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(公印省略)

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の見直しに関する

WTO事務局への通報について(依頼)

貿易の技術的障害に関する協定 (WTO・TBT協定)の趣旨を踏まえ、標記の件に関し、

下記について外務省へ通報方依頼する。

記

1 同協定第 2条9.1に基づき、)iIJ添 1につき、通商弘報に掲;1主する1'1

2 同協定第 2条 9. 1に基づき、月IJ添 2につき、 WTO事務局に通報する件



ゆIJ添1)

規格・基準などの事前意図公告

[この公告は、 TBT協定第2条 9. 1に基づくものです。]

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の見直しについて

下記のとおり、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の改正を行う予定ですのでお知ら

せします。

本件に関し御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書でご提出下さい(電

話による意見の提出はご遠慮下さい。)。

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。

1 l'牛名

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の見直しについて

2 対象品目

鋼管足場用の部材及び附属金具

3 趣旨

近年、鋼管足場用の部材及び附属金具については、施工性の向上や組立作業における

安全性向上の観点から構造規格に適合しない部材が開発されているところであり、これ

らについては個々の製品ごとの認定手続きが必要となっているため、構造規格を見直し、

技術の進展への対応及び適用除外に係る手続きの簡素化を図る。

4 施行予定日

平成 24年 4月 1日

5 意見提出先

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

干100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2

電話番号 03-5253-1111 (内線 5489)

FAX番号 03-3502 -1598 

6 意見提出期限

平成 23年 10月7日必着

なお、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格l士、次のURLにおいて入手できます。

http://wwwhourei.mh1w.go.jp/hourei/htm1/hourei/contents.html 



(~IJ添 2)

項目 内容

1 国名 日本国

2 所管課 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

3 協定根拠 第 2条第 9. 2 

4 対象品目及び関税番号 鋼管足場周の部材及び附属金異

5 {牛名 鋼管足場用の部材及び附属金異の規格の見直しについて

近年、鋼管足場周の部材及びF付属金具については、施工

性の向上や組立作業における安全性向上の観点から構造

内容
規格に適合しない部材が開発されているところであり、

6 
これらについては側々の製品ごとの認定手続きが必要と

なっているため、構造規格を見直し、技術の進展への対

応及び適用除外に係る手続きの簡素化を殴る。

7 目的 技術の進股への対応及び適用除外!こ係る手続の簡素化

関係文書
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格が改正されたとき

B 
に官報に公示する。

9 制定予定日及び 制定予定日 平成24年4月1B 

実施予定日 実施予定日 平成24年4月1B 

10 意見提出期限 WTO事務局から恕布された後 60日間

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

11 資料入手先
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2

電話番号 03-5253-1111 (内線 5489)

FAX番号 03-3502-1598 



明TORLDTRADE 
GITBTINIJPNI 

ORGANIZATION 

Committee on Technical Barriers to Trade Original: English 

NOTIFICATION 

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6. 

1. Member to Agreement notifying: JAPAN 
If applicable， name oflocal government involved (Articles 3.2 and 7.2): 

2. Agency responsible: Ministry ofHealth， Labour and Welfare 
Name and address (including telephone and fax numbers，←mail and web-site 
addresses， if avaiIable) of agency or authority desiguated to handle comments 
regarding tbe notification sbal¥ be indicated if different from above: 

Enquiry Point of Japan 
lntemational Trade Division 
Economic Affairs Bureau 
Minis廿yofForeign Affairs 

Fax +81-3-5501-8343 
E-mail: enqu町 @mofa.go.jp

3. Notified under Article 2.9.2 [X]， 2.10.1 [ ]， 5.6.2[ ]， 5.7.1 [ ]， otber: 

4. Products covered σIS or CCCN wbere applicable， otberwise uational tariff beading. 
ICS numbers may be provided in addition， where applicable): Materials and Cramps of 
Steel Pipe Scaffoldings 

5. Title， nnmber of pages and language(s) of the notified documeut: Amendment to the 
“Standards on Materials and Cramps of Steel Pipe Scalfoldings" 

6. 
Description of content: 
ln order to improve assembility and workers' salety in assembly operations， various kinds 
of materials and cramps for steel pipe scaffoldings have been developed in recent ye町 S

Since most of newly in甘'Oducedmaterials and cr町 npsdo not comply with the active 
cons甘uctionstandards， they need to pass individual administrative reviews to be authorized 
touse 
Now，in order to co町 espondto the technological progress and to simpliぢtheadministrative 
procedures for the exclusion from the application of the construction standards， the 
“Cons仕uctionStandards on Materials and Cramps of Steel Pipe Scaffoldings" is to be 
amended 

7. Obje叫 iveand rationale， including the nature of urgent problems wbere applicable: 
ln order to correspond to the technological progress and to simplifシtheadministrative 
procedures for the exclusion from the application of the construction standards. 

8. Relevant documents: The amendment to the Construction Standard on Mem bers and 
Fittings for Steel Pipe Sca首'oldingwi1l be announced in “]~ANPO" (Official Goveml1letlt 



Gazette) when adopted 

9. Proposed date of adoption: Aprill，2012 
Proposed date of entry into force: 

April 1，2012 

10. Final date for comments: 60 days from the date of circulation 

11. Texts available from: National enquirγpoiut [X] or address， telephone and fax 
numbers，←mail and web-site addresses， if available of the other body: 




