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本活用指針の提示に際して
労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、
作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて
墜落自体を防止することを規定し、このような措置が困難な場合には、労働者
に安全帯を使用させる等の措置を講じることを事業者に義務付けています。
そこで今般、墜落による労働災害防止対策を強化するため、安全帯に関する
関係法令が改正され、2019年2月1日より安全帯の名称を「墜落制止用器具」に
改めるとともに、その性能要件等が見直されることになりました。また、これ
に併せて、厚生労働省では「墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドライ
ン（以下「ガイドライン」という。）」を策定したほか、2019年1月には墜落制
止用器具に係る構造規格が告示される予定になっています。
改正法令及びガイドラインの遵守については、建設業界をあげた取り組みが
求められるところですが、日本建設業連合会では会員各社における安全管理の
一助とするため、改正法令及びガイドラインに加え、建設事業者が自主的に講
じることが望ましいと考えられる措置等も含めて体系化し、今回の活用指針を
提示することとしました。
本指針の趣旨を踏まえ、墜落制止用器具（「安全帯」の呼称は継続）の適切
な使用を促し、墜落防止対策の一層の充実を図っていただければ幸いです。
一般社団法人 日本建設業連合会［日建連］
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本活用指針の策定にあたって

今般の法令改正により、労働者に使用させる安全帯は“フルハーネス型”が
基本である旨が定められたところであり、元請事業者・専門工事業者など全て
の建設業者は関係法令やガイドラインで定められた事項を遵守し、適切な墜落
災害防止対策を講じていく必要があります。
一方、建設業界では、法令で義務付けられた事項はあくまでも最低基準を定
めたものであるという基本認識の下、安全帯の使用義務がない作業等において
も労働者に“胴ベルト型安全帯”の着用・使用を促し、労働災害の未然防止に
努めて来たという実績があり、“胴ベルト型安全帯”の着用は既に安全文化と
して定着しているため、安全管理水準が従来よりも後退するような事態は避け
なければなりません。
また、万一の墜落時に“フルハーネス型安全帯”を着用している労働者が地
面に到達するおそれがある場合には、“胴ベルト型安全帯”を着用していた方
がより安全な場合があり得ること等も考慮する必要があります。
こうした状況を踏まえ、本活用指針は、関係法令及びガイドラインの遵守徹
底を図りつつ、可能な範囲で“胴ベルト型安全帯”を引き続き活用していくと
いう基本的方向性の下で取り纏めたものです。
なお、建設工事現場における個々の作業は多種多様であり、安全帯について
も画一的な基準がそぐわない場面も想定されるため、建設業界としての申し合
わせ事項に関しては、基本的な選択肢を提示するにとどめ、更なる取り決めや
詳細については会員各社又は個々の工事事務所に判断を委ねていることにご留
意ください。
建設労務安全研究会［労 研］
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1．安全帯の着用・使用に関する基本的な方針
(1)

有効な安全文化「胴ベルト型安全帯の原則着用」の保持・継続
建設業界においては胴ベルト型安全帯の着用が安全文化として定着してお
り、労働者の安全意識の向上を図っていく上で重要な役割を果たしている。
今般の改正により「安全帯」は「墜落制止用器具」に名称変更されるが、
建設工事現場の安全管理水準の維持・向上を図っていく上で、胴ベルト型安
全帯の着用徹底が依然として有効な手法であること自体に変わりはなく、可
能な範囲で従来同様の取組みを継続していくことが望ましい。

(2)

法令・ガイドラインの遵守と落下距離等に応じた適切な選定
高さが 2 メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設けた上
で、墜落のおそれがある箇所には囲い、手すり等を設けて労働者が墜落する
こと自体を防止することが原則であるが、作業床を設けることが困難なと
き、又は墜落のおそれがある箇所に囲い、手すり等を設けることが著しく困
難なときには、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じなければならな
い。この場合、労働者に使用させる安全帯はフルハーネス型が基本となる。
ただし、高さ 5 メートル以下のように、万一の墜落時にフルハーネス型安
全帯を着用している労働者が地面に到達するおそれがある場合には、フルハ
ーネス型ではなく胴ベルト型の安全帯を着用していた方がより安全な場合が
あり得る。そのため、想定される労働者の落下距離等に応じた適切な安全帯
を選定する必要がある。
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2．安全帯の選定にあたっての具体的なケース
(1) フルハーネス型安全帯を必ず選定しなければならない場合
ア 高さが 5 メートルを超え、かつ墜落のおそれがある箇所で作業を行うが
作業床を設けることが困難なとき
イ 高さが 5 メートルを超え、かつ作業床はあるが墜落のおそれがある箇所
に囲い、手すり等を設けることが著しく困難なとき
ウ 上記ア又はイに該当する箇所への通行・昇降のとき
エ ブーム式高所作業車を用いて、高さ 5 メートルを超える箇所で作業を行
うとき
オ 高さが 2 メートル以上の柱上作業等で、ワークポジショニング作業を行
うとき（フックを頭上に取り付けることが可能なとき）
※ ア、イ及びエについては、法令上はフルハーネス型安全帯を必ず使用し
なければならない高さは 6.75 メートルを超える箇所とされているが、ガイ
ドラインにおいて建設作業の場合には高さ 5 メートルを超える箇所ではフ
ルハーネス型を使用することとされたことを踏まえ、高さ 5 メートルを基
準としている。
※

ウは法令・ガイドラインには規定がないが、ア又はイに直結する行為で
あり、ア及びイと同等の措置を講じる必要がある。

(2) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、フルハーネス型と胴ベルト
型の安全帯のいずれかを選択して選定しなければならない場合
ア 高さが 2 メートル以上 5 メートル以下であり、かつ墜落のおそれがある
箇所で作業を行うが作業床を設けることが困難なとき
イ 高さが 2 メートル以上 5 メートル以下であり、かつ作業床はあるが墜落
のおそれがある箇所に囲い、手すり等を設けることが著しく困難なとき
ウ 上記ア又はイに該当する箇所への通行・昇降のとき
エ ブーム式高所作業車を用いて高さ 5 メートル以下で作業を行うとき又は
垂直昇降式高所作業車を用いて作業を行うとき
(3) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、フルハーネス型と胴ベルト
型の安全帯のいずれかを選択して選定するか、又は安全帯を着用しないこと
としても差し支えない場合
ア 高さが 2 メートル以上で作業床があり、かつ墜落のおそれがある箇所に
囲い、手すり等を設けているとき
イ 高さが 2 メートル未満であり、かつ作業床を設けることが困難なとき
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ウ 上記ア・イに該当する箇所への通行・昇降のとき
※ 墜落のおそれがある箇所に囲い、手すり等が設けられている場合であって
も、作業の必要上臨時に当該設備が取り外され原状回復されていない可能
性等が生じ得るため、安全帯を着用しておくことが望ましい
※ 作業床を設けることが困難な箇所で作業をする職種の場合には、作業床
の高さで選択する安全帯を付け替えることは事実上困難であることを考
慮することが望ましい
(4) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、胴ベルト型安全帯を選定す
るか、又は安全帯を着用しないことにしても差し支えない場合
ア 地上において作業（通行）を行い、高所へは立ち入らないとき
イ 高さが 2 メートル未満の箇所で作業を行うとき（作業床を設けることが
困難なときを除く）
ウ 高さが 2 メートル未満の箇所への通行・昇降のとき
※ 胴ベルト型安全帯を選定する場合には、ロック機能付き巻き取り式ラン
ヤードを備えたものとし、フックの取付け位置を出来るだけ高くする等着
用している労働者が地面に到達するおそれを極力少なくすることが望まし
い。
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㻔㻞㻕䜲㻌㻌
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㻌
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ラ

ス

ト

内

容

杭工事における検尺等の作業
既製杭の打設でリーダー上で点検等を行う作業
枠組足場の組立解体作業（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）
手すり先行工法による足場の組立解体作業（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）
壁つなぎのシーリング作業
切梁・腹起こしの組立・解体作業のうち梁上での作業
梁型枠上に乗って根太材の設置作業
柱鉄筋の組立作業
地中梁上での作業
ＰＣ梁の据付作業
鉄骨梁の取付作業
鋼製デッキの敷き込み作業
ＰＣカーテンウォールの取付作業
カーテンウォールの取付作業
外部足場において内側の筋交い等を外しての作業（タイル貼）
外部足場において内側の筋交い等を外しての作業（左官）
設備の空調ダクト等の取付作業
擁壁・石積の作業
解体した内装材の撤去作業
屋根スレートの解体作業
ゴンドラを使用してのクリーニングやシーリングの作業
ブーム式高所作業車のバスケット上での作業
垂直昇降式高所作業車の作業床上での作業
トンネル坑内でのドリルジャンボのバスケット上での作業
トンネル坑内でのシート台車上での作業

イ

※ 本イラストは、安全帯の使用例を分かりやすく示すために作成したものであり、法令及び厚生
労働省通達等により求められているすべての安全対策がイラストに描かれている訳ではありま
せん。

Ｎｏ．
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―安全帯の作業別使用例（イラスト）―
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杭工事

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「胴ベルト型」
で差し支えない

（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

2019年1月1日

ケーシングの高さが８５ｃｍ未満の場合で囲い等を設けることが著しく困難な時の例

「フルハーネス型」

※作業時の高さは地盤面より杭底までの深さで判断する。（イラストは深さ５ｍ以上の場合でフルハーネス
を使用した例）
[法的に着用義務はあるが
※ケーシングの高さが地盤面より８５ｃｍ以上の場合や開口部手前に囲い等を設けた場合は、胴ベルト型
胴ベルト型でも可］
で差し支えありません。（法的には使用不要）
労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張
り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが、
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

杭工事における検尺等の作業

１

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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杭工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当あり

特別教育
該当の有無

「胴ベルト型」
で差し支えない

リーダー上でホースの点検等を行う作業の例

「フルハーネス型」

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜
落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

既製杭の打設でリーダー上で
点検等を行う作業

２

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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仮設工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６６条４号（足場の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第１号の規定は、適用しない。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
労働安全衛生規則 第５６４条１項４号ロ（足場の組立て等の作業）
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが、
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

枠組足場の組立解体作業

３

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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４

仮設工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６６条４号（足場の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第１号の規定は、適用しない。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
労働安全衛生規則 第５６４条１項４号ロ（足場の組立て等の作業）
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

建設業界推奨

（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

作業の
具体例 手すり先行工法による足場の組立解体作業

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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外壁工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「胴ベルト型」
で差し支えない

外部足場の内側の筋交いを外し、壁つなぎを外した跡にシーリングの充填をする作業の例

「フルハーネス型」

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じた
ときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる
こと。

労働安全衛生規則 第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、か
つ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟もしくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる
等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

壁つなぎのシーリング作業

５

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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山留工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当あり

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第３７５条３号（土止め支保工作業主任者の職務）
事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

切梁・腹起こしの組立解体作業
のうち梁上での作業

６

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 17 -

型枠工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当あり

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労
働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第２４７条３号（型枠支保工の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

梁型枠上に乗って根太材の
設置作業

７

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 18 -

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

内側に手すりや中桟を設けることが著しく困難な例（作業床の高さが5ｍ以下でしか作業しない場合）

「フルハーネス型」

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じ
たときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる
こと。

労働安全衛生規則 第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、
かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させ
る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが胴ベルト
型でも可。ガイドラインではフルハー
ネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当なし

特別教育
該当の有無

柱鉄筋の組立作業

鉄筋工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

胴ベルト型

８

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 19 -

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※足場板等の敷設がなければ作業床とはみなされません。
※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

手すり・中桟などを設けることが著しく困難な例（５ｍ以下の高さで足場板を敷いて作業している場合）

「フルハーネス型」

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者
に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当なし

特別教育
該当の有無

地中梁上での作業

鉄筋工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

胴ベルト型

９

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※ＰＣ梁上で取付作業を行う場合は、作業床を設けることが困難な場合（５１８条２項）に該当し、取付された十分に広さ
の確保されたＰＣ柱上またはＰＣスラブ上で作業を行う場合は、作業床の端で囲い等を設けることが著しく困難な場合（５
１９条２項）に該当する。

「フルハーネス型」

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者
の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当あり
（作業床がない場合）

特別教育
該当の有無

ＰＣ梁の据付作業

ＰＣ工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

フルハーネス型

１０

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第５１７条の５ ３号（建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当あり

特別教育
該当の有無

鉄骨梁の取付作業

鉄骨工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

フルハーネス型

１１

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 22 -

鉄骨工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当あり
（作業床がない場合）

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

※鉄骨梁上で取付作業を行う場合は、作業床を設けることが困難な場合（５１８条２項）に該当し、取付された
デッキ上で作業を行う場合は、作業床の端で囲い等を設けることが著しく困難な場合（５１９条２項）に該当する。
労働安全衛生規則 第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落によ
る労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

鋼製デッキの敷き込み作業

１２

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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外壁工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

ＰＣカーテンウォールの取付作業

13

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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外壁工事

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

「フルハーネス型」

＊イラスト中にある矢印は時間の推移を示すものです。

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

カーテンウォールの取付作業

１４

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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外壁工事（タイル貼）

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措
置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措
置を講ずること。

労働安全衛生規則 第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれが
なく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

外部足場において内側の
筋交い等を外しての作業

１５

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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外壁工事（左官）

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「胴ベルト型」
で差し支えない

外部足場において内側の筋交い・下桟を外して作業する場合の例

「フルハーネス型」

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措
置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置
を講ずること。

労働安全衛生規則 第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれが
なく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※筋交い・下桟が取り付けられた箇所で作業する場合には、高さに関係なく胴ベルト型で差し支えありません。（法的には使用不要）
但し、筋交いや下桟が外されている箇所がある場合には適用されませんので、高さに応じた安全帯が必要になります。
労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

外部足場において内側の
筋交い等を外しての作業

１６

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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設備工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

「胴ベルト型」
で差し支えない

足場に手すり・中桟が取り付けられている場合の例

「フルハーネス型」

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみ
が生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

[法的には使用不要］

「胴ベルト型」で
差し支えない

該当なし

特別教育
該当の有無

6.75m

胴ベルト型

設備の空調ダクト等の取付作業

１７

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

下部から足場を組めない場合等の例（５ｍ以下の高さの作業床でしか作業をしない場合）

「フルハーネス型」

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

「フルハーネス型」

該当なし

特別教育
該当の有無

擁壁・石積の作業

石積工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

胴ベルト型

１８

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 29 -

解体工事

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

「胴ベルト型」
で差し支えない

開口部の手すり・中桟を取り外して行う作業の例

「フルハーネス型」

※３ｍ以上の高さから物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を
防止するための措置が必要です。

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

解体した内装材の撤去作業

１９

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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屋根工事

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

2019年1月1日

労働安全衛生規則 第５２４条（スレート等の屋根上の危険の防止）
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、幅が３０センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を
講じなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

屋根スレートの解体作業

２０

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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ゴンドラ作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

該当なし

特別教育
該当の有無

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
ゴンドラ安全規則 第１７条（要求性能墜落制止用器具等）
事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具（安衛則第１３０条の５第１
項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。）その他の命綱（以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。）を使用さ
せなければならない。
２ つり下げのためのワイヤーロープが一本であるゴンドラにあっては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のもの
に取り付けなければならない。

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

フルハーネス型

ゴンドラを使用しての
クリーニングやシーリングの作業

２１

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

- 32 -

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※作業床の高さが５ｍ以下のみで作業を行う場合は胴ベルト型で差し支えありません。

「フルハーネス型」

労働安全衛生規則 第１９４条の２２（要求性能墜落制止用器具等の使用）
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該
高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
２ 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス
型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当なし

特別教育
該当の有無

ブーム式高所作業車の
バスケット上での作業

高所作業車

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

フルハーネス型

２２

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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高所作業車

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

労働安全衛生規則 第１９４条の２２（要求性能墜落制止用器具等の使用）
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該
高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
２ 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

[法的には使用不要］

「胴ベルト型」で
差し支えない

該当なし

特別教育
該当の有無

6.75m

胴ベルト型

「フルハーネス型」

※手すり・中桟等が取り外された場合は法的義務が発生するため、５ｍを超える高さではフルハーネス型
を使用する。（５１９条２項）

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

垂直昇降式高所作業車の
作業床上での作業

２３

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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２４

トンネル工事

2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

労働安全衛生規則 第３８３条の３ ３号（ずい道等の掘削等作業主任者の職務）
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

[法的には使用不要］

「胴ベルト型」で
差し支えない

該当なし

特別教育
該当の有無

6.75m

胴ベルト型

建設業界推奨

バスケット上での作業

「フルハーネス型」

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※ドリルジャンボは高所作業車には該当しません。
※手すり・中桟等が取り外された場合は法的義務が発生するため、５ｍを超える高さではフルハーネス型を使用する。
（５１９条２項）

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例 トンネル坑内でのドリルジャンボの

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例
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2m

5m

関係条文

作業時
の高さ

6.75m

「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※セントル台車等で手すり・中桟が取り付けられている箇所のみで作業する場合は、胴ベルト型で差し支えあり
ません。（法的には使用不要）

シート台車等の作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難な場合の例

「フルハーネス型」

労働安全衛生規則 第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第３８３条の５ ３号（ずい道等の覆工作業主任者の職務）
事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

[法的には使用不要］

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

「フルハーネス型」

該当なし

特別教育
該当の有無

トンネル坑内での
シート台車上の作業

トンネル工事

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

フルハーネス型

２５

建設業界推奨

作業の
具体例

ＮＯ．

安全帯の作業別使用例

〈参
労

考〉
働

安

全

衛

生

法

※「安全帯」を「要求性能墜落制止用器具」に置き換える改正は 2019 年 2 月 1 日から施行される

労働安全衛生規則第 518 条（作業床の設置等）
事業者は、高さが 2 メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行
う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立て
る等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者
に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措
置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第 519 条（作業床の端等からの墜落防止）

事業者は、高さが 2 メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険
を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下この条において、「囲い
等」という。）を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必
要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具
を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならな
い。

労働安全衛生規則第 194 条の 22（要求性能墜落制止用器具等の使用）
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造の
ものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性
能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
クレーン等安全規則第 26 条（搭乗の制限）
事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させては
ならない。
クレーン等安全規則第 27 条（搭乗の制限）
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業
の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備
に労働者を乗せることができる。
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事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次
の事項を行わなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第 130 条の 5 第 1 項に規定する要求性能
墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」とい
う。)を使用させること。
三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたとき
は、これを使用しなければならない。
ゴンドラ安全規則第 17 条（要求性能墜落制止用器具等）
事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要
求性能墜落制止用器具(安衛則第 130 条の 5 第 1 項に規定する要求性能墜落制止用器具を
いう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使
用させなければならない。
2 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあっては、前項の要求性能墜
落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
3 労働者は、第 1 項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたと
きは、これを使用しなければならない。
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⋈प৷ःॊਝभਡਫ਼लତभ্১
⋉भ্১
⋜ဥૃ৷ஓقইঝঁॿش५
भुभपॊ؛ਰৣगك؛
पঢ়घॊੴ

⋇ဥૃ৷ஓभইঝঁॿش५लছথখॻشभ
ரథलଡୗ

ڮৎ

⋈ဥૃ৷ஓभইঝঁॿش५भಎାभ্১
⋉ဥૃ৷ஓभছথখॻشभહऐਝಉषभ
હऐ্১ल৭্১
⋊ဥૃ৷ஓभਡਫ਼लତभ্১
⋋ဥૃ৷ஓभঢ়৴ஓभઞ৷্১

⋝ௌ௮಼૩भଆૃपঢ়घॊੴ

⋇ဥपेॊௌ௮಼૩भଆૃभञीभೈ઼

ڭৎ

⋈ৣपेॊ૫ଆૃभञीभೈ઼
⋉ਗ਼ଆૃभञीभೈ઼
⋊৳૧ၣभઞ৷্১ल৳ஹਡਫ਼भ্১
⋋হেৎभೈ઼
⋌जभपൣअ಼૩लजभଆૃ্১
⋞ঢ়બ১ഥ

ୋ১ؚୋഥलୋಋরभঢ়બඨ
ৰૼఐ৯

⋟ဥૃ৷ஓभઞ৷্১ಉ



೧

⋇ဥૃ৷ஓभইঝঁॿش५भಎାभ্১
⋈ဥૃ৷ஓभছথখॻشभહऐਝಉषभ
હऐ্১
⋉ဥपेॊௌ௮಼૩ଆૃभञीभೈ઼
⋊ဥૃ৷ஓभਡਫ਼लତभ্১
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ৎ
ৎ



ৎ

⇒⇊⇯∏⇊∙↝∃⇊∙⇮
ҽဃіႾỊẆقᓳСഥဇ֥φỉᢘЏễ̅ဇỆợỦɟޖỉܤμݣሊỉਖ਼ᡶửỦẺỜẆʻׅỉẆ
ɟᡲỉܤμ࠘Ệ᧙ẴỦᙹСỉᙸႺẲሁửɟ˳ႎỆᅆẲẺẐقᓳСഥဇ֥φỉܤμễ̅ဇỆ᧙ẴỦ
ỾỶἛἻỶὅẑửሊܭẲộẲẺẇɼễἯỶὅἚỊˌɦỉểấụỂẴẇ
 ⇒⇊⇯∏⇊∙↝μ૨↞≚⊦≛∀∞⇞↚ਫ਼᠍ↆ↕ⅳ↭ↈ⅛

ᢘဇር
Ṽ ẮỉỾỶἛἻỶὅỊẆقᓳСഥဇ֥φử̅ဇẲềᘍạ˺ಅỆᢘဇẴỦẇ

ဇ ᛖ
ٴঽৣ
˺ಅᎍầἧἽἡὊἋӍỊᏞἫ
ἽἚửბဇẴỦئӳỆấẬỦ࢘
ᛆἧἽἡὊἋӍỊᏞἫἽἚỆ
ἻὅἶὊἛửዓẴỦᢿЎỉ᭗Ằ
ẦỤἧἕἁሁỉӕ˄ᚨͳሁỉ᭗
ẰửถẳẺờỉỆἻὅἶὊἛỉᧈ
ẰửьảẺờỉửẟạẇ
ίӫỉᾐὸ
ৣٴ
˺ಅᎍỉقᓳửСഥẴỦểẨỆ
ဃẵỦἻὅἶὊἛӏỎἧἽἡὊ
ἋӍỊᏞἫἽἚỉ˦ỎሁỆᐯဌ
ᓳɦុᩉửьảẺờỉửẟạẇ
ίӫỉᾑὸ

Ⅸ⇻∑⇵∞⇳⇟↝ᓳɦុᩉሁⅩ

ⅨᏞ⇿∑⇮↝ᓳɦុᩉሁⅩ

ٴႄઉഹ
ᤲႺ૾ӼỆᚨፗẴỦἿὊἩሁỆ
ợỦӕ˄ᚨͳẇ
ٴഹ
൦૾ӼỆᚨፗẴỦἿὊἩሁỆ
ợỦӕ˄ᚨͳẇ
ٴডشॡএ४३ঙॽথॢ
ἿὊἩሁỉࢌщỆợụẆᾤ܌ếụ
ཞ७ễỄỂ˺ಅᎍỉ៲˳ử̬ਤ
Ẳềᘍạ˺ಅẇ
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ᙲ൭ࣱᏡقᓳСഥဇ֥φ↝ᢠܭ
Ṽ ẐقᓳỆợỦүᨖỉấẸủỆࣖẳẺࣱᏡửஊẴỦقᓳСഥဇ֥φίᙲ൭ࣱᏡقᓳСഥဇ
֥φὸẑỉᢠܭᙲˑỊˌɦỉểấụỂẴẇẮủỤỉᙲˑỊẆᵐᵎᵏᵗᵆᵑᵏᵇ࠰ᾀஉỆોദẰủ
ỦʖܭỉẐܤμ࠘ỉᙹẑểỾỶἛἻỶὅỆấẟềᙹܭẰủộẴẇ
ẐقᓳỆợỦүᨖỉấẸủỆࣖẳẺࣱᏡửஊẴỦقᓳСഥဇ֥φῐỉᢠܭᙲˑ
 ഏ∀∞⇞↚ਫ਼᠍↝⇒⇊⇯∏⇊∙৷ቦ↱ↃӋༀⅾↄⅳ⅛

ᙲˑℲ

ᵔᵌᵕᵓᶋửឬảỦሖỂỊẆἧἽἡὊἋửᢠܭ

ۜڮਰभ෫ऋऩःᆽਚྼम෫भഈؚ৫ઠಉद೧ः؞
ুघॉಉभਝ઼ऋऩᆽਚभदभဥૃ৷ஓमؚইঝ
ঁॿش५॑ઞ৷घॊऒधऋਉಋधऩॉऽघ؛
ञटखؚইঝঁॿش५भା৷ऋએपงघॊउजोभँॊ
ৃ়قৈऔऋۜਰৣكमؚჽঋঝॺقমणॉ॑كઞ৷घ
ॊऒधऋदऌऽघ؛
 پಹऩ૦ਝभৃ়म॑ۜڱதइॊᆽਚؚಉभৃ়मۜڮਰभᆽਚ
दमؚইঝঁॿش५भઞ৷ऋတऔोऽघ؛

Pத

 پಉदઞ৷औोॊ8ஊणॉჽঋঝॺमؚဥૃ৷ஓधखथमઞ৷दऌऽ
च॒ۊ؛ஊणॉჽঋঝॺ॑ઞ৷घॊৃ়मؚইঝঁॿش५धಡ৷घॊऒधऋਏध
ऩॉऽघ؛

ᙲˑℳ

̅ဇӧᏡễஇٻỆ᎑ảỦ֥φửᢠܭ

ဥૃ৷ஓमؚା৷भ৬
लजभಎષभभ়ੑपິइॊु
भदऩऐोयऩॉऽच॒؛
قNJ৷ྼमNJ৷ି્؛ષ॑
ऎك؛

NJ৷
قNJ৷ऋిજऩك

ᙲˑℴ

ἉἹἕἁỴἨἏὊἢỊẆἧἕἁˮፗỆợẾềᢘЏễᆔКửᢠ৸

३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑इञছথখॻشपणःथमؚजभ३ঙॵॡ॔ঈ९شংभரશ
ऋહਝभᆽਚऊैभৈऔಉपૢगञुभदऩऐोयऩॉऽच॒ق؛ेॉৈः
ਜ਼઼पইॵॡ॑ෳऐॊৃ়मਸ਼ரؚଌ੪पෳऐॊৃ়मਸ਼ர॑৭खऽघك؛
ἧἕἁˮፗầợụ᭗ẟئӳ

ἧἕἁˮፗầợụ˯ẟئӳ

ਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং

ਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং
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Ⅸ قᓳСഥဇ֥φ↝ᢠܭᙲˑ≋⇒⇊⇯∏⇊∙৷ቦ≌Ⅹ
Ṻ قᓳСഥဇ֥φỉᢠܭ
Ὁ قᓳСഥဇ֥φỊẆἧἽἡὊἋửҾЩểẴỦẮểẇẺẻẲẆقᓳỆბဇᎍầע᩿ỆПᢋẴỦấẸ
ủỉẝỦئӳỉࣖݣểẲềẆᏞἫἽἚỉ̅ဇầᛐỜỤủỦẮểẇ
Ὁ ᏞἫἽἚử̅ဇẴỦẮểầӧᏡễ᭗ẰỉႸܤỊẆἧἽἡὊἋử̅ဇẲẺئӳỉᐯဌᓳɦុᩉὺ
ἉἹἕἁỴἨἏὊἢỉ˦ỎὺᾀᾼίᾌᵔᵌᵕᵓᾼὸˌɦểẲễẬủịễỤễẟẮểẇ
Ṻ ɟᑍႎễᚨ˺ಅሁίὁὊἁἯἊἉἹἝὅἂ˺ಅửˤỪễẟئӳὸ
Ὁ ỉ᭗ẰˌɥỆἧἕἁሁửẦẬề˺ಅỂẨỦئӳỆỊᇹɟᆔἉἹἕἁỴἨἏὊἢḤᾀửẆឱɦỆἧἕἁሁử
ẦẬề˺ಅẴỦئӳỊẆἧἽἡὊἋửᢠܭẴỦểểờỆᇹʚᆔἉἹἕἁỴἨἏὊἢửᢠܭẴỦẮểẇ
Ḥᾀ ἉἹἕἁỴἨἏὊἢểỊẆقᓳửСഥẴỦểẨỆဃẵỦᘔએửዼԧẴỦẺỜỉ֥φửẟạẇᇹɟᆔἉἹἕἁỴἨἏὊ
ἢỊᐯဌᓳɦុᩉᵏᵌᵖᾼỂقᓳửСഥẲẺểẨỉᘔએᒵầᵒᵌᵎᶉᵬˌɦỂẝỦờỉửẆᇹʚᆔἉἹἕἁỴἨἏὊἢỊ
ᐯဌᓳɦុᩉᵒᵌᵎᾼỂقᓳửСഥẲẺểẨỉᘔએᒵầᵔᵌᵎᶉᵬˌɦỂẝỦờỉửẟạẇ

Ὁ ἻὅἶὊἛỊẆแႎễவˑỆấẬỦᓳɦុᩉửᄩᛐẲẆᢘЏễờỉửᢠܭẴỦẮểẇ
Ὁ قᓳСഥဇ֥φỆỊẆ̅ဇӧᏡễஇٻឋίᵖᵓᶉᶅӍỊᵏᵎᵎᶉᶅẇཎදԼửᨊẪẇὸầܭỜỤủềẟỦỉỂẆ
֥φử̅ဇẴỦᎍỉ˳ểᘺͳԼỉӳᚘỉឋầ̅ဇӧᏡễஇٻឋửឬảễẟợạỆ֥φửᢠܭ
ẴỦẮểẇ
Ὁ ᏞἫἽἚầ̅ဇӧᏡễ᭗ẰỉႸܤỊẆᚨ˺ಅሁỆấẬỦἧἽἡὊἋỉɟᑍႎễ̅ဇவˑḤᾁ
ửेܭẴỦểẆۜڱਰৣểẴỔẨỂẝỦẮểẇẮủợụờ᭗ẟሖỂ˺ಅửᘍạئӳỊẆἧἽἡὊἋử
̅ဇẴỦẮểẇ
Ḥᾁ ἻὅἶὊἛỉἧἕἁሁỉӕ˄᭗ẰᾉᵎᵌᵖᵓᾼẆἻὅἶὊἛểἧἽἡὊἋửኽӳẴỦỉ᭗ẰᾉᵏᵌᵒᵓᾼẆἻὅἶὊἛᧈẰᾉ
ᵏᵌᵕᾼẆἉἹἕἁỴἨἏὊἢίᇹɟᆔὸỉ˦Ỏỉஇ͌ٻᾉᵏᵌᵐᾼẆἧἽἡὊἋሁỉ˦Ỏᾉᾀᾼᆉࡇẇ

Ṻ ௵ɥ˺ಅሁίὁὊἁἯἊἉἹἝὅἂ˺ಅửˤạئӳὸ
Ὁ ὁὊἁἯἊἉἹἝὅἂဇ֥φử̅ဇẲề˺ಅửᘍạᨥỆỊẆقᓳСഥဇ֥φử́ဇẴỦ࣏ᙲầẝỦẮểẇ
Ὁ ὁὊἁἯἊἉἹἝὅἂ˺ಅỊẆᡫࠝẆἧἕἁሁử᪽ɥỆӕụ˄ẬỦẮểầӧᏡỂẝỦẮểẦỤẆইঝঁॿش
५॑৭ẴỦẮểẇẺẻẲẆ᪽ɥỆἧἕἁሁửੑẬỤủỦನᡯཋầễẟẮểỆợụἧἽἡὊἋỉბဇ
ᎍầע᩿ỆПᢋẴỦấẸủỉẝỦئӳỊẆᏞἫἽἚỉ̅ဇờᛐỜỤủỦẮểẇ

̅ဇ૾ඥ
Ṽ

ӕৢᛟଢửᄩᛐẲẆܤμɥ࣏ᙲễᢿԼầẾềẟỦẦᄩᛐẲẆዼỚễẪᄩܱỆᘺ
ბẴỦẮểẇ

Ṽ

قᓳСഥဇ֥φỉӕ˄ᚨͳỊẆἻὅἶὊἛầٳủẺụẆ৷ẬẺụẴỦấẸủỉễẟờ
ỉỂẆقᓳСഥỉᘔએщỆ᎑ảỦờỉỂẝỦẮểẇ

Ṽ قᓳࢸỆἧἕἁሁỆậỉщầੑẦỦẮểỆợỦᏮᓳὉᄊử᧸ẫẺỜἧἕἁሁỉɼ᠆

ểقᓳỆੑẦỦщỉ૾ӼầɟᐲẴỦợạӕụ˄ẬỦẮểẇ
Ṽ

ႺᚃዠỆقᓳСഥဇ֥φỉἧἕἁሁửӕụ˄ẬỦئӳỊẆᚃዠỆӕụ˄ẬẺἂἼἕ
Ἡሁỉӕ˄ᚨͳỆἧἕἁሁửẦẬề̅ဇẴỦẮểẇӕ˄ᚨͳỉˮፗỊẆἻὅἶὊἛểἧ
ἽἡὊἋሁửኽӳẴỦỉˮፗợụɦỆễỤễẟợạỆẲề̅ဇẴỦẮểẇ

Ṽ ൦ᚃዠỊẆἻὅἶὊἛểἧἽἡὊἋሁửኽӳẴỦợụ᭗ẟˮፗỆࢌụẆẸủỆق

ᓳСഥဇ֥φỉἧἕἁሁửੑẬề̅ဇẴỦẮểẇ

ໜ౨∝̬̬∝ܣሥ⅚ࡑూؕแ
Ṽ قᓳСഥဇ֥φỉໜ౨Ὁ̬ܣӏỎ̬ሥỊẆᝧ˓ᎍửܭỜỦሁỆợụᄩܱỆᘍẟẆሥ

ྸӨࠚሁỆẸủỤỉኽௐởሥྸɥ࣏ᙲễʙửᚡẲềấẪẮểẇ
Ṽ ɟࡇỂờᓳɦỉᘔએầẦẦẾẺờỉỊ̅ဇẲễẟẮểẇộẺẆໜ౨ỉኽௐẆီࠝầ

ẝẾẺờỉẆઊ᎔Ὁͻሁỉэ҄ầນẲẟờỉỊ̅ဇẲễẟẮểẇ

6
- 43 -

ỾỶἛἻỶὅίμ૨ὸ
ऋஅऽोؚহऋ३ঙॵॡ॔ঈ९شংभਈপभঽৣृઞ৷૭ચऩਈ
পସಉ॑નੳभؚઍؚᆽਚभৈऔलभ৬ಉपૢगथ
ిજऩဥૃ৷ஓ॑৭උघॊਏऋँॊऒध؛
كگقჽঋঝॺ॑ઞ৷घॊऒधऋ૭ચऩৈऔभ৯मؚইঝঁॿش५॑ઞ৷घ
ॊधෘखञৃ়भঽৣध३ঙॵॡ॔ঈ९شংभಇलभ়ੑகपڭ
ওॺشঝ॑ਸइञகਰৣधघॊਏऋँॊऒध؛ऒभञीؚःऊऩॊৃ়पु
ஹैऩऐोयऩैऩःਈ੦धखथؚ३ঙॵॡ॔ঈ९شংभঽৣभ
ਈপகڰقওॺشঝكल३ঙॵॡ॔ঈ९شংभಇलभਈপகقওॺش
ঝكभ়ੑகपڭওॺشঝ॑ਸइञৈऔقওॺشঝ॑كதइॊᆽਚद
घॊৃ়मؚইঝঁॿش५॑ઞ৷खऩऐोयऩैऩःऒध؛
 ڮဥૃ৷ஓभ৭قডشॡএ४३ঙॽথॢ॑ൣॎऩःৃ়ك
كڭق३ঙॵॡ॔ঈ९شংಉभரશभ৭
॔ भৈऔਰपইॵॡಉ॑ෳऐथ॑ষअऒधऋ૭ચऩৃ়पमؚਸ਼
ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑৭घॊऒध؛
ॖ ளੌाয়थಉपउःथؚଌৣपইॵॡಉ॑ෳऐथ॑ষअਏऋ
ँॊৃ়मؚইঝঁॿش५॑৭घॊधधुपؚਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९
شং॑৭घॊऒध؛
क़ ্भ॑खथষअৃ়मؚইঝঁॿش५॑৭घॊधधुपؚ
ਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑৭घॊऒध؛
كڮقছথখॻشभ৭
॔ ছথখॻشपંऔोञఏऩ੯قছথখॻشभইॵॡಉभહৈऔ
D ؟ওॺشঝؚছথখॻشधইঝঁॿش५়॑घॊ୭भৈऔ E ؟
ওॺشঝ؛ਰৣगك؛भৣपउऐॊৣ॑નੳखؚप॑ষ
अᆽਚभৈऔपૢगిؚજऩছথখ॑ॻش৭घॊऒध؛
ॖ টॵॡਃચહऌඕॉૄছথখॻشमৢؚଞभছথখॻشधૻຎखथৣ
ऋಢःञीؚप॑ষअᆽਚभৈऔऋૻຎःৃ়मؚઞ৷ऋ
တऔोॊऒध؛
क़ ৎपउऐॊইॵॡಉभෳ౹इৎभဥ॑ଆૃघॊञीؚणभইॵॡ
ಉ॑ৼ൩पઞ৷घॊ্১قഛෳऐكऋऽखःऒध؛
ग़ ইঝঁॿش५दഛෳऐ॑ষअৃ়ؚমभဥૃ৷भছথখ॑ॻش
ઞ৷घॊऒध؛
ड़ ჽঋঝॺदഛෳऐ॑ষअৃ়ؚဥૃ৷भছথখॻشभইॵॡಉ॑
ෳऐ౹इॊৎभापઞ৷घॊुभधखथؚଓஃটشউ॑ઞ৷घॊऒधऋੳी
ैोॊऒध؛ଓஃটشউपम३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑इऩःुभुஅऽोॊ
ऋؚजभৃ়ؚৎपઞ৷औोॊऒधऋऩःेअपؚশऔ॑ওॺشঝ
ਰৣभुभ॑৭घॊऒध؛
كگق৬पૢगञஓभ৭
ဥૃ৷ஓपमؚઞ৷૭ચऩਈপସقNJྼमNJି્؛ષ॑
ऎك؛ऋीैोथःॊभदؚஓ॑ઞ৷घॊभ৬धಎષभ়ੑभସ
ऋઞ৷૭ચऩਈপସ॑தइऩःेअपஓ॑৭घॊऒध؛
كڰقჽঋঝॺऋઞ৷૭ચऩৈऔभ৯
૦ਝಉपउऐॊইঝঁॿش५भಹऩઞ৷੯قছথখॻشभইॵ
ॡಉभહৈऔ؟ওॺشঝؚছথখॻشधইঝঁॿش५়॑घॊ୭भৈ
औ؟ওॺشঝؚছথখॻشশऔ؟ওॺشঝقऒभৃ়ؚঽৣ
मওॺشঝؚك३ঙॵॡ॔ঈ९شংقਸ਼ரكभಇलभਈপக؟ওॺش
ঝؚইঝঁॿش५ಉभಇलڭ؟ওॺشঝங২୳॑كघॊधؚ৯ৈऔमڱ
ওॺشঝਰৣधघसऌदँॊऒध؛ऒोेॉुৈःᆽਚद॑ষअৃ়मؚ
ইঝঁॿش५॑ઞ৷घॊऒध؛
 گဥૃ৷ஓभ৭قডشॡএ४३ঙॽথॢ॑ൣअৃ়ك
ডشॡএ४३ঙॽথॢपઞ৷औोॊମ৬৳৷भஓقਰৣَডشॡএ४
३ঙॽথॢ৷ஓُधःअك؛मؚৰସपဥ॑ଆૃघॊટऋँॊऋؚဥ
खञৃ়पजो॑ૃघॊञीभংॵॡ॔ॵউधखथဥૃ৷ஓ॑ಡ৷घॊ
ਏऋँॊऒध؛
كڭق३ঙॵॡ॔ঈ९شংभரશभ৭උ
ডشॡএ४३ঙॽথॢपउःथमৢؚଞؚଌৣपইॵॡಉ॑ෳऐॊ
मऩःञीؚਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑৭घॊऒध؛ञटखؚઍप
ଌৣपইॵॡಉ॑ෳऐॊऋஅऽोॊৃ়मؚਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شং॑
৭घॊऒध؛
كڮقছথখॻشभ৭
॔ ছথখॻشपંऔोञఏऩ੯भৣपउऐॊৣ॑નੳखؚ
प॑ষअᆽਚभৈऔपૢगిؚજऩছথখ॑ॻش৭घॊऒध؛
ॖ টॵॡਃચહऌඕॉૄছথখॻشमৢؚଞभছথখॻشधૻຎखथৣ
ऋಢःञीؚप॑ষअᆽਚभৈऔऋૻຎःৃ়मؚઞ৷ऋ
တऔोॊऒध؛
क़ ৎभইॵॡಉभෳ౹इৎभဥ॑ଆૃघॊञीؚणभইॵॡಉ॑ৼ
൩पઞ৷घॊ্১قഛෳऐكऋऽखःऒध؛ऽञؚডشॡএ४३ঙॽথ
ॢિ॑৳ठणणؚইॵॡಉभෳ౹इ॑ষअऒधुဥଆૃपથदँॊऒ
ध؛
ग़ ഛෳऐ॑ষअৃ়ڮؚমभဥૃ৷भছথখ॑ॻشઞ৷घॊऒधऋ
ऽखःऋؚমभअठমमؚডشॡএ४३ঙॽথॢ৷भটشউ॑ઞ৷घॊ
ऒधुੳीैोॊऒध؛ऒभৃ়ؚಇೠ৹ତஓपेॉؚਏਈ৵भটشউ
भশऔदઞ৷घॊऒध؛
كگق৬पૢगञஓभ৭
ဥૃ৷ஓपमؚઞ৷૭ચऩਈপସقNJྼमNJି્؛ષ॑
ऎك؛ऋीैोथःॊभदؚஓ॑ઞ৷घॊभ৬धಎષभ়ੑभସ
ऋઞ৷૭ચऩਈপସ॑தइऩःेअपஓ॑৭घॊऒध؛
كڰقইঝঁॿش५भ৭
ডشॡএ४३ঙॽথॢ॑ൣअৃ়मৢؚଞ୍ؚपଡୗऋଞपோखؚ
ইॵॡಉ୍॑पॉહऐॊऒधऋ૭ચदँॊभदؚએपงखऩःेअप
ইঝঁॿش५॑ઞ৷घॊऒधऋ૭ચदँॊऒधऊैؚইঝঁॿش५॑৭
घॊऒध؛ञटख୍ؚपইॵॡಉ॑ෳऐैोॊଡୗऋऩःऒधपेॉইঝ
ঁॿش५भା৷ऋએपงघॊउजोऋँॊৃ়मؚჽঋঝॺभઞ৷
ुੳीैोॊऒध؛
 ڰಊఋৢ؞ষৎಉभೈ઼ؚఢఈਃஓभઞ৷
كڭقဥૃ৷ஓमؚৎपଝਜહऐैोؚधৢষ؞ಊఋقಊఋ৷भਝ
भ৸ਙಉ॑નੳखऩऋैؚಊఋघॊৃ়॑அिك؛म੦মप౮ऩॊ
दँॊऒध؛ऽञؚᅇ఼ऩनؚဥૃ৷ஓभইॵॡಉ॑ෳऐॊৃਚऋऩः
ৃ়ऩनؚဥૃ৷ஓ॑ઞ৷घॊऒधऋ෩खऎऩৃ়पमؚ৳૧ၣभ
ା৷ಉभ৻౹ೈ઼॑ষअਏऋँॊऒध؛
كڮقႄઉഹؚ৸ঈটॵॡྼमႄઉঞشঝ॑৷ःथಊఋ॑ষअपमؚဥ

ဥૃ৷ஓभ৸ऩઞ৷पঢ়घॊफ़ॖॻছॖথ
قਛফڲাહऐ੦ਸ਼ڮಀك
ਸ਼ ڭະ຺
ৈऔڮওॺشঝਰभᆽਚद॑ষअৃ়पमؚ෫॑ਝऐؚजभ෫भ
ഈृ৫ઠಉपम೧ःুؚघॉؚངःಉ॑ਝऐथဥঽ৬॑ଆૃघॊऒधऋਉಋद
ँॊऋؚऒअखञೈ઼ऋऩधऌमؚௌ௮प৸ఝ॑ઞ৷औचॊಉभೈ઼॑
ङॊऒधऋহपଝਜહऐैोथःॊ؛
০ಹؚဥपेॊௌ௮಼૩भଆૃ॑ॊञीؚਛফڲাڴपௌ௮৸ୋে
১ষഥقೣਮফഥਸ਼ಀ؛ਰৣَୋഥُधःअك؛ਸ਼ਸ਼گඨਸ਼
ಀभَ৸ఝقဥपेॊ૫॑ଆૃघॊञीभुभपॊَُ॑ك؛ဥૃ৷
ஓُधीञदؚਛফڲাपௌ௮৸ୋেૠಋقೣਮফௌ௮ഥ
ਸ਼ಀ؛ਰৣَୋಋُधःअك؛ಉल৸ୋে્શઇૠஙقೣਮফௌ௮
ઔંਸ਼ಀكपउऐॊဥ؞ૡपेॊௌ௮಼૩॑ଆૃघॊञीभೈ઼ल્શ
ઇभ୯ਸपणःथਚਏभਫऋষॎोؚਛফڮাڭऊैষऔोॊ؛
মफ़ॖॻছॖথमऒोैभਫऔोञୋഥಉधৼऽढथؚဥૃ৷ஓभి
જऩઞ৷पेॊಽभ৸ৌੁभਤ॑ॊञीؚਫୋഥಉपૠऔोञহඨ
भऺऊؚহऋৰघसऌহඨؚధलपௌ௮৸ୋে১قೣਮফ১ਸ਼ಀ؛
ਰৣَୋ১ُधःअك؛लঢ়બ১ഥपउःथૠऔोथःॊহඨभअठؚਏ
ऩुभ॑৬पંघऒध॑৯धखؚखञुभदँॊ؛
হमؚমफ़ॖॻছॖথप੶ൗऔोञহඨ॑નपৰघॊऒधपਸइेؚॉ
ਠৃभৰଙप໌खञ৸ৌੁ॑ङॊेअीॊुभधघॊ؛
ਸ਼ڮ

ి৷೧
মफ़ॖॻছॖথमؚୋഥਸ਼ਸ਼گඨਸ਼ಀपૠऔोॊဥૃ৷ஓ
॑ઞ৷खथষअपणःथి৷घॊ؛
ਸ਼ گ৷ୁ
 ڭဥૃ৷ஓ॑ଡਛघॊષಉ
كڭقইঝঁॿش५ဥૃ৷ஓ ဥ॑ૃघॊपମ৬भ॑๛ؚ
ल⍴ಉളਯᆽਚपउःथ੍घॊଡୗभષदଡਛऔोॊဥૃ৷ஓ॑
ःअ؛
كڮقჽঋঝॺဥૃ৷ஓ ମ৬भपା৷घॊఝ૾भષदଡਛऔोॊ
ဥૃ৷ஓ॑ःअ؛
كگقছথখ ॻشইঝঁॿش५ྼमჽঋঝॺधഹजभभહਝقဥૃ
৷ஓ॑৸पॉહऐॊञीभਝ॑ःअك؛ಉध॑மਢघॊञीभটشউ
ྼम५ॺছॵউ ਰৣَছথখॻشभটشউಉُधःअ ؛ल॥ॿॡॱಉऊै
ऩॊஓ॑ःअ؛३ঙॵॡ॔ঈ९شংྼमඕॉஓ॑மਢघॊৃ়मؚਊჾ
३ঙॵॡ॔ঈ९شংಉ॑அि؛
كڰق॥ॿॡॱ ইঝঁॿش५ؚჽঋঝॺؚছথখྼॻشमહਝಉ॑ৼ൩पம
ਢघॊञीभஓ॑ःअ؛
كڱقইॵॡ ॥ॿॡॱभரदँॉؚছথখॻشभଡਛષभण؛ছথখॻش
॑હਝྼमჽঋঝॺखऎमইঝঁॿش५पமਢऔोञ୭पமਢघॊञी
भऊऍभஓ॑ःअ؛
كڲقढ़ছঅॼ ॥ॿॡॱभரदँॉؚছথখॻشभଡਛષभण؛ছথখش
ॻ॑હਝྼमჽঋঝॺखऎमইঝঁॿش५पமਢऔोञ୭पமਢघॊञ
ीभ୭૾भஓ॑ःअ؛
كڳق३ঙॵॡ॔ঈ९شং ဥ॑ૃघॊधऌपেङॊ้ொ॑ਮघॊञीभஓ
॑ःअ؛ਸ਼ர३ঙॵॡ॔ঈ९شংमঽৣওॺشঝदဥ॑
ૃखञधऌभ้ொऋय़টॽগॺشথਰৣदँॊुभ॑ःःؚਸ਼ர
३ঙॵॡ॔ঈ९شংमঽৣওॺشঝदဥ॑ૃखञधऌभ้ொ
ऋय़টॽগॺشথਰৣदँॊुभ॑ःअ؛
كڴقඕॉஓ ছথখॻشभ५ॺছॵউ॑ඕऌॊञीभஓ॑ःअ؛ဥ॑
ૃघॊधऌपছথখॻشभॉলख॑ໍৎपૃघॊটॵॡਃચ॑થघॊुभ
ऋँॊ؛
كڵقଓஃটشউ ৎपउःथؚधऩॊছথখ॑ॻشෳऐ౹इॊप
भહਝपෳऐॊऒधपेढथؚബइङௌ௮ऋહਝधமਢऔोञ૾ଙ
॑घॊञीभಢःটشউྼम५ॺছॵউقਰৣَটشউಉُधःअ॑ك؛
ःअ؛
كقঽৣ ऋইঝঁॿش५ྼमჽঋঝॺ॑ା৷घॊৃ়पउऐॊ
ਊჾইঝঁॿش५ྼमჽঋঝॺपছথখ॑ॻشமਢघॊীभৈऔऊैইॵॡ
ྼमढ़ছঅॼقਰৣَইॵॡಉُधःअك؛भહਝಉभৈऔ॑गञुभ
पছথখॻشभশऔ॑ਸइञुभ॑ःअقڭलڮभ؛كڶ
ৣكق भဥ॑ૃघॊधऌपেङॊছথখॻشलইঝঁॿش
५खऎमჽঋঝॺभಇलಉपঽৣ॑ਸइञुभ॑ःअقڭल
ڮभ؛كڷ
 ڮডشॡএ४३ঙॽথॢঢ়৴
كڭقডشॡএ४३ঙॽথॢ টشউಉभৡपेॉۊؚஊणॉ૾ଙऩनद
भମ৬॑৳खथষअ॑ःअ؛
كڮقডشॡএ४३ঙॽথॢ৷টشউ હਝपखऋऐघॊটشউಉदؚಇೠ
৹තஓ॑৷ःथ৹ତखञটشউಉभৡपेढथۊஊणॉ૾ଙदମ৬भਜ਼
઼॑৳घॊञीभुभ॑ःअ؛
كگقಇೠ৹තஓ ডشॡএ४३ঙॽথॢ৷টشউभଡਛષभण؛টشউभশ
औ॑৹තघॊञीभஓ॑ःअ؛
كڰقটشউ ଛਗ਼৷ளྶदभ૦ਝੵহಉदઞ৷औोॊؚளྶपऋಕ
औोႄैऔोञটشউ॑ःअ؛
 گजभঢ়৴ஓ
كڭقႄઉഹ ๗ઉ্पਝ઼घॊটشউಉपेॊહਝ॑ःअ؛
كڮقഹ ্पਝ઼घॊটشউಉपेॊહਝ॑ःअ؛
پق؞ڭڮറك
ਸ਼ ڰဥૃ৷ஓभ৭
 ڭ੦মऩઅइ্
كڭقဥૃ৷ஓमؚইঝঁॿش५॑ਉಋधघॊऒध؛ञटखؚဥৎपই
ঝঁॿش५भဥૃ৷ஓ॑ା৷घॊऋએपงघॊउजोभँॊৃ
়मؚჽঋঝॺभઞ৷ऋੳीैोॊऒध؛
ిكڮقજऩဥૃ৷ஓभ৭උपमؚইঝঁॿش५ྼमჽঋঝॺभ৭උभ
ऺऊؚইॵॡಉभહਝभৈऔपૢगञ३ঙॵॡ॔ঈ९شংभॱॖউؚजो
पൣअছথখॻشभশऔقটॵॡહऌඕॉஓ॑इॊुभ॑அिك؛भ৭උ
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ỾỶἛἻỶὅίμ૨ὸ
ૃਃચमीैोऩःऒध؛ऽञۄۈھؚૠતदੳीैोथःॊेअपؚႄઉ
ഹؚ৸ঈটॵॡྼमႄઉঞشঝपؚഹध५ছॖॻૄဥૃ৷भஓ॑
ஂखथইঝঁॿش५भಉपਝऐञ॥ॿॡॱधઉघॊৃ়दँढथిؚ
જऩৣୡಉपेढथ৸ਙ॑નੳदऌॊुभमؚਊჾഹध५ছॖॻૄဥ
ૃ৷भஓमؚইঝঁॿش५भছথখॻشपჾਊघॊऒध؛
كگقଛਗ਼৷ளྶदभ૦ਝੵহಉदઞ৷औोॊটشউमؚছথখॻشदमऩ
ऎؚഹधਜ਼઼तऐैोॊ؛ऽञؚটشউधইঝঁॿش५॑य़شটॵॡ
্ૄ৸ஓಉदઉघॊৃ়दँढथؚটشউप३ঙॵॡ॔ঈ९شংऋ
ਝऐैोथःॊৃ়ؚਊჾय़شটॵॡ্ૄ৸ஓಉमؚইঝঁॿش५भছ
থখॻشपჾਊघॊऒध؛ऒभৃ়ؚটشউभ३ঙॵॡ॔ঈ९شংमؚਸ਼
ர३ঙॵॡ॔ঈ९شংपगञਃચ॑થघॊुभदँॊऒध؛
ਸ਼ ڱဥૃ৷ஓभઞ৷
 ڭဥૃ৷ஓभઞ৷্১
كڭقဥૃ৷ஓभಎା
॔ ඞହછ॑નੳखؚ৸ਏऩષऋ⑫ढथःॊऊનੳघॊऒध؛
ॖ ইঝঁॿش५पणःथमؚဥૃৎपইঝঁॿش५ऋङॉऋॉؚ
৸ऩિऋ৳दऌऩऎऩॊऒधभऩःेअपؚाऩऎનৰपಎାघॊऒ
ध؛ऽञؚঋঝॺಉ৸ਏऩષ॑ॉਗऔऩःऒध؛ჽঋঝॺप
णःथमؚदऌॊटऐभऎदؚဥૃৎपଌभ্प௷ऐऩःਜ਼઼
पؚऊणؚாৡؚषङोऩःेअનৰपಎାघॊऒध؛
क़ ংॵॡঝमਫखऎઞ৷खؚঋঝॺभഈमঋঝॺৢखपનৰपৢघऒध؛
ংॵॡঝभಎା॑ਫનपষअञीؚডথॱॵॳংॵॡঝಉෙढञಎାऋद
ऌऩःଡୗधऩढञुभ॑ઞ৷घॊऒधऋऽखःऒध؛ऽञؚইঝঁॿش
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１

墜落制止用器具の定義

【質問１－１】
安全帯と墜落制止用器具はどう違うのか。
（答）
「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング
（身体を作業箇所に保持すること）用の器具である旧規格のＵ字つり用胴ベルト型
安全帯（以下、「Ｕ字つり用胴ベルト」といいます。）は含まれません。
なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従
来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」
といった用語を使用することは差し支えありません。
２ 施行日及び経過措置
【質問２－１】
施行日（2019 年２月１日）以降、一本つりの胴ベルト型墜落制止用器具は高さ
6.75 メートルを超える箇所で使用できなくなるのか。経過措置はないのか。
（答）
使用できません。
ただし、経過措置により、2019 年８月１日以前に製造された安全帯（胴ベルト型
（一本つり、Ｕ字つり）、ハーネス型のいずれも含む。）であって、旧規格に適合し
ているものについては、2022 年１月１日までの間、要求性能墜落制止用器具とみな
されますので、高さに関わらず使用可能です。
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【質問２－２】
施行日（2019 年２月１日）以降、Ｕ字つり用胴ベルトは使用できなくなるのか。
経過措置はないのか。
（答）
Ｕ字つり用胴ベルトについては、ワークポジショニング用の器具として使用する
ことは差し支えありませんが、施行日（2019 年２月１日）以降、墜落制止用器具に
は該当しませんので、高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落制止用器
具（フルハーネス型又は一本つり胴ベルト型（高さ 6.75 メートルを超える箇所で
はフルハーネス型））との併用が必要になります。
ただし、経過措置により、2019 年８月１日以前に製造された安全帯（胴ベルト型
（一本つり、Ｕ字つり）、ハーネス型のいずれも含む。）であって、旧規格に適合し
ているものについては、2022 年１月１日までの間、要求性能墜落制止用器具とみな
されますので、高さに関わらず使用可能です。
３

墜落制止用器具の選択

【質問３－１】
高さ 6.75 メートルを超える箇所での作業と、高さ 6.75 メートル以下の箇所での作業
が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。
（答）
問題ありません。
フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に
関するガイドライン」（平成 30 年６月 22 日付け基発 0622 第２号）「第４ 墜落
制止用器具の選定」の「１ 基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フ
ルハーネス型を原則とすること」とされています。
さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプと
ランヤードの長さ（ロック付き巻取り器を備えるものを含む。）を適切に選択する
ことも必要です。
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４

特別教育の対象作業

【質問４－１】
高さ２メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育
を行わなければならないか。
（答）
法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが２メートル以上の箇所であって
作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用
いて行う作業に係る業務」に限られます。
したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止
用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。
なお、旧規格に適合しているフルハーネス型安全帯を使用して、高さが２メート
ル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて作業を行う場
合においても、特別教育は必要です。
【質問４－２】
高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないか。
（答）
高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められる
ため、特別教育は義務付けられません。
なお、高所作業車のバスケット内で作業する場合であっても、高さが 6.75 メー
トルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が
義務付けられます。

【質問４－３】
「作業床」とはどのようなものか。
（答）
法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台
など作業のために設けられた床を指します。
また、ビルの屋上、橋梁の床板など、平面的な広がりを持った建築物の一部分で
あって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業
床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談くださ
い。
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【質問４－４】
身を乗り出す作業、手すりがない場所や開口部での作業について、特別教育が必
要か。
（答）
一般的に、作業床上での作業であれば特別教育は義務付けられません。具体的な
判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
なお、高さが２メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険
を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けること又は労働者に
墜落制止用器具を使用させること等が義務づけられます。
【質問４－５】
高さ２メートル以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用して通行や昇
降をするだけの場合、特別教育は必要か。
（答）
「通行」や「昇降」をするだけの場合、特別教育は必要ありません。

【質問４－６】
「通行」「昇降」の定義はあるか。工事の進捗確認、点検なども「通行」「昇降」に含ま
れるか。
（答）
法令上の定義はありませんが、一般的に、「通行」とは、通っていくという意味、
「昇降」とは、昇ったり降りたりするという意味であり、それ以外の行為（工事の
進捗確認、現場巡視、点検など）は、「通行」や「昇降」にはあたりません。
ただし、昇降を主たる目的として、昇降しながら昇降用の設備（はしご等）の健全
性等を確認するような場合は「昇降」に含まれます。
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５ 特別教育の科目の省略
【質問５－１】
特別教育は、2019 年２月１日までに、全員が受けなければならないのか。科目の省略
はないのか。
（答）
一般には、必ずしも全員ではなく、高さが２メートル以上の箇所であって作業床
を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行
う作業に係る業務に就く者に対しては、2019 年２月１日までに特別教育を行わな
ければなりません。ただし、一定の経験のある者については、以下のとおり、一部の
科目の省略が可能です。（平成 30 年６月 22 日付け基発 0622 第１号）
①

施行日（2019 年２月１日）時点において、高さが２メートル以上の箇所であ
って作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型墜落制止用器具を
用いて行う作業に６月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知
識」、
「墜落制止用器具（フルハーネス型のものに限る。以下同じ。）に関する知
識」、
「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略できます。

②

施行日（2019 年２月１日）時点において、高さが２メートル以上の箇所であ
って作業床を設けることが困難なところで胴ベルト型を用いて行う作業に６
月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」の科目を省略できま
す。

③

足場の組立て等特別教育受講者又はロープ高所作業特別教育受講者は、「労
働災害の防止に関する知識」の科目を省略できます。

なお、改正省令公布後施行日（2019 年２月１日）より前に、改正省令による特別
教育の科目の全部又は一部について受講した者については、当該受講した科目を施
行日以降に再度受講する必要はありません。
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＜参考：特別教育について（安衛則第 36 条、安全衛生特別教育規程第 24 条）＞
＜学科教育＞
科目

範囲

時間

作業に関する知識

①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い １時間
方法
②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法
墜落制止用器具（フル ①墜落制止用器具のフルハーネス及びラン

２時間

ハーネス型のものに限 ヤードの種類及び構造
る。以下同じ。）に関す ②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の
る知識

方法
③墜落制止用器具のランヤードの取付け設
備等への取付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

労働災害の防止に関す

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法
①墜落による労働災害の防止のための措置

る知識

②落下物による危険防止のための措置

１時間

③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
関係法令

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び 0.5 時間
労働安全衛生規則中の関係条項

＜実技教育＞
科目

範囲

時間

墜落制止用器具の使用

①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の

1.5 時間

方法等

方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設
備等への取付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
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【質問５－２】
「足場の組立て等作業主任者技能講習」の修了者は、特別教育の科目を省略でき
るか。また、「とび技能士」などは特別教育の一部省略はできないか。
（答）
特別教育の一部省略の条件等は【質問５－１】（答）のとおりですので、「足場の
組立て等作業主任者技能講習の修了」や「とび技能士」をもって特別教育の一部の
科目の省略はできません。【質問５－１】（答）の要件に該当するかどうかで判断し
てください。
【質問５－３】
科目省略の要件に、「６月以上従事した経験」とあるが、この経験は胴ベルト型
又はフルハーネス型を用いた作業であれば、どのような作業でもいいか。
（答）
高さが２メートル以上の箇所での作業であれば、作業内容に限定はありませんが、
「６月以上従事した経験」に該当するためには、継続的にその作業に就いている必
要があります。
【質問５－４】
「６月以上従事した経験」の証明に、定められた基準はあるか。
（答）
一般的には、当該労働者を雇用する（していた）事業者が証明することになると
思われます。
証明に関して、法令で定められた基準・様式等はありません。

- 53 -

【質問５－５】
「６月以上従事した経験」の考え方について、特別教育受講時点では６ヶ月の経
験がないが、施行日（2019 年２月１日）時点では６ヶ月以上の経験がある見込みで
あるとき、特別教育の一部省略はできるか。
（答）
６ヶ月以上の経験を見込み、施行日より前に科目の一部を省略して特別教育を受
講いただくことは問題ありません。
ただし、施行日において経験が足りない場合には、省略した科目の補講が必要と
なりますので、ご注意ください。
６

特別教育の実施者

【質問６－１】
特別教育は、外部の教育機関で受講しなければならないのか。
（答）
法令では、事業者に、特別教育の実施を義務付けておりますので、事業者が自ら
特別教育を実施するのは、当然、差し支えありません。
【質問６－２】
特別教育の講師要件はあるか。
（答）
特別の資格要件はありませんが、特別教育の科目について十分な知識、経験を有
する者でなければなりません。（平成 27 年８月５日付け基発 0805 第１号）
７

特別教育の記録

【質問７－１】
特別教育の修了証や書類の保存義務はあるのか。
（答）
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作
成し、これらを３年間保存しなければなりません。
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８

その他

【質問８－１】
高さを算定する場合の基準点は地上となるか。屋根や足場は基準点となるか。
（答）
原則として地上（GL）を基準としますが、十分な広さを持つコンクリート床面の
上方で高所作業を行う場合など、さらにそこから墜落することが想定できない場合
などについては、その高さを基準点とすることができます。
具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
【質問８－２】
フルハーネス型を購入する際に補助金があると聞いたが、どのようなものか。
（答）
新しい規格に対応する機械への更新等を促進する目的で、「既存不適合機械等更
新支援補助金事業（仮称）」を平成 31 年度予算として要求しているところです。
平成 31 年度予算が成立するまで、具体的な内容は未定です。

- 55 -

特別教育対象作業に該当するかを判断するための「作業床」の定義（判断例）
床材（W=40㎝以上） ※1
本足場（二側足場）

に跳ね出す場合等）

作業床とみなされる

作業床とみなされる

作業床とみなされる

床材（W＝24㎝）

単管抱き足場

床材（W=40㎝以上）

（敷地が狭くＷ＝40㎝以上を
確保できない場合）

（敷地が狭く床材を敷くことが
できない場合） ※2

作業床とみなされる

作業床とみなされる

作業床とみなされない
（特別教育対象）

床材（W=24㎝）

単管、角パイプ、大引材等

床材（W=40㎝以上）

（床材の下方・側方に網又は
シートを設けた場合） ※3

（足場組立、解体時等に足を
一時的に乗せる場合） ※4

作業床とみなされる

作業床とみなされる

作業床とみなされない
（特別教育対象）

スラブ材（ベニヤ、デッキ
等）上での作業

梁上での作業

大引材（バタ角等）上での
作業

一側足場

つり足場

型枠工事

（スラブ型枠が組立中で未完
（スラブ型枠が組み立てられ固
成の場合）
定されている場合）

作業床とみなされる

鉄筋工事

作業床とみなされない
（特別教育対象）

（型枠組立、解体時等に足を
一時的に乗せる場合） ※4

作業床とみなされない
（特別教育対象）

地中梁鉄筋に足場板
地中梁鉄筋上での作業
完成したスラブ型枠上での
（W=24㎝）等を敷き、結束さ （鉄筋上に足場板等の敷設が
作業
ない場合）
れた場所上での作業
作業床とみなされる

作業床とみなされる

作業床とみなされない
（特別教育対象）

（勾配がない陸屋根の場合）

（屋根の勾配が６/１０未満の
場合） ※5

スレート屋根等に敷いた足
場板（W=30㎝以上）上での
作業 ※6

作業床とみなされる

作業床とみなされる

作業床とみなされる

屋根上での作業
屋根工事

本足場にブラケットで追加
本足場にブラケットで追加 された床材（W＝24㎝）
された床材（W＝40㎝以上） （足場と構造物の隙間ぎりぎり

屋根上での作業

※1 本足場（二側足場）は床材の幅が40㎝未満の場合は法違反となります。（安衛則563条1項2号イ他）
※2 作業床の設置が可能であるにもかかわらず抱き足場を設けた場合には法違反となります。(安衛則518条1項）
※3 つり足場は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等の措置を講じずに、床材の幅を40㎝未満とした場
合は法違反となります。（安衛則574条1項）
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、幅40㎝以上の作業床を設けなければなりません。ただし、
当該作業床を設けることが困難なときはこの限りではありません。（安衛則564条1項4号）
※4 組立てや解体等の一連の作業の中で、単管、角パイプ、大引材等に一時的に乗って作業を行う場合は作業床と
はみなされません。
※5 屋根勾配が6/10以上の場合には屋根面を作業床としてみなすには不適切です。「足場先行工法に関するガイド
ライン」では、屋根勾配が6/10以上又は滑りやすい材料の屋根下地の場合には、20㎝以上の幅の作業床を2ｍ以
下の間隔で設置することを求めています。
※6 スレート等の屋根上で作業を行なう場合には、幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労
働者の危険を防止するための措置を講じなければ法違反となります。（安衛則524条）
※具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
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