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労働安全衛生関係法令の沿革—戦前及び労働基準法制定まで

労働基準法の前身は、明治44年制定の工場法である。工場法の制定によりわが国の安全衛生
法制は一応の形が整ったといえる。

但し、工場法以前にも安全衛生に関する法制は若干ではあるが存在した。例えば、「大阪府製
造所取締規則」（明治10年5月）、「東京府製造所管理に関する布達」（明治14年）、京都府（明治
29年）、奈良県（明治31年）等において一般工場取締規則が発布されている。

府県によっては、火工場取締規則（山形県、長崎県等）、燐寸取締規則（岐阜県、長崎県、大
阪府等）、煙火取締規則（山形県、三重県、東京府等）、石油取締規則（東京府、兵庫県等）、魚
獣化製造取締規則（長崎県．広島県等）のように、特別取締規則の例もある。

また、ボイラーに関して、明治16年1月福岡県において「汽権汽器の取締りに関する規則」が
発布されて以降、各府県においても相次いで同様の規則が発布されている。ボイラ規則について
は、その後、昭和10年に取締親則を全国的に統一した汽権取締令が制定されている。

話は戻って、明治44年制定の工場法は、公布後5年を経過した大正5年9月に施行された（大正
10年には、黄燐燐寸製造禁止法が制定されている）。

工場法は当初、常時15人以上の職工を使用する工場及び事業の性質が危険又は衛生上有害のおそ
れのある工場に適用（大正8年末当時の工場総数の55.7％、職工総数の93.5％に適用）された。その
内容は、15歳未満の者及び女子（保護職工） に対する労働時間制限、夜業の禁止及び危険有害業務
への就業制限に加えて職工一般に対する災害扶助規定であった。その後、工場法は大正12年に改正
され、適用範囲及び保護職工の範囲の拡張、就業最長時間の短縮、最低年齢の引き上げが図られた。

この間、安全衛生関係法令では、昭和2年に、工場法第13条に基づく命令として「工場附属
寄宿舎規則」が制定され、昭和4年には「工場危害予防及衛生規則」が制定公布されている。ま
た、昭和6年には労働者災害扶助法及び労働者災害扶助責任保険法が成立している。それに伴っ
て、昭和9年には「土石採取場安全及衛生規則」が、昭和12年には「土木建築工事場安全及衛生
規則」が、それぞれ制定されている。

このほか、昭和16年には、飯場の状態を改善するため「土木建築工事場附属寄宿舎規則」が
制定されている。昭和22年の労働基準法の制定に際しては、これら諸規則は、「労働安全衛生規則」
及び「事業附属寄宿舎規程」に統合された。

戦後、政府は労働基準法の制定を労務法制審議会に諮問、同審議会は、5カ月にわたる審議の
後に政府に答申し、これを受けた政府は、同答申を労働基準法案としてまとめ、旧憲「労働安全
衛生規則」及び「事業附属寄宿舎規程」に統合された。

戦後、政府は労働基準法の制定を労務法制審議会に諮問、同審議会は、5カ月にわたる審議の
後に政府に答申し、これを受けた政府は、同答申を労働基準法案としてまとめ、旧憲法下最後の
議会である第93回帝国議会に提出し、昭和21年3月27日に、可決成立したものである。（注）

　（注） 　以上、本項の記述はその多くを労働省労働基準局安全衛生部編「実務に役立つ労働安全衛生法」の労働安全衛生法令

の沿革から引用又は参考にさせて頂いた。

　第1節　労働安全衛生法—成立と改正の経緯
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年（元号） 労働安全衛生法-成立と改正の経緯

1947（S22） 労働基準法
第5章

「安全及び衛生」 

労働基準法は、第五章を「安全及び衛生」として、14カ
条にわたり危害防止のための規定を設けていた。同法に基
づいて制定された労働安全衛生規則（昭和22年労働省令第
9号）において、実施細則が定められていた。

○昭和24年の鉱山保安法の制定や翌25年の鉱業法の改正な
　どに伴って労働基準法第五章も所要の改正が行われた。

○この間、労働基準法に基づく労働省令は次のような制定
　改廃が行われている。

〔労働省令改廃経緯のあらまし〕

１．昭和24年−衛生管理者制度を創設（安衛則改正）
２． 昭和27年−安全管理者､ボイラー技士､クレーン運転士

等に関する規定を整備（安衛則改正）
３． 昭和34年—「ボイラー及び圧力容器安全規則」､「電

離放射線障害防止規則」及び「労働基準法第48条（製
造禁止）の有害物を指定する省令」を制定

４． 昭和35年—「四エチル鉛等危害防止規則」及び「有機
溶剤中毒予防規則」を制定

５．昭和36年—「高気圧障害防止規則」を制定
６．昭和37年—「クレーン等安全規則」を制定
７．昭和42年—「鉛中毒予防規則」を制定
８．昭和43年—「四アルキル鉛中毒予防規則」を制定
９．昭和44年—電気災害の防止に関して安衛則改正
10．昭和45年—機械災害の防止に関して安衛則改正
11． 昭和46年—「特定化学物質等障害予防規則」、「酸素欠

乏症等防止規則」及び「事務所衛生基準規則」が制定
されている。

〔労働基準法以外の関連法改正〕

1．昭和35年—「じん肺法」制定
2．昭和39年—「労働災害防止団体等に関する法律」制定

1971（S45） 　昭45年5月、労働基準法研究会(大臣の私的検討機関)安全
衛生小委員会が発足

1971（S46） 　S46.7.13安全衛生小委員会が「安全衛生関係研究会報
告」をとりまとめた。
　これを受けて労働省は、S46.8「労働安全衛生法(仮称)の
制定」を公表、S46.11.15には、中基審に対して「労働安
全衛生に関する法制についての基本構想」を諮問する。

労働基準法の制定以降
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1972（S47） 労 働 安 全 衛 生
法 の 成 立 施 行
（S47.10.1）

　S47.2.4の中基審答申を経て、「労働安全衛生法案」が、
S47.2.16、国会に提出され、S47.6.2可決成立。S47.6.8公
布された。
　S47.8.19「労働安全衛生法施行令」の公布、S47.9.30「関
係省令、告示」の公布を経て、昭和47年10月1日、労働安
全衛生法が施行された。

1975（S50） 作業環境測定法
の制定

作業環境測定法（昭和50年法律第28号）の制定に伴う
一部改正

1977（S52） 労働安全衛生法
の一部改正

（S52.7.1公布）

当時、六価クロム、塩化ビニル等の化学物質による重篤
な職業性疾病の問題が社会的に大きな関心を呼んでいた中、
中央労働基準審議会において、昭和51年12月23日（検討
開始はS50.12）、「労働安全衛生法の改正等に関する報告」
が行われた。

これを受けて、労働省は昭和52年3月18日、「労働安全
衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案」を国会に提
出、一部修正を経て成立。昭和52年7月1日に公布された。
〔昭和52年改正労働安全衛生法のあらまし〕
１　新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者は当

　　該化学物質の有害性の調査を行い大臣に届け出ること。
２　労働大臣は疫学の調査等を実施することができる
３　検査等の改善①個別検定と型式検定の区分、②一定

　　の機械等の自主検査を有資格者に行わせること、③特
　　定試験機関による免許試験の実施  

1978（S53） 昭和53年1月1日、昭和52年改正法の施行

1980（S55） 労働安全衛生法
の一部改正

（S55.6.2公布）

当時（S52,53年）、建設業における労働災害は、死傷者
数で全産業の約3分の1、死亡者数で半数近くを占め、労働
災害防止対策の実効性を確保する必要が指摘されていた折、
労働省は、昭和55年2月7日、中基審に対し「労働安全衛
生法の一部を改正する法律案要綱」を諮問、翌2月8日には、
了とする旨の答申が行われている。

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱のあらまし」
1 ．建設工事の計画の安全性に関する事前審査制度の充実

強化①労働大臣への計画の届出、②建設工事の計画作成
時における有資格者の参画

2．重大事故発生時における安全を確保するための措置
3 ．下請混在作業現場における安全衛生対策の充実強化①

特定元方事業者の講ずべき措置の強化、②元方安全衛生
管理者の選任

4．その他
労働省は、この答申をもとにした労働安全衛生法改正案

を国会に提出、原案どおり可決成立した。同改正法は、昭
和55年6月2日に公布された。

労働安全衛生法の制定以降  
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1983（S58） 労働安全衛生法
の一部改正

（S58.5.25公布）

　昭和56年秋以降顕在化していた貿易摩擦の一つとしてわ
が国の基準・認証制度が非関税障壁となって外国製品の輸
入の拡大を阻んでいるとの欧米諸国の批判があり、これへ
の対応策として、「外国において特定機械等又は検定対象
機械等を製造した者は、自ら検査又は検定を受けることが
できる」旨の労働安全衛生法の一部改正を行う方針が確定
し、これを受けて、他の関係四省庁の15法律の改正案とと
もに「外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のため
の関係法律の一部を改正する法律案」としてとりまとめら
れ、国会に提出、可決成立した。

同改正は、昭和58年5月25日公布され、同年8月1日から
施行された。

1988（S63） 労働安全衛生法
の一部改正

（S63.5.17公布）

労働安全衛生法の一部改正（S63.5.17公布）

中央労働基準審議会は、昭和63年1月29日、公労使委員
全員一致で労働大臣に対し「労働安全衛生法令の整備につ
いて」建議を行った。
　労働省では、労働安全衛生法改正の立案作業に入り、「労
働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、
中央労働基準審議会に昭和63年2月22日諮問し、答申を得
た。

〔法律案要綱のあらまし〕

１．安全衛生管理体制の充実
　　①安全衛生推進者等の選任、②衛生委員会及び安全衛
　　生委員会の調査審議事項に、労働者の健康の保持増進
　　に関することを加える、③安全管理者等に対する能力
　　向上教育の実施）
２．機械等及び化学物質に関する規制の充実

　①機械等の改善命令制度の導入、②化学物質の有害性
　　の調査
３．健康の保持増進のための措置
　　①作業環境測定の結果に基づく措置、②作業の管理、　
　　③健康教育等、④指針の公表）
４．建設業等における労働災害防止対策の充実

　①計画の届出−有資格者の参画対象拡大、②発注者等
　　に対する勧告又は要請権限の規定化）
５．その他
　　①技術上の指針作成にあたっての中高年齢者への配慮、
　　②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）

これを受けて、労働安全衛生法の改正案が3月15日、国
会に提出され、原案どおり全会一致で可決成立。「労働安
全衛生法の一部を改正する法律」は、昭和63年5月17日に
公布され、一部の規定を除き同年10月1日から施行された。
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1992（H04） 労働安全衛生法
の一部改正

（H4.5.22公布）

平成4年2月18日、「労働安全衛生法及び労働災害防止団
体法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、5月18
日可決成立し、平成4年5月22日、法律第55号として公布
された。

また、
①　快適職場の形成促進関係は同年7月1日から施行
②　建設業における労働災害防止対策関係は、同年10月

　　　1日から施行された。

〔H04年労働安全衛生法改正のあらまし〕

１ ．建設業の元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任し、
中小規模建設現場の安全衛生管理を指導させること。

２．元方事業者、注文者による労働災害防止のための措置
　① 　建設業の元方事業者は、作業場所に係る危険の防止

のため技術上の指導その他の必要な措置を講じなけれ
ばならないこと。

　② 　建設業の元方事業者、注文者は、混在作業現場にお
ける建設機械等に係る労働災害の防止のため必要な指
導等を行わなけれはならないこと。

　③ 　注文者は、請負人に対して違法な措示をしてはなら
ないこと。

３．計画段階での安全性の確保
　 都道府県労働基準局長が、一定の建設工事の計画につい

て技術的審査を行うことができること。
４ ．労働災害を発生させた事業場の安全管理者等及び就業

制限業務従事者に対し、講習の受講を指示することがで
きること。

５．快適な職場環境の形成の促進
　①　事業者に快適職場環境の形成に向けた努力義務
　②　快適職場環境形成−指針の公表
　③　国の援助  

1994（H06） 労働安全衛生法
の一部改正

（H6.11.11公布）

　「外国製造者が特定機械等を日本へ輸出しようとすると
きに、当該外国において検査を受けることができる」旨を
内容とする労働安全衛生法の一部改正案要綱をもとに、他
の関係7省庁の34法律の改正案とともに、「許可等の整理及
び合理化に関する法律案」として国会に提出され可決成立
し、11月11日「平成6年法律第97号」として公布され、労
働省関係分は平成7年1月1日から施行された。

1996（H08） 労働安全衛生法
の一部改正

（H8.6.19公布）

中基審は平成8年1月19日、「労働者の健康確保対策の充
実強化について」建議を行った。

この建議を受けて、労働省では、「労働安全衛生法の一
部を改正する法律案要綱」を取りまとめて中基審に諮問し、
平成8年2月7日「おおむね妥当」との答申があった。
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〔労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱のあらまし〕

1.労働衛生管理体制の充実
　①　産業医の専門性の確保、事業主への必要な勧告等
　②　 産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理

（努力義務）
　③　国の援助
2.職場における労働者の健康管理の充実
　①　健康診断の結果についての医師の意見聴取
　②　健康診断実施後の適切な措置
　③　一般健康診断の結果の通知
　④　保健指導等

この答申を元に作成された労働安全衛生法の改正案が国
会に提出され、平成8年6月11日可決成立。平成8年6月19
日に平成8年法律第89号として公布され、同年10月1日か
ら施行された。

1999（H11） 労働安全衛生法
の一部改正

（H11.6.19公布）

中基審は平成11年1月21日、「労働安全衛生対策の見直
しについて」建議を行った。

この建議を受けて、労働省では、「労働安全衛生法及び
作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」を取りまと
めて中基審に諮問し、平成11年2月18日「おおむね妥当」
との答申があった。

〔安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正法律案要綱の
あらまし〕

1．労働安全衛生法の一部改正関係
（1）　深夜業に従事する労働者の健康管理の充実

①　深夜業に従事する労働者の自発的健康診断お受診
② 　事業者は、①の健康診断の結果（有所見者に係るも

のに限る）に基づき、労働者の健康を保持するために
必要な措置について、医師の意見を聴くこと。事業者
は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めると
きは、作業の転換、深夜業の回数の減少等の措置を講
じなけれはならない。

③ 　事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努め
る必要があると認める労働者に対し、医師、保健婦又
は保健士による保健指導を行うよう努めなけれはなら
ない。

（2）　化学物質等による労働者の健康障害を防止するため
　　の措置の充実

① 　労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を
譲渡し、又は提供する者は、文書の交付等により物の名
称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体
に及ばす作用等の事項を、相手方に通知しなけれはなら
ないこと
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② 　通知事項に変更が生じたときは、変更後の事項を、
速やかに、通知するよう努めなけれはならない。

③ 　事業者は、通知された事項を、当該事項に係る化学
物質等を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示
し、又は備え付けること。

（3）　検査業者の相続、合併等の場合の承継

（4） 　労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサル
タント試験の民間機関への委託等

2．作業環境測定法の一部改正関係
（1）　作業環境測定き機関の相続、合併等の場合の承継

労働省は、この答申をもとに労働安全衛生法の改正案を
作成し、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正
する法律案」として、国会に提出。H11.5.14原案どおり可
決、平成11年6月19日公布され、平成12年4月1日から（検
査業者等の承継規定については平成11年11月20日）施行
された。

2005（H17） 労働安全衛生法
の一部改正

（H17．11．2公
布）

　「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が、2005．
9．30国会に提出され、2005.10.26原案どおり可決成立し、
平成17年11月2日公布（平成17年法律第108号）された。
この法律は、一部を除き、平成18年4月1日から施行された。

〔平成17年改正労働安全衛生法のあらまし〕

１．危険・有害要因の特定、低減措置の推進
２． 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置—混在作業現

場における安全衛生管理
３． 施設・設備の管理権原に基づく安全衛生管理—注文者

による危険有害情報の提供
４． 化学物質管理の表示・文書の交付制度の改正と有害物

ばく露報告制度の新設
５． すべての健康診断結果の労働者への通知−特殊健診結

果の追加
６． 長時間労働者等に対する面接指導、医師の職務追加、

医師意見の報告、面接指導の秘密保持
７． 安全衛生マネジメントシステムの実施事業者に対する

計画届の免除制度
８． 安全衛生委員会の調査審議事項の追加、総括安全衛生

管理者の職務、安全管理者資格の見直し、職長教育の
カリキュラム追加

９．免許・技能講習制度の見直し
10． 衛生管理者及び安全管理者の「事業場に専属の者」と

する要件の一部見直し

2006（H18） 　平成18年4月1日、平成17年改正法の施行
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＜参考資料＞　旧・労働基準法第5章「安全及び衛生」
（昭和47年9月30日現在の規定）

〔危害の防止)

第42条　 使用者は、機械、器具その他の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等に

よる危害を防止するために、必要な措置を講じなければならない。

第43条　 使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換気、採光、照明、

保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の

保持に必要な措置を講じなければならない。

第44条　労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

第45条　 使用者が第42条及び第43条の規定によって講ずべき措置の基準及び労働者が前条の規

定によって遵守すべき事項は、命令で定める。

(安全装置)

第46条　 危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置を具備しなければ、

譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

　　　② 　特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、予め行政官庁の許可を受けなければ、

製造し、変更し、又は設置してはならない。

　　　③　前二項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で定める。

（性能検査）

第47条　 前条第二項の機械及び器具は、認可を受けた後、命令で定める期間を経過した場合に

おいては、行政官庁の行う性能検査に合格したものでなければ使用してはならない。

　　　② 　前項の性能検査は、同項の行政官庁の外、労働に関する主務大臣が指定する他の者に

行わせることができる。

　　　③ 　前二項の規定による性能検査の結果についての処分については、行政不服審査法（昭

和37年法律第160号）による不服申立てをすることができない。

（有害物の製造禁止）

第48条　 黄りんマッチその他命令で定める有害物は、これを製造し、販売し、輸入し、又は販

売の目的で所持してはならない。

（危険業務の就業制限）

第49条　 使用者は、経験のない労働者に、運転中の機械又は動力伝導装置の危険な部分の掃除、

注油、検査又は修繕をさせ、運転中の機械又は動力伝動装置に調帯又は調索の取付又
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は取外をさせ、動力による起重機の運転をさせその他危険な業務に就かせてはならない。

　　②　使用者は、必要な技能を有しない者を特に危険な業務に就かせてはならない。

　　③　前二項の業務の範囲、経験及び技能は、命令で定める。

（安全衛生教育）

第50条　 使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、当該業務に関

し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならない。

（病者の就業禁止）

第51条　 使用者は、伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病

にかかった者については、就業を禁止しなければならない。

②　前項の規定によって就業を禁止すべき疾病の種類及び程度は、命令で定める。

（健康診断）

第52条　 一定の事業については、使用者は、労働者の雇人の際及び定期に、医師に労働者の健

康診断をさせなければならない。

　　② 　前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇人の際及び定期に、医

師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。

　　③ 　使用者の指定した医師又は歯科医師の診断を受けることを希望しない労働者は、他の医

師又は歯科医師の健康診断を求めて、その結果を証明する書面を使用者に提出しなければ

ならない。

　　④ 　使用者は、前三項の健康診断の結果に基いて、就業の場所又は業務の転換、労働時間の

短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

　　⑤ 　第1項又は第2項の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数は、命令で  　　　

　定める。

（安全管理者及び衛生管理者）

第53条　 一定の事業については、使用者は、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければな　

らない。

　　② 　前項の事業の種類及び規模並びに安全管理者及び衛生管理者の資格及び職務に関する事

項は、命令で定める。

　　③　行政官庁が必要であると認める場合においては、使用者に対して、安全管理者及び　　

　　　衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

（監督上の行政措置）

第54条　 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛

生上有害な事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物又は設備を設置し、移転し、又

は変更しようとする場合においては、第45条又は第96条の規定に基いて発する命令で
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定める危害防止等に関する基準に則り定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官

庁に届け出なければならない。但し、仮設の建設物又は設備で命令で定める危険又は

衛生上有害でないものについては、この限りでない。

　　　② 　行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着

手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

第55条　 労働者を就業させる事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物若しくは設備又は原料

若しくは材料が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政

官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用を停止、変更その他必要な事項を

命ずることができる。

　　　② 　前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に

命ずることができる。

第55条の2 　この章の規定は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安

（衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。）については、これを適用しない。


