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■ 労働基準監督署へ郵送により届出を行う場合のお願い
　　監督署の宛先の後に、例えば「就業規則在中」、「安全衛生課あて」と記載していただき、
内容物及び担当部署がわかるようにご協力をお願いいたします。特に担当部署誤りが多く見ら
れるのが、「労働者死傷病報告」です。提出先は安全衛生課になりますので、ご留意ください。
①　郵送により届出をされる際、控えを必要とする場合は、以下のものを同封していただきま
　　すようご協力をお願いいたします。

　　　・原本及び控え（写）
　　　・返送用の切手及び封筒（封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。）
　　　・送付状（同封した内容物とその数量を記入してください。）
②　返送先が提出代行した社会保険労務士となる場合は、以下の点についてもお願いいたしま　
　　す。

　　　・原本及び控え（写）に、社会保険労務士の記名
　　　・返送用封筒に、社会保険労務士の氏名・所在地の記入
　　　・送付状に、提出代行により届出を行う事業場の名称の記入
　　　・特に法人化されている場合にはご留意ください。
■ 健康診断結果報告書等の提出のお願い
　令和３年に実施した、
　　・定期健康診断（５０人以上）
　　・特殊健康診断（有機溶剤、特定化学物質、石綿等）
　　・心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）（５０人以上）
　　・じん肺健康管理実施状況報告（令和３年にじん肺健診を行わなくても必要です。）
　　　などの提出をよろしくお願いします。
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■ 時間外労働・休日労働に関する協定届について
　届け出に際し、貴社の業務内容、特別条項の有無により、７種類の様式より選んで提出して
いただくこととなります。
　なお、令和３年４月１日以降様式が変更となっていますので、ご注意ください。
　（様式の使用者の文字の上に、（チェックボックスに要チェック）との記入があるものが、新
　しい様式です）
７種類の様式は、以下のとおりです。
時間外労働・休日労働に関する協定届（一般条項）様式第9号 
時間外労働・休日労働に関する協定届（特別条項）様式第9号の2 
時間外労働・休日労働に関する協定届（新技術・新商品等の研究開発業務）様式第9号の3 
時間外労働・休日労働に関する協定届（適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務。自動
車運転者、建設業、医師等。）様式第9号の4 
時間外労働・休日労働に関する協定届（適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務におい
て、事業場外労働のみなし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合）様式
第9号の5 
時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届　様式第9号の6 
時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届　様式第9号の7
　⇨　様式は、インターネットにて
　　　東京労働局  時間外・休日労働に関する協定届で、検索して入手をお願いします。

３６協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式第９号の２の
協定届の届出が必要です。
様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが
明らかとなるような方法により締結することが必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時
間を超える時間数
を定めてください。
①は360時間以内、
②は320時間以内
です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

１枚目
（表面）

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。
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　令和３年12月１日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が
公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準
のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は、次によるこ
ととしてください。

■ 省令の改正に伴って変更される点
○ 作業面の照度【事務所則第10条】※令和４年12月１日施行
　 現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
○ 便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
　 新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。
　 便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を
　 付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
　 なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
　 ※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
○ 救急用具の内容【安衛則第634条】
　 作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目
　 の規定がなくなりました。

■ ポイント：社会状況の変化に合わせすべての働く人々を視野に対応
　 　作業場における清潔を保持するための措置、休養のための措置、良好な作業環境を確保する
　 ための措置などは、すべての働く人々にとって重要です。関係通達も含めた労働衛生基準の見
　 直しについての詳細は、次頁のとおりです。

業務の範囲を細
分化し、明確に
定めてください。

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行
わせる必要のあるものに限り、できる限り
具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒常的な長時間労働を
招くおそれがあるものは認められません。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算日は
同一の日である
必要があります。

月の時間外労働
の限度時間（月
45時間又は42
時間）を超えて
労働させる回数
を定めてくださ
い。年６回以内
に限ります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の、
１か月の時間外労働と休日労働
の合計の時間数を定めてくださ
い。月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２～６か月平均で月80時
間を超えてはいけません。

限度時間（年360
時間又は320時
間）を超えて労働
させる１年の時間
外労働（休日労働
は含みません）の
時間数を定めてく
ださい。年720時
間以内に限ります。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更 設計

検査

機械組立

１０人

１０人

２０人

６０時間

６０時間

５５時間

５５０時間

５００時間

４５０時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

４回

３回

３回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超え
て時間外労働を
させる場合の割
増賃金率を定め
てください。
この場合、法定
の割増率
（25%）を超
える割増率とな
るよう努めてく
ださい。

限度時間を超
えた労働者に
対し、裏面の
記載心得１
（９）①～⑩
の健康確保措
置のいずれか
の措置を講ず
ることを定め
てください。
該当する番号
を記入し、右
欄に具体的内
容を記載して
ください。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる手続に
ついて定めてく
ださい。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

７０時間

７０時間

６５時間

６７０時間

６２０時間

５７０時間

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６
協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・
挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法
を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認めら
れません。
チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要
件に適合している協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印などが必要です。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42
時間・年360時間又は320時間）を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働
は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

協定書を兼ねる場
合には、使用者の
署名又は記名・押
印などが必要です。

職場における労働衛生基準が変わりました
～照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました～

対象となるのは？
■ 感染経路が業務によることが明らかな場合
■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性 
　が強い場合

　　 ※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
　　 ※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場
　 合を除き、原則として対象
■ 症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
 労災保険の種類
　 　業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によ
　 らず、次のような保険給付を受けられます。
　 　また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどに
　 より、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
【療養補償給付】
　 ①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
　 ②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労
　 　災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
【休業補償給付】
　 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■ 給付日：休業４日目から
■ 給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
　 ＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです
【遺族補償給付】
　 　業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一
　 時金などを受け取ることができます。



「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項
「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の
適切な雇用管理を行うための留意事項」より

主な項目

照度

【事務所のみ】

（R4.12.1施行）

･事務作業における作業面の照度の作業区分を２区分とし、基準を引き上げた。

 一般的な事務作業（300ルクス以上）

 付随的な事務作業（150ルクス以上）

･個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJISZ9110などの基準を

 参照する。

･男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所（注）を設けたときは、男性
 用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させる。
･少人数（同時に就業する労働者が常時10人以内）の作業場において、建物の構造
 の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとした。
 既存の男女別便所の廃止などは不可。
･従来の基準を満たす便所を設けている場合は変更は不要。
 （注）独立個室型の便所：男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の
 便房により構成される便所。

設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮する。
事業場の実情に応じ、広さや設備などを検討することが望ましい。

一酸化炭素、二酸化炭素濃度の測定機器は、検知管に限らず同等以上の性能を有
する電子機器等も可である旨を明示した。

･随時利用が可能となるよう機能を確保する。
･入口・通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の
 両者に配慮する。

作業場に備えるべき救急用具･材料について、一律に備えなければならない具体的な
品目についての規定を削除した。
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業
医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けること
とした。

便所

※便所を男性用と女

性用に区別して設置

する原則は維持。

見直しのポイント

シャワー設備等
休憩の設備
休養室･休養所

救急用具の内容

作業環境測定
【事務所のみ】

「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間（１週
間、１か月など）ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定する
ような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数
や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務す
る形態は除きます。

1 応募をする時の留意点（「留意事項」９頁）
■ 会社は、労働者を募集する時、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を、労働者に対して
　 明示しなければなりません（職業安定法第５条の３第１項、第２項）。また、募集時に示さ
　 れた労働条件が、労働契約を結ぶまでに変更される場合も、変更内容の明示が必要です（職
　 業安定法第５条の３第３項）。募集内容等をよく見て、労働条件をしっかり確認しましょう。

2 採用が決まり労働契約を結ぶ時の留意点
(１）労働条件の明示（「留意事項」２頁）
■ 会社は、労働契約を結ぶ時に、労働者に対して以下の労働条件を必ず書面で明示しなければ
　 なりません（労基法第15条第１項、労基則第５条）。シフト制で働きはじめる時は、自分の
　 労働条件を再度確認しておきましょう。
　 ※労働者が希望すれば、メールなどで送ってもらうこともできます。

 ①契約期間　　　　　　　　　　　　　　②期間の定めがある契約を更新する場合の基準　
 ③就業場所、従事する業務　　　　　　　④始業・終業時刻、休憩、休日など　
 ⑤賃金の決定方法、支払い時期など　　　⑥退職(解雇の事由を含む）

(２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項（「留意事項」３頁）
■ 会社と話し合って、シフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておくことが考え
　 られますので、必要な場合は会社と相談してみましょう。

 ・会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと
 ・会社が労働者に、決定したシフトを通知する際の期限、通知の方法
  　（例：毎月○日までに、電子メール等で通知する）
 ・一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続
 　※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労　
　 働者双方の合意が必要である点にご留意ください。
 ・一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など
 　①　最大の労働日数や時間数（例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する）
 　②　目安の労働日数や時間数（例：１か月○日程度勤務/１週間当たり平均○時間勤務）
 　③　①②に併せて、最低限の労働日数や時間数
  　　（例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る）

対象となるのは？
■ 感染経路が業務によることが明らかな場合
■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性 
　が強い場合

　　 ※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
　　 ※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場
　 合を除き、原則として対象
■ 症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
 労災保険の種類
　 　業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によ
　 らず、次のような保険給付を受けられます。
　 　また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどに
　 より、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
【療養補償給付】
　 ①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
　 ②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労
　 　災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
【休業補償給付】
　 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■ 給付日：休業４日目から
■ 給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
　 ＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです
【遺族補償給付】
　 　業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一
　 時金などを受け取ることができます。

4

◇職場における労働衛生基準見直しの主な項目とポイント◇
（事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正関係）
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　 ※労働者が希望すれば、メールなどで送ってもらうこともできます。
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 ⑤賃金の決定方法、支払い時期など　　　⑥退職(解雇の事由を含む）

(２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項（「留意事項」３頁）
■ 会社と話し合って、シフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておくことが考え
　 られますので、必要な場合は会社と相談してみましょう。

 ・会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと
 ・会社が労働者に、決定したシフトを通知する際の期限、通知の方法
  　（例：毎月○日までに、電子メール等で通知する）
 ・一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続
 　※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労　
　 働者双方の合意が必要である点にご留意ください。
 ・一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など
 　①　最大の労働日数や時間数（例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する）
 　②　目安の労働日数や時間数（例：１か月○日程度勤務/１週間当たり平均○時間勤務）
 　③　①②に併せて、最低限の労働日数や時間数
  　　（例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る）

労災請求の勧奨を強化します
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

～業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります～

対象となるのは？
■ 感染経路が業務によることが明らかな場合
■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性 
　が強い場合

　　 ※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
　　 ※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場
　 合を除き、原則として対象
■ 症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
 労災保険の種類
　 　業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によ
　 らず、次のような保険給付を受けられます。
　 　また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどに
　 より、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
【療養補償給付】
　 ①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
　 ②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労
　 　災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
【休業補償給付】
　 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■ 給付日：休業４日目から
■ 給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
　 ＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです
【遺族補償給付】
　 　業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一
　 時金などを受け取ることができます。
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ハローワーク池袋だより 

 

 

 

 

 

☆お問い合わせ先：事業所第 1部門 ☎０３－３９８７－８６０９ ３１♯ 
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講習会等・協会行事実施報告と計画
　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋ね
ください。

令和４年（2022年）度講習会等実施計画

＜池袋協会主催講習会等＞

新入社員安全衛生教育等講習会

労働行政運営方針等説明会

全国安全週間説明会

全国労働衛生週間説明会

板橋練馬豊島地区安全衛生推進大会

人事労務・労働保険担当者法令実務説明会

安全衛生推進者養成講習

安全管理者選任時研修

衛生推進者養成講習

5月

予定

25·26日

4月

11日

6月

6日

23·24日

7月

13日

9月

予定

15·16日

2月

20·21日

8日

3月

予定

14·15日

10月

19·20日

12日

11月

15日

12月 1月8月

協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。

令和 4年度　定時総会　令和 4年 6月 17 日（金）
開催場所：リビエラ東京

※ 詳細については４月発行の会報でお知らせします

《解体・改修工事の受注者（解体・改修工事実施者）の皆さまへ》
建築物（個人宅含む）・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する

石綿の事前調査結果の報告が義務化されます

  一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、電子シ
  ステムで報告することが義務になります。（令和４年４月１日以降に開始する工事から適用）

◆報告が必要な工事 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です
　① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
　　 ※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
　② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
　　 ※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のもの
　　 　をいう　　
　　 ※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
　③ 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
　　 ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除
　　 く)・焼却設備・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)・発電設　　 
　　 備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)・トンネルの天井板・プ
　　 ラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板・遮音壁、軽量盛土保護パネル
◆報告の方法
　●　複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業者に関する内容も含めて報告する必要
　●　平成18年９月１日以降に着工した工作物について、同一の部分を定期的に改修する場合は、一度報告を行えば、同一
　　　部分の改修工事については、その後の報告は不要

⇨ 詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/


