
基安発第0920007号  

平成・17年9月20日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部長  

（公印省略）  

石綿を使用している製品の代替化の促進について  

今般、石綿含有製品について、経済産業省の調査により、石綿を含有する家庭用品の製  

造、輸入等が行われていることが明らかになったところである。   

石綿による健康被害が社会的な問題と撃っていることから、平成16年10月1日から  

労働安全衛生法の規定に基づき、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤については、製  

造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところであるが、これら以外の製品につ  

いても、速やかに代療化を行い無石綿の製品にすることが強く求められているところであ  

る。   

このため、政府として、現在、製造等が禁止されていない石綿含有製品についても、早  

期に代替品への転換を進め、石綿の使用等の全面禁止が行えるよう検討を行っているとこ  

ろであるが、今般、別添1のとおり関係団体に対し、現在石綿を使用している製品につい  

ては、直ちに代替化を図り、無石綿の製品にするよう要請するとともに、別添2のとおり  

経済産業省に対し、石綿含有製品の代替化のより一層の促進について、協力依頼したとこ  

ろであるので、了知されたい。   



別添1  

基安発第0920005号  

平成17年9月20日  

別紙の関係団体の長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部長  

石綿を使用している製品の代替化の促進について   

労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解・御協力を賜り厚く御礼申し  

上げます。   

さて、石綿含有製品について、経済産業省の調査により、石綿を含有する家庭用品の製  

造、輸入等が行われていることが明らかになりました。   

石綿による健康被害が社会的な問題となっていることから、平成16年10月1日から  

労働安全衛生法の規定に基づき、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤については、製  

造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところですが、これら以外の製品につい  

ても、速やかに代替化を行い無石綿の製品にすることが強く求められているとごろであり  

ます。   

このため、政府として、現在、製造等が禁止されていない石綿含有製品についても、早  

期に代替品への転換を進め、石綿の使用等の全面禁止が行えるよう検討を行っているとこ  

ろでありますが、貴協会におかれては、貴協会会員に対し、現在石綿を使用している製品  

については、自らが率先して直ちに代替化を図り、無石綿の製品にするよう周知、徹底方  

お願いします。   



別添2  

基安発第0920006号  

平成17年9月20日  

経済産業省製造産業局次長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部長  

（公印省略）  

石綿を使用している製品の代替化の促進について   

今般、石綿含有製品について、貴省の調査により、石綿を含有する家庭用晶の製造、輸  

入等が行われていることが明らかになりました。   

石綿による健廉被害が社会的な問題となっていることから、平成16年10月■・1日から  

労働安全衛生法の規定に基づき、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤については、製  

造、輸入、譲渡、濾供又は使用が禁止されているところですが、これら以外の製品につい  

ても、速やかに代替化を行い無石綿の製品にすることが強く求められているところであり  

ます。   

このため、政府として、現在、製造等が禁止されて 

期に代替品への転換を進め、石綿の使用等の全面禁止が行えるよう検討を行っているとこ  

ろでありますが、今般、別添のとおり関係団体に対し、現在石綿を使用している製品につ  

いては、直ちに代替化を図り、無石綿の製品にするよう要請したところですので、貴職に  

おかれましても、石綿含有製品の代替化のより一層の促進について、御協力方お願いいた  

します。   



別紙  

送付先団体名（308）   

石油連盟  

（社）日本民営鉄道協会  

（社）プレハブ建築協会  

電気事業連合会  
（社）全国建築コンクリートブロック工業会  

（社）全国建設機械器具リース業協会  

（社〉建設荷役車両安全技術協会  
日本労働組合総連合会  

（財）安全衛生技術試験協会  

（杜〉 日本化学会  

（社）日本建材産業協会  

（社）全国中′j・、建築工事業団体連合会  

（社）全国中小建設業協会  

全国社会保険労務士会連合会  

（社）建築業協会  

（社〉全国建設業協会  

（社）日本鉄道建設業協会  

（社）日本土木工業協会  

全国建設業共同組合連合会  

（社）月本電力建設業協会  

（社）日本建築士事務所協会連合会  

（社）セメント協会  

（社）日本建設業団体連合会  

（社）日本遠路建設業協会  

（社）日本化学物質安全・情報センター  

（社）日本舟艇工業会  

（社）住宅生産団体連合会  

（社〉 日本造船工業会  

（社）日本中小型造船工業会  

（社）一日本舶用工業会  

（財）建設業振興基金  

（社）建設産業専門団体連合会  

（社）全国建設産業団体連合会  

日本鉱業協会  

（社）日本ボイラ協会  

（社）日本機械工業連合会  

（社）日本建設機械工業会  

（社）日本建設機械化協会  

（社〉 日本自動車工業会  

化成品工業協会  

日本無機薬品協会  

（社〉 日本産業車両協会  

（財）産業医学振興財団  

（社）日本エレベータ協会  

建設業労働災害防止協会  
林業・木材製造業労働災害防止協会  
陸上貨物運送事業労働災害防止協会  
鉱業労働災害防止協会  

港湾貨物運送事業労働災害防止協会  

（社）全国労働衛生団体連合会  

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会  

せんい強化セメント額協会  

（社）′日本石綿協会  

（社）日本建築士会連合会   



全国石綿スレート協同組合連合会  

（社）日本作業環境測定協会  

（社）日本建築学会  

（社）日本保安用品協会  

（社）ポイラ・クレーン安全協会  

（社）日本クレーン協会  

（社）日本建築家協会  

（社）全日本トラック協会  

全国建設産業協会  

（社）日本建築材料協会  

日本優良家具販売協同組合  
情報通信ネットワーク産業協会  
石油鉱業連盟  

（社）日本ビ／レヂング協会連合会  

（社〉 日本電球工業会  

日本エアゾール協会  

東京製繊（株）（特に団体に加盟せず）  

（社）不動産協会  

（社）日本経済団体連合会  

（社）日本ゴルフ用品協会  

全国楽器協会  

全日本婦人子供服工業組合連合会  

日本安全剃刃製造工業協同組合  
キッチン㌧バスエ業会  

日本防疫殺虫剤協会  
日本鉄道車輌工業会  

（財）日本小型貫流ボイラ協会  

日本靴小売商連盟  

ポリスチレンペーパー成型加工工業組合  

（社）日本DIY協会  
（社）日本ガス石油機器工嚢会  

（社）日本接着剤工業会  

（社）日本セルフ・サービス協会  

全国土壌改良資材協議会  
（社）日本スポーツ用品工業協会  

（社）電子情報技術産業協会  

協同組合全国花材流通協会  

日本医薬品添加剤協会  

（社）日本時計協会  

日本染色協会  

（社）日本電機工業会  

住宅リフォーム推壬生協議会  

日本歯磨工業会  

東京金物卸商協同組合  

日本臨床検査薬協会  
（社）全国家具工業連合会  

日本靴工業会  

日本浴用剤工業会  
日本カイロエ業会  

（社）日本時計輸入協会  

農薬工業会  
日本化学繊椎協会  

日本スーパーマーケット協会  

日本製薬団体連合会  
線材製品協会  

全国18㍑缶工業組合連合会  
（社）特殊鋼倶楽部   



（社）日本鉄鋼連盟  

日本石鹸洗剤工業組合  

普通鋼電炉工業会  

日本石鹸洗剤工業会  

日本百貨店協会  

日本医療機器産業連合会  

日本窯業外装材協会  

（社）日本釣用品工業会  

日本貿易関係手続簡易化協会  

（杜）日本ファシリティマネジメント推進協会  

（社）日本化学工業協会  

石油化学工業協会  

（社）ニューオフィス推進協議会  

全国宝石卸商協同組合  

（社）日本電線工業会  

（社）日本ショッピングセンター協会  

全日本宗教用具協同組合  

日本プラスチック日用品工業紙合  

セメントファイバーボード工業組合  

日本製紙連合会  

機械すき和紙連合会  

全国家庭用晶卸商業協同組合  

日本化粧品工業連合会  

（社）日本エルピーガス供給機器工業会  

（社）日本フランチャイズチェーン協会  

（社）日本記録メディア工業会  

ガス警報器工業会  

天然ガス鉱業会  

日本チェーンストア協会  

日本電磁器協会  

（社）日本ファインセラミックス協会  

（中）浄水器協会  

全国浄化槽工業組合  
（社）ビジネス機械・情報システム産業協会  

日本エアゾールヘアロッカー工業組合  

（社）日本縫製機械工業会  

日本荷主協会  

（社）日本オフィス家具協会  

（社）日本硝子製品工業会  

日本ガラスびん協会  

（社）日本バルブ工業会  

（社）日本ボランタリー・チェーン協会  

（社）日本冷凍空調工業会  

（社）日本産業機械工業会  

（社）インテリアファブリックス協会  

（社）遠赤外線協会  

日本貿易会  

日本輸入化粧品協会  

（社）日本厨房工集会  

（社）日本自動車整備振興会連合会  

日本ゴム履物協会  

（社）自転車協会  

軽金属製品協会  

（社）林業機械化協会  

（社）日本航空宇宙工業会  

（社）日本専門店協会  

中央労働災害防止協会   



（財）石炭エネ／レギーセンター  

（社）日本自動車部品工業会  

（社）日本照明器具工業会  

全日本ベッドエ業会  

（社）日本ジュエリー協会  

全日本革靴工業協同組合連合会  

日本靴卸団体連合会  

全日本鏡連合会  

（社）日本喫煙具協会  

（社）全日本ギフト用品協会  

全国皮革服装協同組合  

（社）日本鞄協会  

東京アンチモニー工芸協同組合  
日本ハンドバッグ協会  

（社）日本人形協会  

（社）日本ホビー協会  

日本プラスチック玩具工業協同組合  

（中）全日本文具事務用晶団体総連合  
日本空気入ビニール製品工業組合  

日本プラスチック工業協同組合連合会  

全日本岬般缶工業団体連合会  

（杜）全日本文具協会  

日本漆器協同組合連合会  

日本ラケット工業協同組合  
日本洋傘振興協議会  
（社）日本ホームヘルス機器工業会  

全国家具組合連合会  

全日本家具商組合連合会  

日本鉛筆工業協同組合  
日本筆記具工業会  

（社）日本敢榔工業会  

日本アンプル工業組合  

（社）日本玩具協会  

（社）日本アパレ／レ産業協会  

（社）日本倉庫協会  

協同組合日本ゴー／レドチェーン  

欧州ビジネス協会協議会医療機器委員会  
協同組合オー／レジャパンメガネチェーン  

（社）日本塗料工業会  

日本医用レーザ協会  
在日米国商工会議所医療機器・ⅠVD小委員会  
（社）国際家具産業振興会  

（社）全国スーパーマーケット協会  

（社）全日本建築士会  

日本パーマネントウェーブ液体工業組合  
全国建設労働組合総連合  

日本かつら工業組合  

（社） 日本衛生材料工業連合会  

（社）日本望遠鏡工業会  

（独）労働者健康福祉機構  

日本チェーンドラッグストア協会  
全日本マリンサプライヤーズ協会  

日本バーミキュライト工業会  

（社）産業安全技術協会  

トラグター懇話会  

日本焼石膏工業組合  

日本遊技機工業組合   



全国額縁組合連合会  

（社）全国タイル業協会  

（財）陶工会  

（財）日本陶磁器意匠センター  

（財）全国タイル検査。技術協会  
日本陶磁器工業協同組合連合会  

日本陶磁器卸商業協同組合連合会  

日本輸出陶磁器完成工業組合連合会  

日本衛生設備機器工業会 

日本陶業連盟  

日本ヘアーカラー工業会  

日本輸出刃物工業組合  

協同組合日本陶芸チェーン  

関西化学工業協会  

全国魔法瓶工業組合  

（財）日本洋傘検査協会  

日本紡績協会  

（社）日本釦協会  

（社）日本室内装備設計技術協会  

（財）日本人造真珠硝子細貨検査協会  

日本輸出眼鏡類工業組合  

日本家庭用殺虫剤工業会  

全日本ブラシ工業協同組合  

日本人造真珠硝子細貨工業組合  

大阪石綿紡織工業会  

日本マネキンディスプレイ商工組合  

（社）日本燐寸工業会  

押出成形セメント板（ECP）協会  
協同組合ニッポンインテリアチェーン  
日本ケミカルシューズ工業組合  

モノレール工業協会  

日本手袋工業組合  

日本金属洋食器工業組合  

日年金属ハウスウェア工業組合  

日本金網団体連合会  

全国缶工業会連合会  

日本製缶協会  

全国ショベルスコップ工業協同組合  

日本作業手袋工業組合連合会  

日本服装ベルト工業連合会  

全日本ケミカルサンダ／レ工業協同組合  

日本安全靴工業会  

日本板紙組合連合会  

全国万葉会仏壇仏具協同組合  

日本記章工業協同組合連合会  

全国石製晶工業協同組合連合会  

全国浴槽販売協同組合連合会  

全国タイ／レ工業組合  

協同組合マッチラテラ／レ  

日本モップ工業組合  

全日本製簾工業協同組合  

全日本宝石時計眼鏡協同組合  

日本珊瑚商工協同組合  

日本真珠輸出加工協同組合  

日本貴金属製鎖工業組合  

日本白墨工業組合  

（中）日本補聴器工業会   



アルミニウム箔懇話会  

ジェット噴流バスエ業会  

全国そライドファスナー協会連合会  

全国ネームプレートエ菜協同租合連合会  
全国ベビー＆シルバー用品工業会  

全国家具卸組合連合会  
全国家具金物連合会  

全国伝統工芸仏壇仏具組合連合会  

全国表具経師内装組合連合会  
全国遊技機商業協同組合連合会  

全日本印章業組合連合会  
日本エアースポーツガン振興協同組合  

日本セーフファニチェア協同組合連合会  

日本ペット用品工業会  

日本べどいベッドエ業会  
日本ポリエチレンブロー製品工業会  

日本安全帽工業会  

日本医療器材工業会  

日本屋外収納ユニットエ業全  

日本在宅医療福祉協会  

日本石材産業協会  

日本中ノJ、貿易連盟  

日本福祉用具・生活支援用具協会  

日本輸出造花工業組合  
日本逆戯銃協同組合  

日本浴室ユニット工業会   


