
関係法令（有害業務に係るもの）重要項目

1.特殊健康診断(特別の項目についての健康診断)

※塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙは5年

種　　　類 　　　　対　　象　　者 項　　目 時期、 記録の
頻度 保存

塩酸、硫酸、硝酸、亜 ・雇い入れ時
歯科医師による硫酸、弗化水素、黄
健康診断 りん等のガス、蒸気、粉 省略 ・配置換え時 5年

じんを発散する場所での
業務に従事する労働者 ・１／6月

高気圧 高圧室内業務又は ①既往歴及び高気圧業務の
潜水業務従事者 　調査

②間接、腰もしくは下肢の痛み ・雇い入れ時
　耳鳴り等の自覚症状又は他覚
　症状 ・配置換え時
③四肢の運動機能の検査
④鼓膜及び聴力の検査 ・１／6月
⑤血圧低下 ５年
⑥尿糖及び尿蛋白の検査
⑦肺活量検査

四アルキル鉛 四アルキル鉛業務従事者 ・雇い入れ時
省略 ・配置換え時 ５年

・１／３月
電離放射線 放射線業務に常時従事 ①被ばく歴の有無の調査 ・雇い入れ時

する者で管理区域に ②白血球数及び白血球百分
立ち入る者 　率の検査 ・配置換え時

③赤血球、血色素量又は ３０年
　ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値の検査 ・１／6月
④白内障に関する眼の検査
⑤皮膚の検査

特定化学物質 第１類又は第2類特化物 ・雇い入れ時 5年
の製造、又は取り扱い 省略 ・配置換え時 　第1類※
業務に常時従事する者 ・１／6月 特別管

一部１／年 理物質
30年

有機溶剤 有機溶剤の製造又は ①業務経歴の調査
取り扱い業務に常時 ②有機溶剤による健康障害の
従事する労働者 　既往歴の調査 ・雇い入れ時

③自覚症状又は他覚症状の
　有無の検査 ・配置換え時
④尿中の蛋白検査
⑤尿中の有機溶剤代謝物量 ・１／6月
　の検査
⑥肝機能検査 5年
⑦貧血検査「赤血球・ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ」
⑧眼底検査
５～８は有機溶剤の特性に従う

鉛 鉛業務に常時従事する ①業務経歴の調査
者 ②・鉛による自覚症状及び他覚

　症状の既往歴の調査
　・血液中の鉛量及び尿中ﾃﾞﾙﾀ ・雇い入れ時
　ｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸量についての
　過去の既往の検査結果の調査・配置換え時
③自覚症状又は他覚症状の
　有無の検査 ・１／6月 5年
④血液中の鉛量の検査 一部1／年
⑤尿中ﾃﾞﾙﾀｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸量
　の検査

石綿 石綿等の取り扱い及び 業務の経歴の調査 ・雇い入れ時
試験研究の為の製造に 医師による問診・診察 ・配置換え時 40年
常時従事する者 胸部エックス線直接撮影 ・１／6月
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歯科検診の対象作業、各物質の検診項目（特に太字）を覚える

第３類不要



2.作業環境測定

注）・○印は作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場を示す。
    ・作業環境測定結果は労働基準監督署への届出、報告は不要

注）番号及び記号の○印は作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場を示す。
※塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙは3年

（1）主な粉じん作業環境測定対象作業
・陶磁器等の原料を混合する場所における作業
・屋内の型ばらし装置を用いて砂型をこわす作業

（2）主な気温、湿度、輻射熱測定作業場
・溶融ガラスからガラス製品を成型する屋内作業場

（3）主な騒音測定作業場
・ロール機による金属の圧延を行う屋内作業場

・鋲
ビョウ

打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う屋内作業場
・チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場

（4）主な鉛作業環境測定対象作業
・鉛ライニングの業務を行う屋内作業場
・鉛の製錬工程において鉛等を取り扱う屋内作業場
・鉛合金を製造する工程における鉛合金の溶融、鋳造の業務を行う屋内作業

（5）非対象となる特定化学物質　：　第３類物質（アンモニア、硝酸など）

　　　　　作業環境を行うべき作業場 測　　　定
　　　作　業　場　の　種　類 　　　　　測　定　の　種　類 測定頻度 記録の
（労働安全衛生法施行令第２１条） 保存
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素空気中の粉じん濃度及び 6月以内 7年

① の粉じんを著しく発散する屋内 粉じん中の遊離けい酸含有率 ごとに1回
作業場で労働省令で定めるもの

2 暑熱、寒冷、又は多湿の屋内 気温、湿度及びふく射熱 半月以内 3年
作業場で、労働省令で定めるもの ごとに1回

3 著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6月以内 3年
で、労働省令で定めるもの ごとに1回
イ炭酸ガスが停滞する作業場 炭酸ガスの濃度 1月以内 3年

ごとに1回
4 ロ２８℃を超える作業場 気　温 半月以内 3年

ごとに1回
ハ通気設備のある作業場 通気量 半月以内 3年

ごとに1回
中央管理方式の空気調和設備を一酸化炭素及び炭酸ガスの 2月以内

5 設けている建築物の室で、事務所含有率、室温及び外気温、 ごとに1回 3年
の用に供されるもの 相対湿度
イ放射線業務を行う管理区域 外部放射線による線量当量率 1月以内 5年

ごとに１回
6 ロ放射性物質取り扱い作業室 空気中の放射性物質の濃度 1月以内

ハ坑内の核原料物質の掘採の ごとに１回 5年
　業務を行う作業場
特定化学物質等（第1類物質 第１類物質又は第２類物質の 6月以内 3年

⑦ 又は第２類物質）を製造し、又 空気中の濃度 ごとに１回
は取り扱う屋内作業場など
石綿等を取り扱い、若しくは 石綿の空気中における濃度 ６月以内
試験研究のため製造する ごとに１回 40年
屋内作業場

⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛濃度 1年以内 3年
ごとに１回

第１種酸素欠乏危険作業に係 作業開始
る作業場にあっては空気中の 前ごと 3年

9 酸素欠乏危険場所において作業酸素の濃度
を行う場合の該当作業場 第2種酸素欠乏危険作業に係 作業開始

る作業場にあっては空気中の 前ごと 3年
酸素及び硫化水素の濃度

有機溶剤（第１種有機溶剤又は ６月以内
⑩ 第2種有機溶剤）を製造し、又は 当該有機溶剤の濃度 ごとに１回 3年

取り扱う業務を行う屋内作業場
廃棄物の焼却施設における焼 ダイオキシン類の濃度及び含 ６月以内 30年

11 却炉等の運転、保守点検 有率 ごとに１回
焼却炉、集じん機等の設備の 内部に付着した物に含まれる 作業開始前 30年
解体作業 ダイオキシン類の含有率
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第1類※、特別管理物質３０

頻度１／年は鉛のみ

〃 １／６月が多い。それ以外を覚える

特定粉じん作業



3.特別教育

特別教育　：　危険又は有害な業務に労働者をつかせる時に行う、当該業務に関する安全又は衛生
　のための特別の教育

（1）特別教育を必要とする作業
　9．チェーンソーを用いて行う立ち木の伐採、かかり木の処理又は造材の業務。
　20の2．作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務。
　21.高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのﾊﾞﾙﾌﾞ又はｺｯｸを操作する業務。
　22.気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのﾊﾞﾙﾌﾞ又はｺｯｸを操作する業務。
　23.再圧室を操作する業務。
　24の2.高圧屋内作業にかかる業務。
　25.四アルキル鉛等業務（令別表第５に掲げるもの）
　26.酸素欠乏危険場所における作業にかかる業務（令別表第６に掲げるもの）
　28.ｴｯｸｽ線装置又はｶﾞﾝﾏ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務。
　２８の２．加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは
　　使用済み燃料又はこれらによって汚染されたものを取り扱う業務。
　２８の3．原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済み燃料又はこれらによって
　　汚染された物を取り扱う業務。
　29.特定粉じん作業に係る業務
　36.廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り
　　扱う業務
　37.石綿障害予防規則に掲げる作業に係る業務

（2）特別教育の記録の保存　　　　　　３年間保存する（労働基準監督署への届出、報告は不要）

（3）特別の教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、
　　その科目についての教育を省略することができる。

4.作業主任者（免許と技能講習）

注）作業主任者の選任は労働基準監督署への届出、報告は不要

　　作業主任者名 選　任　す　べ　き　作　業
高圧室内作業 高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える

主任者（免許） 気圧下の作業室又はシャフト内部において行う作業に限る）
エックス線作業 放射線業務に係る作業（医療用又は波高値による定格管電圧が１０００K

主任者（免許） ボルト以上のエックス線を発生させる装置を除く）
ガンマ線透過写真 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
撮影作業主任者

（免許）
特定化学物質等 特定化学物質等を製造し又は取り扱う作業（試験研究のため取り扱う
作業主任者 作業を除く）　第３類も選任が必要

（技能講習） （対象　：　コールタール、硫酸等)
鉛作業主任者 鉛業務（遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く）に係る作業

（技能講習） 詳細シート１鉛則の項参照（はんだ付けは不要）
四アルキル鉛作業 四アルキル鉛等業務（遠隔操作によって行う隔離室におけるものを

主任者 除くものとし、ドラム缶その他の容器の積み下ろしの業務に限る）に
（技能講習） 係る作業

第1種、第2種酸素 酸素欠乏危険場所における作業
欠乏危険作業 （対象　：　酒類を醸造したことのある醸造槽の内部における作業
主任者（技能講習） 　ドライアイスを使用している冷蔵庫の内部

　飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部等）
有機溶剤作業 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは抗の内部その他の労働省令で

主任者 定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、労働省令
（技能講習） で定めるものに係る作業（試験研究のため取り扱う作業を除く）

(対象：メタノール、アセトン、キシレン等）（注：第３種も選任が必要）
石綿作業主任者 石綿（重量の0.1％を超えて含有するもの）を取り扱う作業

（技能講習） （試験研究のため取り扱う作業を除く）

よく出題される特別教育対象外作業

・有機溶剤業務 ⇒ 有機側では不要

・潜水業務 ⇒ 免許が必要（特別教育では作業できない）

・騒音を発する場所における業務 ⇒ 特別教育不要

・削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
⇒ チェーンソーは特別教育が必要

作業主任者の要否と

免許、技能講習の
違いが出題される



5.衛生管理体制

　専任の衛生管理者が必要 : 常時500人以上の事業場で常時３０人以上上記業務に従事させる場合　
　衛生工学衛生管理者が必要:　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　上記①③④⑤⑨の業務に〃　

 （衛生工学衛生管理者を選任する場合専任の衛生管理者も必要となる）

管理者名 選任すべき業種・規模 資格要件
常時50人以上の労働者を使用する
全ての事業場

衛生管理者 　　　事業場規模 　　　衛生管理者数
５０人～２００人 1人
２０１人～５００人 ２人
５０１人～１０００人 ３人
１００１人～２０００人 ４人
２００１人～３０００人 ５人
３００１人以上 ６人

農林水産業、鉱業、建設業、製造業第一種衛生管理者
電気業、ガス業、水道業、熱供給業 衛生工学衛生管理
運送業、自動車整備業、機械修理業者、医師、歯科医師
医療業及び清掃業 労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
・業種にかかわらず常時１０００人を超える

専任の 　労働者を使用する事業場
衛生管理者

・常時５００人を超える労働者を使用する事業場
専任：衛生管理者 　で坑内労働又は一定の有害な業務に常時
以外の仕事をしない　３０人以上の労働者を従事させる事業場

以上の場合衛生管理者のうち1人を専任の
衛生管理者とする
常時５００人を超える労働者を使用する事業場で

衛生工学衛生 エックス線等の有害放射線にさらされる業務や衛生工学
管理者 鉛等の有害物を発散する場所における業務 衛生管理

などに３０人以上の労働者を従事させる場合に、者
衛生管理者のうち１名を衛生工学衛生管理者
免許を受けた者から選任する。
常時５０人以上の労働者を使用する全ての 用件を

産業医 事業場で選任する。 備えた
医師

常時３０００人を超える労働者を使用する事業場
では２人以上の産業医を選任する

・常時１０００人以上の労働者を使用する事業場
専属の産業医

・一定の有害業務に常時５００人以上の労働者
専属：従業員として　を従事させる事業場
雇う

労基則１８条の
業務

安衛則13条の業務

・深夜業 他

（17.労働基準法表２
参照）

労規則１８条の業務
① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
２ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤ 異常気圧下における業務
６ 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
７ 重量物の取扱い等重激なる業務
８ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素

、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気
又はガスを発散する場所における業務 ← 特化物など

・「全て第一種衛生管理者から選任しなければならない」事業場は無い

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、衛生工学衛生管理者で可
・専任の衛生管理者不要で衛生工学衛生管理者要のパターンは無い

医師、歯科医師、労働

衛生コンサルタントは

衛生管理者を２人以上

選任する場合
１名は非専属で可

衛生工学衛生管理者

以外は選任できない

注）専属と専任
専属：従業員として雇う

専任：その仕事だけに
従事する



（1）衛生委員会委員
　①委員の構成
　・衛生委員会の委員は議長以外の委員の半数が当該事業場の労働組合、労働組合が無い場合は労働
　　者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
　・衛生管理者のうちから事業者が指名した者
　・産業医のうちから事業者が指名した者（専属・非専属は関係ない）
　・当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を指名可（社外の人は不可）

6．衛生基準

（1）休憩関係
・著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場等に
　おいては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。

（2）騒音
　①明示：　強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な

　騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する
　等の措置を講ずるものとする

　②伝ぱ防止：　強烈な騒音を発する屋内作業場は、騒音の伝ぱを防ぐため隔壁を設ける等の措置を講じる
　③騒音測定：・著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、６月に１回以上、定期に、等価騒

　　　音レベルを測定しなければならない
　　・著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した
　　　場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

　④保護具：　強烈な騒音を発する場所における業務においては、業務に従事する労働者に使用させるため、
　耳栓その他の保護具を備えなければならない。

（3）有害な作業環境
　①内燃機関の使用禁止
　　　抗、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、
　　換気をする時以外　内燃機関を有する機械を使用してはならない。
　②立入禁止等
　　　次の場所は関係者以外が立ち入る事を禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

1.多量の高温物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
2.多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
3.有害な光線又は超音波にさらされる場所
4.炭酸ガス濃度が1.5％を超える場所、酸素濃度が18％に満たない場所又は硫化水素濃度が
　百万分の十（10ｐｐｍ）を超える場所
5.ガス、蒸気又は粉塵を発散する有害な場所
6.有害物を取り扱う場所
7.病原体による汚染の恐れの著しい場所

（4）坑内の気温　：　３７℃以下としなければならない

 (5)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はそ
　　の放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない

7.有害業務と関係法令

有機溶剤 トルエン、メタノール
特化物 コールタール、ベンゼン、クロム酸、弗化水素、エチレンオキシド、フェノール、

硫酸、ホルムアルデヒド
酸欠危険場所 浄化槽の内部、バナナの熟成室、酒の醸造槽内
粉じん作業 研ま材を用いて動力による金属研ま、研削盤による金属研ま、

鋳物をグラインダーで研磨
鉛作業 はんだ付け
高気圧作業 潜水作業、大気圧を超える気圧下の作業室の内部
電離放射線 荷電粒子を加速する装置、ガンマ線

8.定期自主検査

政令で定める機械等 実施頻度 記録の保管

・専任の衛生管理者不要で衛生工学衛生管理者要のパターンは無い



局所排気装置、プッシュプル型換気装置 １年以内毎に1回 ３年間
除塵装置、排ガス処理装置及び廃液処理装置
特定化学設備及びその付属設備 ２年以内毎に１回 ３年間
ガンマ線照射装置で透過写真撮影用に用 １月以内毎に１回 ３年間
いられるもの （線源容器の遮蔽能力の異常

の有無・・６月以内毎に1回）
対象物質
局排、除じん・排ガス処理装置：　有機溶剤（第1、第2種）、特化物（第1、第2類）、粉じん（特定粉じん）
排ガス処理　：　アクロレイン
廃液処理　：　特化物（第1、第2、第3類） 注）特化物は対象が少しずつ違います
特定科学設備　：　　特化物（特定第2、第3類）

注）１．結果の労働基準監督署への届出、報告は不要

　　　

9.譲渡等の制限

（1）譲渡、貸与、設置の制限
　　厚生労働大臣が定める規格、または安全装置を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならないもの

①防塵マスク（ろ過材及び面体を有するもの）
②防毒マスク（ﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽ用又は有機ｶﾞｽ用のものその他厚生労働大臣省令で定めるもの）

（ハロゲンガス用、一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用防毒マスク）
③再圧室　　　　　　　　④潜水器
⑤波高値による定格管電圧が10ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以上のエックス線装置
⑥ガンマ線照射装置　　　　　　　

⑦排気量４０cm3 以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
⑧電動ファン付き呼吸用保護具（法改正により追加）　　　　　　その他

10.健康管理手帳の交付

ガンその他の重度の健康障害を生じる恐れのある業務に従事していた者の内、厚生労働省令に定める要件
に該当する者に都道府県労働局長が離職時又は離職後に交付する

健康管理手帳を交付する業務
・ベータナフチルアミン及びその塩を製造又は取り扱う業務　：　３月以上従事した者
・粉じん作業に係る業務　：　じん肺管理区分が管理２又は管理３の者
・塩化ビニルを重合する業務　：　４年以上従事した者

・石綿等を製造し、又は取り扱う業務　：・石綿による胸膜肥厚
キョウマクヒコウ

がある者
　・石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に１年以
　　上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から
　　１０年以上経過している者

・ベリリウムを製造する業務に従事したことがあり、両肺野にベリリウムによるび慢性の
　結節性陰影がある者
・ベンジジンを取り扱う業務に３月以上従事した者
・コークス炉に接して、コークスを製造する業務に５年以上従事した者

11.計画の届出

政令に定める業種、規模の事業場は、機械等を設置、移転、主要構造部分の変更を行う場合、
その計画を工事開始３０日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。

主な対象設備
①有機溶剤　：　密閉する設備、局排、プッシュプル型換気装置、全体換気装置
②鉛　　：　　　　密閉する設備、局排、プッシュプル型換気装置
③特化物（第１類、第２類）　：　製造設備

・全体換気装置は対象外

・法令で設置が義務付けられた設備が対象（対象外 ： 第３類特化物・特定粉じん以外の
粉じんに設置した局排、シアン化ナトリウム・塩酸・硝酸等以外に設置した廃液処理装置等）

防振手袋、化学防護服、送気マスクなどは対象外

水銀、塩化水素、シアン化水素、ベンゼンなどは対象外



④　　〃　：　特定化学設備
⑤　　〃（第２類）　：　密閉する設備、局排、プッシュプル型換気装置、全体換気装置
⑥アクロレイン　：　排ガス処理装置
⑦電離放射線　：　装置、作業室、貯蔵設備
⑧粉じん　：　型ばらし装置、局排、プッシュプル型換気装置

12.有機溶剤中毒予防規則

（１）定義
  ①第１種有機溶剤
　  ａ．第１種有機溶剤
　  ｂ．第１種有機溶剤のみから成る混合物
　  ｃ．　　　　〃　　　　を重量の５％を超えて含有する混合物
  ②第２種有機溶剤
　  ａ．第２種有機溶剤
  　ｂ．第２種有機溶剤のみから成る混合物
　  ｃ．　　〃　　　　との混合物で第２種有機溶剤又は第１種有機溶剤を重量の５％を超えて含有する
　　もの第１種を５％を超えて含有するものを除く
  ③第３種有機溶剤
  　ａ．第３種有機溶剤
　  ｂ．有機溶剤のうち第１種及び第２種有機溶剤以外のもの。

（2）設備関係
　①屋内作業場等において第１種有機溶剤等又は第２種有機溶剤等に係る業務に労働者を従事させる
　　場合は作業場所に密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設けなければならない。
　注）上記有効な設備を設置すれば送気マスク、防毒マスク等の保護具は不要
　②タンク等の内部で第３種有機溶剤等に係る業務に労働者を従事させる場合は、密閉設備、局所排気装置
　　プッシュプル型換気装置、又は全体換気装置を設けなければならない。
    タンク等の内部　：　通風が不十分な屋内作業場

（3）換気装置の性能
　①排気口　空気清浄装置を設けていない局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の排気口の高さは

　屋根から１．５ｍ以上としなければならない。
　②性能

型　　　　　式 制御風速
囲い式フード ０．４ｍ／ｓ

側方吸引型 ０．５ｍ／ｓ
外付け式フード 下方吸引型 ０．５ｍ／ｓ

上方吸引型 １．０ｍ／ｓ

（4）掲示
　①屋内作業場等において労働者を有機溶剤業務に従事させる場合は、有機溶剤等に関する事項を
　　掲示しなければならない。
　　1.人体に及ぼす作用
　　2.取り扱い上の注意事項
　　3.中毒発生時の応急処置 　４つセットで表示する
　②有機溶剤等の区分の表示
　　第１種有機溶剤等；赤　第２種有機溶剤等；黄　第３種有機溶剤等；青

（5）保護具を必要とする作業
　①送気マスク　：　時間が短時間で密閉、局排、プッシュプル型換気、全体換気装置を設けないで行う　

　　　　タンク内部の業務
　②送気マスク又は有機ガス用防毒マスク　：

　　　　・全体換気を設けた第３種有機溶剤等によるタンク等内部の業務
　　　　・密閉、局排、プッシュプル型換気装置を設けないで行う臨時のタンク内部の業務

よく出題される誤った表現

・有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の

１０％を超えて含有するものをいう。

⇒５％を超えて含有するもの。第一種が５％超で第一種、第二種が５％超で第二種（第一種が
５％超の場合を除く）となる

よく出題される誤った表現

・作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で０．４ｍ／ｓの制御風速を出し得る

能力を有するものにする。

⇒外付け式（側方・下方吸引）は0.5m/s



　　　　・密閉、局排装置を設けないで行う短時間の吹き付けによる屋内作業（タンク内部以外）

（6）作業主任者の選任：　屋内作業場又はタンク、船倉若しくは抗の内部等で有機溶剤を製造し、又は取り
　扱う業務で労働省令で定めるものに係る作業は作業主任者を選任する。
　（試験研究のため取り扱う作業を除く）（第３種でも選任する必要がある）

（7）空容器の処理：　有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある
ものは容器を密閉するか、屋外の一定の場所に集積しておく

13.特定化学物質等障害予防規則

（1）厚生労働大臣に製造の許可を受けるべき有害物（第1類物質）‥‥立入禁止要
　　　（製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受ける）
　1.ジクロルベンジジン及びその塩　　　　2.アルファ－ナフチルアミン及びその塩
　③.塩化ビフェニル（ＰＣＢ）　　　　　　4.オルト-トリジン及びその塩　　　　
　5.ジアニシジン及びその塩　　　6.ベリリウム及びその化合物　　　⑦.ベンゾトリクロリド
　
（2）第２類物質（主なもの）‥‥立入禁止要
　エチレンオキシド、塩化ビニル、塩素、クロム酸（その塩）、コ－ルタール、弗化水素、ベンゼン

（3）第３類物質（主なもの）‥‥作業環境測定・健康診断不要、立入禁止要
　アンモニア、フェノール、硝酸、硫酸

（4）局所排気装置　：　・厚生労働大臣が定める性能を有するもの
　　・第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽へ投入する作業を行う
　　　ときは、密閉設備、囲い式フードの局排又はプッシュプル換気装置を設ける
　　　（塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙを除く）

（5）用後処理
　①除塵装置：　第２類物質含有の粉じん用の排気筒、第1、第２類物質含有の粉じん用局排、プッシュプル

　　　換気装置には粒径に応じた除塵装置を設ける
→粒径が５μｍ未満の粉じん　：　ろ過除じん方式、電気除じん方式

　②排ガス処理：　硫化水素等のガス・蒸気を排出する排気筒、局排、プッシュプル換気装置に設ける
　③排液処理：　シアン化ナトリウム等を含む排液は排液処理装置（酸化・還元方式、活性汚泥方式）を設け

稼動する
　④残さい処理：　アルキル水銀化合物含有残さいは除毒したあと廃棄する

（6）特化物作業主任者の業務
　・局排、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処理装置、排液処理装置等を１ヶ月を超えない期間
　　ごとに点検する
　・作業方法を決定し、労働者を指揮する
　・保護具の使用状況監視

（7）特定管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者に対し、１月を越えな
　　い期間毎に所定の事項を記録し３０年間保存する

 (8)特別管理物質の製造又は取り扱う事業を廃止しようとするとき、作業環境測定及び作業の記録、特定化
　　学物質の健康診断個人票又はこれらの写しを添えて所轄労働基準監督署に提出する（定期自主検査結果
　　は提出不要）
 (9)第一類、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、作業場以外に休憩室を設け、適切な洗浄
　　設備を備えると共に、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい
　　箇所に表示しなければならない。

14.製造等の禁止物質

（1）製造等が禁止される有害物質
1.黄りんマッチ　　2.ベンジジン及びその塩　　　3.４－アミノジフェニル及びその塩
4.石綿　　　　5.4-ニトロジフェニル及びその塩
6.ビス（クロロメチル）エーテル　　　7.ベータ-ナフチルアミン及びその塩
8.ベンゼンを含有するｺﾞﾑのりで含有するベンゼンの容量が５％を超えるもの
9.2～8の物をその重量の1％を超えて含有する物

対象外

作業主任者は必要



15.石綿障害予防規則

（1）作業環境測定
　　石綿等を取り扱い又は試験研究のため製造する屋内作業場については、６月以内ごとに１回、定期
　　に、空気中の石綿の濃度について作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを４０
　　年間保存しなければならない。

（２）定期自主検査
　　石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、１年
　　以内ごとに１回、定期に自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを３年間保存し
　　なければならない。

（３）作業の記録
　　石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に
　従事した労働者については、１月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、
　これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から４０年間保存しなければならない。

（４）作業場、休憩室の清掃
　　石綿等を常時取り扱い又は試験研究のため製造する作業場及び休憩室の床については、水洗する
　　等粉じんの飛散しない方法によって、毎日１回以上、掃除を行わなければならない。

（５）特殊健康診断
　　石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇
　入れ時等のほか６月以内ごとに１回、定期に、特別の項目による健康診断を行い、その結果に基づき
　石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から
　４０年間保存しなければならない。

（６）喫煙、飲食の禁止
　　石綿等を常時取り扱い又は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを
　　禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

（７）事業の廃止
　　石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、
　　作業及び作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて所轄労働
　　基準監督署に提出するものとする。

（8）保護具
　　石綿等の除去の作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にする場合を除き、
　　電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器
　　若しくは送気マスクを使用させなければならない。

（9）計画の届出
　　耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業については、その作業を行う仕事の開始の日
　　の１４日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

（10）建築物の解体の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又
　　は工期等について、法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

16.酸素欠乏症等防止規則

（1）定義
　①酸素欠乏等：　空気中の酸素濃度が18％未満又は空気中の硫化水素濃度が10ｐｐｍを超える状態
　②酸素欠乏危険作業：　安衛法施行令別表６の作業（酸素、硫化水素濃度とは無関係）

・第１種酸欠危険作業：酸素欠乏の危険箇所（バナナ等の果菜の熟成室、酒の醸造槽内部、
鋼材・くず鉄が積み込まれている船倉の内部等）

・第２種　〃　　　　：酸欠及び硫化水素発生危険箇所｛海水が滞留する（したことのある）

対象外

・ジクロルベンジジン及びその塩（製造許可）
・オルト-トリジン及びその塩（製造許可）

局排等の定期自主検査記録は不要



暗きょ、マンホール、ピット等。し尿、腐泥、汚水等が入れてある
（入れたことがある）タンク、槽、暗きょ、マンホール等（浄化槽の
内部等）｝

（2）作業環境測定：　作業の開始前に第１種酸欠危険作業は酸素濃度、第２種酸欠作業は酸素濃度
及び硫化水素濃度を測定し、記録を３年間保存する

（3）換気等：　第１種酸欠危険作業は酸素濃度を18％以上に、第2種酸欠危険作業は酸素濃度18％以上
　　かつ硫化水素濃度10ｐｐｍ以下に保つよう換気する。
　　換気に純酸素は使用禁止

（4）人員の点検：　労働者を酸欠危険作業場所に入場させ、及び退場させる時は人員を点検する

（5）特別教育：　酸欠危険作業に従事する場合は酸素欠乏症防止の科目について特別教育を行う
・酸素欠乏の発生の原因
・酸素欠乏症の症状
・空気呼吸器等の使用の方法（防毒マスクの使用方法は含まない。酸欠場所では使用不可のため）
・事故の場合の退避及び救急蘇生の方法

（6）監視人等：　異常を早期に把握し作業主任者、関係者に通報する者を置き常時作業状況を監視さ
せる

（7）冷凍室等：　冷凍室等　密閉して使用する施設又はその内部における作業時は出入り口の扉（ふた）が
　　　閉まらない措置を講じる（内部から容易に開く構造の場合、内部に通報又は警報装置がある
　　　場合を除く）

（8）爆発や酸化等を防止するため、換気を行うことができない場合には同時に就業する労働者の人数と同数
　以上の空気呼吸器等（空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク）を備え、労働者にこれを使用させる。

（9）し尿、腐泥、汚水、パルプ液等腐敗、分解しやすい物質が入っている、若しくは入れたことのあるポン
　　プ配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する
　　作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

17.電離放射線障害防止規則

　(1)管理区域並びに線量の限度
　　　・外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv
　　　・空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10
　　 ・外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によつて行うものとする

　(2)実効線量の限度
　　5年間につき100mSv、かつ1年間につき50mSv　(妊娠可能な女性は3ヶ月につき5mSv）
　

18.粉じん障害防止規則
(1)特定粉じん作業
・屋内の研ま材の吹き付けにより、研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
・屋内の研ま材を用いて動力（手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。）により、岩石、鉱物
 若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所（両頭グラインダー等、サン
　ダーは除く）
・屋内の、セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは
 酸化チタンを袋詰めする箇所
・耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料（湿潤なものを除く。）を動力により
 成形する箇所

特定粉じん作業は粉じん作業のうち発生源対策を行う必要のあるもので、有効な発生源対策が可能な 
もの（発生場所を限定でき集じん機等により粉じんの飛散防止ができる作業）が特定粉じん作業となり
ます。

第２種 酸欠及び亜硫酸ガスは誤り

よく出題される誤った表現

・爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には

送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。

⇒酸欠場所では吸収缶でろ過する防毒マスクは役に立たない。送気マスク、空気呼吸器が必要。



(2)粉じん障害防止規則に基づく措置
　①屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型
　　換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければなら
　　ない。
　②常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、６月以内ごとに１回、定期に、空気中の粉じんの濃
　　度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを７年間保存しなければならない。
　③特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュー
　　ムである場合にはろ過除じん方式、電気除じん方式としなければならない。
　　（ヒュームとヒューム以外の場合に応じて除じん方式が定められている）
　④特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又は
　　これと同等以上の措置を講じなければならない。
　⑤粉じん作業（特定粉じん作業以外でも）を行う屋内の作業場所については、毎日１回以上、清掃を
　　行わなければならない。

19.じん肺法

（1）じん肺管理区分
・じん肺健診の結果、じん肺の所見があると診断された者について都道府県労働局長が決定する
・管理１　：　じん肺の所見がないと診断された者
・管理４と決定された者と管理２又は管理３で合併症にり患した者は、療養を要するものとされて
　いる。

（2）じん肺管理区分の通知
・通知を受けた事業者は、当該労働者に書面により通知すると共に、書面を３年間保存する

20.労働基準法

（1）労働組合等　労働者の代表との協定があっても１日２時間を超える労働時間延長ができない
　　有害業務
　　坑内労働又は次の業務

（2）年少者の就業制限業務
　表2内の業務に満１８歳に満たないものを就かせてはならない。
　注)　深夜業は満１６歳以上の男性を交替制により使用する場合を除く

（3）すべての女性労働者について、就業が禁止されている業務
　　・坑内での労働
　　・一定の重量物取扱い業務
　　・鉛、水銀、クロム、砒素その他これらに準ずる有害物のガス、
　　　蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

（4）妊娠中及び産後１年を経過しない女性の就業が禁止されている業務
　表２（専属の産業医の選任要業務）内①②⑤⑥⑦⑨⑫の業務

表1
① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な

場所における業務
２ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な
場所における業務

③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線
にさらされる業務

④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する
場所における業務

⑤ 異常気圧下における業務

６ 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい
振動を与える業務

７ 重量物の取扱い等重激なる業務
８ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、

硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸
、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の

病原体汚染、湿潤な場所での

作業などは対象外

年　齢　　　　　　　重量（㎏）
断続作業 継続作業

１６歳未満 12 8

１６～１８歳 25 15

１８歳以上 30 20



　注）①②⑤の業務は産後１年を経過しない女性から申し出があった場合のみ

※10、11、13が残業２時間超禁止業務と違います。

終わり

表2：次に上げる業務に常時500人以上従事させる事業場は専属の産業医を選任する。
① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤ 異常気圧下における業務
⑥ さく岩機、鋲（びよう）打機等の使用によつて、身体に著しい振動を

与える業務
⑦ 重量物の取扱い等重激な業務
8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨ 坑内における業務
10. 深夜業を含む業務

11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、
か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、

亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他
これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

妊娠、産後１年以内の女性の場合、申し出があった場合禁止の作業（○アンダーライン付き）

と申し出の有無に係わらず禁止の作業（○アンダーライン無し）がある。⑦、⑨、⑫は全女性禁止

・年少者の就業

制限は表２（専属

の産業医選任と

同じ）の作業

・妊娠中、産後１

年以内の女性の

就業制限は表２

中番号に○付き

の業務

よく出題される誤った表現

・満１８歳以上で産後８週間を経過したが１年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著し

い振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事しない旨の申し出がない場合には、当該業務に就か

せることができる ⇒高温・低温物取扱い作業など申し出があった場合就業させてはならない作業と、
振動、鉛・水銀等の発散作業など申し出がなくても就業させてはならない作業がある


