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「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」に対して寄せられ

た御意見について 

平 成 27 年 ３ 月 ５ 日 

厚生労働省労働基準局 

安 全 衛 生 部 安 全 課 

 

標記について、ホームページ等を通じて意見を募集したところ、27 通（計 99 件）の御意

見等をいただきました。お寄せいただいた御意見等の要旨とそれに対する厚生労働省の考

え方については、次のとおりです。なお、パブリックコメントの対象となる事項について

のみ考え方を示させていただいております。 

今回、御意見等をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

1 

足場の組立て等作業に係る業務に関す

る特別教育の施行後に、当該特別教育

を受講しなくても足場の組立て等の作

業を行うことができる猶予期間を定め

るのか。 

3 足場の組立て等の作業に係る特別教

育については、改正省令の施行の際現

に足場の組立て等の作業に係る業務に

就いている者について、改正省令の施

行日から平成 29 年６月 30 日までの間

は、新たな特別教育を受けなくても従

事できることとする経過措置を設ける

ことにしています。 

2 

現在、足場の組立て等作業主任者の資

格を有する者は、足場の組立て等作業

に係る業務に関する特別教育を新たに

受講しなければならないのか。 

1 今般、新たに特別教育の対象となる

足場の組立て等の作業に係る業務に関

連し、足場の組立て等作業主任者技能

講習の修了者は、当該特別教育の科目

について十分な知識、技能を有してい

ると認められるため、労働安全衛生規

則第 37 条に基づき、当該特別教育の科

目の全部を省略することができること

とする予定です。 

 なお、特別教育の科目等については、

別途告示で定める予定です。 
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

3 

足場の組立て等作業に係る業務に関す

る特別教育では、安全帯の使い方など、

実技面での教育が必要ではないか。 

1 足場の組立て等作業に係る特別教育

の科目等については、別途告示で定め

る予定ですが、安全帯の使い方につい

ては、複雑な操作を必要としないこと

から、学科による教育で十分効果があ

ると考えています。 

 また、安全帯の使い方以外の当該作

業に係る特別教育の科目等について

も、特段、複雑な操作等はないことか

ら、実技教育を盛り込まないことを考

えています。 

 なお、法定の教習時間を確保した上

で、労働者に安全帯を着用させる等教

育効果を高めるため工夫を行うこと

は、差し支えありません。 

4 

年少者労働基準規則の第８条におい

て、18 歳未満に満たない者を就かせて

はならない業務に「足場の組立、解体

又は変更の業務」があり、一方で、「地

上又は床上における補助作業の業務は

除く」とされている。新設される特別

教育の受講資格については18歳以上と

するのか。また、上記の補助作業につ

いては対象となるのか。 

1 年少者が就業可能な地上又は堅固な

床上における補助作業の業務について

は、新たに特別教育の対象となる業務

から除かれています。 

 また、特別教育に受講資格はないた

め、18 歳未満の者に特別教育を行うこ

とは可能ですが、特別教育を受けた場

合であっても年少者を年少者労働基準

規則第8条第25号の業務には就かせる

ことはできません。 
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

5 

足場における死亡災害は、通常作業で

亡くなられている方が圧倒的に多いこ

とから、受講対象者は「足場組立て解

体又は変更の作業を行う者」だけでな

く、足場で作業する者とし、早期に基

本的な安全教育と危険性の教育を行う

ことが望ましい。 

1 平成 21 年度から平成 23年度まで足

場からの墜落・転落災害を分析した結

果では、高さ２ｍ以上の足場からの墜

落・転落災害のうち、足場の組立て等

の作業中のものの割合は、死傷災害の

うち 30％、死亡災害のうち 46％を占め

ており、重篤な災害となる割合が高い

こと、足場の組立て又は解体時の足場

最上層からの墜落・転落災害のうち、

安全帯を使用していなかったものが

93.2％であり、労働者による安全帯の

使用の徹底のため意識付けが特に必要

であることから、今般、新たに足場の

組立て、解体又は変更の作業に係る業

務を特別教育の対象とするものです。 

 「足場の組立て、解体又は変更の作

業を行う者」以外の足場で作業を行う

者についても、御指摘のように、労働

者等に対する安全教育を行うことは望

ましいと考えており、パンフレット等

により墜落防止に係る安全衛生意識の

高揚を図ることにしています。 

6 

安全に関する「特別教育」は発注者と

元請も対象とすべき。 

1 労働安全衛生法に基づく特別教育

は、事業者が労働者を危険又は有害な

業務に就かせるときに当該業務に関す

る安全又は衛生のための教育を行うも

のです。 

このため、元請の労働者を当該業務

に就かせる場合には、当該元請は、当

該労働者に特別教育を実施しなければ

ならないこととなりますが、当該業務

に自らの労働者を就かせない発注者や

元請には、特別教育を実施する義務は

生じません。 
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

なお、特定元方事業者には、関係請

負人が行う労働者の安全又は衛生のた

めの教育に対する指導及び援助を行う

義務があります。 

7 

足場の作業床の要件として新設される

床材と建地との隙間を12cm未満とする

ことの根拠は何か。床材と建地との隙

間とは、どの隙間を指し、どこからど

こまでを測るのか。 

12 鋼管足場用の部材及び附属金具の規

格（昭和 56年労働省告示第 103 号）に

おいて、床付き布わくの床材の幅は

24cm 以上とされていることから、はり

間方向における建地と床材の両端との

隙間の和が 24cm 以上であれば、さらに

床材を敷き、床材と建地との隙間を塞

ぐことが可能です。 

 今般の改正では、可能な限り床材と

建地との隙間を塞ぐことを目的に、そ

れ以上追加的に床材を敷くことができ

なくなるまで床材を敷くようにするた

め、床材と建地との隙間を躯体側及び

外側からそれぞれ12cm未満とすること

にしています。 

また、床材と建地との隙間は、建地

の内法から床材の側面までの長さをい

います。 

8 

足場の床材が、建地間の中央にあると

きには、床材と建地との隙間が 12cm 未

満であっても、片側に寄せた場合に

12cm 以上となってしまう場合には、違

反となるか。その場合、どのように対

応したらよいか。 

10 床材が片側に寄ることで12cm以上の

隙間が生じた場合には、床材と建地と

の隙間の要件を満たさないことになり

ます。そのため、床材の組み合わせを

工夫する、小幅の板材を敷く、床材が

ずれないように固定する、床材付き幅

木を設置する等の措置が考えられま

す。 

また、はり間方向における建地と床

材の両端との隙間の和が24cm未満等の

場合には、床材と建地との隙間が 12cm

以上の箇所に防網を張る等床材を設置
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

する以外の墜落防止措置を講ずること

により、代替することが可能です。 

9 

床材と建地との隙間を12cm未満とする

要件に関し、幅木を設置した場合は隙

間を埋めたことになるのか。また、幅

木を傾けて設置した場合や床材付きの

幅木の場合はどうか。 

5 垂直に又は傾けて設置した幅木は作

業床としての機能を果たせないため、

床材ではありません。そのため、幅木

の有無を考慮せずに、床材と建地との

隙間を 12cm 未満とする必要がありま

す。ただし、床材と幅木が一体となっ

ている場合には、床材としての機能を

果たすことが可能であるため、当該幅

木の床面側の部材は床材といえます。 

 なお、はり間方向における建地と床

材の両端との隙間の和が24cm未満等の

場合には、床材と建地との隙間が 12cm

以上の箇所に防網を張る、十分な高さ

がある幅木を傾けて設置する等床材を

設置する以外の墜落防止措置を講じて

もかまいません。 

10 

「第 12 次労働災害防止計画」が掲げる

「労働災害をゼロにする」目標に適っ

た二段手すりと幅木の設置の義務化と

いう主張を取り入れて省令改正をすべ

きである。 

2 足場の作業床からの墜落防止措置に

ついては、平成 21年 6月に施行された

安衛則第 563 条第１項第３号により、

足場の種類に応じて交さ筋かい及び下

さん等、手すり等及び中さん等の設置

が義務付けられています。 

さらに、今般の改正では、これまで

安衛則に床材と建地との隙間の基準が

なかったことも踏まえ、可能な限り床

材と建地との隙間を塞ぐことを目的

に、新たに安衛則第 563 条第１項第２

号に床材と建地との隙間の基準を設け

ることにより、墜落防止措置の強化を

図るものです。 

 なお、今後、幅木については、墜落

防止措置及び飛来落下防止措置とし
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

て、足場の建地の中心間の幅が 60cm 以

上の場合には、足場の外側（荷揚げ等

の作業に支障がある箇所を除く。）に幅

木を設置することを指導することとし

ています。 

11 

床材と手すり等との隙間については規

定しないのか。 

1 今般の改正については、これまで労

働安全衛生規則には、床材と建地との

隙間に関する基準がなかったことか

ら、可能な限り床材と建地との隙間を

塞ぐことを目的に、それ以上追加的に

床材を敷くことができなくなるまで床

材を敷くようにするため、新たに安衛

則第 563 条第１項第２号に床材と建地

との隙間の基準を設けたものです。 

 このため、まずは、床材と建地との

隙間の規制により、足場からの墜落防

を図ってきたいと考えておりますが、

御指摘の、床材と手すり等との隙間に

ついても、今後、必要な調査・研究を

行い、その結果等を踏まえて検討して

まいります。 

12 

床材と建地との隙間を12cm未満の基準

に関し、曲線的な構造物に対する足場

では局所的に12cmを超えることが多く

発生すると思われる。そのため、数値

明記ではなく「労働者が墜落しない隙

間」との表現が妥当ではないか。この

省令の改正に伴い、現在流通していな

い幅の足場板が必要になるため、施行

時期については、十分な猶予期間を設

定してもらいたい。また、建設コスト

に少なからず影響を与えると思われる

ので、施行開始時期に合わせて、コス

トの増額を発注者が負担する旨の通達

1 床材と建地との隙間の基準について

は、特例として、①はり間方向におけ

る建地と床材の両端との隙間の和が

24cm 未満の場合、又は②曲線的な構造

物に対する足場等はり間方向における

建地と床材の両端との隙間の和を 24cm

未満とすることが作業の性質上困難な

場合には、床材と建地との隙間が 12cm

以上の箇所に防網を張る等墜落防止措

置を講じることで、床材と建地との隙

間を12cm以上とすることができること

にしています。 

 このため、現在流通している足場板
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

等を発行するようお願いしたい。 等により対応することが可能と考えて

おり、施行時期については平成 27年 7

月 1 日としています。 

 また、今般の改正内容を発注機関へ

通知し、発注時の必要な経費の積算に

配慮を求めてまいります。 

13 

床材間の隙間とは、鋼製布わくの床材

の隙間をいうのであり、鋼板布わくの

つかみ金具と建わくの横架材と鋼製布

わくの隙間のことではないという解釈

でよいか。 

1 床材間の隙間とは、例えば床付き布

わくを２枚敷いた場合の床付き布わく

と床付き布わくの間の隙間をいいま

す。 

14 

幅木の設置を全面的に義務化せずに床

材と建地のすき間を12cm未満とする要

件追加は、足元から墜落する危険を増

すものであり、反対である。 

1 今般の改正については、これまで労

働安全衛生規則には、床材と建地との

隙間に関する基準がなかったことか

ら、可能な限り床材と建地との隙間を

塞ぐことを目的に、それ以上追加的に

床材を敷くことができなくなるまで床

材を敷くようにするため、新たに安衛

則第 563 条第１項第２号に床材と建地

との隙間の基準を設けるものです。 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規

格（昭和 56年労働省告示第 103 号）に

おいて、床付き布わくの床材の幅は

24cm 以上とされていることから、12cm

程度の隙間が生じてしまうことはやむ

を得ないと考えています。 

 ただし、御指摘のように、床材と建

地との隙間をできる限りなくすことは

墜落防止の観点から望ましいものと考

えておりますので、今後とも引き続き、

足場の床材と建地との隙間をできるだ

け少なくすることを指導していきたい

と考えています。 
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

15 

墜落防止設備を設けない又は取り外す

箇所への関係労働者以外の者の立入り

を禁止することについては、安全パト

ロール者も立入り禁止となるのか。 

1 墜落防止設備を設けない又は取り外

す箇所において作業を行う者、作業を

指揮する者等が当該箇所に立ち入るこ

とができる関係労働者に該当します。 

16 

仕上げ工事において墜落防止設備が取

り外されることが多いが元の状態に戻

すのは誰で、誰が確認するのか明記し

てほしい。 

1 省令上は、作業の必要上臨時に墜落

防止設備を取り外した場合には、事業

者が、その必要がなくなった後、直ち

に当該設備を原状に復さなければなら

ないこととされています。 

このような事業者の措置義務を履行

するため、当該墜落防止設備を取り外

した者が、作業終了後に元の状態に戻

すとともに、当該作業の責任者がこれ

を確認することが適当であると考えま

す。 

17 

架設通路に関し、作業の必要上臨時に

手すり等を取り外す場合において、安

全帯取付設備等の設置等を要件として

追加するのであれば、作業構台につい

ても作業の必要上臨時に手すり等を取

り外す場合に同様の措置を行わせるよ

う改正するべき。 

また、注文者による足場の点検義務の

強化については、架設通路についても

同様に措置を行わせるべき。 

1 作業構台についても、今般の改正に

おいて、新たに架設通路に規定される

措置と同様に、作業の必要上臨時に手

すり等を取り外す場合には、安全帯取

付設備等の設置等の措置及び関係労働

者の立入禁止措置を規定するととも

に、作業の必要がなくなった後にこれ

らの設備を原状に復すことが規定され

ています。 

 また、架設通路については、安衛則

第 552 条に規定する架設通路の基準に

適合したものでなければ、事業者は使

用できないこととされていますが、一

般に架設通路上で作業を行わないこと

から、事業者の点検の義務はありませ

ん。 

なお、架設通路を請負人の労働者に

使用させる注文者についても、安衛則

第 654 条において安衛則第 552 条に規
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番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見等に対する考え方 

定する架設通路の基準に適合させるこ

ととされていますが、注文者の点検の

義務はないことから、今般の改正にお

いても注文者に対する点検の義務は、

規定しないことにしています。 

18 

架設通路に関し、身を乗り出しての作

業は安全帯の使用を義務付けるべき。 

1 架設通路については、労働安全衛生

規則第 552 条第４号により、高さ 85cm

以上の手すり及び高さ 35cm 以上 50cm

以下のさん又はこれと同等以上の機能

を有する設備の設置が義務付けられて

おり、架設通路からの墜落防止には十

分効果のある規制であると考えていま

す。 

一方、身を乗り出しての作業は、こ

のような手すり等の墜落防止措置があ

っても、これを無効にする行為です。

このため、あらかじめ作業方法を検討

し、このような作業方法を採用しない

よう必要な指導を行っているところで

す。 

19 

架設通路に関し、作業の必要上臨時に

手すり等を取り外す場合において設置

する安全帯取付設備が何か、また、そ

の設置方法を明記してほしい。 

1 「安全帯を安全に取り付けるための

設備」とは、安全帯を適切に着用した

労働者が落下しても、安全帯を取り付

けた設備が脱落することがなく、衝突

面等に達することを防ぎ、かつ、使用

する安全帯の性能に応じて適当な位置

に安全帯を取り付けることができる設

備をいいます。 

 架設通路に関し、作業の必要上臨時

に手すり等を取り外す場合には、一般

的には架設通路に残された手すり、支

柱等が安全帯を安全に取り付けるため

の設備として利用することできる場合

が多いと考えられます。 
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 このような内容については、別途通

達において示すことにしています。 

20 

足場の組立て等の作業に係る墜落防止

措置の強化については、高さ５ｍ未満

の構造の足場まで拡大するとされてい

るが、下限値は設定しないのか。例え

ば、高さが２ｍ以上の構造の足場まで

拡大してはどうか。 

5 足場の組立て等の作業に係る墜落防

止措置の強化については、高さ２ｍ未

満の構造の足場については、墜落する

おそれのない地上又は堅固な床上から

組み立てることが可能であるため、「高

さ２ｍ以上の構造の足場の組立て等の

作業」を対象にすることにしています。 

21 

足場の組立て等の作業に係る墜落防止

措置の強化については、一側足場、単

管足場等すべての足場が含まれるの

か。また、脚立、移動はしご、作業台、

ローリングタワーは含まれるのか。 

3 足場の組立て等の作業に係る墜落防

止措置等の対象は、「つり足場、張出し

足場又は高さが２ｍ以上の構造の足

場」と規定されているため、御指摘の

とおり、一側足場や単管鋼管足場を含

めた全ての足場が対象となります。ま

た、ローリングタワーも足場に該当す

るため、墜落防止措置等の対象となり

ます。 

なお、脚立、移動はしご及び作業台

については、これを単体で使用する場

合には足場ではありませんが、脚立を

支持物として足場板を掛け渡す場合

は、足場に該当しますので、その高さ

が２ｍ以上であれば墜落防止措置等の

対象となります。 

22 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置等の対象となる「高さが５ｍ未満

の構造の足場」の「高さ」は、作業床

までの高さなのか、建地の最上部まで

の高さなのか。 

1 足場の構造上の高さは、作業床が足

場の最上層に設置されている場合に

は、基底部から最上層の作業床までの

高さをいいます。 

一方、作業床が足場の最上層に設置

されていない場合には、①わく組足場

では、最上部の建わくの上端までの高

さ、②単管足場等支柱式の足場では、

最上の水平材（布材等の主要部材）ま
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での高さをいいます。 

23 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置等の対象を高さ５ｍ未満の構造の

足場まで拡大することに関し、現状の

先行手すりの安全帯取付設備としての

強度試験では、安全帯のランヤードを

含めての落下距離が足場２層分（3.6ｍ

前後）とされており、３ｍ程度の高さ

から墜落した場合、地面に激突するも

のと考えられるが、見解如何。 

1 安全帯を使用することによる墜落防

止措置では、安全帯のフックを掛ける

高さに応じて安全帯のランヤードの長

さを調整することにより、墜落時に地

面に激突しないようにする必要があり

ます。 

24 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置等は、労働基準監督署への届出等

の有無に係わらず全ての工事現場に適

用するのか。 

1 今般の改正による足場の組立て等作

業における墜落防止措置等の義務化

は、労働基準監督署への足場の設置等

の届出の有無、工事現場であるか否か

を問わず、つり足場、張出し足場又は

高さ２ｍ以上の構造の足場の組立て、

解体又は変更の作業に適用されます。 

25 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置等の対象を高さ５ｍ未満の構造の

足場まで拡大することに関し、ローリ

ングタワー（移動式足場）自体で墜落

防止措置機能を果すことは困難であり

危険ではないか。 

1 ローリングタワーの組立ての際に安

全帯を使用する場合には、控わくを設

置するなどにより墜落時に足場が倒壊

しないように組み立てる必要がありま

す。 

26 

足場の組立て等の作業を行うときは、

原則として、幅 40cm 以上の作業床を設

けることとされているが、例外として

認められる場合を示していただきた

い。例えば、足場解体作業で行われる

２枚の足場を交互に移動させながら、

足場のつりチェーンの取り外し等の作

業を行う場合、一側足場、階段枠を設

けた場合は例外に含まれるか。 

4 幅40cm以上の作業床を設置すること

については、これが困難な場合には、

この限りではないこととしています。

困難な場合としては、例えば、つり足

場の組立て等作業において幅20cm以上

の足場板２枚を交互に移動させながら

作業を行う場合、狭小な場所に作業床

を設ける場合、昇降設備を設ける場合

等を想定しており、その旨は別途通達

で示すこととしています。 
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27 

足場の組立て等の作業において設置を

義務付けられる安全帯取付設備とはど

のようなものか。 

4 「安全帯を安全に取り付けるための

設備」とは、安全帯を適切に着用した

労働者が落下しても、安全帯を取り付

けた設備が脱落することがなく、衝突

面等に達することを防ぎ、かつ、使用

する安全帯の性能に応じて適当な位置

に安全帯を取り付けることができる設

備をいいます。このような条件を満た

す手すり先行工法で用いられる手すり

わく又は手すり、親綱及び親綱支柱を

含みます。 

28 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置については、先行手すりは墜落自

体を防止し、かつ、万一の墜落の際に

は安全帯取付設備として機能するもの

であるのに対し、安全帯取付設備とし

た場合はあくまで墜落した場合の措置

に過ぎず、期待できる安全性に大きな

差があることから、手すりの先行設置

を最優先に義務化すべき。 

3 今般の改正は、平成 21年度から平成

23 年度までの足場の組立て又は解体時

の足場最上層からの墜落・転落災害の

うち、安全帯取付設備がなく、かつ、

安全帯を使用していなかったものが

77.9％であったことから、足場の組立

等の作業を行う場合における先行手す

りや親綱及び親綱支柱といった安全帯

取付設備の設置を義務化するもので

す。 

 御指摘の手すり先行工法による手す

りについては、足場の組立て等作業に

おいて、一般に、足場の外側のみに採

用されることが多く、足場の外側につ

いては手すりによる墜落・転落防止効

果が期待できますが、手すりが設置さ

れていない足場の躯体側からは墜落の

危険があります。このため、足場の躯

体側からの墜落による危険を防止する

ためには、安全帯を使用する必要があ

ります。 

 なお、足場の組立て等の作業におけ

る手すり先行工法による手すりの設置
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は、足場の一方の側面に対しては労働

者が墜落する危険を低減させるための

措置であることから、これを優先的に

講じるよう指導することにしていま

す。 

29 

高さ５ｍ未満の構造の足場で、足場の

２層目では安全帯では地面まで落下し

てしまうので手すりを設置しなければ

ならないという解釈でよいか。 

1 安全帯を使用することによる墜落防

止措置では、安全帯のフックを掛ける

高さに応じて安全帯のランヤードの長

さを調整することにより、墜落時に地

面に激突しないようにするなどの方法

もあり、必ずしも手すりを設置しなけ

ればならないという訳ではありませ

ん。 

30 

足場の組立て等の作業に係る墜落防止

措置の強化について安全帯及び安全帯

取付設備等の随時点検を行う者は誰を

想定しているのか。また、頻度はどの

程度を想定しているのか。 

2 安全帯及び安全帯取付設備等の随時

点検は、足場の組立て等作業主任者の

職務であり、当該作業主任者が実施す

るものです。また、足場の組立て等作

業主任者の選任義務がない作業では、

作業指揮者等の現場の責任者が実施す

ることが望ましいと考えています。 

 また、安全帯及び安全帯取付設備等

の点検は、安全帯取付設備に安全帯を

掛けて使用させるとき、安全帯を着用

させるとき等にその都度点検してくだ

さい。 

31 

鋼管足場のうち単管足場について、建

地の最高部から測って 31ｍを超える部

分の建地の鋼管を二本組とすることを

除外する一定の基準とはどのようなも

のか。 

この場合、くさび緊結式足場は単管足

場に含まれるか。 

10 鋼管足場のうち単管足場について

は、建地の下端に作用する設計荷重（足

場の重量に相当する荷重に、作業床の

最大積載荷重を加えた荷重をいう。）が

当該建地の最大使用荷重（当該建地の

破壊に至る荷重の二分の一以下のもの

をいう。）を超えないときは、建地を二

本組とすることを要しないことにしま

す。 
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 なお、くさび緊結式足場は、鋼管足

場のうち、単管足場に含まれます。 

32 

鋼管足場のうち単管足場について、建

地の最高部から測って 31ｍを超える部

分の建地の鋼管を二本組とすることを

除外する一定の基準については、くさ

び緊結式足場で補剛材（補強のための

方杖）を使用した場合に十分な強度が

ある場合には、除外が認められるか。 

2 足場製造者が指定している補剛材等

の使用方法に応じた最大使用荷重（当

該建地の破壊に至る荷重の二分の以下

のものをいう。）が、建地の下端に作用

する設計荷重を超えないときは、建地

を二本組とすることを要しません。 

33 

足場の組立て等作業における墜落防止

措置等の対象となる「高さが５ｍ未満

の構造の足場」に拡大すること、鋼管

足場のうち単管足場について、建地の

最高部から測って 31ｍを超える部分の

建地の鋼管を二本組とすることを除外

する一定の基準を設けることに賛成で

ある。 

2 今般の見直しが円滑に施行されるよ

う、周知等に努めてまいります。 

34 

足場の組立て等の後の足場の点検義務

が課せられる注文者とは、どういう者

か。発注者、元請事業者、下請事業者

も含むのか。 

3 足場の点検義務が課せられる注文者

とは、建設業又は造船業の仕事を自ら

行い、かつ、先次の請負契約の当事者

である注文者となります。 

 一般的には、元方事業者が足場の組

立てを請負人に発注し、他の請負人の

労働者に使用させることが多く、この

場合、当該特定元方事業者は点検義務

が課せられる注文者となります。 

35 

注文者による足場の点検義務の強化す

ることに関して、足場の組立ての定義、

一部解体又は変更の定義について、通

達等により具体的に提示いただきた

い。 

1 足場の組立て、一部解体又は変更に

含まれる範囲については、別途通達で

示す予定です。 
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36 

注文者による点検義務を強化するより

も、足場使用者側の点検義務を強化す

る方が高い実効性があると思料する。 

1 平成21年に労働安全衛生規則を改正

し、安衛則第 567 条第１項により、事

業者（足場使用者側）に対し、足場に

おける作業を行うときは、その日の作

業を開始する前に、作業を行う箇所に

設けた手すり等の取り外しの有無等を

点検する旨を義務付けたところであ

り、今般の注文者に対する点検義務の

強化は、事業者に対する点検義務と同

等の内容に引き上げるものです。 

御指摘の事業者に対する点検義務に

ついては、引き続きその遵守徹底に努

めることで実効性を高めてまいりま

す。 

37 

記載されている「手すりわく」とは、

どの程度のどんなものを指すのかが不

明である。 

1 「手すりわく」とは、作業床から高

さ85cm以上の位置に設置された手すり

及び作業床から高さ 35cm 以上 50cm 以

下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設

置された桟より構成されたわく状の丈

夫な側面防護設備であって、十分な墜

落防止の機能を有するものです。平成

21年3月11日付け基発第0311001号に

より、この定義を示しています。 

38 

安全帯を使用して墜落し、多くの現場

労働者が重篤の傷害を負って苦しんで

いるにもかかわらず、安全帯取付設備

の設置を義務化し安全帯を使用させよ

うとしているが、データを示した上で

安全帯が安全であるという証明をして

いただきたい。 

1 安全帯は、労働者が墜落により地上

等へ激突することを防ぐための保護具

です。 

また、墜落するおそれのある箇所で

使用する安全帯は、安全帯の規格（厚

生労働省告示第 38号）に適合すること

が必要であり、一般的な使用条件下で、

安全帯のフック等に掛かる衝撃荷重が

8.0kN 以下となるように設計されてい

ることから、安全帯を使用せずに直接

地上等へ墜落したときに比べ、当該衝
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撃荷重以下まで衝撃を低減することが

できます。 

なお、安全帯については、墜落した

際の安全帯のフック等に掛かる衝撃荷

重が小さいものや身体への衝撃荷重を

分散できるものが流通しており、この

ような安全帯を普及させるための検討

を行うこととしております。 

39 

今般の省令改正については、安全帯を

使用した状態での墜落実験映像（意見

提出者作成）を国民に見ていただき意

見を聞き、労働政策審議会の委員にも

見ていただき判断を仰ぐべきである。 

1 御意見にある墜落実験映像につきま

しては、足場からの墜落防止措置の効

果検証・評価検討会検討会において上

映した上で、同検討会の報告書がまと

められたものです。 

この検討会報告書を踏まえた改正案

について、パブリックコメントを実施

し、労働政策審議会へ諮問も行うなど、

関係者の意見を聞いた上で制定するも

のです。 

厚生労働省としては、引き続き、足

場の墜落防止のため、今般の改正内容

の周知等に務め、円滑な施行に努めて

いきたいと考えています。 

40 
その他、今回のパブリックコメントの

対象となる案件以外の御意見。 

5  

 


