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基安発 0811第 1号

平成 21年 8月 11日

外務省アジア大洋州局長殿

ijLJjqMidililt! 
厚生労働省労働基準局安全衛生部精胤叫!;l

!間112521!
「アスベストばく露防止対策に関する中国政府の取組状況等に

関する調査」について(調査依頼)

厚生労働省においては、本年 12月に、 ASEAN諸国並びに日本、中国及び韓

国におけるアスベストばく露防止対策に関するワークショップを開催予定(中

央労働災害防止協会に実施委託)であるが、事前の検討に当たり、中国におけ

るアスベストばく露防止対策等に関して実情を把握したいので、中国政府に対

して下記の通り調査を行っていただきたく、手配方よろしくお願いします。

記

1 調査等の内容

調査項目('iJIJ添)により、中国政府のアスベストばく露防止対策等に関す

る情報を把握すること。

2 調査対象機関

中国におけるアスベストばく露防止対策に関係する政府機関等

3 調査期限等

回答については、可能な限り邦文又は英文により発出後 1ヶ月までに送付

すること。

なお、参考となる資料については可能な限り添付すること。



アスベストのばく露防止対策と取組に係るワークショップに係る参

加各国に対するアンケート

アンケート目的

本アンケートの目的は、次の 3点です。

①貴国のアスベスト使用状況、主に労働安全衛生に関する政策等に係る現状確認

②将来のアスベスト対策を実施するための課題把握

③ セミナー開催時に各参加国に発表して頂く内容の害IJ当のため

該当しているすべての口の中にチェック(レ)を入れてください。また、該当する)

の中に、数字または情報を記入して下さい。

1. アスベスト使用の現状について

1-1園内アスベスト使用量等について、別紙表 1のデータを参照の上、お答えください。

口別紙のデータは全て正しい。

口別紙のデータは漏れがあったり、追加情報がある。(追加情報を下表に記入願います。)

口別紙のデータは間違っている。(正しいデータを下表に記入願います。)

口近年の国内アスベスト使用状況を把握していない。

アスベスト使用量等追加情報、または正しい情報記入欄

年 園内産出量 輸人量 園内使用量 輸出量

1-2圏内で使用されているアスベストを含む製品は何ですか?

(複数選択可)

・アスベストを含む建材について

口吹付け材 ロ耐火被覆板 口断熱材 口スレート波板 口スレートボード

ロせっこうボード 口アスベストタイル

口その他の建材(

・アスベストを含む建材以外の製品について

口紡織品 ロジョイントシート ロガスケット ロパッキン 口絶縁板

口摩擦材 口保温材 ロセメントパイプ 口塗料 口接着剤

口その他のアスベスト製品(名前の記入をお願いします。

1-3国内でアスベスト製品等を製造している企業と工場はいくつあるか把握しています

かワ

ロ概ね把握している(企業数

口把握していない

工場数
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1-4国内にアスベスト原料を輸入する商社はいくつあるか把握していますかり

口概ね把握している(企業数 ) 

口把握していない

1・5園内で製造、使用等を禁止しているアスベストはどれですか?

(複数選択可)

ロクリソタイノレ 口クロシドライト 口アモサイト

ロアンソフィライト 口トレモライト 口アクチノライト

口そのf也(

2.アスベストに関する政策について

2-1アスベスト対策に関する法規制等について、別紙表2の法令ロストを参照の上、お答え

ください。

口jJlJ紙のリストは全て正しい。

口別紙のリストは漏れがあったり、追加情報がある。(追加情報を下表に記入願います。)

口別紙のデータは間違っている。(正しい情報を下表に記入願います。)

表 法規制の追加情報、または正しい情報記入欄

制定年 法令名 担当官庁

2-2 具体的には、どのような法規制を行っていますか?

(複数選択可)

口監督制度 口適切な工学的管理 口適切な呼吸用保護具の着用・取扱い

口適切な作業衣の着用・取扱い 口石綿の吹付けの禁止 口容器への表示

口ばく露限界等ばく露の評価基準 口ばく露の監視と記録 口健康診断の義務づけ

口石綿による職業性疾病を通報する制度 口教育・訓練

口石綿を含有する廃棄物の処分

口その他(

2-3アスベストの定義を法律で定めていますか?

口はい

口いいえ
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2-4前問で、はいと答えた場合、その定義に含まれるアスベストの含有率の基準を教えてく

ださい。

アスベスト含有率 口0.1% 口 1% 口5% 口その他( %) 

A.アスベスト製品等製造作業場の労働安全衛生対策について

3健康管理対策について

3-1アスベストばく露労働者に対する健康診断を実施していますか?

口はい (口定期 口不定期)

口いいえ

3-2前間で はいと答えた場合、健康診断項目は何がありますかっ

(複数選択可)

口業務の経歴調査 口他覚症状 口自覚症状 口胸部エックス線直接撮影

口胸部エックス線間接撮影 口肺機能検査

ロその他(例，胸部 CT

3-3アスベスト関連疾患者に対する国の労働災害補償制度はありますか?

口はい (認定者数・ 年 人)

口いいえ

3-4前問で、はいと答えた場合、労働災害補償制度の対象となるアスベスト関連疾患はどれ

ですかワ

(複数選択可)

口石綿肺 口姉がん 口悪性中皮腫 口良性石綿胸水 口びまん性胸膜肥厚

( 口その他(

3-5アスベスト作業従事者が退職した後、健康管理等を支援するシステム(健康管理手帳

の交付等)がありますか?

口はい (システム内容・ ) 

口いいえ

3-6 健康診断を法律で義務づけている所管官庁はどこですか?

(所管官庁名 ) 

4作業環境管理対策について

4-1国内でアスベストを使用する業務に従事する労働者に対し法律で、ばく露防止対策を義

務づけていますかワ

口はい

臼いいえ
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4-2前問で、はいと答えた場合、どのような対策を義務づけていますか?

(複数選択可)

口保護具の使用 口局所排気装置等の設置 口定点での作業環境測定

口個人ばく露モニタリング

口その他(

4・3前聞の保護具の使用にチェックをした場合、どのような保護具を使用していますか?

(複数選択可)

口防じんマスク

口その他のマスク(口使い捨て式防じんマスク ロガーゼマスク ロタオール

口その他( )) 

口作業衣 口ゴーグル型保護メガネ ロヘルメット 口安全靴

( 口その他( ) 

4-4 4-2で作業環境測定または個人ばく露モニタリング、にチェックした場合、測定は定期

的に行われていますか?

口定期的(頻度 ) 

口不定期

4-5作業環境中アスベスト濃度を測定する場合、使用される機器は何ですか?

(複数選択可)

口電子天秤 口位相差顕微鏡 口位相差・分散顕微鏡(分散染色法) 口X線回折装置

口その他(伊U:SEM ) 

4-6作業環境測定または個人ばく露モニタリングを法律で義務づけている所管官庁はどこ

ですか?

(所管官庁名:

Rアスベスト製品等製造以外のアスベスト対策について

5.その他のアスベスト対策について

5-1アスベスト製品等製造以外のアスベストばく露作業には、どんな作業がありますかり

ある場合にはチェックし、( )内に現在もある場合は 1を、過去にはあったが現在ない場

合は 2を、不明の場合は9を記入して下さい。

口石綿採掘作業( ) 口石綿港湾荷揚げ作業( ) 口石綿製品運搬作業(

口石綿含有建材の切断・加工作業( ) 口石綿吹き付け作業( ) 

口断熱・保温作業及びその補修作業( ) 口建築物等解体・改修作業( ) 

口船舶の解体・改修作業( ) 口車両の解体・改修作業( ) 

口廃石綿回収再生作業( ) 口石綿含有廃棄物処理作業( ) 

口自動車整備・修理作業(ブレーキシュウ交換等)( ) 口歯科技工作業( ) 

口宝石研磨作業( ) 口石綿製品倉庫管理作業( ) 

口電気・ガス・スチーム配管工事作業( ) 
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その他(

5-2アスベスト使用建築物等解体作業について、法規制はありますか?

口はし、

口いいえ

5-3アスベスト含有製品の廃棄について、法規制はありますか?

口はい

口いいえ

5-4アスベスト含有廃棄物の処理方法について、法規制jはありますか?

口はい

口いいえ

5-5天然鉱物中に不純物として存在する石綿の有無について、確認したことがある鉱物はど

れですか。

(複数選択可)

ロタルク ロセビオライト 口パーミキュライト 口ブルーサイト

口その他 (例ードロマイト

日未確認

5-6大気中アスベストの測定は、法律で義務づけられていますか?

口はし、

ロいいえ

5-7前聞で「はいJと答えた場合、どの場所でアスベスト濃度測定を行っていますか?

口工場の敷地境界線付近で大気モニタリング

口工場の周辺で大気モニタリング

口道路脇等て、大気モニタリング

( 口その他(

6.今後、石綿対策について、日本に協力を期待する分野は何ですか?

(複数選択可)

口政府におけるアスベスト問題への取組(法規制等)

口アスベスト疾病に係る健康診断技術

ロアスベスト測定方法(空気中濃度測定)

口アスベスト測定方法(製品中濃度測定)

口アスベストのぱく露防止のための工学的対策

口アスベストのばく露防止のための作業管理

口アスベストの実態調査方法

口アスベストの疫学調査方法

口労働者に対する情報提供手法

口アスベストに係る教育訓練

ロアスベスト含有物処理方法及び、廃棄物処理方法

口アスベスト代替品に関する情報(アスベストの代替となる物質・製品について)

5/8 



ロアスベスト代替品に関する情報(アスベストの代替として使用する物質のリスク)

口その他(

口特になし

7ワークショップにおける貴国の発表内容について

7-1有用な情報交換を行うため、発表を希望する内容は何ですか?

{複数選択可) (希望が偏った場合、発表内容を事務局で調整させていただきます。)

口自国におけるアスベスト使用の現状と問題点

口政府のアスベスト問題への取組(法規制等)

口アスベスト疾病に係る健康診断手法、健康診断結果

口アスベスト測定方法、測定結果

口アスベスト含有物処理方法及び、廃棄物処理方法

口アスベスト代替品に関する情報について

口その他(

8- 本アンケート記入者に関する情報を記入願いますの

記入者氏名[

国名[

記入者所属、役職名【

連絡先住 所[

e-mail [ 電話番号【 1
 

1
1
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データ用別紙(国名:中華人民共和国)

表 1 貴国のアスベスト使用量等デ)タ(t) 

年 圏内産出量 輸入量 園内使用量 輸出量

2001 310，000 102，755 394，324 18，431 

2002 270，000 11，3486 378，457 5，029 

2003 350，000 145，425 491，954 3，472 

2004 540，000 175，000 

表 2 貴国の法規制等リスト

制定年 法令名 担当官庁

衛生部

2002 職業病妨治法 労働社会保障部

衛生部

2002 安全生産法 労働社会保障部

2002 清潔生産促進法 衛生部
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圃

1 アスベストのばく露防止対策と取組に係るワークショップ開催のための参加者推薦依

盤ι2どエ
厚生労働省からの委託を受けて、中央労働災害防止協会は ASEAN10カ国並びに中国及び

韓国から、参加者を招鴨し、アスベストに関するテーマで、 12月 1日から 4日にわたり、

国際安全衛生セミナーを開催する予定です。つきましては、ワークショップ参加適任者 2

名(行政担当者 1名、政府関係機関または災防団体所属者から 1名)をご推薦いただきた

く、お願いいたします。なお、推薦にあたりましては、英語で討論が可能な方のご推薦を

お願いいたします。

1-1推薦する行政担当者

氏名[

国名[

所属、役職名[

連絡先住 所[

e-mail [ 】 電話番号[

1-2推薦する政府関係機関または災防団体所属の者

氏名【

国名[

所属、役職名[

連絡先住 所[

e-m副 1[ ] 電話番号[

2 ASEANのいずれかの国で行われるアスベスト対策に係るワークショップ等に、日本

から専門家を派遣する用煮がありますの貴国は、ワークショップの開催を希望しますかっ

(日本人専門家派遣予定時期は、 2010 年 10 月 ~2011 年 3 月です。)

口希望する

口希望しない

希望する場合、連絡先等をご記入ください。

国名[

機関名[

代表者氏名、役職名[

担当者氏名、役職名 I
連絡先住所【

e田mail[ ] 電話番号[
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