
基安発第0930001号  
平成17年9月 30 日  

（別記の業界団体等）  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部長   

石綿障害予防規則に基づく措置の遵守徹底に係る協力依頼について   

厚生労働行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上  

げます。   

さて、石綿による健康被害の拡大を防止するため、厚生労働省におきましては、事  

業者に対して石綿障害予防規則に基づく措置の遵守の徹底を図っているところです  

が、先般、緊急的な対応として石綿含有製品を製造し又は取り扱っていると考えられ  

る事業場に対して監督指導等を実施した結果、石綿に係る特殊健康診断が適正に行わ  

れていない、保護具の備付け及び使用が適正に行われていないなど、法令が遵守され  

ていない例が見られることから、改めて労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づ  

く措置の徹底を図ることといたしました。   

つきましては、   

① 下記に掲げる石綿の取扱い等の作業を過去に行っていた事業場においては、当  

該作業に従事したことのある労働者に対して、石綿障害予防規則に基づき健康診  

断を確実に実施し、その結果を労働基準監督署へ報告すること   

② 現在も下記に掲げる石綿取扱い等の作業を行っている事業場においては、健康  

診断の実施・報告とともに、石綿障害予防規則に基づく各種措置を確実に実施す  

ること  

について、関係機関、■傘下の団体、会員事業場等の関係者に対して周知等を図ってい  

ただきますよう、御協力をお願いいたします。   

また、厚生労働省においては、石綿の取扱い等の作業に従事し、すでに退職した方  

についでも石綿に係る健康診断を実施していただくよう、事業者に対して要請を行っ  

ているところですが、改めて、関係機関、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対し  

て周知等を因っていただきますよう、御協力をお願いいたします。   



なお、石綿に係る健康診断及び健康管理手帳のパンフレットを同封いたしますので、  

関係者に対する周知等にご活用下さい。  

記   

石綿取扱い等の作業として、健康診断を含め石綿障害予防規則に基づく措置が必要  

とされる作業としては、次のような作業が該当します。   

なお、これに含まれない作業であっても、石綿又は石綿をその重量の1％を超えて  

含有するものを発じんのおそれのある状態で製造し、又は取り扱う作業であれば石綿  

障害予防規則に基づく措置が必要となります。  

1 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、   

搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業  

2 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業  

3 以下の石綿製品の製造工程における作業  

・石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品  

・石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石   

綿円筒等のセメント製品  

・ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、  

ガスケット（パッキング）等に用いられる耐熱性石綿製品  

・自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品  

・電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿   

製品（電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。）又は電解隔膜、  

タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品  

4 石綿の吹付け作業  

5 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修   

作業  

6 石綿製品の切断等の加工作業  

7 石綿製品が硬覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修   

又は解体作業  

8 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業  

9 石綿を含有する蛇紋岩等の鉱物の粉砕作業   



アルコール協会  

安全衛生技術試験協会  

板硝子協会  

インテリア産業協会  

インテリアファブリックス協会  

エンジニアリング振興協会  

遠赤外線協会  

大阪石綿紡織工業会  

欧州ビジネス協会協議会医療機器委員会  

押出成形セメント板協会  

カーバイド工業会  

ガス警報器工業会  

化成品工業協会  

家庭電気文化会  

硝子繊維協会  

火力原子力発電技術協会  

関西化学工業協会  

機械すき和紙連合会  

キッチン・バス工業会  

強化プラスチック協会  

協同組合オールジャパンメガネチェーン  

協同組合全国花材流通協会  

協同組合ニッポンインテリアチェーン  

協同組合日本ゴールドチェーン  

協同組合．日本陶芸チェーン  

協同組合日本マッチラテラル  

軽金属製品協会  

建築業協会  

建設業振興基金  

建設業労働災害防止協会  

建設産業専門団体連合会  

建設荷役車両安全技術協会  

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  

国際家具産業振興会  

コンクリートポール・パイル協会  

在日米国商工会議所医療機器・ⅠVD小委員会  

産業安全技術協会  

産業医学振興財団  

自転車協会  

自動車技術会  

住宅生産団体連合会  

住宅リフォーム推進協議会  

潤滑油協会  

浄水器協会  

情報通信ネットワーク産業協会  

色材協会  

新金属協会  

水門鉄管協会  

石膏ボード工業会  

石炭エネルギーセンター  

石油化学工業協会  

石油鉱業連盟  

石油連盟  

セメントファイバーボード工業組合  

セメント協会  

せんい強化セメント板協会  

線材製品協会  

全国エルピーガススタンド協会  

全国エルピーガス卸売協会  

全国家具金物連合会  

全国家具工業連合会  

全国家具組合連合会  

全国額縁組合連合会  

全国楽器協会  

全国家庭用品卸商業協同組合  

全国火薬類保安協会  

全国缶工業会連合会  

全国建設機械器具リース業協会  

全国建設業協会  

全国建設業共同組合連合会  

全国建設産業協会  

全国建設産業団体連合会  

全国建設労働組合総連合  

全国建築コンクリートブロック工業会  

全国自動車部晶商団体連合会  

全国社会保険労務士会連合会  

全国18㍑缶工業組合連合会  

全国浄化槽工業組合  

全国スーパーマーケット協会  

全国石綿スレート協同組合連合会  

全国石油協会  

全国タイル業協会  

全国タイル検査・技術協会   



全国中小企業団体中央会  

全国中小建設業協会  

全国中小建築工事業団体連合会  

全国中小貿易業連盟  

全国繊構工業協会  

全国鍍金工業組合連合会  

全国土壌改良資材協議会  

全国土木コンクリートブロック協会  

全国皮革服装協同組合  

全国宝石卸商協同組合  

全国魔法瓶工業組合  

全国木工機械工業会  

全国労働衛生団体連合会  

全日本一般缶工業団体連合会  

全日本印章業組合連合会  

全日本鏡連合会  

全日本家具商組合連合会  

全日本紙製品工業組合  

全日本革靴工業協同組合連合会  

全日本ギフト用品協会  

全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会  

全日本建築士会  

全日本宗教用具協同組合  

全日本トラック協会  

全日本ネオン協会  

全日本婦人子供服工業組合連合会  

全日本ブラシ工業協同組合  

全日本文具協会  

全日本文具事務用品団体総連合  

全日本ベッドエ業会  

全日本宝石時計眼鏡協同組合  

全日本マリンサプライヤーズ協会  

送電線建設技術研究会  

ソーラーシステム振興協会  

耐火物協会  

ダイヤモンド工業協会  

中央労働災害防止協会  

一電気協同研究会  

電気事業連合会  

電気設備学会  

電気通信協会  
電子情報技術産業協会  

電池工業会  

天然ガス鉱業会  

電力土木技術協会  

電炉業構造改善促進協会  

東京アンチモニー工芸協同組合  

東京金物卸商協同組合  

陶工会  

特殊鋼倶楽部  

トラクター懇話会  

日本アスファルト合材協会  

日本アスファルト乳剤協会  

日本アパレル産業協会  

日本アミューズメントマシン工業協会  

日本アルミニウム合金協会，  

日本安全剃刃製造工業協同組合  

日本安全帽工業会  

日本アンプル工業組合  

日本医用機器工業会  

日本医用レーザ協会  

日本医療機器産業連合会  

日本医療器材工業会  

日本衣料縫製品協会  

日本印刷産業機械工業会  

日本エアースポーツガン振興協同組合  

日本エアゾール協会  

日本エアゾールヘアロッカー工業組合  

日本衛生材料工業連合会  

日本衛生設備機器工業会  

日本LPガス協会  

日本エルピーガス供給機器工業会  

日本エルピーガスプラント協会  

日本エルピーガス連合会  

日本エレベータ協会  

日本煙火協会  

日本鉛筆工業協同組合  

日本屋外収納ユニットエ業会  

日本オフィス家具協会  

日本オプトメカトロニクス協会  

日本音響材料協会  

日本カイロエ業会  

日本化学会  

日本化学工業協会   



日本建築士会連合会  

日本建築士事務所協会連合会  

日本建築板金協会  

日本航空宇宙工業会  

日本高圧ガス容器バルブ工業会  

日本港運協会  

日本鉱業協会  

日本工業炉協会  

日本工具工業会  

日本工作機械工業会  

日本工作機器工業会  

日本合成樹脂技術協会  

日本小型貫流ボイラ協会  

日本小型工作機械工業会  

日本ゴム履物協会  

日本ゴルフ用品協会  

日本砕石協会  

日本作業環境測定協会  

日本サッシ協会  

日本産業ガス協会  

日本産業機械工業会  

日本産業車両協会  

日本歯科技工士会  

日本漆器協同組合連合会  

日本室内装備設計技術協会  

日本自動車機械器具工業会  

日本自動車機械工具協会  

日本自動車工業会  

日本自動車車体工業会  

日本自動車整備振興会連合会  

日本自動車タイヤ協会  

日本自動車部品工業会  

日本自動車輸入組合  

日本砂利協会  

日本ジュエリー協会  

日本酒造組合中央会  

日本照明器具工業会  

日本食品機械工業会  

日本ショッピングセンター協会  

日本人造真珠硝子細貨検査協会  

日本人造真珠硝子細貨工業組合  

日本スーパーマーケット協会   

日本化学工業晶輸入協会  

日本化学繊維協会  

日本化学物質安全・情報センター  

日本ガス協会  

日本ガス石油機器工業会  

日本画像医療システム工業会  

日本かつら工業組合  

日本家庭用殺虫剤工業会  

日本金型工業会  

日本鞄協会  

日本火薬工業会  

日本火薬銃砲商組合連合会  

日本硝子製品工業会  

日本ガラスびん協会  

日本簡易ガス協会  

日本玩具協会  

日本機械工業連合会  

日本機械設計工業会  

日本喫煙具協会  

日本記録メディア工業会  

日本金属ハウスウェア工業組合  

日本金属プレス工業協会  

日本金属屋根協会  

日本金属洋食器工業組合  

日本空気入ビニール製品工業組合  

日本靴卸団体連合会  

日本靴工業会  

日本靴′ト売商連盟  

日本クレーン協会  

日本経済団体連合会  

日本計量機器工業連合会  

日本化粧品工業連合会  

日本ケミカルシューズ工業組合  

日本絹業協会  

日本建材産業協会  

日本編人繊織物工業会  

日本建設機械化協会  

日本建設機械工業会  

日本建設業団体連合会  

日本建築家協会  

日本建築学会  

日本建築材料協会  



日本スポーツ用品工業協会  

日本製缶協会  

日本製紙連合会  

日本製薬団体連合会  

日本石材産業協会  

日本石綿協会  

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  

日本セーフファニチュア協同組合連合会  

日本セラミックス協会  

日本セルフ・サービス協会  

日本繊維機械協会  

日本染色協会  

日本専門店協会  

日本舟艇工業会  

日本倉庫協会  

日本造船工業会  

日本ソーダ工業会  

日本ダイカスト協会  

日本大ダム会議  

日本鍛圧機械工業会  

日本鍛造協会  

日本タンナーズ協会  

日本チェーンストア協会  

日本チェーンドラッグストア協会  

日本チタン協会  

日本中小型造船工業会  

日本中小企業技術振興協会  

日本中小企業団体連盟  

日‘本鋳物工業会  

日本厨房工業会  

日本釣用品工業会  

日本DIY協会  

日本鉄鋼連盟  

日本鉄塔協会  

日本鉄道建設業協会  

日本鉄道車輌工業会  

日本鉄リサイクル工業会  

日本手袋工業組合  

日本電化協会  

日本電気技術者協会’  

日本電気協会  

日本電気計測器工業会  

日本電機工業会  

日本電気制御機器工業会  

日本電球工業会  
日本電磁器協会  

日本電線工業会  

日本電力ケーブル接続技術協会  

日本電力建設業協会  

日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会  

日本陶業連盟  

日本陶磁器意匠センター  

日本陶磁器卸商業協同組合連合会  

日本陶磁器工業協同組合連合会  

日本銅センター  

日本動力協会  

日本道路建設業協会  

日本時計協会  

日本時計輸入協会  

日本土木工業協会  

日本塗料協会  

日本塗料工業会  

日本内燃機関連 

日本内燃力発電設備協会  

日本荷主協会  

日本人形協会  

日本ねじ工業協会  

日本農業機械工業会  

日本配線器具工業会  

日本配恵盤工業会  

日本舶用工業会  

日本歯車工業会  

日本ばね工業会  

日本パーマネントウェーブ液体工業組合  

日本歯磨工業会  

日本バーミキュライト工業会  

日本バルブ工業会  

日本パレット協会  

日本半導体製造装置協会  

日本半導体ベンチャー協会  

日本ハンドバッグ協会  

日本皮革産業連合会   



日本マネキンディスプレイ商工組合  

日本民営鉄道協会  

日本無機薬品協会  

日本綿花協会  

日本綿業倶楽部  

日本木材保存協会  

日本焼石膏工業組合  

日本遊技機工業組合  

日本優良家具販売協同組合  

日本輸出陶磁器完成工業組合連合会  

日本輸出刃物工業組合  

日本輸出眼鏡類工業組合  

日本輸入化粧品協会  

日本洋傘検査協会  

日本洋傘振興協議会  

日本窯業外装材協会  
日本溶接容器工業会  

日本溶融亜鉛鍍金協会  

日本浴用剤工業会  

日本ラケット工業協同組合  

日本陸用内燃機関協会  

日本猟用資材工業会  

日本臨床検査薬協会  

日本燐寸工業会  

日本冷凍空調工業会  

日本冷凍空調設備工業連合会  

日本労働安全衛生コンサルタント会  

日本労働組合総連合会  

日本ロボット工業会  

ニューオフィス推進協議会  

農業電化協会  

農薬工業会  

ビジネス機械・情報システム産業協会  

普通鋼電炉工業会  

不動産協会  

プラスチック処理促進協会  

プレハブ建築協会  

ポイラ・クレーン安全協会  

ポリスチレンペーパー成型加工工業組合  

モノレール工業協会  

有機合成化学協会  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会   

日本筆記具工業会  

日本非鉄金属鋳物協会  

日本非破壊検査工業会  

日本百貨店協会  

日本表面処理機材工業会  

日本ビルヂング協会連合会  

日本ファインセラミックス協会  

日本ファシリティマネジメント推進協会  

日本フエルト協会  

日本福祉用具・生活支援用具協会  

日本服装ベルト工業連合会  

日本プラスチック玩具工業協同組合  

日本プラスチック工業協同組合連合会  

日本プラスチック日用品工業組合  

日本フランチャイズチェーン協会  

日本プラントメンテナンス協会  

日本プラント協会  

日本プリント回路工業会  

日本フルードパワー工業会  

日本分析機器工業会  

日本粉体工業技術協会  

日本ヘアーカラー工業会  

日本ベアリング工業会  

日本べっ甲協会  

日本保安用品協会  

日本ボイラ協会  

日本防衛装備工業会  

日本貿易会  

日本貿易関係手続簡易化協会  

日本防疫殺虫剤協会  

日本望遠鏡工業会  

日本芳香族工業会  

日本縫製機械工業会  

日本紡績協会  

日本包装機械工業会  

日本珪榔工業会  

日本釦協会  

日本補聴器工業会  

日本ホビー協会  

日本ホームヘルス機器工業会  

日本ボランタリー・チェーン協会  

日本ポリエチレンブロー製品工業会  



林業機械化協会  

林業・木材製造業労働災害防止協会  

労働者健康福祉機構   


