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「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して 

寄せられた御意見等について 

 

令 和 ２ 年 １ 月 2 7 日 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 

化 学 物 質 対 策 課 環 境 改 善 室 

 

標記について、ホームページ等を通じて御意見を募集したところ、計 35件の御意見をい

ただき、うち 31件は本件に関する御意見、残り４件は本件とは関係の無い御意見でした。 

お寄せいただいた本件に関する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。 

今回、御意見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 
御意見に対する考え方 

１ （個人サンプリング法を追加する趣旨） 

・簡便・小型な個人サンプラー方式に作業

環境測定法を追加するのはなぜか。ま

た、作業環境測定法の課題は作業環境測

定方法に課題があるのか。 

・個人サンプリングで把握が困難な場合

は、従来の方法を用いるのが適切なの

か。仮に結果的に不適切な個人サンプリ

ングを行った場合、従来の方法によるサ

ンプリングを用いて再測定を行う必要が

あるのか。 

・個人サンプラーを用いた測定は「作業管

理」の測定であるように思える。場の管

理という前提から外れ、管理されていな

い場があっても立ち入る時間が短ければ

OKという文化に移行する懸念がある。個

人サンプラーを用いた測定で、仮に高濃

度が検出された際、改善すべき部位の抽

出には、従来からの作業環境測定(等間

隔抽出)によって行われることとなり、

事業所には二度手間を強いる事態とな

る。A・B測定を更に補完する目的での個

人サンプラーを用いた測定、といった形

が望ましい。 

９ （個人サンプリング法を追加する趣旨） 

 今回の改正によって個人サンプリング法

の対象となる作業場は、管理濃度が低い特

定化学物質や鉛の濃度の測定と、塗装作業

等発散源が一定しない作業が行われる作業

場における有機溶剤等の濃度の測定に限定

しています。このような作業場において

は、従来の作業環境測定（A・B測定）で

は、適切な作業環境の評価とならない場合

があるため、個人サンプリングに関する技

術の進歩等を踏まえて専門家による検討を

行った結果、これら作業場に対して個人サ

ンプリング法の活用を可能としたもので

す。 

なお、「個人サンプリング」は単なるサン

プリングの手法であり、個人サンプリング

が直ちに「作業管理」のための測定になる

わけではなく、その測定値を何のために用

いるかによります。今回の改正による個人

サンプリング法は、測定値を作業環境評価

基準に基づいて評価し、作業場の管理区分

の決定を行うものですので、作業環境測定

に該当します。 
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・「個人サンプラーを用いる測定」の名称

を「個人曝露測定」とするのが妥当であ

る。また測定結果の評価法については、

現行の作業環境評価基準の方法ではな

く、日本産業衛生学会・産業衛生技術部

会が定める方法のように、個人曝露濃度

に相応しい評価法を用いるべきである。 

・現行の作業環境測定を「作業場測定」と

呼称し、「作業場測定」と「個人曝露測

定」を含むものとして、作業環境測定と

するのが適切である。 

・定常作業時のみの測定結果をその作業場

の評価結果としている、Ｂ測定を義務化

していない、といった現状の作業環境測

定の課題を整理されないまま、作業場の

評価に用いるのは混乱を大きくするだけ

であり、個人サンプラーを用いた測定手

法で作業場の評価を行うことには賛成で

きない。 

・測定手法の８時間サンプリングでは、一

連の作業の中の改善箇所、改善設備がど

こにあるか、見つからなくなるので、評

価結果に混乱を招く恐れがある。 

・欧米では CD測定のほかに、いわゆる A

測定も実施しているとのことであり、今

回の CD測定には欧米で実際に実施して

いる方法の内容が抜けていることになり

危険なことではないか。従来実施してい

たことを妄信的にしなくてよいとしてし

まうことは危険性がある。 

・C測定は原則 8時間測定、D測定は 15分

間測定ということで、個人ばく露測定の

時間設定と同一になったこともあり、

TWA・STELと C,D測定の評価方法の関係

性に違和感を感じる。同一の試料にもか

かわらず、「許容濃度は超えていない

が、作業環境測定は第３管理区分」とい

う状況が発生する可能性に問題が生じる

のではないか。 

今回の改正により導入される個人サンプ

リング法は、事業者に同法による作業環境

測定を義務付けるものではなく、事業者が

選択した場合に実施するものです。個人サ

ンプリング法を選択しない場合は、従来の

方法で作業環境測定を実施することになり

ます。 

また、欧米の規制当局は、我が国の作業環

境測定及びその評価という法令体系とは異な

り、物質別にばく露限度を設定し、労働者が

それを超えるばく露を受けないようにするこ

とを事業者に義務付けていると承知していま

す。 
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２ （安全衛生委員会等での検討） 

・個人サンプリングによる作業環境測定を

行った場合には、事業所の安全衛生委員

会での報告を測定者が行えるよう、通

知、通達が必要。 

・安全衛生委員会、衛生委員会が設置され

ていない小規模事業場の場合、測定方法

の選択を行うのは、事業者となるのか。 

・今回の改正案により、個人サンプラー測

定が選択できる仕組みが構築できること

で、作業内容に適した測定方法が活用で

き適切なリスク評価ができると思うが、

専門家である測定士が測定方法の選択提

案書等を衛生委員会等に提出し、衛生委

員会等で議論、選択理由の記録を残す

等、測定方法の選択経緯を明確にするべ

き。 

・個人サンプラーによる測定は測定器具を

作業者に装着する必要があるが、当該作

業者が装着を拒否することが考えられ

る。「労働者は作業環境測定に協力しな

ければならない。」の条項が必要ではな

いか。 

４ （安全衛生委員会等での検討） 

 安全衛生委員会又は衛生委員会の付議事

項には、「衛生に関する規定」が含まれ、そ

の中には、作業環境測定の要領が含まれま

す。このため、事業者が個人サンプリング

法を選択する際には、労働者から協力を得

ることが必要であることを含め、安全衛生

委員会等において労働者の代表者の意見も

踏まえた上で十分に審議する必要がありま

す。この点について、施行通達で明確にす

る予定です。 

安全衛生委員会等の構成員には、事業場

の労働者である作業環境測定士を指名する

ことができますが、事業場外の作業環境測

定士は含まれません。ただし、同委員会等

で検討される資料についての定めはありま

せんので、必要に応じ、事業場外の作業環

境測定士等が衛生管理者等に個人サンプリ

ング法に関する資料を提出することは可能

です。 

３ （個人サンプリング法を導入する際の負

担） 

・個人サンプリングによる測定は、どの程

度の規模の事業所の測定を想定している

のか。多数の事業所において個人サンプ

リングを実施することは非常に困難であ

る。 

・個人サンプラーを利用した作業環境測定

を実施することは、測定時間が長時間に

及ぶことから、作業環境測定機関として

も測定コストが増加する。 

・通常作業を行わない者を作業者に仕立て

たり、作業者に通常行わない 10時間勤

務をさせるような場合が後を絶たなくな

る。測定士の労務管理の面（残業時間）

でも問題が発生する可能性がある。一人

10 （個人サンプリング法を導入する際の負

担） 

今回の改正の趣旨は、１の回答で述べた

とおりです。個人サンプリング法を適用で

きる作業場については、事業場規模による

制約は設けられていません。また、作業環

境測定を実施する際の作業環境測定士の測

定対象事業場における業務は、作業環境測

定を適切に実施するために必要な範囲で実

施する必要があります。 

作業環境測定に要する経費は、単位作業

場所の広さ、労働者数等によって左右さ

れ、個人サンプリング法が従来の方法と比

較してコストが高いとは必ずしも言えない

と考えています。また、作業環境測定に係

る料金につきましては、法令上規定されて
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作業で 1日で測定が終わり、かつ合理的

な判定が可能な方法を検討いただきた

い。 

・この改正の目的が作業環境測定法やリス

クアセスメントの普及であれば、測定機

関だけが測定できるシステムが普及を制

限していないか。コストが高く、少量・

小規模・非定時の作業場は負担できな

い。 

・８時間測定の原則を実施することで測定

士の勤務時間が増える。測定現場におい

て人手不足と働き方改革の現状において

実情に合わせた条件改善が必要。測定士

が立ち会わないケースがでた場合の測定

精度の低下が考えられる。 

・８時間もサンプリングする場合、作業環

境測定士も８時間拘束されるため、今以

上に見積金額が高くなるため、客の負担

が増え、測定士の負担も増える。この場

合、せっかく個人サンプリング法を導入

しても、浸透しない可能性がある。 

おらず、測定の実施に要する経費を踏ま

え、作業環境測定機関が自由に設定できま

す。 

 なお、個人サンプリング法は、事業者に

おいて実施するかどうかを選択するもので

あり、コスト面も含めて検討した結果によ

り、従来の方法で作業環境測定を実施する

ことも可能です。また、作業環境測定士又

は作業環境測定機関は、個人サンプリング

法についての登録を行うかどうかを任意に

選択することができます。 

４ （個人サンプリングの登録を受けた作業環

境測定士の業務） 

・人員確保のための措置として、当該事業

所の産業医・労働衛生コンサルタント

も、必要な講習等を受講することで、個

人サンプラーによる測定対象者の選定お

よび測定の監視等の業務に従事すること

が出来るようにするべきである。 

・ＣＤ測定の登録を受けていない測定士

が、作業環境測定結果報告書の「作業環

境測定結果の管理を担当する者」や「連

絡担当作業環境測定士」になっても良い

か、また、ＣＤ測定の分析を行っても良

いか。 

２ （個人サンプリングの登録を受けた作業環

境測定士の業務） 

 ご指摘の業務は作業環境測定に係るデザ

イン及びサンプリングに該当する可能性が

あり、その実施に当たり個人サンプリング

法を選択される場合は、個人サンプリング

法について登録を受けた作業環境測定士が

実施する必要があります。このような規制

は、作業環境測定の適切な実施を担保する

ために必要であると考えています。 

 なお、個人サンプリング法によって採取

された試料の分析は、当該指定作業場の分

析について登録を受けた第一種作業環境測

定士又は作業環境測定機関であれば実施す

ることができます。 
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５ （個人サンプリング法の登録基準） 

・従来のサンプリングと個人サンプリング

を選択できるとあるが、作業環境測定機

関の登録要件として、個人サンプリング

用の測定機材（試料採取機器）を保有す

ることが求められるのか。 

仮に、個人サンプリングの業務委託を

受け、試料採取機器を保有していない、

有資格者がいない場合、別の作業環境測

定機関に業務を再委託することは問題な

いか。  

１ （個人サンプリング法の登録基準） 

作業環境測定機関の登録基準における作

業環境測定に使用する機器及び設備に、試

料採取機器はすでに含まれています（作業

環境測定法施行規則第 54条第２号の規定に

基づき厚生労働大臣の定める基準（昭和 51

年労働省告示第９号）参照。） 

なお、個人サンプリング法によるデザイ

ン及びサンプリングは、委託を受けた作業

環境測定機関に所属する作業環境測定士で

あって、個人サンプリング法について登録

を受けた者が実施しなければなりません。 

６ （個人サンプリング法に係る講習） 

・個人サンプラーは既に非定常作業の個人

ばく露測定に古くから導入されており使

用されている。測定士全員に改めて教育

を義務化する必要性がわからない（今後

指定講習を受ける方、指定講習時にすれ

ば良いと思う）。 

・既に作業環境測定士の資格を有している

者が個人サンプリングを行うには追加の

講習を受講する必要がある。この講習の

受講は有償と無償のどちらを想定してい

るのか。 

・作業環境測定士では、場の環境(濃度の

層別化)経験はあるが、人のばく露の層

別化経験は皆無に近いため、測定対象グ

ループのグループ分けを行う訓練が不足

しており、実技訓練の場を設けることが

必要ではないか。 

３ （個人サンプリング法に係る講習） 

個人サンプリング法については、作業環

境測定士の試験及び講習の項目に含まれて

おらず、作業環境測定士が個人サンプリン

グ法に関する十分な知識を有していること

は法令上担保されておりません。このた

め、個人サンプリング法について登録を受

けることを希望する作業環境測定士には、

個人サンプリング法に関して講習の受講を

義務付ける必要があります。個人サンプリ

ング法に関する講習は、演習（実技）を含

むものとする予定です。 

 なお、この講習は、個人サンプリング法

について登録を受けることを希望しない場

合は受講する必要はありません。 

 また、講習の料金については、当該講習

を実施する登録講習機関が自由に定めるこ

とができます。 

７ （作業環境測定士の業務） 

・計画、測定時の実施状況確認は有資格者

が行い、これを受けての個人サンプリン

グによる作業環境測定の場合、作業環境

測定実施器具の起動、試料採取開始およ

び停止に係る試料の採取行為は、有資格

者が行う必要はないのではないか。 

・正確なばく露量での判断ということであ

る長所も多くある為、この条項の採用に

２ （作業環境測定士の業務） 

ご提案の業務は作業環境測定に係るデザ

イン及びサンプリングに該当する可能性が

あり、個人サンプリング法を選択される場

合は、個人サンプリング法について登録を

受けた作業環境測定士が実施する必要があ

ります。このような規制は、作業環境測定

の適切な実施を担保するために必要である

と考えています。 
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は反対ではないが、実施に当たっては下

記の項目も考慮すべきと考える。 

○作業環境測定士が測定対象時間立会

い、以下のことを監視する。 

 ・対象者が通常の作業と思われる行動

をしているか 

 ・他に高ばく露の者がいないか 

 ・故意に有害作業を避けていないか 

 ・サンプラーの電源を切る、フィルタ

等をつける、などの不正がないか 

 なお、立会い等、作業環境測定を実施す

る際の作業環境測定士の測定対象事業場で

の業務については、作業環境測定を適切に

実施するために必要な範囲で実施する必要

があります。 

 


