○

改

労 働安 全 衛生 法及 び じん 肺法 の 一部 を改 正 する 法 律（ 昭和 五十 二 年法 律 第七 十六 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）

後

新旧 対照 条 文（ 抄 ）

正

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

前

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 機械等に関する規制（第三十七条―第五十四条）
第二節 （略）
第六章～第十二章 （略）
附則

正

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 機械等に関する規制（第三十七条―第五十四条の五）
第二節 （略）
第六章～第十二章 （略）
附則

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 （略）
三 事業者 事業を行なう者で、労働者を使用するものをいう。
（新設）
四 （略）

改

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 （略）
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 （略）

（事業者等の責務）
第三条 事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだ
けでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場
における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならな
い。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策
に協力するようにしなければならない。
２・３ （略）
（安全管理者）

（事業者等の責務）
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための
最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の
改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように
しなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の
防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
２・３ （略）
（安全管理者）
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（衛生管理者）
第十二条 （略）
２ 前条第二項及び第三項の規定は、衛生管理者について準用する
。

第十一条 （略）
２ （略）
３ 労働基準監督署長は、前項の規定により安全管理者の解任を命
じようとするときは、あらかじめ、事業者及び当該安全管理者に
その理由を通知し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与え
なければならない。

（統括安全衛生責任者）
第十五条 （略）
２・３ （略）
（新設）

（衛生管理者）
第十二条 （略）
２ 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

第十一条 （略）
２ （略）
（新設）

２ （略）
３ 労働大臣は、前二項の規定により技術上の指針又は望ましい作

（技術上の指針及び望ましい作業環境の標準の公表等）
第二十八条 （略）
（新設）

（統括安全衛生責任者）
第 十五 条 （ 略）
２・３ （略）
４ 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行につ
いて準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは
、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるも
のとする。
（技術上の指針等の公表等）
第二十八条 （略）
２ 労働大臣は、次の化学物質で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 第五十七条の二第四項の規定による勧告又は第五十七条の三
第一項の規定による指示に係る化学物質
二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度
の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
３ （略）
４ 労働大臣は、前三項の規定により、技術上の指針、労働者の健
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康障害を防止するための指針又は望ましい作業環境の標準を公表
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、当該技術上の指針、労働者の健康障害を防止するため
の指針又は望ましい作業環境の標準に関し必要な指導等を行うこ
とができる。
（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
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 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
項の規定による検定（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。
３ 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、労
働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示
を付さなければならない。
４ 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付
し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
５ 第一項の機械等で、第三項の表示が付されていないものは、使
用してはならない。
（型式検定）
第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、個別検定によること
が適当でない機械等で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、労働大臣又は労働大臣の
指定する者（以下「型式検定代行機関」という。）が行う当該機

業環境の標準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、当該技術上の指針又は望ましい作
業環境の標準に関し必要な指導等を行なうことができる。

（検定）
第四十四条 第四十二条の機械等のうち、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、当該機
械等について、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「検定代行機関」という。）が行なう検定を受
けなければならない。
（新設）

２ 前項の検定（以下「検定」という。）を受けた者は、当該検定
に合格した機械等に、労働省令で定めるところにより、当該検定
に合格した旨の表示を附さなければならない。
３ 検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を附し、
又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
４ 第一項の機械等で、第二項の表示が附されていないものは、使
用してはならない。

（新設）
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第四十四条の三 型式検定合格証の有効期間（次項の規定により型
式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新
された型式検定合格証の有効期間）は、前条第一項の機械等の種
類に応じて、労働省令で定める期間とする。
２ 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働
省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

（定期自主検査）
第四十五条 （略）
（新設）

（新設）

械等の型式についての検定を受けなければならない。
２ 労働大臣又は型式検定代行機関は、前項の規定による検定（以
下「型式検定」という。）を受けようとする者から申請があつた
場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等
を製造し、及び検査する設備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、当該型式を型式検定に合格させ
てはならない。
３ 労働大臣又は型式検定代行機関は、型式検定に合格した型式に
ついて、型式検定合格証を申請者に交付する。
４ 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等
を製造し、又は輸入したときは、当該機械等に、労働省令で定め
るところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表
示を付さなければならない。
５ 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表
示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
６ 第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使
用してはならない。

（定期自主検査）
第四十五条 （略）
２ 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規
定による自主検査のうち労働省令で定める自主検査（以下「特定
自主検査」という。）を行うときは、その使用する労働者で労働
省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定
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する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自
主検査を行う者（以下「検査業者」という。）に実施させなけれ
ばならない。
３ 労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実
施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
４ 労働大臣は、前項の自主検査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、事業者若しくは検査業者又はこれらの団
体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことがで
きる。
（検査代行機関の指定）
第四十六条 第四十一条第二項の規定による指定（以下この条及び
第五十三条において「指定」という。）は、労働省令で定める区
分ごとに、同項の性能検査（以下「性能検査」という。）を行お
うとする者の申請により行う。
２・３ （略）
（個別検定代行機関）
第五十四条 第四十六条から前条までの規定は、個別検定代行機関
に関して準用する。この場合において、第四十六条第一項中「第
四十一条第二項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項、第
四十七条、第四十八条第一項及び第三項、第四十九条、第五十一
条第一項、第五十二条並びに前条第二項中「性能検査」とあるの
は「個別検定」と、第五十一条中「検査員」とあるのは「検定員
」と読み替えるものとする。
（型式検定代行機関）
第五十四条の二 第四十四条の二第一項の規定による指定は、労働
省令で定める区分ごとに全国を通じて一を限り、型式検定を行お
うとする者の申請により行う。
２ 第四十六条第二項及び第三項並びに第四十七条から第五十三条

（新設）
（新設）

（検査代行機関の指定）
第四十六条 第四十一条第二項の規定による指定（以下この条にお
いて「指定」という。）は、労働省令で定める区分ごとに、同項
の性能検査（以下「性能検査」という。）を行なおうとする者の
申請により行なう。
２・３ （略）

（検定代行機関）
第五十四条 第四十六条から前条までの規定は、検定代行機関に関
して準用する。この場合において、第四十六条第一項中「第四十
一条第二項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項、第四十
七条、第四十八条第一項及び第三項、第四十九条、第五十一条第
一項、第五十二条並びに前条第二項中「性能検査」とあるのは「
検定」と、第五十一条中「検査員」とあるのは「検定員」と読み
替えるものとする。

（新設）
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までの規定は、型式検定代行機関に関して準用する。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「第四十四条の二第一項の規定による指定（以下この条及び
第五十三条において「指定」という。）」と、同条第三項中「第
一項」とあるのは「第五十四条の二第一項」と、第四十七条、第
四十八条第一項及び第三項、第四十九条、第五十一条第一項、第
五十二条並びに第五十三条第二項中「性能検査」とあるのは「型
式検定」と、第五十一条中「検査員」とあるのは「検定員」と読
み替えるものとする。
（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 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けること
ができない。
一 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規
定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の五第二項の規定に
よる命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年
を経過しない者
二 第五十四条の五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 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者が
あるもの
３ 第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う
。
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。

（新設）
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（新設）

５ 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることが
できる。
第五十四条の四 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を
行うときは、労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させ
なければならない。
（新設）

一～五 （略）
（新設）

（表示）
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
一項の物を譲渡し、又は提供する者は、労働省令で定めるところ
により、その容器（容器に入れないで譲渡し、又は提供するとき
にあつては、その包装。以下同じ。）に次の事項を表示しなけれ
ばならない。ただし、その容器のうち、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。

第五十四条の五 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 第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められ
る とき 。
前条の規定に違反したとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
二
三

（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、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。
一～五 （略）
２ 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方
法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、労働省令で定め
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るところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又
は提供する相手方に交付しなければならない。
（化学物質の有害性の調査）
第五十七条の二 化学物質による労働者の健康障害を防止するため
、既存の化学物質として政令で定める化学物質（第三項の規定に
よりその名称が公表された化学物質を含む。）以外の化学物質（
以下この条において「新規化学物質」という。）を製造し、又は
輸入しようとする事業者は、あらかじめ、労働省令で定める有害
性の調査（当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響につい
ての調査をいう。以下この条において同じ。）を行い、労働省令
で定めるところにより、当該新規化学物質の名称、有害性の調査
の結果その他の事項を労働大臣に届け出なければならない。ただ
し、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合
は、この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、労働省令で定めるところにより、
当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方
法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれが
ない旨の労働大臣の確認を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、労働省令で定めるところにより、
既に得られている知見等に基づき労働省令で定める有害性がな
い旨の労働大臣の確認を受けたとき。
三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しよう
とするとき。
四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供され
る製品（当該新規化学物質を含有する製品を含む。）として輸
入される場合で、労働省令で定めるとき。
２ 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新
規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を
速やかに講じなければならない。
３ 労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合（同項第二
（新設）
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号の規定による確認をした場合を含む。）には、労働省令で定め
るところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする
。
４ 労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、労働
省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経
験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康
障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業
者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他
の措置を講ずべきことを勧告することができる。
５ 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められ
た学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密
を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するた
めやむを得ないときは、この限りでない。
第五十七条の三 労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健
康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物
質による労働者の健康障害を防止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、当該化学物質を製造し、
輸入し、又は使用している事業者その他労働省令で定める事業者
に対し、政令で定める有害性の調査（当該化学物質が労働者の健
康障害に及ぼす影響についての調査をいう。）を行い、その結果
を報告すべきことを指示することができる。
２ 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に
関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の
調査の能力等を総合的に考慮し、労働大臣の定める基準に従つて
行うものとする。
３ 労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、
あらかじめ、労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見
を聴かなければならない。
４ 第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果
に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するた

（新設）
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め必要な措置を速やかに講じなければならない。
５ 第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求
められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らし
てはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを
得ないときは、この限りでない。

（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。

（作業環境測定）
第六十五条 （略）
２～５ （略）
（新設）

（有害性の調査等）
第五十八条 事業者は、化学薬品、化学薬品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。

（新設）

（作業環境測定）
第六十五条 （略）
２～５ （略）
６ 事業者は、労働省令で定めるところにより、第一項から第四項
まで及び前項ただし書の規定による健康診断の結果を記録してお
かなければならない。

（健康診断）
第六十六条 （略）
２～５ （略）
（新設）

（国の援助等）
第五十七条の四 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な
実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する
施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有
害性の調査を実施するよう努めるものとする。

（健康診断）
第六十六条 （略）
２～５ （略）
６ 事業者は、労働省令で定めるところにより、第一項から第四項
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まで及び前項ただし書の規定による健康診断の結果を記録してお
かなければならない。
７ 事業者は、第一項から第四項まで又は第五項ただし書の規定に
よる健康診断の結果、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、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。

６ 事業者は、第一項から第四項まで又は前項ただし書の規定によ
る健康診断の結果、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、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、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければな
らない。

（国の援助）
第七十一条 国は、第六十五条の作業環境測定又は第六十六条及び
第六十七条の健康診断の適切な実施を図るため、当該作業環境測
定又は健康診断の水準を向上させるための必要な資料の提供、中
小企業における当該健康診断の実施を促進させるための施策の充
実その他必要な援助に努めるものとする。

（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、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）

（国の援助）
第七十一条 国は、作業環境測定又は労働者に対する健康診断の適
切な実施を図るため、当該作業環境測定又は労働者に対する健康
診断の水準を向上させるための必要な資料の提供、中小企業にお
ける当該健康診断の実施を促進させるための施策の充実その他必
要な援助に努めるものとする。

（試験）
第七十五条 （略）
２ 前項の免許試験は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれ
かによつて行なう。
３ （略）
４ 第一項の免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続その他同

（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）

（免許試験）
第七十五条 （略）
２ 前項の免許試験（以下「免許試験」という。）は、学科試験及
び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
３ （略）
４ 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続その他免許試験の
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実施について必要な事項は、労働省令で定める。
（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 前項の規定による指定（以下第七十五条の十二までにおいて「
指定」という。）は、試験事務を行おうとする者の申請により行
う。
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。
（指定の基準）
第七十五条の三 労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、
前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなけ
れば、指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての
試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実
施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する
計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
２ 労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当す
るときは、指定をしてはならない。
一 申請者が、民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を
公正に実施することができないおそれがあること。
申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、
三

項の免許試験の実施について必要な事項は、労働省令で定める。

（新設）

（新設）
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刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消
され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である
こと。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により
解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があ
ること。
（役員の選任及び解任）
第七十五条の四 指定試験機関の役員の選任及び解任は、労働大臣
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２ 労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（これに基づく
命令又は処分を含む。）若しくは第七十五条の六第一項に規定す
る試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し
著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役
員を解任すべきことを命ずることができる。
（免許試験員）
第七十五条の五 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、
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
定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならな
い。
２ 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、労働
省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない
。
３ 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、労働省令で定
めるところにより、労働大臣にその旨を届け出なければならない
。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。
４ 労働大臣は、免許試験員が、この法律（これに基づく命令又は

（新設）

（新設）
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処分を含む。）若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違
反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為
をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命
ずることができる。
（試験事務規程）
第七十五条の六 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務
の実施に関する規程（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。）を定め、労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同
様とする。
２ 試験事務規程で定めるべき事項は、労働省令で定める。
３ 労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適
正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機
関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
（事業計画の認可等）
第七十五条の七 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支
予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属す
る事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、労働大
臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。
２ 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年
度の事業報告書及び収支決算書を作成し、労働大臣に提出しなけ
ればならない。
（秘密保持義務等）
第七十五条の八 指定試験機関の役員若しくは職員（免許試験員を
含む。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。
２ 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員（免許試験員

（新設）

（新設）

（新設）
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を含む。）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。
（監督命令）
第七十五条の九 労働大臣は、この法律を施行するため必要がある
と認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必
要な命令をすることができる。
（試験事務の休廃止）
第七十五条の十 指定試験機関は、労働大臣の許可を受けなければ
、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
（指定の取消し等）
第七十五条の十一 労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第
二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取
り消さなければならない。
２ 労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務
の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
二 第七十五条の四第二項、第七十五条の五第四項、第七十五条
の六第三項又は第七十五条の九の規定による命令に違反したと
き。
三 第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七又は
前条の規定に違反したとき。
四 第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規
程によらないで試験事務を行つたとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
五

（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

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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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。
（指定教習機関）
第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の
規定による指定（第百十二条第一項第十二号において「指定」と
いう。）は、労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は第七十
五条第三項の教習（以下「教習」という。）を行おうとする者の
申請により行う。
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
九十六条第二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「性能検査」とあるのは

（指定教習機関）
第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の
規定による指定（以下この条及び第百十二条第十二号において「
指定」という。）は、労働省令で定める区分ごとに、技能講習又
は第七十五条第三項の教習（以下「教習」という。）を行なおう
とする者の申請により行なう。
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なう者（
以下「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「性能検査」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「性能検査」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
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（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 （略）
２ （略）
３ 前項の規定は、労働衛生専門官について準用する。この場合に
おいて、同項中「第三十七条第一項の許可」とあるのは「第五十
六条第一項の許可、第五十七条の二第四項の規定による勧告、第
五十七条の三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」と、「安全に係るもの
」とあるのは「衛生に係るもの」と、「労働者の危険」とあるの
は「労働者の健康障害」と読み替えるものとする。
４ （ 略）

（日本労働安全衛生コンサルタント会）
第八十七条 コンサルタントは、全国を通じて一の日本労働安全衛
生コンサルタント会と称する民法第三十四条の規定による法人を
設立することができる。
２・３ （略）

「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「性能検査」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「第四十
八条第三項」と読み替えるものとする。

（労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、検査代行機関若しくは
検定代行機関又は指定教習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るときは、その職員をしてこれらの事務所に

４

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）
第九十三条 （略）
２ （略）
３ 前項の規定は、労働衛生専門官について準用する。この場合に
おいて、同項中「第三十七条第一項の許可」とあるのは「第五十
六条第一項の許可、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に関する事務」と、「安全に係るもの」とあ
るのは「衛生に係るもの」と、「労働者の危険」とあるのは「労
働者の健康障害」と読み替えるものとする。

（日本労働安全衛生コンサルタント会）
第八十七条 コンサルタントは、全国を通じて一の日本労働安全衛
生コンサルタント会と称する民法（明治二十九年法律第八十九号
）第三十四条の規定による法人を設立することができる。
２・３ （略）

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「第四十八条第三
項」と読み替えるものとする。

（略）

（労働大臣等の権限）
第九十六条 （略）
２ 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、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、指定試験機関又は指
定教習機関（以下「検査代行機関等」という。）の業務の適正な
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（報告等）
第百条 （略）
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、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）

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。
３ 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
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。
４ 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定による立
入検査について準用する。

（書類の保存等）
第百三条 （略）
２ 検査代行機関、検定代行機関又は指定教習機関は、労働省令で
定めるところにより、性能検査、検定、技能講習又は教習に関す
る事項で、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）

３

３ 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立
入検査について準用する。

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 検査代行機関等は、労働省令で定めるところにより、性能検査
、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習又は
教習に関する事項で、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）

（健康診断に関する秘密の保持）
第百四条 第六十六条第一項から第四項までの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。

（報告等）
第百条 （略）
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、検査代行機関、検定代行機関又は指定教習機
関に対し、必要な事項を報告させることができる。
（略）

（新設）

（健康診断に関する秘密の保持）
第百四条 第六十五条第六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
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な い。

２

（聴聞）
第百五条 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第五十三条第二
項（第五十四条及び第七十七条第二項において準用する場合を含
む。）、第五十六条第六項、第七十四条第二項又は第八十五条第
二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、期日
及び場所を指定して、聴聞を行なわなければならない。

（聴聞）
第百五条 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第五十三条第二
項（第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項に
おいて準用する場合を含む。）、第五十四条の五第二項、第五十
六条第六項、第七十四条第二項、第七十五条の十一第二項又は第
八十五条第二項の規定による処分をしようとするときは、あらか
じめ、期日及び場所を指定して、聴聞を行わなければならない。
２ （略）

（国の援助）
第百六条 国は、第六十三条及び第七十一条に定めるもののほか、
労働災害の防止に資するため、事業者が行な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なうように努めるものと
する。
２ 国は、前項の援助を行なうに当たつては、中小企業者に対し、
特別の配慮をするものとする。

（新設）

（略）

（国の援助）
第百六条 国は、第五十七条の四、第六十三条及び第七十一条に定
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 国は、第五十七条の四、前項の援助を行うに当たつては、中小
企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
（疫学的調査等）
第百八条の二 労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労
働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため
必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査（以下この
条において「疫学的調査等」という。）を行うことができる。
２ 労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部
を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託すること
ができる。
３ 労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査
等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その
他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出
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（許可等の条件）
第百十条 この法律の規定による許可、免許又は指定には、条件を
附し、及びこれを変更することができる。
２ 前項の条件は、当該許可、免許又は指定に係る事項の確実な実
施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免
許又は指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであ
つてはならない。

を求めることができる。
４ 第二項の規定により労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の
事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得
ないときは、この限りでない。
（許可等の条件）
第百十条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録には、
条件を付し、及びこれを変更することができる。
２ 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確
実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許
可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することと
なるものであつてはならない。

（不服申立ての制限）
第百十一条 第三十八条の検査、性能検査又は検定の結果について
の処分については、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十
号）による不服申立てをすることができない。

一 免許を受けようとする者（第七十五条第一項の免許試験に合
格した者を除く。）
二 技能講習（指定教習機関が行なうものを除く。）を受けよう
とする者

（手数料）
第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を納付
しなければならない。

（新設）

（不服申立て）
第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、個別検定、型式検定又
は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法（
昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることがで
きない。
２ 指定試験機関が行う試験事務に係る処分（免許試験の結果につ
いての処分を除く。）又はその不作為については、労働大臣に対
し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
（手 数料 ）
第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国（
指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指
定試験機関）に納付しなければならない。
一 免許を受けようとする者
二 技能講習（指定教習機関が行うものを除く。）を受けようと
する者
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三～五 （略）
六 性能検査（検査代行機関が行うものを除く。）を受けようと
する者
七 個別検定（個別検定代行機関が行うものを除く。）を受けよ
うとする者
七の二 型式検定（型式検定代行機関が行うものを除く。）を受
けようとする者
七の三 第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者
八～十 （略）
十一 免許試験を受けようとする者
十二～十四 （略）
２ 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試
験機関の収入とする。
（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 第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一
項又は第七十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
二 第四十九条（第五十四条及び第五十四条の二第二項において
準用する場合を含む。）又は第七十五条の十の許可をしたとき
。
三 第五十三条第一項（第五十四条及び第五十四条の二第二項に
おいて準用する場合を含む。）又は第七十五条の十一第一項の
規定による取消しをしたとき。
四 第五十三条第二項（第五十四条及び第五十四条の二第二項に
おいて準用する場合を含む。）又は第七十五条の十一第二項の
規定により指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停
止を命じたとき。
五 第七十五条の十二第一項の規定により都道府県労働基準局長
が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又

三～五 （略）
六 性能検査（検査代行機関が行なうものを除く。）を受けよう
とする者
七 検定（検定代行機関が行なうものを除く。）を受けようとす
る者
（新設）

（新設）
八～十 （略）
十一 第七十五条第一項の免許試験を受けようとする者
十二～十四 （略）
（新設）

（新設）
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第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又
は二百万円以下の罰金に処する。

第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第五十六条第
一項又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲
役又は十万円以下の罰金に処する。

第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又
は三十万円以下の罰金に処する。

は同項の規定により都道府県労働基準局長が自ら行つていた試
験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。

第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の
二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項又は第八十
六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。

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、第四十四条第四項、第五十六条第三項若しくは第四項、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
十八条、第六十九条、第八十九条第五項、第九十七条第二項又
は第百四条の規定に違反した者

第百十八条 第五十三条第二項（第五十四条及び第七十七条第二項
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検査代行機関、検定代行
機関又は指定教習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は十
万円以下の罰金に処する。

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
又は三十万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、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第五十六条第
三項若しくは第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の三
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、第六十八条、第六十九条、第八十九条第五項、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 （略）
三 第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした

第百十八条 第五十三条第二項（第五十四条、第五十四条の二第二
項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。）、第五
十四条の五第二項又は第七十五条の十一第二項の規定による業務
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした検査代行機
関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。

（略）
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の

二
三
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表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若し
くは虚偽の文書を交付した者
（略）

者
四

（略）

二 第十一条第二項（第十二条第二項において準用する場合を含
む。）、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 第四十四条第二項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示
をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第
九十六条第一項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収
去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対
して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五・六 （略）

四
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
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
、第十五条第一項若しくは第三項、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三項まで、第三十三条第三
項、第四十条第二項、第四十四条第四項、第四十四条の二第五
項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の二第一項
、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
ら第三項まで若しくは第六項、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、第百一条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（第十二条第二項において準用する場合を含
む。）、第五十七条の三第一項、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 第四十四条第三項又は第四十四条の二第四項の規定による表
示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第
九十六条第一項若しくは第三項の規定による立入り、検査、作
業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し
、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五・六 （略）

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行
為をした検査代行機関、検定代行機関又は指定教習機関の役員又
は職員は、五万円以下の罰金に処する。

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
、第十五条第一項若しくは第三項、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三項まで、第三十三条第三
項、第四十条第二項、第四十四条第三項、第四十五条、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、第百一条又は第
百三条第一項の規定に違反した者

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行
為をした検査代行機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金
に処する。

- 23 -

一 第四十九条（第五十四条及び第五十四条の二第二項において
準用する場合を含む。）又は第七十五条の十の許可を受けない
で性能検査、個別検定、型式検定又は試験事務の業務の全部を
廃止したとき。
二～四 （略）
（略）

一 第四十九条（第五十四条において準用する場合を含む。）の
許可を受けないで性能検査又は検定の業務の全部を廃止したと
き。
二～四
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