行政の

窓

○ 「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイ

ドライン」の策定について
（平成27年８月26日基発0826第１号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局長名）
平成23年３月11日に発生した東日本大震災に
よる東京電力福島第一原子力発電所（以下「発
電所」という．
）における安全衛生管理の徹底に

請負人によるリスクアセスメントの実施等によ
る労働安全衛生水準の向上，③工事の発注段階
から，工法，設備，施設，施工機械等に関わる

ついては，平成23年12月22日付け基安発1222第
１号等により，累次にわたり，東京電力及び発
電所内で工事を請け負っている元方事業者等に

被ばく低減対策を検討するとともに，それら対
策を施工計画に盛り込む等による効果的な被ば
く線量の低減措置の実施が盛り込まれたところ

対し必要な指導を行ってきたところである．
現在，発電所においては，廃止措置等のため
の作業が進行しているところであるが，昨年，
労働災害が急増するとともに，本年１月と８月
に死亡災害が発生した．また，汚染水対策等の

である．
今般，これらの措置を効果的かつ効率的に実
施するため，東京電力及び元方事業者に対する
指導事項を一体的に示した「東京電力福島第一
原子力発電所における安全衛生管理対策のため

工事量の増加に伴い，
１日あたりの労働者数は，
最近１年間で約3,500人から約7,000人に倍増し

のガイドライン」を別添１（編注：略）のとお
り定めた．

ている．被ばく線量については，月別の平均被
ばく線量は平成25年10月以降減少傾向にあるも
のの，被ばく線量が５ミリシーベルトを超える
労働者は横ばいであり，集団線量は平成25年８
月以降高止まりしている．

各労働局におかれては，同ガイドラインの周
知徹底を図るとともに，ガイドラインに基づき
東京電力及び元方事業者を適切に指導し，廃炉
作業に従事する労働者の安全衛生管理の徹底を
図られたい．

こうした状況の中，本年６月12日に，廃炉・
汚染水対策関係閣僚等会議により，
「東京電力
（株）
福島第一原子力発電所の廃止措置等に向け

なお，東京電力及び元方事業者に対し別添２
＜略＞，関係業界団体に対して別添３（編注：
略），関係省庁に対して別添４（編注：略）のと

た中長期ロードマップ」が改訂され，①東京電
力及び元方事業者が一体となった安全衛生管理
体制の強化，②東京電力，元方事業者及び関係

おり通知したので，了知されたい．
本通達により，別添５＜略＞に示す関係通達
を廃止する．

○

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
（平成27年８月31日基発0831第13号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局長名）

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省
令（平成27年厚生労働省令第134号．以下「改正
省令」という．
）
，特例緊急作業特別教育規程（平
成27年厚生労働省告示第361号．以下
「特別教育
規程」という．
）及び電離放射線障害防止規則第

360号．以下「事象告示」という．）が本日公布
され，いずれも平成28年４月１日から施行し，
又は適用することとされたところである．
本改正は，原子力施設において原子力緊急事
態等が発生した場合に備え，緊急作業期間中に

７条の２第２項第１号の規定に基づき厚生労働
大臣が定める事象（平成27年厚生労働省告示第

おける放射線障害の防止に関する規定を整備す
る必要があることから，当該作業の性質に応じ，
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放射線障害を防止するために必要な措置を規定
したものである．
改正省令，事象告示及び特別教育規程の趣旨
及び内容については，
下記のとおりであるので，
各原子力施設の実態に即した放射線障害防止対

定の整備を行ったものである．

策が講じられるよう，事業者に対する周知を図
るとともに，これらの運用に遺漏なきを期され
たい．
記
第１ 改正の趣旨
平成23年３月11日に発生した東日本大震災に

⑴

第２ 細部事項
１ 管理区域並びに線量の限度及び測定（電離
則第２章，事象告示関係）
特例緊急被ばく限度（第７条の２関係）
第１項関係
① 本条第１項の「当該緊急作業に係る事
故の状況その他の事情を勘案し，実効線
量について同条第２項の規定によること
が困難と認めるとき」とは，原子力緊急

ア

伴う東京電力福島第一原子力発電所事故（以下
「東電原発事故」という．
）においては，原子力

事態宣言又はそれに至るおそれが高い事
象が発生した場合に，労働者の健康リス

緊急事態宣言があった後，労働者の健康リスク
と周辺住民の生命・財産を守る利益を比較衡量
し，平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して
生じた事態に対応するための電離放射線障害防
止規則の特例に関する省令（平成23年厚生労働

クと周辺住民の生命・財産を守る利益を
比較衡量し，特例的に緊急被ばく限度を
引き上げる必要があると厚生労働大臣が
認める場合をいうこと．
 また，特例的に緊急被ばく限度を引き

省令第23号．以下「特例省令」という．
）を定
め，特例的に，緊急被ばく限度を250ミリシーベ
ルトまで引き上げた．

上げるためには，電離則第４条第１項の
通常作業における５年あたりの被ばく限
度である100ミリシーベルトを超える線

特例省令は，当初，東京電力福島第一原子力
発電所（以下「東電福島第一原発」という．
）の
全ての緊急作業を対象としたが，被ばく線量の
低減に伴い，段階的に適用作業を限定（平成23

量を受けてまで当該緊急作業を行うこと
を正当化する特別な理由が求められるこ
と，国際放射線防護委員会の勧告や国際
原子力機関のガイドラインにおいて100

年11月１日）した上で，原子炉の安定性が確保
された段階（平成23年12月16日）で廃止された．
この間，東電福島第一原発で緊急作業に従事
した労働者は約２万人にのぼり，
線量計の不足，

ミリシーベルトを超える被ばく限度の適
用が認められている作業のうち一般作業
者に係るものとして「破滅的な状況の回
避」が示されていることを踏まえ，本改

保護具の不適切な使用，内部被ばく測定の遅延
等の様々な問題が発生し，
174人が電離放射線障
害防止規則
（昭和47年労働省令第57号．以下
「電
離則」という．
）第４条で規定する５年あたりの

正における特例緊急被ばく限度の対象と
なる作業及び労働者としては，原子力施
設が破滅的な状況に至ることを回避する
ことを主たる目的とする作業に従事する

通常被ばく限度である100ミリシーベルトを超
えて被ばくし，そのうち６人が特例的に引き上
げた緊急被ばく限度である250ミリシーベルト
を超えて被ばくした．
厚生労働省では，この経験を踏まえ，今後，
仮に，緊急作業を実施する必要が生じた場合に
備え，あらかじめ，特例的な緊急被ばく限度等
に関する基準を定めるとともに，労働者が受け
る線量をできるだけ少なくできるよう，当該作

労働者に限定する趣旨であること．
② 「実効線量の限度の値（250ミリシーベ
ルトを超えない範囲内に限る）」とは，特
例緊急被ばくの上限を250ミリシーベル
トとするものであること．これは，複数
の原子炉の炉心が溶融する過酷事故であ
った東電原発事故においても，250ミリ
シーベルトで緊急対応が可能であった経
験を踏まえると，今後，仮に，緊急作業

業の実態に即した放射線障害防止対策を規定す
る必要があるため，
電離則を改正するとともに，
特別教育規程及び事象告示を制定し，必要な規

を実施する際にこれを超える線量を受け
て作業をする必要性は現時点では見出し
難いこと，また，ヒトに関する急性被ば
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くによる健康影響に関する文献からは，
リンパ球数減少のしきい値は250ミリグ
レイ程度から600ミリグレイ程度の間に
あると考えられるが，この間のデータ数
が少ないためしきい値を明確に決めるこ

環境下での作業が想定されるものである
こと．具体的には，原子力災害特別措置
法施行令（平成12年政令第195号）第４条
第４項第１号から第４号までに定める事
象（①原子力施設の敷地境界で５マイク

とは困難であることを踏まえ，緊急作業
中のリンパ球数の減少による免疫機能の
低下を確実に予防するという観点から定
められたものであること．
③ 第７条第２項第２号及び第３号に規定
する眼の水晶体及び皮膚に受ける等価線

ロシーベルト毎時が検出された場合，②
排気筒，排水溝等において基準以上の放
射性物質が検出された場合，③管理区域
外の場所で50マイクロシーベルト毎時を
超えた場合等）等であり，東電原発事故
では，通報事象が発生してから，原子力

量の限度については，実効線量の限度を
250ミリシーベルトに制限することによ

緊急事態に至るまでの時間は１時間程度
であったことを踏まえて設定したもので

り，適切な保護具（ベータ線による被ば
くの防止のため，眼の水晶体に関しては
全面マスク，皮膚に関しては全身型化学
防護服，防水具，長靴等が含まれる．
）が
適切に装着されれば，これらを超えるお

あること．
③ 第２号の「原災法第15条第１項各号に
掲げる場合」とは，事故により，相当量
の放射線や放射性物質が原子力施設の敷
地外に放出されている状況（原子力緊急

それはないことから，特例緊急被ばくの
上限が定められる場合であっても，これ
らの限度は引き上げないこととしたもの

事態）であり，作業場所における空間線
量率も大幅に増加していることが想定さ
れる場合であること．

であること．
第２項関係
① 本規定は，原子力施設において「破滅
的な状況」が発生した場合には，原子力

イ

ウ

第３項関係
① 本規定は，被ばく線量の最適化の観点
から，特例緊急作業に従事する労働者の
受けた線量の推移，今後受けることが予

災害に対する危機管理の観点から，直ち
に必要な対応を実施する必要があること
から，厚生労働大臣は，直ちに特例緊急
被ばく限度を250ミリシーベルトと定め

測される線量，事故の収束のために必要
となる作業の内容の進捗状況等に応じ
て，厚生労働大臣は，特例緊急被ばく限
度を変更し，かつ，できるだけ速やかに

ることとしたものであること．また，原
子力施設における「破滅的な状況」の発
生に係る判断基準として，原子力災害対
策特別措置法（平成11年法律第156号．以

これを廃止すべき旨を定めたものである
こと．
② 「これを変更し」には，特例緊急被ばく
限度の適用作業の限定，ある時点以降の

下「原災法」という．
）等に定められてい
る事象のうち，原子力緊急事態又はそれ
に至るおそれの高い事態が発生した場合
が定めたものであること．
② 第１号の「原災法第10条に規定する政
令で定める事象のうち厚生労働大臣が定
めるもの」とは，事象告示の各号に定め
られているものであり，これらは，原災
法第10条に規定する政令で定める事象
（以下「通報事象」という．
）のうち，原
子力緊急事態への進展が早急に見込ま
れ，その拡大防止のために，高放射線量

新規入場者に対する被ばく限度の段階的
な引下げ等が含まれること．
③ 「できるだけ速やかに廃止する」とは，
原災法第15条第４項に規定する原子力緊
急事態宣言の解除前であっても，原子炉
の安定性が確保された段階（東電原発事
故におけるステップ２の完了時に相当す
る時点）で，厚生労働大臣は，できるだ
け速やかに特例緊急被ばく限度を廃止す
べき旨を定めたものであること．
エ 第４項関係
 本規定は，特例緊急被ばく限度が適用さ
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れる作業及び特例緊急被ばく限度の値を具
体的に明示するため，これらを定めた場合
には告示する旨を規定したものであるこ
と．なお，第７条の２第１項及び第２項の
規定に基づき定められる特例緊急被ばく限

これら作業が第52条の６又は第52条の７
に該当する場合，事業者は，当該特別の
教育をあらかじめ行う必要があること．
④ 原子力防災要員等には，
「原子力災害対
策特別措置法に基づき原子力事業者が作

度の効力は，本規定により告示された時点
ではなく，これが定められた時点（同条第
２項第１号及び第２号のいずれかに該当す
るに至った時点）で生じるものであり，本
規定は，定められた特例緊急被ばく限度を
告示しなければならない旨を規定するもの

成すべき原子力事業者防災業務計画等に
関する命令」（平成24年文部科学省令・経
済産業省令第４号）第２条第３項に基づ
き，原子力事業者が原子力事業所におけ
る原子力災害の発生又は拡大を防止する
ために必要な原子力防災組織の業務の一

であること．
⑵ 特例緊急被ばく限度（第７条の３関係）

部（例えば，緊急時対策活動の現場で機
器損傷等の想定外事象が発生した場合に

ア

第１項関係
① 本規定は，正当化の原則に基づき，特
例緊急被ばく限度が適用される労働者に
ついて，原子炉施設が破滅的な状況に至
ることを回避することを主たる目的とす

おける損傷機器等の復旧作業等）を委託
する場合，当該委託事業者の労働者も原
子力防災要員等に含まれること．この場
合，委託業務の決定に当たっては，東電
原発事故の教訓を踏まえた最適な範囲と

る作業（施設内の労働者の放射線による
健康障害を防止するための作業も含まれ
る．
）のために必要な知識・経験を有する

する必要があること．
⑤ 原子力防災要員等の選定に当たって
は，事業者は，特例緊急作業に係る労働

労働者に限定するものであり，具体的に
は，原災法第８条第３項に規定する原子
力防災要員，原災法第９条第１項に規定
する原子力防災管理者又は同条第３項に

条件を明示した上で双方合意の上で労働
契約を締結するとともに，今後，仮に緊
急作業を実施する場合，実際の作業への
配置に当たっては，労働者の意向に可能

規定する副原子力防災管理者（以下「原
子力防災要員等」という．
）のみを対象と
することを規定したものであること．
② これら原子力防災要員等は，電離則第
52条の６又は第52条の７の規定による特
別の教育を受けた放射線業務従事者であ
って，かつ，第52条の９で規定する特例
緊急作業に係る特別の教育を受けた者で
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な限り配慮すべきであること．
第２項及び第３項関係
① 第２項は，事業者が，特例緊急作業に
従事する間に受ける実効線量が，特例緊

イ

急被ばく限度を超えないようにしなけれ
ばならないことを規定したものであるこ
と．
② 第３項は，国際放射線防護委員会勧告

ある必要があること．
③ なお，高度な知識，経験や技能を要し
ない機器の操作等の作業については，作
業に従事する労働者数を増加させること
で，一人あたりの被ばく線量を抑制する
ことが可能であることから，特例緊急被
ばく限度が定められた場合であっても，
原子力防災要員等以外の労働者について
は，特例緊急作業が実施されている原子

の「すべての被ばくは，社会的，経済的
要因を考慮に入れながら合理的に達成可
能な限り低く抑えるべきである」という
被ばく線量の最適化の観点から，特例緊
急作業に係る事故の状況に応じ，放射線
を受けることをできるだけ少なくするよ
うに努めなければならないことを規定し
たものであること．具体的には，線量計
や保護具等の事前準備を含め，特例緊急

力施設内における作業には特例緊急被ば
く限度は適用されず，第４条に規定する
通常被ばく限度が適用されること．
また，

作業時の適切な放射線管理，線量測定（内
部被ばく線量測定を含む．）や保護具の着
用等の措置を確実に実施することが求め
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られること．
⑶ 線量の測定，線量の測定結果の確認，記録
等（第８条及び第９条関係）
ア 第８条は，東電原発事故において，ヨウ
素131等の短半減期核種による内部被ばく

するため，特例緊急作業に現に従事してい
る原子力防災要員等については，危険又は
有害な業務に現に就いている者に対する安
全衛生教育に関する指針（平成元年５月22
日安全衛生教育指針公示第１号）に基づき，

を適切に測定することができなかった教訓
を踏まえ，緊急作業に従事する男性又は妊
娠する可能性がないと診断された女性につ
いては，内部被ばく測定の頻度を１月以内
ごとに１回とすることを規定したものであ
ること．なお，短半減期核種の中には，ヨ

実技教育の科目については，１年ごとに１
回，定期に安全衛生教育を行うとともに，
特例緊急作業に係る知識を最新のものとし
ておくため，学科教育の科目については教
育実施後に変更が生じた場合には，随時，
当該変更箇所について安全衛生教育を実施

ウ素133のように，
半減期が数十時間のもの
もあるため，事故の状況に応じ，可能な限

すること．なお，あらかじめ特例緊急作業
に係る特別の教育を受けた者など特例緊急

り高い頻度で内部被ばく測定を実施するこ
とが必要であること．
イ 第９条は，第８条の規定に基づき測定さ
れた緊急作業に従事する男性又は妊娠する
可能性がないと診断された女性に係る内部

作業に現に従事していない原子力防災要員
等についても，原子力防災訓練等の機会を
とらえ，定期・随時の教育を行うことが適
切であること．
エ 第１項第１号から第４号までが学科教

被ばくによる線量を含む実効線量につい
て，１月ごと，１年ごと及び５年ごとの合
計を算定，記録し，30年間保存しなければ

育，同項第５号及び第６号が実技教育であ
り，その範囲及び時間については，特別教
育規程第２条及び第３条によること．

ならないことを規定したものであること．
２ 特別の教育（電離則第６章の２，特別教育
規程関係）

⑵ 特例緊急作業に係る特別の教育の内容（特
別教育規程関係）
ア 第２条の「重大事故等に対処するための
作業の方法」には，原子炉施設に対する新

⑴ 特例緊急作業に係る特別の教育（第52条の
９関係）
ア 本規定は，特例緊急作業に係る業務に原
子力防災要員等を就かせる際，放射線によ

規制基準適合性審査において想定された重
大事故等に対処するための作業の方法が含
まれること．
イ 第２条の「重大事故等及び重大事故等へ

る健康影響等のリスクを理解させるととと
もに，作業内容，保護具の取扱等，電離則
で定める措置を適切に実施するために必要
とされる知識及び実技の科目について特別

の対処の事例」には，平成24年８月10日付
け基発第0810第１号に記載されている東電
原発事故の教訓を踏まえた事前準備事項等
が含まれること．

の教育を実施することにより，作業中の被
ばく線量を低減させることを意図したもの
であること．
イ 第１項は，特例緊急作業に係る業務に原
子力防災要員等を就かせるときに特別の教
育を実施することを事業者に義務付けてい
るものであるが，事故が発生した後に特別
の教育を実施することは事実上困難である
ことから，事業者は，原子力防災要員等に

ウ 第２条の「重大な事故等に対処するため
の機能を有する施設及び設備」には，実用
発電用原子炉及びその附属施設の位置，構
造及び設備の基準に関する規則（平成25年
原子力規制委員会規則第５号．以下「実用
炉基準規則」という．）第２条第２項第11号
及び再処理施設の位置，構造及び設備の基
準に関する規則（平成25年原子力規制委員
会規則第27号．以下「再処理施設基準規則」

対して，あらかじめ特別の教育を実施して
おく必要があること．
ウ 特例緊急作業に係る技能及び知識を維持

という．）第１条第２項第６号で定める「重
大事故等対処施設」及び実用炉基準規則第
２条第２項第14号及び再処理施設基準規則
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第１条第２項第７号で定める「重大事故等
対処設備」が含まれること．
エ 第２条及び第３条に定める教育の内容に
ついては，原子力防災要員等の職務分担等
を踏まえ，特例緊急作業時において予定さ

白血球数及び白血球百分率の検査，赤血球
数の検査，血色素量又はヘマトクリット値
の検査を実施し，医師の診察を受けさせる
こと．実施頻度については，染色体異常の
検査については被ばく直後に１回実施し，

れる作業の内容及び使用する施設又は設備
について重点的に実施すること．
オ 特例緊急作業に係る特別の教育は，特例
緊急作業が電離則第52条の６又は第52条の
７の規定による特別の教育を受けた者に対
して実施するものであるため，第２条又は

その他の検査については，被ばく直後から
６から12時間ごとに１回，数日間実施する
こと．また，当該検査や診察の結果，医師
による処置が必要になった場合には，速や
かに必要な処置を受けさせなければならな
いこと．

第３条に定める科目又は範囲については，
電離則第52条の６又は第52条の７の規定に
よる特別の教育の科目及び範囲と部分的に
重なりがある可能性があるが，原子力防災
要員等に対する必要な教育が漏れなく行わ
れるよう，電離則第52条の６又は第52条の
７に定める特別の教育を受けた労働者に対

健康診断（電離則第８章関係）

⑴

健康診断（第56条の２関係）
ア 第１項は，東電原発事故の際，労働安全
衛生法（昭和47年法律第57号）第66条第４
項の規定に基づき，東京電力に対して臨時
の健康診断を指示した教訓を踏まえ，今後，

しても，原則として科目又は範囲を省略す
ることなく特例緊急作業に係る特別の教育
を実施すること．

仮に緊急作業を実施する事態となった場
合，その期間内に実施する必要のある健康
診断を規定したものであること．また，緊

緊急措置（電離則第５章関係）
診察等（第44条関係）
ア 第１項の「医師の診察又は処置」につい

急作業から離職又は他の業務への配置換え
の際の健康診断については，離職等の後の
他の放射線業務に従事する際の健康管理に
活用するために必要なものとして規定した

ては，緊急作業を実施している間に同第１
項第２号に該当する場合であって，電離則
第７条又は第７条の２に規定する緊急被ば
く限度（特例緊急被ばく限度が定められて

ものであること．
イ 第１項各号に規定する検査項目は，東電
原発事故において甲状腺にヨウ素131によ
る高い線量の被ばくが多く見られたことを

いる場合にあっては，当該特例緊急被ばく
限度）を超えないときは，電離則第56条の
２に規定する緊急時電離放射線健康診断の
問診の中で，本条に規定する医師の診察も

踏まえ，放射線による急性障害を検査する
ための項目として，第56条第１項各号に定
める検査項目のほか，第４号の甲状腺刺激
ホルモン等の検査を追加したものであるこ

併せて行うことができること．なお，当該
診察の結果，医師による処置が必要となっ
た場合には，速やかに必要な処置を受けさ
せなければならないこと．
イ 第１項第２号に該当する場合であって，
緊急被ばく限度（特例緊急被ばく限度が定
められている場合にあっては，当該特例緊
急被ばく限度）を超えた場合は，短時間に
放射線による重篤な急性障害を起こす可能

と．また，緊急作業が長期化したときの健
康上のリスクとして，睡眠不足，食欲減退，
疲労の蓄積，熱中症等があるが，これらに
対する検査項目として，第１号の自覚症状
及び他覚症状の有無の検査を規定したもの
であること．
ウ 第２項は，第１項第２号から第６号まで
の検査については，第７条又は第７条の２
の被ばく限度の範囲内で線量が管理されて

３
⑴

性のある線量（300ミリシーベルトから400
ミリシーベルト）以上の線量を受けたおそ
れがあるため，直ちに，染色体異常の検査，
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いれば，重篤な急性放射線障害が発生する
可能性が低いことを踏まえ，医師が必要で
ないと認めるときは省略することができる

ことを規定したものであること．なお，第
１項第１号の自覚症状及び他覚症状の有無
の検査については，緊急作業が長期化した
ときの健康リスクの検査のため省略を認め
ていないこと．また，緊急作業従事後に他

５ 指定緊急作業等従事者に係る記録等の提出
等（第９章関係）
⑴ 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提
出（第59条の２関係）
ア 本規定は，緊急作業又は特例緊急作業に

の放射線業務に従事する際の健康管理に活
用するため，緊急作業から離職する際に実
施する健康診断を省略することは認められ
ていないこと．
⑵ 健康診断（第56条の３関係）
 本規定は，第56条の２第１項の健康診断の

従事し，又は従事したことのある労働者に
ついて，厚生労働省が設置するデータベー
スに当該労働者の健康診断の結果及び線量
等を登録し，長期健康管理に活用するため，
事業者に対し，健康診断の結果及び線量記
録等を厚生労働大臣に提出することを義務

項目が，第56条第１項の健康診断の項目を包
含していることを踏まえ，第56条第１項に規

付けたものであること．
イ 特例緊急作業に従事し，又は従事した者

定する健康診断を実施すべき配置替えの日又
は定期健康診断を実施する日の前１月以内に
第56条の２第１項による健康診断を受診した
場合，第56条第１項の健康診断を受診したと
みなすことを規定したものであること．

については，原子力施設等における緊急作
業従事者等の健康の保持増進のための指針
（平成23年10月11日東京電力福島第一原子
力発電所における緊急作業従事者等の健康
の保持増進のための指針公示第５号）に基

⑶ 健康診断の結果についての医師からの意見
聴取（第57条の２関係）
 本条第２項は，第56条の２の緊急時電離放

づき，長期的な健康管理及び線量管理を適
切に実施する必要があること．
緊急作業実施状況報告（第59条の３関係）

⑵

射線健康診断（離職の際に行うものを除く．
）
の結果，所見を有する者に対する医師からの
意見聴取については，同健診が１月以内に１
度実施されることを踏まえ，同健診実施後，

ア 本規定は，緊急作業従事者の被ばく状況
を適切に把握するため，事業者に対し，緊
急作業に従事する労働者の線量区分ごとの
人数等を厚生労働大臣に対して定期的に報

速やかに行わなければならないことを規定し
たものであること．
⑷ 健康診断の結果の通知（電離則第57条の３
関係）

告させることを義務付けたものであるこ
と．
イ 第１号の報告は，被ばく状況を迅速に報
告する趣旨から，10日ごとに１回，外部被

 第56条の２の緊急時電離放射線健康診断に
ついては，離職時の健康診断も含め，その結
果を労働者に提供する必要があるが，離職時
の健康診断の結果については，当該労働者が

ばくによる実効線量が第４条に定める通常
被ばく限度である50ミリシーベルトを超え
た者に限り，その線量区分ごとの人数を報
告することを義務付けたものであること．

離職した後に通知することになることも想定
されるため，第２項において，労働者であっ
た者に対しても通知する必要がある旨を明記
したこと．
⑸ 健康診断等に基づく措置（電離則第59条関
係）
 第56条の２の緊急時電離放射線健康診断の
うち，離職時のものについては，事業者が，
その結果に基づき労働者であった者に対して
事後措置を行うことが想定されないことか
ら，
本規定の対象から除いたものであること．

ウ 第２号の報告は，内部被ばく測定を１月
以内ごとに１回義務付けていることに合わ
せ，１月ごとに１回，全ての緊急作業従事
者について，内部被ばくと外部被ばくを合
算した実効線量の区分ごとの人数を報告す
ることを義務付けたものであること．
６
⑴

その他
施行期日等
ア 改正省令は，平成28年４月１日から施行
すること．（改正省令附則第１条関係）
イ 特別教育規程は，平成28年４月１日から
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適用すること．
ウ 事象告示は，平成28年４月１日から適用
すること．
⑵ 経過措置
ア 様式に関する経過措置（改正省令附則第

32号）第36条の改正により，労働安全衛生
法第59条第３項の特別の教育を必要とする
業務に特例緊急作業に係る業務を加えたこ
と．
イ その他

２条，第３条）
 電離則様式第２号及び第３号を改正した
ことに伴い，様式に関し所要の経過措置を
設けたものであること．
イ 緊急作業実施状況報告に関する経過措置

 以下の関係省令について，電離則の改正
に伴う所要の改正を行ったものであるこ
と．
① 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令（昭和47年

（改正省令附則第４条）
 改正省令の施行の際現に緊急作業に労働
者を従事させる事業者については，電離則
第59条の３の緊急作業実施状況報告の改正
省令の施行後の初回の提出時期について，
同条第１号の報告については平成28年４月
15日と，同条第２号の報告については平成
28年４月末日とするものであること．
関係省令の一部改正

⑶

ア 労働安全衛生規則の一部改正（附則第６
条関係）
 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第

○

労働省令第44号）
② 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施行規則
（昭和61年労働省令第20号）
③ 厚生労働省の所管する法令の規定に基づ
く民間事業者等が行う書面の保存等におけ
る情報通信の技術の利用に関する省令（平
成17年厚生労働省令第44号）
④ 東日本大震災により生じた放射性物質に
より汚染された土壌等を除染するための業
務等に係る電離放射線障害防止規則（平成
23年厚生労働省令第152号）

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
（平成27年９月18日基発0918第３号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局長名）

労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成
26年法律第82号．以下「改正法」という．
）によ

ベル表示，安全データシート（SDS）の交付及
び化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメン

る改正後の労働安全衛生法（昭和47年法律第57
号）（以下「法」という．
）第57条の３第３項の
規定に基づき，
「化学物質等による危険性又は有
害性等の調査等に関する指針」
（以下「指針」と
いう．
）を制定し，平成28年６月１日から適用す
るとともに，法第28条の２第２項の規定に基づ
く「化学物質等による危険性又は有害性等の調

トの３つの対策を講じることが柱となっている．
今般の指針の制定は，改正法により，化学物
質等による危険性又は有害性等の調査（以下「リ
スクアセスメント」という．）の実施に係る主た
る根拠条文が変更されたことに伴い，旧指針を
廃止し，新たに法第57条の３第３項に基づくも
のとして同名の指針を策定するものであり，内

査等に関する指針」
（平成18年３月30日付け指針
公示第２号．以下「旧指針」という．
）を廃止す
ることとし，別添１のとおり平成27年９月18日
付け官報に公示した．
改正法をはじめとする今般の化学物質管理に
係る法令改正は，人に対する一定の危険性又は

容としては，基本的に旧指針の構成を維持しつ
つ，改正法の内容等に合わせてその一部を見直
したものである．
ついては，別添２のとおり指針を送付するの
で，労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32
号．以下「安衛則」という．）第34条の２の９に

有害性が明らかになっている労働安全衛生法施
行令別表第９に掲げる640の化学物質等につい
て，譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラ

おいて準用する第24条の規定により，都道府県
労働局健康主務課において閲覧に供されたい．
また，その趣旨，内容等について，下記事項
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に留意の上，事業者及び関係事業者団体等に対
する周知等を図られたい．
なお，
平成18年３月30日付け基発第0330004号
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査
等に関する指針について」は，旧指針の廃止に

こと．
⑶ 指針の４⑴イの「職長その他の当該作業
に従事する労働者を直接指導し，又は監督
する者」には，職長のほか，作業主任者，
班長，組長，係長等が含まれること．

伴い本通達をもって廃止することとする．
記
１ 趣旨等について
⑴ 指針の１は，本指針の趣旨及び位置付け
を定めたものであること．
⑵ 指針の１の「危険性又は有害性」とは，

⑷ 指針の４⑴ウの「化学物質管理者」は，
事業場で製造等を行う化学物質等，作業方
法，設備等の事業場の実態に精通している
ことが必要であるため，当該事業場に所属
する労働者から指名されることが望ましい
ものであること．

ILO等において，
「危険有害要因」
，
「ハザー
ド（hazard）
」等の用語で表現されている

⑸ 指針の４⑴エは，安全衛生委員会等にお
いて，安衛則第21条各号及び第22条各号に

ものであること．

掲げる付議事項を調査審議するなど労働者
の参画について定めたものであること．
⑹ 指針の４⑴オの「専門的知識を有する者」
は，原則として当該事業場の実際の作業や
設備に精通している内部関係者とするこ

２

適用について
⑴ 指針の２は，法第57条の３第１項の規定
に基づくリスクアセスメントは，化学物質
等のみならず，作業方法，設備等，労働者
の就業に係る全てのものを含めて実施すべ
きことを定めたものであること．

と．
⑺ 指針の４⑴カの「労働衛生コンサルタン
ト等」の「等」には，労働安全コンサルタ

⑵ 指針の２の「化学物質等」には，製造中
間体（製品の製造工程中において生成し，
同一事業場内で他の化学物質に変化する化
学物質をいう．
）が含まれること．
３

実施内容について
⑴ 指針の３は，指針に基づき実施すべき事
項の骨子を定めたものであること．また，

ント，作業環境測定士，インダストリアル・
ハイジニスト等の民間団体が養成している
リスクアセスメント等の専門家等が含まれ
ること．
５

実施時期について
⑴ 指針の５は，リスクアセスメントを実施
すべき時期について定めたものであるこ

法及び関係規則の規定に従い，事業者に義
務付けられている事項と努力義務となって
いる事項を明示したこと．
⑵ 指針の３⑴の
「危険性又は有害性の特定」

と．
⑵ 化学物質等に係る建設物を設置し，移転
し，変更し，若しくは解体するとき，又は
化学設備等に係る設備を新規に採用し，若

は，ILO 等においては「危険有害要因の特
定（hazardidentification）
」等の用語で表現
されているものであること．
実施体制等について
⑴ 指針の４は，リスクアセスメント及びリ
スク低減措置（以下「リスクアセスメント
等」という．
）を実施する際の体制について
定めたものであること．

しくは変更するときは，それが指針の５⑴
ア又はイに掲げるいずれかに該当する場合
に，リスクアセスメントを実施する必要が
あること．
⑶ 指針の５⑴ウの「化学物質等による危険
性又は有害性等について変化が生じ，又は
生ずるおそれがあるとき」とは，化学物質
等による危険性又は有害性に係る新たな知
見が確認されたことを意味するものであ

⑵ 指針の４⑴アの「事業の実施を統括管理
する者」には，統括安全衛生責任者等，事
業場を実質的に統括管理する者が含まれる

り，例えば，国連勧告の化学品の分類及び
表 示 に 関 す る 世 界 調 和 シ ス テ ム（以 下
「GHS」という．）又は日本工業規格 Z7252

４
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に基づき分類された化学物質等の危険性又
は有害性の区分が変更された場合，日本産
業衛生学会の許容濃度又は米国産業衛生専
門家会議（ACGIH）が勧告するTLV-TWA
等により化学物質等のばく露限界が新規に

であること．
⑺ 指針の５⑷は，設備改修等の作業を開始
する前の施工計画等を作成する段階で，リ
スクアセスメント等を実施することで，よ
り効果的なリスク低減措置の実施が可能と

設定され，又は変更された場合などがある
こと．したがって，当該化学物質等を譲渡
し，又は提供した者が当該化学物質等に係
る安全データシート（以下「SDS」という．
）
の危険性又は有害性に係る情報を変更し，
法第57条の２第２項の規定に基づき，その
内容が事業者に提供された場合にリスクア
セスメントを実施する必要があること．

６ リスクアセスメント等の対象の選定につい
て

⑷ 指針の５⑵は，安衛則第34条の２の７第
１項に規定する時期以外にもリスクアセス
メントを行うよう努めるべきことを定めた
ものであること．
⑸ 指針の５⑵イは，過去に実施したリスク

⑴ 指針の６は，リスクアセスメント等の実
施対象の選定基準について定めたものであ
ること．
⑵ 指針の６⑶の「同一の場所で作業を行う
ことによって生ずる労働災害」には，例え

アセスメント等について，設備の経年劣化
等の状況の変化が当該リスクアセスメント
等の想定する範囲を超える場合に，その変

ば，引火性のある塗料を用いた塗装作業と
設備の改修に係る溶接作業との混在作業が
ある場合に，溶接による火花等が引火性の

化を的確に把握するため，定期的に再度の
リスクアセスメント等を実施するよう努め
る必要があることを定めたものであるこ
と．なお，ここでいう「一定の期間」につ

ある塗料に引火することによる労働災害な
どが想定されること．

いては，事業者が設備や作業等の状況を踏
まえ決定し，それに基づき計画的にリスク
アセスメント等を実施すること．
 また，
「新たな安全衛生に係る知見」に

７

情報の入手等について
⑴ 指針の７は，調査等の実施に当たり，事
前に入手すべき情報を定めたものであるこ
と．
⑵ 指針の７⑴の「非定常作業」には，機械

は，例えば，社外における類似作業で発生
した災害など，従前は想定していなかった
リスクを明らかにする情報が含まれること．
⑹ 指針の５⑵ウは，
「既に製造し，又は取り

設備等の保守点検作業や補修作業に加え，
工程の切替え（いわゆる段取替え）や緊急
事態への対応に関する作業も含まれるこ
と．

扱っていた物質がリスクアセスメントの対
象物質として新たに追加された場合」のほ
か，改正法のリスクアセスメント等の義務
化に係る規定の施行日
（平成28年６月１日）
前から使用している物質を施行日以降，施
行日前と同様の作業方法で取り扱う場合に
は，リスクアセスメントの実施義務が生じ
ないものであるが，これらの既存業務につ
いて，過去にリスクアセスメント等を実施

⑶ 指針の７⑴については，以下の事項に留
意すること．
ア 指針の７⑴アの「危険性又は有害性に
関する情報」は，使用する化学物質のSDS
等から入手できること．
イ 指針の７⑴イの「作業手順書等」の
「等」には，例えば，操作説明書，マニュ
アルがあり，「機械設備等に関する情報」
には，例えば，使用する設備等の仕様書

したことのない場合又はリスクアセスメン
ト等の結果が残っていない場合は，実施す
るよう努める必要があることを定めたもの
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なることから定めたものであること．また，
計画策定時にリスクアセスメント等を行っ
た後に指針の５⑴の作業等を行う場合，同
じ作業等を対象に重ねてリスクアセスメン
ト等を実施する必要はないこと．
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のほか，取扱説明書，
「機械等の包括的な
安全基準に関する指針」
（平成13年６月１
日付け基発第501号）に基づき提供される

「使用上の情報」があること．
⑷ 指針の７⑵については，以下の事項に留
意すること．
ア 指針の７⑵アの「作業の周辺の環境に
関する情報」には，例えば，周辺の化学

報等の結果を入手することを定めたもの
であること．
ウ 指針の７⑶ウは，使用する機械設備等
に対する設備的改善は管理権原を有する
者のみが行い得ることから，管理権原を

物質等に係る機械設備等の配置状況や当
該機械設備等から外部へ拡散する化学物
質等の情報があること．また，発注者に
おいて行われたこれらに係る調査等の結
果も含まれること．
イ 指針の７⑵イの
「作業環境測定結果等」

有する者が実施したリスクアセスメント
等の結果を入手することを定めたもので
あること．
 また，爆発等の危険性のある物を取り
扱う機械設備等の改造等を請け負った事
業者が，内容物等の危険性を把握するこ

の「等」には，例えば，特殊健康診断結
果，生物学的モニタリング結果があるこ

とは困難であることから，管理権原を有
する者がリスクアセスメント等を実施

と．
ウ 指針の７⑵ウの「災害事例，災害統計
等」には，例えば，事業場内の災害事例，
災害の統計・発生傾向分析，ヒヤリハッ
ト，トラブルの記録，労働者が日常不安

し，その結果を関係請負人に提供するな
ど，関係請負人がリスクアセスメント等
を行うために必要な情報を入手できるこ
とを定めたものであること．
⑹ 指針の７⑷については，以下の事項に留

を感じている作業等の情報があること．
また，同業他社，関連業界の災害事例等
を収集することが望ましいこと．

意すること．
ア 指針の７⑷アは，同一の場所で複数の
事業者が混在作業を行う場合，当該作業

エ 指針の７⑵エの「参考となる資料等」
には，例えば，化学物質等による危険性
又は有害性に係る文献，作業を行うため
に必要な資格・教育の要件，
「化学プラン

を請け負った事業者は，作業の混在の有
無や混在作業において他の事業者が使用
する化学物質等による危険性又は有害性
を把握できないので，元方事業者がこれ

トにかかるセーフティ・アセスメントに
関する指針」
（平成12年３月21日付け基発
第149号）等に基づく調査等の結果，危険
予知活動（KYT）の実施結果，職場巡視

らの事項について事前にリスクアセスメ
ント等を実施し，その結果を関係請負人
に提供する必要があることを定めたもの
であること．

の実施結果があること．
⑸ 指針の７⑶については，以下の事項に留
意すること．
ア 指針の７⑶アは，化学物質等による危

イ 指針の７⑷イは，化学物質等の製造工
場や化学プラント等の建設，改造，修理
等の現場においては，関係請負人が混在
して作業を行っていることから，どの関

険性又は有害性に係る情報が記載された
SDSはリスクアセスメント等において重
要であることから，事業者は当該化学物
質等のSDSを必ず入手すべきことを定め
たものであること．
イ 指針の７⑶イは，
「機械等の包括的な安
全基準に関する指針」
，ISO，JIS の「機
械類の安全性」の考え方に基づき，化学
物質等に係る機械設備等の設計・製造段

係請負人がリスクアセスメント等を実施
すべきか明確でない場合があるため，元
方事業者がリスクアセスメント等を実施
し，その結果を関係請負人に提供する必
要があることを定めたものであること．

階における安全対策が講じられるよう，
機械設備等の導入前に製造者にリスクア
セスメント等の実施を求め，使用上の情

８

危険性又は有害性の特定について
⑴ 指針の８は，危険性又は有害性の特定の
方法について定めたものであること．
⑵ 指針の８の「リスクアセスメント等の対
象となる業務」のうち化学物質等を製造す
る業務には，当該化学物質等を最終製品と
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して製造する業務のほか，当該化学物質等
を製造中間体として生成する業務が含ま
れ，化学物質等を取り扱う業務には，譲渡・
提供され，又は自ら製造した当該化学物質
等を単に使用する業務のほか，他の製品の
原料として使用する業務が含まれること．
⑶ 指針の８ア及びイは，化学物質等の危険
性又は有害性の特定は，まずSDSに記載さ
れている GHS 分類結果及び日本産業衛生
学会等の許容濃度等のばく露限界を把握す
ることによることを定めたものであるこ

ウまで，並びにウア及びイに掲げる方法
は，代表的な手法の例であり，指針の９
⑴ア，イ又はウの柱書きに定める事項を
満たしている限り，他の手法によっても
差し支えないこと．
⑵ 指針の９⑴アに示す方法の実施に当たっ

と．なお，指針の８アのGHS分類に基づく
化学物質等の危険性又は有害性には，別紙

ては，次に掲げる事項に留意すること．
ア 指針の９⑴アのリスクの見積りは，必

１に示すものがあること．
 また，化学物質等の「危険性又は有害性」
は，個々の化学物質等に関するものである
が，これらの化学物質等の相互間の化学反
応による危険性又は有害性
（発熱等の事象）

ずしも数値化する必要はなく，相対的な
分類でも差し支えないこと．
イ 指針の９⑴アの「危険又は健康障害」
には，それらによる死亡も含まれること．
 また，
「危険又は健康障害」は，ISO等

が予測される場合には，事象に即してその
危険性又は有害性にも留意すること．
⑷ 指針の８ウにおける「負傷又は疾病の原

において「危害」（harm），「危険又は健
康障害の程度（重篤度）」は，ISO等にお
いて「危害のひどさ」
（severity of harm）

因となるおそれのある化学物質等の危険性
又は有害性」とは，SDSに記載された危険
性又は有害性クラス及び区分に該当しない
場合であっても，過去の災害事例等の入手

等の用語で表現されているものであるこ
と．
ウ 指針の９⑴アアに示す方法は，危険又
は健康障害の発生可能性とその重篤度を

しうる情報によって災害の原因となるおそ
れがあると判断される危険性又は有害性を
いうこと．また，
「化学物質等による危険又
は健康障害のおそれがある事象が発生した

それぞれ縦軸と横軸とした表（行列：マ
トリクス）に，あらかじめ発生可能性と
重篤度に応じたリスクを割り付けてお
き，発生可能性に該当する行を選び，次

作業等」の「等」には，労働災害を伴わな
かった危険又は健康障害のおそれのある事
象（ヒヤリハット事例）のあった作業，労
働者が日常不安を感じている作業，過去に

に見積り対象となる危険又は健康障害の
重篤度に該当する列を選ぶことにより，
リスクを見積もる方法であること．
（別紙
２の例１を参照．）

事故のあった設備等を使用する作業，又は
操作が複雑な化学物質等に係る機械設備等
の操作が含まれること．
９

リスクの見積りについて
⑴ 指針の９はリスクの見積りの方法等につ
いて定めたものであるが，その実施に当た
っては，次に掲げる事項に留意すること．
ア リスクの見積りは，危険性又は有害性
のいずれかについて行う趣旨ではなく，
対象となる化学物質等に応じて特定され
た危険性又は有害性のそれぞれについて
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行うべきものであること．したがって，
化学物質等によっては危険性及び有害性
の両方についてリスクを見積もる必要が
あること．
イ 指針の９⑴アアからオまで，イアから
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エ 指針の９⑴アイに示す方法は，危険又
は健康障害の発生可能性とその重篤度を
一定の尺度によりそれぞれ数値化し，そ
れらを数値演算（足し算，掛け算等）し
てリスクを見積もる方法であること．
（別紙２の例２を参照．）
オ 指針の９⑴アウに示す方法は，危険又
は健康障害の発生可能性とその重篤度に
ついて，危険性への遭遇の頻度，回避可
能性等をステップごとに分岐していくこ
とにより，リスクを見積もる方法（リス
クグラフ）であること．

カ 指針の９⑴アエの「コントロール・バ
ンディング」は，ILO が開発途上国の中
小企業を対象に有害性のある化学物質か
ら労働者の健康を保護するため開発した
簡易なリスクアセスメント手法である．
厚生労働省では
「職場のあんぜんサイト」
ホームページにおいて，ILO が公表して
いるコントロール・バンディングのツー
ルを翻訳，修正追加したものを「リスク
アセスメント実施支援システム」として
提供していること．
（別紙２の例３参照）

エ 指針の９⑴イイの数理モデルを用いて
ばく露濃度等を推定する場合には，推定
方法及び推定に用いた条件に応じて適切
な安全率を考慮する必要があること．
オ 指針の９⑴イイの気中濃度の推定方法
には，以下に掲げる方法が含まれること．
a 調査対象の作業場所以外の作業場所
において，調査対象の化学物質等につい
て調査対象の業務と同様の業務が行わ
れており，かつ，作業場所の形状や換気
条件が同程度である場合に，当該業務に

キ 指針の９⑴アオに示す方法は，
「化学プ
ラントにかかるセーフティ・アセスメン

係る作業環境測定の結果から平均的な
濃度を推定する方法

トに関する指針」
（平成12年３月21日付け
基発第149号）による方法等があること．
⑶ 指針の９⑴イに示す方法は化学物質等に
よる健康障害に係るリスクの見積りの方法
について定めたものであるが，その実施に

b 調査対象の作業場所における単位時
間当たりの化学物質等の消費量及び当
該作業場所の気積から推定する方法並
びにこれに加えて物質の拡散又は換気
を考慮して推定する方法

当たっては，次に掲げる事項に留意するこ
と．
ア 指針の９⑴イアは，化学物質等の気中

c 欧州化学物質生態毒性・毒性センター
が提供しているリスクアセスメント
ツール（ECETOC-TRA）を用いてリス

濃度等を実際に測定し，ばく露限界と比
較する手法であり，ばく露の程度を把握
するに当たって指針の９⑴イイ及びウの
手法より確実性が高い手法であること．

クを見積もる方法（別紙３の例４参照）
カ 指針の９⑴イウは，指針の９⑴アアの
方法の横軸と縦軸を当該化学物質等のば
く露の程度と有害性の程度に置き換えた

（別紙３の１参照）
イ 指針の９⑴イアの「気中濃度等」には，
作業環境測定結果の評価値を用いる方
法，個人サンプラーを用いて測定した個

ものであること．（別紙３の例５参照）
⑷ 指針の９⑴ウは，「準ずる方法」として，
リスクアセスメント対象の化学物質等その
もの又は同様の危険性又は有害性を有する

人ばく露濃度を用いる方法，検知管によ
り簡易に気中濃度を測定する方法等が含
まれること．なお，簡易な測定方法を用
いた場合には，測定条件に応じた適切な

他の物質を対象として，当該物質に係る危
険又は健康障害を防止するための具体的な
措置が労働安全衛生法関係法令に規定され
ている場合に，当該条項を確認する方法が

安全率を考慮する必要があること．
また，
「ばく露限界」には，日本産業衛生学会の
許容濃度，ACGIH（米国産業衛生専門家
会議）のTLV─TWA（Threshold Limit
Value─Time Weighted Average ８ 時
間加重平均濃度）等があること．
ウ 指針の９⑴イアの方法による場合に
は，単位作業場所（作業環境測定基準第
２条第１項に定義するものをいう．
）
に準

あることを定めたものであり，次に掲げる
事項に留意すること．
ア 指針の９⑴ウアは，労働安全衛生法関
係法令に規定する特定化学物質，有機溶
剤，鉛，四アルキル鉛等及び危険物に該
当する物質については，対応する有機溶
剤中毒予防規則等の各条項の履行状況を
確認することをもって，リスクアセスメ
ントを実施したこととみなす方法がある

じた区域に含まれる業務を測定の単位と
するほか，化学物質等の発散源ごとに測
定の対象とする方法があること．

こと．
イ 指針の９⑴ウイに示す方法は，危険物
ではないが危険物と同様の危険性を有す
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る化学物質等（GHS又はJISZ7252に基づ
き分類された物理化学的危険性のうち爆
発物，有機過酸化物，可燃性固体，支燃
性／酸化性ガス，酸化性液体，酸化性固
体，引火性液体又は可燃性／引火性ガス
に該当する物）について，危険物を対象
として規定された安衛則第４章等の各条
項を確認する方法であること．
⑸ 指針の９⑵については，次に掲げる事項
に留意すること．
ア 指針の９⑵アの「性状」には，固体，

査対象作業場所での測定結果が無く，類
似作業場所での測定結果がある場合に
は，当該結果が含まれること．
⑹ 指針の９⑶の留意事項の趣旨は次のとお
りであること．
ア 指針の９⑶アの重篤度の見積りに当た

スラッジ，液体，ミスト，気体等があり，
例えば，固体の場合には，塊，フレーク，

っては，どのような負傷や疾病がどの作
業者に発生するのかをできるだけ具体的

粒，粉等があること．
イ 指針の９⑵イの「製造量又は取扱量」
は，化学物質等の種類ごとに把握すべき
ものであること．
 また，タンク等に保管されている化学

に予測した上で，その重篤度を見積もる
こと．また，直接作業を行う者のみなら
ず，作業の工程上その作業場所の周辺に
いる作業者等も検討の対象に含むこと．
 化学物質等による負傷の重篤度又はそ

物質等の量も把握すること．
ウ 指針の９⑵ウの「作業」とは，定常作
業であるか非定常作業であるかを問わ

れらの発生可能性の見積りに当たって
は，必要に応じ，以下の事項を考慮する
こと．

ず，化学物質等により労働者の危険又は
健康障害を生ずる可能性のある作業の全
てをいうこと．
エ 指針の９⑵エの「製造等に係る作業の

ア 反応，分解，発火，爆発，火災等の
起こしやすさに関する化学物質等の特
性（感度）
イ 爆発を起こした場合のエネルギーの

条件」には，例えば，製造等を行う化学
物質等を取り扱う温度，
圧力があること．
また，
「関連設備の状況」には，例えば，
設備の密閉度合，温度や圧力の測定装置
の設置状況があること．
オ 指針の９⑵オの「製造等に係る作業へ
の人員配置の状況」には，化学物質等に
よる危険性又は有害性により，負傷し，
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護具の着用義務を労働者に履行させるた
めの手段の運用状況及び保護具の保守点
検状況が含まれること．
ケ 指針の９⑵ケの「作業環境中の濃度若
しくはばく露濃度の測定結果」には，調

発生挙動に関する化学物質等の特性
（威力）
ウ タンク等に保管されている化学物質
等の保管量等
イ 指針の９⑶イの「休業日数等」の「等」
には，後遺障害の等級や死亡が含まれる
こと．
ウ 指針の９⑶ウは，労働者の疲労等によ

又はばく露を受ける可能性のある者の人
員配置の状況が含まれること．
カ 指針の９⑵カの「作業の頻度」とは，
当該作業の１週間当たり，１か月当たり
等の頻度が含まれること．
キ 指針の９⑵キの
「換気設備の設置状況」
には，例えば，局所排気装置，全体換気
装置及びプッシュプル型換気装置の設置
状況及びその制御風速，換気量があるこ

り，危険又は健康障害が生ずる可能性や
その重篤度が高まることを踏まえ，リス
クの見積りにおいても，これら疲労等に
よる発生可能性と重篤度の付加を考慮す
ることが望ましいことを定めたものであ
ること．なお，
「疲労等」には，単調作業
の連続による集中力の欠如や，深夜労働
による居眠り等が含まれること．
⑺ 指針の９⑷の安全衛生機能等に関する考

と．
ク 指針の９⑵クの「保護具の使用状況」
には，労働者への保護具の配布状況，保

慮については，次に掲げる事項に留意する
こと．
ア 指針の９⑷アの「安全衛生機能等の信
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頼性及び維持能力」に関して必要に応じ
考慮すべき事項には，以下の事項がある
こと．
ア 安全装置等の機能の故障頻度・故障
対策，メンテナンス状況，局所排気装
置，全体換気装置の点検状況，密閉装
置の密閉度の点検，
保護具の管理状況，
作業者の訓練状況等
イ 立入禁止措置等の管理的方策の周知
状況，柵等のメンテナンス状況
イ 指針の９⑷イの「安全衛生機能等を無

等を使用する場合にあっては，関連する
情報を供給者や専門機関等に求め，その
結果，一定の有害性が指摘されている場
合は，その有害性を考慮すること．
10 リスク低減措置の検討及び実施について
⑴ 指針の10⑴については，次に掲げる事項
に留意すること．
ア 指針の10⑴アの「危険性又は有害性の
より低い物質への代替には，危険性又は
有害性が低いことが明らかな化学物質等

効化する又は無視する可能性」に関して
必要に応じ考慮すべき事項には，以下の

への代替が含まれ，例えば以下のものが
あること．なお，危険性又は有害性が不

事項があること．
ア 生産性が低下する，短時間作業であ
る等の理由による保護具の非着用等，
労働災害防止のための機能・方策を無
効化させる動機

明な化学物質等を，危険性又は有害性が
低いものとして扱うことは避けなければ
ならないこと．
ア ばく露限界がより高い化学物質等
イ GHS 又は日本工業規格 Z7252に基づ

イ スイッチの誤作動防止のための保護
錠が設けられていない，局所排気装置
のダクトのダンパーが担当者以外でも

く危険性又は有害性の区分がより低い
化学物質等（作業内容等に鑑み比較す
る危険性又は有害性のクラスを限定し

操作できる等，労働災害防止のための
機能・方策の無効化のしやすさ
ウ 指針の９⑷ウの作業手順の逸脱等の予
見可能な「意図的」な誤使用又は危険行

て差し支えない．）
イ 指針の10⑴アの「併用によるリスクの
低減」は，より有害性又は危険性の低い
化学物質等に代替した場合でも，当該代

動の可能性に関して必要に応じ考慮すべ
き事項には，以下の事項があること．
ア 作業手順等の周知状況
イ 近道行動（最小抵抗経路行動）

替に伴い使用量が増加すること，代替物
質の揮発性が高く気中濃度が高くなるこ
と，あるいは，爆発限界との関係で引火・
爆発の可能性が高くなることなど，リス

ウ 監視の有無等の意図的な誤使用等の
しやすさ
エ 作業者の資格・教育等
 また，操作ミス等の予見可能な「非

クが増加する場合があることから，必要
に応じ化学物質等の代替と化学反応のプ
ロセス等の運転条件の変更等とを併用し
リスクの低減を図るべきことを定めたも

意図的」な誤使用の可能性に関して必
要に応じ考慮すべき事項には，以下の
事項があること．
ア ボタンの配置，ハンドルの操作方向
のばらつき等の人間工学的な誤使用等
の誘発しやすさ，化学物質等を入れた
容器への内容物の記載手順
イ 作業者の資格・教育等
エ 指針の９⑷エは，健康障害の程度（重
篤度）の見積りに当たっては，いわゆる
予防原則に則り，有害性が立証されてお
らず，SDSが添付されていない化学物質

のであること．
ウ 指針の10⑴イの「工学的対策」とは，
指針の10⑴アの措置を講ずることができ
ず抜本的には低減できなかった労働者に
危険を生ずるおそれの程度に対し，防爆
構造化，安全装置の多重化等の措置を実
施し，当該化学物質等による危険性によ
る負傷の発生可能性の低減を図る措置を
いうこと．
 また，
「衛生工学的対策」とは，指針の
10⑴アの措置を講ずることができず抜本
的には低減できなかった労働者の健康障
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害を生ずるおそれの程度に対し，機械設
備等の密閉化，局所排気装置等の設置等
の措置を実施し，当該化学物質等の有害
性による疾病の発生可能性の低減を図る
措置をいうこと．
エ 指針の10⑴ウの「管理的対策」には，
作業手順の改善，立入禁止措置のほか，
マニュアルの整備，ばく露管理，警報の
運用，複数人数制の採用，教育訓練，健

可能性が高い場合等には，費用等を理由に
合理性を判断することは適切ではないこと
から，措置を実施すべきものであること．
11 リスクアセスメント結果等の労働者への
周知等について
⑴ 指針の11⑴アからエまでに掲げる事項を
速やかに労働者に周知すること．その際，
リスクアセスメント等を実施した日付及び

康管理等の作業者等を管理することによ
る対策が含まれること．
オ 指針の10⑴エの「有効な保護具」は，
その対象物質及び性能を確認した上で，

実施者についても情報提供することが望ま
しいこと．
⑵ 指針の11⑴エの「リスク低減措置の内容」
には，当該措置を実施した場合のリスクの

有効と判断される場合に使用するもので
あること．例えば，呼吸用保護具の吸収
缶及びろ過材は，本来の対象物質と異な
る化学物質等に対して除毒能力又は捕集

見積り結果も含めて周知することが望まし
いこと．
⑶ 指針の11⑷は，指針の11⑵の周知を次回
リスクアセスメント等を実施する時期まで

性能が著しく不足する場合があることか
ら，保護具の選定に当たっては，必要に
応じてその対象物質及び性能を製造者に
確認すること．なお，有効な保護具が存

継続して行うこととし，周知の内容が逸失
しないよう，別途保存しておくことが望ま
しいこと．（別紙４参照）

在しない又は入手できない場合には，指
針の10⑴アからウまでの措置により十分

12 その他について
指針の12は，本指針の制定により法第28条の

にリスクを低減させるよう検討すること．
⑵ 指針の10⑵は，
合理的に実現可能な限り，
より高い優先順位のリスク低減措置を実施
することにより，
「合理的に実現可能な程度
に低い」
（ALARP：As Low As Reasonably

２に基づく同名の指針が廃止されるが，同条に
基づく化学物質のリスクアセスメント等を実施
する際には，本指針に準じて適切に実施するよ
う努めるべきことを定めたものであること．

Practicable）レベルにまで適切にリスクを
低減するという考え方を定めたものである
こと．

別添１・２，別紙１・２・３・４は，ホームペー
ジ参照．
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/

 なお，死亡や重篤な後遺障害をもたらす

hor1-56/hor1-56-41-1-0.htm

○

産業医の選任の改善について

（平成27年10月30日基安発1030第４号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局安全衛生部長名）
産業医の選任については，
労働安全衛生法
（昭
和47年法律第57号．以下「法」という．
）第13条
第１項の規定において，事業者は，厚生労働省
令で定めるところにより，医師のうちから選任
することとされているところである．
一方，産業医として選任できる者の事業場等
における役職については，法又は労働安全衛生
規則（昭和47年労働省令第32号．以下「規則」
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という．）で制限は設けられていないため，企業
の代表取締役，医療法人の理事長，病院の院長
等が産業医を兼務している事例がみられるとこ
ろである．
しかしながら，労働者の健康管理は一定の費
用を伴うものであるため，事業経営の利益の帰
属主体（以下「事業者」という．）を代表する者
や事業場においてその事業の実施を総括管理す

る者が産業医を兼務した場合，労働者の健康管
理よりも事業経営上の利益を優先する観点か
ら，産業医としての職務が適切に遂行されない

表者）
（例）代表取締役，医療法人又は社会福祉法人
の理事長

おそれも考えられ，法や規則においても，事業
者を代表する者や事業場においてその事業の実
施を総括管理する者が，産業医を兼務すること
を想定していないところである．
このようなことから，今般，別添（編注：略）
の通知により，関係団体等に対して，以下の役
職にある者を産業医として選任することは，そ
もそも適切でなく，選任している場合は早期に
改善する必要がある旨の注意喚起を行ったの

② 事業場においてその事業の実施を総括管理
する者（事業場代表者）
（例）病院又は診療所の院長，老人福祉施設の
施設長
なお，今年度中に，産業医が事業者の代表者
又は事業場代表者を兼務している可能性が考え
られる業種の事業場を対象に，産業医の選任状
況に関する調査等を行うことを予定している
が，具体的には別途指示することとしているの

で，御了知ありたい．

で，御承知おきいただきたい．

① 法人の代表者又は事業経営主（事業者の代

○ 石
 綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について
（平成27年11月17日基安化発1117第２号，都道府県労働局労働基準部長宛，
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長名）
石綿含有成形板等の除去作業における労働者
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

あて要請を行ったので了知されたい．
また，別添２（編注：略）のとおり，環境省
から都道府県等の廃棄物担当部局及び大気環境

則」という．
）及び建築物等の解体等の作業及び
労働者が石綿等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

担当部局あて関連の通知がされているので申し
添える．
記

に関する技術上の指針（平成26年３月31日技術
上の指針公示第21号）に基づく措置の実施徹底
を図っているところである．
今般，厚生労働省が環境省と合同で実施した
東日本大震災被災地における建築物の解体現場

１ 石綿含有成形板の除去に当たっては，原則
として手ばらしで，破砕又は切断等を伴わな
い方法で行うこととし，建物から取り外した
廃材を原形のまま保管・運搬できるよう十分
な大きさのフレキシブルコンテナバッグや車

での石綿気中濃度調査において，石綿含有成形
板の除去を行う作業場から比較的高濃度の石綿
が検出されたところである．本事案は，建築物
から取り外した石綿含有成形板（内装材，ケイ
酸カルシウム板第１種）を手作業で約30センチ
メートル角に破砕する作業を行っていたもので
あるが，湿潤化が十分でなく，破砕時に板の破
断面から石綿等の粉じんが発散したこと及び床
面に堆積していた粉じんが再飛散したことが考
えられる．

両を用意すること．
２ 石綿含有成形板が大きい等によりやむを得
ず破砕等が必要な場合は，石綿等の粉じんを
発散させないよう十分な湿潤化を行うととも
に，作業場所の外部に飛散させないための措
置を講じること．なお，板表面への事前の散
水だけでは，破砕等に伴う破断面からの発じ
ん対策として十分でないので，破断面への散
水等の措置を講じながら作業を行うこと．
３ 破砕等に伴い発生した石綿等の粉じんが床

ついては，同種事例の再発を防止するため，
下記の事項に留意の上，石綿則等に基づく措置
の適切な実施について指導されたい．
なお，別添１（編注：略）のとおり関係団体

面に堆積し，再飛散するおそれがあるので，
状況に応じて飛散防止の措置を講じながら作
業を行うこと．
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○

 用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意
雇
事項の改正について
（平成27年11月30日基発1130第２号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局長名）

雇用管理に関する個人情報のうち労働者の健
康に関する情報（以下「健康情報」という．
）の
取扱いについては，
「雇用管理に関する個人情報
の適正な取扱いを確保するために事業者が講ず

指導の結果及び同条第２項の規定に基づ
き労働者から提出された面接指導の結果
イ 安衛法第66条の８第４項の規定に基づ
き事業者が医師から聴取した意見及び同

べき措置に関する指針（平成16年厚生労働省告
示第259号）
」について事業者が留意すべき事項
を，平成16年10月29日付け基発第1029009号「雇
用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り
扱うに当たっての留意事項について」
（以下「留
意事項通達」という．
）により示しているところ
である．

条第５項の規定に基づき事業者が講じた
面接指導実施後の措置の内容
ウ 安衛法第66条の９の規定に基づき事業
者が実施した面接指導又は面接指導に準
ずる措置の結果
エ 安衛法第66条の10第１項の規定に基づ
き事業者が実施した心理的な負担の程度

平成26年６月に公布された「労働安全衛生法
の一部を改正する法律（平成26年法律第82号）
」

を把握するための検査（以下「ストレス
チェック」という．）の結果

により，労働者の心理的な負担の程度を把握す
るための検査，面接指導の実施及び面接指導の
結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務と
されたこと等を踏まえて，留意事項通達につい
て所要の改正を行い，平成27年12月１日より適

オ 安衛法第66条の10第３項の規定に基づ
き事業者が実施した面接指導の結果
カ 安衛法第66条の10第５項の規定に基づ
き事業者が医師から聴取した意見及び同
条第６項の規定に基づき事業者が講じた

用することとした．
改正点は別紙１（編注：略）の新旧対照表の
とおりである．なお，
改正後の指針は別紙２
（編

面接指導実施後の措置の内容
⑵ 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての
基本的な考え方として，以下の内容を新たに

注：略）のとおりであり，別添（編注：略）の
とおり関係事業者団体に対して周知を行ったの
で了知するとともに，貴局においても関係者に
対して周知されたい．

規定する．
① 健康情報は労働者個人の心身の健康に関
する情報であり，本人に対する不利益な取
扱い又は差別等につながるおそれのある機

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取
り扱うに当たっての留意事項の一部改正の概要
（2015.12.４）
１ 改正の内容
⑴ 健康情報の定義について以下の改正を行う．
① 健康情報の例示として規定していた内容
を，
「産業医，保健師等，衛生管理者その他
の労働者の健康管理に関する業務に従事す
る者が労働者の健康管理等を通じて得た情
報」に改める．

微な情報であるため，事業者は健康情報の
適正な取扱いに特に留意しなければならな
い．
② 健康情報は，労働者の健康確保に必要な
範囲で利用されるべきものであり，事業者
は，労働者の健康確保に必要な範囲を超え
てこれらの健康情報を取り扱ってはならな
い．
⑶ 健康情報の適正な取得に関して，以下の内
容を新たに規定する．
① 事業者は，法令に基づく場合を除き，労

② 健康情報の例示として，以下のものを新
たに規定する．
ア 労働安全衛生法
（昭和47年法律第57号．
以下「安衛法」という．
）第66条の８第１
項の規定に基づき事業者が実施した面接

働者の健康情報を取得する場合は，あらか
じめ本人に利用目的を明示し，本人の同意
を得なければならない．ただし，自傷他害
のおそれがあるなど，労働者の生命又は身
体の保護のために緊急に必要がある場合は
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この限りではない．
② 安衛法第66条の10第２項において，スト
レスチェックを実施した医師，保健師その
他の厚生労働省令で定める者（以下「実施
者」という．
）は，労働者の同意を得ないで
ストレスチェック結果を事業者に提供して
はならないこととされており，事業者は，
実施者又はその他のストレスチェックの実
施の事務に従事した者（以下「実施事務従
事者」という．
）に提供を強要する又は労働
者に同意を強要する等の不正の手段によ

労働者が厚生労働省令で定める要件に該当
するかどうかを確認するために，労働者に
ストレスチェックの提出を求めるほか，ス
トレスチェックを実施した外部機関に対し
てストレスチェック結果の提供を求めるこ
とも考えられるが，労働者の申出は，事業
者へのストレスチェック結果の提供に同意
したとみなすことができることから，事業
者の求めに応じて外部機関が事業者にスト
レスチェック結果を提供するに当たって，
改めて本人の同意を得る必要はない．

り，労働者のストレスチェックの結果を取
得してはならない．

④ 事業者が，安衛法第66条の８第１項又は
第66条の10第３項の規定に基づく面接指導

⑷ 第三者に対する健康情報の提供に係る本人
の同意の取得に関して，以下の内容を新たに
規定する．
① 事業者は，ストレスチェックの実施に当
たって，外部機関にストレスチェックの実

を委託するために必要な労働者の個人情報
を外部機関に提供し，また，外部機関が委
託元である事業者に対して労働者の面接指
導の結果を提供することは，安衛法に基づ
く事業者の義務を遂行する行為であり，法

施を委託する場合には，事業者は，ストレ
スチェックの実施に必要な労働者の個人情
報を外部機関に提供する必要がある．この

第23条第１項第１号の「法令に基づく場合」
に該当し，本人の同意を得なくても第三者
提供の制限は受けない．この場合において，

場合において，事業者が外部機関にストレ
スチェックの実施を委託するために必要な
労働者の個人情報を外部機関に提供するこ
とは，安衛法に基づく事業者の義務を遂行

本人の同意を得なくても第三者提供の制限
を受けない健康情報には，面接指導の実施
に必要な情報として事業者から当該外部機
関に提供するストレスチェック結果も含ま

する行為であり，個人情報の保護に関する
法律（平成15年５月30日法律第57号．以下
「法」という．
）第23条第１項第１号の「法
令に基づく場合」に該当することから，本

れる．
⑤ 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60
年法律第88号）第45条第10項及び第14項の

人の同意を得なくても第三者提供の制限は
受けない．
② 安衛法第66条の10第２項において，あら
かじめストレスチェックを受けた労働者の

規定において，派遣先事業者が安衛法第66
条第２項から第４項までの規定に基づく健
康診断及びこれらの健康診断の結果に基づ
き安衛法第66条の４の規定に基づく医師か

同意を得ないで，その結果を事業者に提供
してはならないこととされている．このた
め，外部機関が，あらかじめ本人の同意を
得ないで，委託元である事業者に対してス
トレスチェック結果を提供することはでき
ない．
③ 安衛法第66条の10第３項において，スト
レスチェックの結果の通知を受けた労働者
であって，厚生労働省令で定める要件に該

らの意見聴取を行ったときは，健康診断の
結果を記載した書面を作成し，当該派遣元
事業者に送付するとともに，当該医師の意
見を当該派遣元事業者に通知しなければな
らないこととされている．このことから，
派遣先事業者が，派遣元事業者にこれらの
健康診断の結果及び医師の意見を記載した
書面を提供することは，労働者派遣法の規
定に基づく行為であり，法第23条第１項第

当するものが申し出たときは，事業者は，
面接指導の実施が義務付けられている．事
業者がこの義務を遂行するためには，当該

１号の「法令に基づく場合」に該当し，本
人の同意を得なくても第三者提供の制限は
受けない．
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⑸ 事業者が保有する健康情報の開示に関し
て，
「事業者が保有する健康情報のうち，安衛
法第66条の８第３項及び第66条の10第４項の
規定に基づき事業者が作成した面接指導の結
果の記録その他の医師，保健師等の判断及び

染したり，蔓延したりする可能性が低い感染
症に関する情報や，色覚検査等の遺伝性疾病
に関する情報については，職業上の特別な必
要性がある場合を除き，事業者は，労働者等
から取得すべきでない」と規定していた内容

意見並びに詳細な医学的情報を含む健康情報
については，本人から開示の請求があった場
合は，原則として開示しなければならない．
ただし，本人に開示することにより，法第25
条第１項各号のいずれかに該当する場合は，
その全部又は一部を開示しないことができ
る」という内容を新たに規定する．
⑹ そ の 他 事 業 者 が 配 慮 す べ き 事 項 と し て
「HIV 感染症や B 型肝炎等の職場において感

○

について，その例外として，
「労働者の希望に
応じて，これらの疾病等の治療等のため就業
上の配慮を行う必要がある場合については，
当該就業上の配慮に必要な情報に限って，事
業者が労働者から取得することはあり得る」
という内容を新たに規定する．
２

適用日
平成27年12月１日

 業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指
事
針等について
（平成27年11月30日基発1130第１号，都道府県労働局長宛，厚生労働省労働基準局長名）

平成26年６月に公布された労働安全衛生法の
一部を改正する法律（平成26年法律第82号）に
よる労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）の
改正により，平成27年12月１日から労働者の心
理的な負担の程度を把握するための検査及び面
接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事
後措置の実施が事業者の義務とされたところで
あり，同法の規定に基づき公表されている労働
者の健康管理等に関する下記の４指針につい

（平成18年健康保持増進のための指針公示第
３号）
４ 労働者の心理的な負担の程度を把握するた
めの検査及び面接指導の実施並びに面接指導
の結果に基づく事後措置の実施に関する指針
（平成27年心理的な負担の程度を把握するた
めの検査等指針公示第１号）

て，本日付けで所要の改正が行われ，平成27年

事業場における労働者の健康保持増進のための

12月１日から適用されることとなった．
改正点は別紙１〜４の新旧対照表（編注：略）
のとおりであり，
改正後の指針は別紙５〜８
（編
注：略）のとおりであり，別添（編注：略）の
とおり関係事業者団体等に対して周知したので
了知するとともに，貴局においても関係者に対
して周知されたい．
記
１ 事業場における労働者の健康保持増進のた

指針の一部を改正する指針等の概要
（2015.12.４）
１ 事業場における労働者の健康保持増進のた
めの指針（昭和63年健康保持増進のための指
針公示第１号）の一部改正
⑴ 根拠法令
 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号．
以下「法」という．）第70条の２第１項
⑵ 改正の内容

めの指針（昭和63年健康保持増進のための指
針公示第１号）
２ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措
置に関する指針（平成８年健康診断結果措置
指針公示第１号）
３ 労働者の心の健康の保持増進のための指針
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① 法第69条第１項に基づき事業者が講ず
るよう努めるべき健康保持増進措置の１
つである「健康測定 J について，以下の
留意事項を新たに規定する．
【４⑴イ関係】
ア 問診，診察及び医学的検査の一部に
ついて，法第66条第１項の規定に基づ

く健康診断をもって代替する場合に
は，労働者本人の同意が必要であるこ
と．
イ 健康測定の問診の一部について，法
第66条の10の規定に基づく心理的な負

て医師の意見を聴取すること等の法令
上求められる手順に従わないこと．
イ 就業上の措置の実施に当たり，医師
の意見とはその内容・程度が著しく異
なる等医師の意見を勘案し必要と認め

担の程度を把握するための検査（以下
「ストレスチェック j という．
）の結果
を利用することも可能であるが，これ
を利用する場合には労働者本人の同意
が必要であること．
ウ 健康測定として労働者のストレスを

られる範囲内となっていないもの又は
労働者の実情が考慮されていない等の
法令上求められる要件を満たさない措
置を実施すること．
ウ 健康診断の結果を理由として，解雇，
契約の不更新，退職勧奨，不当な動機・

調査する場合は，ストレスの有無につ
いて二者択一により調べる方法等簡易
な方法によるものとし，ストレスチェ
ックを行うものではないことに特に留
意すること．
② 健康測定等健康保持増進の取組におい
て，その実施の事務に従事した者が，労
働者から取得した健康情報を利用するに
当たっては，当該労働者の健康保持増進
のために必要な範囲を超えて利用しては
ならないことに留意することを新たに規
定する．
【５関係】
⑶ 適用日
平成27年12月１日
２ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措
置に関する指針（平成８年健康診断結果措置
指針公示第１号）の一部改正
⑴

目的による配置転換若しくは職位の変
更文は労働関係法令に違反する措置を
講じること．
③ 派遣労働者に対する健康診断につい
て，以下の留意事項を新たに規定する．
【３関係】
ア 健康診断の実施
・派遣労働者に対する法第66条第１項
の規定に基づく健康診断（以下「一
般健康診断」という．）は，派遣元事
業者に実施する義務があること，派
遣先事業者は，当該派遣労働者が，
派遣元事業者が行う一般健康診断を
受診することができるよう必要な配
慮をすることが適当であること．
・派遣元事業者から依頼があった場合
には，派遣先事業者は，その雇用す
る労働者に対する一般健康診断を実

根拠法令
法第66条の５第２項
⑵ 改正の内容
① 健康診断結果に基づき事業者が医師の

施する際に，派遣労働者もこれを受
診することができるよう配慮するこ
とが望ましいこと．この際，当該一
般健康診断の結果は，派遣元事業者

意見を聴くに当たって，必要に応じ，医
師に提供する情報として，法第66条の10
第３項の規定に基づく面接指導の結果及
び労働者から同意を得て事業者に提供さ
れたストレスチェックの結果を追加す
る．
【２⑶口関係】
② 健康診断結果に基づく就業上の措置に
ついて，以下の不利益な取扱いを行って
はならないことを新たに規定する．
【２⑷

が取り扱うべきものであることか
ら，一般健康診断を実施した医師か
ら直接派遣元事業者に結果を提供さ
せること等の方法により，派遣先事
業者は当該結果を把握しないように
すること．
イ 医師に対する情報の提供
・派遣元事業者は，一般健康診断の結
果について適切に医師から意見を聴

ハ（ロ）関係】
ア 就業上の措置の実施に当たり，健康
診断の結果に基づく必要な措置につい

くことができるよう，法令に基づき
派遣先事業者から通知される労働時
間に加え，必要に応じ，派遣先事業
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者に対し，その他の勤務の状況又は
職場環境に関する情報について提供
するよう依頼し，派遣先事業者は，
派遣元事業者から依頼があった場合
には，必要な情報を提供すること．

て，これを理由として，派遣先事業
者が，派遣元事業者が聴取した医師
の意見を勘案せず又は当該派遣労働
者の実情を考慮せず，当該派遣労働
者の変更を求めること．

この場合において，
派遣元事業者は，
派遣先事業者への依頼について，あ
らかじめ，当該派遣労働者の同意を
得なければならないこと．
ウ 就業上の措置の決定等
・派遣労働者に対し就業上の措置を講

・特殊健康診断の結果に基づく就業上
の措置の実施に当たり，健康診断の
結果に基づく必要な措置について医
師の意見を聴取すること等の法令上
求められる手順に従わず，派遣先事
業者が，当該派遣労働者の変更を求

ずるに当たって，派遣先事業者の協
力が必要な場合には，派遣元事業者

めること．
・特殊健康診断の結果に基づく就業上

は，派遣先事業者に対して，当該措
置の実施に協力するよう要請するこ
ととし，派遣先事業者は，派遣元事
業者から要請があった場合には，こ
れに応じ，必要な協力を行うこと．

の措置の実施に当たり，医師の意見
を勘案せず文は労働者の実情を考慮
せず，派遣先事業者が，当該派遣労
働者の変更を求めること．
オ 健康情報の保護

この場合において，
派遣元事業者は，
派遣先事業者への要請について，あ
らかじめ，当該派遣労働者の同意を
得なければならないこと．
・派遣先事業者は，法第66条第２項又
は第３項の規定に基づく健康診断
（以下「特殊健康診断」という．
）の
結果に基づく就業上の措置を講ずる
に当たっては，派遣元事業者と連絡
調整を行った上でこれを実施するこ
ととし，就業上の措置を実施したと

エ

きは，派遣元事業者に対し，当該措
置の内容に関する情報を提供するこ
と．
不利益な取扱いの禁止
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・派遣労働者の一般健康診断に関する
健康情報については，派遣元事業者
の責任において取り扱うものとし，

⑶

派遣元事業者は，派遣労働者の同意
を得ずに，これを派遣先事業者に提
供してはならないこと．
適用日
平成27年12月１日

３ 労働者の心の健康の保持増進のための指針
（平成18年健康保持増進のための指針公示第
３号）の一部改正
⑴ 根拠法令
法第70条の２第１項
⑵ 改正の内容

 派遣先事業者は，
派遣労働者に対し，
以下の不利益な取扱いを行ってはなら
ないこと．
・一般健康診断の結果に基づく派遣労
働者の就業上の措置について，派遣
元事業者からその実施に協力するよ
う要請があったことを理由として，
派遣先事業者が，当該派遣労働者の
変更を求めること．

① ストレスチェック制度の施行に伴い，
以下の内容を新たに規定する．【２・３・
４・５⑶・８⑴関係】
ア 事業者が策定すべきとされている
「心の健康づくり計画Jの実施に当たっ
ては，ストレスチェック制度の活用や
職場環境等の改善を通じてメンタルヘ
ルス不調を未然に防止する「一次予
防」，メンタルヘルス不調を早期に発見

・派 遣元事業者が本人の同意を得て，
派遣先事業者に派遣労働者の一般健
康診断の結果を提供した場合におい

し，適切な措置を行う「二次予防」及
びメンタルヘルス不調となった労働者
の職場復帰の支援等を行う「三次予防」
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が円滑に行われるようにする必要があ
ること．
イ 衛生委員会等における調査審議にお
いて，ストレスチェック制度に関する
調査審議とメンタルヘルスケアに関す

る．
イ 事業場内メンタルヘルス推進担当者
について，
「労働者のメンタルヘルスに
関する個人情報を取り扱うことから，
労働者について解雇，昇進又は異動に

る調査審議を関連付けて行うことが望
ましいこと．
ウ ストレスチェック制度は，各事業場
の実情に即して実施されるメンタルヘ
ルスケアに関する総合的な取組の中に
位置付けることが重要であることか

関して直接の権限を持つ監督的地位に
ある者を選任することは適当でない」
という内容に改める．
ウ 労働者のメンタルヘルスに関する個
人情報の取扱いについて，「産業医等
は，診断名，検査値，具体的な愁訴の

ら，心の健康づくり計画において，そ
の位置付けを明確にすることが望まし

内容等の生データ又は詳細な医学的情
報は提供してはならない」という内容

いこと．
エ 事業場外資源を活用する場合は，メ
ンタルヘルスケアに関するサービスが
適切に実施できる体制や，情報管理が
適切に行われる体制が整備されている

に改める．
③ 派遣先事業者は，派遣労働者に対し，
以下の不利益な取扱いを行ってはならな
いことを新たに規定する．【８⑵関係】
ア 心の健康に関する情報を理由とする

か等について，事前に確認することが
望ましいこと．
オ メンタルヘルスケア等を通じて労働

派遣労働者の就業上の措置について，
派遣元事業者からその実施に協力する
よう要請があったことを理由として，

者の心の健康に関する情報を把握した
場合において，その情報は当該労働者
の健康確保に必要な範囲で利用される
べきものであり，事業者が，当該労働

派遣先事業者が，当該派遣労働者の変
更を求めること．
イ 本人の同意を得て，派遣先事業者が
派遣労働者の心の健康に関する情報を

者の健康の確保に必要な範囲を超え
て，当該労働者に対して不利益な取扱
いを行うことはあってはならないた
め，労働者の心の健康に関する情報を

把握した場合において，これを理由と
して，医師の意見を勘案せず又は当該
派遣労働者の実情を考慮せず，当該派
遣労働者の変更を求めること．

理由として，解雇，契約の不更新，退
職勧奨，不当な動機・目的による配置
転換若しくは職位の変更又は労働関係
法令に違反する措置を講じてはならな
いこと．
② ストレスチェック制度の施行に伴い，
規定の内容について以下のとおり改め
る．
【５⑴⑶関係】
ア ストレスに気づくためには，
「ストレ
スチェック制度によるストレスチェッ
クの実施が重要であり，特別の理由が
ない限り，全ての労働者がストレスチ
ェックを受けることが望ましい．
また，
ストレスチェックとは別に，随時，セ
ルフチェックを行う機会を提供するこ
とも効果的である」という内容に改め

⑶

適用日
平成27年12月１日

４ 心理的な負担の程度を把握するための検査
及び面接指導の実施並びに面接指導
 結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す
る指針（平成27年心理的な負担の程度を把握
するための検査等指針公示第１号）の一部改正
⑴ 根拠法令
法第66条の10第７項
⑵ 改正の内容【12⑵関係】
① 派遣労働者に対するストレスチェック
及び面接指導の実施に当たって，派遣先
事業者は，派遣元事業者が実施するスト
レスチェック及び面接指導を受けること
ができるよう，派遣労働者に対し，必要
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な配慮をすることが適当であることを新
たに規定する．
② 派遣元事業者は，面接指導が適切に行
えるよう，法令に基づき派遣先事業者か
ら通知された労働時間に加え，必要に応

ア 面接指導の結果に基づく派遣労働者
の就業上の措置について，派遣元事業
者からその実施に協力するよう要請が
あったことを理由として，派遣先事業
者が，当該派遣労働者の変更を求める

じ，派遣先事業者に対し，その他の勤務
の状況又は職場環境に関する情報につい
て提供するよう依頼することとし，派遣
先事業者は，派遣元事業者から依頼があ
った場合には，必要な情報を提供するこ
と，また，この場合において，派遣元事

こと．
イ 派遣元事業者が本人の同意を得て，
派遣先事業者に派遣労働者のストレス
チェック結果を提供した場合におい
て，これを理由として，派遣先事業者
が，当該派遣労働者の変更を求めるこ

業者は，
派遣先事業者への依頼について，
あらかじめ，当該派遣労働者の同意を得

と．
ウ 派遣元事業者が本人の同意を得て，

なければならないことを新たに規定す
る．
③ 派遣労働者に対する就業上の措置につ
いて，
「派遣先事業者の協力が必要な場合
には，派遣元事業者は，派遣先事業者に
対して，当該措置の実施に協力するよう
要誇するものとし，派遣先事業者は，派
遣元事業者から要請があった場合には，

せず，当該派遣労働者の変更を求める
こと．
エ 派遣先事業者が集団ごとの集計・分

これに応じ，必要な協力を行うこと，ま
た，この場合において，派遣元事業者は，
派遣先事業者への要請について，あらか
じめ，当該派遣労働者の同意を得なけれ

析を行うことを目的として派遣労働者
に対してもストレスチェックを実施し
た場合において，ストレスチェックを
受けないことを理由として，当該派遣

ばならない」という内容に改める．
④ 派遣先事業者は，派遣労働者に対し，
以下の不利益な取扱いを行ってはならな
いことを新たに規定する．
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派遣先事業者に派遣労働者の面接指導
の結果を提供した場合において，これ
を理由として，派遣先事業者が，派遣
元事業者が聴取した医師の意見を勘案
せず又は当該派遣労働者の実情を考慮
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労働者の変更を求めること．
適用日
平成27年12月１日

⑶

