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附則

事業者は 、政令で定 める規模 の事業場 ごとに、厚 生労働省 令で定める ところに より、医 師のうちか ら産業医を 選任し、 その者に 労働者の

（産 業医等）
第十三条
２

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

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 について 厚生労働省 令で定める 要件を備 えた者で なければ ならない。

健康 管理その 他の厚生労 働省令で定 める事項 （以下「 労働者の 健康管理等 」という。 ）を行わ せなけれ ばならな い。
３

る。
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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。

厚 生 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

（技術上 の指針等 の公表等 ）
第二十八条

厚 生労働大 臣は、前 項の技術上 の指針を定 めるに当 たつては 、中高年 齢者に関し て、特に配 慮するも のとする 。

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

厚生労働 大臣は、 次の化学 物質で厚 生労働大臣 が定めるも のを製造 し、又は 取り扱う 事業者が当 該化学物質 による労 働者の健 康障害を 防止する
一

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

第五十 七条の三第 四項の規定 による勧 告又は第 五十七条 の四第一項 の規定によ る指示に 係る化学 物質

厚生労働大 臣は、第 一項又は前 項の規定 により、 技術上の指 針又は労 働者の健康 障害を防 止するた めの指針を 公表した 場合におい て必要が ある

二

ため の指針を公表 するもの とする。

３

４

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 労働者の 健康障害 を防止す るための指 針に関し必 要な指導 等を行う ことがで
きる 。
（ 事業者の 行うべき 調査等）

事 業者は、 厚生労働 省令で定 めるところ により、建 設物、設 備、原材 料、ガス 、蒸気、粉 じん等によ る、又は 作業行動 その他業 務

厚生労 働大臣は 、前項の 指針に従 い、事業者 又はその団 体に対し 、必要な 指導、援 助等を行う ことができ る。

も のとする 。

厚 生労働大臣 は、前条第 一項及び 第三項に 定めるも ののほか、 前項の措置 に関して 、その適 切かつ有 効な実施を 図るため必 要な指針 を公表す る

る事業者に 限る。

他の 物で労働 者の危険 又は健康障 害を生ずる おそれの あるもの に係るも の以外のも のについて は、製造 業その他 厚生労働 省令で定め る業種に属 す

は健康障 害を防止 するため必 要な措置 を講ずる ように努め なければ ならない。 ただし、 当該調査 のうち、化 学物質、 化学物質を 含有する 製剤その

に 起因する危 険性又は 有害性等を 調査し、 その結果 に基づいて 、この法 律又はこれ に基づく 命令の規 定による措 置を講ず るほか、労 働者の危 険又

第二十八 条の二

２
３
（製 造の許可 ）

特に危 険な作業を 必要とす る機械等 として別表 第一に掲 げるもので 、政令で 定めるも の（以下「 特定機械等 」という 。）を製 造しよう

都道府県 労働局長 は、前項 の許可の申 請があつた 場合には 、その申 請を審査 し、申請に 係る特定機 械等の構 造等が厚 生労働大 臣の定める 基準に

とす る者は、 厚生労働省 令で定める ところに より、あ らかじめ 、都道府県 労働局長の 許可を受 けなけれ ばならな い。

第三十七条
２

適合して いると認 めるとき でなけれ ば、同項の 許可をして はならな い。
（ 製造時等検 査等）
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特定機械 等を製造 し、若しく は輸入した 者、特定 機械等で 厚生労働 省令で定め る期間設置 されなか つたもの を設置し ようとする 者又は

一

当該 特定機械等 を輸入し た者が当 該特定機 械等を外国 において製 造した者 以外の者 （以下こ の号におい て単に「他 の者」と いう。） である場

当該特定 機械等を 本邦に輸出 しようと するとき。

特定機械 等（移動 式のもの を除く。） を設置した 者、特定 機械等の 厚生労働 省令で定め る部分に変 更を加え た者又は 特定機械 等で使用を 休止し

合にお いて、当 該製造し た者が当該 他の者に ついて前項 の検査が 行われるこ とを希望 しないと き。

二

製造時等 検査機関 の検査を 受けること ができる 。

対 象機械等 について、 自ら、当該 特定機械 等が、特 別特定機 械等以外の ものである ときは都 道府県労 働局長の 、特別特定 機械等であ るときは 登録

前 項に定める もののほか 、次に掲 げる場合 には、外 国において 特定機械等 を製造し た者は、 厚生労働 省令で定め るところに より、輸 入時等検 査

査対象機械 等」とい う。）に ついて当 該特定機械等 を外国に おいて製 造した者 が次項の 規定による検 査を受け た場合は 、この限 りでない。

いう 。）の検 査を受け なければな らない。た だし、輸 入された 特定機械 等及びこれ に係る厚生 労働省令 で定める 事項（次 項において「 輸入時等 検

）以外の ものであ るときは都 道府県労 働局長の 、特別特定 機械等で あるときは 厚生労働 大臣の登 録を受けた 者（以下 「登録製造 時等検査 機関」と

に 係る厚生労 働省令で 定める事項 について 、当該特 定機械等が 、特別特 定機械等（ 特定機械 等のうち 厚生労働省 令で定め るものをい う。以下 同じ。

特定機械 等で使用 を廃止し たものを 再び設置し 、若しくは 使用しよ うとする 者は、厚 生労働省令 で定めると ころによ り、当該 特定機械 等及びこれ

第三 十八条

２

３

たものを 再び使用 しようと する者は 、厚生労働 省令で定め るところ により、 当該特定 機械等及び これに係る 厚生労働 省令で定 める事項 について、
労 働基準監督 署長の検 査を受けな ければな らない。
（検査証 の交付等 ）

都 道府県労 働局長又は 登録製造 時等検査機 関は、前 条第一項 又は第二項 の検査（以 下「製造 時等検査 」という 。）に合格 した移動式 の

労働基 準監督署 長は、前 条第三項 の検査で、 特定機械等 の部分の 変更又は 再使用に 係るものに 合格した特 定機械等 について 、厚生労 働省令で定

、 検査証を 交付する。

労 働基準監督 署長は、前 条第三項 の検査で 、特定機 械等の設置 に係るもの に合格し た特定機 械等につ いて、厚生 労働省令で 定めると ころによ り

特定機械等 について 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより、 検査証を 交付する 。

第三十 九条
２
３

める ところに より、当 該特定機械 等の検査 証に、裏書 を行う。
（使用等 の制限）

前条 第一項又 は第二項の検 査証（以 下「検査 証」とい う。）を 受けていない 特定機械 等（第三 十八条第 三項の規定 により部分 の変更又 は

検査 証を受けた 特定機械 等は、検 査証とと もにするの でなければ 、譲渡し 、又は貸 与しては ならない。

再 使用に係 る検査を 受けなけ ればならない 特定機械 等で、前 条第三項 の裏書を 受けていない ものを含 む。）は 、使用し てはならな い。

第四十 条
２

（ 検査証の有 効期間等 ）
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検査証の 有効期間 （次項の規 定により検 査証の有 効期間が 更新され たときにあ つては、当 該更新さ れた検査 証の有効 期間）は、 特定機

検査証の 有効期間の 更新を受け ようとす る者は、 厚生労働 省令で定め るところに より、当 該特定機 械等及び これに係る 厚生労働省 令で定め る事

械等の種 類に応じ て、厚生 労働省令 で定める期 間とする。

第四 十一条
２

項につい て、厚生 労働大臣の 登録を受 けた者（ 以下「登録 性能検査 機関」とい う。）が 行う性能 検査を受け なければ ならない。

特定機械 等以外の 機械等で 、別表第二 に掲げるも のその他 危険若し くは有害 な作業を必 要とするも の、危険 な場所に おいて使 用するも

（譲 渡等の制 限等）
第四十二条

の又 は危険若しく は健康障 害を防止 するため 使用するも ののうち、 政令で定 めるもの は、厚生 労働大臣が 定める規格 又は安全 装置を具 備しなけ れ

動力に より駆動 される機 械等で、作 動部分上の 突起物又 は動力伝 導部分若 しくは調速 部分に厚生 労働省令 で定める 防護のた めの措置が

ば 、譲渡し 、貸与し、 又は設置し てはなら ない。
第四十三条

施さ れていな いものは 、譲渡し、 貸与し、 又は譲渡若 しくは貸 与の目的 で展示して はならな い。
（個別検 定）

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、別 表第三に 掲げる機 械等で政 令で定める ものを製造 し、又は 輸

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、厚生 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

生 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。

登 録個別検定 機関は、前 二項の検 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 厚

受けること ができる 。当該検 定が行わ れた場合に おいては、 当該機械 等を輸入 した者に ついては、同 項の規定 は、適用 しない。

を希 望しない ときは、 当該外国製 造者は、厚 生労働省 令で定め るところ により、自 ら登録個別 検定機関 が個々に 行う当該 機械等につ いての検定 を

以外の者 （以下こ の項におい て単に「 他の者」 という。） である場 合において 、当該外 国製造者 が当該他の 者につい て前項の検 定が行わ れること

前項の規 定にかかわ らず、同項 の機械等 を輸入し た者が当 該機械等を 外国におい て製造し た者（以 下この項 において「 外国製造者 」という 。）

等につい ての検定 を受けな ければな らない。

入 した者は 、厚生労 働省令で 定めるところ により、 厚生労働 大臣の登 録を受けた 者（以下「 登録個別 検定機関 」という 。）が個々 に行う当該 機械

第四十 四条

２

３
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。

れば ならない 。
５

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 四十二条 の機械等 のうち、 別表第四に 掲げる機械 等で政令 で定める ものを製 造し、又は 輸入した者 は、厚生 労働省令 で定める と

６

（ 型式検定 ）
第四十四 条の二

こ ろにより、 厚生労働 大臣の登録 を受けた 者（以下 「登録型式 検定機関 」という。 ）が行う 当該機械 等の型式に ついての 検定を受け なければ なら

-4-

２

な い。ただ し、当該 機械等のう ち輸入され た機械等 で、その 型式につ いて次項の 検定が行わ れた機械 等に該当 するもの は、この限 りでない。

前項 に定めるも ののほか 、次に掲 げる場合 には、外国 において同 項本文の 機械等を 製造した 者（以下こ の項及び第 四十四条 の四にお いて「外 国

製 造者」とい う。）は 、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 当該機械 等の型式に ついて、 自ら登録 型式検定機 関が行う 検定を受け ることが でき
一

当該機 械等を輸 入した者 が外国製 造者以外の者 （以下こ の号にお いて単に 「他の者 」という。） である場 合におい て、当該 外国製造者 が当該

当該機械 等を本邦 に輸出しよ うとすると き。

る。
二
他の者 について前 項の検定 が行われ ることを 希望しない とき。

登録型式 検定機関 は、前二項 の検定（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

登録型 式検定機 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 。

３

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 が厚生労 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
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 等を本邦に おいて製造 し、又は 本邦に輸 入したと きは、当該 機械等に、 厚生労働 省

検定 に合格さ せてはな らない。
５

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 。型式検 定に合格 した型式の 機械等を本 邦に
６

第一項 本文の機 械等で、 第五項の表 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 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。

輸入した 者（当該 型式検定 を受けた 者以外の者 に限る。） について も、同様 とする。
７
（型 式検定合 格証の有 効期間等）

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

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、 厚生労働 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。

合格 証の有効期間 ）は、前 条第一項 本文の機 械等の種 類に応じて、 厚生労働 省令で定 める期間 とする。

第四十四条の 三
２

（登録製 造時等検 査機関の 登録）

第 三十八条 第一項の規 定による 登録（以 下この条、 次条、第 五十三条及 び第五十 三条の二 第一項にお いて「登 録」という 。）は、 厚生

第五十三 条の規定 により登録 を取り消 され、そ の取消しの 日から起 算して二年 を経過し ない者

起算して 二年を経 過しない 者

この法 律又はこ れに基づ く命令の規定 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

次 の各号の いずれか に該当する者 は、登録 を受ける ことがで きない。

労働省令 で定めると ころによ り、厚生 労働省令 で定める区 分ごとに、 製造時等 検査を行 おうとす る者の申請 により行う 。

第四 十六条
２
一
二
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３

４

三

法人で 、その業 務を行う役 員のうちに 前二号の いずれか に該当す る者がある もの

厚生 労働大臣は 、第一項 の規定に より登録 を申請した 者（以下こ の項にお いて「登 録申請者 」という。 ）が次に掲 げる要件 のすべて に適合し て
別表 第五に掲 げる機械器 具その他 の設備を 用いて製造 時等検査 を行うもの であるこ と。

い るときは、 登録をし なければな らない。
一

製造時等 検査を実 施する者（ 別表第六第 一号に掲 げる条件 のいずれ かに適合す る知識経験 を有する 者に限る 。以下「 検査員」とい う。）が 同

検査員であつ て別表第 七に掲げ る条件の いずれかに 適合する知 識経験を 有する者 が検査員 を指揮する とともに製 造時等検 査の業務 を管理す る

表第二号に 掲げる数 以上である こと。

二
三
も のである こと。

登録 申請者が 、特別特 定機械等を 製造し、 又は輸入す る者（以 下この号 において「 製造者等 」という。 ）に支配 されてい るものとし て次のい

二

一
事務所 の名称及び 所在地

氏名又は名称 及び住所 並びに法 人にあつ ては、そ の代表者の氏 名

登録年 月日及び 登録番号

四

登録申請 者（法人に あつては 、その代 表権を有 する役員） が、製造者 等の役員 又は職員 （過去二 年間に当該 製造者等の 役員又は 職員であ つ

造者等の 役員又は 職員（過去 二年間に 当該製造 者等の役員 又は職員 であつた者 を含む。 ）の割合 が二分の一 を超えて いること。

登録申 請者の役 員（持分会 社（会社法 第五百七 十五条第 一項に規 定する持分 会社をいう 。）にあ つては、 業務を執 行する社員 ）に占める 製

定する 親法人を いう。） であること。

登録 申請者が株 式会社であ る場合に あつては 、製造者 等がその親 法人（会社 法 （平成十 七年法律 第八十六号） 第八百七 十九条第 一項 に規

ずれ かに該当す るもので ないこと 。
イ
ロ
ハ
た者を含 む。）で あること。

三
第一 項の区分

登 録は、登 録製造時 等検査機関 登録簿に 次に掲げる 事項を記 載してす るものとす る。

四
（登 録の更新 ）

登 録は、五年 以上十年 以内にお いて政令で 定める期 間ごとにそ の更新を 受けなけ れば、その 期間の経過 によつて 、その効 力を失う 。

前 条第二項 から第四 項までの規定 は、前項 の登録の 更新につ いて準用 する。

第四十六条 の二
２

登録製 造時等検 査機関は 、製造時 等検査を行 うべきこと を求めら れたとき は、正当 な理由があ る場合を除 き、遅滞 なく、製 造時等検 査

（ 製造時等 検査の義 務等）
第四十七 条

を 行わなけれ ばならな い。
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２

登録 製造時等検 査機関は 、公正に 、かつ、 第三十七条 第二項の基 準のうち 特別特定 機械等の 構造に係る ものに適合 する方法 により製 造時等検 査

登録製造 時等検査 機関は、 製造時等検 査を行うと きは、検 査員にこ れを実施 させなけれ ばならない 。

登録製 造時等検 査機関は 、製造時等 検査を行 うときは、 製造時等 検査の検 査方法から 生ずる危 険を防止す るために 必要な措置 として厚 生労働省

を 行わなけれ ばならな い。

３
４

登録製造時 等検査機 関は、第 四十六条 第四項第二 号又は第三 号の事項 を変更し ようとす るときは、 変更しよう とする日 の二週間 前

令で 定める措 置を講じ なければな らない。
（変更の届 出）
第四十 七条の二
ま でに、厚 生労働大臣 に届け出な ければな らない。
（業務規 程）

登 録製造時 等検査機関 は、製造 時等検査 の業務に関 する規程 （以下「業 務規程」 という。 ）を定め、 製造時等 検査の業務 の開始の 日の

業 務規程に は、製造 時等検査の実 施方法、 製造時等 検査に関 する料金そ の他の厚生 労働省令 で定める 事項を定 めておかな ければなら ない。

二週間前 までに、厚 生労働大 臣に届け 出なけれ ばならない 。これを変 更しよう とすると きも、同 様とする。

第四 十八条
２

登録製 造時等検 査機関は 、製造時 等検査の業 務の全部又 は一部を 休止し、 又は廃止 しようとす るときは、 厚生労働 省令で定 めるとこ ろ

（ 業務の休 廃止）
第四十九 条

に より、あら かじめ、 その旨を厚 生労働大 臣に届け 出なければ ならない 。
（財務諸 表等の備 付け及び閲 覧等）

登録 製造時等 検査機関は 、毎事業 年度経過後 三月以内 に、その 事業年度の 財産目録、 貸借対照 表及び損 益計算書 又は収支決 算書並びに 事

製造時 等検査を 受けよう とする者 その他の利 害関係人は 、登録製 造時等検 査機関の 業務時間内 は、いつで も、次に 掲げる請 求をする ことができ

百 二十三条 第一号にお いて「財務 諸表等」 という。 ）を作成 し、五年間 事務所に備 えて置か なければ ならない 。

つて 、電子計算機 による情 報処理の 用に供さ れるもの をいう。以下 同じ。） の作成が されてい る場合にお ける当該電 磁的記録 を含む。 次項及び 第

業報告書（ その作成 に代えて 電磁的記 録（電子的 方式、磁気 的方式そ の他の人 の知覚に よつては認識 すること ができな い方式で 作られる 記録であ

第五十 条

２
一

前号の書 面の謄本又 は抄本の請 求

財務 諸表等が書 面をもつ て作成さ れている ときは、当 該書面の閲 覧又は謄 写の請求

る。 ただし、 第二号及 び第四号の 請求をす るには、登 録製造時 等検査機 関の定めた 費用を支 払わなけれ ばならな い。
二

財務諸 表等が電 磁的記録 をもつて作成 されてい るときは 、当該電 磁的記録 に記録された 事項を厚 生労働省 令で定め る方法によ り表示した もの

前号の電 磁的記録 に記録され た事項を 電磁的方 法であつて 厚生労働 省令で定め るものに より提供 することの 請求又は 当該事項を 記載した 書面

の閲覧又 は謄写の 請求

三
四
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３

４

の 交付の請 求

製造 時等検査を 受けよう とする者 その他の 利害関係人 は、登録製 造時等検 査機関が 製造時等 検査に関し 生じた損害 を賠償す るために 必要な金 額

を 担保するこ とができ る保険契約 （以下こ の項にお いて「損害 保険契約 」という。 ）を締結 している ときは、登 録製造時 等検査機関 の業務時 間内

は、いつ でも、次 に掲げる請 求をする ことがで きる。ただ し、第二 号及び第四 号の請求 をするに は、登録製 造時等検 査機関の定 めた費用 を支払わ
一
前号の書面の 謄本又は 抄本の請 求

損害保 険契約の 契約内容 を記載し た書類が書面 をもつて 作成され ていると きは、当 該書面の閲覧 又は謄写 の請求

なけ ればなら ない。
二

第一号 の書類が電 磁的記録を もつて作 成されて いるとき は、当該電 磁的記録に 記録され た事項を 厚生労働 省令で定め る方法によ り表示し たも

前号の電 磁的記録 に記録され た事項を 電磁的方法 であつて 厚生労働 省令で定め るものに より提供す ることの 請求又は 当該事項を 記載した 書面

のの閲覧 又は謄写 の請求

三
四
の交付の 請求

登 録製造時 等検査機 関は、毎事業 年度経過 後三月以 内に、第 一項の規定 により作成 した損益 計算書又 は収支決 算書及び事 業報告書を 厚生労働 大
（ 財務諸表 等の備付 け及び閲 覧等）

登録製造 時等検査 機関は、 毎事業年 度経過後三 月以内に、 その事業 年度の財 産目録、 貸借対照表 及び損益計 算書又は 収支決算 書並びに 事

二

一

前号 の書面の 謄本又は 抄本の請求

財務諸 表等が書面 をもつて作 成されて いるとき は、当該 書面の閲覧 又は謄写の 請求

製造 時等検査を 受けよう とする者 その他の 利害関係人 は、登録製 造時等検 査機関が 製造時等 検査に関し 生じた損害 を賠償す るために 必要な金 額

の 交付の請 求

前号の電 磁的記録に 記録された 事項を電 磁的方法 であつて 厚生労働省 令で定める ものによ り提供す ることの 請求又は当該 事項を記 載した書 面

の閲覧又 は謄写の請 求

財務諸表 等が電磁 的記録をも つて作成 されている ときは、 当該電磁 的記録に記 録された 事項を厚生 労働省令 で定める 方法により 表示した もの

四

三

る。 ただし、第二 号及び第 四号の請 求をする には、登 録製造時等検 査機関の 定めた費 用を支払 わなければ ならない。

製造時等 検査を受 けようと する者そ の他の利 害関係人は、 登録製造 時等検査 機関の業 務時間内は 、いつでも 、次に掲 げる請求 をするこ とができ

百二 十三条第 一号にお いて「財務 諸表等」と いう。） を作成し 、五年間 事務所に備 えて置かな ければな らない。

つて、電 子計算機 による情報 処理の用 に供され るものをい う。以下 同じ。）の 作成がさ れている 場合におけ る当該電 磁的記録を 含む。次 項及び第

業 報告書（そ の作成に 代えて電磁 的記録（ 電子的方 式、磁気的 方式その 他の人の知 覚によつ ては認識 することが できない 方式で作ら れる記録 であ

第五十条

２

３

を 担保するこ とができ る保険契約 （以下こ の項にお いて「損害 保険契約 」という。 ）を締結 している ときは、登 録製造時 等検査機関 の業務時 間内
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４

は 、いつで も、次に 掲げる請求 をすること ができる 。ただし 、第二号 及び第四号 の請求をす るには、 登録製造 時等検査 機関の定め た費用を支 払わ
一
前号 の書面の 謄本又は抄 本の請求

損害保険 契約の契 約内容を記 載した書 類が書面 をもつて作 成されて いるときは 、当該書 面の閲覧 又は謄写の 請求

なければ ならない 。
二

第一号の 書類が電 磁的記録を もつて作成 されてい るときは 、当該電 磁的記録に 記録された 事項を厚 生労働省 令で定め る方法により 表示した も

前号の電磁的 記録に記 録された 事項を電 磁的方法で あつて厚生 労働省令 で定める ものによ り提供する ことの請求 又は当該 事項を記 載した書 面

のの閲覧又 は謄写の 請求

三
四
の 交付の請 求

登録製 造時等検 査機関は 、毎事業 年度経過後 三月以内に 、第一項 の規定に より作成 した損益計 算書又は収 支決算書 及び事業 報告書を 厚生労働大
臣に 提出しな ければな らない。

登 録製造時 等検査機関は 、検査員 を選任し 、又は解 任したとき は、厚生労 働省令で 定めると ころによ り、遅滞な く、その旨 を厚生労 働

（検査員 の選任等の 届出）
第五十 一条
大 臣に届け 出なけれ ばならな い。

厚生労働大 臣は、登録 製造時等 検査機関 が第四十 六条第三項 各号のいず れかに適 合しなく なつたと 認めるとき は、その登 録製造時 等検

（適合命 令）
第五 十二条

厚生 労働大臣 は、登録 製造時等 検査機関が第 四十七条 の規定に 違反して いると認め るときは、 その登録 製造時等 検査機関 に対し、

査機関に 対し、こ れらの規定 に適合す るため必 要な措置を とるべき ことを命ず ることが できる。
（改 善命令）
第五十二条の 二

製造 時等検査を行 うべきこ と又は製 造時等検 査の方法 その他の業務 の方法の 改善に関 し必要な 措置をとる べきことを 命ずるこ とができ る。

厚生労 働大臣は 、登録製 造時等検査 機関が次の 各号のい ずれかに 該当する に至つたと きは、その 登録を取 り消し、 又は六月 を超えない

（ 登録の取 消し等）
第五十三条

四

三

二

一

前二条の 規定によ る命令に違 反したと き。

第五 十一条の 規定によ る届出を せず、又は 虚偽の届出 をしたと き。

正当な 理由がな いのに第 五十条第二項 各号又は 第三項各 号の規定 による請 求を拒んだと き。

第四十七 条から第四 十九条まで 、第五十 条第一項 若しくは 第四項又は 第百三条第 二項の規 定に違反 したとき 。

第四 十六条第二 項第一号 又は第三 号に該当 するに至つ たとき。

範囲 内で期間 を定めて 製造時等検 査の業務 の全部若し くは一部 の停止を 命ずること ができる 。

五
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六

不正の 手段によ り登録を受 けたとき。

（都道府 県労働局 長による 製造時等 検査の実施 ）

都道府 県労働局長 は、登録 を受ける 者がいな いとき、第 四十九条の 規定によ る製造時 等検査の 業務の全部 又は一部の 休止又は 廃止

都 道府県労働 局長が前項 の規定に より製造 時等検査 の業務の全 部又は一部 を自ら行 う場合に おける製 造時等検査 の業務の引 継ぎその 他の必要 な

ると認める ときは、 当該製造 時等検査 の業務の全部 又は一部 を自ら行 うことが できる。

たと き、登録 製造時等 検査機関が 天災その他 の事由に より製造 時等検査 の業務の全 部又は一部 を実施す ることが 困難とな つたときその 他必要が あ

の届出が あつたと き、前条の 規定によ り登録を 取り消し、 又は登録 製造時等検 査機関に 対し製造 時等検査の 業務の全 部若しくは 一部の停 止を命じ

第五 十三条の 二

２
事 項につい ては、厚生 労働省令で 定める。

第四十 六条及び第 四十六条 の二の規 定は第四十 一条第二 項の登録に ついて、 第四十七 条から前条 までの規 定は登録性 能検査機 関に

（登録性 能検査機 関）
第五 十三条の三

ついて準 用する。こ の場合に おいて、 次の表の 上欄に掲げ る規定中同 表の中欄 に掲げる 字句は、 それぞれ同 表の下欄に 掲げる字 句と読み 替えるも

登録製造 時等検査 機関登録簿

者

特別特 定機械等を 製造し、又 は輸入す る

製造時等 検査

別表第 七

同表第 二号

別表第六第一 号

製造時等 検査

製造時等 検査

別表第 五

製造時等 検査

第三十 八条第一 項

性能検査

登録性 能検査機 関登録簿

備を業 とする者

特定 機械等を 製造し、若 しくは輸入 する者又 は特定機 械等の整

性能検 査

別表 第十

同表 の下欄

同表の 中欄

別表 第九の上欄 に掲げる 機械等に応 じ、性能 検査

性能検 査

別表 第八の上 欄に掲げ る機械等に 応じ、それ ぞれ同表 の下欄

第四 十一条第二 項の性能 検査（以下 「性能検 査」とい う。）

第 四十一条第 二項

のと する。

第四 十六条第四 項

製造時 等検査

特定機 械等

第 四十六条 第一項

第 四十七条 第一項及 び第二項

特別特定機 械等

性能検査

第四 十六条第三 項第四号

第 四十六条 第三項第三 号

第四 十六条第三 項第二号

第 四十六条第 三項第一号

第四十七 条第三項

製造 時等検査
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第四十九 条

第 四十七条 第四項及 び第四十八 条

都道 府県労働局 長

製造 時等検査

あら かじめ

製造時等検 査

製造時 等検査

性能 検査

労働基準監 督署長

性能検査

休止又は廃 止の日の 三十日前ま でに

性能検 査

性 能検査

第五十三条 の二

十二 条の二並び に第五十 三条

第五十条 第二項及 び第三項、 第五

製造時 等検査

第四十 六条及び 第四十六 条の二の規 定は第四十 四条第一 項の登録 について 、第四十七 条から第五 十三条の 二までの 規定は登 録個別検定

（ 登録個別 検定機関）
第五十四条

機関 について 準用する 。この場合 において 、次の表の 上欄に掲 げる規定 中同表の中 欄に掲げ る字句は、 それぞれ 同表の下 欄に掲げる 字句と読 み替

第四十六 条第三項第 四号

登録製造 時等検査 機関登録簿

特別 特定機械 等

製造 時等検査

別表第七

検査員

同表第 二号

検査員

別表第 六第一号

製造 時等検査

製造 時等検査

別表第五

製造 時等検査

第三十八 条第一項

個別検定

登録個 別検定機 関登録簿

第四十四条 第一項の 政令で定 める機械等

個別検定

別表第 十三

検定 員

同表 の下欄

検定員

同 表の中欄

別表第十二 の上欄に 掲げる機 械等に応 じ、個別検 定

個別検定

別表第 十一の上欄 に掲げる機 械等に応 じ、それ ぞれ同表 の下欄

個別検定

第四十 四条第一 項

えるもの とする。

第四 十六条第四 項

製造時 等検査

個別検 定

第四 十六条第一 項

第 四十七条 第一項

製造時等検 査

検定員

第 四十六条 第三項第三 号

第四十六 条第三項 第二号

第四十六 条第三項 第一号

第四十七 条第二項

検査 員
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第 四十七条 第三項

第三十 七条第二 項の基準 のうち特 別特定

製造 時等検査

検査方 法

製造 時等検査

製造 時等検査

検定 員

個別検定

検定 方法

個別検定

個別検定

第 四十四条第 三項の基 準

検査員

個別検定

機械等の 構造に係 るもの

第 五十一条
製 造時等検査

厚生 労働大臣 又は都道府 県労働局長

第四十七 条第四項

第五十二 条の二及 び第五十 三条
都道府 県労働局長

個別検 定

五十 条第二項及び 第三項

第四十八条 、第四十 九条並び に第

第五 十三条の二
製造時等 検査

第四 十六条及 び第四十六 条の二の規 定は第四 十四条の 二第一項 の登録につ いて、第四 十七条か ら第五十 三条の二 までの規定 は登録

（登 録型式検 定機関）
第五 十四条の 二

型式検定 機関につ いて準用 する。こ の場合にお いて、次の 表の上欄 に掲げる 規定中同 表の中欄に 掲げる字句 は、それ ぞれ同表 の下欄に 掲げる字句

製造 時等検査

別表第 七

検査 員

検査 員

別表第六 第一号

製造時 等検査

製造時 等検査

別表 第五

製造時 等検査

第三 十八条第 一項

第四十 四条の二第 一項の政令 で定める 機械等

型式検定

別表 第十六

検定員

検定員

別表第 十五第一 号

型式 検定

型式 検定

別表第十四 の上欄に掲 げる機械 等に応じ 、それぞ れ同表の下 欄

型 式検定

第四十四条 の二第一 項

と 読み替える ものとす る。

特別特定機 械等

登録 型式検定 機関登録 簿

第四十六 条第一項

第四十六 条第三項 第四号

登録製 造時等検 査機関登録 簿

第四十六 条第三項第 三号

第 四十六条 第三項第二 号

第四十六条 第三項第 一号

第 四十六条第 四項
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第四十七 条第二項

第 四十七条 第一項

第三 十七条第 二項の基 準のうち 特別特定

検査 員

製造時等検 査

製造時 等検査

第四十四条 の二第三 項の基準

検定員

型式検 定

型 式検定

第四十七 条第三項

検査 員

製 造時等検査

検査 方法

製造時等 検査

製造時等検査

型式検 定

検定員

型式検定

検定方法

型式検 定

型式検定

機械等 の構造に 係るもの

第五十一 条
製造時等 検査

厚 生労働大臣

第四 十七条第四項

第五 十二条の二 及び第五 十三条
都道府 県労働局 長

型式 検定

爆発性 の物、発 火性の物、 引火性の 物その他の 労働者に 危険を生 ずるおそれ のある物 若しくはベ ンゼン、 ベンゼン を含有する 製剤その

五十 条第二項及 び第三項

第四十八 条、第四 十九条並 びに第

第 五十三条 の二
製造時等 検査
（ 表示等）
第五十七条

他の 労働者に 健康障害 を生ずるお それのある 物で政令 で定める もの又は 前条第一項 の物を容器 に入れ、 又は包装 して、譲 渡し、又は 提供する者 は

、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより 、その容器 又は包装（ 容器に入 れ、かつ 、包装し て、譲渡し、 又は提供 するとき にあつて は、その 容器）に

次に 掲げるものを 表示しな ければな らない。 ただし、 その容器又は 包装のう ち、主と して一般 消費者の生 活の用に供 するため のものに ついては 、

ニ

ハ

ロ

イ

イか らニまで に掲げる もののほ か、厚生労 働省令で定 める事項

貯蔵又 は取扱い 上の注意

人 体に及ぼ す作用

成分

名称

当該物を 取り扱う 労働者に注 意を喚起 するため の標章で厚 生労働大 臣が定める もの

ホ

次に 掲げる事 項

こ の限りで ない。
一

二

- 13 -

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、厚生 労働省令 で定めると 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。
（ 文書の交付 等）

労 働者に危 険若しくは 健康障害 を生ずるお それのあ る物で政 令で定める もの又は 第五十六条 第一項の 物（以下こ の条にお いて「通

六

五

四

三

二

一

前各 号に掲げ るものの ほか、厚 生労働省令 で定める事 項

流出そ の他の事 故が発生 した場合にお いて講ず べき応急 の措置

貯蔵又は 取扱い上の 注意

人体 に及ぼす作 用

物理的及 び化学的 性質

成分 及びその 含有量

名称

前 二項に定 めるもの のほか、前 二項の通 知に関し必 要な事項 は、厚生 労働省令で 定める。

定める方 法により 、変更後の 同項各号 の事項を 、速やかに 、譲渡し 、又は提供 した相手 方に通知 するよう努 めなけれ ばならない 。

通知対象 物を譲渡し 、又は提供 する者は 、前項の 規定によ り通知した 事項に変更 を行う必 要が生じ たときは 、文書の交 付その他厚 生労働省 令で

七

消費 者の生活の用 に供され る製品と して通知 対象物を譲 渡し、又は 提供する 場合につ いては、 この限りで ない。

項に規定す る者にあ つては、 同項に規 定する事項を 除く。） を、譲渡 し、又は 提供する 相手方に通知 しなけれ ばならな い。ただ し、主とし て一般

知対 象物」と いう。） を譲渡し、 又は提供す る者は、 文書の交 付その他 厚生労働省 令で定める 方法によ り通知対 象物に関 する次の事項 （前条第 二

第五十七条 の二

２
３

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

（化学物質 の有害性 の調査）
第五十 七条の三

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 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより 、厚生労働 大臣の定 める基準 に従つて有 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 、当該新 規化学物質 の名称、 有害性の調 査の結果 その他の 事項を厚生 労働大臣 に届

当該 新規化学 物質に関 し、厚生 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 基づき厚生 労働省令 で定める 有害性が ない旨の厚

労 働者が当 該新規化 学物質にさ らされるお それがな い旨の厚 生労働大 臣の確認を 受けたとき 。

当該新規 化学物質に 関し、厚生 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

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
二

生 労働大臣の 確認を受け たとき。
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２
３
４

５

四

三

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、

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。
厚 生労働省令 で定めると き。

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。

厚生労働 大臣は、 第一項の 規定によ る届出があ つた場合（ 同項第二 号の規定 による確 認をした場 合を含む。 ）には、 厚生労働 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。

厚生労働 大臣は、 第一項の規 定による届 出があつ た場合に は、厚生 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。

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。

厚生 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

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。

速や かに講じ なければ ならない。

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 るため必 要な措置を

な ければな らない。

厚 生労働大臣 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、厚 生労働省 令で定め るところに より、学識 経験者の 意見を聴 か

総合的に考 慮し、厚 生労働大 臣の定め る基準に従 つて行うも のとする 。

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

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。

い る事業者そ の他厚生 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

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 、厚生労 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

第五 十七条の 四

２
３
４
５

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

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。
（ 国の援助 等）
第五十七 条の五

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。
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第五 十八条

削除

（健康診 断）

事業者は、 労働者に対 し、厚生 労働省令 で定める ところによ り、医師に よる健康 診断を行 なわなけ ればならな い。

労働者 は、前各 項の規定に より事業 者が行な う健康診断 を受けなけ ればなら ない。た だし、事 業者の指定 した医師又 は歯科医 師が行な う健康診

によ り、事業 者に対し 、臨時の健 康診断の 実施その他 必要な事 項を指示 することが できる。

都道府 県労働局 長は、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、労 働衛生指導 医の意見に 基づき、 厚生労働 省令で定 めるところ

な ければな らない。

事 業者は、有 害な業務で 、政令で 定めるも のに従事 する労働者 に対し、厚 生労働省 令で定め るところ により、歯 科医師によ る健康診 断を行な わ

様とする。

健康 診断を行 なわなけ ればならな い。有害な 業務で、 政令で定 めるもの に従事させ たことのあ る労働者 で、現に 使用して いるものにつ いても、 同

事業者 は、有害 な業務で 、政令で定 めるもの に従事する 労働者に 対し、厚 生労働省令 で定める ところによ り、医師 による特別 の項目に ついての

第六 十六条
２

３
４
５

断を 受けるこ とを希望し ない場合に おいて、 他の医師 又は歯科 医師の行なう 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 明する書 面を事業 者に提出 したときは、 この限り でない。

事業者 は、厚生労 働省令で 定めると ころによ り、第六十 六条第一項 から第四 項まで及 び第五項 ただし書並 びに前条の 規定によ る健

（健康診 断の結果 の記録）
第六 十六条の 三

康診断の 結果を記 録しておか なければ ならない 。

事業 者は、第 六十六条 第一項か ら第四項まで 若しくは 第五項た だし書又 は第六十六 条の二の規 定による 健康診断 の結果（ 当該健康

（健 康診断の 結果につ いての医師 等からの意 見聴取）
第六十六条の 四

診断 の項目に異常 の所見が あると診 断された 労働者に 係るものに限 る。）に 基づき、 当該労働 者の健康を 保持するた めに必要 な措置に ついて、 厚
生 労働省令 で定めると ころにより 、医師又 は歯科医 師の意見 を聴かなけ ればならな い。
（面接指 導等）

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 に該当する 労働者に 対し

労働者は 、前項の 規定によ り事業者が 行う面接指 導を受け なければ ならない 。ただし、 事業者の指 定した医 師が行う 面接指導 を受けるこ とを希

を行 うことを いう。以下 同じ。）を 行わなけ ればなら ない。

、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

第六 十六条の八

２

望しない 場合にお いて、他 の医師の 行う同項の 規定による 面接指導 に相当す る面接指 導を受け、 その結果を 証明する 書面を事 業者に提 出したとき
は 、この限り でない。
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３

事業 者は、第一 項又は第 二項ただ し書の規 定による面 接指導の結 果に基づ き、当該 労働者の 健康を保持 するために 必要な措 置につい て、厚生 労

事業者は 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより、 第一項及 び前項た だし書の 規定による 面接指導の 結果を記 録してお かなけれ ばならない 。

事業者 は、前項 の規定に よる医師の 意見を勘 案し、その 必要があ ると認め るときは、 当該労働 者の実情を 考慮して 、就業場所 の変更、 作業の転

働 省令で定め るところ により、医 師の意見 を聴かな ければなら ない。

４
５

換、 労働時間 の短縮、 深夜業の回 数の減少等 の措置を 講ずるほ か、当該 医師の意見 の衛生委員 会若しく は安全衛 生委員会 又は労働時間 等設定改 善
委員会への 報告その 他の適切 な措置を 講じなければ ならない 。
（国 の援助）

国は、労 働者の健康 の保持増進 に関する 措置の適 切かつ有 効な実施を 図るため、 必要な資 料の提供 、作業環 境測定及び 健康診断の 実施

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 。

の促進、 事業場に おける健 康教育等に 関する指 導員の確保 及び資質 の向上の 促進その他 の必要な 援助に努め るものと する。

第七 十一条
２

事業者 は、事業場に おける安 全衛生の 水準の向 上を図るた め、次の措 置を継続 的かつ計 画的に講 ずることに より、快適 な職場環 境

（事業者 の講ずる措 置）
第七十 一条の二

三

二

一

前三号に 掲げるも ののほか、 快適な職場 環境を形 成するた め必要な 措置

作業 に従事す ることによ る労働者 の疲労を 回復するた めの施設 又は設備の 設置又は 整備

労働者の 従事する 作業につい て、その 方法を改 善するため の措置

作業 環境を快 適な状態 に維持管 理するため の措置

を 形成する ように努 めなけれ ばならない。

四
（登録教習 機関）

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 登録（以 下この条 において 「登録」と いう。）は 、厚生労 働省令で 定

都道府 県労働局 長は、前 項の規定 により登録 を申請した 者（以下 この項に おいて「 登録申請者 」という。 ）が次に 掲げる要 件のすべ てに適合し

め るところ により、厚 生労働省令 で定める 区分ごと に、技能 講習又は教 習を行おう とする者 の申請に より行う 。

第七十 七条
２

技能講 習にあつ ては別表 第二十各号の 表の講習 科目の欄 に掲げる 講習科目 に応じ、それ ぞれ同表 の条件の 欄に掲げ る条件のい ずれかに適 合す

ること 。

別表 第十九の上 欄に掲げ る技能講 習又は教 習について は、それぞ れ同表の 下欄に掲 げる機械 器具その他 の設備及び 施設を用 いて行う ものであ

てい るときは 、登録を しなければ ならない 。
一
二

る知識経 験を有す る者が技 能講習を 実施し、そ の人数が事 業所ごと に一名以 上であり 、教習にあ つては別表 第二十一 の上欄に 掲げる教 習に応じ

、 それぞれ同 表の下欄に 掲げる条 件のいず れかに適 合する知識 経験を有す る者が教 習を実施 し、その 人数が事業 所ごとに二 名以上で あること 。
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３

三
四

技能講 習又は教 習の業務を 管理する者 （教習に あつては 、別表第 二十二の上 欄に掲げる 教習に応 じ、同表 の下欄に 掲げる条件 のいずれか に適
合する知 識経験を 有する者 に限る。 ）が置かれ ていること 。

教習にあ つては、 前項の申請 の日前六 月の間に 登録申請者 が行つた 教習に相当 するもの を修了し 、かつ、当 該教習に 係る免許試 験の学科 試験

又は実技 試験を受 けた者のう ちに当該学 科試験又 は実技試 験に合格 した者の占 める割合が 、九十五 パーセン ト以上で あること。

第 四十六条 第二項及 び第四項の 規定は第一 項の登録 について 、第四十 七条の二か ら第四十九 条まで、 第五十条 第一項、 第二項及び 第四項、第 五

十二条、第 五十二条 の二、第 五十三条 （第四号を除 く。以下 この項に おいて同 じ。）並 びに第五十三 条の二の 規定は第 一項の登 録を受けて 技能講

習又 は教習を行う 者（以下 「登録教 習機関」 という。） について準 用する。 この場合 において 、次の表の 上欄に掲げ る規定中 同表の中 欄に掲げ る

第七十七 条第一項に 規定する 登録（以 下この条 、第五十三 条及
登録教習機 関登録簿

登録

字 句は、そ れぞれ同表 の下欄に掲 げる字句 と読み替 えるもの とする。
第四十六 条第二項 各号列記 以外の
登録 製造時等 検査機関 登録簿

都道府 県労働局 長

び第 五十三条 の二第一項 において「 登録」と いう。）

第四十六 条第四項
厚生労働 大臣

第 十四条若し くは第六 十一条第 一項の技 能講習又は 第七十五条

部分
第四 十七条の二
製造時 等検査
厚生 労働大臣

第十四条若 しくは第 六十一条 第一項の 技能講習又 は第七十五 条

都道府県労 働局長
第三項 の教習

第十四条若 しくは第六 十一条第 一項の技 能講習又 は第七十五 条
都道府県労 働局長

第三項 の教習
厚生 労働大臣

都道府県労 働局長

あつては 、事業報告 書）

事業報告書（ 登録教習 機関が国 又は地方 公共団体で ある場合に

第三項 の教習

第十四条若 しくは第 六十一条 第一項の技 能講習又 は第七十五 条

あつ ては、事業 報告書）

事業報告 書（登録教 習機関が 国又は地 方公共団 体である場 合に

事業報 告書

製造 時等検査

事 業報告書

製造 時等検査

製造 時等検査

第三項の 教習

第 四十八条 第一項

第四十八 条第二項
第四十九条

第五十条 第一項
第五十条 第二項
第 五十条第 四項

厚生 労働大臣
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第 五十二条
第 五十二条の 二

第五 十三条

製造時 等検査

第四十七 条

厚生労 働大臣

第四十六 条第三項 各号

厚生労 働大臣

第十 四条若し くは第六 十一条第 一項の技 能講習若しく は第七十

第七十 七条第六 項又は第 七項

都道 府県労働 局長

第七 十七条第二 項各号

都 道府県労働 局長

厚生労働 大臣

第十四条若 しくは第 六十一条 第一項の技 能講習若 しくは第七 十

都道府 県労働局 長

五条第三項の 教習
製造 時等検査

条第一項 若しくは第 四項

第四十 七条から第 四十九条ま で、第五 十

第五十 条第二項 各号

第四項 、第七十 七条第六項若 しくは第 七項

第四 十七条の 二から第四 十九条まで 、第五十 条第一項 若しくは

五条第三項 の教習

第五十条 第二項各 号又は第三 項各号

第 十四条若し くは第六 十一条第 一項の技 能講習

第五 十三条第二 号
第五 十三条第三 号
製造時 等検査

登録 は、五年以 上十年以 内におい て政令で 定める期間 ごとにその 更新を受 けなけれ ば、その 期間の経過 によつて、 その効力 を失う。

第 五十三条 の二
４

第二項並 びに第四十 六条第二項 及び第四 項の規定 は、前項 の更新につ いて準用す 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

安全 衛生改善 計画

安全衛生 改善計画等

登録教習 機関は、 公正に、か つ、第七十 五条第五 項又は前 条第三項 の規定に従 つて技能講 習又は教 習を行わ なければ ならない。

成し 、これに基づ いて技能 講習又は 教習を実 施しなけ ればならない 。

登録教習 機関は、 正当な理 由がある 場合を除 き、毎事業年 度、厚生 労働省令 で定める ところによ り、技能講 習又は教 習の実施 に関する 計画を作

「登 録教習機 関登録簿 」と読み替 えるものと する。

中「登録 」とある のは「第七 十七条第 一項の登 録（以下こ の条にお いて同じ。 ）」と、 同条第四 項中「登録 製造時等 検査機関登 録簿」と あるのは

５

６
７
第九章
第一 節

（安全衛 生改善計画 の作成の 指示等）

都 道府県労 働局長は、事 業場の施 設その他 の事項に ついて、 労働災害の防 止を図る ため総合 的な改善 措置を講ず る必要があ ると認め る

事業者は 、安全衛生 改善計画を 作成しよ うとする 場合には 、当該事業 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

）を作成 すべきこ とを指示 すること ができる。

と きは、厚 生労働省 令で定め るところによ り、事業 者に対し 、当該事 業場の安 全又は衛生に 関する改 善計画（ 以下「安 全衛生改善 計画」とい う。

第七十 八条

２
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合 、労働者 の過半数 で組織する 労働組合が ないとき において は労働者 の過半数を 代表する者 の意見を きかなけ ればなら ない。
第一項の事 業者及びそ の労働者 は、安全 衛生改善 計画を守ら なければな らない。

（安全衛 生改善計 画の遵守 ）
第七 十九条

都道 府県労働 局長は、第 七十八条第 一項の規 定による 指示をし た場合にお いて、専門 的な助言 を必要と すると認 めるときは 、当該事業 者

（安全衛 生診断）
第八十 条

に対し、労 働安全コ ンサルタ ント又は 労働衛生コン サルタン トによる 安全又は 衛生に係 る診断を受け 、かつ、 安全衛生 改善計画 の作成につ いて、
これ らの者の意見 を聴くべ きことを 勧奨する ことができ る。
（ 計画の届 出等）

事業者 は、当該 事業場の 業種及び規 模が政令で 定めるも のに該当 する場合 において、 当該事業場 に係る建 設物若し くは機械 等（仮設の

前三 項の規定（ 前項の規 定のうち 、第一項 （第二項に おいて準用 する場合 を含む。 ）の規定 による届出 に係る部分 を除く。 ）は、当 該仕事が 数

建 設物若し くは機械 等又は当 該仕事から生 ずる労働 災害の防 止を図る ため、厚 生労働省令で 定める資 格を有す る者を参 画させなけ ればならな い。

生労 働省令で 定める仕事 の計画又は 前項の規 定による 届出に係 る仕事のう ち厚生労働 省令で定 める仕事 の計画を 作成するとき は、当該 工事に係 る

事業者 は、第一 項（第二項 において 準用する 場合を含む 。）の規 定による届 出に係る 工事のう ち厚生労働 省令で定め る工事の 計画、第 三項の厚

り、 労働基準 監督署長 に届け出な ければな らない。

で、厚生 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、厚生 労働省令 で定めると ころによ

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、 前項の厚 生労働省 令で定める 仕事を除く 。）

い。

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、 厚生労働 省令で定 めるところに より、厚 生労働大 臣に届け 出なけれ ばならな

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、厚生 労働省令 で定めるも のを開始し よ

文の事業 者を除く 。）につい て準用す る。

た め使用する もののう ち、厚生労 働省令で 定めるも のを設置し 、若しく は移転し、 又はこれ らの主要 構造部分を 変更しよ うとする事 業者（同 項本

前項 の規定は、 機械等で 、危険若 しくは有 害な作業を 必要とする もの、危 険な場所 において 使用するも の又は危険 若しくは 健康障害 を防止す る

督 署長が認 定した事 業者につ いては、この 限りでな い。

二十 八条の二 第一項に規 定する措置 その他の 厚生労働 省令で定 める措置を講 じている ものとし て、厚生 労働省令 で定めるとこ ろにより 労働基準 監

の計画を 当該工事の 開始の日 の三十日 前までに 、厚生労働 省令で定め るところ により、 労働基準 監督署長に 届け出なけ ればなら ない。た だし、第

建設 物又は機 械等で厚 生労働省令 で定める ものを除く 。）を設 置し、若 しくは移転 し、又は これらの主 要構造部 分を変更 しようとす るときは 、そ

第八十八条

２

３

４

５

６

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
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７

８

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 基準監督署 長は第一 項（第二 項におい て準用する 場合を含む 。）又は 第四項の 規定によ る届出があ つた場合に おいて、 厚生労働 大臣は第 三

項 の規定によ る届出が あつた場合 において 、それぞ れ当該届出 に係る事 項がこの法 律又はこ れに基づ く命令の規 定に違反 すると認め るときは 、当

該届出を した事業 者に対し、 その届出 に係る工 事若しくは 仕事の開 始を差し止 め、又は 当該計画 を変更すべ きことを 命ずること ができる 。

厚 生労働大 臣又は労 働基準監督 署長は、前 項の規定 による命 令（第三 項又は第四 項の規定に よる届出 をした事 業者に対 するものに 限る。）を し

た場合にお いて、必 要がある と認める ときは、当該 命令に係 る仕事の 発注者（ 当該仕事 を自ら行う者 を除く。 ）に対し 、労働災 害の防止に 関する
事項 について必要 な勧告又 は要請を 行うこと ができる。

厚生労 働大臣は 、前条第 一項（同条 第二項にお いて準用 する場合 を含む。 ）、第三項 又は第四項 の規定に よる届出 （次条を 除き、以下

（ 厚生労働 大臣の審査 等）
第八十九条
２

厚 生労働大 臣は、第 一項の審査の 結果必要 があると 認めると きは、届出 をした事業 者に対し 、労働災 害の防止 に関する事 項について 必要な勧 告

厚生労 働大臣は 、前項の審 査を行な うに当た つては、厚 生労働省令 で定める ところに より、学 識経験者の 意見をきか なければ ならない 。

「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。
３
４

第二項の 規定により 第一項の計 画に関し てその意 見を求め られた学識 経験者は、 当該計画 に関して 知り得た 秘密を漏ら してはなら ない。

厚生 労働大臣は 、前項の 勧告又は 要請をす るに当たつ ては、あら かじめ、 当該届出 をした事 業者の意見 をきかなけ ればなら ない。

又 は要請を すること ができる 。
５
（都道府 県労働局 長の審査等 ）

都道府 県労働局長 は、第八 十八条第一 項（同条 第二項に おいて準用 する場合を 含む。） 又は第四 項の規定 による届出 があつた計 画

前条第 二項から 第五項ま での規定 は、前項の 審査につい て準用す る。

る ものとし て厚生労働 省令で定め るものに ついては 、当該審 査を行わな いものとす る。

案し て厚生労働省 令で定め るものに ついて審 査をする ことができる 。ただし 、当該計 画のうち 、当該審査 と同等の技 術的検討 を行つた と認めら れ

のうち、前 条第一項 の高度の 技術的検 討を要する ものに準ず るものと して当該 計画に係 る建設物若し くは機械 等又は仕 事の規模 その他の 事項を勘

第八十 九条の二

２

（産 業安全専 門官及び 労働衛生専 門官）

厚生労 働省、都道 府県労働 局及び労 働基準監督 署に、産 業安全専門 官及び労 働衛生専 門官を置く 。

労働衛生 専門官は、 第五十六条 第一項の 許可、第 五十七条 の三第四項 の規定によ る勧告、 第五十七 条の四第 一項の規定 による指示 、第六十 五条

導及び援 助を行な う。

要 とする事 務で、安 全に係る ものをつかさ どるほか 、事業者 、労働者 その他の 関係者に対し 、労働者 の危険を 防止する ため必要な 事項につい て指

産 業安全専 門官は、 第三十七条第 一項の許 可、安全 衛生改善 計画及び 届出に関する 事務並び に労働災 害の原因 の調査その 他特に専門 的知識を 必

第九十三条
２

３
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４

の 規定によ る作業環 境測定につ いての専門 技術的事 項、安全 衛生改善 計画及び届 出に関する 事務並び に労働災 害の原因 の調査その 他特に専門 的知

識を必要 とする事 務で、衛 生に係る ものをつか さどるほか 、事業者 、労働者 その他の 関係者に対 し、労働者 の健康障 害を防止 するため 必要な事項
及 び労働者の 健康の保 持増進を図 るため必 要な事項 について指 導及び援 助を行う。

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、厚生 労働省令で 定める。
（厚 生労働大 臣等の権 限）

厚生労働 大臣は、 型式検定 に合格した 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 に関し労 働者の安 全と健康

第九十一 条第三項 及び第四 項の規定 は、前各 項の規定によ る立入検 査につい て準用す る。

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。

都道府 県労働局 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

他 の物件を検 査させる ことができ る。

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

験 機関、登 録教習機 関、指定 コンサルタン ト試験機 関又は指 定登録機 関（以下「 登録製造時 等検査機 関等」と いう。） の業務の適 正な運営を 確保

厚 生労働大 臣又は都 道府県労働局 長は、登 録製造時 等検査機 関、登録性 能検査機関 、登録個 別検定機 関、登録 型式検定機 関、検査業 者、指定 試

存がされ ている場合 における 当該電磁 的記録を 含む。）を 検査させる ことがで きる。

ち入 り、関係 者に質問 させ、又は その業務 に関係のあ る帳簿若 しくは書 類（その作 成、備付 け又は保存 に代えて 電磁的記 録の作成、 備付け又 は保

厚生労 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 があると 認めるとき は、その職 員をして コンサル タントの 事務所に立

在 すると認 める場所に 立ち入り、 関係者に 質問させ 、又は当 該機械等若 しくは設備 等その他 の物件を 検査させ ることがで きる。

を確 保するため必 要がある と認める ときは、 その職員を して当該型 式検定を 受けた者 の事業場 又は当該型 式検定に係 る機械等 若しくは 設備等の 所

第九十六条

２

３

４
５
（報 告等）

厚生 労働大臣 、都道府県 労働局長又 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 、厚生労働 省令で定め ると

労 働基準監 督官は、 この法律を施 行するた め必要が あると認 めるとき は、事業者又 は労働者 に対し、 必要な事 項を報告さ せ、又は出 頭を命ず る

により、 登録製造時 等検査機 関等に対 し、必要 な事項を報 告させるこ とができ る。

厚生労働大 臣、都道 府県労働局 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、厚生 労働省令で 定めると ころ

ころによ り、事業 者、労働 者、機械等 貸与者、 建築物貸与 者又はコ ンサルタ ントに対し 、必要な 事項を報告 させ、又 は出頭を 命ずること ができる 。

第百 条
２
３

こ とができ る。

事 業者は、厚 生労働省令 で定める ところに より、こ の法律又は これに基づ く命令の 規定に基 づいて作 成した書類 （次項及び 第三項の 帳簿

（書類の 保存等）
第百 三条
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２

３

を 除く。） を、保存 しなければ ならない。

登録 製造時等検 査機関等 は、厚生 労働省令 で定めると ころにより 、製造時 等検査、 性能検査 、個別検定 、型式検定 、特定自 主検査、 免許試験 、

技 能講習、教 習、労働 安全コンサ ルタント 試験、労 働衛生コン サルタン ト試験又は コンサル タントの 登録に関す る事項で 、厚生労働 省令で定 める
ものを記 載した帳 簿を備え、 これを保 存しなけ ればならな い。

コ ンサルタ ントは、 厚生労働省 令で定める ところに より、そ の業務に 関する事項 で、厚生労 働省令で 定めるも のを記載 した帳簿を 備え、これ を
保存しなけ ればなら ない。

第 六十五条 の二第一項 及び第六十 六条第一 項から第 四項まで の規定によ る健康診断 並びに第 六十六条 の八第一 項の規定に よる面接指 導の

（健 康診断等に関 する秘密 の保持）
第百 四条

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。
（国 の援助）

国は、第 十九条の三 、第二十 八条の二 第三項、第 五十七条の 五、第六 十三条、 第七十一 条及び第七 十一条の四 に定める もののほ か、労働

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。

他 必要な援 助を行う ように努 めるものとす る。

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

第百六条

２
（ 公示）

第三十八 条第一項 、第四十一 条第二項、 第四十四 条第一項 又は第四 十四条の二 第一項の規 定による 登録をし たとき。

厚 生労働大 臣は、次の 場合には 、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 その旨を 官報で告示 しなけれ ばならな い。

一

第四十 四条の四 の規定に より型式 検定合格証 の効力を失 わせたと き。

第百十二条 の二
二

第四十七条の 二又は第 四十九条 （第五十 三条の三 から第五十四 条の二ま でにおい てこれら の規定を準 用する場合 を含む。 ）の規定 による届 出

第七十五 条の二第 一項、第八 十三条の 二又は第 八十五条の 二第一項 の規定によ る指定を したとき 。

定、型式 検定若し くは技能 講習の業 務の全部若 しくは一部 を行わな いものと するとき 。

自 ら行うも のとする とき、又は 都道府県労 働局長、 労働基準 監督署長 若しくは厚 生労働大臣 が自ら行 つていた 製造時等 検査、性能 検査、個別 検

局長、 労働基準 監督署長 若しくは厚 生労働大 臣が製造時 等検査、 性能検査 、個別検定 、型式検 定若しくは 技能講習 の業務の全 部若しく は一部を

第五 十三条の二 （第五十 三条の三 から第五 十四条の二 まで及び第 七十七条 第三項に おいて準 用する場合 を含む。） の規定に より都道 府県労働

能検 査、個別検 定若しく は型式検 定の業務 の全部若し くは一部の 停止を命 じたとき 。

第五 十三条（ 第五十三 条の三から 第五十四 条の二まで において 準用する 場合を含む 。）の規 定により登 録を取り 消し、又 は製造時等 検査、性

が あつたと き。

三
四
五

六
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２

九

八

七

第七十五 条の十一 第二項（第 八十三条 の三及び 第八十五条 の三にお いて準用す る場合を 含む。） の規定によ り指定を 取り消し、 又は試験 事務

第七 十五条の 十一第一 項（第八 十三条の三 及び第八十 五条の三 において 準用する 場合を含む 。）の規定 による取 消しをし たとき。

第七十 五条の十 （第八十三 条の三及び 第八十五 条の三に おいて準 用する場合 を含む。） の許可を したとき 。

若しくは コンサル タント試験 事務の全部 若しくは 一部若し くは登録 事務の停止 を命じたと き。

第七十五 条の十二 第一項（第 八十三条の 三及び第 八十五条 の三にお いて準用す る場合を含 む。以下 この号に おいて同 じ。）の規定 により都 道

一

第七 十七条第三 項におい て準用す る第四十 七条の二又 は第四十九 条の規定 による届 出があつ たとき。

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 による登 録をしたと き。

十

府県労働局 長若しく は厚生労働 大臣が試 験事務若し くはコン サルタン ト試験事務 の全部若 しくは一部 若しくは 登録事務 を自ら行う ものとす ると

き、又 は同項の規 定により 都道府県 労働局長 若しくは厚 生労働大臣 が自ら行 つていた 試験事務 若しくはコ ンサルタン ト試験事 務の全部 若しくは
一 部若しく は登録事務 を行わない ものとす るとき。

二

第七十七 条第三項に おいて準用 する第五 十三条の 規定によ り登録を取り 消し、又 は技能講 習若しく は教習の 業務の全部若 しくは一 部の停止 を

都道府 県労働局 長は、次 の場合に は、厚生労 働省令で定 めるとこ ろにより 、その旨 を公示しな ければなら ない。

三
命 じたとき 。

製 造時等検 査、性能 検査、個 別検定又は 型式検定の 業務（以 下この条 において 「特定業務 」という。 ）に従事 する登録 製造時等 検

ろ

前三項の場 合におい て、犯人が 収受した 賄賂は、 没収する。 その全部 又は一部を 没収する ことがで きないとき は、その 価額を追徴 する。

ろ

つたこと に関して 、賄賂を 収受し、要 求し、又 は約束した ときは、 五年以下 の懲役に処 する。

ろ

特定業務 に従事す る特定機関 の役員又は 職員であ つた者が 、その在 職中に請託 を受けて、 職務上不 正の行為 をしたこ と又は相当 の行為をし なか

束し たときは、役 員又は職 員になつ た場合に おいて、 五年以下の懲 役に処す る。

特定業務 に従事す る特定機 関の役員 又は職員 になろうとす る者が、 就任後担 当すべき 職務に関し 、請託を受 けて賄賂 を収受し 、要求し 、又は約

とき は、七年 以下の懲 役に処する 。

に関して 、賄賂を 収受し、要 求し、又 は約束し たときは、 五年以下 の懲役に処 する。こ れによつ て不正の行 為をし、 又は相当の 行為をし なかつた

ろ

査 機関、登録 性能検査 機関、登録 個別検定 機関又は 登録型式検 定機関（ 以下この条 において 「特定機 関」という 。）の役 員又は職員 が、その 職務

第百十五 条の二

２
３
４

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 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（第 八十三条の 三及び第 八

第百十五条 の四
第百十 七条

第五十 三条（第 五十三条 の三から 第五十四条 の二まで及 び第七十 七条第三 項におい て準用する 場合を含む 。）、第 五十四条 の六第二 項

十 五条の三 において 準用する 場合を含む。 ）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 は百万円 以下の罰金 に処する。
第百十八 条

又 は第七十五 条の十一 第二項（第 八十三条 の三及び 第八十五条 の三にお いて準用す る場合を 含む。） の規定によ る業務の 停止の命令 に違反し たと
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き は、その 違反行為 をした登録 製造時等検 査機関等 の役員又 は職員は 、一年以下 の懲役又は 百万円以 下の罰金 に処する 。
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。

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

第百十九 条
一

、第三十 三条第一 項若しくは 第二項、第 三十四条 、第三十 五条、第 三十八条第 一項、第四 十条第一 項、第四 十二条、 第四十三条、 第四十四 条第

六項、 第四十四 条の二第 七項、第 五十六条第 三項若しく は第四項 、第五十 七条の三 第五項、第 五十七条の 四第五項 、第五十 九条第三項 、第六十

一条第一項 、第六十 五条第一項 、第六十 五条の四、 第六十八 条、第八 十九条第五 項（第八 十九条の二 第二項に おいて準 用する場合 を含む。 ）、

第四十 三条の二、 第五十六条 第五項、 第八十八 条第七項 、第九十八 条第一項又 は第九十 九条第一 項の規定 による命令 に違反した 者

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 十七条第 一項の規 定による表 示をせず 、若しくは 虚偽の表 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
第六 十一条第四 項の規定 に基づく 厚生労働 省令に違反 した者

交付 した者

三
四

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。

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

第百二 十条
一

条第一項 、第十七 条第一項 、第十八 条第一項、 第二十五条 の二第二 項（第三 十条の三 第五項にお いて準用す る場合を 含む。） 、第二十 六条、第

三 十条第一項 若しくは第 四項、第 三十条の 二第一項 若しくは第 四項、第三 十二条第 一項から 第六項ま で、第三十 三条第三項 、第四十 条第二項 、

第四十四 条第五項 、第四十四 条の二第六 項、第四 十五条第 一項若し くは第二項 、第五十七 条の三第 一項、第 五十九条 第一項（同 条第二項に おい

て準用 する場合 を含む。 ）、第六 十一条第二 項、第六十 六条第一 項から第 三項まで 、第六十六 条の三、第 六十六条 の六、第 八十七条 第六項、第

八十八条第 一項（同 条第二項に おいて準 用する場 合を含む。 ）若しく は第三項か ら第五項 まで、第百 一条第一 項又は第 百三条第一 項の規定 に違
反した 者

第十一 条第二項（ 第十二条第 二項及び 第十五条 の二第二 項において 準用する場 合を含む 。）、第 五十七条 の四第一項 、第六十五 条第五項 、第
第四十四 条第四項 又は第四十 四条の二 第五項の規 定による 表示をせ ず、又は虚 偽の表示 をした者

二
三

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、第二 項若しく は第四項の 規定による 立入り、 検査、作 業環境測

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
四

第百条 第一項又 は第三項 の規定による 報告をせ ず、若し くは虚偽 の報告を し、又は出頭 しなかつ た者

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

第百 三条第三 項の規定 による帳 簿の備付け 若しくは保 存をせず 、又は同 項の帳簿 に虚偽の記 載をした者

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 た登録製造 時等検査 機関等の 役員又は 職員は、五 十万円以下 の罰金に 処す

六

第百 二十一条
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第四 十九条（ 第五十三 条の三か ら第五十四 条の二まで 及び第七 十七条第 三項にお いて準用す る場合を含 む。）の 規定によ る届出を せず、又は

第九十 六条第三 項の規定 による立 入り若しくは 検査を拒 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

試験事 務の全部 又は登録 事務を廃 止したとき 。

第七 十五条の 十（第八十 三条の三 及び第八 十五条の三 において 準用する場 合を含む 。）の許 可を受けな いで試験 事務若しく はコンサ ルタント

虚 偽の届出を したとき。

る。
一
二
三
第百条 第二項の規 定による報 告をせず 、若しく は虚偽の 報告をした とき。

たとき 。
四

第百 三条第二 項の規定 による帳簿 の備付け 若しくは保 存をせず 、又は同 項の帳簿に 虚偽の記 載をしたと き。

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 、その法 人又は人 の業務に関 して、第 百十六条、 第百十七 条、

五
第百 二十二条

次の各号 のいずれかに 該当する 者は、二 十万円以 下の過料に 処する。

第百十九 条又は第百 二十条の 違反行為 をしたと きは、行為 者を罰する ほか、そ の法人又 は人に対 しても、各 本条の罰金 刑を科す る。

則

研究 所が第九 十六条の三 の規定に よる命令 に違反した 場合にお けるその違 反行為を した研究 所の役員

条 の三から第 五十四条の 二まで及 び第七十 七条第三 項において 準用する場 合を含む 。）の規 定による 請求を拒ん だ者

等を備え て置かず 、財務諸 表等に記 載すべき事 項を記載せ ず、若し くは虚偽 の記載を し、又は正 当な理由が ないのに 第五十条 第二項（ 第五十三

第五十 条第一項 （第五十 三条の三から 第五十四 条の二ま で及び第 七十七条第 三項におい て準用す る場合を 含む。） の規定に違 反して財務 諸表

第百二 十三条
一

二
附

この法律 の施行の際 現に第五 十六条第 一項の物 を製造して いる者につ いては、 この法律 の施行の 日から起算 して三月間 は、同項 の規定は 、

（第五十六 条第一項 の物の製 造に関す る経過措置 ）
第二条

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。

この法 律の施行 前にこの法 律による 改正前の 労働基準法 又は労働 災害防止団 体等に関 する法律 （昭和三十 九年法律 第百十八号 ）（これ らに

（処分等 の効力の 引き継ぎ ）
第三 条

基づく命 令を含む。 ）の規定 によりさ れた処分 、手続その 他の行為は 、この法 律（これ に基づく 命令を含む 。）の相当 規定によ りされた 処分、手
続そ の他の行 為とみなす 。
労働基準法 の一部を 次のよう に改正す る。

（ 労働基準 法の一部 改正）
第四条

第 四十二条か ら第五十五 条までを 次のよう に改める 。
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第 四十二条
削除

労働者 の安全及び 衛生に関し ては、労 働安全衛 生法（昭 和四十七年 法律第五十 七号）の 定めると ころによ る。

第四十三 条から第 五十五条 まで
第 五十五条の 二を削る。
第六十三 条第一項 を次のよう に改める。

使用者 は、満十 八才に満 たない者 又は女子に、 運転中の 機械若し くは動力 伝導装置 の危険な部分 の掃除、 注油、検 査若しく は修繕をさ せ、運

転中の機械 若しくは 動力伝導装 置にベル ト若しくは ロープの 取付け若 しくは取り はずしを させ、動力 によるク レーンの 運転をさせ 、その他 命令
で定め る危険な業 務につか せ、又は 命令で定 める重量物 を取り扱う 業務につ かせては ならない 。
第 七十条中 「第四十九 条及び」を 削り、「 並びに」 を「及び 」に改める 。
第十章中 第九十六 条の次に 次の二条を 加える。

使 用者は、 常時十人 以上の労 働者を就業 させる事業 、命令で 定める危 険な事業 又は衛生上 有害な事業 の附属寄 宿舎を設 置し、移

（監 督上の行政 措置）
第九十六 条の二

転し、 又は変更 しようと する場合に おいては 、前条の規 定に基づ いて発する 命令で定 める危害 防止等に関 する基準 に従い定め た計画を 、工事着
手 十四日前 までに、 行政官庁に 届け出なけ ればなら ない。

労働 者を就業さ せる事業 の附属寄 宿舎が、安 全及び衛 生に関し定 められた 基準に反 する場合に おいては 、行政官庁 は、使用 者に

行政官庁 は、労働 者の安全及 び衛生に 必要であ ると認める 場合にお いては、工 事の着手 を差し止 め、又は計 画の変更 を命ずるこ とができ る。
第 九十六条の 三

対して、 その全部 又は一部の 使用の停止 、変更そ の他必要 な事項を 命ずること ができる。

前項の 場合にお いて行政 官庁は、 使用者に命 じた事項に ついて必 要な事項 を労働者 に命ずること ができる 。
第百条第四 項中「、 認可」を削 る。
第百条 の二第三項 中「第百 一条第一 項及び第 四項並びに 」を「第百 一条及び 」に改め る。
第 百一条第 四項中「前 三項」を「 前項」に 改め、同 条第二項 及び第三項 を削る。

第百三条 中「建設 物、寄宿 舎その他の 附属建設物 、設備、 原料又は 材料」を 「附属寄宿 舎」に、「 第五十五 条」を「 第九十六 条の三」に 改める。
第百 十八条第一 項中「、 第四十八 条」を削 る。

第百十九 条第一号中 「、第四十 二条、第 四十三条 、第四十 六条、第四 十七条、第 四十九条 、第五十 一条」を 削り、同条 第二号中「 第五十四 条第

二項 又は第五 十五条第一 項」を「第 九十六条 の二第二 項又は第 九十六条の 三第一項」 に改め、 同条第四 号中「第 四十九条及び 」を削る 。

第 百二十条 第一号中 「、第四十 四条、第五 十条、第 五十二条 第一項乃 至第三項、 第五十三条 第一項、 第五十四 条第一項 」を削り、 「又は第百 五

条」を「 、第九十 六条の二 第一項、 第百五条」 に、「乃至 第百九条 」を「又 は第百六 条乃至第百 九条」に改 め、同条 中第二号 を削り、 第三号を第
二 号とし、同 号の次に 次の一号を 加える。
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三

第九十 二条第二 項又は第九 十六条の三 第二項の 規定によ る命令に 違反した者

第百二十 条第四号 中「、検 診若しく は収去」を 削る。
国 会職員法 （昭和二 十二年法律 第八十五 号）の一部 を次のよ うに改正 する。

（ 国会職員法 の一部改 正）
第五条

第四十 五条第一 項中「労 働災害防 止団体等に 関する法律 （昭和三 十九年法 律第百十 八号）」を 「労働安全 衛生法（ 昭和四十 七年法律第 五十七号

）」に改め 、同条第 二項中「 労働基準 法及びこれ」 を「労働 基準法及 び労働安 全衛生法 並びにこれら 」に改め る。
国家 公務員法 （昭和二十 二年法律第 百二十号 ）の一部 を次のよ うに改正す る。

（国 家公務員法の 一部改正 ）
第六 条

附則第十 六条中「 労働災害 防止団体等 に関する法 律（昭和 三十九年 法律第百 十八号）」 を「労働安 全衛生法 （昭和四 十七年法 律第五十七 号）」
に改 める。

私的独 占の禁止 及び公正取引 の確保に 関する法 律の適用 除外等に関 する法律（ 昭和二十 二年法律 第百三十 八号）の一 部を次のよ うに改正 す

（私的独 占の禁止及 び公正取 引の確保 に関する 法律の適用 除外等に関 する法律 の一部改 正）
第七条
る。
第二条第 二号ラ中 「労働災 害防止団 体等に関す る法律」を 「労働災 害防止団 体法」に 改める。
少 年院法（ 昭和二十 三年法律第 百六十九 号）の一部 を次のよ うに改正 する。

（ 少年院法の 一部改正 ）
第八条

第十三 条第四項 中「（昭 和二十二 年法律第四 十九号）」 の下に「 及び労働 安全衛生 法（昭和四 十七年法律 第五十七 号）」を 加える。
労働省設 置法の一部 を次のよ うに改正 する。

（労働省設 置法の一 部改正）
第九条

第 四条第二 十号中「、 認可」を削 り、同条 中第二十 一号から 第二十五号 までを削り 、第二十 六号を第 二十一号 とし、第二 十七号から 第二十九 号
二十 五

労働安全衛 生法に基づ いて、特 に危険な 作業を必 要とする機 械等の製造 の許可及 び検査、 機械等の 検定並びに 有害物の製 造の許可 を行

労働安 全衛生法 （昭和四 十七年法 律第五十七 号）に基づ いて、労 働災害防 止計画を 策定するこ と。

までを五 号ずつ繰 り上げ、 第三十号の 前に次の 七号を加え る。
二十六

労働 安全衛生法 に基づい て、免許 に係る試 験を実施し 、及び免許 を与える こと。

労 働安全衛 生法に基づ いて、検査 代行機関 、検定代 行機関及 び指定教習 機関を指定 し、並び にこれら に対し、 認可その他 監督を行な う

なうこ と。
二 十七
こと。
二 十八
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二 十九

労働 安全衛生 法に基づ いて、労働 者の安全及 び衛生に 必要があ ると認め る場合にお いて、作業 の開始の 差止め、 又は計画 の変更を

労 働安全衛 生法に基づ いて、労働 安全コン サルタン ト又は労 働衛生コン サルタント の試験及 び登録を 行なうこ と。

二十九の 二

労働 安全衛生法 に基づいて 、事業者 が危害防 止のため の措置に違 反した場合 等におい て、作業 の停止、 建設物等の使 用の停止 その

命ず ること。
二十九の 三
他必要 な事項を 命ずるこ と。

第四条第三 十二号の 七を削り、 同条第三 十二号の八 中「労働 災害防止 団体等に関 する法律 」を「労働 災害防止 団体法（ 昭和三十九 年法律第 百十

八号 ）」に改め、 同条中同 号を第三 十二号の 七とし、第 三十二号の 九を削り 、第三十 二号の十 を第三十二 号の八とし 、第三十 二号の十 一を第三 十
二 号の九と し、第三十 二号の十二 を第三十 二号の十 とする。

第八条第 一項第八 号中「労 働福祉事業 団」の下に 「、検査 代行機関 、検定代 行機関」を 加え、同項 第十四号 中「労働 基準法」 の下に「、 労働安
全衛 生法」を 加え、「 労働災害防 止団体等 に関する法 律」を「 労働災害 防止団体法 」に改め る。

第八条第 二項中「中 央労働災害 防止協会 」を「検 査代行機 関、検定代 行機関、中 央労働災 害防止協 会」に、 「じん肺法 」を「労働 安全衛生 法、
じん 肺法」に 、「労働災 害防止団体 等に関す る法律」 を「労働 災害防止団体 法」に改 める。

第 十三条第 一項の表 中央労働基 準審議会の 項中「労 働基準法 」の下に 「及び労働 安全衛生法 」を加え 、「労働 災害防止 団体等に関 する法律」 を
「労働災 害防止団 体法」に 改める。

第 十五条第一 項中「労働 者災害補 償保険法 」を「労 働安全衛生 法（これに 基づく命 令を含む 。）、労 働者災害補 償保険法」 に改め、 「、労働 災
害防止団 体等に関 する法律（ これに基 づく命令 を含む。） 」を削る 。
第十六 条第一項 の表地方 労働基準 審議会の項 中「労働基 準法」の 下に「及 び労働安 全衛生法」 を加える。

第十七条第 一項中「 労働者災害 補償保険 法」を「 労働安全衛 生法（こ れに基づく 命令を含 む。）、労 働者災害 補償保険 法」に改め 、「、労 働災
害防 止団体等に関 する法律 （これに 基づく命 令を含む 。）」を削る 。
更 生緊急保 護法（昭 和二十五 年法律第二 百三号）の 一部を次 のように 改正する 。

（ 更生緊急 保護法の一 部改正）
第十条

第五 条第三項中 「及びこ れ」を「 及び労働 安全衛生法 （昭和四十 七年法律 第五十七 号）並び にこれら」 に改める。
第十六条 中「及びこ れ」を「及 び労働安 全衛生法 並びにこ れら」に改 める。
地 方税法（ 昭和二十 五年法律第 二百二十六 号）の一 部を次の ように改 正する。

（地 方税法の 一部改正）
第十 一条

第三百四 十八条第 二項第十 九号の二 中「労働災 害防止団体 等に関す る法律」 を「労働 災害防止団 体法」に改 める。
（ 地方公務員 法の一部 改正）
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第十 二条

地 方公務員 法（昭和 二十五年法 律第二百六 十一号） の一部を 次のよう に改正する 。

第五十八 条第二項 中「労働 災害防止 団体等に関 する法律（ 昭和三十 九年法律 第百十八 号）及び」 を「労働安 全衛生法 （昭和四 十七年法 律第五十

七 号）第二章 並びに」 に、「並び にこれら 」を「及 びこれ」に 改め、同 条第三項中 「第百二 条の規定 」の下に「 、労働安 全衛生法第 九十二条 の規
定」を加 え、同条 第四項中「 労働基準 法及び」 を「労働基 準法、労 働安全衛生 法及び」 に改める 。
結 核予防法 （昭和二 十六年法 律第九十六 号）の一部 を次のよ うに改正 する。

（結 核予防法 の一部改 正）
第十三条

第四条 第一項中「 労働基準 法（昭和 二十二年 法律第四十 九号）第八 条に規定 する事業 又は事務 所であつて 、政令で定 めるもの （以下「 事業」と

い う。）の 使用者（同 法第十条に 規定する 者をいう 。以下同 じ。）」を 「労働安全 衛生法（ 昭和四十 七年法律 第五十七号 ）の適用事 業（同法 第二

条第三号 に規定す る事業者 （以下「事 業者」と いう。）の 行なう事 業をいう 。以下同じ 。）のう ち、政令で 定める事 業（以下 「事業」と いう。）

の事 業者」に 改め、同 条第二項中 「使用者 」を「事業 者」に改 め、同条 第四項中「 労働基準 法」を「労 働安全衛 生法」に 、「使用者 」を「事 業者
」に改め る。
第七条 第一項及 び第十六 条第一項中 「使用者 」を「事業 者」に改 める。
第 二十八条 第三項中 「労働基準 法の適用を 受ける事 業」を「 労働安全 衛生法の適 用事業」に 改める。
第五十一 条第一号 及び第三 号並びに 第五十二条 第一号及び 第三号中 「使用者 」を「事 業者」に改 める。
一

第 十三条第 一項又は 第二項の 規定による ツベルクリ ン反応検 査及び定 期の予防 接種に要す る費用

第四 条第一項 の規定によ る定期の健 康診断に 要する費 用

第 五十四条中 「事業主」 を「事業 者」に改 め、同条 各号を次の ように改め る。
二

第五十七条 第二号中 「使用者」 を「事業 者」に改 める。
第六十 五条第一項 中「使用 者」及び 「事業主 」を「事業 者」に改め る。

第 六十六条 第一項中「 労働基準法 の適用を 受ける事 業の使用 者」を「労 働安全衛生 法の適用 事業の事 業者」に 改め、同条 第四項中「 労働基準 法
の適用を 受ける事 業」を「 労働安全衛 生法の適 用事業」に 改める。
自衛隊法 （昭和二十 九年法律 第百六十 五号）の一 部を次の ように改正 する。

（自 衛隊法の 一部改正 ）
第十四条

第百八 条中「労 働災害防 止団体等に 関する法 律（昭和三 十九年法 律第百十 八号）及び 」を削り 、「（昭和 四十二年 法律第六十 一号）」 の下に「
及 び労働安 全衛生法 （昭和四 十七年法律第 五十七号 ）」を加 える。
労 働福祉事業 団法（昭和 三十二年 法律第百 二十六号 ）の一部を 次のように 改正する 。

（労働福 祉事業団 法の一部 改正）
第十 五条
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目 次中「第 十九条・ 第二十条」 を「第十九 条―第二 十条」に 、「第三 十九条・第 四十条」を 「第三十 九条―第 四十一条 」に改める 。

第一条中 「能率的 に行うこ とにより 」を「能率 的に行なう とともに 、労働災 害の防止 に資するた め必要な資 金の融通 を行なう ことによ り」に改
め る。

事 業者又は 政令で定 める者が 労働災害の 防止及び労 働者の健 康の保持 のため必 要とする政 令で定める 資金の貸 付けを行 なうこと。

第十九条 第一項第 二号中「前 号」を「前 二号」に 改め、同 号を同項 第三号とし 、同項第一 号の次に 次の一号 を加える 。
二
第十九条の 次に次の 一条を加え る。
（金融 機関に対す る業務の 委託等）

事業団 は、労働大 臣の認可 を受けて 、金融機 関に対して 、前条第一 項第二号 に掲げる 業務の一 部を委託す ることがで きる。

第一 項の規定に より業務 の委託を 受けた金 融機関（第 三十三条及 び第三十 九条にお いて「受 託金融機関 」という。 ）の役員 又は職員 であつて

がで きる。

前項 の規定に よる労働 大臣の認可 があつた 場合におい ては、金 融機関は 、他の法律 の規定に かかわらず 、当該認 可に係る 業務を受託 すること

第 十九条の 二
２
３

当該委 託業務に 従事する ものは、刑 法その他 の罰則の適 用につい ては、法令 により公 務に従事 する職員と みなす。
第 二十六条 を次のよ うに改める 。

事業団は 、労働大臣 の認可を 受けて、 長期借入金 若しくは 短期借入金 をし、又 は労働福 祉債券（以 下この条 において「 債券」と いう。

（借入金 及び労働 福祉債券 ）
第 二十六条
）を発行 すること ができる。

前項の規 定による 短期借入金 は、当該事 業年度内 に償還し なければ ならない。 ただし、資 金の不足 のため償 還するこ とができな い金額に限 り

４

３

前項 の先取特 権の順位 は、民法の 規定によ る一般の先 取特権に 次ぐもの とする。

債券の 債権者は、 事業団の財 産につい て他の債 権者に先 だつて自己 の債権の弁 済を受け る権利を 有する。

前項ただし書 の規定に より借り 換えた短 期借入金 は、一年以内 に償還し なければ ならない 。

２

５

事業団は 、労働大 臣の認可を 受けて、 債券の発行 に関する 事務の全 部又は一部 を銀行又 は信託会社 に委託す ることが できる。

、労働大臣 の認可を 受けて、こ れを借り 換えるこ とができる 。

６

商法 （明治三十 二年法律 第四十八 号）第三 百九条から 第三百十一 条まで（ 受託会社 の権限及 び義務）の 規定は、前 項の規定 により委 託を受け
第一項 及び第四 項から前 項までに定め るものの ほか、債 券に関し 必要な事 項は、政令で 定める。

た銀行 又は信託 会社につ いて準用す る。

７
８

第二十七 条中「第 十九条第 一項第一 号」の下に 「及び第二 号」を、 「費用」 の下に「 （同号に掲 げる業務を 行なうた め必要な 貸付資金 を除く。
） 」を加える 。
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国債 、地方債 その他労 働大臣の 指定する有 価証券の取 得

第 二十八条 第一号を 次のように 改める。
一

第 三十三条第 一項中「事 業団」の 下に「若 しくは受 託金融機関 」を加え、 同項に次 のただし 書を加え る。
ただし、 受託金融 機関に対し ては、当該 委託業務 の範囲内 に限る。

第三十 七条第一 号中「第 四条第二 項」の下に 「、第十九 条の二第 一項」を 、「第二 十六条第一 項」の下に 「、第二 項ただし 書若しくは 第六項」
を加え、同 条第四号 中「第二 十八条第 二号」を「第 二十八条 第一号又 は第二号 」に改め る。
第四十 条を第四十 一条とす る。

第三 十三条第 一項の規定 による報 告をせず、 若しくは 虚偽の報 告をし、又 は同項の 規定による 検査を拒 み、妨げ 、若しくは 忌避した

第 三十九条 第六号を削 り、同条を 第四十条 とし、第 七章中同 条の前に次 の一条を加 える。
第三十九 条

場合 には、その 違反行為 をした事 業団又は 受託金融機 関の役員又 は職員は 、三万円 以下の罰 金に処する 。

放射 性同位元 素等による放 射線障害 の防止に 関する法 律（昭和三 十二年法律 第百六十 七号）の 一部を次 のように改 正する。

（放射性 同位元素等 による放 射線障害 の防止に 関する法律 の一部改正 ）
第十六 条

第 四十八条 の見出し 中「労働基 準法」を「 労働安全 衛生法」 に改め、 同条第一項 中「労働基 準法（昭 和二十二 年法律第 四十九号） 」を「労働 安
全衛生法 （昭和四 十七年法 律第五十 七号）」に 改める。
じん肺法 （昭和三 十五年法律 第三十号 ）の一部を 次のよう に改正す る。

（ じん肺法の 一部改正 ）
第十七条

第二条 第一項第 四号中「 労働基準 法第十条に 規定する使 用者」を 「労働安 全衛生法 （昭和四十 七年法律第 五十七号 ）第二条 第三号に 規定する事
業者」に改 める。
第五条 及び第六条 中「労働 基準法」 を「労働 安全衛生法 」に改める 。
第 七条ただ し書中「労 働基準法第 五十二条 第一項」 を「労働 安全衛生法 第六十六条 第一項」 に改める 。

第九条第 一号及び 第二号中 「労働基準 法第五十二 条第一項 」を「労 働安全衛 生法第六十 六条第一項 又は第二 項」に改 める。

第十 条の見出し 中「労働 基準法」 を「労働 安全衛生法 」に改め、 同条中「 労働基準 法第五十 二条第一項 」を「労働 安全衛生 法第六十 六条第一 項
又は第二 項」に改め る。

第十二 条第二項 中「労働 基準法第五 十二条第 一項」を「 労働安全 衛生法第 六十六条第 一項又は 第二項」に 改める。

第 十三条第 二項中「 労働基準法 第五十二条 第一項」 を「労働 安全衛生 法第六十六 条第一項若 しくは第 二項」に 改める。

第四十六 条中「前 条の違反 行為をし た者が、法 人又は人の ために行 為した」 を削り、 「であると きは」を「 が、その 法人又は 人の業務 に関して
、 前条の違反 行為をし たときは、 行為者を 罰するほ か」に改め る。
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労働災害 防止団体 等に関す る法律の 一部を次の ように改正 する。

（ 労働災害 防止団体 等に関する 法律の一部 改正）
第十八条
題 名を次のよ うに改める 。
労働災 害防止団体 法
目次を 次のよう に改める 。
目次

通則（第 八条―第十 条）

総則（第 一条―第 七条）

第一節
中央労 働災害防 止協会（ 第十一条 ―第三十五 条）

第一章

第二 節
労働災害防 止協会（第 三十六条 ―第五十 条）

労 働災害防止 団体

第三節
監督（ 第五十一 条―第五十三 条）

第 二章

第四節
雑則（第 五十七条 ・第五十 八条）

補則 （第五十 四条―第 五十六条）

第三章
罰則 （第五十九 条―第六 十三条）

第五 節
第 四章
附則
第一条 及び第二 条を次の ように改 める。

この法律 は、労働 災害の防 止を目的 とする事 業主の団体に よる自主 的な活動 を促進す るための措 置を講じ、 もつて労 働災害の 防止に寄 与

（目的）
第一 条
す ることを 目的とする 。
（定義）

この 法律にお いて「労働 災害」と は、労働安 全衛生法 （昭和四 十七年法律 第五十七 号）第二条 第一号に 規定する 労働災害を いう。

労働災害 防止計画」 を削る。

この 法律におい て「指定 業種」と は、労働 大臣が、労 働災害の発 生率その 他の事情 を考慮し 、中央労働 基準審議会 の意見を きいて指 定する業

第二 条
２
種をい う。
「 第二章

削除

第三条か ら第七条 までを次 のように 改める。
第 三条から第 七条まで
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第 十一条第 三項中「 基本計画及 び実施計画 」を「労 働安全衛 生法に基 づいて策定 された労働 災害防止 計画」に 改め、同 項を同条第 四項とし、 同

中央協会 は、前項 の業務のほ か、国か らの委託 を受けて、 安全衛生 教育に従事 する指導 員の養成 及び資質の 向上を図 るための業 務を行な うこ

条第二項 中「前項 第三号」 を「第一 項第三号」 に改め、同 項を同条 第三項と し、同条 第一項の次 に次の一項 を加える 。
２
とができ る。
第三十 六条第四 項中「第 十一条第 三項」を「 第十一条第 四項」に 改める。
第三章を第 二章とす る。
第四章 を削る。

第 六十八条 第一項中「 第二条第四 号」を「 第二条第 二項」に 改め、同条 第二項を削 り、同条 第三項中 「第三章 」を「第二 章」に改め 、同項を 同
条第二項 とし、第 五章中同 条を第五十 七条とす る。

第六 十九条第一 項中「第 三章の規 定」を「 この法律」 に改め、同 条第二項 中「第三 章」を「 第二章」に 改め、「及 び第四章 」を削り 、「鉱山 保
安法」の 下に「（昭 和二十四 年法律第 七十号） 」を加え、 同条を第五 十八条と する。
第五章 を第三章 とする。

第 七十条中 「次の各 号のいずれ かに該当す る者」を 「第五十 六条の規 定に違反し た者」に改 め、同条 各号を削 り、第六 章中同条を 第五十九条 と
する。

第 七十一条中 「次の各号 のいずれ かに該当 する者」 を「第五十 二条第一項 の規定に より報告 を命ぜら れて、報告 せず、若し くは虚偽 の報告を し

、又は同 項の規定 による立入 検査を拒 み、妨げ 、若しくは 忌避した 者」に改め 、同条各 号を削り 、同条を第 六十条と する。
第七十 二条中「 第七十条 第二号若 しくは第三 号又は」を 削り、同 条を第六 十一条と する。
第七十三条 を第六十 二条とし、 第七十四 条を第六 十三条とす る。
第六章 を第四章と する。
所得税法 （昭和四 十年法律 第三十三号 ）の一部を 次のよう に改正す る。

（ 所得税法 の一部改正 ）
第十九条

別表 第一第一号 中央労働 災害防止 協会の項 及び労働災 害防止協会 の項中「 労働災害 防止団体 等に関する 法律」を「 労働災害 防止団体 法」に改 め
る。
法 人税法（ 昭和四十 年法律第三 十四号）の 一部を次 のように 改正する 。

（法 人税法の 一部改正）
第二 十条

別表第二 第一号中 央労働災 害防止協 会の項及び 労働災害防 止協会の 項中「労 働災害防 止団体等に 関する法律 」を「労 働災害防 止団体法 」に改め
る。
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炭鉱災 害による 一酸化炭 素中毒症 に関する特 別措置法（ 昭和四十 二年法律 第九十二 号）の一部 を次のよう に改正す る。

（ 炭鉱災害 による一 酸化炭素中 毒症に関す る特別措 置法の一 部改正）
第二十一 条

第 二条第三号 中「労働基 準法（昭 和二十二 年法律第 四十九号） 第十条に規 定する使 用者」を 「労働安 全衛生法（ 昭和四十七 年法律第 五十七号 ）

第二条第 三号に規 定する事業 者」に改 め、同条 第四号中「 労働基準 法」の下に 「（昭和 二十二年 法律第四十 九号）」 を加える。
第三条 中「労働 基準法」 を「労働 安全衛生法 」に改める 。

第五条第五 項中「労 働基準法第 五十二条 第一項」を 「労働安 全衛生法 第六十六条 第一項又 は第二項」 に改める 。

土砂等を 運搬する大 型自動車に よる交通 事故の防 止等に関 する特別措 置法（昭和 四十二年 法律第百 三十一号 ）の一部を 次のように 改正

（土 砂等を運搬す る大型自 動車によ る交通事 故の防止等 に関する特 別措置法 の一部改 正）
第二 十二条
する。

第八 条第一項中 「同法第 五十一条 」を「労 働安全衛生 法（昭和四 十七年法 律第五十 七号）第 六十八条」 に改める。
社 会保険労 務士法（昭和 四十三年 法律第八 十九号） の一部を次 のように改 正する。

（社会保 険労務士法 の一部改 正）
第二十 三条
労働 基準法及 び労働安 全衛生法

第 九条第一 号を次の ように改め る。
一

別 表第一第十 六号中「労 働災害防 止団体等 に関する 法律」を「 労働災害防 止団体法 」に改め る。
労働 安全衛生 法（昭和 四十七年法 律第五十七 号）

別表第一 第二十号 の五の次に 次の一号を 加える。
二十の 六

主 務大 臣が、労働基 準法及び労 働安全衛生法 についてこ の欄の前二項に 掲げる者と同 等以上の知 識を有すると

て 十年以上 になる者

国 家公務員 として労働 基準法、 労働者災 害補償保険 法又は労 働安全衛生 法の施行 事務に従 事した期間 が通算し

司法 試験第二次 試験に合格 した者で 労働法を 選択した もの

別表第二中 労働基準 法の項を次 のように 改める。

労働基準法 及び労働 安全衛
生法

認める 者
職業訓練 法の一部 を次のよ うに改正 する。

（職 業訓練法の 一部改正 ）
第二十四条

第二十 四条第二 項中「命令 」の下に 「又は労 働安全衛生 法（昭和 四十七年法 律第五十 七号）第 六十一条第 四項の規 定に基づく 労働省令 」を加え
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る。
この附則に 定めるもの のほか、 この法律 の施行に 関して必要 な経過措置 は、政令 で定める 。

（政令へ の委任）
第二 十五条

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 の例による 。

（罰則に 関する経 過措置）
第二十 六条

六

五

四

三

二

一

クレー ン又は移 動式クレ ーンの過負荷 防止装置

防爆構造 電気機械器 具

プレ ス機械又は シャーの 安全装置

小型圧力 容器（第 一種圧力容 器のうち 政令で定め るものを いう。次 表において 同じ。）

小型 ボイラー

第二種 圧力容器（ 第一種圧力 容器以外 の圧力容 器であつ て政令で定 めるものを いう。次 表におい て同じ。 ）

ゴム、ゴム化 合物又は 合成樹脂 を練るロ ール機及び その急停止 装置

別表第二（第 四十二条 関係）

七
防じ んマスク

動力に より駆動 されるプレ ス機械

八

十一

交流 アーク溶 接機用自 動電撃防 止装置

防毒マス ク

十二
絶縁用保護 具

九

十三
絶縁 用防具

木材 加工用丸 のこ盤及び その反発 予防装置 又は歯の接 触予防装 置

十四
保 護帽

十

十五

四

三

二

一

防じんマ スク

クレ ーン又は 移動式ク レーンの 過負荷防止 装置

防爆構 造電気機 械器具

プレス機 械又はシャ ーの安全装 置

ゴム 、ゴム化合 物又は合 成樹脂を 練るロー ル機の急停 止装置のう ち電気的 制動方式 以外の制 動方式のも の

別表 第四（第四 十四条の 二関係）

五
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九

八

七

六

交流 アーク溶 接機用自動 電撃防止 装置

動力によ り駆動さ れるプレス 機械のう ちスライ ドによる危 険を防止 するための 機構を有 するもの

木材 加工用丸 のこ盤の 歯の接触 予防装置の うち可動式 のもの

防毒マ スク

絶縁 用防具

絶縁用保 護具

十一
保護帽

十
十二

別表第四 第二号に掲 げる機械 等

別表 第四第一号 に掲げる 機械等

機械等

耐電圧試 験装置、 電気計測器 、恒温槽、 温度試験 装置、鋼 球落下試 験装置、耐 水試験装置 、衝撃試 験機、

作動 試験用機 械、硬さ 試験機、オ シロスコ ープ、赤外 線暗視装 置、絶縁 抵抗計及び 耐電圧試 験装置

絶縁抵 抗計、耐電 圧試験装置 、回転速 度計及び 材料試験 機

機 械器具その 他の設備

別表 第十四（ 第五十四 条の二関係 ）

別表 第四第三号 に掲げる 機械等

保護 等級試験 装置、爆 発試験装 置、ガス濃 度計測器、 水圧試験 装置、拘 束試験装 置、気密試 験装置、内 圧
別 表第四第四 号に掲げる 機械等

材料 試験機、 ガス濃度 計測器、 通気抵抗試 験装置、粉 じん捕集 効率測定 装置、死 積試験装置 及び排気弁 気

材料試 験機、耐 水試験装置 、衝撃試験 機及び振 動試験装 置

試験装置 、火花点 火試験装置 、発火試 験装置及 び防じん試 験装置
別表第四 第五号に 掲げる機械 等

密試験 装置

材料 試験機、 ガス濃度計 測器、通 気抵抗試 験装置、粉 じん捕集効 率測定装 置、死積 試験装置 、排気弁気 密
作動試 験用機械 及び硬さ 試験機

別表第四第 六号に掲 げる機械 等
別 表第四第 七号に掲げ る機械等

オ シロスコー プ、赤外 線暗視装 置、絶縁 抵抗計、耐 電圧試験装 置、回転 速度計、 材料試験 機、急停止 時間

試験装 置、除毒能 力試験装置 、面体気 密試験装 置及び吸 収缶気密試 験装置
別表第四 第八号に 掲げる機 械等

作動 試験用機 械、絶縁 抵抗計、耐 電圧試験 装置、温度 試験装置 及び遅動 時間測定装 置

測定 装置及び振 動試験装 置
別表第四 第九号に掲 げる機械 等

耐電圧試 験装置、 材料試験機 及び電気 計測器
恒温槽及び 衝撃試験機

別表 第四第十号 及び第十 一号に掲
げ る機械等
別表第四 第十二号 に掲げる 機械等
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◎

作業環境 測定法（ 昭和五十 年法律第二 十八号）（ 抄）

第五条 又は第四 十四条第 一項の規 定による登 録は、厚生 労働省令 で定める ところに より、講習 又は同項に 規定する 研修を行 おうとす る

厚生労 働大臣又 は都道府 県労働局長 は、前項 の規定によ り登録を 申請した 者が次に掲 げる要件 のすべてに 適合して いるときは 、登録を しなけれ

者 の申請によ り行う。

第三十二 条
２

別表第 二の上欄 に掲げる 講習又は 第四十四条第 一項に規 定する研 修を同表 の下欄に 掲げる機械器 具その他 の設備を 用いて行 うものであ ること。

ばな らない。
一

別表第三各号 の表の科 目の欄に 掲げる講 習科目又は 研修科目に 応じ、そ れぞれ同 表の条件 の欄に掲げ る条件のい ずれかに 適合する 知識経験 を
講習 又は第四 十四条第 一項に規定 する研修 の業務を管 理する者 が置かれ ていること 。

有 する者が 講習又は第 四十四条第 一項に規 定する研 修を実施 し、その人 数が事業所 ごとに一 名以上で あること 。

二
三

労働安全衛 生法第四 十六条第二 項及び第 四項の規 定は第一項 の登録に ついて、同 法第四十 七条の二 から第四十 九条まで 、第五十条 第一項、 第二

登録は、 五年以上 十年以内 において政 令で定める 期間ごと にその更 新を受け なければ、 その期間の 経過によ つて、そ の効力を 失う。

３

項及び第 四項、第五 十二条、 第五十二 条の二、 第五十三条 （第四号を 除く。以 下この項 において 同じ。）並 びに第五十 三条の二 の規定は 第一項の

登録 を受けて 講習又は第 四十四条第 一項に規 定する研 修を行う 者（以下「登 録講習機 関」とい う。）に ついて準 用する。この 場合にお いて、同 法

第 四十六条 第二項第 一号中「 この法律又は これに基 づく命令 」とある のは「この 法律若しく は作業環 境測定法 又はこれ らに基づく 命令」と、 同条

第四項中 「登録製 造時等検 査機関登 録簿」とあ るのは「登 録講習機 関登録簿 」と、同 項第四号中 「第一項の 区分」と あるのは 「作業環 境測定法第

五 条に規定す る講習又 は同法第四 十四条第 一項に規 定する研修 の種類」 と、同法第 四十七条 の二、第 四十八条第 一項、第 四十九条、 第五十条 第四

項及び第 五十二条 から第五十 三条まで の規定中 「厚生労働 大臣」と あるのは「 厚生労働 大臣又は 都道府県労 働局長」 と、同法第 四十八条 、第四十

九条 及び第五 十条第二 項中「製造 時等検査」 とあるの は「作業 環境測定 法第五条に 規定する講 習又は同 法第四十 四条第一 項に規定す る研修」と 、

同法第五十 条第一項 中「第百 二十三条 」とあるの は「作業環 境測定法 第五十七 条」と、 同法第五十二 条中「第 四十六条 第三項各 号のいず れか」と

ある のは「作業環 境測定法 第三十二 条第二項 各号のい ずれか」と、 同法第五 十二条の 二中「第 四十七条」 とあるのは 「作業環 境測定法 第三十二 条

第 六項若し くは第七項 」と、同条 、同法第 五十三条 及び第五 十三条の二 中「製造時 等検査」 とあるの は「作業 環境測定法 第五条に規 定する講 習若

しくは同 法第四十 四条第一 項に規定す る研修」 と、同法第 五十三条 中「又は 六月を超え ない範囲 内で」とあ るのは「 又は」と 、同条第二 号中「第

四十 七条から 第四十九 条まで、第 五十条第 一項若しく は第四項 又は第百 三条第二項 」とある のは「第四 十七条の 二から第 四十九条ま で、第五 十条

第一項若 しくは第四 項又は作 業環境測 定法第三 十二条第六 項若しくは 第七項若 しくは第 四十三条 」と、同条 第三号中「 第五十条 第二項各 号又は第
４

第二 項並びに労 働安全衛 生法第四 十六条第 二項及び第 四項の規定 は、前項 の更新に ついて準 用する。こ の場合にお いて、同 条第四項 中「登録 製

三項 各号」と あるのは「 第五十条第 二項各号 」と読み 替えるも のとする。
５

造 時等検査機 関登録簿 」とあるの は、「登 録講習機 関登録簿」 と読み替 えるものと する。
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６
７

登録講習 機関は、 正当な理 由がある場 合を除き、 毎事業年 度、厚生 労働省令 で定めると ころにより 、講習又 は第四十 四条第一 項に規定す る研修
の実施に 関する計 画を作成 し、これ に基づいて 講習又は同 項に規定 する研修 を実施し なければな らない。

登録講習 機関は、公 正に、かつ 、第十九 条又は第 四十四条 第六項の規 定に従つて 講習又は 同条第一 項に規定 する研修を 行わなけれ ばならな い。
（準用）

労 働安全衛 生法第四十 六条第二項 の規定は 前条第一 項の登録 について、 同法第四十 七条第一 項及び第 二項、第 五十条第四 項並びに第 五

第八条か ら第十条 まで、第 十二条第二 項、第十三 条及び第 十九条の 規定は、 作業環境測 定機関に関 して準用 する。こ の場合に おいて、第 八条中

二項 各号」と あるのは「 作業環境測 定法第三 十四条第 一項にお いて読み替え て準用す る第四十 六条第二 項各号」 と読み替える ものとす る。

書又は収 支決算書及 び事業報 告書を」 とあるの は「その事 業年度の事 業報告書 を作成し 、」と、 同法第五十 四条の五第 一項中「 第五十四 条の三第

検査 員」とあ るのは「 厚生労働省 令で定め るところに より、作 業環境測 定士」と、 同法第五 十条第四項 中「第一 項の規定 により作成 した損益 計算

定法第三 条第二項 の規定に よる作業環 境測定を 」と、同条 第二項中 「製造時 等検査を」 とあるの は「他人の 求めに応 じて作業 環境測定を 」と、「

条 の三」と 、同項第三 号中「前二 号のいず れか」と あるのは 「第一号」 と、同法第 四十七条 第一項中 「製造時 等検査を」 とあるのは 「作業環 境測

とあ るのは「この 法律若し くは作業 環境測定 法又はこれ らに基づく 命令」と 、同項第 二号中「 第五十三条 」とあるの は「作業 環境測定 法第三十 五

十四条の五 の規定は 作業環境 測定機関 について準用 する。こ の場合に おいて、 同法第四 十六条第二項 第一号中 「この法 律又はこ れに基づく 命令」

第三十 四条

２

「作業環 境測定士 名簿」と あるのは 「作業環境 測定機関名 簿」と、 同条第一 項中「厚 生労働省」 とあるのは 「厚生労 働省又は 都道府県 労働局」と

、 第九条第一 項及び第 三項並びに 第十条中 「第七条 」とあるの は「第三 十三条第一 項」と、 第九条第 一項中「か ら第四号 まで」とあ るのは「 及び

第三号」 と、同条 第一項、第 三項及び 第四項、 第十条、第 十二条第 二項並びに 第十三条 中「厚生 労働大臣」 とあるの は「厚生労 働大臣又 は都道府

県労 働局長」 と、第九 条第二項中 「第七条第 二号から 第四号ま でに掲げ る事項を証 する書面及 び申請者 の写真を 添付し、 かつ、申請 者が受けて い

る第十六条 の合格証 及び講習 修了証（ 第五条に規 定する厚生 労働省令 で定める 者に該当 する者にあつ ては、こ れらに代 わるべき 書面）を 提示」と

ある のは「第三十 三条第一 項第二号 及び第三 号に掲げ る事項を証す る書面を 添付」と 、第十条 中「作業環 境測定士登 録証」と あるのは 「作業環 境

測 定機関登 録証」と、 第十二条第 二項各号 列記以外 の部分中 「指定作業 場について の作業環 境測定の 業務の停 止若しくは その名称の 使用の停 止」

とあるの は「作業 環境測定 の業務の全 部若しく は一部の停 止」と、 同項第二 号中「第四 条第一項 、前条又は 第四十四 条第四項 」とあるの は「第四

条第 二項」と 、同項第 五号中「作 業環境測 定の業務（ 当該作業 環境測定 士が作業環 境測定機 関の行う作 業環境測 定の業務 に従事する 場合にお ける

当該業務 を含む。） 」とある のは「作 業環境測 定の業務」 と、第十九 条中「こ の節に定 めるもの のほか、試 験の科目、 登録の申 請その他 試験、講

習及 び登録（ 作業環境測 定士登録証 を含む。 ）につい て必要な 事項」とあ るのは「登 録の申請 その他登 録（作業 環境測定機関 登録証を 含む。） に

厚生労 働大臣又は 都道府県 労働局長 は、次の 場合には、 厚生労働省 令で定め るところ により、 その旨を公 示しなけれ ばならな い。

つ いて必要 な事項」 と読み替 えるものとす る。
（公示）
第四 十九条の 二
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二

一

第三十二 条第三項 において準 用する労 働安全衛 生法第五十 三条の規 定により登 録を取り 消し、又 は講習若し くは研修 の業務の全 部若しく は一

第三 十二条第 三項にお いて準用 する労働安 全衛生法第 四十七条 の二又は 第四十九 条の規定に よる届出が あつたと き。

第五条 又は第四 十四条第一 項の規定に よる登録 をしたと き。

第三十二 条第三項 において準 用する労働 安全衛生 法第五十 三条の二 の規定によ り都道府県 労働局長 が講習若 しくは研 修の業務を自 ら行うも の

部の停止 を命じた とき。

三
四

とするとき 、又は自 ら行つてい た講習若 しくは研修 の業務を 行わない ものとする とき。

第三 十条第一項 （第三十 二条の二 第四項に おいて準用 する場合を 含む。） 、第三十 二条第三 項において 準用する労 働安全衛 生法第五 十

労 働者派遣 事業の適 正な運営の確 保及び派 遣労働者 の保護等 に関する法 律（昭和六 十年法律 第八十八 号）（抄 ）

（作 業環境測 定機関で ある作業環 境測定士 を含む。） は、一年 以下の懲 役又は百万 円以下の 罰金に処す る。

たときは 、その違 反行為を した指定試 験機関、 登録講習機 関若しく は指定登 録機関の役 員若しく は職員又は 作業環境 測定機関 の役員若し くは職員

三 条（第四 号を除く。 ）、第三十 四条第二 項におい て準用す る第十二条 第二項又は 第三十五 条の三第 二項の規 定による業 務の停止の 命令に違 反し

第五十 三条

◎
（ 労働安全 衛生法の 適用に関 する特例等）
（略）

（略）

２

労働者 がその事 業におけ る派遣就業 のために 派遣されて いる派遣 先の事業 に関しては 、当該派 遣先の事業 を行う者 を当該派 遣中の労働 者を使用

第四十五 条
３

する 事業者と 、当該派 遣中の労働 者を当該派 遣先の事 業を行う 者に使用 される労働 者とみなし て、労働 安全衛生 法第十一 条、第十四 条から第十 五

条の三まで 、第十七 条、第二 十条から 第二十七条 まで、第二 十八条の 二から第 三十条の 三まで、第三 十一条の 三、第三 十六条（ 同法第三 十条第一

項及 び第四項、第 三十条の 二第一項 及び第四 項並びに 第三十条の三 第一項及 び第四項 の規定に 係る部分に 限る。）、 第四十五 条（第二 項を除く 。

） 、第五十 七条の三か ら第五十七 条の五ま で、第五 十九条第 三項、第六 十条、第六 十一条第 一項、第 六十五条 から第六十 五条の四ま で、第六 十六

条第二項 前段及び 後段（派 遣先の事業 を行う者 が同項後段 の政令で 定める業 務に従事さ せたこと のある労働 者（派遣 中の労働 者を含む。 ）に係る

部分 に限る。 以下この 条において 同じ。） 、第三項、 第四項（ 同法第六 十六条第二 項前段及 び後段並び に第三項 の規定に 係る部分に 限る。以 下こ

の条にお いて同じ。 ）並びに 第五項（ 同法第六 十六条第二 項前段及び 後段、第 三項並び に第四項 の規定に係 る部分に限 る。以下 この条に おいて同

じ。 ）、第六 十六条の三 （同法第六 十六条第 二項前段 及び後段 、第三項、 第四項並び に第五項 の規定に 係る部分 に限る。以下 この条に おいて同 じ。

） 、第六十 六条の四 、第六十 八条、第七十 一条の二 、第九章 第一節並 びに第八 十八条から第 八十九条 の二まで の規定並 びに当該規 定に基づく 命令

の規定（ これらの 規定に係 る罰則の 規定を含む 。）を適用 する。こ の場合に おいて、 同法第二十 九条第一項 中「この 法律又は これに基 づく命令の

規 定」とある のは「こ の法律若し くはこれ に基づく 命令の規定 （労働者 派遣事業の 適正な運 営の確保 及び派遣労 働者の保 護等に関す る法律（ 以下
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「 労働者派 遣法」と いう。）第 四十五条の 規定によ り適用さ れる場合 を含む。） 又は同条第 十項の規 定若しく は同項の 規定に基づ く命令の規 定」

と、同条 第二項中 「この法 律又はこ れに基づく 命令の規定 」とある のは「こ の法律若 しくはこれ に基づく命 令の規定 （労働者 派遣法第 四十五条の

規 定により適 用される 場合を含む 。）又は 同条第十 項の規定若 しくは同 項の規定に 基づく命 令の規定 」と、同法 第三十条 第一項第五 号及び第 八十

八条第七 項中「こ の法律又は これに基 づく命令 の規定」と あるのは 「この法律 又はこれ に基づく 命令の規定 （労働者 派遣法第四 十五条の 規定によ

り適 用される 場合を含 む。）」と 、同法第六 十六条の 四中「第 六十六条 第一項から 第四項まで 若しくは 第五項た だし書又 は第六十六条 の二」と あ

るのは「第 六十六条 第二項前 段若しく は後段（派遣 先の事業 を行う者 が同項後 段の政令 で定める業務 に従事さ せたこと のある労 働者（労働 者派遣

法第 四十四条第一 項に規定 する派遣 中の労働 者を含む。 ）に係る部 分に限る 。以下こ の条にお いて同じ。 ）、第三項 、第四項 （第六十 六条第二 項

前 段及び後 段並びに第 三項の規定 に係る部 分に限る 。以下こ の条におい て同じ。） 又は第五 項ただし 書（第六 十六条第二 項前段及び 後段、第 三項
（略）
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並びに第 四項の規 定に係る 部分に限る 。）」と する。
４～
17

