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建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施について

わが国において過去に輸入した石綿の多くが建材として使用され、現在も、
これらの石綿を含む建材を使用した建築物・工作物が多くあります。
こうした中、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止については、
石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」といいま
す。）において、一定の石綿建材が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散さ
せ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿の除去、
封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとしています。平成 26 年
には同規則を改正し、対象建材を拡大したほか、これまでに関係指針を公示す
るなど、厚生労働省では、こうした措置を適切かつ有効に実施するため周知啓
発を行ってきました。
しかしながら、石綿建材を把握して以降、長期間にわたって損傷劣化状況を
点検していないような事例等もみられているところです。
つきましては、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止のため、
下記事項の実施について、貴会会員等関係事業場に対して周知徹底いただきま
すようお願いいたします。
なお、下記に関する具体的な注意点については、石綿飛散漏洩防止対策徹底
マニュアル［2.10 版］を厚生労働省ウェブサイトに掲載しており、
「建築物等の
解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業
務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」
（技術上の指針公示第 21
号）の２－１－１及び３の具体的留意事項として同マニュアルに示しておりま
すので申し添えます。
記
１ 石綿の必要な除去等措置の実施

事業者又は労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 34 条の建築物貸与
者は、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止のため、石綿建材
の使用状況を把握し、その損傷劣化状況について必要な頻度で点検を行い、
建材の損傷劣化状況等を踏まえ、建築物の使用予定年数等に応じて必要な除
去等を順次実施していくこと。
２ 除去等措置の適切な選択等
除去等の措置に当たっては、除去、封じ込め又は囲い込みのうち、状況に
応じた適切な措置を選択するとともに、措置が所期の目的を果たすよう適切
な方法で行うこと。
３ 適切な発注の実施
能力のある業者に発注する等により、上記１及び２の措置の適切な実施の
確保に努めること。
４ その他
今後も利用を継続する建築物に対する調査は、解体時の事前調査と目的・
内容が異なることに留意すること。
また、建築物等を解体する際には、石綿則に基づき、改めて施工者は建築物
等の石綿の使用の有無に関する事前調査を行う必要があるので留意すること。

【参考】「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」の掲載ページ
「石綿障害予防規則など関係法令について ｜厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html
検索キーワード：「石綿障害予防規則 関係法令」
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独立行政法人労働者健康安全機構
トラクター懇話会
奈良県毛皮革協同組合連合会
ニッケル協会東京事務所
日本圧力計温度計工業会
日本医薬品添加剤協会
日本エアゾルヘアーラッカー工業組合

全国醸造機器工業組合
全国製菓機器商工協同組合
全国製菓厨房機器原材料協同組合
全国タイヤ商工協同組合連合会
全国段ボール工業組合連合会
全国中小企業団体中央会
全国伝動機工業協同組合
全国土壌改良資材協議会
全国トラックターミナル協会
全国農業協同組合中央会
全国ミシン商工業協同組合連合会

日本ＡＢＳ樹脂工業会
日本 LP ガス協会
日本オートケミカル工業会
日本界面活性剤工業会
日本化学繊維協会
日本ガスメーター工業会
日本ガソリン計量機工業会
日本家庭用殺虫剤工業会
日本家庭用洗浄剤工業会
日本火薬工業会
日本硝子計量器工業協同組合

全国鍍金工業組合連合会
全日本印刷工業組合連合会
全日本紙製品工業組合
全日本革靴工業協同組合連合会
全日本光沢化工紙協同組合連合会
全日本シール印刷協同組合連合会
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会

日本ガラスびん協会
日本革類卸売事業協同組合
日本機械工具工業会
日本機械鋸・刃物工業会
日本靴工業会

全日本爬虫類皮革産業協同組合
全日本プラスチック製品工業連合会
全日本木工機械商業組合
ダイヤモンド工業協会
中央労働災害防止協会
電機・電子・情報通信産業経営者連盟
電気硝子工業会

日本高圧ガス容器バルブ工業会
日本光学工業協会
日本光学測定機工業会
日本鉱業協会
日本工業塗装協同組合連合会
日本工作機械販売協会
日本合板工業組合連合会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会
日本化粧品工業連合会
全 日 本 スクリーン・デジタル印 刷 協 同 組 合 連 合 会 会日本建築仕上学会
全日本製本工業組合連合会
日本建築仕上材工業会
全日本電気工事業工業組合連合会
日本顕微鏡工業会

日本香料工業会

日本弗素樹脂工業会

日本ゴム履物協会
日本酸化チタン工業会
日本産業洗浄協議会
日本試験機工業会
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本自動車輸入組合
日本自動販売機保安整備協会
日本酒造組合中央会
日本商工会議所
日本真空工業会

日本部品供給装置工業会
日本プラスチック機械工業会
日本プラスチック工業連盟
日本フルオロカーボン協会
日本ヘアカラー工業会
日本ＰＥＴフィルム工業会
日本ボイラー・圧力容器工業組合
日本防疫殺虫剤協会
日本紡績協会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本吹出口工業会
日本スチレン工業会
日本製缶協会
日本製紙連合会
日本精密機械工業会
日本精密測定機器工業会
日本製薬団体連合会
日本石鹸洗剤工業会
日本石鹸洗剤工業組合
日本接着剤工業会
日本ゼラチン・コラーゲン工業組合

日本無機薬品協会
日本メンテナンス工業会
日本木材防腐工業組合
日本有機過酸化物工業会
日本輸入化粧品協会
日本窯業外装材協会
日本溶剤リサイクル工業会
日本羊毛産業協会
日本浴用剤工業会
農薬工業会
発泡スチロール協会

日本繊維板工業会
日本ソーダ工業会
日本暖房機器工業会
日本チエーン工業会
日本チェーンストア協会
一般社団法人日本鋳鍛鋼会
日本陶磁器工業協同組合連合会
日本内航海運組合総連合会
日本内燃機関連合会
日本難燃剤協会

光触媒工業会
普通鋼電炉工業会
米国医療機器・IVD 工業会
ポリカーボネート樹脂技術研究会
モノレール工業協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
硫酸協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
ロックウール工業会

日本パーマネントウェーブ液工業組合
日本バーミキュライト工業会
日本歯磨工業会
日本ビニル工業会
日本肥料アンモニア協会
日本フォーム印刷工業連合会
日本フォームスチレン工業組合

