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第二節 労働安全コンサルタント及び労

働衛生コンサルタント（第八十

目次
第一章 総則（第一条―第五条）

昭和四七・
五・

六・

一

一

八

法律第 七八号

法律第 七六号

法律第 二八号

法律第 五七号

するための措置（第二十条―第三

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止

労働安全衛生法

一条―第八十七条）

昭和五〇・
七・
二

条）

（昭五二法七六・一部改正）

附則

第十二章 罰則（第百十六条―第百二十二

第十一章 雑則（第百一条―第百十五条）

第十章 監督等（第八十八条―第百条）

第二章 労働災害防止計画（第六条―第九
条）

改正
昭和五二・
六・

第三章 安全衛生管理体制（第十条―第十

改正
昭和五五・

九条）

改正

十六条）
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 有害物に関する規制（第五十五
条―第五十八条）
第六章 労働者の就業に当たつての措置（
第五十九条―第六十三条）
第七章 健康管理（第六十四条―第七十一
条）
第八章 免許等（第七十二条―第七十七条
）
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）
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第一章 総則
（目的）

労働者をいう。
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。

若しくは設計する者は、
これらの物の設計、

製造、輸入又は建設に際して、これらの物

が使用されることによる労働災害の発生の

防止に資するように努めなければならない。

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握

わせる者は、施工方法、工期等について、

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十
二年法律第四十九号）と相まつて、労働災

するため空気環境その他の作業環境につ

安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそ

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負

害の防止のための危害防止基準の確立、責

いて行うデザイン、サンプリング及び分

３

任体制の明確化及び自主的活動の促進の措

れのある条件を附さないように配慮しなけ

（昭五二法七六・一部改正）

ればならない。

析（解析を含む。
）をいう。
改正）

（昭五〇法二八・昭五二法七六・一部

置を講ずる等その防止に関する総合的計画
的な対策を推進することにより職場におけ
る労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な作業環境の形成を促進することを目

（定義）

でなく、快適な作業環境の実現と労働条件

働災害の防止のための最低基準を守るだけ

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労

置に協力するように努めなければならない。

係者が実施する労働災害の防止に関する措

必要な事項を守るほか、事業者その他の関

第四条 労働者は、労働災害を防止するため

第二条 この法律において、次の各号に掲げ

の改善を通じて職場における労働者の安全

（事業者に関する規定の適用）

（事業者等の責務）

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

と健康を確保するようにしなければならな

第五条 二以上の建設業に属する事業の事業

的とする。

るところによる。

い。また、事業者は、国が実施する労働災

労働災害 労働者の就業に係る建設物、

者が、一の場所において行なわれる当該事

一

害の防止に関する施策に協力するようにし

おいては、
労働省令で定めるところにより、

設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等に

機械、器具その他の設備を設計し、製造

そのうちの一人を代表者として定め、これ

業の仕事を共同連帯して請け負つた場合に
し、
若しくは輸入する者、
原材料を製造し、

を都道府県労働基準局長に届け出なければ

なければならない。
２

若しくは輸入する者又は建設物を建設し、

より、又は作業行動その他業務に起因し
て、労働者が負傷し、疾病にかかり、又
労働者 労働基準法第九条に規定する

は死亡することをいう。
二
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労働災害の防止に関する対策の効果等を考

第七条 労働大臣は、労働災害の発生状況、

（変更）

総括安全衛生管理者を選任し、その者に安

場ごとに、
労働省令で定めるところにより、

第十条 事業者は、政令で定める規模の事業

（総括安全衛生管理者）

ならない。
道府県労働基準局長が代表者を指名する。

慮して必要があると認めるときは、中央労

全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二

３

前項の規定による届出がないときは、都
前二項の代表者の変更は、都道府県労働

働基準審議会の意見をきいて、労働災害防

第二項の規定により技術的事項を管理する

２

基準局長に届け出なければ、その効力を生

止計画を変更しなければならない。

第一項に規定する場合においては、当該

者の指揮をさせるとともに、次の業務を統

じない。
４

労働者の安全又は衛生のための教育の

健康診断の実施その他健康管理に関す

労働災害の原因の調査及び再発防止対

ること。

三

実施に関すること。

二

ための措置に関すること。

労働者の危険又は健康障害を防止する

括管理させなければならない。

（公表）
定したときは、遅滞なく、これを公表しな

事業を同項又は第二項の代表者のみの事業
当該事業の仕事に従事する労働者を当該代

ければならない。これを変更したときも、

一

表者のみが使用する労働者とそれぞれみな

同様とする。
（勧告等）

四
確かつ円滑な実施のため必要があると認め

第九条 労働大臣は、労働災害防止計画の的
（労働災害防止計画の策定）

るときは、事業者、事業者の団体その他の

を防止するため必要な業務で、労働省令

策に関すること。

第六条 労働大臣は、中央労働基準審議会の

関係者に対し、労働災害の防止に関する事

で定めるもの

前各号に掲げるもののほか、労働災害

意見をきいて、労働災害の防止のための主

項について必要な勧告又は要請をすること

総括安全衛生管理者は、当該事業場にお

都道府県労働基準局長は、労働災害を防

つて充てなければならない。

いてその事業の実施を統括管理する者をも

五

要な対策に関する事項その他労働災害の防

第二章 労働災害防止計画

して、この法律を適用する。

と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、 第八条 労働大臣は、労働災害防止計画を策

２

ができる。
第三章 安全衛生管理体制

止に関し重要な事項を定めた計画
（以下「労
働災害防止計画」という。
）を策定しなけれ
ばならない。

３
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括安全衛生管理者の業務の執行について事

止するため必要があると認めるときは、総
（昭五二法七六・昭五五法七八・一部

を提出する機会を与えなければならない。

その理由を通知し、意見を述べ、及び証拠

業場ごとに、労働省令で定めるところによ

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事

（産業医）

業者に勧告することができる。

り、医師のうちから産業医を選任し、その

の二第二項の規定により技術的事項を管理

の者に前条第一項各号の業務（第二十五条

るところにより、安全管理者を選任し、そ

格を有する者のうちから、労働省令で定め

規模の事業場ごとに、労働省令で定める資

第十一条 事業者は、政令で定める業種及び

（安全管理者）

条第一項各号の業務（第二十五条の二第二

じて、衛生管理者を選任し、その者に第十

ころにより、当該事業場の業務の区分に応

有する者のうちから、労働省令で定めると

を受けた者その他労働省令で定める資格を

業場ごとに、都道府県労働基準局長の免許

第十二条 事業者は、政令で定める規模の事

（衛生管理者）

労働基準局長の指定する者が行なう技能講

は都道府県労働基準局長若しくは都道府県

都道府県労働基準局長の免許を受けた者又

る作業で、政令で定めるものについては、

労働災害を防止するための管理を必要とす

第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の

（作業主任者）

改正）

する者を選任した場合においては、同条第

項の規定により技術的事項を管理する者を

習を修了した者のうちから、労働省令で定

（昭五五法七八・一部改正）

一項各号の措置に該当するものを除く。）
の

選任した場合においては、同条第一項各号

めるところにより、当該作業の区分に応じ

者に労働者の健康管理その他の労働省令で

うち安全に係る技術的事項を管理させなけ

の措置に該当するものを除く。
）
のうち衛生

定める事項を行なわせなければならない。

ればならない。

て、作業主任者を選任し、その者に当該作

労働基準監督署長は、労働災害を防止す

第十五条 事業者で、一の場所において行う

（統括安全衛生責任者）

い。

令で定める事項を行なわせなければならな

に係る技術的事項を管理させなければなら

２

改正）

（昭五二法七六・昭五五法七八・一部

理者について準用する。

前条第二項及び第三項の規定は、衛生管

業に従事する労働者の指揮その他の労働省
２

ない。

るため必要があると認めるときは、事業者
に対し、安全管理者の増員又は解任を命ず
労働基準監督署長は、前項の規定により

ることができる。
３

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
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てその事業の実施を統括管理する者をもつ

統括安全衛生責任者は、当該場所におい

理させなければならない。

とともに、同条第一項各号の措置を統括管

り技術的事項を管理する者の指揮をさせる

２

いるもの（当該事業の仕事の一部を請け負
て充てなければならない。

事業の仕事の一部を請負人に請け負わせて
わせる契約が二以上あるため、その者が二

その労働者及びその請負人（元方事業者の

う者（以下「特定元方事業者」という。
）は、

する事業（以下「特定事業」という。
）を行

うち、建設業その他政令で定める業種に属

者とする。以下「元方事業者」という。
）の

のうちの最も先次の請負契約における注文

安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、

括安全衛生責任者を選任し、その者に元方

よつて生ずる労働災害を防止するため、統

作業が同一の場所において行われることに

これらの労働者に関し、これらの労働者の

であるときは、当該指名された事業者は、

すべての労働者の数が政令で定める数以上

（元方安全衛生管理者）

業者」と読み替えるものとする。

は、「当該統括安全衛生責任者を選任した事

場合において、同項中「事業者」とあるの

任者の業務の執行について準用する。この

第十条第三項の規定は、統括安全衛生責

当該事業の仕事が数次の請負契約によつて

同条第一項各号の事項を統括管理させなけ

第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定

５

行われるときは、当該請負人の請負契約の

ればならない。この場合においては、当該

により統括安全衛生責任者を選任した事業

第三十条第四項の場合において、同項の

後次のすべての請負契約の当事者である請

指名された事業者及び当該指名された事業

者で、建設業その他政令で定める業種に属

３

負人を含む。以下「関係請負人」という。
）

者以外の事業者については、第一項の規定

する事業を行うものは、労働省令で定める

以上あることとなるときは、当該請負契約

の労働者が当該場所において作業を行うと

は、適用しない。

災害を防止するため、統括安全衛生責任者

の請負契約によつて行われる場合において

二十五条の二第一項に規定する仕事が数次

第一項又は前項に定めるもののほか、第

項のうち技術的事項を管理させなければな

選任し、その者に第三十条第一項各号の事

めるところにより、元方安全衛生管理者を

資格を有する者のうちから、労働省令で定

改正）

（昭五二法七六・昭五五法七八・一部

きは、これらの労働者の作業が同一の場所

を選任し、その者に元方安全衛生管理者の

は、第一項又は前項の規定により統括安全

らない。

４

指揮をさせるとともに、第三十条第一項各

衛生責任者を選任した事業者は、統括安全

において行われることによつて生ずる労働

号の事項を統括管理させなければならない。

衛生責任者に第三十条の二第五項において

方安全衛生管理者について準用する。この

第十一条第二項及び第三項の規定は、元

ただし、これらの労働者の数が政令で定め

準用する第二十五条の二第二項の規定によ

２

る数未満であるときは、この限りでない。
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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。
（昭五五法七八・追加）
（安全衛生責任者）

一 労働者の危険を防止するための基本と
なるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、
安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の
危険の防止に関する重要事項

数については、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推薦に基づき指名し

なければならない。

において、これらの規定により統括安全衛

下「第一号の委員」という。
）は、一人とす

成する。ただし、第一号の者である委員（以

限度において適用しない。

労働協約に別段の定めがあるときは、その

過半数で組織する労働組合との間における

前二項の規定は、当該事業場の労働者の

生責任者を選任すべき事業者以外の請負人
る。

５

で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生

（衛生委員会）

安全委員会の委員は、次の者をもつて構

責任者を選任し、その者に統括安全衛生責

管理者以外の者で当該事業場においてそ

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事

２

任者との連絡その他の労働省令で定める事

の事業の実施を統括管理するもの若しく

第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合

項を行わせなければならない。

業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事

前項の規定により安全衛生責任者を選任

はこれに準ずる者のうちから事業者が指

２

労働者の健康障害を防止するための基

労働災害の原因及び再発防止対策で、

前二号に掲げるもののほか、労働者の

衛生委員会の委員は、次の者をもつて構

健康障害の防止に関する重要事項

三

衛生に係るものに関すること。

二

本となるべき対策に関すること。

一

員会を設けなければならない。

業者に対し意見を述べさせるため、衛生委
二 安全管理者のうちから事業者が指名し
た者

２

名した者

した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞
なく、その旨を通報しなければならない。
（昭五五法七八・一部改正）

験を有するもののうちから事業者が指名

三 当該事業場の労働者で、安全に関し経
（安全委員会）

事業者は、第一号の委員以外の委員の半

るものとする。

安全委員会の議長は、第一号の委員がな

した者
３
４

第十七条 事業者は、政令で定める業種及び
規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議
させ、
事業者に対し意見を述べさせるため、
安全委員会を設けなければならない。
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成する。ただし、
第一号の者である委員は、

した者

員として指名することができる。

（昭五〇法二八・一部改正）

産業医

事業者は、次の者を安全衛生委員会の委

（安全衛生委員会）

一

当該事業場の労働者で、作業環境測定

３
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規

二

一人とする。
管理者以外の者で当該事業場においてそ

定により安全委員会及び衛生委員会を設け

を実施している作業環境測定士であるも

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生

の事業の実施を統括管理するもの若しく

なければならないときは、それぞれの委員

一

はこれに準ずる者のうちから事業者が指

第十七条第三項から第五項までの規定は、

の
４

会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置
することができる。

名した者
衛生管理者のうちから事業者が指名し

安全衛生委員会について準用する。この場

二

安全衛生委員会の委員は、次の者をもつ

合において、同条第三項及び第四項中「第

２

て構成する。ただし、第一号の者である委

一号の委員」とあるのは、
「第十九条第二項

た者

員は、一人とする。

当該事業場の労働者で、衛生に関し経

験を有するもののうちから事業者が指名

第一号の者である委員」と読み替えるもの

機械、器具その他の設備（以下「機械

等」という。
）による危険

一

め必要な措置を講じなければならない。

第二十条 事業者は、次の危険を防止するた

（事業者の講ずべき措置等）

防止するための措置

第四章 労働者の危険又は健康障害を

（昭五〇法二八・一部改正）

とする。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生

事業者は、次の者を衛生委員会の委員と

管理者以外の者で当該事業場においてそ

した者

三

３

はこれに準ずる者のうちから事業者が指

の事業の実施を統括管理するもの若しく

産業医

名した者

して指名することができる。
一

当該事業場の労働者で、作業環境測定

三 当該事業場の労働者で、安全に関し経

事業者が指名した者

二 安全管理者及び衛生管理者のうちから

二

を実施している作業環境測定士であるも
の
前条第三項から第五項までの規定は、衛

験を有するもののうちから事業者が指名

４

生委員会について準用する。この場合にお

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経

した者

委員」とあるのは、
「第十八条第二項第一号

験を有するもののうちから事業者が指名

いて、同条第三項及び第四項中「第一号の
の者である委員」と読み替えるものとする。
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二

爆発性の物、発火性の物、引火性の物

四 排気、排液又は残さい物による健康障
害

面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、

電気、熱その他のエネルギーによる危

等による危険
三

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる

第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、

保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な

険

伐木等の業務における作業方法から生ずる

措置その他労働者の健康、風紀及び生命の

建設物その他の作業場について、通路、床

危険を防止するため必要な措置を講じなけ

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

労働者の救護に関し必要な機械等の備

ない。
一

労働者の救護に関し必要な事項につい

付け及び管理を行うこと。
二

前二号に掲げるもののほか、爆発、火

ての訓練を行うこと。
三

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。

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

２
ら生ずる労働災害を防止するため必要な措

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。

（昭五五法七八・追加）

業種に属する事業の仕事で、政令で定める

第二十五条の二 建設業その他政令で定める

守らなければならない。

基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を

ら第二十五条まで及び前条第一項の規定に

第二十六条 労働者は、事業者が第二十条か

ものを行う事業者は、爆発、火災等が生じ

な措置を講じなければならない。

し、労働者を作業場から退避させる等必要

した危険があるときは、直ちに作業を中止

第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫

置を講じなければならない。

第二十四条 事業者は、労働者の作業行動か

ない。

保持のため必要な措置を講じなければなら

事業者は、労働者が墜落するおそれのあ

ればならない。
２
る場所、土砂等が崩壊するおそれのある場
所等に係る危険を防止するため必要な措置
を講じなければならない。
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠

するため必要な措置を講じなければならな
い。
一

放射線、高温、低温、超音波、騒音、

乏空気、病原体等による健康障害
二

計器監視、精密工作等の作業による健

振動、異常気圧等による健康障害
三
康障害
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（元方事業者の講ずべき措置等）

関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、

定めるものを製造し、又は取り扱う事業者
防止するための指針を公表するものとする。

この法律又はこれに基づく命令の規定に違

（昭五五法七八・一部改正）
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及

一 第五十七条の二第四項の規定による勧

反しないよう必要な指導を行なわなければ

第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び

び第二十五条の二第一項の規定により事業

告又は第五十七条の三第一項の規定によ

が当該化学物質による労働者の健康障害を

者が講ずべき措置及び前条の規定により労

ならない。

人の労働者が、当該仕事に関し、この法律

元方事業者は、関係請負人又は関係請負

で、がんその他の重度の健康障害を労働

又はこれに基づく命令の規定に違反してい

２

者に生ずるおそれのあるもの

ると認めるときは、是正のため必要な指示

表した場合において必要があると認めると

第三十条 特定元方事業者は、その労働者及

（特定元方事業者等の講ずべき措置）

い。

労働者は、当該指示に従わなければならな

前項の指示を受けた関係請負人又はその

を行なわなければならない。

労働大臣は、快適な作業環境の形成を図

二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質

る指示に係る化学物質

前項の労働省令を定めるに当たつては、
公害（公害対策基本法（昭和四十二年法律

２

省令で定める。

働者が守らなければならない事項は、労働

３

るため必要があると認めるときは、望まし

第百三十二号）第二条第一項に規定する公
害をいう。
）その他一般公衆の災害で、労働

い作業環境の標準を公表することができる。 ３
労働大臣は、前三項の規定により、技術
上の指針、労働者の健康障害を防止するた

きは、事業者又はその団体に対し、当該技

び関係請負人の労働者の作業が同一の場所

４

災害と密接に関連するものの防止に関する
法令の趣旨に反しないように配慮しなけれ
ばならない。

（技術上の指針等の公表等）

術上の指針、労働者の健康障害を防止する

において行われることによつて生ずる労働

めの指針又は望ましい作業環境の標準を公

第二十八条 労働大臣は、第二十条から第二

ための指針又は望ましい作業環境の標準に

（昭五五法七八・一部改正）

十五条まで及び第二十五条の二第一項の規

災害を防止するため、次の事項に関する必

二

一

作業間の連絡及び調整を行うこと。

協議組織の設置及び運営を行うこと。

要な措置を講じなければならない。

関し必要な指導等を行うことができる。
改正）

（昭五二法七六・昭五五法七八・一部

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
労働大臣は、次の化学物質で労働大臣が

ごとの技術上の指針を公表するものとする。
２
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三
関係請負人が行う労働者の安全又は衛

作業場所を巡視すること。
所において行なわれる特定事業の仕事の全

て一人を指名しなければならない。一の場

ない。この場合においては、当該元方事業

同条第一項各号の措置を講じなければなら

者及び当該元方事業者以外の事業者につい

四

部を請け負つた者で、特定元方事業者以外

前条第二項の規定は、第二十五条の二第

生のための教育に対する指導及び援助を

２

一項に規定する仕事の発注者について準用

定元方事業者」とあるのは「元方事業者」

する。この場合において、前条第二項中「特

同項の指名は、労働基準監督署長がする。

と、
「特定事業の仕事を二以上」とあるのは

前項の規定による指名がされないときは、

する。

に請け負わせている者についても、同様と

ては、同項の規定は、適用しない。

仕事を行う場所が仕事ごとに異なるこ

のもののうち、当該仕事を二以上の請負人

３

行うこと。
五
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

第二項又は前項の規定による指名がされ

「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」

４

たときは、当該指名された事業者は、当該

とあるのは「第二十五条の二第一項各号の

及び作業場所における機械、設備等の配

場所において当該仕事の作業に従事するす

措置」と、
「特定事業の仕事の全部」とある

前各号に掲げるもののほか、当該労働

べての労働者に関し、第一項に規定する措

六
災害を防止するため必要な事項

のは「仕事の全部」と読み替えるものとす
いては、当該指名された事業者及び当該指

による指名がされないときは、同項の指名

前項において準用する前条第二項の規定

る。

置を講じなければならない。この場合にお

置に関する計画を作成すること。

３

特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、
その仕事を他の者から請け負わないで注文

名された事業者以外の事業者については、

２
している者をいう。以下同じ。）で、特定元

第一項の規定は、適用しない。

は、労働基準監督署長がする。

場所において当該仕事に係る二以上の請負

する仕事が数次の請負契約によつて行われ

第三十条の二 第二十五条の二第一項に規定

当該仕事の作業に従事するすべての労働者

該指名された事業者は、当該場所において

前項の規定による指名がされたときは、当

（昭五五法七八・一部改正）

方事業者以外のものは、一の場所において
行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負

人の労働者が作業を行なうときは、労働省

る場合
（第四項の場合を除く。）
においては、

に関し、第二十五条の二第一項各号の措置

第二項において準用する前条第二項又は

令で定めるところにより、請負人で当該仕

元方事業者は、当該場所において当該仕事

を講じなければならない。この場合におい

４

事を自ら行なう事業者であるもののうちか

の作業に従事するすべての労働者に関し、

人に請け負わせている場合において、当該

ら、前項に規定する措置を講ずべき者とし
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前項の規定は、当該事業の仕事が数次の

に応じて、必要な措置を講じなければなら

負人は、同項の規定により講ぜられる措置

２
請負契約によつて行なわれることにより同

ない。

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

一の建設物等について同項の措置を講ずべ

第三十条第一項若しくは第四項、第三十

項の規定は、適用しない。

４

条の二第一項若しくは第四項又は前条第一

き注文者が二以上あることとなるときは、
後次の請負契約の当事者である注文者につ

項の場合において、労働者は、これらの規

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
いては、適用しない。

５
た事業者について準用する。この場合にお

に応じて、必要な事項を守らなければなら

定又は前三項の規定により講ぜられる措置
（請負人の講ずべき措置等）

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

ない。

を自ら行うものは、これらの規定により講

講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事

負人が第三十条第一項若しくは第四項、第

の二第一項の元方事業者等、注文者又は請

の労働者は、特定元方事業者等、第三十条

第一項から第三項までの請負人及び前項

第三十二条 第三十条第一項又は第四項の場
５

ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じ

合において、同条第一項に規定する措置を

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。
（昭五五法七八・追加）
（注文者の講ずべき措置）

第三十条の二第一項又は第四項の場合に

づく措置の実施を確保するためにする指示

一項又は第一項から第三項までの規定に基

三十条の二第一項若しくは第四項、前条第
おいて、第二十五条の二第一項各号の措置

に従わなければならない。

なければならない。

設物等」という。
）を、当該仕事を行なう場

を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕

第三十一条 特定事業の仕事を自ら行なう注

所においてその請負人（当該仕事が数次の

事を自ら行うものは、第三十条の二第一項

２

請負契約によつて行なわれるときは、当該

又は第四項の規定により講ぜられる措置に

（機械等貸与者等の講ずべき措置等）

文者は、建設物、設備又は原材料（以下「建

請負人の請負契約の後次のすべての請負契

応じて、必要な措置を講じなければならな

第三十三条 機械等で、政令で定めるものを
等を使用する労働者に係る事業者である請

前条第一項の場合において、当該建設物

めるもの（以下「機械等貸与者」という。
）

他の事業者に貸与する者で、労働省令で定

（昭五五法七八・一部改正）

約の当事者である請負人を含む。
）の労働者

い。
３

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。
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業場における当該機械等による労働災害を

第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上

（重量表示）

は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事
防止するため必要な措置を講じなければな

制

（製造の許可）

第一節 機械等に関する規制

かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物

第三十七条 ボイラーその他の特に危険な作

のものを発送しようとする者は、見やすく、
にその重量を表示しなければならない。た

業を必要とする機械等で、政令で定めるも

らない。
者は、当該機械等を操作する者がその使用

だし、包装されていない貨物で、その重量

の（以下「特定機械等」という。
）を製造し

機械等貸与者から機械等の貸与を受けた
する労働者でないときは、当該機械等の操

が一見して明らかであるものを発送しよう

ようとする者は、労働省令で定めるところ

２

作による労働災害を防止するため必要な措

とするときは、この限りでない。

都道府県労働基準局長は、前項の許可の

長の許可を受けなければならない。

により、あらかじめ、都道府県労働基準局

置を講じなければならない。

（労働省令への委任）

前項の機械等を操作する者は、機械等の
貸与を受けた者が同項の規定により講ずる

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、 ２

３
措置に応じて、必要な事項を守らなければ

他の事業者に貸与する者（以下「建築物貸

第三十四条 建築物で、政令で定めるものを

（建築物貸与者の講ずべき措置）

第四項又は第三十三条第三項の規定により

に定める者が講ずべき措置及び第三十二条

又は第三十四条の規定によりこれらの規定

項まで、第三十三条第一項若しくは第二項

十一条第一項、第三十二条第一項から第三

第三十八条 特定機械等を製造し、若しくは

（検査）

でなければ、同項の許可をしてはならない。

の定める基準に適合していると認めるとき

申請に係る特定機械等の構造等が労働大臣

申請があつた場合には、
その申請を審査し、

与者」という。
）は、当該建築物の貸与を受

これらの規定に定める者が守らなければな

輸入した者、特定機械等で労働省令で定め

第三十条の二第一項若しくは第四項、第三

けた事業者の事業に係る当該建築物による

らない事項は、労働省令で定める。

ならない。

労働災害を防止するため必要な措置を講じ

る期間設置されなかつたものを設置しよう

ものを再び設置し、若しくは使用しようと

とする者又は特定機械等で使用を廃止した

（昭五五法七八・一部改正）
第五章 機械等及び有害物に関する規

なければならない。ただし、当該建築物の
全部を一の事業者に貸与するときは、この
限りでない。
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する者は、
労働省令で定めるところにより、
係るものに合格した特定機械等について、

で、特定機械等の部分の変更又は再使用に

当該特定機械等及びこれに係る労働省令で

る者は、労働省令で定めるところにより、

検査証の有効期間の更新を受けようとす

当該特定機械等及びこれに係る労働省令で

労働省令で定めるところにより、当該特定

定める事項について、労働基準監督署長又

用を休止したものを再び使用しようとする

特定機械等（第三十八条第二項の規定によ

（以下「検査証」という。
）を受けていない

第四十二条 特定機械等以外の機械等で、危

（譲渡等の制限）

２

定める事項について、都道府県労働基準局

機械等の検査証に、裏書を行なう。

者は、労働省令で定めるところにより、当

り部分の変更又は再使用に係る検査を受け

険若しくは有害な作業を必要とするもの、

ければならない。

機関」という。
）が行なう性能検査を受けな

は労働大臣の指定する者（以下「検査代行

長の検査を受けなければならない。
特定機械等（移動式のものを除く。
）を設
（使用等の制限）

２
置した者、特定機械等の労働省令で定める
第四十条

該特定機械等及びこれに係る労働省令で定

なければならない特定機械等で、前条第三

危険な場所において使用するもの又は危険

前条第一項又は第二項の検査証

部分に変更を加えた者又は特定機械等で使

める事項について、労働基準監督署長の検

項の裏書を受けていないものを含む。
）は、

もののうち、政令で定めるものは、労働大

査を受けなければならない。

検査証を受けた特定機械等は、検査証と

臣が定める規格又は安全装置を具備しなけ

若しくは健康障害を防止するため使用する
２

ともにするのでなければ、譲渡し、又は貸

れば、譲渡し、貸与し、又は設置してはな

第四十三条 動力により駆動される機械等で、

らない。

与してはならない。

使用してはならない。
（検査証の交付等）
第三十九条 都道府県労働基準局長は、前条
第一項の検査に合格した移動式の特定機械
等について、労働省令で定めるところによ
第四十一条 検査証の有効期間（次項の規定

作動部分上の突起物又は動力伝導部分若し

（検査証の有効期間等）
により検査証の有効期間が更新されたとき

くは調速部分に労働省令で定める防護のた

り、検査証を交付する。
で、特定機械等の設置に係るものに合格し

にあつては、当該更新された検査証の有効

めの措置が施されていないものは、
譲渡し、

労働基準監督署長は、前条第二項の検査
た特定機械等について、労働省令で定める

期間）は、特定機械等の種類に応じて、労

２

ところにより、検査証を交付する。

貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展

労働基準監督署長は、前条第二項の検査

働省令で定める期間とする。

３
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示してはならない。

示を付さなければならない。
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

４
（個別検定）
わしい表示を付してはならない。

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。
（昭五二法七六・一部改正）

３

４

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。

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。

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

めるところにより、型式検定に合格した型

５

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
（型式検定）

式の機械等である旨の表示を付さなければ

したときは、当該機械等に、労働省令で定

労働基準局長又は労働大臣の指定する者

第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、

定めるところにより、労働大臣、都道府県
（以下
「個別検定代行機関」
という。
）
が個々

個別検定によることが適当でない機械等で

型式検定に合格した型式の機械等以外の

ならない。

に行う当該機械等についての検定を受けな

５

政令で定めるものを製造し、又は輸入した

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。

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。

第四十四条の三 型式検定合格証の有効期間

（昭五二法七六・追加）
の規定による検定（以下「型式検定」とい

（次項の規定により型式検定合格証の有効

６

ければならない。

働大臣又は労働大臣の指定する者（以下「型

者は、労働省令で定めるところにより、労

別検定代行機関は、前項の規定による検定

式検定代行機関」という。
）が行う当該機械

労働大臣、都道府県労働基準局長又は個
（以下「個別検定」という。
）を受けようと

等の型式についての検定を受けなければな

２

する者から申請があつた場合には、当該申

らない。

う。）
を受けようとする者から申請があつた

期間が更新されたときにあつては、当該更

労働大臣又は型式検定代行機関は、前項

請に係る機械等が労働省令で定める基準に
２

該機械等を個別検定に合格させてはならな

場合には、当該申請に係る型式の機械等の

新された型式検定合格証の有効期間）は、

適合していると認めるときでなければ、当
い。

構造並びに当該機械等を製造し、及び検査

前条第一項の機械等の種類に応じて、労働

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

する設備等が労働省令で定める基準に適合

３

ろにより、当該個別検定に合格した旨の表
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型式検定合格証の有効期間の更新を受け

省令で定める期間とする。
２
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。
（昭五二法七六・追加）
（定期自主検査）
第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機

４

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。
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。
（昭五二法七六・一部改正）
（検査代行機関の指定）

械等で、政令で定めるものについて、労働
省令で定めるところにより、定期に自主検

３

二

第五十三条第二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

法人で、その業務を行なう役員のうち

て二年を経過しない者
三

に第一号に該当する者があるもの

労働大臣は、第一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、指定をしてはならない。

（昭五二法七六・一部改正）

（性能検査の義務等）

第四十七条 検査代行機関は、性能検査を行

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

なうべきことを求められたときは、正当な

査を行ない、及びその結果を記録しておか
なければならない。

「指定」という。
）は、労働省令で定める区

理由がある場合を除き、遅滞なく、性能検

事業者は、前項の機械等で政令で定める

分ごとに、同項の性能検査（以下「性能検

査を行なわなければならない。

２
ものについて同項の規定による自主検査の

査」という。
）を行おうとする者の申請によ

検査代行機関は、性能検査を行なうとき

うち労働省令で定める自主検査（以下「特

２

り行う。

有するもの又は第五十四条の三第一項に規

一 この法律又はこれに基づく命令の規定

定を受けることができない。

（業務規程）

は、労働省令で定める資格を有する者にこ

定する登録を受け、他人の求めに応じて当

に違反して、罰金以上の刑に処せられ、

第四十八条 検査代行機関は、性能検査の業

次の各号のいずれかに該当する者は、指

定自主検査」という。
）を行うときは、その
２

該機械等について特定自主検査を行う者

その執行を終わり、又は執行を受けるこ

務に関する規程
（以下
「業務規程」という。
）

使用する労働者で労働省令で定める資格を

（以下「検査業者」という。
）に実施させな

とがなくなつた日から起算して二年を経

れを実施させなければならない。

ければならない。

を定め、労働大臣の認可を受けなければな

労働大臣は、第一項の規定による自主検

過しない者

３

15/42

（昭和57年６月１日時点）

らない。これを変更しようとするときも、
いう。
）の選任は、労働大臣の認可を受けな

性能検査を実施する者（以下「検査員」と

指定を取り消し、又は六月をこえない範囲

いずれかに該当するに至つたときは、その

第四十六条第三項の基準に適合しなく

第四十七条、第四十九条又は第五十条

第四十八条第一項の認可を受けた業務

第四十八条第三項又は第五十一条第二

第百十条第一項の条件に違反したとき。

項の規定による命令に違反したとき。

四

き。

規程によらないで性能検査を行なつたと

三

の規定に違反したとき。

二

なつたと認められるとき。

一

しくは一部の停止を命ずることができる。

同様とする。

労働大臣は、検査員がこの法律若しくは

内で期間を定めて性能検査の業務の全部若

業務規程で定めるべき事項は、労働省令
２

ければ、その効力を生じない。

２
で定める。

これに基づく命令の規定又は業務規程に違
反したときその他その職務を行なうのに適

労働大臣は、第一項の認可をした業務規
程が性能検査の公正な実施上不適当となつ

当でないと認めるときは、その検査代行機

３
たと認めるときは、これを変更すべきこと

関に対し、その検査員を解任すべきことを
命ずることができる。

を命ずることができる。
（業務の休廃止）

（役員及び職員の地位）
第五十二条 検査代行機関の役員又は職員で、

第四十九条 検査代行機関は、労働大臣の許
可を受けなければ、性能検査の業務の全部

性能検査の業務に従事するものは、
刑法（明

五

（個別検定代行機関）

は、個別検定代行機関に関して準用する。

る職員とみなす。

適用については、法令により公務に従事す

治四十年法律第四十五号）その他の罰則の

又は一部を休止し、又は廃止してはならな
い。
（事業報告）

（指定の取消し等）

この場合において、
第四十六条第一項中
「第

第五十四条 第四十六条から前条までの規定

後三月以内に、その事業年度の事業報告書

第五十三条 労働大臣は、検査代行機関が第

四十一条第二項」とあるのは「第四十四条

第五十条 検査代行機関は、毎事業年度経過
及び収支決算書を作成し、労働大臣に提出

四十六条第二項第一号又は第三号に該当す

しなければならない。

第一項」と、同項、第四十七条、第四十八

一条第一項、第五十二条並びに前条第二項

るに至つたときは、その指定を取り消さな
労働大臣は、検査代行機関が次の各号の

条第一項及び第三項、第四十九条、第五十
２

ければならない。

（検査員の選任及び解任）
第五十一条 第四十七条第二項の規定により
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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。

るのは
「検定員」
と読み替えるものとする。
（昭五二法七六・追加）

３

第一号に該当する者があるもの

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。

前項の申請が労働省令で定める基準に適合

労働大臣又は都道府県労働基準局長は、

第五十四条の三 検査業者になろうとする者

していると認めるときでなければ、第一項

４

は、労働省令で定めるところにより、労働

の登録をしてはならない。

（検査業者）

（型式検定代行機関）

省又は都道府県労働基準局に備える検査業

（昭五二法七六・一部改正）

第五十四条の二 第四十四条の二第一項の規

（昭五二法七六・追加）

の閲覧を求めることができる。

事業者その他の関係者は、検査業者名簿

者名簿に、氏名又は名称、住所その他労働

５

定による指定は、労働省令で定める区分ご

省令で定める事項の登録を受けなければな
次の各号のいずれかに該当する者は、前

とに全国を通じて一を限り、型式検定を行
２

らない。

第四十六条第二項及び第三項並びに第四

おうとする者の申請により行う。
２

第五十四条の四 検査業者は、他人の求めに
定若しくはこれらの規定に基づく命令に

せなければならない。

令で定める資格を有する者にこれを実施さ

項の登録を受けることができない。

において、第四十六条第二項各号列記以外

違反し、又は第五十四条の五第二項の規

十七条から第五十三条までの規定は、型式

の部分中「指定」とあるのは「第四十四条

定による命令に違反して、罰金以上の刑

応じて特定自主検査を行うときは、労働省

の二第一項の規定による指定（以下この条

に処せられ、その執行を終わり、又は執

一 第四十五条第一項若しくは第二項の規

及び第五十三条において
「指定」
という。
）
」

行を受けることがなくなつた日から起算

検定代行機関に関して準用する。この場合

と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第

して二年を経過しない者

四十八条第一項及び第三項、第四十九条、

録を取り消され、その取消しの日から起

二 第五十四条の五第二項の規定により登

ときは、その登録を取り消さなければなら

二項第一号又は第三号に該当するに至つた

基準局長は、検査業者が第五十四条の三第

第五十四条の五 労働大臣又は都道府県労働

（昭五二法七六・追加）

五十四条の二第一項」と、第四十七条、第
第五十一条第一項、第五十二条並びに第五

労働大臣又は都道府県労働基準局長は、

ない。
２

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

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
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は六月を超えない範囲内で期間を定めて特

に至つたときは、その登録を取り消し、又

検査業者が次の各号のいずれかに該当する

に重度の健康障害を生ずるおそれのある物

ベンジジンを含有する製剤その他の労働者

第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロル

（製造の許可）

これに基づく命令の規定又はこれらの規定

第一項の物を製造すべきことを命ずること

又は当該基準に適合する作業方法に従つて

労働大臣は、製造者がこの法律若しくは

ができる。

定自主検査の業務の全部若しくは一部の停

で、政令で定めるものを製造しようとする

６

止を命ずることができる。

に基づく処分に違反したときは、第一項の

第五十四条の三第四項の基準に適合し

者は、労働省令で定めるところにより、あ

一

許可を取り消すことができる。

場合には、その申請を審査し、製造設備、

製剤その他の労働者に健康障害を生ずるお

第五十七条 ベンゼン、ベンゼンを含有する

（表示等）

作業方法等が労働大臣の定める基準に適合

譲渡し、又は提供する者は、労働省令で定

それのある物で政令で定めるもの又は前条
第一項の許可を受けた者
（以下
「製造者」

めるところにより、その容器又は包装（容

していると認めるときでなければ、同項の

という。
）は、その製造設備を、前項の基準

器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は

第一項の物を容器に入れ、又は包装して、

に適合するように維持しなければならない。

許可をしてはならない。

労働大臣は、前項の許可の申請があつた

ならない。

らかじめ、労働大臣の許可を受けなければ

前条の規定に違反したとき。

なくなつたと認められるとき。
二
第百十条第一項の条件に違反したとき。 ２

３

三
（昭五二法七六・追加）
第二節 有害物に関する規制
（製造等の禁止）
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベ
ンジジンを含有する製剤その他の労働者に

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、

製造者は、第二項の基準に適合する作業
方法に従つて第一項の物を製造しなければ

その容器又は包装のうち、主として一般消

４

るものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供

ならない。

重度の健康障害を生ずる物で、政令で定め
し、又は使用してはならない。ただし、試

ては、この限りでない。

費者の生活の用に供するためのものについ
名称

労働大臣は、製造者の製造設備又は作業
方法が第二項の基準に適合していないと認

一

成分及びその含有量

５

る場合で、政令で定める要件に該当すると

めるときは、当該基準に適合するように製

二

験研究のため製造し、輸入し、又は使用す
きは、この限りでない。

造設備を修理し、
改造し、
若しくは移転し、
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三

労働省令で定める物にあつては、人体

に及ぼす作用
労働省令で定める物にあつては、貯蔵

化学物質が労働者の健康に与える影響につ

輸入される場合で、労働省令で定めると

有害性の調査を行つた事業者は、その結

き。
２

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

果に基づいて、当該新規化学物質による労

四

り、当該新規化学物質の名称、有害性の調

働者の健康障害を防止するため必要な措置

又は取扱い上の注意

査の結果その他の事項を労働大臣に届け出

を速やかに講じなければならない。

あつた場合（同項第二号の規定による確認

前各号に掲げるもののほか、労働省令

なければならない。ただし、次の各号のい

五
で定める事項

場合は、この限りでない。

をした場合を含む。
）には、労働省令で定め

労働大臣は、第一項の規定による届出が

ずれかに該当するときその他政令で定める

物を前項に規定する方法以外の方法により

一 当該新規化学物質に関し、労働省令で

るところにより、当該新規化学物質の名称

３

前項の政令で定める物又は前条第一項の
譲渡し、又は提供する者は、労働省令で定

定めるところにより、当該新規化学物質

を公表するものとする。

２

めるところにより、同項各号の事項を記載

について予定されている製造又は取扱い

あつた場合には、労働省令で定めるところ

労働大臣は、第一項の規定による届出が

した文書を、譲渡し、又は提供する相手方

４

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

に交付しなければならない。
（昭五二法七六・一部改正）

二 当該新規化学物質に関し、労働省令で

物質による労働者の健康障害を防止するた

経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学

により、有害性の調査の結果について学識
定めるところにより、既に得られている

め必要があると認めるときは、届出をした

大臣の確認を受けたとき。
第五十七条の二 化学物質による労働者の健

知見等に基づき労働省令で定める有害性

（化学物質の有害性の調査）
康障害を防止するため、既存の化学物質と

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

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

きことを勧告することができる。
四 当該新規化学物質が主として一般消費

ついて意見を求められた学識経験者は、当

造し、又は輸入しようとするとき。

「新規化学物質」という。
）を製造し、又は

者の生活の用に供される製品（当該新規

該有害性の調査の結果に関して知り得た秘

前項の規定により有害性の調査の結果に

輸入しようとする事業者は、あらかじめ、

化学物質を含有する製品を含む。
）
として

む。）以外の化学物質（以下この条において

によりその名称が公表された化学物質を含

して政令で定める化学物質（第三項の規定

５

労働省令で定める有害性の調査（当該新規
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密を漏らしてはならない。ただし、労働者
令で定めるところにより、学識経験者の意

行おうとするときは、あらかじめ、労働省

（昭五二法七六・追加）

第五十八条 事業者は、化学物質、化学物質

の健康障害を防止するためやむを得ないと

第一項の規定による有害性の調査を行つ

を含有する製剤その他の物で、労働者の健

（事業者の行うべき調査等）

た事業者は、その結果に基づいて、当該化

康障害を生ずるおそれのあるものについて

見を聴かなければならない。

学物質による労働者の健康障害を防止する

は、あらかじめ、これらの物の有害性等を

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、

ため必要な措置を速やかに講じなければな

調査し、その結果に基づいて、この法律又

４

がんその他の重度の健康障害を労働者に生
らない。

指示について意見を求められた学識経験者

第三項の規定により第一項の規定による

障害を防止するため必要な措置を講ずるよ

ずるほか、これらの物による労働者の健康

はこれに基づく命令の規定による措置を講

（昭五二法七六・追加）

ずるおそれのあるものについて、当該化学
め必要があると認めるときは、労働省令で

は、当該指示に関して知り得た秘密を漏ら

うに努めなければならない。

５

定めるところにより、当該化学物質を製造

してはならない。ただし、労働者の健康障

物質による労働者の健康障害を防止するた

し、輸入し、又は使用している事業者その

置

第六章 労働者の就業に当たつての措

（昭五二法七六・一部改正）

害を防止するためやむを得ないときは、こ

（国の援助等）

（昭五二法七六・追加）

の限りでない。

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。

有害性の調査の適切な実施に資するため、

ときは、当該労働者に対し、労働省令で定

第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れた

（安全衛生教育）

いての有害性の調査に関する技術水準、調

化学物質について、有害性の調査を実施す

めるところにより、その従事する業務に関

第五十七条の四 国は、前二条の規定による

査を実施する機関の整備状況、当該事業者

る施設の整備、資料の提供その他必要な援

する安全又は衛生のための教育を行なわな

前項の規定による指示は、化学物質につ

の調査の能力等を総合的に考慮し、労働大

助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施

２

臣の定める基準に従つて行うものとする。

ければならない。

労働大臣は、第一項の規定による指示を

するよう努めるものとする。

３
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２

前項の規定は、労働者の作業内容を変更
したときについて準用する。

（就業制限）

ることができる。

働災害の防止上その就業に当たつて特に配

他の業務で、
政令で定めるものについては、 第六十二条 事業者は、中高年齢者その他労

（中高年齢者等についての配慮）

省令で定めるものに労働者をつかせるとき

都道府県労働基準局長の当該業務に係る免

慮を必要とする者については、これらの者

第六十一条 事業者は、クレーンの運転その

は、労働省令で定めるところにより、当該

許を受けた者又は都道府県労働基準局長若

の心身の条件に応じて適正な配置を行なう

事業者は、危険又は有害な業務で、労働

業務に関する安全又は衛生のための特別の

しくは都道府県労働基準局長の指定する者

３

教育を行なわなければならない。

た者その他労働省令で定める資格を有する
（国の援助）

ように努めなければならない。

第六十条 事業者は、その事業場の業種が政

者でなければ、当該業務につかせてはなら

が行なう当該業務に係る技能講習を修了し
令で定めるものに該当するときは、新たに

衛生のための教育の効果的実施を図るため、

第六十三条 国は、事業者が行なう安全又は

前項の規定により当該業務につくことが

第七章 健康管理

とする。

提供その他必要な施策の充実に努めるもの

教育指導方法の整備及び普及、教育資料の

指導員の養成及び資質の向上のための措置、

職業訓練法（昭和四十四年法律第六十四

書面を携帯していなければならない。

これに係る免許証その他その資格を証する

ができる者は、
当該業務に従事するときは、

第一項の規定により当該業務につくこと

はならない。

できる者以外の者は、当該業務を行なつて

ない。
２

３

職務につくこととなつた職長その他の作業
中の労働者を直接指導又は監督する者（作
業主任者を除く。
）に対し、次の事項につい
て、労働省令で定めるところにより、安全
又は衛生のための教育を行なわなければな
作業方法の決定及び労働者の配置に関

らない。
一
すること。
４

（作業環境の維持管理）

労働者に対する指導又は監督の方法に

号）第二十四条第一項の認定に係る職業訓

第六十四条 事業者は、事業場における衛生

二

練を受ける労働者について必要がある場合

の水準の向上を図るため、作業環境を快適

関すること。

においては、その必要の限度で、前三項の

な状態に維持管理するように努めなければ

前二号に掲げるもののほか、労働災害

を防止するため必要な事項で、労働省令

規定について、労働省令で別段の定めをす

三

で定めるもの
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事業者に対し、作業環境測定の実施その他

に基づき、
労働省令で定めるところにより、

ると認めるときは、労働衛生指導医の意見

診断を行なわなければならない。

定めるところにより、歯科医師による健康

ものに従事する労働者に対し、労働省令で

ならない。
（作業環境測定）

都道府県労働基準局長は、労働者の健康

必要な事項を指示することができる。

４

第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋

を保持するため必要があると認めるときは、

労働衛生指導医の意見に基づき、労働省令

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

で定めるところにより、事業者に対し、臨

６

ものについて、労働省令で定めるところに

書の規定による健康診断の結果を記録して

内作業場その他の作業場で、政令で定める
より、必要な作業環境測定を行い、及びそ

示することができる。

労働者は、前各項の規定により事業者が

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医

行なう健康診断を受けなければならない。
（健康診断）

改正）

（昭五〇法二八・昭五二法七六・一部

時の健康診断の実施その他必要な事項を指

前項の規定による作業環境測定は、労働

おかなければならない。
５

の結果を記録しておかなければならない。
２
大臣の定める作業環境測定基準に従つて行
労働大臣は、第一項の規定による作業環

わなければならない。
３

ない場合において、他の医師又は歯科医師

師が行なう健康診断を受けることを希望し
省令で定めるところにより、医師による健

第六十六条 事業者は、労働者に対し、労働

要な作業環境測定指針を公表するものとす

の行なうこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果を証明す

康診断を行なわなければならない。
事業者は、有害な業務で、政令で定める

る書面を事業者に提出したときは、この限

２

ものに従事する労働者に対し、労働省令で

りでない。

労働大臣は、前項の作業環境測定指針を
公表した場合において必要があると認める

定めるところにより、医師による特別の項

４

ときは、事業者若しくは作業環境測定機関

目についての健康診断を行なわなければな

り、第一項から第四項まで及び前項ただし

事業者は、第一項から第四項まで又は第

事業者は、労働省令で定めるところによ

又はこれらの団体に対し、当該作業環境測

らない。有害な業務で、政令で定めるもの

書の規定による健康診断の結果を記録して

る。

境測定の適切かつ有効な実施を図るため必

６

定指針に関し必要な指導等を行うことがで

に従事させたことのある労働者で、現に使
７

きる。

事業者は、有害な業務で、政令で定める

おかなければならない。

都道府県労働基準局長は、作業環境の改
３

用しているものについても、同様とする。

５

善により労働者の健康を保持する必要があ
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健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与し

健康管理手帳の交付を受けた者は、当該

進を図るため、体育活動、レクリエーシヨ

第七十条 事業者は、労働者の健康の保持増

五項ただし書の規定による健康診断の結果、 ３
労働者の健康を保持するため必要があると

ンその他の活動についての便宜を供与する

第七十一条 国は、作業環境測定又は労働者

（国の援助）

ならない。

等必要な措置を講ずるように努めなければ

てはならない。
健康管理手帳の様式その他健康管理手帳
について必要な事項は、
労働省令で定める。
（昭五二法七六・一部改正）
（病者の就業禁止）

４

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。

の疾病で、労働省令で定めるものにかかつ

診断の水準を向上させるための必要な資料

当該作業環境測定又は労働者に対する健康

に対する健康診断の適切な実施を図るため、

た労働者については、労働省令で定めると

の提供、中小企業における当該健康診断の

第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他

（健康管理手帳）

ころにより、その就業を禁止しなければな

実施を促進させるための施策の充実その他

（昭五二法七六・一部改正）

第六十七条 都道府県労働基準局長は、がん

らない。

その他の重度の健康障害を生ずるおそれの

当する者に対し、離職の際に又は離職の後

いた者のうち、労働省令で定める要件に該

康障害を生ずるおそれのある業務で、労働

第六十九条 事業者は、潜水業務その他の健

（作業時間の制限）

必要な援助に努めるものとする。

に、当該業務に係る健康管理手帳を交付す

省令で定めるものに従事させる労働者につ

ある業務で、政令で定めるものに従事して

るものとする。ただし、現に当該業務に係

いては、労働省令で定める作業時間につい
（免許）

（昭五〇法二八・昭五二法七六・一部

る健康管理手帳を所持している者について

ての基準に反して、当該業務に従事させて

いう。
）は、第七十五条第一項の免許試験に

第六十一条第一項の免許（以下「免許」と

第八章 免許等

改正）

は、この限りでない。

第七十二条 第十二条第一項、第十四条又は

政府は、健康管理手帳を所持している者

（健康の保持増進のための措置）

はならない。

２

に対する健康診断に関し、労働省令で定め
るところにより、必要な措置を行なう。
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合格した者その他労働省令で定める資格を
次の各号のいずれかに該当する者は、免

（免許の取消し等）

う。

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

２

を受けた者が第七十二条第二項第一号又は

のいずれかによつて行う。

都道府県労働基準局長は、労働省令で定

第三号に該当するに至つたときは、その免

有する者に対し、免許証を交付して行なう。 第七十四条 都道府県労働基準局長は、免許
２
許を受けることができない。

３

めるところにより、都道府県労働基準局長

許を取り消さなければならない。
都道府県労働基準局長は、免許を受けた

の指定する者が行なう教習を修了した者で

身体又は精神の欠陥により免許に係る

者が次の各号のいずれかに該当するに至つ

その修了した日から起算して一年を経過し

一

たときは、その免許を取り消し、又は六月

ないものその他労働省令で定める資格を有

２

をこえない範囲内で期間を定めてその免許

する者に対し、前項の学科試験又は実技試

業務につくことが不適当であると認めら

取り消され、その取消しの日から起算し

の効力を停止することができる。

二

第七十四条第二項の規定により免許を

れる者

て一年を経過しない者

（昭五二法七六・一部改正）

事項は、労働省令で定める。

手続その他免許試験の実施について必要な

免許試験の受験資格、試験科目及び受験

験の全部又は一部を免除することができる。

前二号に掲げる者のほか、免許の種類

４

一 故意又は重大な過失により、当該免許

三

に係る業務について重大な事故を発生さ
二 当該免許に係る業務について、この法

に応じて、労働省令で定める者
第七十三条 前条第一項の免許証（以下「免

律又はこれに基づく命令の規定に違反し

せたとき。
許証」という。
）には、労働省令で定めると

たとき。

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

一項の規定により都道府県労働基準局長が

類に応じて、労働省令で定めるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、免許の種

三 第百十条第一項の条件に違反したとき。 （指定試験機関の指定）

ころにより、有効期間を設けることができ
都道府県労働基準局長は、免許証の有効

る。
２

期間の更新の申請があつた場合には、当該

（免許試験）

行う免許試験の実施に関する事務（以下「試

（以下「指定試験機関」という。
）に前条第

に該当するときでなければ、当該免許証の

第七十五条 免許試験は、労働省令で定める

験事務」という。
）の全部又は一部を行わせ

免許証を有する者が労働省令で定める要件
有効期間を更新してはならない。

区分ごとに、都道府県労働基準局長が行な
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ることができる。
前項の規定による指定（以下第七十五条

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。

２
の十二までにおいて「指定」という。
）は、

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

試験事務を行おうとする者の申請により行
う。

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

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

り申請者が試験事務を公正に実施するこ

３
一部を行うこととされたときは、当該試験

があること。

（昭五二法七六・追加）

（役員の選任及び解任）

労働大臣は、指定試験機関の役員が、こ

ば、その効力を生じない。

及び解任は、労働大臣の認可を受けなけれ

第七十五条の四 指定試験機関の役員の選任

２

若しくは第七十五条の六第一項に規定する

の法律
（これに基づく命令又は処分を含む。
）

三 申請者がこの法律又はこれに基づく命

試験事務規程に違反する行為をしたとき、

とができないおそれがあること。
令の規定に違反して、刑に処せられ、そ

又は試験事務に関し著しく不適当な行為を

事務の全部又は一部を行わないものとする。

の執行を終わり、又は執行を受けること

したときは、指定試験機関に対し、当該役

（昭五二法七六・追加）
（指定の基準）

がなくなつた日から起算して二年を経過

員を解任すべきことを命ずることができる。

（免許試験員）

（昭五二法七六・追加）
の日から起算して二年を経過しない者で

指定試験機関は、免許試験員を選任しよ

に行わせなければならない。

判定に関する事務については、免許試験員

て必要な知識及び能力を有するかどうかの

を行う場合において、免許を受ける者とし

第七十五条の五 指定試験機関は、試験事務
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。

２

あること。

定により指定を取り消され、その取消し

四 申請者が第七十五条の十一第一項の規

しない者であること。

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
職員、設備、試験事務の実施の方法そ

ければ、指定をしてはならない。
一

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。

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

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

任の日から起算して二年を経過しない者

二

実な実施に足るものであること。
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うとするときは、労働省令で定める要件を

らない。これを変更しようとするときも、

省令で定める。

試験事務規程で定めるべき事項は、労働

同様とする。
２

備える者のうちから選任しなければならな
い。
指定試験機関は、免許試験員を選任した

（昭五二法七六・追加）

（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

３

労働大臣は、第一項の認可をした試験事

職にあつた者は、試験事務に関して知り得

３

務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上

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

た秘密を漏らしてはならない。

公務に従事する職員とみなす。

の他の罰則の適用については、法令により

及び職員（免許試験員を含む。）は、刑法そ

試験事務に従事する指定試験機関の役員

不適当となつたと認めるときは、指定試験
２

い。免許試験員に変更があつたときも、同

（昭五二法七六・追加）

ることができる。

機関に対し、これを変更すべきことを命ず

労働大臣は、免許試験員が、この法律（こ

様とする。
４
れに基づく命令又は処分を含む。
）若しくは
次条第一項に規定する試験事務規程に違反

（監督命令）

（昭五二法七六・追加）
度、事業計画及び収支予算を作成し、当該

第七十五条の九 労働大臣は、この法律を施

（事業計画の認可等）

事業年度の開始前に（指定を受けた日の属

行するため必要があると認めるときは、指

する行為をしたとき、又は試験事務に関し

する事業年度にあつては、その指定を受け

定試験機関に対し、試験事務に関し監督上

第七十五条の七 指定試験機関は、毎事業年

験機関に対し、当該免許試験員の解任を命

た後遅滞なく）
、
労働大臣の認可を受けなけ

必要な命令をすることができる。

著しく不適当な行為をしたときは、指定試
ずることができる。

ればならない。これを変更しようとすると

（昭五二法七六・追加）
（試験事務規程）

きも、同様とする。

（昭五二法七六・追加）

第七十五条の六 指定試験機関は、試験事務

（試験事務の休廃止）

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

第七十五条の十 指定試験機関は、労働大臣

２

（以下この条及び第七十五条の十一第二項

収支決算書を作成し、労働大臣に提出しな

の開始前に、試験事務の実施に関する規程
第四号において「試験事務規程」という。
）

ければならない。

の許可を受けなければ、試験事務の全部又

を定め、労働大臣の認可を受けなければな
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は一部を休止し、又は廃止してはならない。
（昭五二法七六・追加）
（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

可を受けた試験事務規程によらないで試

働大臣が指定試験機関の指定を取り消した

を廃止する場合、又は前条の規定により労

（技能講習）

（昭五二法七六・追加）

要な事項については、労働省令で定める。

場合における試験事務の引継ぎその他の必

験事務を行つたとき。
五 第百十条第一項の条件に違反したとき。
（昭五二法七六・追加）
（都道府県労働基準局長による免許試験の実
施）

の技能講習（以下「技能講習」という。
）は、

第七十五条の十二 都道府県労働基準局長は、 第七十六条 第十四条又は第六十一条第一項
指定試験機関が第七十五条の十の規定によ

労働省令で定める区分ごとに、学科講習又

取り消さなければならない。

る労働大臣の許可を受けて試験事務の全部

は実技講習によつて行なう。

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

若しくは一部を休止したとき、前条第二項

２
指定を取り消し、又は期間を定めて試験事

じたとき、又は指定試験機関が天災その他

ればならない。

ころにより、技能講習修了証を交付しなけ

手続その他技能講習の実施について必要な

技能講習の受講資格、講習科目及び受講

の事由により試験事務の全部若しくは一部

を修了した者に対し、労働省令で定めると

技能講習を行なつた者は、当該技能講習

の規定により労働大臣が指定試験機関に対

２

務の全部若しくは一部の停止を命ずること

し試験事務の全部若しくは一部の停止を命

第七十五条の三第二項第六号に該当す

ができる。
一
るとき。

３
て必要があると認めるときは、当該試験事

事項は、労働省令で定める。

を実施することが困難となつた場合におい

五第四項、第七十五条の六第三項又は第

務の全部若しくは一部を自ら行うものとす

第七十五条の四第二項、第七十五条の

七十五条の九の規定による命令に違反し

る。

二

たとき。

（指定教習機関）

第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又

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

は第七十五条第三項の規定による指定（第

第七十五条の五第一項から第三項まで、 ２

第七十五条の七又は前条の規定に違反し

が第七十五条の十の規定による労働大臣の

三
たとき。

百十二条第一項第十二号において「指定」

第七十五条の六第一項の規定により認

許可を受けて試験事務の全部若しくは一部

四
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技能講習又は第七十五条第三項の教習（以

という。
）は、労働省令で定める区分ごとに、

項第二号中「第四十七条、第四十九条又は

若しくは第七十五条第三項の教習」と、同

四条若しくは第六十一条第一項の技能講習

外の部分中「性能検査」とあるのは「第十

織する労働組合がないときにおいては労働

いてはその労働組合、労働者の過半数で組

過半数で組織する労働組合があるときにお

うとする場合には、当該事業場に労働者の

事業者は、安全衛生改善計画を作成しよ

下「教習」という。
）を行おうとする者の申

第五十条」とあるのは「第五十条」と、同

者の過半数を代表する者の意見をきかなけ

２

請により行う。

項第四号中「第四十八条第三項又は第五十

ればならない。

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

一条第二項」とあるのは「第四十八条第三

２
条の規定は、技能講習又は教習を行う者（第

項」と読み替えるものとする。

（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。

一項」と、第四十八条第一項及び第三項、

項中「第一項」とあるのは「第七十七条第

道府県労働基準局長」と、第四十六条第三

第五十三条中「労働大臣」とあるのは「都

十八条第一項及び第三項、第五十条並びに

定めるところにより、事業者に対し、当該

る必要があると認めるときは、労働省令で

の防止を図るため総合的な改善措置を講ず

場の施設その他の事項について、労働災害

第七十八条 都道府県労働基準局長は、事業

（安全衛生改善計画の作成の指示等）

つ、安全衛生改善計画の作成について、こ

による安全又は衛生に係る診断を受け、か

ンサルタント又は労働衛生コンサルタント

るときは、当該事業者に対し、労働安全コ

おいて、専門的な助言を必要とすると認め

八条第一項の規定による指示をした場合に

第一節 安全衛生改善計画

第九章 安全衛生改善計画等

（昭五二法七六・一部改正）

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

第五十二条並びに第五十三条第二項第三号

事業場の安全又は衛生に関する改善計画

れらの者の意見をきくべきことを勧奨する

（安全衛生診断）

中「性能検査」とあるのは「第十四条若し

（以下「安全衛生改善計画」という。
）を作

ことができる。

「指定」という。
）」と、同条第三項、第四

くは第六十一条第一項の技能講習又は第七

成すべきことを指示することができる。

第八十条 都道府県労働基準局長は、第七十

十五条第三項の教習」と、同項各号列記以
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第二節 労働安全コンサルタント及

試験によつて行なう。
次の各号のいずれかに該当する者でなけ

（労働衛生コンサルタント試験）

第八十三条 労働衛生コンサルタント試験は、

六号）による大学（短期大学を除く。）若

る。この場合において、同条第三項第一号

働衛生コンサルタント試験について準用す

３

れば、労働安全コンサルタント試験を受け

労働大臣が行なう。

第八十一条 労働安全コンサルタントは、労

しくは旧大学令（大正七年勅令第三百八

及び第二号中「安全」とあるのは、
「衛生」

び労働衛生コンサルタント
ることができない。

働安全コンサルタントの名称を用いて、他

十八号）による大学又は旧専門学校令
（明

と読み替えるものとする。

前条第二項から第四項までの規定は、労

人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全

治三十六年勅令第六十一号）による専門

２

の水準の向上を図るため、事業場の安全に

学校において理科系統の正規の課程を修
（登録）

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十

ついての診断及びこれに基づく指導を行な

めて卒業した者で、その後五年以上安全

（業務）

うことを業とする。

第八十四条 労働安全コンサルタント試験又

労働衛生コンサルタントは、労働衛生コ

の実務に従事した経験を有するもの

２

全の実務に従事した経験を有するもの

修めて卒業した者で、その後七年以上安

門学校において理科系統の正規の課程を

で定める事項の登録を受けて、労働安全コ

に、氏名、事務所の所在地その他労働省令

ント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿

者は、労働省に備える労働安全コンサルタ

は労働衛生コンサルタント試験に合格した

に応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を

ンサルタント又は労働衛生コンサルタント

二 学校教育法による短期大学又は高等専

向上を図るため、事業場の衛生についての

有すると認められる者で、労働省令で定

となることができる。

ンサルタントの名称を用いて、他人の求め

診断及びこれに基づく指導を行なうことを

めるもの

業とする。
（労働安全コンサルタント試験）

る。

試験の全部又は一部を免除することができ

する者に対し、第二項の筆記試験又は口述

二

一

この法律又はこれに基づく命令の規定

禁治産者又は準禁治産者

項の登録を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、前

労働大臣は、労働省令で定める資格を有

２

第八十二条 労働安全コンサルタント試験は、 ４
労働安全コンサルタント試験は、労働省

労働大臣が行なう。
２

令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述
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（義務）

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

第八十六条 コンサルタントは、コンサルタ
全体の不名誉となるような行為をしてはな

ントの信用を傷つけ、又はコンサルタント

とがなくなつた日から起算して二年を経

この法律及びこれに基づく命令以外の

過しない者
三
らない。

を用いてはならない。

（昭五二法七六・一部改正）

第十章 監督等

（計画の届出等）

第八十八条 事業者は、当該事業場の業種及

こ

コンサルタントは、その業務に関して知

び規模が政令で定めるものに該当する場合

法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に

り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら

において、当該事業場に係る建設物若しく

２

を受けることがなくなつた日から起算し

ない。コンサルタントでなくなつた後にお

処せられ、その執行を終わり、又は執行
て二年を経過しない者

は機械等を設置し、若しくは移転し、又は

次条第二項の規定により登録を取り消

これらの主要構造部分を変更しようとする

いても、同様とする。

四
され、その取消しの日から起算して二年

ときは、その計画を当該工事の開始の日の

により、労働基準監督署長に届け出なけれ

（日本労働安全衛生コンサルタント会）
て一の日本労働安全衛生コンサルタント会

ばならない。ただし、仮設の建設物又は機

を経過しない者
（登録の取消し）

と称する民法第三十四条の規定による法人

三十日前までに、労働省令で定めるところ

第八十五条 労働大臣は、労働安全コンサル

この限りでない。

械等で、労働省令で定めるものについては、
日本労働安全衛生コンサルタント会は、

を設立することができる。

タント又は労働衛生コンサルタント（以下
「コンサルタント」という。
）が前条第二項

コンサルタントの品位の保持及びその業務

有害な作業を必要とするもの、危険な場所

前項の規定は、機械等で、危険若しくは

第一号から第三号までのいずれかに該当す

の進歩改善に資するため、会員の指導及び

において使用するもの又は危険若しくは健

２

第八十七条 コンサルタントは、全国を通じ

２

るに至つたときは、その登録を取り消さな

連絡に関する事務を行なうことを目的とす

労働省令で定めるものを設置し、若しくは

ければならない。

第一項の法人以外の者は、その名称中に

移転し、又はこれらの主要構造部分を変更

康障害を防止するため使用するもののうち、

労働大臣は、コンサルタントが次条の規
３

日本労働安全衛生コンサルタント会の文字

る。

２

定に違反したときは、その登録を取り消す
ことができる。
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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。
事業者は、建設業に属する事業の仕事の

６

い。
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

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。

仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発

つては、労働省令で定めるところにより、

３
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある

注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発

学識経験者の意見をきかなければならない。

労働大臣は、前項の審査を行なうに当た

特に大規模な仕事で、労働省令で定めるも

注者がいないときは元請負人以外の事業者

２

のを開始しようとするときは、その計画を

いて準用する場合を含む。
）又は第四項の規

労働基準監督署長は第一項（第二項にお

て必要な勧告又は要請をすることができる。

対し、労働災害の防止に関する事項につい

あると認めるときは、届出をした事業者に

労働大臣は、第一項の審査の結果必要が

定による届出があつた場合において、労働

３

については、適用しない。
７

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。
事業者は、建設業その他政令で定める業

大臣は第三項の規定による届出があつた場

に当たつては、あらかじめ、当該届出をし

４
種に属する事業の仕事（建設業に属する事

合において、それぞれ当該届出に係る事項

た事業者の意見をきかなければならない。
違反すると認めるときは、当該届出をした

てその意見を求められた学識経験者は、当

労働大臣は、前項の勧告又は要請をする

業にあつては、前項の労働省令で定める仕

がこの法律又はこれに基づく命令の規定に

４

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

事業者に対し、その届出に係る工事若しく

該計画に関して知り得た秘密を漏らしては

第二項の規定により第一項の計画に関し

事の開始の日の十四日前までに、労働省令

は仕事の開始を差し止め、又は当該計画を

５

で定めるところにより、労働基準監督署長

ならない。

仕事のうち労働省令で定める仕事の計画を

第八十九条 労働大臣は、前条第一項（同条

（労働大臣の審査等）

督官は、労働省令で定めるところにより、

第九十条 労働基準監督署長及び労働基準監

（労働基準監督署長及び労働基準監督官）

（昭五五法七八・一部改正）

作成するときは、当該仕事から生ずる労働

第二項において準用する場合を含む。
）、第

この法律の施行に関する事務をつかさどる。

（昭五五法七八・一部改正）

変更すべきことを命ずることができる。

事業者は、第三項の労働省令で定める仕

に届け出なければならない。
５

災害の防止を図るため、労働省令で定める

三項又は第四項の規定による届出（以下「届

事の計画及び前項の規定による届出に係る

資格を有する者を参画させなければならな
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（労働基準監督官の権限）

る司法警察員の職務を行なう。

施行するため必要があると認めるときは、

び労働基準監督署に、産業安全専門官及び

第九十三条 労働省、都道府県労働基準局及

（産業安全専門官及び労働衛生専門官）

事業場に立ち入り、
関係者に質問し、
帳簿、
労働衛生専門官を置く。

第九十一条 労働基準監督官は、この法律を

書類その他の物件を検査し、若しくは作業

４

のは「労働者の健康障害」と読み替えるも
のとする。

前三項に定めるもののほか、産業安全専

門官及び労働衛生専門官について必要な事

項は、労働省令で定める。

（昭五〇法二八・昭五二法七六・一部

改正）

許可、安全衛生改善計画及び届出に関する

（産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限）

産業安全専門官は、第三十七条第一項の
事務並びに労働災害の原因の調査その他特

第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専

２

おいて無償で製品、原材料若しくは器具を

に専門的知識を必要とする事務で、安全に

門官は、前条第二項（同条第三項において

環境測定を行い、又は検査に必要な限度に
収去することができる。

係るものをつかさどるほか、事業者、労働

準用する場合を含む。
）の規定による事務を

医師である労働基準監督官は、第六十八
条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検

者その他の関係者に対し、労働者の危険を

２
診を行なうことができる。

行うため必要があると認めるときは、事業

前二項の場合において、労働基準監督官

場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書

防止するため必要な事項について指導及び

３

援助を行なう。

類その他の物件を検査し、若しくは作業環

は、その身分を示す証票を携帯し、関係者

前項の規定は、労働衛生専門官について

３

境測定を行い、又は検査に必要な限度にお

に提示しなければならない。

準用する。この場合において、同項中「第

いて無償で製品、原材料若しくは器具を収

第一項の規定による立入検査の権限は、

三十七条第一項の許可」とあるのは「第五

去することができる。

前項の規定による立入検査について準用す

４

犯罪捜査のために認められたものと解釈し

十六条第一項の許可、第五十七条の二第四
項の規定による指示、第六十五条の規定に

る。

第九十一条第三項及び第四項の規定は、

てはならない。

２
よる作業環境測定についての専門技術的事

項の規定による勧告、第五十七条の三第一

第九十二条 労働基準監督官は、この法律の

項」と、
「安全に係るもの」とあるのは「衛

（昭五〇法二八・一部改正）

規定に違反する罪について、刑事訴訟法（昭

生に係るもの」と、
「労働者の危険」とある

（昭五〇法二八・一部改正）

和二十三年法律第百三十一号）の規定によ
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第九十五条 都道府県労働基準局に、労働衛

（労働衛生指導医）
いう。
）
の業務の適正な運営を確保するため

指定教習機関（以下「検査代行機関等」と

るように求めることができる。

督官に申告して是正のため適当な措置をと

準局長、労働基準監督署長又は労働基準監

事業者は、前項の申告をしたことを理由

必要があると認めるときは、その職員をし

生指導医を置く。

２

として、労働者に対し、解雇その他不利益

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、

な取扱いをしてはならない。

労働衛生指導医は、第六十五条第五項又
は第六十六条第四項の規定による指示に関

書類その他の物件を検査させることができ

２
する事務その他労働者の衛生に関する事務
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

都道府県労働基準局長は、労働衛生指導

に参画する。
３

医を前条第二項の規定による事務に参画さ

基準監督署長は、第二十条から第二十五条

労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識
経験を有する医師のうちから、労働大臣が

せるため必要があると認めるときは、当該

まで、第二十五条の二第一項、第三十条の

３
任命する。

労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、

（昭五〇法二八・一部改正）

労働衛生指導医は、非常勤とする。

二第一項若しくは第四項、第三十一条第一

４

関係者に質問させ、又は作業環境測定若し

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

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。

した事業者、注文者、機械等貸与者又は建

（労働大臣等の権限）

第九十一条第三項及び第四項の規定は、

築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の

４

前三項の規定による立入検査について準用

第九十六条 労働大臣は、コンサルタントの
業務の適正な運営を確保するため必要があ

都道府県労働基準局長又は労働基準監督

必要な事項を命ずることができる。

止又は変更その他労働災害を防止するため

停止、建設物等の全部又は一部の使用の停
（昭五二法七六・一部改正）

する。

問させ、又はその業務に関係のある帳簿若

ルタントの事務所に立ち入り、関係者に質

ると認めるときは、その職員をしてコンサ

２

署長は、前項の規定により命じた事項につ

（労働者の申告）
第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又

いて必要な事項を労働者、請負人又は建築

しくは書類を検査させることができる。

はこれに基づく命令の規定に違反する事実

物の貸与を受けている者に命ずることがで

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

があるときは、その事実を都道府県労働基

２

定代行機関、検査業者、指定試験機関又は
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きる。
は労働基準監督署長は、この法律を施行す

第百条 労働大臣、都道府県労働基準局長又

より、
労働者に周知させなければならない。

場所に掲示し、又は備え付ける等の方法に

これらの項の都道府県労働基準局長又は労

て、労働者に急迫した危険があるときは、

機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサル

令で定めるところにより、
事業者、労働者、

るため必要があると認めるときは、労働省

作物を設けている者は、当該工作物の所在

第百二条 ガス工作物その他政令で定める工

（ガス工作物等設置者の義務）

労働基準監督官は、前二項の場合におい

働基準監督署長の権限を即時に行なうこと

タントに対し、必要な事項を報告させ、又

３

ができる。

する場所又はその附近で工事その他の仕事

場合において、労働災害発生の急迫した危

基準監督署長は、前条第一項の場合以外の

第九十九条 都道府県労働基準局長又は労働

し、
必要な事項を報告させることができる。

定めるところにより、検査代行機関等に対

め必要があると認めるときは、労働省令で

働基準監督署長は、この法律を施行するた

労働大臣、都道府県労働基準局長又は労

れを教示しなければならない。

置についての教示を求められたときは、こ

働災害の発生を防止するためにとるべき措

を行なう事業者から、当該工作物による労

（昭五五法七八・一部改正）

は出頭を命ずることができる。
２

険があり、
かつ、
緊急の必要があるときは、

第百三条 事業者は、労働省令で定めるとこ

（書類の保存等）
ため必要があると認めるときは、事業者又

ろにより、この法律又はこれに基づく命令

労働基準監督官は、この法律を施行する

の全部又は一部の一時停止、建設物等の全

は労働者に対し、必要な事項を報告させ、

の規定に基づいて作成した書類（次項及び

３

部又は一部の使用の一時停止その他当該労

又は出頭を命ずることができる。

必要な限度において、事業者に対し、作業

働災害を防止するため必要な応急の措置を

第三項の帳簿を除く。
）を、保存しなければ
ならない。

検査代行機関等は、労働省令で定めると
（法令の周知）

は教習に関する事項で、労働省令で定める

定、特定自主検査、免許試験、技能講習又

２

第百一条 事業者は、この法律及びこれに基

ものを記載した帳簿を備え、これを保存し

ころにより、性能検査、個別検定、型式検

づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい

第十一章 雑則

（昭五二法七六・一部改正）

都道府県労働基準局長又は労働基準監督

講ずることを命ずることができる。
２

署長は、前項の規定により命じた事項につ
いて必要な事項を労働者に命ずることがで
きる。
（報告等）
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コンサルタントは、労働省令で定めると

なければならない。
３
ころにより、その業務に関する事項で、労
働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、 ２
これを保存しなければならない。
（昭五二法七六・一部改正）
（健康診断に関する秘密の保持）

うとするときは、あらかじめ、期日及び場

理者、コンサルタントその他労働災害の防

第百七条 労働大臣は、安全管理者、衛生管

を図り、及び労働者の労働災害防止の思想

所を指定して、聴聞を行わなければならな
前項の聴聞に際しては、当該処分に係る

を高めるため、資料の提供その他必要な援

止のための業務に従事する者の資質の向上

者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機

助を行なうように努めるものとする。

い。

会を与えなければならない。
（昭五二法七六・一部改正）

（研究開発の推進等）
第百六条 国は、第五十七条の四、第六十三

進及びその成果の普及その他必要な措置を

科学技術の振興を図るため、研究開発の推

第百八条 政府は、労働災害の防止に資する

第一項から第四項までに規定する健康診断

条及び第七十一条に定めるもののほか、労

講ずるように努めるものとする。

（国の援助）

の実施の事務に従事した者は、その実施に

働災害の防止に資するため、事業者が行う

第百四条 第六十五条第六項及び第六十六条

関して知り得た労働者の心身の欠陥その他

安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の

れる化学物質等又は労働者の従事する作業

第百八条の二 労働大臣は、労働者がさらさ

実施その他の活動について、金融上の措置、 （疫学的調査等）

の秘密を漏らしてはならない。
（昭五二法七六・一部改正）

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。

と労働者の疾病との相関関係をは握するた

（聴聞）

国は、前項の援助を行うに当たつては、

め必要があると認めるときは、疫学的調査

２

中小企業者に対し、特別の配慮をするもの

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

ついて専門的知識を有する者に委託するこ

る事務の全部又は一部を、疫学的調査等に

労働大臣は、疫学的調査等の実施に関す

的調査等」という。
）を行うことができる。

その他の調査（以下この条において「疫学

（労働大臣の援助）

改正）

（昭五二法七六・昭五五法七八・一部

とする。
２

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
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とができる。

指定又は登録には、条件を付し、及びこれ

（手数料）

により、手数料を国（指定試験機関が行う

第百十二条 次の者は、政令で定めるところ

免許試験を受けようとする者にあつては、

を変更することができる。
前項の条件は、当該許可、免許、指定又

指定試験機関）
に納付しなければならない。

労働大臣又は前項の規定による委託を受

は登録に係る事項の確実な実施を図るため

免許を受けようとする者

３
があると認めるときは、事業者、労働者そ

必要な最少限度のものに限り、かつ、当該

一

２

の他の関係者に対し、質問し、又は必要な

許可、免許、指定又は登録を受ける者に不

技能講習（指定教習機関が行うものを

けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要

報告若しくは書類の提出を求めることがで

二

第三十七条第一項の許可を受けようと

除く。
）を受けようとする者
三

第三十八条の検査を受けようとする者

（昭五二法七六・一部改正）

はならない。

当な義務を課することとなるものであつて

第二項の規定により労働大臣が委託した

きる。
４
疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、

四

する者
（不服申立て）

検査証の再交付又は書替えを受けよう

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

五

七

性能検査（検査代行機関が行うものを

個別検定（個別検定代行機関が行うも

除く。
）を受けようとする者

六

とする者

第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、

服申立てをすることができない。

（昭和三十七年法律第百六十号）による不

ついての処分については、行政不服審査法

個別検定、型式検定又は免許試験の結果に

防止するためやむを得ないときは、この限
りでない。
（昭五二法七六・追加）
（地方公共団体との連携）

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

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。
）

うものを除く。
）を受けようとする者

２

策を進めるに当たつては、地方公共団体の

又はその不作為については、労働大臣に対

第百九条 国は、労働災害の防止のための施
立場を尊重し、これと密接に連絡し、その

七の三 第五十四条の三第一項の登録を受

第五十六条第一項の許可を受けようと
する者

八

けようとする者

し、行政不服審査法による審査請求をする
（昭五二法七六・一部改正）

ことができる。

理解と協力を求めなければならない。
（許可等の条件）
第百十条 この法律の規定による許可、
免許、
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九

免許証の再交付又は書替えを受けよう
免許証の有効期間の更新を受けようと

とする者
十

き。

む。）又は第七十五条の十の許可をしたと

条の二第二項において準用する場合を含

（罰則に関する経過措置を含む。
）を定める

断される範囲内において、所要の経過措置

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判

ことができる。

五十四条の二第二項において準用する場

（鉱山に関する特例）

三 第五十三条第一項（第五十四条及び第

十一 免許試験を受けようとする者

合を含む。）
又は第七十五条の十一第一項

する者
十二 指定を受けようとする者

第七十号）第二条第二項及び第四項の規定

第百十四条 鉱山保安法（昭和二十四年法律

四 第五十三条第二項（第五十四条及び第

による鉱山における保安（衛生に関する通

の規定による取消しをしたとき。
五十四条の二第二項において準用する場

気及び災害時の救護を含む。次条第一項に

十三 労働安全コンサルタント試験又は労

合を含む。）
又は第七十五条の十一第二項

おいて同じ。
）については、第二章中「労働

働衛生コンサルタント試験を受けようと

の規定により指定を取り消し、又は業務

する者
とする者

大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、
「中

保安協議会」とする。

央労働基準審議会」とあるのは「中央鉱山

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

前項の規定により指定試験機関に納めら

十四 第八十四条第一項の登録を受けよう
２
れた手数料は、
指定試験機関の収入とする。

都道府県労働基準局長が試験事務の全部

定による鉱山に関しては、第三章中「総括

（昭五二法七六・一部改正）

又は同項の規定により都道府県労働基準

安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管

鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規

（公示）

局長が自ら行つていた試験事務の全部若

理者」とする。

若しくは一部を自ら行うものとするとき、 ２
第百十二条の二 労働大臣は、
次の場合には、

しくは一部を行わないものとするとき。
（昭五二法七六・追加）

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。

（適用除外）
（経過措置）

は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の

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

第百十三条 この法律の規定に基づき命令を

規定による鉱山における保安については、

一

二第一項の規定による指定をしたとき。

制定し、
又は改廃するときは、その命令で、

第百十五条 この法律（第二章の規定を除く。）

第四十九条（第五十四条及び第五十四

二
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適用しない。

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

第五十六条第五項、
第八十八条第七項、

第百八条の二第四項の規定に違反した者
二

第九十八条第一項又は第九十九条第一項

この法律は、船員法（昭和二十二年法律

たときは、その違反行為をした検査代行機

の規定による命令に違反した者

２
第百号）の適用を受ける船員については、

関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又

第五十七条第一項の規定による表示を

第六十一条第四項の規定に基づく労働

十六条第二項の規定に違反した者は、一年

条第一項、第七十五条の八第一項又は第八

第一項、第四十四条の二第一項、第五十六

は第四項、第五十七条の二第五項、第五

条の二第六項、第五十六条第三項若しく

四十三条、第四十四条第五項、第四十四

一項、第四十条第一項、第四十二条、第

第三十四条、第三十五条、第三十八条第

第十八条第一項、第二十五条の二第二項

一項、
第十六条第一項、
第十七条第一項、

第三項若しくは第四項、第十五条の二第

二条第一項、第十三条、
第十五条第一項、

一

者は、三十万円以下の罰金に処する。

一項、
第三十三条第一項若しくは第二項、 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する

五法七八・一部改正）

（昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五

省令に違反した者

四

若しくは虚偽の文書を交付した者

条第二項の規定による文書を交付せず、

せず、若しくは虚偽の表示をし、又は同

三

適用しない。

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

（昭五二法七六・一部改正）

第百十六条 第五十五条の規定に違反した者

者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の

第十二章 罰則

は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰

罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条ま

金に処する。
（昭五二法七六・一部改正）

で、第二十五条の二第一項、第三十条の

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

十七条の三第五項、第五十九条第三項、

（第三十条の二第五項において準用する

二第一項若しくは第四項、第三十一条第

る。

第六十一条第一項、第六十五条第一項、

場合を含む。
）、第二十六条、第三十条第

第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条

第百十八条 第五十三条第二項
（第五十四条、

第六十八条、第六十九条、第八十九条第

一項若しくは第四項、第三十二条第一項

第十条第一項、第十一条第一項、第十

第五十四条の二第二項及び第七十七条第二

五項、第九十七条第二項、第百四条又は

（昭五二法七六・一部改正）

項において準用する場合を含む。
）、第五十
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四十条第二項、第四十四条第四項、第四

から第四項まで、第三十三条第三項、第
て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

作業環境測定、
収去若しくは検診を拒み、

しくは虚偽の陳述をしたとき。

避し、又は質問に対して陳述をせず、若

若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌

第百条第二項の規定による報告をせず、

第百三条第二項の規定による帳簿の備

（昭五二法七六・一部改正）

簿に虚偽の記載をしたとき。

付け若しくは保存をせず、又は同項の帳

四

若しくは虚偽の報告をしたとき。

三

十四条の二第五項、第四十五条第一項若

五 第百条第一項又は第三項の規定による

た者

第五十九条第一項、第六十一条第二項、

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

しくは第二項、第五十七条の二第一項、
第六十六条第一項から第三項まで若しく

六 第百三条第三項の規定による帳簿の備

又は出頭しなかつた者

条第一項（同条第二項において準用する

付け若しくは保存をせず、又は同項の帳

は第六項、第八十七条第三項、第八十八
場合を含む。
）若しくは第三項から第五項

簿に虚偽の記載をした者

第百二十二条 法人の代表者又は法人若しく

は人の代理人、使用人その他の従業者が、

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当す

条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

条、第百十七条、第百十九条又は第百二十

五法七八・一部改正）

（昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五

まで、第百一条又は第百三条第一項の規
第十一条第二項（第十二条第二項及び

定に違反した者
二
合を含む。）
、第五十七条の三第一項、第

るときは、その違反行為をした検査代行機

るほか、その法人又は人に対しても、各本

その法人又は人の業務に関して、第百十六

六十五条第五項、第六十六条第四項、第

関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰

条の罰金刑を科する。

第十五条の二第二項において準用する場

九十八条第二項又は第九十九条第二項の

金に処する。
一 第四十九条（第五十四条及び第五十四

規定による命令又は指示に違反した者
第四十四条第三項又は第四十四条の二

条の二第二項において準用する場合を含

（施行期日）

三

む。）又は第七十五条の十の許可を受けな

第一条 この法律は、公布の日から起算して

則 抄

第四項の規定による表示をせず、又は虚

いで性能検査、個別検定、型式検定又は

六月をこえない範囲内において政令で定め

附

偽の表示をした者

試験事務の業務の全部を廃止したとき。

る日から施行する。ただし、第八十条及び

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

二 第九十六条第二項の規定による立入り

四

しくは第三項の規定による立入り、
検査、
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する。

衛生法」を加える部分は公布の日から施行

定中「労働基準法」の下に「及び労働安全

一項の表中央労働基準審議会の項の改正規

和二十四年法律第百六十二号）第十三条第

日から、附則第九条のうち労働省設置法（昭

第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一

当規定によりされた処分、手続その他の行

この法律（これに基づく命令を含む。
）の相

定によりされた処分、
手続その他の行為は、

八号）
（これらに基づく命令を含む。
）の規

等に関する法律（昭和三十九年法律第百十

改正前の労働基準法又は労働災害防止団体

第三条 この法律の施行前にこの法律による

日から施行する。

年を超えない範囲内において政令で定める

項を加える部分は公布の日から起算して一

全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四

から、第四条及び附則第四条のうち労働安

を超えない範囲内において政令で定める日

第三条の規定は公布の日から起算して二年

三月を経過した日から施行する。ただし、

年四月三〇日から施行）

（昭和五一年政令第七一号で昭和五一

為とみなす。

（昭和四七年政令第二五四号で昭和四
（政令への委任）

七年一〇月一日から施行。ただし、
第七十八条及び第七十九条の規定は

第二十五条 この附則に定めるもののほか、

（罰則に関する経過措置）

政令で定める。

附

六号） 抄

則（昭和五二年七月一日法律第七

令で定める。

法律の施行に関して必要な経過措置は、政

第六条 この附則に定めるもののほか、この

この法律の施行に関して必要な経過措置は、 （政令への委任）

同年七月一日から施行）
（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

第二十六条 この法律の施行前にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の

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、

例による。
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して
（施行期日）

る日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げ

六月を経過した日から施行する。ただし、
第一条 この法律は、公布の日から起算して

八号） 抄

附 則（昭和五〇年五月一日法律第二

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）
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五条に三項を加える改正規定（同条第二

六月を経過した日から施行する。ただし、

第一条 この法律は、公布の日から起算して

（施行期日）

項まで」に改める部分及び「、第百一条」

項まで」を「第三十二条第一項から第四

分に限る。）
、「第三十二条第一項から第三

二第一項各号の措置の統括管理に係る部

十五条第四項については、第二十五条の

項に係る部分に限る。
）、同法第五十七条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

を「から第五項まで、第百一条」に改め

八号）

の次に三条を加える改正規定及び同法第
る日から施行する。

る部分（改正後の第八十八条第五項に係

略

九十三条第三項の改正規定に限る。）
公布

一 第十五条第三項の次に一項を加える改

る部分に限る。
）に限る。
）
、次条第一項の

一

の日から起算して二年を超えない範囲内

正規定（第二十五条の二第一項各号の措

規定並びに附則第三条第三項の規定 公

第一条の規定（労働安全衛生法第四十

において、各規定につき、政令で定める

置の統括管理に係る部分に限る。
）、第二

布の日から起算して一年を超えない範囲

二

日

十五条の次に一条を加える改正規定（第

（昭和五四年政令第一号で昭和五四年

内において政令で定める日

（昭和五五年政令第二九六号で昭和五

二十五条の二第一項に係る部分に限る。
）
、

六月三〇日から施行）

第二十六条の改正規定、第二十七条第一

の施行に関して必要な経過措置は、政令で

第二条 次条に定めるもののほか、この法律

第三十六条の改正規定、第八十八条の改

部分に限る。
）、第三十二条の改正規定、

三十条の二第一項から第四項までに係る

三十条の次に一条を加える改正規定（第

統括管理に係る部分を除く。）、第二十五

定（第二十五条の二第一項各号の措置の

十五条第三項の次に一項を加える改正規

一項及び第十二条第一項の改正規定、第

六年六月一日から施行）

定める。

正規定（改正後の同条第五項に係る部分

条の次に一条を加える改正規定（第二十

項及び第二十八条第一項の改正規定、第

（罰則に関する経過措置）

に限る。
）、
第九十八条第一項の改正規定、

五条の二第二項に係る部分に限る。）
、第

（政令への委任）

第三条 この法律の施行前にした行為に対す

第百十九条第一号の改正規定、第百二十

三十条の次に一条を加える改正規定（第

第十条第一項の改正規定、第十一条第

る罰則の適用については、なお従前の例に

条第一号の改正規定
（
「第十五条第一項若

三十条の二第五項に係る部分に限る。
）、

二

よる。

しくは第三項」を「第十五条第一項、第

第百二十条第一号の改正規定（
「第十五条

則（昭和五五年六月二日法律第七

三項若しくは第四項」に改める部分（第

附
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に係る部分を除く。
）及び「第十八条第一

十五条の二第一項各号の措置の統括管理

部分（第十五条第四項については、第二

一項、第三項若しくは第四項」に改める

第一項若しくは第三項」を「第十五条第

適用しない。

において準用する場合を含む。
）の規定は、

五条の二第二項（新法第三十条の二第五項

る予定であるものについては、新法第二十

かつ、同日から起算して三月以内に終了す

事で、
前条第二号に定める日前に開始され、

こととされる命令に係る違反の行為に対す

条第一項の規定によりなお従前の例による

第四条 この法律の施行前にした行為及び前

は、同項の規定は、適用しない。

五項に規定する仕事の計画の作成について

を含む。
）」を加える部分に限る。
）並びに

という。
）
前に改正前の労働安全衛生法第八

第三条 この法律の施行の日
（以下
「施行日」

第二条 改正後の労働安全衛生法（以下「新

（経過措置）

間に開始しようとするものの計画の届出に

経過する日から三十日を経過する日までの

る仕事で、施行日から起算して、十四日を

よる。

る罰則の適用については、なお従前の例に

項」の下に「、第二十五条の二第二項（第

次条第二項の規定 公布の日から起算し

十八条第三項の規定により計画の届出をし

三十条の二第五項において準用する場合

て二年を超えない範囲内において政令で

た事業者に対する仕事の開始の差止め又は
当該計画の変更の命令については、なお従

定める日
（昭和五五年政令第二九六号で昭和五

前の例による。

法」という。
）第二十五条の二第一項に規定

ついては、同項中「三十日」とあるのは「十

七年六月一日から施行）

する仕事で、前条第一号に定める日前に開

四日」と、
「労働大臣」とあるのは「労働基

新法第八十八条第三項の労働省令で定め

始され、かつ、同日から起算して三月以内

準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」

２

に終了する予定であるものについては、同

て三月以内に開始される新法第八十八条第

附則第一条第一号に定める日から起算し

とあるのは「労働基準監督署長」とする。
３

項及び新法第三十条の二第一項から第四項
新法第二十五条の二第一項に規定する仕

までの規定は、適用しない。
２
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