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有害物ばく露作業報告対象物（令和２年対象・令和３年報告）について 

 

 

 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御

協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）

第 95 条の６の規定に基づく報告（以下「有害物ばく露作業報告」という。）は、

事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行

った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な

措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進め

ていく上で必要なものとして平成 18 年から行われています。 

 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十

五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等（平成 18 年厚生労働省告示

第 25 号。以下「告示」という。）により定められていますが、本日、告示の一

部が改正され、下記のとおり令和２年１月１日から同年 12 月 31 日を対象期間

とする有害物ばく露作業報告（報告期間は令和３年１月１日から同年３月 31 日

まで）の対象となる物が新たに定められたところです。 

 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう

貴団体の会員又は傘下事業場等に対して下記の事項について周知いただき、有

害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告

がなされるよう御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 有害物ばく露作業報告制度の概要 

 安衛則第 95 条の６の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずる



 

おそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場

において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのあ

る作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第 21 号の７による報

告書（以下「報告書」という。）を所轄労働基準監督署長に提出しなければ

ならないこと。 

 

２ 有害物ばく露作業報告の対象となる物 

 今般の告示の一部改正により新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物

は、次の表の中欄に掲げる物（以下「対象物」という。）及び対象物を含有す

る製剤その他の物（対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除

く。以下「製剤等」という。）であること。 

 

コード 物 
含有量 

（重量％） 

２５０ モリブデン化合物（三酸化モリブデンに限る。） 0.1％未満 

 

 

３ 有害物ばく露作業報告の期間等 

 事業者は、令和２年１月１日から同年 12 月 31 日までの間に一の事業場に

おいて製造し、又は取り扱った対象物の量（製剤等を製造し、又は取り扱った

場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。）が 500 キログラ

ム以上になったときは、令和３年１月１日から同年３月 31 日までの間に、所

轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこと。 
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全国興行生活衛生同業組合連合会 

全国自動ドア協会 

全国社会保険労務士会連合会 

全国商工会連合会 

全国醸造機器工業組合 

全国製菓機器商工協同組合 

全国製菓厨房機器原材料協同組合 

全国タイヤ商工協同組合連合会 

全国段ボール工業組合連合会 



 

全国中小企業団体中央会 

全国伝動機工業協同組合 

全国土壌改良資材協議会 

全国トラックターミナル協会 

全国農業協同組合中央会 

全国ミシン商工業協同組合連合会 

全国鍍金工業組合連合会 

全日本印刷工業組合連合会 

全日本紙製品工業組合 

全日本革靴工業協同組合連合会 

全日本光沢化工紙協同組合連合会 

全日本シール印刷協同組合連合会 

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会 

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合

連合会 

全日本製本工業組合連合会 

全日本電気工事業工業組合連合会 

全日本爬虫類皮革産業協同組合 

全日本プラスチック製品工業連合会 

全日本木工機械商業組合 

ダイヤモンド工業協会 

中央労働災害防止協会 

電機・電子・情報通信産業経営者連盟 

電気硝子工業会 

電気機能材料工業会 

電気事業連合会 

電線工業経営者連盟 

天然ガス鉱業会 

独立行政法人労働者健康安全機構 

トラクター懇話会 

奈良県毛皮革協同組合連合会 

ニッケル協会東京事務所 

日本圧力計温度計工業会 

日本医薬品添加剤協会 

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合 

日本ＡＢＳ樹脂工業会 

日本 LP ガス協会 

日本オートケミカル工業会 

日本界面活性剤工業会 

日本化学繊維協会 

日本ガスメーター工業会 

日本ガソリン計量機工業会 

日本家庭用殺虫剤工業会 

日本家庭用洗浄剤工業会 

日本火薬工業会 

日本硝子計量器工業協同組合 

日本ガラスびん協会 

日本革類卸売事業協同組合 

日本機械工具工業会 

日本機械鋸・刃物工業会 

日本靴工業会 

日本グラフィックコミュニケーションズ工

業組合連合会 

日本化粧品工業連合会 

日本建築仕上学会 

日本建築仕上材工業会 

日本顕微鏡工業会 

日本高圧ガス容器バルブ工業会 

日本光学工業協会 

日本光学測定機工業会 

日本鉱業協会 

日本工業塗装協同組合連合会 

日本工作機械販売協会 

日本合板工業組合連合会 

日本香料工業会 

日本ゴム履物協会 

日本酸化チタン工業会 

日本産業洗浄協議会 

日本試験機工業会 

日本室内装飾事業協同組合連合会 

日本自動車輸入組合 

日本自動販売機保安整備協会 

日本酒造組合中央会 

日本商工会議所 

日本真空工業会 

日本吹出口工業会 

日本スチレン工業会 

日本製缶協会 

日本製紙連合会 

日本精密機械工業会 

日本精密測定機器工業会 

日本製薬団体連合会 

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 

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合 

日本繊維板工業会 

日本ソーダ工業会 

日本暖房機器工業会 

日本チエーン工業会 

日本チェーンストア協会 

一般社団法人日本鋳鍛鋼会 

日本陶磁器工業協同組合連合会 

日本内航海運組合総連合会 

日本内燃機関連合会 

日本難燃剤協会 

日本パーマネントウェーブ液工業組合 

日本バーミキュライト工業会 

日本歯磨工業会 

日本ビニル工業会 

日本肥料アンモニア協会 

日本フォーム印刷工業連合会 

日本フォームスチレン工業組合 

日本弗素樹脂工業会 

日本部品供給装置工業会 

日本プラスチック機械工業会 

日本プラスチック工業連盟 

日本フルオロカーボン協会 

日本ヘアカラー工業会 

日本ＰＥＴフィルム工業会 

日本ボイラー・圧力容器工業組合 

日本防疫殺虫剤協会 

日本紡績協会 

日本ポリオレフィンフィルム工業組合 

日本無機薬品協会 

日本メンテナンス工業会 

日本木材防腐工業組合 

日本有機過酸化物工業会 

日本輸入化粧品協会 

日本窯業外装材協会 

日本溶剤リサイクル工業会 

日本羊毛産業協会  

日本浴用剤工業会 

農薬工業会 

発泡スチロール協会 

光触媒工業会 

普通鋼電炉工業会 

米国医療機器・IVD 工業会 

ポリカーボネート樹脂技術研究会 

モノレール工業協会 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

硫酸協会 

林業・木材製造業労働災害防止協会 

ロックウール工業会 

一般財団法人食品産業センター 

一般社団法人日本食品添加物協会 

カーボンブラック協会 

一般社団法人産業環境管理協会 

一般社団法人セメント協会 

一般社団法人 JATI 協会 

一般社団法人日本科学飼料協会 

一般社団法人日本防水材料協会 

アスファルトルーフィング工業会 

FRP 防水材工業会 

合成高分子ルーフィング工業会 

日本ウレタン建材工業会 

トーチ工法ルーフィング工業会 

一般社団法人建築防水安全品質協議会 

日本塗り床工業会 

エンプラ技術連合会 

協同組合日本飼料工業会 

日本パウダーコーティング協同組合 

せんい強化セメント板協会 

一般社団法人石膏ボード工業会 

一般社団法人 ALC 協会 

インテリアフロア工業会 

一般社団法人日本溶接協会 

せんい強化セメント板協会 

一般社団法人日本溶接材料工業会 

吸水性樹脂工業会 


