号の十とする。
第八条第一項第八号中「労働福祉事業団」の下に「、検査代行
機関、検定代行機関」を加え、同項第十四号中「労働基準法」の
下に「、労働安全衛生法」を加え、「労働災害防止団体等に関す
る法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第八条第二項中「中央労働災害防止協会」を「検査代行機関、
検定代行機関、中央労働災害防止協会」に、「じん肺法」を「労
働安全衛生法、じん肺法」に、「労働災害防止団体等に関する法
律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項中「労働基準法」
の下に「及び労働安全衛生法」を加え、「労働災害防止団体等に
関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
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（削る）

（削る）

（削る）

第十五条第一項中「労働者災害補償保険法」を「労働安全衛生
法（これに基づく命令を含む。）、労働者災害補償保険法」に改
め、「、労働災害防止団体等に関する法律（これに基づく命令を
含む。）」を削る。
第十六条第一項の表地方労働基準審議会の項中「労働基準法」
の下に「及び労働安全衛生法」を加える。
第十七条第一項中「労働者災害補償保険法」を「労働安全衛生
法（これに基づく命令を含む。）、労働者災害補償保険法」に改
め、「、労働災害防止団体等に関する法律（これに基づく命令を
含む。）」を削る。

（更生緊急保護法の一部改正）
第十条 更生緊急保護法（昭和二十五年法律第二百三号）の一部を
次のように改正する。
第五条第三項中「及びこれ」を「及び労働安全衛生法（昭和四
十七年法律第五十七号）並びにこれら」に改める。
第十六条中「及びこれ」を「及び労働安全衛生法並びにこれら
」に改める。

（地方税法の一部改正）
第十一条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を
次のように改正する。
第三百四十八条第二項第十九号の二中「労働災害防止団体等に
関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。

（地方公務員法の一部改正）
第十二条 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）の一
部を次のように改正する。
第五十八条第二項中「労働災害防止団体等に関する法律（昭和
三十九年法律第百十八号）及び」を「労働安全衛生法（昭和四十
七年法律第五十七号）第二章並びに」に、「並びにこれら」を「
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（削る）

及びこれ」に改め、同条第三項中「第百二条の規定」の下に「、
労働安全衛生法第九十二条の規定」を加え、同条第四項中「労働
基準法及び」を「労働基準法、労働安全衛生法及び」に改める。

（結核予防法の一部改正）
第十三条 結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）の一部を次
のように改正する。
第四条第一項中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）
第八条に規定する事業又は事務所であつて、政令で定めるもの（
以下「事業」という。）の使用者（同法第十条に規定する者をい
う。以下同じ。）」を「労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五
十七号）の適用事業（同法第二条第三号に規定する事業者（以下
「事業者」という。）の行なう事業をいう。以下同じ。）のうち
、政令で定める事業（以下「事業」という。）の事業者」に改め
、同条第二項中「使用者」を「事業者」に改め、同条第四項中「
労働基準法」を「労働安全衛生法」に、「使用者」を「事業者」
に改める。
第七条第一項及び第十六条第一項中「使用者」を「事業者」に
改める。
第二十八条第三項中「労働基準法の適用を受ける事業」を「労
働安全衛生法の適用事業」に改める。
第五十一条第一号及び第三号並びに第五十二条第一号及び第三
号中「使用者」を「事業者」に改める。
第五十四条中「事業主」を「事業者」に改め、同条各号を次の
ように改める。
一 第四条第一項の規定による定期の健康診断に要する費用
二 第十三条第一項又は第二項の規定によるツベルクリン反応
検査及び定期の予防接種に要する費用
第五十七条第二号中「使用者」を「事業者」に改める。
第六十五条第一項中「使用者」及び「事業主」を「事業者」に
改める。

- 35 -

（削る）

（削る）

第六十六条第一項中「労働基準法の適用を受ける事業の使用者
」を「労働安全衛生法の適用事業の事業者」に改め、同条第四項
中「労働基準法の適用を受ける事業」を「労働安全衛生法の適用
事業」に改める。

（自衛隊法の一部改正）
第十四条 自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）の一部を次
のように改正する。
第百八条中「労働災害防止団体等に関する法律（昭和三十九年
法律第百十八号）及び」を削り、「（昭和四十二年法律第六十一
号）」の下に「及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七
号）」を加える。

（労働福祉事業団法の一部改正）
第十五条 労働福祉事業団法（昭和三十二年法律第百二十六号）の
一部を次のように改正する。
目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条―第二十条」に、
「第三十九条・第四十条」を「第三十九条―第四十一条」に改め
る。
第一条中「能率的に行うことにより」を「能率的に行なうとと
もに、労働災害の防止に資するため必要な資金の融通を行なうこ
とにより」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を
同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 事業者又は政令で定める者が労働災害の防止及び労働者の
健康の保持のため必要とする政令で定める資金の貸付けを行
なうこと。
第十九条の次に次の一条を加える。
（金融機関に対する業務の委託等）
第十九条の二 事業団は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に
対して、前条第一項第二号に掲げる業務の一部を委託すること

- 36 -

ができる。
２ 前項の規定による労働大臣の認可があつた場合においては、
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業
務を受託することができる。
３ 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関（第三十三
条及び第三十九条において「受託金融機関」という。）の役員
又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他
の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみ
なす。
第二十六条を次のように改める。
（借入金及び労働福祉債券）
第二十六条 事業団は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金若
しくは短期借入金をし、又は労働福祉債券（以下この条におい
て「債券」という。）を発行することができる。
２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しな
ければならない。ただし、資金の不足のため償還することがで
きない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換え
ることができる。
３ 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以
内に償還しなければならない。
４ 債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつ
て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
５ 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権
に次ぐものとする。
６ 事業団は、労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事
務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる
。
７ 商法（明治三十二年法律第四十八号）第三百九条から第三百
十一条まで（受託会社の権限及び義務）の規定は、前項の規定
により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
８ 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に
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（削る）

関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条中「第十九条第一項第一号」の下に「及び第二号」
を、「費用」の下に「（同号に掲げる業務を行なうため必要な貸
付資金を除く。）」を加える。
第二十八条第一号を次のように改める。
一 国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得
第三十三条第一項中「事業団」の下に「若しくは受託金融機関
」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に
限る。
第三十七条第一号中「第四条第二項」の下に「、第十九条の二
第一項」を、「第二十六条第一項」の下に「、第二項ただし書若
しくは第六項」を加え、同条第四号中「第二十八条第二号」を「
第二十八条第一号又は第二号」に改める。
第四十条を第四十一条とする。
第三十九条第六号を削り、同条を第四十条とし、第七章中同条
の前に次の一条を加える。
第三十九条 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受
託金融機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部
改正）
第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十七号）の一部を次のように改正する
。
第四十八条の見出し中「労働基準法」を「労働安全衛生法」に
改め、同条第一項中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号
）」を「労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）」に改
める。

- 38 -

（削る）

（削る）

（じん肺法の一部改正）
第十七条 じん肺法（昭和三十五年法律第三十号）の一部を次のよ
うに改正する。
第二条第一項第四号中「労働基準法第十条に規定する使用者」
を「労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三
号に規定する事業者」に改める。
第五条及び第六条中「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改
める。
第七条ただし書中「労働基準法第五十二条第一項」を「労働安
全衛生法第六十六条第一項」に改める。
第九条第一号及び第二号中「労働基準法第五十二条第一項」を
「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項」に改める。
第十条の見出し中「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改め
、同条中「労働基準法第五十二条第一項」を「労働安全衛生法第
六十六条第一項又は第二項」に改める。
第十二条第二項中「労働基準法第五十二条第一項」を「労働安
全衛生法第六十六条第一項又は第二項」に改める。
第十三条第二項中「労働基準法第五十二条第一項」を「労働安
全衛生法第六十六条第一項若しくは第二項」に改める。
第四十六条中「前条の違反行為をした者が、法人又は人のため
に行為した」を削り、「であるときは」を「が、その法人又は人
の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか」に改める。

（労働災害防止団体等に関する法律の一部改正）
第十八条 労働災害防止団体等に関する法律の一部を次のように改
正する。
題名を次のように改める。
労働災害防止団体法
目次を次のように改める。
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目次
第一章 総則（第一条―第七条）
第二章 労働災害防止団体
第一節 通則（第八条―第十条）
第二節 中央労働災害防止協会（第十一条―第三十五条）
第三節 労働災害防止協会（第三十六条―第五十条）
第四節 監督（第五十一条―第五十三条）
第五節 補則（第五十四条―第五十六条）
第三章 雑則（第五十七条・第五十八条）
第四章 罰則（第五十九条―第六十三条）
附則
第一条及び第二条を次のように改める。
（目的）
第一条 この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体
による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働
災害の防止に寄与することを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法（
昭和四十七年法律第五十七号）第二条第一号に規定する労働災
害をいう。
２ この法律において「指定業種」とは、労働大臣が、労働災害
の発生率その他の事情を考慮し、中央労働基準審議会の意見を
きいて指定する業種をいう。
「第二章 労働災害防止計画」を削る。
第三条から第七条までを次のように改める。
第三条から第七条まで 削除
第十一条第三項中「基本計画及び実施計画」を「労働安全衛生
法に基づいて策定された労働災害防止計画」に改め、同項を同条
第四項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に
改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え
る。
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２ 中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、安
全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るため
の業務を行なうことができる。
第三十六条第四項中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」
に改める。
第三章を第二章とする。
第四章を削る。
第六十八条第一項中「第二条第四号」を「第二条第二項」に改
め、同条第二項を削り、同条第三項中「第三章」を「第二章」に
改め、同項を同条第二項とし、第五章中同条を第五十七条とする
。
第六十九条第一項中「第三章の規定」を「この法律」に改め、
同条第二項中「第三章」を「第二章」に改め、「及び第四章」を
削り、「鉱山保安法」の下に「（昭和二十四年法律第七十号）」
を加え、同条を第五十八条とする。
第五章を第三章とする。
第七十条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第五十六
条の規定に違反した者」に改め、同条各号を削り、第六章中同条
を第五十九条とする。
第七十一条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第五十
二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは
虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者」に改め、同条各号を削り、同条を第六十条
とする。
第七十二条中「第七十条第二号若しくは第三号又は」を削り、
同条を第六十一条とする。
第七十三条を第六十二条とし、第七十四条を第六十三条とする
。
第六章を第四章とする。
（所得税法の一部改正）
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（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

第十九条 所得税法（昭和四十年法律第三十三号）の一部を次のよ
うに改正する。
別表第一第一号中央労働災害防止協会の項及び労働災害防止協
会の項中「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止
団体法」に改める。

（法人税法の一部改正）
第二十条 法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の一部を次のよ
うに改正する。
別表第二第一号中央労働災害防止協会の項及び労働災害防止協
会の項中「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止
団体法」に改める。

（炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改
正）
第二十一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
（昭和四十二年法律第九十二号）の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）
第十条に規定する使用者」を「労働安全衛生法（昭和四十七年法
律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者」に改め、同条第
四号中「労働基準法」の下に「（昭和二十二年法律第四十九号）
」を加える。
第三条中「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改める。
第五条第五項中「労働基準法第五十二条第一項」を「労働安全
衛生法第六十六条第一項又は第二項」に改める。

（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する
特別措置法の一部改正）
第二十二条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等
に関する特別措置法（昭和四十二年法律第百三十一号）の一部を
次のように改正する。
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（削る）

（削る）

第八条第一項中「同法第五十一条」を「労働安全衛生法（昭和
四十七年法律第五十七号）第六十八条」に改める。

司法試験第二次試験に合格した者で労働法を
選択したもの

（社会保険労務士法の一部改正）
第二十三条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の
一部を次のように改正する。
第九条第一号を次のように改める。
一 労働基準法及び労働安全衛生法
別表第一第十六号中「労働災害防止団体等に関する法律」を「
労働災害防止団体法」に改める。
別表第一第二十号の五の次に次の一号を加える。
二十の六 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）
別表第二中労働基準法の項を次のように改める。
労働基準法及
び労働安全衛
生法

国家公務員として労働基準法、労働者災害補
償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従
事した期間が通算して十年以上になる者

主務大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法
についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以
上の知識を有すると認める者

（職業訓練法の一部改正）
第二十四条 職業訓練法の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「命令」の下に「又は労働安全衛生法（昭
和四十七年法律第五十七号）第六十一条第四項の規定に基づく労
働省令」を加える。
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（政令への委任）
第二条 （略）

（罰則に関する経過措置）
第二十六条 （略）

（政令への委任）
第二十五条 （略）

（新設）

（罰則に関する経過措置）
第三条 （略）
（心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例）
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六
条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わ
なければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

別表第二（第四十二条関係）
一～十五 （略）
（新設）

機械器具その他の設備

別表第二（第四十二条関係）
一～十五 （略）
十六 電動ファン付き呼吸用保護具

機械等

（略）

別表第四（第四十四条の二関係）
一～十二 （略）
（新設）

機械器具その他の設備

（略）

別表第四（第四十四条の二関係）
一～十二 （略）
十三 電動ファン付き呼吸用保護具

機 械等

（略）

（ 新設 ）

別表第十四（第五十四条の二関係）

（略）

（新設）

別表第十四（第五十四条の二関係）

別表第四第十三号に
掲げる機械等

材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験
装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効
率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ
率試験装置、最低必要風量試験装置、公
称稼働時間試験装置及び騒音計
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