○

正

後

第十三条の二
（新設）

（略）

前

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

新旧 対 照条 文 （抄 ）

正

４ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければ
ならない。

３ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めると
きは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を
することができる。

（新設）

（産業医等）
第十三条 （略）
２ （略）
（新設）

目次
第一章～第十章 （略）
第十一章 雑則（第百一条―第百十五条）
第十二章 罰則（第百十五条の二―第百二十三条）
附則

改

働 き方 改 革を 推進 す るた めの 関 係法 律の 整 備に 関 する 法律 （平 成 三十 年 法律 第七 十一 号 ）
労 働安 全衛 生法 （ 昭和 四 十七 年法 律 第五 十七 号 ）（ 第四 条 関係 ）（ 抄）

改
目次
第一章～第十章 （略）
第十一章 雑則（第百一条―第百十五条の二）
第十二章 罰則（第百十五条の三―第百二十三条）
附則
（産業医等）
第 十三 条 （ 略）
２ （略）
３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業
医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚
生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めると
きは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を
することができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊
重しなければならない。
６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定める
ところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事
項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
第十三条の二 （略）
２ 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等

（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）

（国の援助）
第十九条の三 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康
の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の
提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者によ
る労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項
に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するた
めに必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めな
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

（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）

（国の援助）
第十九条の三 国は、第十三条の二の事業場の労働者の健康の確保
に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供そ
の他の必要な援助を行うように努めるものとする。

（新設）

の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合に
おいて、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供す
るように努めなければ」と読み替えるものとする。

（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
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る労働者（次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一
項に規定する者を除く。以下この条において同じ。）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。）を行わなければなら
ない。
２～５ （略）
（略）

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。）
を行わなければならない。

２～５

（新設）

（新設）

第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第
一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定め
る方法により、労働者（次条第一項に規定する者を除く。）の労
働時間の状況を把握しなければならない。

（新設）

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間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時間を超える労働者（労働基
準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者（同法第四
十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する
者を除く。）に限る。）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。
２ 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者
について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転
換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第三
十九条の規定による有給休暇を除く。）の付与」と読み替えるも
のとする。

第六十六条の八の四 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項
の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間（同項
第三号に規定する健康管理時間をいう。）が当該労働者の健康の
保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、
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。
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２ 第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者
及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中
「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」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準
法第三十九条の規定による有給休暇を除く。）の付与、健康管理
時間（第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう
。）が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。

雑則

第六十六条の九 事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の
八の二第一項又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。
第十一章

雑則

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。

第十一章

２

（法令等の周知）
第百一条 （略）
（新設）

（法令等の周知）
第百一条 （略）
２ 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務
の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定め
るものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付け
ることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知
させなければならない。
３ 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健
康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。こ
の場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周
知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。
４ （略）

（新設）

（略）

（新設）

（心身の状態に関する情報の取扱い）
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による
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（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。

措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、
保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要
な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当
該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなら
ない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場
合は、この限りでない。
２ 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理する
ために必要な措置を講じなければならない。
３ 厚生労働大臣は、前二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
。
４ 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。
（健康診断等に関する秘密の保持）
第百五条 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、第六十六条
の八の二第一項及び第六十六条の八の四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。

第百五条

削除

（削る）

第十二章

罰則

（新設）

罰則

（厚生労働省令への委任）
第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の
実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十二章
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第百十五条の三
２ （略）

第百十五条の二 （略）
２～４ （略）

第百十五条の四
２ （ 略）

第百十五条の四 第百十五条の二第一項から第三項までの罪は、刑
法第四条の例に従う。

第百十五条の三 （略）
２～４ （略）

第百十五条の五 第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑
法第四条の例に従う。

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
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）

（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
む。）、第九十七条第二項、第百五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

（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
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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、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、
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
二～六 （略）
（略）

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
二～六
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