○

後

労 働安 全 衛生 法の 一 部を 改正 す る法 律（ 昭 和五 十 五年 法律 第七 十 八号 ）
労 働安 全衛 生法 （ 昭和 四 十七 年法 律 第五 十七 号 ）（ 抄）

正

新 旧対 照条 文 （抄 ）

改

正

（ 傍線 部 分は 改 正部 分）

前

一～五 （略）
２・３ （略）

改
（総括安全衛生管理者）
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、労働省令で
定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安
全管理者、衛生管理者又は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、次の業務を統括
管理させなければならない。
一～五 （略）
２・３ （略）

２・３

（総括安全衛生管理者）
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、労働省令で
定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安
全管理者又は衛生管理者を指揮させるとともに、次の業務を統括
管理させなければならない。

（安全管理者）
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
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、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の
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。）のうち安全に係る技術的事項を管理させなければ
ならない。
２・３ （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
一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければ

（略）

（安全管理者）
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
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、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の
業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

（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
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２

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）

（統括安全衛生責任者）
第十五条 事業者で、一の場所において行なう事業の仕事の一部を
請負人に請け負わせているもの（当該事業の仕事の一部を請け負
わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなると
きは、当該請負契約のうちのもつとも先次の請負契約における注
文者とする。以下「元方事業者」という。）のうち、建設業その
他政令で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）
を行なう者（以下「特定元方事業者」という。）は、その労働者
及びその請負人（元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約
によつて行なわれるときは、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。以下「関係請負人」
という。）の労働者が当該場所において作業を行なうときは、こ
れらの労働者の作業が同一の場所において行なわれることによつ
て生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し
、その者に第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければな
らない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であ
るときは、この限りでない。
２ （略）
３ 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が
政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、こ
れらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所におい
て行なわれることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括
安全衛生責任者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項を
統括管理させなければならない。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
、第一項の規定は、適用しない。

（略）

（統括安全衛生責任者）
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請
負人に請け負わせているもの（当該事業の仕事の一部を請け負わ
せる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるとき
は、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者と
する。以下「元方事業者」という。）のうち、建設業その他政令
で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行う
者（以下「特定元方事業者」という。）は、その労働者及びその
請負人（元方事業者の当該事業の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。以下「関係請負人」という。）
の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者
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、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方
安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の
事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者
の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
２ （ 略）
３ 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が
政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、こ
れらの労働者に関し、これら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、統括安
全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさ
せるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければな
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、第一項の規定は、適用
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しない。
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）
（元方安全衛生管理者）
第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責
任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属す
る事業を行うものは、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、元方安全衛生管理者を選任
し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理
させなければならない。
２ 第十一条第二項及び第三項の規定は、元方安全衛生管理者につ
いて準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」と
あるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み
替えるものとする。

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕

（安全衛生責任者）
第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規
定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で
、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者
に統括安全衛生責任者との連絡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。
２ （略）
第二十五条の二

（新設）

４ （略）

（新設）

（安全衛生責任者）
第十六条 前条第一項又は第三項の場合において、これらの規定に
より統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当
該仕事を自ら行なうものは、安全衛生責任者を選任し、その者に
統括安全衛生責任者との連絡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。
２ （略）
（新設）
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事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じた
ことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労
働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない
。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこ
と。
二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者
の救護に関し必要な事項を行うこと。
２ 前項に規定する事業者は、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、同項各号の措置のう
ち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を
管理させなければならない。

第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から前条までの規定に基
づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第二十七条 第二十条から第二十五条までの規定により事業者が講
ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない
事項は、労働省令で定める。
２ （略）

第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び
前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守
らなければならない。
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一
項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働
者が守らなければならない事項は、労働省令で定める。
２ （略）

（技術上の指針等の公表等）
第二十八条 労働大臣は、第二十条から第二十五条までの規定によ
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
業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
（略）

（特定元方事業者等の講ずべき措置）

２～４

（技術上の指針等の公表等）
第二十八条 労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十
五条の二第一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業種又は作業ごとの技術上の指針を公
表するものとする。
２～４ （略）
（特定元方事業者等の講ずべき措置）
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第三十条 特定元方事業者は、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、次の事項に関する必要な措置を講じなければ
ならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 （ 略）
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対す
る指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で
、労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者に
あつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械
、設備等の配置に関する計画を作成すること。
六 （略）
２～４ （略）
第三十条の二 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（第四項の場合を除く。）においては
、元方事業者は、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、同条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、当該元方事業者及び当該元方事業者
以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
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。

第三十条 特定元方事業者は、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なわれることによつて生ずる労働
災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなけれ
ばならない。
一 協議組織の設置及び運営を行なうこと。
二 作業間の連絡及び調整を行なうこと。
三 （略）
四 関係請負人が行なう労働者の安全又は衛生のための教育に対
する指導及び援助を行なうこと。
（新設）

五 （略）
２～４ （略）
（新設）
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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 第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者
及び前項の指名された事業者について準用する。この場合におい
ては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方
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、同条
第二項の規定は、適用しない。
（請負人の講ずべき措置等）
第三十二条 第三十条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。
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）
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
第四項又は前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。
５ 第一項から第三項までの請負人及び前項の労働者は、特定元方
事業者等、第三十条の二第一項の元方事業者等、注文者又は請負
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、前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。

（請負人の講ずべき措置等）
第三十二条 第三十条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
自ら行なうものは、これらの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。
（新設）

２ （略）
３ 第三十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の場合において
、労働者は、これらの規定又は前二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。

４ 第一項及び第二項の請負人並びに前項の労働者は、特定元方事
業者、注文者又は請負人が第三十条第一項若しくは第四項、前条
第一項又は第一項若しくは第二項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。
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（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、労働省令で定める。
（計画の届出等）
第八十八条 （略）
２ （略）
３ 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を
生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、労働省令で定めるもの
を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三
十日前までに、労働省令で定めるところにより、労働大臣に届け
出なければならない。
４ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事
（建設業に属する事業にあつては、前項の労働省令で定める仕事
を除く。）で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは
、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、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。
５ 事業者は、第三項の労働省令で定める仕事の計画及び前項の規
定による届出に係る仕事のうち労働省令で定める仕事の計画を作
成するときは、当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、
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。

（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、第三十一条第一項、
第三十二条第一項若しくは第二項、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三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、労働
省令で定める。
（計画の届出等）
第八十八条 （略）
２ （略）
（新設）

３ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事
で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画
を当該仕事の開始の日の十四日前までに、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。

（新設）

４ 前項の規定は、当該仕事が数次の請負契約によつて行なわれる
場合において、当該仕事を自ら行なう発注者がいるときは当該発
注者以外の事業者、当該仕事を自ら行な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。
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５ 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。）又は第三項の規定による届出（以下「届出」という。）
があつた場合において、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。

２～５

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、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。
（労働大臣の審査等）
第八十九条 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（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）

２・３

（労働大臣の審査等）
第八十九条 労働大臣は、届出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。

（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・３ （略）

（国の援助）
第百六条 （略）
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。

（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。

（略）

（国の援助）
第百六条 （略）
２ 国は、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。
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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 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）
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、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。）若しくは第三項から第
五項まで、第百一条又は第百三条第一項の規定に違反した者
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
二

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 第五十六条第五項、第八十八条第五項、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
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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
三～六 （略）

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
三～六 （略）
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