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我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業におい

てはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的

規模で規格の国際共通化が進められております。

しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直

しを行う必要性が高まっています。当会ではこれに対応するため、従来から機械工業

に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参りました。

近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、安全、

品質、環境など安心のための基本要素をはじめとするマネジメントに係わる規格など

が制定されてきております。当会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全

など機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機械工業の横断的な規格につ

いての取り組みを強化しているところです。

具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備と

リスクアセスメントの普及活動、機械安全への取り組みが競争力強化につながる方策

の検討、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標準化の推進などです。

これらの事業成果は、関連業界共通のガイドライン、日本発の国際規格への提案や国

際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶもの

であります。

こうした背景に鑑み、当会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして株式会

社三菱総合研究所に「中国市場における機械安全推進体制に関する調査」を調査委託

いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸

甚です。

平成２３年３月

社団法人 日本機械工業連合会

会 長 伊 藤 源 嗣





はしがき

我が国の機械産業界は、機能と品質の高さ、及び優れた生産能力で世界のトップレベル

を維持してきた。しかし、近年、アジア各国の生産技術水準が向上したことや、市場にお

いて安全性に対する要求や意識が変化しつつあること、また、今まで国内機械産業のレベ

ルを支えてきた熟練技能者の数が減少傾向にあることを受け、今まで以上に厳しい国際競

争の場に直面している。

我が国の機械産業の高い技術力を維持し、さらに基幹産業として継続していくためには、

より低コストで高付加価値な製品を短期間で設計開発し生産していくことが、今まで以上

に必要とされる。一方、その低コストで高付加価値な製品の生産を支える現場では、規模

の大きな災害が発生しており、安全に対する取り組みの変革が必要とされてきている。

我が国では、機械を使用する人間の教育を通じた安全性を確保する対策が中心であった

ため、機械安全の重要性について、産業界及び行政機関が十分に認識しておらず、国際標

準のリスクベースドアプローチが、我が国産業界には十分に浸透しているとは言えない状

況になっている。

しかしながら、海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高

まっており、国際競争力を維持するためにも機械安全の考えを普及させ、我が国において

リスクベースドアプローチを定着させていくことが必要不可欠である。

本調査研究では、政府の機械安全に対する推進体制の変化と共に変わりつつある、市場

として重要な中国において、機械設備に関する安全性向上の活動の体制や活動など中国の

状況について調査を行い、我が国における機械安全の推進方策について文化的・制度的・

運用的側面から分析し実現性と効果の観点も考慮して、機械安全の推進方策案を検討する

ための資料としてまとめることを目的とする。

本調査を実施するにあたり、財団法人 JKA 並びに社団法人日本機械工業連合会のご高

配に、心より感謝申し上げる次第である。

平成２３年３月

株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所

代 表 取 締 役 社 長 大 森 京 太
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1. 調査研究の概要

1.1 背景と目的

中国の市場は、政府の機械安全に対する推進体制の変化と共に、変わりつつある。中国

からは、機械安全に関する国際標準開発も提案されており、国際標準化を国際市場に進出

する戦略として利用しようという姿勢もうかがえる。そのような中国に対して、我が国の

機械産業が的確に対応していくためには、まずは、中国市場での規制と審査の現状を、正

確に把握することが必要とされる。

中国市場での実績を積み重ねることが、日本の機械産業の高い技術力を維持し、さらに

基幹産業として継続していくために必要であると同時に、中国との連携を視野にいれて、

国際標準としての規格開発を提案していくことの検討も進める必要がある。中国の市場は、

今、大きく変化しつつあると考えられる。それは、製造業としての設備機械に対するニー

ズの変化とともに、中国政府の機械安全に対する推進体制の変化、国際標準化への対応姿

勢の変化など、産業界の意向から規制の動向まで、多方面の動きが影響している。それら

の、個々の変化の具体的内容について調査を行い整理することを目的とする。

1.2 調査研究項目

関連工業界をはじめ産学の有識者などの意見を参考にしつつ、以下に示す(1)～(3)
の項目について調査研究を行う。

調査は、主として以下の方法により進める。

・ 国内外の文献、インターネット情報等の公開情報の収集

・ 機械安全に関する有識者（国内・中国）へのヒアリング調査

（社）日本機械工業連合会（以下、日機連）の担当者と調整の上ヒアリングを

行うこととする。

・ 収集した情報の整理と分析

(1) 現状の明確化

中国における機械安全に関する推進体制について、法規制、認証制度、国際標準

化対応等の面から、現在の状況について調査し、特にステークホルダの関係を明確

にする。

調査の方法としては、中国において製造業の生産現場における安全性を担当する

官庁のホームページのインデックスを切り口に、関係する情報の体系的な整理を行

う。
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また、中国における機械安全の推進体制の実情に関しては、中国現地で事業を行

う日系企業、企業が所属する商工会議所等に対してヒアリング調査を行う。

(2) 中国市場における機械安全の推進体制と日本との差異・課題の抽出、整理

中国における機械安全の推進体制に関して、文化、制度、運用のそれぞれの側面

から、我が国の産業界における活動と比較検討する。

中国と日本の両国において同等の制度が存在していたとしても、運用での差によ

り最終的な効果が大きく変わってくると考えられるため、その点が明確となるよう

に調査を行い検討する。

調査項目案として、監査（手順・評価方法・情報公開・ペナルティ）、監査員（コ

ンピテンシー、資格、資格の更新状況、教育・トレーニング）、労災と裁判、教育・

トレーニングプログラム、保険（メリット制）等を考えるものとする。

調査方法としては、中国の現地調査を中心に進める。企業の労働安全を監督する

労働監督署、中国現地で事業を行う日系企業等に対してヒアリング調査を実施し、

文化、制度、運用の面から、実際の状況を把握する。

(3) 提言の検討

（１）の調査結果、および（２）の検討結果を踏まえて、国際標準化に積極的な

中国の工業会と連携することで、アジア地区として、機械安全の国際標準化を積極

的に推進する体制づくりについて検討する。

機械安全の国際標準の動向を考慮し、アジア地区として国際標準に提案を行って

いくことのメリットについて、我が国の役割も含めて、機械安全国際標準の国内審

議を担当する（社）日本機械工業連合会 標準化推進部の担当者とも連携して検討を

進める。
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2. 中国における機械安全推進体制の現状

本章では、中国における機械設備の安全性向上について法体系・推進体制・活動・人材

育成（活用）等について文献等に基づいた調査を行い、機械安全への取組みが促進されて

いることに関する仮説を立て、次章の中国現地ヒアリング調査において仮説を検証するた

めにヒアリング調査のポイントについてまとめる。

なお、ヒアリング調査項目の検討に際しては、中国の機械安全推進の法体系・推進体制・

活動・人材育成（活用）等において今後我が国へ適用することが有効である方策や枠組み

を検討することも踏まえて、下記の観点からヒアリング調査のポイントを抽出した。

・ 規制当局による監査・罰則

・ 機械安全への取り組みに対するインセンティブ

・ 機械安全に関与する人材の育成・活用
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2.1 中国機械安全の法律と規制

国際協力機構（以下、JICA）の報告書1によれば、中国の法体系は、法源、制定権限、

手続き等は憲法及び 2000 年に制定された立法法により定められているとされている。ま

た、法体系は憲法を頂点に法律、行政法規（条例）、地方性法規、行政規則（部門規章）等

から構成され、各々別の機関が定める権限を有しているが、最終的には全人代が効力の判

断をすることとしており、一元的多重体制を採用している。なお、憲法は法律に対し優位

性を持ち、行政法規は地方法規、部門規章より優位となっており、部門規章同士及び部門

規章と地方法規は同等である。

JICA の報告書を引用して、法律、行政法規（条例）、地方性法規、行政規則（部門規章）

の概要を以下に示す。

法律

法律は、国家主権、国家機構、民族自治制度、犯罪と刑罰、政治的権利の剥奪等、非国

有財産の収容、民事の基本的制度、基本的経済制度、訴訟仲裁制度に関する事項を定める。

そのうち、刑事、民事、国家機構など基本的事項は全人代が定め、それ以外は常務委員会

が制定することとされているが、実際基本的法律はそれほど多くなく、ほとんどの法律が

常務委員会により裁定されている。職業衛生関連法令の基本法である「職業病防治法」も

2002 年常務委員会により制定されており、職業衛生対策の基本的枠組みを定めている。

行政法規（条例）

国務院は、憲法、法律に基き以下に関する事項につき行政法規を制定することが出来る。

① 法律の規定を執行する

② 全人代及び常任委員会からの授権

職業衛生関連では、「有毒物品使用作業場所労働保護条例」（2002）が採択されているが、

本条例は「職業病防治法」の規定を執行するために制定されたものである。なおその制定

手続きについては「行政法規手続き条例」（2002）に規定されている。また、国務院は国

の重要政策事項に関し。通知、決定等を発出する権限を有しており、各部門はこれら通知

等に従い行政を行なうこととしている。

行政規則（部門規章）

国務院各部門は、法律、及び国務院の行政法規、決定、通知に基いて、その部門の権限

1 http://www.safety-jica.com/jp/investigationrep_1209.html
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範囲内に置いてそれらを執行するために部門規章を制定することが出来る。職業衛生関連

においては、「国務院の機構設置に関する通知」（2008）を受けて制定された「作業場所職

業健康監督管理暫行規定」（2008）「作業場所職業危害報告管理弁法」（2008）が挙げられ

るが、前者は内容的には、職業病防治法に類似のものであり、抵触する条文については法

律優先の原則から見て検討が必要と思われる。一方後者は衛生部が制定した「職業病危害

項目報告管理弁法」と類似のものであるが、新法優先の原則から総局制定規章が新たに効

力を持つと考えられる。なお、部門規章の制定手続きについては「規則制定手続き条例」

（2002）により定められている。

標準

中国は技術進歩の促進、国家と人民の利益保護等を目的として 1988 年中国標準化法を

制定した。本法においては工業製品の生産、貯蔵または輸送における安全衛生要求につい

ては規格を制定しなければならないとし、膨大な数の安全衛生標準が制定されてきた。標

準には、国家標準、部門標準、地方標準、企業標準の 4 種類があり、国家標準は、全国範

囲で統一しなければならない技術要求を定め、GB－強制国家標準、GB/T－推奨国家標準、

GB/Z－国家標準化指導性技術書の 3 種類がある。強制標準は違反事案に対し罰則が規定さ

れている。職業衛生標準の分類方法はいくつか考えられるが、「国家職業衛生標準管理弁法」

（2002）によれば、

① 職業衛生専業基礎標準

② 工作場所作業条件衛生標準

③ 工業毒物、生産性粉じん、物理因素職業接触限値

④ 職業病診断標準

⑤ 職業照射放射防護標準

⑥ 職業防護用品衛生標準

⑦ 職業危害防護導則

⑧ 労働生理衛生工効学標準

⑨ 職業性危害因素検測、検験方法

に分類している。

ちなみに、2.6 章にて後述する登録安全工程師の教本によると、労働安全に関わる法体

系は表 2-1 のようになっている。
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表 2-1 労働安全に関わる法体系

法律 基本法：安全生産法/2002.11

個別法

・鉱山安全法

・消防法

・道路交通安全法

関連法

・刑法

・行政処罰法

・労働法

・職業病防治法

法規 地方性・特殊性のある事柄についての法律

・安全生産行政法規

・国務院 爆発予防

・建設工程安全生産管理条例

・危険化学品安全管理条例

・爆竹安全管理条例

・民生用爆発物安全管理条例・

・特殊設備安全監察条例（クレーン・圧力容器など）・

行政のための法律

・国務院 特大安全事故条例（行政責任など）

・安全生産許可証条例/2004.1.13

・工務保険条例/2003

・生産安全事故報告調査条例（事故の分類と罰則を含む）

規章 行政法規、地方自治体で定める行政法規など

・登録安全工程師資格制度

・登録安全工程師管理規定

・安全生産 行政処罰

・防護用品監督管理規定 など

法定安全

生産標準

標準化法、技術的要求事項など

GB 規格による強制も定められている。
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以下に、2002 年に制定された中国における労働安全の基本法である安全生産法について、

まとめる。

中国における労働安全は、図 2-1 に示すように三つの規程と言われる《工場安全衛生規

定》、《建築安装工程安全技術規定》、《工場従業員職員死傷事故報告規定》によって、安全

生産の規定と労働者の安全衛生を保証する規定の策定から始まり、職業病に対する規範的

な管理や鉱山・ボイラー・圧力容器の安全生産の強化、労働者の安全衛生の合法権利保護、

安全生産業務に関する具体的・技術的基準・標準の活用に関する規定が盛り込まれ、安全

生産法が策定されている。

図 2-1 安全生産法の発展経緯

ここで、安全生産法の制定原則は、三方原則と呼ばれ国際労働機関 1976 年 144 号《国

際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約》の規定であり、三者協

議メカニズム（図 2-2 参照）に則って策定されている。
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図 2-2 三方原則

安全生産法は、下記構成から成り立っている（国際安全衛生センターが公表している邦

訳版を参考資料として本報告書に添付しているので詳細については参考資料を参照のこ

と）。

表 2-2 安全生産法の目次

第一章 総則

第二章 生産経営事業者の安全生産についての保障

第三章 従業員の権利と義務

第四章 安全生産の監督管理

第五章 生産安全事故の応急救助と調査処理

第六章 法的責任

第七章 付則

なお、従業員の権利と義務は第 3 章に記載されており、以下に第 3 章の邦訳（国際安

全衛生センターが公表）を示す。
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第四十四条 生産経営事業者と従業員が締結する労働契約には、従業員の労働安全の保

障、職業危険の防止に関する事項、及び法律に従って従業員の労働災害保険を取り扱う事

項を明記しなければならない。

生産経営事業者は従業員と、いかなる形式であれ、協定を締結して、生産経営事業者が

従業員の安全生産死亡事故で法律により負うべき責任を免除或いは軽減してはならない。

第四十五条 生産経営事業所の従業員は作業場と職場に存在する危険要素、防備措置及

び事故の応急措置を尋ねる権利があるとともに、本事業者の安全生産業務に意見を提出す

る権利がある。

第四十六条 従業員は本事業の安全生産業務に存在する問題を指摘、通告、告発する権

利があるし、法規に違反する指揮や、冒険的な作業の強制命令を拒絶する権利がある。

生産経営事業者は従業員が本事業の安全生産業務を指摘、通告、告発し、或いは法規に

違反する指揮と冒険的作業の強制命令を拒絶するという理由で、その従業員の給料、福祉

等の待遇を減したり、或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十七条 従業員は人身の安全に直接的危険を与える緊急情況を発見した場合、作業

を停止するか、或いは可能な応急措置を採った後、作業場を退避する権利がある。

生産経営事業者は従業員が前項の緊急情況にある場合、作業を停止するか、或いは応急

退避措置を採ったことを理由に、従業員の給料、福祉等の待遇を減らしたり、或いは従業

員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十八条 生産安全事故で損害を受けた従業員は、法律により労働災害保険を受ける

以外に、関係する民事法律により賠償を求める権利がある場合には、本事業者に賠償を要

求する権利がある。

第四十九条 従業員は作業中、本事業者の安全生産の規定制度と操作規程を厳格に遵守

し、管理に従い、労働安全衛生保護具を正確に着用、使用しなければならない。

第五十条 従業員は安全生産教育と訓練を受け、担当の職務作業に必要な安全生産知識

を習熟し、安全生産技能を高め、事故防止と応急処理能力を高めなければならない。
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第五十一条 従業員は事故の潜在的危険やその他の不安全要素を発見したら、直ちに現

場の安全生産管理者、或いは本事業者の責任者に報告しなければならないし、この報告を

受けた者は直ちに処理しなければならない。

第五十二条 労働組合は建設事項の安全施設と主題工程を同時に設計し、同時に施工、

同時に生産と使用することを監督し、意見を提出する権利がある。

労働組合は生産経営事業者が、安全生産法規に違反して、従業員の合法的権益を侵す行

為を正すように要求する権利があるし、生産経営事業者が法規に違反する指揮と冒険的作

業を強制命令することを発見、或いは事故の潜在的危険を発見した場合、解決の提案を行

う権利があるし、これにたいして、生産経営事業者は直ちに研究応答しなければならない。

労働組合は従業員の生命安全に危険を及ぼす情況を発見した場合、生産経営事業者に従業

員を誘導し危険場所から退避させる提案をする権利があるし、生産経営事業者は必ず直ち

に処理しなければならない。

労働組合は法律により事故調査に参加し、関係部門に処理の提案を提出し、また関係者

の責任追及を要求する権利がある。
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2.2 中国における機械安全監査体制

2.2.1 中国の安全生産管理機関

中国における安全生産活動を総合的に指導・監督しているのは、国務院の直属機構であ

る国家安全生産監督管理総局である（図 2-3）。国家安全生産監督管理総局は、2005 年に

国家安全生産監督管理局が昇格したもので、前身は労働部に設置されていた職業安全衛生

監察局、鉱山安全衛生監察局、ボイラー及び圧力容器監察局であり、炭鉱安全監察局や元

国家工業局の一部などが加わって現在に至っている。

国家安全生産監督管理総局は、内部部局として図 2-4 に示すように 10 の部局を内包し

ている。この中で機械について管理しているのは安全監督管理四司であり、安全監督管理

一司では非炭鉱鉱山や石油を、二司では重大事故の調査処理や各監督部門の監督を、三司

では化学工業や医薬品に関する監督管理を行っている。四司は機械のほか、建材や軽工業

などについても扱っている。

図 2-3 国務院の構成と国家安全生産監督管理総局
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図 2-4 国家安全生産監督管理総局組織図

また、総局の業務を補填する半官半民の機関が存在する。主な機関としては、安全生産

の調査研究を行う中国安全生産科学研究院、国際学会の実務を担当する国際協力センター、

宣伝活動を担当する宣伝教育センター、情報管理の実務を行う情報管理センター、危険化

学品の登記事務を行う化学品登記センターなどがある。

ちなみに、中華人民共和国憲法の規定によると、国務院は中華人民共和国の中央人民政

府で、最高国家権力機関（全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会）の執行

機関であり、最高国家行政機関である。国務院は全国人民代表大会に対して行政上の責任

を負い、業務を報告する義務がある（大会閉会中は全国人民代表大会常務委員会に対して

責任を負い、業務報告の義務がある）。
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2.2.2 分級監督

中国の企業はその規模に応じて中央管理企業、省級企業、地級企業、県級企業に分類さ

れているが、中国では基本的に専業管理の原則があり、各専門部門が安全衛生に関して責

任を持つことになっている。

安全生産監督管理総局が、各省、地、県に配置され、中央管理企業に対しては国家安全

生産監督管理総局が、省級企業に対しては省級安全監督管理部門が監督管理を行うという

分級監督を行っている(図 2-5 参照)。

県級以上の安全監督管理部門は、法に則り管轄行政地区内の安全生産業務実施を監督管

理し、同行政地区の関係部門が安全生産監督管理責務を履行するよう指導監督を行う。同

行政地区内に安全生産監督管理を担当する関係部門がない場合は、自ら生産経営団体に対

して監督検査を行う。

また、上級の安全監督管理部門は下級の安全監督管理部門の安全生産業務について責任

を負う。
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図 2-5 分級制度
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①：監督検査

②：年度安全監督管理計画（年度ごと)

重大事故の潜在的危険調査整備状況及び統計分析表を報告・登記（半年ごと）

③：年度安全監督管理計画（年度ごと)

重大事故の潜在的危険調査整備状況及び統計分析表を報告・登記（四半期ごと）

④：年度安全監督管理計画（年度ごと)

重大事故の潜在的危険調査整備状況及び統計分析表を報告・登記（四半期ごと）

⑤：総合的監督

⑥：集計報告

⑦：潜在的危険調査整備状況及び統計分析表を報告・登記（四半期、年度ごと）

⑧：安全生産監督管理責務[1]

⑨：関係部門を持たない場合、安全生産監督管理責務

各種許可・認可

⑩：関係部門を持たない場合、潜在的危険調査整備状況及び統計分析表を報告・登記（四

半期ごと)
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2.2.3 監督の種類

安全生産管理監督には、以下に示すような 3 種類の監督方法があり、定期監督はさらに

3 種類に分けることが出来る(図 2-6 参照)。

図 2-6 安全生産監督管理体制

なお、図 2-6 における各監督の概要は以下のようになっている。

定期監督

随時監督：随時企業を訪問し安全衛生状況全体を把握する調査

系統的検査評価：安全評価・審査・試験標準を根拠とした検査評価

国民申告による調査：国民からの申告に基づく調査

特別監督

特殊設備や労働保護具など特定の対象を定め、法令に基づき行う検査

事故監督

事故発生後、原因の調査、責任者の特定を行う調査

安
全
生
産
管
理
監
督

定期監督

特別監督

自己監督

随時調査

系統的検査評価

国民申告による調査
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2.2.4 違法性・危険性の除去

安全生産監督管理部門の監督監査において、生産経営団体に安全生産での違法行為また

は事故の可能性を発見した場合、法により以下のような処理措置を講じなければならない

(図 2-7 参照)。

図 2-7 違法性・危険性処理の流れ

上記フローにおいて、閉鎖・差し押さえを行う場合、その場で閉鎖、差し押さえ決定書

及び閉鎖、差し押さえられた財物リストを伝達しなければならない。しかしながら、交通

が不便な地区、または速やかに閉鎖・差し押さえができずに事案の調査・処理に影響を与

える、または事故の危険性があって事故をもたらす可能性がある場合において、まず閉鎖、

差し押さえを行い、48 時間以内に閉鎖、差し押さえ決定書を処理して当事者に伝達するこ

とで対処することとなっている。

また期限内に所定の罰金を納めない場合、1 日当たり罰金額の 3%の追加罰金となる。
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2.2.5 安全研修

県級以上の人民政府の安全監督管理部門・各級の炭鉱安全監察機構において、安全監督

監査・行政上の法執行に従事する安全生産監査員と炭鉱安全生産監査員を対象に安全生産

研修を実施する。

安全生産研修は、国家安全生産監督管理総局・省級安全監督管理部門が統一して制定し

た安全研修要綱に基づいて行われる。二つの機関の住み分けは以下に示すようになってい

る。

国家安全生産監督管理総局が制定：

安全監督人員、危険物の生産・経営・保管組織と鉱山企業の主要責任

者・安全生産管理者、特殊作業員及び安全生産業務に従事する関係者

向けの安全研修要綱

省級安全監督管理部門が制定：

危険物の生産・経営・保管組織と鉱山企業以外の主要責任者・安全生

産管理者、特殊作業員及び安全生産業務に従事する関係者向けの安全

研修要綱

安全研修の試験は講義と試験の分離・基準の統一・レベルごとの役割分担という原則の

もと行われている。安全研修・試験の実施については図 2-8 に示すとおりである。

国家安全生産監督管理総局・省級安全監督管理部門は、2 年に一度研修用の教材の選出

を行う。
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図 2-8 安全研修・試験体制

2.2.6 安全研修機構の管理体制

安全研修機構は業務相応の資格証書を取得しなければならない。資格証書は 4 等級で

あり、1･2 級は国家局が審査・発行、3･4 級は省・自治区・直轄市の安全生産監督管理

部門が審査・発行する。各級認定のために必要な要件を安全生産研修管理規則より以下

に示す。

・ 一級申請に必要な条件

① 登録資本金あるいは設立資本金が 100 万元以上

② 専任の管理者がいること



20

③ 健全な機構規約・管理制度・業務規則があること

④ 大卒以上の学歴を有する専任教師あるいは兼任教師が 15 名以上おり、その

うち少なくとも 8 名は副高級以上の職位で、かつ国家局の研修試験に合格

した専任教師であること

⑤ 固定・独立の、比較的まとまった、一度に 100 人以上の研修需要を満たす

ことができる教育及び生活施設を有しており、そのうち専用教室の使用面

積が 150 ㎡以上であること

⑥ その他安全研修に必要な条件

・ 二級申請に必要な条件

① 登録資本金あるいは設立資本金が 80 万元以上

② 専任の管理者がいること

③ 健全な機構規約・管理制度・業務規則があること

④ 大卒以上の学歴を有する専任教師あるいは兼任教師が 10 名以上おり、その

うち少なくとも 5 名は中級以上の職位で、かつ国家局の研修試験に合格し

た専任教師であること

⑤ 固定・独立の、比較的まとまった、一度に 80 人以上の研修需要を満たすこ

とができる教育及び生活施設を有しており、そのうち専用教室の使用面積

が 120 ㎡以上であること

⑥ その他安全研修に必要な条件

・ 三級申請に必要な条件

① 登録資本金あるいは設立資本金が 50 万元以上

② 専任あるいは兼任の管理者がいること

③ 健全な機構規約・管理制度・業務規則があること

④ 大卒以上の学歴を有する専任教師あるいは兼任教師が 8 名以上おり、その

うち少なくとも 5 名は中級以上の職位で、かつ国家局の研修試験に合格し

た専任教師であること

⑤ 固定・独立の、比較的まとまった、一度に 80 人以上の研修需要を満たすこ

とができる教育及び生活施設を有しており、そのうち専用教室の使用面積

が 100 ㎡以上であること

⑥ その他安全研修に必要な条件
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・ 四級申請に必要な条件

① 登録資本金あるいは設立資本金が 30 万元以上

② 専任の管理者がいること

③ 健全な機構規約・管理制度・業務規則があること

④ 大卒以上の学歴を有する専任教師あるいは兼任教師が 5 名以上おり、その

うち少なくとも 3 名は中級以上の職位で、かつ国家局の研修試験に合格し

た専任教師であること

⑤ 固定・独立の、比較的まとまった、一度に 80 人以上の研修需要を満たすこ

とができる教育及び生活施設を有しており、そのうち専用教室の使用面積

が 60 ㎡以上であること

⑥ その他安全研修に必要な条件

以上を表 2-3 にまとめる。また、各級資格申請プロセスを図 2-9 に示す。

● 1･2 級

安全研修機構資格取得申請書・安全研修機構設置許可文書あるいは事業者法人登

記証及び安全生産研修管理規則の第七条・第八条に規定された資料を、国家安全

生産監督管理総局に届出

● 3･4 級

安全研修機構資格取得申請書・安全研修機構設置許可文書あるいは事業者法人登

記証及び安全生産研修管理規則の第九条・第十条に規定された資料を、省・自治

区・直轄市安全生産監督管理部門あるいは炭鉱安全監察機構に届出

図 2-9 各級資格申請プロセス
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安全研修機構資格証書の有効期限は 3 年であり、有効期限が満期となり延長が必要な場

合は、有効期限満了日の 30 日前までに証書の基発行機構で延長手続きを行う。試験と証

書発行には、いかなる費用も徴収してはならない。
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表 2-3 各級資格の比較

1 級 2 級 3 級 4 級

審査・発行 国家安全生産監督管理局 省・自治区・直轄市の安監部

担当可能業務 ・省以上の安全生産監

察員

・省以上の炭鉱安全監

察員

・中央企業(グループ

含む)の主要責任者

・中央企業(グループ

含む)の安全生産管

理者

・危険化学品の登録担

当者

・安全評価・相談・測

定・検査の担当者

・登録安全工程師・二

級未満の安全研修

機構教師向け研修

業務の担当

・市及び県の安全生産

監察員

・省級企業と中央企業

支社・子会社および

その所属組織の主

要責任者と安全責

任者

・危険化学品の登録担

当者

・安全評価・相談・測

定・検査の担当者

・登録安全工程師・二

級未満の安全研修

機構教師向け研修

業務の担当

・特殊作業員

・市(地区)級企業の主

要責任者

・安全生産管理者向け

の研修業務

・1，2，3 級で定めら

れた以外の研修業

務

有効期限 3 年

登録資本金 100 万元以上 80 万元以上 50 万元以上 30 万元以上

必要管理者 専任 専任 専任か兼任 専任か兼任

大卒以上の

専任/兼任教師

15 名以上

(少なくとも 8 名は副

高級以上の職位)

10 名以上

(少なくとも 5 名は中

級以上の職位)

8 名以上

(少なくとも 5 名は中

級以上の職位)

5 名以上

(少なくとも 3 名は中

級以上の職位)

必要施設 100 人以上収容

教室 150 ㎡以上

80 人以上収容

教室 120 ㎡以上

50 人以上収容

教室 100 ㎡以上

30 人以上収容

教室 60 ㎡以上

健全な機構規約・管理制度・業務規則があること

その他安全研修に必要な条件
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2.2.7 安全生産監督管理部門の内部不正に対する処理

安全生産監督管理部門内部での不正に関しては、次頁に示す図 2-10 のように処理が進

められる。

なお、責任追及の具体的な方法としては、

・ 安全生産監督管理部門及び内部機構の場合

1. 期限内の是正命令

2. 批判通達

3. その年の優秀・先進評価資格取り消し

4. 法律、規則及び定めで規定したその他の方法

・ 行政執行職員の場合

1. 批判教育

2. 職場外研修

3. その年の優秀・先進評価資格取り消し

4. 行政執行証明書の一時取り上げ

5. 執行職務からの配置転換

6. 法律、規則及び定めで規定したその他の方法
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図 2-10 安監部内部不正に対する処理
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2.2.8 機械安全監査体制について

これまで述べたことをまとめると、機械安全監査体制に関して監査制度、監査員の研修

制度、内部不正処理など枠組みとしては非常に整備されていると考えられる。

そのため、中国における機械安全監査に関する仮説として以下が考えられる。

・ 監査において適切なレベルを確保するための研修や不正への対処などの枠組み・取

組みが有効に機能しており安全管理監督部門が企業から信頼を得ているか、もしく

は、枠組みはあるが運用的な観点から課題（全国的に運用面において課題がある、

地域によるバラツキなど地域ごとに運用に差がある）がある可能性がある。

・ 分級制度を構築して地域単位等で管理監督を行っているが、全ての事業所に対して

監査を実施することは実質不可能ではないか。監督・監査の効率化を図るために優

先順位をつけた取り組みを行っている、もしくは特定の産業に集中した監督・監査

が行われている可能性がある。

上記の仮説を検証するために、ヒアリング調査におけるポイントとして以下項目が考え

られる。

a) 監査の手続きに問題点、改善すべき点は見られなかったか。

b) 違反の罰則に対する意見・コメント。特に、監査に対してどのような意

識を持っているか。

c) 安全管理監督部門による監査に対して日頃から準備を行っているか。

d) 必要に応じて安全管理監督部門に相談を行うことができるか。
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2.3 中国における労働災害（事故情報）報告制度

2.3.1 企業における事故報告制度

事故が発生した場合、事業者の責任者は安全生産法などの法に則り事故の処理・報告を

しなければならない。その手続きの流れを図 2-11 に示す。生産経営団体から安全監督管

理部門への報告は、企業の特性、事故原因、事故類別、起因物、至害物、不安全状態、不

安全行為等が含まれている。また、上級安全監督管理部門への報告は集体等企業形態別、

産業別、事故類方別、事故原因別、地域別、月別であり、月 1 回の総括報告は産業別、地

域別である。また、安全生産監督管理部門は当番制度の設置、当番電話の公表義務がある。

図 2-11 企業事故報告制度
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(1) 事故分級

図 2-11 に示す①において、事故のレベルに応じて対応が求められることとなるが、事

故のレベル分類（事故分級）は生産安全事故報告調査条例により下記に示すようになって

いる。

 軽い事故：

 死者0人、重傷者0人、直接的な経済的損失：100万元以内、

 県段階に報告して、企業が取り組む。

 一般的事故：

 死者は1人または2人、重傷者1～9人（急性工業中毒を含む）、直接的な経済

的損失は100万～900万元、

 市段階に報告して、県級が取り組む。

 大事故：

 死者3～9人、重傷者10～49人、直接的な経済的損失は1000～5000万元

 省段階に報告して、市級が取り組む。

 重大事故：

 死亡10～29人、重傷者50～99人、直接的な経済的損失は5000万～1億元、

 国務院に報告して、省級が取り組む。

 特別重大事故

 30人以上死亡、重傷者100人以上、直接的経済的損失は１億元以上、

 国務院に報告して、国務院が取り組む。

(2) 事故報告内容

企業が安全管理監督部門に報告する際に含まれる情報は以下のようになっている。

 事故発生の企業の概況

 事故の経過と現場の救援状況

 簡単的な事故の過程

 事故現場の人員死傷情報（行方不明の人数も包括する）と初期に推定した直接的な経

済的損失

 すでに採用している施策

 その他、報告しなければならない状況
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ちなみに、事故調査から事故処罰までの流れは下記の図 2-12 のようになっており、図

2-12 に示す③：通報者への状況報告において、報告内容は下記項目となっている。

 事故発生した企業概要

 事故の経過と現場の救援状況

 事故現場の人員死傷情報と直接的な経済的損失

 事故が発生した原因と事故の特性

 事故責任の認定と事故責任者に対する処罰の進言

 事故発生団体の事故防止、改善措置

図 2-12 事故調査の流れ
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なお、生産安全事故報告調査条例よると、事故の分類と罰則は下記のように設定されて

いる。

表 2-4 事故の分類と罰則

事故の分類

特別重大事故 30 人以上死亡または 100 人以上重症または 1億元以上の経済損失

経営者責任 年収の 80％の罰金

部門責任 200 万元～500 万元の罰金

重大事故 10 人以上死亡または 50以上重症または 5 千万元以上の経済損失

経営者責任 年収の 60％の罰金

部門責任 50 万元～200 万元の罰金

大事故 3 人以上死亡または 10人以上重症または１千万元以上の経済損失

経営者責任 年収の 40％の罰金

部門責任 20 万元～50 万元の罰金

一般的事故 3 人以下死亡または 3 人以上重症または 3 百万元以上の経済損失

経営者責任 年収の 30％の罰金

部門責任 10 万元～20 万元の罰金
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2.3.2 安全生産事故統計制度

事故は年および月毎に集計されているが、事故報告の集計作業は国家経済貿易委員会の

傘下の安全科学技術研究センターの一部門である災害統計調査分析センターが行っている。

事故統計データは国家経済貿易委員会が管理しており、データの検索が可能なシステム

となっている。統計データは、1996 年までのものは法令により原則として非公開であるが、

1997 年からは対外開放政策により一般公開されている。

図 2-13 に 2002 年から 2010 年の労災件数の推移を、図 2-14 に 1997 年から 2010 年の

死者数の推移を示すが、2002 年に安全生産法が施行されて以来、事故件数および死者数が

ほぼ線形的に減少していることが見てわかる。

ちなみに、「労働災害に関する報告に関し、企業従業員死傷災害統計管理業務を強化する

労働部の通知（1989.7.10）」、「企業従業員死傷災害報告と処理の規定(1991.3.1)」、[「企業

従業員死傷災害統計報告表制度」関係事項に関する労働部弁公庁の通知(1992.10.26)]など

の規定があり、これらに基づいて、軽傷災害、重傷事故、死亡事故について企業が行政機

関に報告することとなっている。

しかしながら、実際には死亡事故のみが報告されている。事故の報告は、地方の行政機

関から国家経済貿易委員会に報告されるもの（縦の報告、これが事故データの基礎となる）

と、各産業担当部から報告される重大事故など（横の報告、参考データとして用いる）と

がある。例えば、建設業関係の事故は、地方政府の建設庁からなされるものを建設部建築

管理司安全処が業種統計としてまとめている。事故の報告に関する建設部と国家経済貿易

委員会との関係も、建設部の安全処が業種別管理を行い、国家経済貿易委員会は総合的管

理の見地から、建設部を指導・監督している。

統計に係る問題としては、労働部時代、事故統計に関する部局として、労働部の中に職

業安全衛生・ボイラー圧力容器安全監察局（工場関係の事故）、鉱山安全監察局（鉱山関係

の事故）、安全生産管理局（その他の産業の事故）があり、事故統計を所掌する統計処が置

かれていたが、これまでの改革の過程の中で安全生産局に統合され、これが国家経済貿易

委員会に移管された際に統計処が廃止となったことが挙げられる。

現在、統計関係は国家経済貿易委員会の安全生産局の総合処が担当しているものの、前

述したとおり、実際のとりまとめは同委員会の傘下の安全科学技術研究センターの一部門

である災害統計調査分析センターが行っている。

また、事故把握の問題点として、市場経済化が進展する中、さまざまな業種・業態・規

模の企業が次々に誕生し、郷鎮レベルの企業などの事故を必ずしも把握できていない状況

がある。
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さらに、このような問題に加え、事故統計の根本的問題として、以下のようなことが挙

げられる。

 統計報告の根拠となる法律がない。

 地方の行政機関に事故を取りまとめて中央政府に報告を行う専門の組織

が置かれていない。

 企業では事故報告そのものを重視していない（すべての事故を報告して

いない）。
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図 2-13 労働災害件数の推移（2002－2010）

図 2-14 労働災害死者数の推移（1997－2010）
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2.3.3 労働災害（事故情報）報告制度について

企業における事故報告制度は、事故レベルによる対応・事故調査の流れが制定されてお

り、枠組みとして確立しているように思える。その一方で、事故統計制度に関して制度と

して課題はあるものの、事故件数・死亡者数が減っていることも示されている。

そのため、中国現地ヒアリング調査におけるポイントとして以下項目が考えられる。

a) 事故が発生した場合の対応はどのようになっているか（国への報告基準

等存在するのか）。

b) 企業のスタッフに対してその対応・手順が周知されているか。

c) 企業において事故発生はどのような影響を及ぼすのか、もしくは事故の

未然防止活動に対するインセンティブとしてどのようなものがあるのか。
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2.4 労災保険

労災保険条例は、2003 年の 4月 27 日国務院より公布され、2010 年 12 月 10 日国務院よ

り修正され、2011 年の１月１日から施行されることになった。本条例は、総則、労災保険

基金、労災認定、労働能力鑑定、労災保険の給付、監督管理、法律責任及び付則の 8章、

64 条から構成され、労災の基本的なことを規定している（改定された労災保険条例のうち

5 章、第 45 条までを三菱総合研究所にて翻訳したものを参考資料に示した。）。労災とは、

業務上の原因により、従業員が事故傷害または職業病を受けたことをいう。

労働者の労災に対する補償について、今まで多くの中央規定、地方規定が制定されてい

た。その主な法規は以下の通りである。

 労働保険条例及びその実施細則修正草案労働保険条例第 12条では、業務上の原因によ

る傷害廃疾の医療費用は全額企業負担、且つ医療期間中の賃金全額支払と定めている。

実施細則第 11 条から第 15 条では、労災の該当基準、疾病程度の判定などを規定して

いる。

 1994 年 7 月 5 日に公布された「労働法」第 73 条では、労働者が業務による傷害・疾

病または職業病において、法により社会保険待遇を受ける、という基本規定を設けた。

市場経済の導入に伴い、労災に対する補償は、それまでの企業全額負担から社会保険

の一環として創設することを示した。

 1996 年 8 月 12 日に公布された「企業従業員労災保険試行弁法」は、労働法の原則規

定に基づいて、具体的に労災の該当基準と認定、労災判定、労災給付を定め、労災保

険基金の創設及び基本内容を規定している。しかし、「企業従業員労災保険試行弁法」

施行された後、労災保険基金の設立が遅れ、事実上多くの地方では、法規の前半部分

（労災の該当基準と認定、労災判定、労災給付）のみ適用され、労働者の賃金待遇は

依然企業負担のままである。今回の新条例は労働部規章から国務院行政法規に昇格さ

れ、労災保険基金設立が本格的に開始されると思われる。
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以下に、新条例の内容をまとめる。

2.4.1 労災保険について

(1) 適用範囲

まず、雇用側の範囲は中国国内の各種企業と被雇用者を雇っている個体戸とされており

（以下雇用単位という）、「企業従業員工傷保険試行弁法」（以下試行弁法という）の適

用対象である「企業」より広くされている。

雇用者は労災保険の加入が義務付けられ、全従業員または被雇用者のために労災保険費

用を納付しなければならない（第 2条）。

さらに、違法に雇用される労働者の労災給付を受ける権利を確保するために、2003 年 9

月 23 日に、労働部と社会保障部から「違法雇用単位死亡人員一括賠償弁法」が公布され、

営業許可証がない雇用単位、或いは営業許可証が取り消された雇用単位、童工を使用して

いる雇用単位に対し、死亡した従業員の直系親族に一括賠償責任が課されている。なお、

国外に派遣されている労働者について、派遣先国の労災保険に加入できる場合、その保険

に加入し、その場合、国内の労災保険関係は一旦中止する。加入できない場合、国内労災

保険関係は中止しない（第 44条）。

(2) 労災保険費用納付義務者

雇用単位のみである。労働者個人は納付する必要がない（第 10条）。雇用単位は労災保

険加入状況を事業所内において公示しなければならない（第 4 条）。

(3) 労災保険基金の財源

雇用単位が納付した保険費用、保険基金の利息及び法により納入されるその他の資金（公

的資金と思われる）から構成される（第 7 条）。

(4) 保険費用の計算

雇用単位が納付する労災保険費用の金額は、当該単位の従業員賃金総額かける費用率と

なる。費用率は現段階ではまだ公表されていない。労災保険の費用率は労災保険金の使用

状況、労災事故の発生率に基づいて業種別に設けられる。さらに、業種内においても若干

費用ランクが設けられ、それぞれの企業の保険金使用状況、労災発生率により、当該企業

の費用率が確定される（第 8 条）。
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2.4.2 労災認定について

(1) 労災の認定基準

新条例では、労災を労災（第 14 条）、見なし労災（第 15 条）の二種類に分けている。

具体的に労災と認定されるのは、①業務時間と業務場所内において、業務原因による事故

傷害、②業務時間の前後に、業務場所において、業務と関係する準備的、後片付け的業務

に従事している時に受けた事故傷害、③業務時間と業務場所内において、業務責任を履行

するために受けた暴力などの傷害、④職業病、⑤業務上の原因で外出している時間中、業

務上の原因により傷害を受け、または事故が発生し、行方不明になった場合、⑥通勤途中

に、本人が主な原因ではない交通事故に遭ったとき、または都市軌道交通、旅客フェリー、

汽車の事故により負傷した場合、⑦法律、行政法規の規定により認定されるべきその他の

労災となっている。一方、見なし労災について、①業務時間中及び勤務場所において、突

然発病して死亡したとき、または応急手当てをしたにもかかわらず 48時間以内に死亡した

場合、②災害救助等の国益、公共の利益を守るための活動中に負傷した場合、③従業員が

以前に軍隊で兵役中に戦闘、公務により負傷して障害が残り、革命障害軍人証を取得して

いて、雇用主に雇用されてからその傷が再発した場合、とされている。

(2) 労災認定と申請

労災保険金を受領するために、労災認定手続きを行う必要がある。労働行政管理部門は

労災認定申請を受けた後、事実を調査確認することができる（第 19条）。認定申請者は雇

用単位であるが（労災発生日または職業病と診断された日から 30 日以内）、雇用単位が認

定申請しない場合、労働者本人あるいはその直系親族、組合が申請できる（労災発生日ま

たは職業病と診断された日から１年以内）（第 17条）。

ただし、雇用単位が上記 30 日以内に従わず、労災認定申請を遅延した場合、遅延期間内

の労災給付費用は当該単位の負担になる（第 17条４項）。

労災認定申請時に、①労災認定申請票（事故発生時間、場所、原因及び傷害程度を記入）、

②労働関係を有することを証明する資料、③医療診断証明または職業病診断証明、を提出

しなければならない。

2.4.3 労災保険給付

労災を治療するために必要な費用は、労災保険診療項目目録、労災保険薬品目録、労災

保険入院服務基準に適合するものに限定して、労災保険基金から支給される。ちなみに、

リハビリテーション費用も労災保険基金から支給される（第 30条）。さらに、労働者は日
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常生活または就業の需要性から、義肢、矯正器具、義眼、入れ歯、車椅子などを取り付け

る場合、その費用も国家規定の基準に基づいて労災保険基金から支払われる（第 32条）。

労災医療期間中、雇用単位は以下の費用を負担する。

①賃金及び福利待遇は変化なく、支払われる（第 31 条）。ただし、支払う期間は

通常 12 ヶ月を超えない、傷害が重大の場合あるいは特殊な状況にある場合、労

働能力鑑定委員会の確認を得て、最長 12 ヶ月間延期することができる。

②入院している場合、入院食事補助費が支払われる。その基準は当該単位の出張

食事手当の 70％である。

③自ら生活できない労働者に対して、その看護責任を負う。

④疾病と鑑定された場合の待遇は後述。

2.4.4 労働能力鑑定

(1) 労働能力鑑定の概要

労働能力鑑定とは、労働能力障害の程度と生活能力障害程度に対する等級鑑定である。

労働者が労災を受け、当該労災は後に労働能力に影響を与える可能性がある場合、労働能

力鑑定を受ける必要がある（第 21条、22 条）。

労働能力障害は 10等級に分けられるが、その内、一級はもっとも重く、十級はもっとも

軽い。生活能力傷害は三つの等級に分けられ、それぞれ、自ら完全に生活できない、自ら

大部分の生活ができない、自ら一部生活できないとなっている。

労働能力鑑定の申請者は、雇用単位、労災を受けた労働者またはその直系親族である。

労働能力鑑定を行う機関は、労働能力鑑定委員会であり、委員会のメンバーは、労働保障

行政部門、人事行政部門、衛生行政部門、組合、保険機構代表及び雇用単位の代表により

構成される（第 24条）。

労働能力鑑定の手順として、労働能力鑑定委員会が 3 から 5名の関係医療専門家を選任

し、鑑定意見を提出させる。委員会は鑑定意見に基づいて鑑定結論を出す。申請者は鑑定

結果に不服がある場合、15 日以内に上部労働能力鑑定委員会に再度鑑定を申請でき、上部

労働能力鑑定委員会の結論が最終的な結論になる。

(2) 疾病と鑑定された場合の待遇

（a）生活能力障害と鑑定された場合、労災保険基金より生活看護費が支給される。支給基

準は、自ら完全に生活できないと鑑定された場合、当該地方前年度従業員平均賃金の 50％、

自ら大部分の生活ができない場合は 40％、自ら一部生活できない場合は 30％である。
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（b）労働能力障害 1級から 4 級と鑑定された場合、雇用単位との労働関係が保留となり職

場から退出され、以下の待遇を受ける。

①労災保険基金より一時疾病補助金が支給される。基準は、１級は本人賃金の 27

ヶ月分、2級は本人賃金の 25ヶ月分、3 級は本人賃金の 23ヶ月分、4 級は本人

賃金の 21ヶ月分、となっている。

②労災保険基金より毎月廃疾手当が支給される。基準は、1級は本人賃金の 90％、

2 級は本人賃金の 85％、3 級は本人賃金の 80％、4 級は本人賃金の 75％、とな

っている。

③労働者が定年になった場合、疾病手当の支給は停止され、養老保険を受ける。

ただし、養老保険給付が疾病手当より少ない場合、労災保険基金は差額を補填

する。

（c）労働能力障害 5 級から 6 級と鑑定された場合、以下の待遇をうける。

①労災保険基金より一時疾病補助金が支給される。基準は、5 級は本人賃金の 18

ヶ月分、6 級は本人賃金の 16 ヶ月分、となっている。

②雇用単位との労働関係は保留され、雇用単位は適切な職場を手配する。手配で

きない場合、雇用単位により毎月疾病手当が支給される。基準は、5 級は本人

賃金の 70％、6 級は本人賃金の 60％、となっている。

③ 労災を受けた労働者が要求した場合、労働関係の終了または解除ができる。

その場合、雇用単位は一括労災医療補助金と疾病就業補助金を支払わなければ

ならない。

（d）労働能力障害 7 級から 10級と鑑定された場合、以下の待遇をうける。

①労災保険基金より一時疾病補助金が支給される。基準は、7 級は本人賃金の 13

ヶ月分、8 級は本人賃金の 11 ヶ月分、9 級は本人賃金の 9 ヶ月分、10 級は本

人賃金の 7 ヶ月分、となっている。

②労働契約が終了または労働者本人から労働契約の解除が申し入れられた場合、

雇用単位は一括労災医療補助金と疾病就業補助金を支払わなければならない。

（e）労災が再発し、治療が必要な場合は、上記労災給付を再度受けることができる。
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2.4.5 労災保険費用率

(1) 業種別区分

業種の労災危険程度に基づいて、《国民経済業界分類》（GB／T 4754－2002）に準拠し

て、業界を 3区分、1 類は危険が比較的小さい業界、2類は中レベル危険業界として、3 類

は危険が比較的に大きい業界とする。3 つの業界はそれぞれのレベルに応じた労災保険費

用率が適用される。

(2) 費用率の確定

各省、自治区、直轄市における労災保険料の費用率は原則として職員賃金総額の 1.0％

前後にコントロールしなければいけない。この相対水準に対して、3 つの業界の基準の費

用率を生産経営単位職員賃金総額の 0.5％前後、1.0％前後、2.0％前後となるようにコン

トロールされている。

(3) 費用率の変動に関して

１類に属している生産経営単位は、業界基準賃率の費用率が適用され費用率は変動しな

いが、2 類および 3類に属している生産経営単位は費用率が変動する。

すなわち、2 および 3 類に属す生産経営単位の初回保険料率は業界基準賃率によって確

定されるが、それ以後は生産経営単位の労災保険料使用状況、労災発生率と職業病危害程

度などの要素に基づいて、1 年から 3 年に 1 回変動する形式となる。費用率の変動にかか

わる具体的な方法は行政部門会同財政、保障、衛生と安全部門が制定する。

以下に 1，2，3類の業界を参考情報として示す。

1 類：

銀行業、証券業、保険業、他金融業、住民サービス業、他のサービス業、租借業、

商務サービス業、宿泊業、飲食業、卸売業、小売り業、倉儲業、郵政業、電気通

信とその他メディアサービス業、計算機サービス業、ソフトウェア産業、衛生、

社会保障業、厚生業、ニュース出版業、放送して、テレビ、映画和音像業、文化

芸術業、教育して、研究と試験発展、専門知識業、科学技術サービス業、都市の

公共交通業
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2 類：

不動産業、体育、娯楽業、水利管理業、環境管理業、公共施設管理業、農業副食

品加工業、食品製造業、飲料製造業、タバコ製品業、紡績業、靴、帽子製造業、

皮革、毛皮、羽綿毛とその製品業、林業、農業、牧畜業、漁業、農業、林、牧、

漁獲サービス業、製材と木、竹、トウ、わら加工品業、家具製造業、製紙と紙工

品業、印刷業、文化と教育体育用品製造業、化学繊維製造業、医薬製造業、通用

機械製造業、専用機械製造業、交通運送装置製造業、電気機械と器材製造業、器

械計器と文化、執務用機械製造業、非金属鉱物製品業、金属製品業、ゴム製品業、

プラスチック製品業、計算機とその他電子設備工事製造業、工芸品と他の製造業、

廃棄資源と廃棄材料加工回収業、電力、火力生産と供給業、ガス生産と供給業、

水の生産と供給業、家屋と土大工程建築業、建築設置業、建築修飾業、他の建築

業、地質実地調査業、鉄道運送業、道路運送業、水上運送業、飛行運送業、配管

運送業、運搬とその他運送サービス業

3 類：

石油加工、コークス製造と主体燃料加工業、化学原料と化学製品製造業、鉄金属

煉圧延加工業、非鉄金属煉圧延加工業、石油と天然ガス採掘業、鉄金属鉱の采選

業、非鉄金属鉱の采選業、非金属鉱の采選業、石炭採掘と洗選業、その他採鉱業

2.4.6 労災保険について

労災保険制度が構築されており、業種による事業リスクを考慮して基本保険料率が策定

されていること、また、労災保険料使用状況、労災発生率と職業病危害程度などの要素に

基づいて保険料率が変動することが確認された。

これまで述べてきたことを踏まえて、中国現地ヒアリング調査におけるポイントとして

以下項目が考えられる。

a) 労災保険制度において、過去の業務災害発生状況に応じて労災保険率を

上下させる制度となっているが、安全への取組みを促進させるインセン

ティブとなっているか。
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2.5 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度

2004 年国家安全生産監督管理総局令として交付された『機械製造企業安全質量標準化考

核評級方法』により、機械製造企業安全質量標準化考核評級制度が導入された。この制度

は、機械製造企業の安全品質標準化を指導し、その基礎を強化するとともに、企業による

セルフコントロール機能を構築し、安全生産体制の効果を持続させる目的で制定された。

2.5.1 評価方法および評価手順

ここでは、機械製造企業安全質量標準化等級評価制度の評価方法・評価手順を以下に示

す。

(1) 評価方法：

自己採点・評価報告と、それに対する現場審査で評価を行う。

評価(1000 点満点)：1．基礎管理評価(230 点、15 項目)

‐教育訓練 105 点（5 項目）

‐企業管理 125 点（10 項目））

2．設備施設安全評価(600 点、51 項目)

3．作業環境と職業健康評価(170 点、9 項目)

上記において、設備施設安全評価については表 2-5～表 2-8 に評価表を示す。

なお、基礎管理評価の対人評価については現場人員の 10％以上に行う。また、設備施設

安全評価については、所有設備数(Ｈ)に応じて以下のように評価対象設備数を定める。

(ⅰ)Ｈ≦10：100％

(ⅱ)10＜Ｈ≦100：10 台

(ⅲ)100＜Ｈ≦500：10％

(ⅳ)500＜Ｈ≦1000：50 台

(ⅴ)1000＜Ｈ：5％

得点の計算方法は、各項目の合計点×｛1000÷(1000－各空欄部の合計点)｝であり、各

級は以下の基準により決定される。

一級：900 点以上

二級：800 点以上

三級：600 点以上
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なお、空欄部の得点の合計が 200 点を超えた場合、一級認定は不可となっている。

(2) 評価手順

評価は以下の流れで実施される。

（１） 申請企業は機械製造企業安全質量標準化考核評級標準の要求に従い、主要責任者、

関連職能部門、労働組合の職員からなる自己評価班を作る。

（２） 自己評価班は自己評価報告書を作成し、評価機構に現場審査を申請する。

一級に申請する場合は、中国機械工業安全衛生協会に申請をする。

（３） 評価機構は現場調査を実施し、申請企業と安全生産監督管理部門に結果報告書を

提出する。合格した場合、安全生産監督管理部門より認定され、不合格の場合、企業

は現場審査報告書を基に改善を行う。

（４） 安全質量標準化機械製造企業は分級認定制で行われる。

 一級：省級安全生産監督管理部門の審査同意後、国家安全生産監督管理総局

より認定。

 二級：省級安全監督管理部門より認定される。

 三級：市(地)級安全生産監督管理部門より認定される

（５） 安全生産監督管理部門からの認定後、証明書と印章の交付を受け、企業名が公表

される。安全質量標準化機械製造企業の証明書と印章の様式は、国家局が統一して制

定。

有効期限は 3 年であるが、有効期間内に以下に該当した場合、認定は取消となる。

 一度に 3 人以上の死者を出す安全生産事故を起こした場合

 事故死亡者の合計が 5 人を超えた場合

 社会的影響の大きい事故を起こした場合
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表 2-5 設備施設安全評価項目（その 1）

番

号 考評内容 満点 総数
拔き取り

検査数量

拔き取り

検査

不合格数

拔き取り

検査

不合格率

得点 備 考

1
工業ガスボンベ

22

2
危険な化学製品

10

3
石油タンク

20

4
液化石油ガスステ

ーション
12

5
ガスステーション

10

6
酸素製作ステーシ

ョン
10

7
圧力容器

16

8
アセチレンガス製

作ステーション
15

9
補助ボイラー

24

10
空気圧縮機

16

11
工業パイプ

8

12
木材場所

8
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表 2-6 設備施設安全評価項目（その 2）

番

号 考評内容 満点 総数
拔き取り

検査数量

拔き取り

検査

不合格数

拔き取り

検査

不合格率

得点 備 考

13
工場建築

10

14
塗装作業場所

15

15
鍛造機械

12

16
鋳造機械

18

17
鋳造溶解炉

12

18
酸性液とアルカリ

性液油槽
5

19
工業梯台

(直梯)
2

20
工業梯台

（斜梯）
2

21
工業梯台

（活動軽金属梯）
2

22
工業梯台

（輪式移動平台）
2

23
工業梯台

（走台、平台）
2

24
工業溶鉱炉

12
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表 2-7 設備施設安全評価項目（その 3）

番

号 考評内容 満点 総 数

拔き取

り検査

数量

拔き取り

検査

不合格数

拔き取り

検査

不合格率

得点 備 考

25
工場内車両

15

26
運搬機械

12

27
電力のトランスと

配布システム
40

28
低電圧電気線

（固定線路）
5

29
低電圧電気線

（臨時線路）
5

30
動力電気ボックス

20

31
送電網接地

システム
15

32
避雷接地装置

12

33
電気溶接機械

8

34
手持電力ツール

12

35
移動電力装置

8

36
電気試験ステーシ

ョン（台、室）
12

37
探傷設備

（磁粉探傷）
2.5
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表 2-8 設備施設安全評価項目（その 4）

番

号 考評内容 満点 総 数
拔き取り

検査数量

拔き取り

検査

不合格数

拔き取り

検査

不合格率

得点 備 考

38
探傷設備

（射線探傷）
2.5

39
探傷設備

（着色探傷）
2.5

40
探傷設備

（超音波探傷）
2.5

41
起重機械

32

42
金属切抜き機械

26

43
剪断機

26

44
木工機械

10

45
砥石車機械

8

46
空気工具

5

47
エレベーター

16

48
射出成型装置

8

49
組立てライン

18

50
料理用機械

5

51
その他の機械

7
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2.5.2 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度について

以上を踏まえると、下記のような仮説が考えられる。

・ 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度を構築することにより、企業が自主的・

自律的に、proactive な機械安全による安全性確保を推進するようにしている。

・ 教育訓練に関して 105 点／1000 点満点が割り当てられていることも踏まえると、機

械安全を効率的に推進させるために、作業員・従業員に対する教育による安全に関

する知識レベルの底上げを重視しているのではないか。

・ 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度を取得することによって、企業に対して

何らかのインセンティブを付与しているのではないか。

そのため、ヒアリング調査における検証ポイントとして、以下を抽出した。

a) 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度へ対応することのインセンテ

ィブとしてどのようなものがあるか。

b) 1 級等を取得している企業に対して、機械製造企業安全質量標準化等級

評価制度へ取り組んだのは何故か？

c) 機械安全を推進する上で最大のドライビングフォースとなる要素は何か。
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2.6 登録安全工程師 Certified Safety Engineer

2.6.1 制度の概要

登録安全工程師は 2004 年から全国統一試験を通過して、《中華人民共和国注冊安全工程

師執業資格証書》を取得して、政府登記した専門家である。

登録安全工程師は、英語呼称は Certified Safety Engineer とされており、生産経営単位

において安全生産管理、安全工程技術業務など、安全生産の技術的サービス提供の仲介機

構などの職務を全うする。

国家労働安全監督管理総局令第 11号（2007）によると、登録安全工程師制度は、労働安

全法に則り、『登録安全工程師管理規定』によって導入されている。

以下に概要を示す。

炭鉱・非炭鉱鉱山・建築施工企業と危険物の製造経営企業は、その経営規模に応じ以下

に示す人数の登録安全工程師を配置しなければならない。

(ⅰ)従業員 300 人以上の場合

労働安全管理職のうち、15％以上の配置

ただし管理職が 7 名以下の場合、最低 1 名の配置

(ⅱ)従業員 300 人未満の場合

1 名以上の配置

または、労働安全仲介機関へ派遣による労働安全サービスの委託

また、労働安全仲介機構は労働安全専業サービススタッフの 30％以上を登録安全工程師

で構成しなければならない。

登録安全工程師の定義は、以下のようになっている。

a)中国登録安全工程師就業資格証書を取得し、

b)生産営業部門にて労働安全管理・安全技術または労働安全仲介機構にて専門的な

サービス業務に携わり、

c) 登録安全工程師就業証と就業印章を獲得した者
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国家安全生産監督管理総局が一括して登録・就業活動を管理監督し、国務院の関連主管

部門は、管理システムの監督・管理を行う。また、省・自治区・直轄市人民政府の労働安

全監督管理部門は、所管区域内を監督管理する。

なお、登録安全工程師には以下に示すような部門がある。

1. 炭鉱安全

2. 非炭鉱鉱山安全

3. 建築施工安全

4. 危険物品安全

5. その他の安全

有効期限は 3 年であり、有効期間が満期となり延長が必要な場合、期間満了日の 30 日

前までに申請を行う。

登録申請手続きの概要をに図 2-15 に示す。

図 2-15 登録申請手続き
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以下に登録安全工程師の主な規定を示す。

(１) 就業

・ 登録安全工程師は労働安全仲介機構に任命・派遣される

・ 労働安全仲介機構は、登録安全工程師のために就業ファイルを制定

(２) 義務

・ 同時に 2 つ以上の部門の招聘を受け、執務してはならない

(３) 教育

・ 登録期間内（3 年）で合計 48 時間以上の継続教育を受けるべき

・ 継続教育は部門・省級の登録機構に制定された大綱に基づき実施

2.6.2 登録安全工程師について

以上を踏まえると、下記のような仮説が考えられる。

・ 労働安全／機械安全を向上させる業務の担当者、専門家に関するスキル・混ぴ天使

―が明確にされており、大学等における教育ともリンクされている。

・ 安全専門家として登録安全工程師の地位は確立しつつあり、安全専門家の活躍のフ

ィールドが確保されている。

そのため、ヒアリング調査における検証ポイントとして、以下を抽出した。

a) 登録安全工程師に必要な要件とはなにか。

b) 登録安全工程師を活用する社会的枠組みはあるか。

c) 登録安全工程師の社会的・会社におけるステータスはどのようなものか。

登録安全工程師の資格を取得しようとする機運はどのようであるか。
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2.7 まとめ

本章では、中国における労働安全・機械安全について、文献調査および WEB 調査を踏

まえて、仮説を立てて、仮説を検証するための現地ヒアリング調査におけるポイントを抽

出した。

安监总厅管四〔2010〕35 号2によれば、2010 年の冶金、機械等の業種における安全管理

監督業務の全般的要求は次のとおりである。中央の指導幹部の安全生産業務の一連の重要

指示の精神にのっとり、全国安全生産テレビ電話会議および全国安全生産業務会議で取り

決めた要求事項を真摯かつ徹底して実行に移す。安全生産業務の全般情勢をきっちりと把

握し、「安全生産年」活動のより踏み込んだ展開続行を基本路線とし、安全生産標準化、建

設プロジェクト安全施設の「3 つの同時」と事故調査処理を主な足掛かりとし、法規基準

制定と管理監督チーム編成を主な柱として、冶金、機械等の業種の安全生産の「3 項目の

活動」および「3 項目の構築」を深化させ、管理監督の重点を打ち出し、業務基盤を打ち

固め、保障能力を引き上げ、冶金、機械等業種の安全生産情勢の持続的な安定、改善の促

進に努める。

（一）機械安全の法的位置づけ

◆機械安全要求の効力を一段と強化し、「安全生産法」中の機械安全方面の条項を増やし、

機械の設計、製造および使用等の段階に対する安全基本要求を明確化し、今後の機械安全

法規基準体系の構築のために法的根拠を用意する。

◆総局以外の国務院関係部門の機械安全法規基準体系を参考にして、部門規則の効力を

有する新法規「機械使用対象者が順守すべき安全規範」を制定し、安全規範の要求に基づ

いて現行の基準体系を健全かつ完全なものに整備する。

◆プレス機械等、特殊設備未指定のその他危険機械についても、設備基準、使用基準等

を明確に規定する必要がある。

◆現行基準に基づき、設備安全の根本的強化を促進する。同時に、基準制定以前に生産

された機械について、新法規と基準に基づいた改善、補完の指導を行う。

◆以前制定され、事実上失効した法規等について整理および処理を行い、廃止、失効等

の法規を明確にする。

2

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_20006/2010/0315/87095/content_87095
.htm
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（二）企業に対する監督指導体制の強化

◆新法規に関する宣伝資料を作成し、機械安全方面の企業が順守すべき最低限の要求事

項に特化した宣伝、教育を展開し、順守すべき要求内容を企業が早期に理解できるように

する。

◆新規の法規基準等の要求に基づき、業務重点内容を明確にし、効果的な監督指導を行

い、企業に対し関係要求事項を真摯かつ徹底的に実行するよう促し、機械安全管理を完全

なものにする。

（三）企業の機械安全対策の強化

◆企業が自主的に新法規等の要求に基づいて定期的に潜在的な危険の調査排除を行い、

優先順序に従って焦点を絞った改善措置を講じる。

◆一定の危険性のある機械の使用現場への、一定の資格を有し作業管理等を担当する作

業主任の配置を完了させて、現場安全管理を強化する。

◆すべての生産経営事業所で各機械の操作規定を補完し、研修等を通じて作業員に真に

理解させる。その他、機械の危険部位等に基準に基づいてマークや警告表示を張り付けて、

作業員の注意を喚起する。

（四）機械による死傷事故の実際状況の正確な掌握

◆地方安全監督管理局が掌握した事故報告に基づいて総局が定期的に企業調査を行い、

機械事故の実際状況を把握し、事故分析を行って、重点的な監督指導に役立てる。

◆統計規定を改定し、それに基づいて傷害事故統計情報等も定期的に公表する。

なお、国務院弁公庁における安全生産に関する年始挨拶は以下のようになっており、中

国における安全生産（労働安全）は注力されている分野の一つと考えられる。

 予防を主とすることとし事故予防に最も注力する。

（１）事故予防制度を改善する。

（２）安全生産の専門性・技術を整理し進化させる。

（３）炭鉱ガスの予防治療を推進させる。

 監督管理を強化し、生産経営行為における不法・違法を厳しく取り締まることを継

続する。

（１）監査・監督を強める。

（２）法的執行力を強める。
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 責任の遂行の強化、安全に関する問責制度を厳格にする。

（１）企業の安全生産主体責任を厳格にする。

（２）地方の各級政府の安全監督管理責任を厳格化する。

（３）部門の安全監督管理職責を厳格化する。

（４）安全目標責任を厳しく審査する。

 安全生産の周知と教育を強化し、人員の安全に関するレベルを高める

（１）安全生産訓練・教育を継続する。

（２）安全生産仕事意識をより喚起する。

（３）安全監察人員のスキルと組織を強化する。

 安全生産の基礎業務を強化し、安全保証レベルを継続的に向上させる。

（１）安全生産の強化

（２）“科学技術興安”戦略の堅持

（３）企業の安全規範化生産を促進

（４）応急処置救援業務の強化

（５）法律法規と政策施策の改善

 組織の連携を強化し、安全生産総合監督管理を押し進める。

（１）業務連携の調整と改善

（２）安全生産組織の業務を強化

上記も踏まえて、労働安全・機械安全への取り組みに対する機運がどのようになってい

るか、なりそうかについても併せてヒアリングする。

下記に、抽出したヒアリング調査における検証ポイント・ヒアリング項目をまとめる。

(1) 企業における機械安全への取組み

 取組み内容（リスクアセスメント等）

 未然防止活動について

 企業において事故発生はどのような影響を及ぼすのか、もしくは事故の未然防止

活動に対するインセンティブとしてどのようなものがあるのか。
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 経営層のかかわりはどのようになっているのか

 労災保険について

 労災保険制度において、過去の業務災害発生状況に応じて労災保険率を上下させ

る制度となっているが、安全への取組みを促進させるインセンティブとなってい

るか。

(2) 機械安全に関わる行政および規制

 監査について

 監査の手続きに問題点、改善すべき点は見られなかったか。

 違反の罰則に対する意見・コメント。特に、監査に対してどのような意識を持っ

ているか。

 安全管理監督部門による監査に対して日頃から準備を行っているか。

 行政機関との関係

 必要に応じて安全管理監督部門に相談を行うことができるか。

 事故が発生した場合の対応はどのようになっているか（国への報告基準等存在す

るのか）。

 企業のスタッフに対してその対応・手順が周知されているか。

 企業において事故発生はどのような影響を及ぼすのか、もしくは事故の未然防止

活動に対するインセンティブとしてどのようなものがあるのか。

 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度

 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度へ対応することのインセンティブとし

てどのようなものがあるか。

 1 級等を取得している企業に対して、機械製造企業安全質量標準化等級評価制度

へ取り組んだのは何故か？

 機械安全を推進する上で最大のドライビングフォースとなる要素は何か。

(3) 安全管理者

 登録安全工程師
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 登録安全工程師に必要な要件とはなにか。

 登録安全工程師を活用する社会的枠組みはあるか。

 安全性確保に向けた人材の活用

 登録安全工程師の社会的・会社におけるステータスはどのようなものか。登録安

全工程師の資格を取得しようとする機運はどのようであるか。
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3. 中国現地ヒアリング調査

前章にて抽出したヒアリングポイントに基づいて、本章では、中国における機械安全に

関する現地ヒアリング調査を行った結果をまとめる。

3.1 ヒアリング調査概要

中国の機械安全推進体制・動向に関して、以下のような点に着目してヒアリング調査を

行った。

(1) 企業における機械安全への取組み

 取組み内容（リスクアセスメント等）

 経営層の関わり

 中国法規／基準との折り合い

(2) 機械安全に関わる行政および規制

 企業に対する監視／監査

 監査員（安全生産管理監督局）

 事故報告

 監査時のペナルティ

 労働安全に対する企業のドライビングフォース／インセンティブ

(3) 安全管理者

 登録安全工程師

 安全性確保に向けた人材の活用
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3.2 訪問先

中国現地ヒアリングでは、以下の 3 点を考慮しつつ、現地訪問先の事業所候補を選定し

た。なお、本研究調査期間中における尖閣諸島問題等の日中間の外交的問題の影響を鑑み、

政府関連機関へのヒアリング調査は回避した。

 中国における法制度の運用における地域特性の差異を検討する。

 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度の影響が判断できるよう、当該制度を取

得・活用している事業所を選択する。

 我が国および中国の機械安全に対する取り組みの差に関する意識調査を行う。

上記観点に基づき、中国現地調査は 2 月 24 日から 3 月 3 日の 8 日間、大連、上海（杭

州）、深センにおいて、民間企業 3 社に対してヒアリング調査を実施した。

表 3-1 訪問した企業

訪問日 場所 組織名

2 月 25 日 大連 A 社

2 月 28 日 上海（杭州） B 社

3 月 2 日 深セン C 社
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3.3 ヒアリング調査結果

3.3.1 企業における機械安全への取組み

(1) 取組み内容（リスクアセスメント等）

中国の法令・法規で義務付けられているわけではないが、今回訪問した企業では、設備

を導入して使用する立場であるユーザ企業が、マネジメントシステムの推進の一環として

実施導入に際してリスクアセスメントを行っていた。リスクアセスメントの結果を作業場

所に掲示して写真・図説付きで注意喚起やリスク回避手法を提示しているケースもあった。

なお、リスクアセスメントに関しては、設備単体で行った後、業務フローや作業環境全

体への影響も含めて行うこととなっており、体系的・網羅的なリスクアセスメントがなさ

れている印象を受けた。また、機械設備の調達においては、安全管理部門の関与が必須と

なっており、調達を担当する生産技術部門・設備を使用する部門・安全管理部門によるチ

ェックおよび検収を行っているなど機械の安全性確保に対する機運が高さを感じさせる回

答が得られた。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 新しい設備を導入する際に、安全リスクについて分析を行う。リスク分析によっ

て把握された残留リスクに基づいてガード・カバー・緊急停止装置などの設置、

指導書・マニュアルの作成・オペレータの教育・試験などを行う。これらの一連

の流れはＡ社グループの社内基準によるものである。なお、リスク分析について

は、個別機器のリスク分析をした上で、業務フロー全体・設置環境全体における

リスクの分析を行っている。（A 社）

 なお、当該設備について中国の法律・法規、GB 規格に基づいて安全面のチェッ

クを行い、リスクアセスメントを行う。リスクアセスメントを終えてから工場に

設置されることとなる。なお、リスクアセスメントは、設備を使用する部門の担

当者が行い、安全管理部門がリスクアセスメントを監督する。（B 社）

 また、設置された機械による生産開始の前に、生産技術部門・設備を使用する部

門・安全管理部門によるチェックを行う。（B 社）

 機械設備の導入の稟議に際して、安全管理部門のチェック・承認が必要となって

いる。（C 社）

 導入する設備の使用条件に関する仕様は製造部門が、安全に関する仕様は CSR

部門が決めている。（C 社）
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(2) 未然防止活動について

中国の国家基準や法規よりも、厳しい規格・基準を活用することが政府から推奨されて

いることもあり、各企業においては企業のグループ基準を活用、企業の所在する地域の法

規に準拠するなど、比較して厳しい基準を利用する傾向が見受けられた。

また、一部の特区では、企業の表彰、個人の表彰など機械安全への取組みを推進するイ

ンセンティブが存在しており、それ以上に、事故を起した場合の責任が問われるというペ

ナルティの存在が大きいという声もあった。ちなみに、機械製造企業安全質量標準化等級

評価制度に関して、税制待遇等のインセンティブはないという回答も得られた。

なお、経営トップが現場の安全性向上にかなり関わっており、現場の巡回や細則の設定

なども行っている。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 社内基準の方が厳しい規格であることから社内基準を利用しており、中国政府と

してもそれについて了承・推奨している。（A 社）

 総経理・副総経理も含めて経営層も深く関わっており、現場のチェックリストな

ども含めた行動規範を規定しており、また、総経理は月に 1 度工場安全会議に出

席、毎日 2 時間向上を巡回している。（A 社）

 設備の調達に関して、中国 OHSAS で求められるものと日本・国際レベルで求め

られるものに差異があることもあり、日本本社の OHSAS 基準と比較して厳しい

もの・レベルの高いものに併せて社内基準にしていく予定である。（B 社）

 国家の規制より、市や州・地区の方が厳しい場合がある。（B 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局では、安全を促進させるために個人・企

業別に表彰制度を設立して、褒賞している。これは、国レベル、地方政府レベル

で機械・電子・化学等の各分野の安全生産標準化システムという表彰制度の一環

である。（B 社）

 労災予防先進企業として表彰されたこともあり、賞金５万元が授与されるなど、

安全への取組みを推奨する枠組みがある。（C 社）

 なお、設備安全基準はグループ会社の基準と中国の基準を比較して、厳しい方を

採用している。（C 社）

 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度において、1 級を取得したのは会社の

レベルをあげるため、地域のレベルを上げることが目的であり、税制待遇等のイ
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ンセンティブはない。（C 社）

 安全に関して、経営層も非常に重視しており、“安全第一”のもと、総経理以下マ

ネージャークラスは毎月安全会議に参加しており、毎週水曜日は 3 組に別れて工

場を巡視している。（C 社）

(3) 労災保険について

社会保険の 1 つとして労災保険が存在し、事故未然防止活動を通じて労災保険料率が安

くなるといったインセンティブは存在しているとの回答があった。また、労災保険は前年

の人件費の 0.9％～1.5％であるが、人件費そのものが増額傾向にあることもあり、保険料

が増加していくと思うという回答があった。これらを踏まえると、企業として労災保険料

率を抑えるために事故未然防止に注力するという方向に進む機運は高いといえる。

なお、労災保険基金は自治体単位で統括しており、自治体単位で収支バランスすること

になっており、自治体単位で創意工夫して（次節 3．2.2 機械安全に関わる行政および規

制(2) 行政機関との関係の項参照のこと）災害防止活動を実施することにつながっている

と言える。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 労災補償が安くなるといったインセンティブは存在する。（A 社）

 労災保険は前年の人件費の 0.9％～1.5％であるが、労災の賠償金は国家から支払

われるものの、増額傾向にある。

 総経理・副総経理も含めて経営層も深く関わっており、現場のチェックリストな

ども含めた行動規範を規定しており、また、総経理は月に 1 度工場安全会議に出

席、毎日 2 時間向上を巡回している。（B 社）

3.3.2 機械安全に関わる行政および規制

(1) 監査について

安全生産監督管理局による監査は、担当地域におけるリスクの高い企業に対して注力的

に行われている模様であり、ある地域では企業から申告された企業の状況に基づいてラン

ク付けをしているとのコメントも得られた。

また、監査員のスキルや資格は明示・提示されていないようであるが、指摘事項やアド

バイスなどに対して有効であるというコメントが有り、監査を受ける企業としても監査
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員・監査のレベルに満足している模様である。なお、ペナルティに関して、法外な罰則を

科された等の話はなく、ヒアリング調査で得られた回答からは適正な運用もなされている

ようであった。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 ここ 3 年近く事故がないということや管理局の人手不足ということもあってか、

これまで 4 年で 2 回しかきていない。監査に来る場合、監査員は 3 人程度であり

1 人は技術者という構成になっている。（A 社）

 事故を起している会社や危険性の高い会社に対して監査を実施していると考えら

れる。（A 社）

 監査時に発見された違反に対するペナルティは、違反事項のカテゴリーによって

異なり、カテゴリーは法律・法規によって規定されている。（A 社）

 安全生産監督管理局の監査員について、どのような特定のスキルを有しているか

などは監査時に提示されているわけではないので不明であるが、スキルは高くコ

メント・指摘は有益なものである。（A 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は、工場監査はおおよそ 1 回／月であり、

抜き打ちで行われるが 2～3 回／月のときもある。（B 社）

 監査員は 2 名であるが、監査目的に応じて人員がアサインされており、技術者で

ある。6 人のスタッフで不足する場合は、外部の専門人材を連れてくる。（B 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は企業の安全性レベルを A～C ランクに

ランク付けしており、ランクの低いところを優先的に監査している。（B 社）

 監査した結果、現状が規制で求められているレベルに満たない場合、期間が定め

られて改善要求がなされる。改善要求への対応が終わったら、再度現場をチェッ

クされる。（B 社）

 市および鎮の安全生産監督管理局から、工場監査が行われ、おおよそ 2 ヶ月に 1

回であるが一緒に来ることもあれば別々に来ることもある。（C 社）

 監査時のコメントは専門的かつ有益であり、監査員・監査の質に満足している。

（C 社）

 監査時に違反があったからといって即罰金となるわけではなく、違反の軽重によ

って対応が異なるが、違反への対応を行い申請し、現場チェックを受けるという

流れになる。（C 社）
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(2) 行政機関との関係

労災保険についての項で前述したように、労災保険基金は自治体単位で統括しており、

自治体単位で創意工夫して災害防止活動を実施することにつながっていると考えられ、各

地域で独自の無料研修会、その地域にある企業の安全管理者間の交流を促進する会を催す、

労災予防に関して企業の表彰・個人の表彰をするといった取り組みがなされている。

また、ある地区では危険性の高い企業に対して、同地区にある労災予防で優れている会

社 の 安 全 管 理 者 も 同 行 す る と い っ た 米 国 Occupational Safety and Health

Administration（OSHA）における Voluntary Protection Programs (VPP)と同様な取り

組みもなされていた。

なお、企業が事故を起すと、企業が処罰されるだけではなく、その地区の行政役人の汚

点になるといったコメントも得られるなど、企業の安全への取り組みは企業だけではなく

その地域の行政役人の出世・昇進にも影響を与えていることが示唆された。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 安全に対して、政府が提供する無料研修がある。（A 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は企業の安全性レベルを A～C ランクに

ランク付けしており（C の方がリスクの高い企業となる）、ランク C の企業には

ランク A・B の会社の安全管理者も同行する。行政がやることであるため、企業

側から拒否することはできない。（B 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局では、監査への同行や会議など安全管理

者の交流を促しており、安全に関する相談を無料ですることができる。安全管理

者の協会を設立することも検討されているが、まだ発足はしていない。（B 社）

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局では、安全を促進させるために個人・企

業別に表彰制度を設立して、褒賞している。これは、国レベル、地方政府レベル

で機械・電子・化学等の各分野の安全生産標準化システムという表彰制度の一環

である。（B 社）

 企業が事故を起すと、企業の責任者に対して、罰金（総収入の最大 80%）・禁固

刑が科せられる。また、その地区の行政役人の汚点になる。（B 社）

 安全生産監督管理局が安全に関する無料講習を行ったり、地域の会社の安全管理

者の交流会を行ったりしている。（C 社）

 労災予防先進企業として表彰されたこともあり、賞金５万元が授与されるなど、

安全への取組みを推奨する枠組みがある。（C 社）
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3.3.3 安全管理者

登録安全工程師制度があり、登録安全工程師になるためには法律・法規、安全技術、事

故解析、安全管理の 4 つの分野からなる試験に合格しなければならないなど、安全技術者・

安全担当者として必要なスキルが明確にされていると考えられる。

また、2 章にて前述したように、登録安全工程師の職場への配置は、鉱山関連の業種では

法律で義務化されているが、他業種において設置義務はない。しかしながら設置又は活用

が推奨されており、杭州開発区では義務化がスタートしていた。

登録安全工程師は合格すると国のデータベースに登録されるなど、人材を活用するとい

う観点から効果的・効率的な取り組みがなされており、登録安全工程師という国家資格を

中心に労働安全のレベルを強化しようという動きが感じ取れた。

■ ヒアリング先コメント（一部抜粋）

 登録安全工程師制度があり、法律・法規、安全技術、事故解析、安全管理の 4 つ

の分野からなる試験に合格しなければならない。合格するとデータベースに登録

される。（A 社）

 登録安全工程師の資格を有すると、転職に有利であり、給与も増える。（A 社）

 登録安全工程師制度があるが、浙江省では 2010 年 6 月以降に新しく設立された

企業の人材、または、それ以降に安全管理職に就いた人に必要な資格として義務

付けられている。（B 社）

 登録安全工程師の資格を有すると、転職に有利であり、給与も増えるようになっ

ていくと考えられる。（B 社）

 登録安全工程師制度があり、C 社でも 3 名取得している。登録安全工程師制度と

は別に安全主任という資格もあり、従業員の 0.4％以上配置しなければならない

ことになっている。月 200 元給料の上乗せをおこなっている。（C 社）

 安全担当者のステータスは高い。（C 社）
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3.4 まとめ

ここでは、2 章で立てた仮説を検証するために実施した中国現地ヒアリング調査結果に

基づいて、下記観点について考察をまとめる。

・ 規制当局による監査・罰則

・ 機械安全への取り組みに対するインセンティブ

・ 機械安全に関与する人材の育成・活用

(1) 規制当局による監査・罰則

文献および WEB 調査によって、機械安全監査体制に関して監査制度、監査員の研修制

度、内部不正処理など枠組みとしては非常に整備されていると感じたが、中国現地ヒアリ

ング調査からも、安全生産監督管理局による監査は、担当地域におけるリスクの高い企業

に対して注力的に行われている実態があることや、ある地域では企業から申告された企業

の状況に基づいてランク付けをしていることが示唆されるなど効率的な活動を実施してい

ることが確認された。

また、監査員のスキルや資格は明示・提示されていないようであるが、指摘事項やアド

バイスなどに対して有効であるというコメントが有り、監査を受ける企業としても監査

員・監査のレベルに満足していることも分かった。ペナルティに関しても、法外な罰則を

科された等の話はなく、ヒアリング調査で得られた回答からは適正な運用もなされている

ようであった。

さらに、労災保険基金が自治体単位で統括されており、自治体単位で創意工夫して災害

防止活動を実施することにつながっていると考えられ、各地域で独自の無料研修会、その

地域にある企業の安全管理者間の交流を促進する会を催す、労災予防に関して企業の表

彰・個人の表彰をするといった取り組みがなされていることや、「企業が事故を起すと、そ

の地区の行政役人の汚点になる。」といったコメントから示唆されるように、労災未然防止

に対する意識は官民一体となって取り組んでおり非常に高いと推測される。

(2) 機械安全への取り組みに対するインセンティブ

地域によって報奨金の額に差異はあるものの、企業の表彰、個人の表彰など機械安全へ

の取組みを推進するインセンティブが存在しており、それ以上に、事故を起した場合の責

任が問われるというペナルティの存在が大きいという声もあることから、飴と鞭の政策と

いえる。
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社会保険の 1 つとして労災保険が存在し、事故未然防止活動を通じて労災保険料率が安

くなるといったインセンティブは存在しているとの回答や、労災保険は前年の人件費の

0.9％～1.5％であるが、人件費そのものが増額傾向にあることもあり、保険料が増加して

いくと思うという回答があり、企業として労災保険料率を抑えるために事故未然防止に注

力するという方向に進む機運は高いと推測される。

しかしながら、機械製造企業安全質量標準化等級評価制度に関して、税制待遇等のイン

センティブはないという回答も得られたことから、今後、この評価制度をどのように活用

していくのかについて注目する必要があるといえる。

(3) 機械安全に関与する人材の育成・活用

登録安全工程師制度があり、登録安全工程師の職場への配置は、鉱山関連の業種では法

律で義務化されているが、他業種において設置義務はない。しかしながら設置又は活用が

推奨されており、杭州開発区では義務化がスタートしているという回答が得られるなど、

安全専門家として登録安全工程師の地位は確立しつつあり、安全専門家の活躍のフィール

ドが確保されつつあるといえる。

また、登録安全工程師になるためには法律・法規、安全技術、事故解析、安全管理の 4

つの分野からなる試験に合格しなければならないなど、安全技術者・安全担当者として必

要なスキルが明確にされており、受験資格等から大学等における教育ともリンクされてい

ることが推測される。

ヒアリング調査においても、安全担当者のステータスは高いというコメントや、給与が

高いというコメントが散見されたこと、登録安全工程師の資格は転職に有利であるとか、

合格すると国のデータベースに登録されるなど、人材を活用するという観点から効果的・

効率的な取り組みがなされており、登録安全工程師という国家資格を中心に労働安全のレ

ベルを強化しようとしていると考えられる。
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4. 我が国産業界への適用検討

我が国では、従来は機械で安全を守るという考え方が希薄であったため、現状でも機械

安全に関する基本的な考えが十分に浸透しているとはいえず、依然として欧米に比べて機

械の安全性について低いレベルにあるといえる。

本章では、中国における労働安全の一環としての機械安全について、前述した 2 章、3

章の知見を文化的側面、制度的側面、運用的側面から総括・整理し、我が国産業界におい

て機械安全を促進していく上で現状の課題を同様のフレームでまとめ、今後、我が国産業

界へ適用を検討すべき項目を抽出した結果をまとめた。

ただし、今回のヒアリング調査は日系企業に限定されていることから、中国現地企業や

規模の小さい企業にはあてはまらないことがあることに留意されたい。

4.1 中国の状況

「国家の規制より、市や州・地区の方が厳しい場合がある。」「中国で求められるものと

日本・国際レベルで求められるものに差異があることもあり、基準を比較して厳しいもの・

レベルの高いものに併せて社内基準にしていく予定である。」といったヒアリングコメント

に集約されるように、中国の企業は、自主的にさまざまな安全に関する取り組みを行って

いる。その背景には、国家安全監督管理総局の通知や国務院弁公庁における安全生産に関

する年始挨拶に見られるように、安全への取り組みに対して国家・政府として注力してい

ることが示されていることだけではなく、未然防止活動など安全への取り組みに対して企

業レベル・個人レベルで表彰制度があることや、「企業が事故を起すと、企業の責任者（会

長、社長、・・・）に対して、罰金・禁固刑が科せられる。また、その地区の行政役人の汚

点になる。」というコメントにあるように、経営者の責任が問われるといったペナルティと、

地区の行政役人の出世に関わる問題となることから地区行政からの要求が厳しいという、

“飴と鞭”政策が取られていることが分かった。

また、労災保険基金は自治体単位で統括しており、自治体単位で収支バランスすること

になっており、各地域で独自の無料研修会、その地域にある企業の安全管理者間の交流を

促進する会を催す、労災予防に関して企業の表彰・個人の表彰をするといった取り組みが

なされているなど、自治体単位で創意工夫して災害防止活動を実施することにつながって

いることが示唆された。

なお、今回の中国現地調査でのヒアリング調査を通じて最も驚いたことは、安全責任者・

担当者のステータスの高さであった。その背景には、登録安全工程師制度があり、登録安

全工程師の職場への配置は、これまで鉱山関連の業種のみであったが、家電製品のような
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一般的な製造業に対しても設置又は活用が推奨されており、事実、杭州開発区では義務化

がスタートしているなど、安全専門家として登録安全工程師の地位は確立しつつあり、安

全専門家の活躍のフィールドが確保されつつあることが考えられる。

また、登録安全工程師になると国のデータベースに登録されるなど、人材を活用すると

いう観点から効果的・効率的な取り組みがなされており、登録安全工程師という国家資格

を中心に労働安全のレベルを強化しようとしていると考えられる。

このように、中国においては機械安全について規制機関および企業がそれぞれの立場か

らの取り組みが相乗効果を発揮していると考えられる。そこで、2 章で構築した仮説およ

び 3 章でまとめたヒアリング調査結果に基づき、本節では、中国において機械安全が推進

されている要因について、規制機関の取り組み、企業の取り組みの視点から、文化的側面、

制度的側面、運用的側面に基づいて整理を行った。

＜規制機関の取り組み＞

文化的側面

・ 日本同様、訴訟社会ではないが、安全に関する責任の所在は明確にされている。

・ 中央政府と地方政府の指導者が、役人の在職期間中の業績と昇進に緊密な関係が存

在するため、労働安全衛生に関する重大事故や企業の労働安全衛生に対する取り組

み等を重視している。

・ 大部分の労働力は農村からの労働者によるものであり、これらの人々は、教育のレ

ベルは高くなく流動性が高い。そのため、機械を使用する人間の教育訓練を通じた

安全性を確保する対策が中心の労働安全対策の実施はなかなか実現できない。

・ 中国では、機械の安全問題は社会全体から幅広い注目を集めているが、中国の機械

設計手法は比較的遅れており、工業設備の水準は低く(中国の工業設備の全体水準は

先進国より 15～20 年遅れており、大半の設備工業の設備の技術水準は 20 世紀 60～

70 年代の水準にある)、設備の本質的な安全水準が低い。

制度的側面

・ 国家安全生産監督管理総局は中華人民共和国安全生産法に基づいて監査権力が付与
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されて、定期的な監察を行い、罰金を科すことや地方役人を処分することができる

など強い権限を有する。

・ 各級の行政部門が、発生した事故に対して「4 つの不放置」の原則を堅持し、調査処

理を真摯に指揮し、事故の教訓から深く学び、事故の追跡監督指導の強化、事故分

析の情報交換、事故の教訓を生かした推進活動等の方法を通じて、発生事故に対す

る重視の度合いが明らかに高まっている。

・ 1998 年以後、連続的な行政機構の改革がなされ現在に至っているため、事故統計に

おける課題等も含めて安全生産法規新旧の部門間にある継承があいまいである。

・ 制度改革と経済の迅速な発展につれて、さまざまな業種の企業が大量に出現したが、

現行の安全生産に関する法律法規は主として国有企業向けに制定されているため、

法規・制度としては不十分であり拘束力が著しく弱体化している面がある。

運用的側面

・ 重点業種(分野)の管理業務に対して手はずを整えて、安全監督検査および潜在的な危

険の調査・排除・管理業務の持続的深化等一連の施策を展開し、安全生産管理活動

で著しい成果を収めている。

・ 機械の管理を強化するために、国家安全監督管理総局、品質検査総局、建設部等多

くの部門が一致協力し、機械の安全生産活動に関するいくつかの規定と基準を公布

したが、一部業種の法規が全面的でなく、具体性に欠けており、機械安全生産の効

果が持続する仕組みはまだ確立されていない。

・ 事故報告面では、重傷・軽傷事故の報告基準・原則に依りどころとなる詳細な法規

がないため、死亡事故以外の多くの事故が完全に報告されず、政府による機械事故

負傷者数、発生原因等の正確な把握が困難となっている。

・ 国務院法制弁が『労災保険条例』を公布し、その中に労災認定の範囲の調整、労災

認定、鑑定および紛争処理手続の簡潔化、企業の負担軽減と労災保険に加入しない

企業に対する処罰の強化を行っている。しかしながら、未然防止への取り組みに対

するインセンティブとなるための改善の余地がまだ残されている。
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＜企業の取り組み＞

文化的側面

・ 概して、安全に対して権利があるという意識が労働者において希薄である。

・ 多くの企業は、経済効果と利益を一方的に追求し、既存の安全生産法規を真剣に執

行しておらず、管理が弛んでおり、安全訓練教育が有効ではなく、オペレータの安

全意識と操作レベルが低下している。

・ 一部の町村企業，私営企業と個人工場，個人の運送屋や運搬船などの経営者は、利

益優先のため、安全方面へ積極的に参加する意志が非常に乏しく、事故を引き起こ

す潜在的危険や原因を改めようとしていない。

・ 多くの私営中、小企業と個人工場には労働組合など社会団体は存在しない。

・ 国有企業と大型企業、工場の安全対策は専門の安全監査部が責任を取る。

制度的側面

・ 労働安全衛生に関しては雇用主と地方政府の責任である。

・ 安全に関する資格制度(登録安全工程師制度)が確立されており、従来は鉱山等のリス

クの高い分野において設置の義務化があったが、その設置義務化の適用企業範囲が広

くなってきている。

・ 安全責任者の重要性を認識している企業が多いため、それらの資格を有する安全専

門家の活躍するフィールドが確保されている。

・ 機械製造企業質量標準化考核制度といった安全への取り組みに関する企業評価制度

が存在する。ただし、それに対して評価が高い企業に対する優遇政策はない。

・ 各級安全監査部門の人数が少ないことや、監査員の年齢・作業条件の関係もあり、

当面の安全職務の面でふさわしくない矛盾が目立っている。
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運用的側面

・ 安全担当責任者の責任と役割が明確である。

・ 日本と同じく、企業において労災関連費用と機械損失状況がどの程度になっている

の等の情報公開がなされていない。

・ 中国全体で見ると事故報告制度は適切に機能しているとは言いがたく、機械事故の

実際状況の把握や、事故分析から教訓の有効活用が適切になされている状況ではない

が、一部の地区では、Web システムを使いヒヤリハット情報とどのように改善したか

の情報を毎月報告させる取組みも行っており、技術開発特区内の企業の安全の安全性

の状況を把握・管理している。

・ 重大事故を起こすと、新聞・マスコミ等で報道されるため、事故を起こした企業に

対する評価が下がることや、また、その地区の行政役人の汚点になることが、企業の

安全への取り組みのドライビングフォースとなっている。
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4.2 我が国の現状

我が国産業界に対して機械安全を促進する方策を検討する上で、中国での機械安全促進

の枠組みにおいて有効であると考えられるものを抽出して検討することは効果的なアプロ

ーチである。そのため、本節では、4.1 節と同様の枠組み（規制機関の取り組み、企業の

取り組みの視点から、文化的側面、制度的側面、運用的側面について分析）で有識者のコ

メント等に基づいて我が国の機械安全における現状を以下にまとめる。

＜規制機関の取り組み＞

文化的側面

・ 訴訟社会ではないこともあり、安全に関する責任が明確化されているとは言いがた

い状況となっている。

・ 労災に関して、示談で済ませるケースが多々あるなど、労働者が権利を主張するケ

ースが米国に比べて非常に少ない。

・ 労働安全衛生は技術的な問題と見なされる傾向にあり、政治家はあまり関与しない。

・ 労働組合からの要求や要請によって、職場の安全性向上に関する法規・基準が作成

された事例がなく、職場における安全性向上への要求はあまり強くない。

制度的側面

・ 労働安全衛生に関して、監査権が付与されて定期的な監査を行う機関が存在しない。

・ 機械安全国際標準に基づき策定された「機械の包括的な安全基準に関する指針」は、

労働衛生安全法の指針として定められているものの、努力義務とされており、法律

上義務化されていない。

・ 機械安全国際標準は、階層化されており、包括的に全ての機械をカバーした体系を

なしているのに対して、我が国の労働衛生安全法の技術基準と国際標準の間に乖離

があり、また、我が国においては労働安全に関する研究が十分になされておらず、

事故状況や現場の課題から基準の改訂を体系的に行う等の活動がなされておらず、

労働安全の体系化ができていない。
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・ 安全性向上への取り組みが評価される制度が構築されていないため、機械安全に取

り組む機運が生じにくく、また、安全対策を実施しても保険料率に反映されないな

ど機械安全への取組に対するインセンティブが働いていない。

運用的側面

・ 安全に関して努力している企業を認定・評価するような枠組みはない。

・ 企業にとって安全への事前取組みがインセンティブとして機能するようなプログラ

ム提供を実施していない、またプログラム提供していることが十分に周知されてい

ない。

・ 労災保険の保険料率は個別企業ごとではなく、災害率等に応じて定められて業種で

固定されている。また、安全への事前取組みが評価されるようにはなっておらず、

事故発生の有無等の過去のデータのみに基づく評価となっている。

・ 労災保険は労災の認定基準を満たしているかどうかのみが判断されて、補償される

が、労災が何故発生したのか、職場環境や使用している機械の安全性に関する問題

の有無は検討される枠組みがない。

＜企業の取り組み＞

文化的側面

・ 労働者に安全に対して権利があるという意識が欧米の労働者と比べて希薄であるた

めか、労災は示談で済ませるケースが多く、個々の労働者が企業に対して訴訟を行

うケースも少ないため、機械安全への意識が高まりにくい。

・ 労働組合から職場の安全性向上に関して要請されることが少ない。また、職場の安

全性向上に対して労働組合と協同で取り組むような枠組みはほとんどない。

・ 安全対策をコストととらえ、生産性の工場や品質の改善を優先する傾向がある。

・ 安全対策は、製造部門や労務部門といった特定部署の活動であり、経営マネジメン
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トの問題として認識されにくく、全社を挙げて取り組むという風土が醸成されてい

ない。

制度的側面

・ 安全に関する資格が存在するも、安全責任者の責任・権限を高く設定している企業

は多くないため、安全に関する資格を有する安全専門家の活躍するフィールドが確保

されている状態ではなく、資格制度が十分に機能しているとは言いがたい。

・ 業種で固定されている労災保険制度において、メリット制という過去の業務災害発

生状況に応じて一定の範囲（±40％）で労災保険率を上下させる制度があるものの、

過去の災害発生状況に基づく評価となっているため、安全への事前取組みが評価され

るようにはなっておらず、安全への取組みを促進させるインセンティブにまでなって

いない。

・ 労災保険は、費用の勘定科目において、事業者負担の健康保険料、厚生年金保険、

雇用保険、と同様「法定福利費」に計上されていること、また、保険料の徴収等につ

いては、労働保険として雇用保険と原則的に一体のものとして取り扱われているため、

経営層から労災保険に対するコストが見えにくい（なお、保険給付は、両保険制度で

個別に行われている）。

運用的側面

・ 労働安全衛生の担当者が、人事部の管轄であったり、安全担当責任者の責任と役

割が不明確である。

・ 現場の努力で機械のリスクを軽減しようとするため、機械メーカに対して機械安

全の責任を追求するケースが少ない。

・ 安全性を評価する指標や社会的価値が普及しておらず、企業においては安全性確

保によるメリットを把握できない状況である。また、安全は当たり前という意識

が強いため、安全への取組みに対してインセンティブがあまりない。
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・ 安全に関する体系的な教育システムがなく、教育する講師がいないため、リスク

アセスメントを実施できる技術者が不足している。また、企業において設計の外

注化や雇用の問題等に伴い、設備等に関して製造現場レベルで技能伝承が適切に

なされておらず、リスクアセスメントを実施するだけの設備に関する知見が蓄積

されていないケースがある。

・ 労働災害が社会的ニュースになることがほとんどなく、大きな事故程度しか報道

されず、また、労災に関して原因が公表されることもなく、機械安全に対する意

識が啓発される枠組みがない。また、企業において示談を含めて労災関連費用が

どの程度になっているのか等の情報公開がなされていない。

・ 地区によっては、企業誘致している地区行政部門が、労災対応（申請等の手続き

を含めて）などのサポートをしてくれる。
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4.3 我が国産業界への適用性について

4.1 節および 4.2 節にて示した分析結果に対して、それぞれの視点および側面から比較

した表を表 4-1～表 4-6 に示す。

中国においては安全生産監督管理局が法律によって監査権を有しており、罰金を課すな

どの強い権力を保有している。安全生産監督管理局は、監査・監督以外に、通知等におい

て表明しているように、法規や規範の制定など規制当局として活動を行う一方で、安全へ

の取り組みに対して企業・個人の表彰を行うことや、担当地区における企業の安全担当者

の交流を図る会議を主催する、安全担当者からの相談に乗るといった活動も行っている。

また、企業・個人の表彰に関わる賞金が地域により異なっており、その背景には、労災

保険基金が自治体単位で統括されており、自治体単位で収支のバランスを取っていること

が考えられる。

このような地方行政のインセンティブとも関連した取り組みは、中国における労働現場

での安全性向上が促進されている一助となっていることが文献調査およびヒアリング調査

より明らかになった。

また、前述したように、中国現地ヒアリング調査に際して驚嘆したことは、労働安全衛

生責任者のステータスの高さであり、安全に関わる専門性を有することは給与が上がる、

転職に有利になるというコメントも得られた。その理由としては、登録安全工程師制度が

あり、法律・法規、安全技術、事故解析、安全管理の 4 つの分野において安全技術者・安

全担当者として必要なスキルが明確にされていること、また、登録安全工程師の職場への

配置および活用が義務化される地域があるなど積極的に推奨されていることから、安全専

門家として登録安全工程師の地位の確立および活躍のフィールドの確保がなされているこ

とが挙げられる。

以上を踏まえ、比較表から有意な差があり、かつ、我が国の法体系や文化的背景を踏ま

えて、現状、中国において機械安全が促進されている手段のうち、我が国において実現性

が高く、今後、実現の容易性や効果の観点から優先順位を検討していくことが有益である

と思われる項目を以下にまとめる。

 リスクアセスメントや職場の安全性評価において、責任者の資格評価制

度を設立し、安全学と法律を理解できる人材の育成・確保を行う。また、

責任者の組織内における独立性を確保することを企業に定着させ、安全

専門家をマネジメント層に位置づける。
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 製造現場においてリスクアセスメントを確実に行うためにリスクアセス

メントを産業界に定着させるための活動を行う。その際に、リスクアセ

スメントを行う責任者として安全に関する教育・トレーニングを受けた

安全専門家の活躍の場を設ける。

 企業における安全への取組みを評価する枠組みを業界、もしくは政府と

して構築し、安全への取組みが評価されている企業に対して、優遇税制

措置、保険料軽減や政府調達に有利に働く等のインセンティブの導入を

行う。

 労災保険基金を地域ごとで管理管轄・運用する枠組みを構築し、自治体

での安全への取り組みを活性化させるようなインセンティブを付与する。

上記において、我が国産業界への適用性について検討すべきである項目として、安全へ

の取り組みを評価し、保険料率へ反映することを述べた。中国現地でのヒアリング結果か

らは主要なインセンティブとなっているという回答は得られていないが、企業にとっての

インセンティブだけではなく、地区レベルで労災保険基金を管理・運用して収支バランス

を行っていることから、地区ごとに安全への取り組みを促進させる活動がなされるなど、

地域行政へのインセンティブとなっていた。

以上を鑑みて、我が国において安全への取組みにインセンティブを与えるツールとして

保険を検討する際には、現行の労災保険のあり方を検討することが必要であり、またそれ

に加えて、安全に対する事前の取組みを考慮した枠組みを構築する必要がある。
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表 4-1 規制機関の取り組み比較（文化的側面）

中国 日本

文化的側面  日本同様、訴訟社会ではないが、

安全に関する責任の所在は明確に

されている。

 中央政府と地方政府の指導者が、

役人の在職期間中の業績と昇進に

緊密な関係が存在するため、労働

安全衛生に関する重大事故や企業

の労働安全衛生に対する取り組み

等を重視している。

 大部分の労働力は農村からの労働

者によるものであり、これらの

人々は、教育のレベルは高くなく

流動性が高い。そのため、機械を

使用する人間の教育訓練を通じた

安全性を確保する対策が中心の労

働安全対策の実施はなかなか実現

できない。

 中国では、機械の安全問題は社会

全体から幅広い注目を集めている

が、中国の機械設計手法は比較的

遅れており、工業設備の水準は低

く(中国の工業設備の全体水準は先

進国より 15～20 年遅れており、大

半の設備工業の設備の技術水準は

20 世紀 60～70 年代の水準にあ

る)、設備の本質的な安全水準が低

い。訴訟社会であるため、責任の

所在が明確にされている。

 訴訟社会ではないこともあり、

安全に関する責任が明確化され

ているとは言いがたい状況とな

っている。

 労災に関して、示談で済ませる

ケースが多々あるなど、労働者

が権利を主張するケースが米国

に比べて非常に少ない。

 労働安全衛生は技術的な問題と

見なされる傾向にあり、政治家

はあまり関与しない。

 労働組合からの要求や要請によ

って、職場の安全性向上に関す

る法規・基準が作成された事例

がなく、職場における安全性向

上への要求はあまり強くない。
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表 4-2 規制機関の取り組み比較（制度的側面）

中国 日本

制度的側面  国家安全生産監督管理総局は中華

人民共和国安全生産法に基づいて

監査権力が付与されて、定期的な

監察を行い、罰金を科すことや地

方役人を処分することができるな

ど強い権限を有する。

 各級の行政部門が、発生した事故

に対して「4 つの不放置」の原則を

堅持し、調査処理を真摯に指揮し、

事故の教訓から深く学び、事故の

追跡監督指導の強化、事故分析の

情報交換、事故の教訓を生かした

推進活動等の方法を通じて、発生

事故に対する重視の度合いが明ら

かに高まっている。

 1998 年以後、連続的な行政機構の

改革がなされ現在に至っているた

め、事故統計における課題等も含

めて安全生産法規新旧の部門間に

ある継承があいまいである。

 制度改革と経済の迅速な発展につ

れて、さまざまな業種の企業が大

量に出現したが、現行の安全生産

に関する法律法規は主として国有

企業向けに制定されているため、

法規・制度としては不十分であり

拘束力が著しく弱体化している面

がある。

 労働安全衛生に関して、監査権

が付与されて定期的な監査を行

う機関が存在しない。

 「機械の包括的な安全基準に関

する指針」は、努力義務とされ

ており、法律上義務化されてい

ない。

 機械安全国際標準は、階層化さ

れており、包括的に全ての機械

をカバーした体系をなしている

のに対して、我が国の労働衛生

安全法の技術基準と国際標準の

間に乖離がある。

 我が国においては労働安全に関

する研究が十分になされておら

ず、事故状況や現場の課題から

基準の改訂を体系的に行う等の

活動がなされておらず、労働安

全の体系化ができていない。

 安全性向上への取り組みが評価

される制度が構築されていない

ため、機械安全に取り組む機運

が生じにくい。
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表 4-3 規制機関の取り組み比較（運用的側面）

中国 日本

運用的側面  重点業種(分野)の管理業務に対し

ては、安全監督検査および潜在的

な危険の調査・排除・管理業務の

持続的深化等一連の施策を展開

し、安全生産管理活動で著しい成

果を収めている。

 機械の管理を強化するために、国

家安全監督管理総局、品質検査総

局、建設部等多くの部門が一致協

力し、機械の安全生産活動に関す

るいくつかの規定と基準を公布し

たが、一部業種の法規が全面的で

なく、具体性に欠けており、機械

安全生産の効果が持続する仕組み

はまだ確立されていない。

 事故報告面では、死亡事故以外の

多くの事故が完全に報告されず、

政府による機械事故負傷者数、発

生原因等の正確な把握が困難とな

っている。

 『労災保険条例』により、労災認

定の範囲の調整、労災認定、鑑定

および紛争処理手続の簡潔化、企

業の負担軽減と労災保険に加入し

ない企業に対する処罰の強化を行

っている。しかしながら、未然防

止への取り組みに対するインセン

ティブとなるための改善の余地が

まだ残されている。

 安全に関して努力している企業

を認定・評価するような枠組み

はない。

 企業にとって安全への事前取組

みがインセンティブとして機能

するようなプログラム提供を実

施していない、またプログラム

提供していることが十分に周知

されていない。

 労災保険の保険料率は個別企業

ごとではなく、災害率等に応じ

て定められて業種で固定されて

いる。また、安全への事前取組

みが評価されるようにはなって

おらず、事故発生の有無等の過

去のデータのみに基づく評価と

なっている。

 労災保険は労災の認定基準を満

たしているかどうかのみが判断

されて、補償されるが、労災が

何故発生したのか、職場環境や

使用している機械の安全性に関

する問題の有無は検討される枠

組みがない。
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表 4-4 企業の取り組み比較（文化的側面）

中国 日本

文化的側面  概して、安全に対して権利がある

という意識が労働者において希薄

である。

 多くの企業は、経済効果と利益を

一方的に追求し、既存の安全生産

法規を真剣に執行しておらず、管

理が弛んでおり、安全訓練教育が

有効ではなく、オペレータの安全

意識と操作レベルが低下してい

る。

 一部の町村企業，私営企業と個人

工場，個人の運送屋や運搬船など

の経営者は、利益優先のため、安

全方面へ積極的に参加する意志が

非常に乏しく、事故を引き起こす

潜在的危険や原因を改めようとし

ていない。

 多くの私営中、小企業と個人工場

には労働組合など社会団体は存在

しない。

 国有企業と大型企業、工場の安全

対策は専門の安全監査部が責任を

取る。

 安全に対する権利意識が欧米の

労働者と比べて希薄であるため

か、労災は示談で済ませるケー

スが多い。

 個々の労働者が企業に対して訴

訟を行うケースも少ないため、

機械安全への意識が高まりにく

い。

 労働組合から職場の安全性向上

に関して要請されることが少な

い。

 安全対策をコストととらえ、生

産性の工場や品質の改善を優先

する傾向がある。

 安全対策は、製造部門や労務部

門といった特定部署の活動であ

り、経営マネジメントの問題と

して認識されにくく、全社を挙

げて取り組むという風土が醸成

されていない。
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表 4-5 企業の取り組み比較（制度的側面）

中国 日本

制度的側面  労働安全衛生に関しては雇用主と

地方政府の責任である。

 安全に関する資格制度(登録安全工

程師制度)が確立されており、従来

は鉱山等のリスクの高い分野にお

いて設置の義務化があったが、そ

の設置義務化の適用企業範囲が広

くなってきている。

 安全責任者の重要性を認識してい

る企業が多いため、それらの資格

を有する安全専門家の活躍するフ

ィールドが確保されている。

 機械製造企業質量標準化考核制度

といった安全への取り組みに関す

る企業評価制度が存在する。ただ

し、それに対して評価が高い企業

に対する優遇政策はない。

 各級安全監査部門の人数が少ない

ことや、監査員の年齢・作業条件

の関係もあり、当面の安全職務の

面でふさわしくない矛盾が目立っ

ている。

 安全に関する資格が存在する

も、安全専門家の活躍するフィ

ールドが確保されている状態で

はなく、資格制度が十分に機能

しているとは言いがたい。

 労災保険制度において、メリッ

ト制があるものの、過去の災害

発生状況に基づく評価となって

いるため、安全への事前取組み

が評価されるようにはなってお

らず、安全への取組みを促進さ

せるインセンティブにまでなっ

ていない。

 労災保険は、保険料の徴収等に

ついては、労働保険として雇用

保険と原則的に一体のものとし

て取り扱われているため、経営

層から労災保険に対するコスト

が見えにくい。
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表 4-6 企業の取り組み比較（運用的側面）

中国 日本

運用的側面  安全担当責任者の責任と役割が明

確である。

 日本と同じく、企業において労災

関連費用と機械損失状況がどの程

度になっているの等の情報公開が

なされていない。

 中国全体で見ると事故報告制度は

適切に機能しているとは言いがた

いが、一部の地区では、Web シス

テムを使いヒヤリハット情報とど

のように改善したかの情報を毎月

報告させる取組みも行っており、

技術開発特区内の企業の安全の安

全性の状況を把握・管理している。

 重大事故を起こすと、新聞・マス

コミ等で報道されるため、事故を

起こした企業に対する評価が下が

ることや、また、その地区の行政

役人の汚点になることが、企業の

安全への取り組みのドライビング

フォースとなっている。

 地区によっては、企業誘致してい

る地区行政部門が、労災対応など

のサポートをしてくれる。

 安全担当責任者の責任と役割が

不明確である。

 現場の努力で機械のリスクを軽

減しようとするため、機械メー

カに対して機械安全の責任を追

求するケースが少ない。

 安全性を評価する指標や社会的

価値が普及しておらず、企業に

おいては安全性確保によるメリ

ットを把握できない状況であ

る。

 安全は当たり前という意識が強

いため、安全への取組みに対し

てインセンティブがあまりな

い。

 リスクアセスメントを実施でき

る技術者が不足している。

 リスクアセスメントを実施する

だけの設備に関する知見が蓄積

されていないケースがある。

 労働災害が社会的ニュースにな

ることがほとんどなく、また原

因が公表されることもないた

め、機械安全に対する意識が啓

発される枠組みがない。

 企業において労災関連費用がど

の程度になっているのか等の情

報公開がなされていない。
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5. 提言

5.1 提言検討のフロー

図 5-1 に調査結果から提言に至るフローを示す。

2 章にて、文献等に基づいた調査から中国における労働安全／機械安全に対する取り組

みについて仮説を立て、仮説検証のためのヒアリング調査ポイントを抽出し、3 章におい

て、2 章にて抽出したヒアリングポイントに基づいて現地でヒアリングを実施して中国に

おける機械安全の状況を把握した。中国の機械安全の整理としてまとめた 2 章、3 章に基

づき、4 章にて中国における機械安全への取り組みについて文化的側面、制度的側面、運

用的側面から総括し、我が国の現状と比較して我が国産業界への適用性の観点から今後検

討すべき項目を整理した。

本章では、今回の調査検討を我が国における機械安全の推進に資するために、機械安全

促進方策として提言を行うとともに、今後、機械安全促進方策の具体的な検討において引

き続き WEB 等において注目しておくべき項目を示す。
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図 5-1 課題整理のフロー
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5.2 提言

中国の取組を参考にした国際レベルの機械安全を確保するための方策を導くに当たって、

以下に 4 つの提言をまとめる。なお、これらの提言について、有効性・実現の容易性の観

点からどのようなステップで実現していくか等については、今後検討していく必要がある。

1. リスクアセスメントや職場の安全性評価において、責任者の資格評価制度を設立し、

安全学と法律を理解できる人材の育成・確保を行う。また、責任者の組織内における

独立性を確保することを企業に定着させ、安全専門家をマネジメント層に位置づける。

2. 製造現場においてリスクアセスメントを確実に行うためにリスクアセスメントを産業

界に定着させるための活動を行う。その際に、リスクアセスメントを行う責任者とし

て安全に関する教育・トレーニングを受けた安全専門家の活躍の場を設ける。

3. 企業における安全への取組みを評価する枠組みを業界、もしくは政府として構築し、

安全への取組みが評価されている企業に対して、優遇税制措置、保険料軽減や政府調

達に有利に働く等のインセンティブの導入を行う。

4. 労災保険基金を地域ごとで管理管轄・運用する枠組みを構築し、自治体での安全への

取り組みを活性化させるようなインセンティブを付与する。

なお、今回の調査検討を我が国における機械安全の推進に資するために、機械安全促進

方策の具体的な検討において引き続き WEB 情報等注目しておくべき項目を示す。

＜今後のチェックすべきポイント＞

I. 中国における労働安全・機械安全の規制の動向

 尖閣諸島問題のために、政府機関へのヒアリングを回避したため、政府機関

から今後の動向について生の声を聞くことができなかったが、年始挨拶や通

知を見る限りにおいては、機械安全の向上に注力する旨が記載されており、

どのような規制に変革されていくのか。

 具体的な規制強化策はどのようなものか。

 これまでの課題をどのように解決していくのか。
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 中央集権型、地方分権型どちらにシフトしていくのか

II. 保険

 安全性向上に対する取組に関して具体的にどのように査定しているのかにつ

いて。

 登録安全工程師制度がかなり有機的に活用されている一方で、機械製造企業

安全質量標準化等級評価制度はあまり活用されているとは言い難いのが現状

であり、今後の保険料率の設定などにどのように反映されていくのか。

III. 教育トレーニング

 企業における安全責任者に関する現状および課題について。

 教育・トレーニング成果の評価方法について。

 登録安全工程師制度の課題と今後の制度整備・向上の方針について

IV. 標準化活動に向けて

 中国労働安全衛生協会（COSHA）との連携

 中国安全生産協会との連携
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付録資料

ヒアリング議事録

中華人民共和国 安全生産法

労災保険条例
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中国市場における機械安全推進体制に関する調査
日時 2011 年 2 月 25 日（金）13:00～16:15
場所 A 社
議題 中国における機械安全の現状に関して。

受領資料 A 社内事故報告フォーマット・国に対する事故報告フォーマット
事故発生時の連絡手順書

１．Ａ社に関して

 1994 年に 3 つの国から 5 つの会社による合弁企業として設立された。その中の 1 社

がアメリカの会社ということもあり、工場内の設備にアメリカ製品が多く見受けられ

た。

 社員数は 600 人程度である。

 2004 年に設備のオーバーホールを実施。

 2008 年に全設備のリスクアセスメントを完了させており、工場内の設備の近くにリス

クアセスメントの結果が掲示されている。また、危険性の高い事象についてはリスク

を回避・低減させるための手順が写真付きで示されている。

 2008 年以来、軽微な事故もなく連続操業 1117 日（2 月 25 日時点）。

２．機械安全への取り組みについて

 新しい設備を導入する際に、安全リスクについて分析を行う。リスク分析によって把

握された残留リスクに基づいてガード・カバー・緊急停止装置などの設置、指導書・

マニュアルの作成・オペレータの教育・試験などを行う。これらの一連の流れはＡ社

グループの社内基準によるものである。

 なお、リスク分析については、個別機器のリスク分析をした上で、業務フロー全体・

設置環境全体におけるリスクの分析を行っている。

 社内基準と中国国内基準について、どのように折り合いをつけるのか？という質問に

対して、社内基準の方が厳しい規格であることから社内基準を利用しており、中国政

府としてもそれについて了承・推奨している。

 A 社における設備の調達について、調達基準はなく機械メーカの信頼性（ブランド等

を加味）で判断している。設備調達の流れは次図のようになっており、現場の製造部

門から導入したい設備に関する要件を購買部門に連絡し、購買部門にて適した設備の

リストを作成する。作成されたリストの中から、設備を選定するのは設備部門（機械
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メンテナンス部門）の所掌となっている。

 なお、中国において安全性の欠落した機械は流通させてはいけないといった法律はあ

ると思うが、詳細は不明である。国によって安全基準が定められている場合、それを

下回る製品は許可されるべきではないと思う。

 設備の納入に際しては、設備部門の機械エンジニア・電気エンジニアによってそれぞ

れの観点から国の基準に適合しているかどうかをチェックし、主に安全面の観点から

安全部門（EHS）がチェックし、購買部門と併せて３つの部門の立会いによって検収

がなされる。なお、検収に際して不適合だった場合は、当然検収しない。

 設備の納入に際して、メーカからは詳細なリスクアセスメンとの結果が提出されるわ

けではなく、設備のリスクアセスメンとはユーザの責任であると考えている。

 事故が発生した場合、社内で事故原因の分析を行い、機械に過失があった場合はＡ社

がその企業を訴える枠組みになっている。労働者は保険が適用されることから訴訟は

しない。

 安全レベルに関して、グループ内でもダントツに良いこともあり、地域でも一級であ

ると自負している。

 総経理・副総経理も含めて経営層も深く関わっており、現場のチェックリストなども

含めた行動規範を規定しており、また、総経理は月に 1 度工場安全会議に出席、毎日

2 時間向上を巡回している。

３．機械安全に関わる行政および規制について

 安全生産監督管理局は、ここ 3 年近く事故がないということや管理局の人手不足とい

うこともあってか、これまで 4 年で 2 回しかきていない。監査に来る場合、監査員は
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3 人程度であり 1 人は技術者という構成になっている。

 事故を起している会社や危険性の高い会社に対して監査を実施していると考えられる。

 監査時に発見された違反に対するペナルティは、違反事項のカテゴリーによって異な

り、カテゴリーは法律・法規によって規定されている。

 安全生産監督管理局の監査員について、どのような特定のスキルを有しているかなど

は監査時に提示されているわけではないので不明であるが、スキルは高くコメント・

指摘は有益なものである。ただし、社内監査の方が厳しいと感じている。

 安全に対して、政府が提供する無料研修がある。

 機械安全への取組みによって、グループ企業としては報奨金といったインセンティブ

はあるが、税金が安くなるといった政策的な優遇措置はない。

 ただし、労災補償が安くなるといったインセンティブは存在する。

４．その他

 登録安全工程師制度があり、法律・法規、安全技術、事故解析、安全管理の 4 つの分

野からなる試験に合格しなければならない。合格するとデータベースに登録される。

 登録安全工程師の資格を有すると、転職に有利であり、給与も増える。

以上
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中国市場における機械安全推進体制に関する調査
日時 2011 年 2 月 28 日（月）13:00～16:00
場所 B 社
議題 中国における機械安全の現状に関して。

受領資料 技術開発地区における事故報告フォーマット
リスクアセスメントのフォーマット

１．B 社に関して

 国務院が批准した国家級開発区であり、杭州市の東方約 20 キロにある杭州経済技術

開発区に所在する。

 技術開発地区には、企業数：39 ヶ国/約 474 外資企業（日系企業：約 77 社）が存在す

る。

２．機械安全への取り組みについて

 B 社としては設備を導入して使用する立場であるが、導入に際しては会社のマネジメ

ント体系に則り設備を使用する部門から必要なスペック（カバー、保護装置など安全

に関する要件も含む）を提示し、生産技術部門が調達を行う。

 なお、当該設備について中国の法律・法規、GB 規格に基づいて安全面のチェックを

行い、リスクアセスメントを行う。リスクアセスメントを終えてから工場に設置され

ることとなる。

 なお、リスクアセスメントは、設備を使用する部門の担当者が行い、安全管理部門が

リスクアセスメントを監督する。

 また、設置された機械による生産開始の前に、生産技術部門・設備を使用する部門・

安全管理部門によるチェックを行う。

 設備の調達に関して、日本本社のものと全く同じというわけではなく、中国 OHSAS

で求められるものと日本・国際レベルで求められるものに差異があることもあり、濃

淡が異なっている。4 月以降は、日本本社の OHSAS 基準と比較して厳しいもの・レ

ベルの高いものに併せて社内基準にしていく予定である。

 国家の規制より、市や州・地区の方が厳しい場合がある。

 導入する機械について、日本の機械はメンテナンスや改善要求に対する対応が悪いこ

ともあり、ビジネスの観点から中国国内のものにシフトしている。特に成型・プレス

に関して言えば、1600t クラスのものもあり、中国のものでも日本のものと比較して
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差がないといえるレベルにまで来ていると認識している。

３．機械安全に関わる行政および規制について

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は、スタッフが 6 人であるが、工場監査はお

およそ 1 回／月であり、抜き打ちで行われるが、2～3 回／月のときもある。

 監査員は 2 名であるが、監査目的に応じて人員がアサインされており、技術者である。

6 人のスタッフで不足する場合は、外部の専門人材を連れてくる。

 昨年、技術開発地区の企業がリスクアセスメントによる自己診断した結果の自己申告

に基づき、杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は企業の安全性レベルを A～C ラ

ンクにランク付けしており（C の方がリスクの高い企業となる）、ランクの低いところ

を優先的に監査している。

 ランク C の企業にはランク A・B の会社の安全管理者も同行する。行政がやることで

あるため、企業側から拒否することはできない。

 監査した結果、現状が規制で求められているレベルに満たない場合、期間が定められ

て改善要求がなされる。改善要求への対応が終わったら、再度現場をチェックされる。

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局では、監査への同行や会議など安全管理者の

交流を促しており、安全に関する相談を無料ですることができる。安全管理者の協会

を設立することも検討されているが、まだ発足はしていない。

#安全管理者の交流としては、3 ヶ月に 1 度グループ企業内でも行っている。

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局は、Web システムを使いヒヤリハット情報と

どのように改善したかの情報を毎月報告させる取組みも行っており、技術開発特区内

の企業の安全の安全性の状況を把握・管理している。また、4 年前までは監査におい

て指摘事項だけであったが、最近ではどうすればいいといったアドバイスをするよう

になっている。

 杭州技術開発地区の安全生産監督管理局では、安全を促進させるために個人・企業別

に表彰制度を設立して、褒賞している。これは、国レベル、地方政府レベルで機械・

電子・化学等の各分野の安全生産標準化システムという表彰制度の一環である。

 毎年 3 月に安全計画や安全目標に対して、杭州技術開発地区の安全生産監督管理局と

企業側で安全責任協議書の締結を行う。

 企業が事故を起すと、企業の責任者（会長、社長、・・・）に対して、罰金（総収入の

最大 80%）・禁固刑が科せられる。また、その地区の行政役人の汚点になる。
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４．その他

 登録安全工程師制度があるが、浙江省では 2010 年 6 月以降に新しく設立された企業

の人材、または、それ以降に安全管理職に就いた人に必要な資格として義務付けられ

ている。

 登録安全工程師の資格を有すると、転職に有利であり、給与も増えるようになってい

くと考えられる。

 労災保険は前年の人件費の 0.9％～1.5％であるが、労災の賠償金は国家から支払われ

るものの、増額傾向にある。

以上
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中国市場における機械安全推進体制に関する調査
日時 2011 年 3 月 2 日（水）13:00～15:30
場所 C 社
議題 中国における機械安全の現状に関して。

受領資料 事故報告フォーマット（社内用）

１．C 社に関して

 深センに工場があり、8000 名の従業員（Worker は 7000 名ほど）がいる。

 1995年に設立し、2004年にOHSAS18001、2007年に ISO27001、2010年に ISO17025

を取得している。

２．機械安全への取り組みについて

 安全関連部署は CSR 部に所属しているが、安全は製造部門の現場レベルでのマネジ

メントで行い、CSR 部が統括しているという位置付けである。ちなみに、労働組合に

安全を担当する組織は存在しない。

 C 社としては設備を導入して使用する立場であるが、設備安全基準を有しており、安

全基準に照らし合わせて機械設備の導入を行っている。

 機械設備の導入の稟議に際して、安全管理部門のチェック・承認が必要となっている。

 導入する設備の使用条件に関する仕様は製造部門が、安全に関する仕様は CSR 部門

が決めている。

 なお、設備安全基準はグループ会社の基準と中国の基準を比較して、厳しい方を採用

している。

 安全に関する教育として 1 級～3 級があり、以下のようになっている。

1 級：CSR 部が担当する初級教育（基礎教育）、

2 級：部門が行う安全教育

3 級：現場で行う新人教育

 安全に関して、経営層も非常に重視しており、“安全第一”のもと、総経理以下マネー

ジャークラスは毎月安全会議に参加しており、毎週水曜日は 3 組に別れて工場を巡視

している。

３．機械安全に関わる行政および規制について

 市および鎮の安全生産監督管理局から、工場監査が行われ、おおよそ 2 ヶ月に 1 回で
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あるが一緒に来ることもあれば別々に来ることもある。

 監査時のコメントは専門的かつ有益であり、監査員・監査の質に満足している。

 監査時に違反があったからといって即罰金となるわけではなく、違反の軽重によって

対応が異なるが（軽：口頭で注意、重：書面での通知）、違反への対応を行い申請し、

現場チェックを受けるという流れになる。

 機械製造企業安全質量標準化等級評価制度において、1 級を取得したのは会社のレベ

ルをあげるため、地域のレベルを上げることが目的であり、税制待遇等のインセンテ

ィブはない。

 安全生産監督管理局が安全に関する無料講習を行ったり、地域の会社の安全管理者の

交流会を行ったりしている。

 労災予防先進企業として表彰されたこともあり、賞金５万元が授与されるなど、安全

への取組みを推奨する枠組みがある。

４．その他

 登録安全工程師制度があり、C 社でも 3 名取得している。登録安全工程師制度とは別

に安全主任という資格もあり、従業員の 0.4％以上配置しなければならないことにな

っている。月 200 元給料の上乗せをおこなっている。

 安全担当者のステータスは高い。

以上
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中華人民共和国 安全生産法

中華人民共和国主席令

第七十号

「中華人民共和国安全生産法」は、中華人民共和国第九回全国人民代表大会常務委員会第二十八

次会議で 2002 年 6 月 29 日に採択、公布され、2002 年 11 月 1 日から施行される。

中華人民共和国主席 江澤民

2002 年 6 月 29 日

目次

中華人民共和国主席令

第一章 総則

第二章 生産経営事業者の安全生産についての保障

第三章 従業員の権利と義務

第四章 安全生産の監督管理

第五章 生産安全事故の応急救助と調査処理

第六章 法的責任

第七章 付則

中華人民共和国安全生産法

（ 2002 年 6 月 29 日、第九回全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議にて採択）

第一章 総則

第一条 安全生産活動の監督管理を強化し、生産安全事故を防止、減少し、大衆の生命と財産の安全

を守って、経済発展を促進するため、この法律を制定する。

第二条 中華人民共和国領域内で生産経営活動に従事する事業者（以下生産経営事業者と言う）が行

う安全生産活動にこの法律が適用される。法律、行政法規で、消防安全と道路交通安全、鉄道交通安全、

水路交通安全、民間用航空安全に別の定めがある場合、その規定が適用される。

第三条 安全生産管理は、安全第一で、予防を主にする方針を堅持する。

第四条 生産管理事業者は必ずこの法律と他の安全生産に関する法規を遵守し、安全生産管理を強化

し、安全生産責任制度を作り、また完備し、安全生産の条件を整え、安全生産を確保しなければならない。

http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/1.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/2.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/3.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/4.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/5.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/6.html
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/china/law/production/7.html
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第五条 生産経営事業者の主な責任者は本事業の安全生産を全面的に担当する。

第六条 生産経営事業所の従業員は法律により安全生産についての保障を獲得する権利があるととも

に、法律により安全生産面の義務を履行しなければならない。

第七条 労働組合は、法律に従って職員と労働者を集め、本事業の安全生産の民主管理及び民主監督

に参加し、職員と労働者の安全生産面の合法的権益を守る。

第八条 国務院と地方の各級人民政府は安全生産業務の指導を強化し、関係する各事業者が法律によ

って安全生産監督管理の職務を履行することを支持、督促しなければならない。

県級以上の人民政府は、安全生産監督管理に存在する重大な問題を直ちに協議、解決しなければならない。

第九条 国務院の安全生産監督管理担当部門は、この法律に従って、全国の安全生産業務を総合的に

監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理担当部門はこの法律に従って、各自の行政

区域内の安全生産業務を監督管理する。

国務院関係部門はこの法律と他の関係法律、行政法規の規定に従って、各自の職務範囲内で、関係する安

全生産業務を監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の関係部門はこの法律と他の関係法規に従って、

各自の職責の範囲内で関係する安全生産業務を監督管理する。

第十条 国務院関係部門は安全生産についての保障の要求に基づいて、直ちに関係する国家基準或い

は業界基準を法律に従って制定するとともに、科学技術の進歩と経済発展に基づいて、直ちに修正しなけ

ればならない。

生産経営事業者は必ず法律に従って制定した安全生産についての保障の国家基準或いは業界

基準を実行しなければならない。

第十一条 各級人民政府及び関係部門は、多様な形式を採用して、安全生産に関わる法規及び安全生産知

識の宣伝を強化し、職員と労働者の安全生産意識を高めなければならない。

第十二条 法律により設立された安全生産のために技術サービスを提供する中間機関は、法律、行政法規

及び業務執行準則に従って、生産経営事業者からの委託を受け、その安全生産業務のために技術サービス

を提供する。

第十三条 国家は生産安全事故の責任を追及する制度を実施し、この法律と関係法規の規定により、生産

安全事故責任者の法的責任を追及する。

第十四条 国家は安全生産科学技術の研究と安全生産先進技術の普及と応用を奨励、支持し、安全生産水

準を高める。

第十五条 国家は安全生産条件の改善、生産安全事故の防止、応急救助の参加などに顕著な成績をあげた

部門及び個人に褒賞を与える。

第二章 生産経営事業者の安全生産についての保障

第十六条 生産経営事業者はこの法律と関係法律、行政法規及び国家基準或いは業界基準に規定した安全
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生産条件を整えなければならず、この安全生産条件を整えなければ、生産経営活動に従事してはならない。

第十七条 生産経営事業者の主要責任者は本事業の安全生産業務について以下の職責を負う：

（一） 本事業の安全生産責任制を設立し、健全化させること

（二） 本事業の安全生産規則制度と操作規程の制定を組織すること

（三） 本事業の安全生産活動の有効的実施を保証すること

（四） 本事業の安全生産業務を監督、検査し、直ちに生産安全潜在的危険を解決すること

（五） 本事業の生産安全事故応急救援計画を制定し、実施すること

（六） 直ちに、かつ実情のままに生産安全事故を報告すること

第十八条 生産経営事業者が整えるべき安全生産条件に必要な投資資金は、生産経営事業者の政策決定機

関、主要責任者、或いは個人経営の投資家が保証するとともに、安全生産に必要な投資資金の不足により

惹起する結果への責任を負う。

第十九条 鉱山、建築施工部門及び危険物の生産、経営、保管部門は安全生産管理機関を設置するか、或

いは専任の安全生産管理者を配置しなければならない。

前項の規定以外の生産経営事業者で、従業員人数が三百人以下であれば、安全生産管理機関

を設置するか、或いは専任の安全生産管理人員を配置しなければならない。また、従業員人数が三百人を

超えていれば、専任或いは兼任の安全生産管理者を配置するか、或いは国家が規定した関係する専門技術

資格を有する工事技術者に安全生産管理サービスの提供を委託しなければならない。

前項規定に従って、生産経営事業者が工事技術者に安全生産管理サービスを委託する場合も、

この事業者が安全生産についての保障の責任を負う。

第二十条 生産経営事業者の主要責任者と安全生産管理者は、必ず本事業の生産経営活動に応じた安全生

産知識と管理能力を備えなければならない。

危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生管理者は、

関係する主管部門がその安全生産知識と管理能力を審査し、合格後に始めて任命される。審査は料金を徴

収してはならない。

第二十一条 生産経営事業者は、従業員に安全生産教育と訓練を行い、従業員が必要な安全生産知識を備

え、関係する安全生産規定制度と安全操作規程を熟知し、本職場の安全操作技能を把握することを保障し

なければならない。安全生産教育と訓練に合格できなかった従業員は、職に就いてはならない。

第二十二条 生産経営事業所が新労働·方法、新技術、新材料或いは新設備を採用する際、必ずその安全

技術特性を理解、把握し、有効な安全防備と保護措置を講ずるとともに、従業員に対し専門的な安全生産

教育と訓練を行わなければならない。

第二十三条 生産経営事業所の特殊作業員は、必ず関係する国家規定により、専門的な安全作業訓練を受

け、特殊作業操作資格証を取得した後にはじめて、職に就いて作業しなければならない。
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特殊作業者の範囲は、国務院安全生産監督管理の担当部門が国務院関係部門と連携·共同

して確定する。

第二十四条 生産経営事業者の新築、改築、増築の工事事項（以下建設事項と言う）の安全施設は、必ず

主題工程と同時に設計、工事し、同時に生産、使用しなければならない。安全施設の投資は建設事項概算

に入れる。

第二十五条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項は、それぞれ関係する国家規定により、安

全条件の論証及び安全評価を行わなければならない。

第二十六条 建設事項の安全施設の設計者、設計事業者は安全施設の設計に責任を負わなければならない。

鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の安全施設設計は、関係する国家規定によ

り、関係部門に報告し審査を受けなければならないし、審査部門及びその審査の責任者は審査結果に責任

を負う。

第二十七条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の施行事業者は、必ず認可された安全施設

設計により施行するとともに、安全施設の工程、品質に責任を負わなければならない。

鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用する前に、必ず

関係する法律、行政法規の規定に従って、安全施設の検収を受け、検収に合格した後にはじめて生産或い

は使用することができる。検収部門及びその検収者は検収結果の責任を負う。

第二十八条 生産経営事業者は比較的危険要素が大きい生産経営場所と関係する施設、設備に、明解な安

全警告標識を設置しなければならない。

第二十九条 安全設備の設計、製造、据付、使用、検査、補修、改造及び廃棄処分は、国家基準或いは業

界基準に適合しなければならない。

生産経営事業者は、必ず安全設備を経常的に維持·保護、手入れし、定期的に検査し、正常

な運転を保障しなければならない。維持·保護、手入れ、検査は記録を付け、関係者がサインしなければ

ならない。

第三十条 生産経営事業者が使用する生命の安全に係わる、危険性が比較的大きい特殊設備、及び危険

物の容器、運送手段は、必ず関係する国家規定に従って、専門の生産者が生産し、専門的資質のある検査

·測定機関の検査·測定で合格し、安全使用証或いは安全標章を取得した後にはじめて使用できる。検査·

測定機関は検査·測定の結果に責任を負う。

生命の安全に係わる危険性の比較的大きい特殊設備の目録は、国務院の特殊設備の安全監督

管理を担当する部門が制定し、国務院に報告し認可を受けてから執行される。

第三十一条 国家は生産安全に厳重な危険を与える労働·方法·技術と設備について、淘汰制度を実施する。

生産経営事業者は国家が明記に淘汰、使用禁止を命じた、生産安全に危険を与える労働·方

法·技術や設備を使用しではならない。
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第三十二条 危険物の生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分は、関係主管部門がそれらに対応す

る法規の規定と国家基準或いは業界基準によって審査許可するとともに、監督管理する。

危険物を生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分する生産経営事業者は、必ず関係す

る法規と国家基準或いは業界基準を執行し、専門の安全管理制度を設立し、確実な安全措置を講じ、関係

する主管部門が法律に基づいて実施する監督管理を受けなければならない。

第三十三条 生産経営事業者は重大な危険源を記録し、保存書類を作り、定期的に検査、評価、監督·規

制するとともに、応急の予備計画を制定し、従業員と関係者に、緊急の場合講ずるべき応急措置を知らせ

なければならない。

生産経営事業者は関係する国家の規定に従って、本事業者の重大な危険源及びそれへの安全

措置、応急措置を、関係する地方人民政府の安全生産監督管理の担当部門と関係部門が記録するために、

申告しなければならない。

第三十四条 危険物を生産、経営、保管、使用する作業場、商店、倉庫は、従業員の宿舎と同じ建物内に

あってはならないし、従業員の宿舎から安全な距離を保たなければならない。

生産経営場所と従業員の宿舎には、緊急避難指示に適合する、標識が明解で、滞りなく通じ

る出口を設置しなければならない。生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖、断することを禁止する。

第三十五条 生産経営事業者は爆破や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業

を行う際に、専門者を現場に配置し、安全管理を行い、操作規程の遵守と安全措置の遂行を確保しなけれ

ばならない。

第三十六条 生産経営事業者は従業員に本事業の安全生産規定制度と安全操作規程を厳格に実行するよ

うに教育、督促しなければならず、従業員に作業場と業務で存在する危険要素、防備措置及び事故の応急

措置を実情のまま告知しなければならない。

第三十七条 生産経営事業者は従業員に、国家基準或いは業界基準に符号する労働安全衛生保護具を必ず

提供するとともに、従業員が使用規則によって着用、使用することを監督し、教育しなければならない。

第三十八条 生産経営事業所の安全生産管理者は、本事業の生産経営特徴に基づいて、安全生産状況を経

常的に検査し、検査中発見した安全問題は直ちに処理しなければならない。処理できないのは、直ちに本

事業者の関係する責任者に報告しなければならない。検査及び処理状況は記録を付けて書類として保存し

なければならない。

第三十九条 生産経営事業者は労働安全衛生保護具の配置と安全生産訓練に必要な経費を整えなければ

ならない。

第四十条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で生産経営活動を行う際、相手の生産安全に危

険を与える恐れがある場合、安全生産管理協定を締結し、それぞれの安全生産管理の職責と講ずるべき安

全措置を明確にし、また専門の安全生産管理者を指定して、安全検査と協議を行わなければならない。
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第四十一条 生産経営事業者は、生産経営事項、場所、設備を安全生産条件或いは応じる資質のない事業

者、或いは個人に請負若しくは貸し出してはならない。

生産経営事項や、場所について下請け業者、借り受け業者が多数である場合、生産経営事業

者は、下請け業者、借り受け業者と専門的な安全生産管理協定を締結するか、或いは下請け契約、賃借契

約の中で、それぞれの安全生産管理の職責を締結しなければならない。生産経営事業者は下請け業者、借

り受け業者の安全生産活動を統一的に協議、管理する。

第四十二条 生産経営事業所で重大な生産安全事故が発生した際、事業の主要責任者は直ちに緊急救助し

なければならず、事故の調査処理期間中、無断で職場を離れてはならない。

第四十三条 生産経営事業者は法律により、労働災害保険に加入し、従業員のため保険料を納付しなけれ

ばならない。

第三章 従業員の権利と義務

第四十四条 生産経営事業者と従業員が締結する労働契約には、従業員の労働安全の保障、職業危険の防

止に関する事項、及び法律に従って従業員の労働災害保険を取り扱う事項を明記しなければならない。

生産経営事業者は従業員と、いかなる形式であれ、協定を締結して、生産経営事業者が従

業員の安全生産死亡事故で法律により負うべき責任を免除或いは軽減してはならない。

第四十五条 生産経営事業所の従業員は作業場と職場に存在する危険要素、防備措置及び事故の応急措置

を尋ねる権利があるとともに、本事業者の安全生産業務に意見を提出する権利がある。

第四十六条 従業員は本事業の安全生産業務に存在する問題を指摘、通告、告発する権利があるし、法規

に違反する指揮や、冒険的な作業の強制命令を拒絶する権利がある。

生産経営事業者は従業員が本事業の安全生産業務を指摘、通告、告発し、或いは法規に違反

する指揮と冒険的作業の強制命令を拒絶するという理由で、その従業員の給料、福祉等の待遇を減したり、

或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十七条 従業員は人身の安全に直接的危険を与える緊急情況を発見した場合、作業を停止するか、或

いは可能な応急措置を採った後、作業場を退避する権利がある。

生産経営事業者は従業員が前項の緊急情況にある場合、作業を停止するか、或いは応急退避

措置を採ったことを理由に、従業員の給料、福祉等の待遇を減らしたり、或いは従業員と締結した労働契

約を解除してはならない。

第四十八条 生産安全事故で損害を受けた従業員は、法律により労働災害保険を受ける以外に、関係する

民事法律により賠償を求める権利がある場合には、本事業者に賠償を要求する権利がある。

第四十九条 従業員は作業中、本事業者の安全生産の規定制度と操作規程を厳格に遵守し、管理に従い、

労働安全衛生保護具を正確に着用、使用しなければならない。

第五十条 従業員は安全生産教育と訓練を受け、担当の職務作業に必要な安全生産知識を習熟し、安全生
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産技能を高め、事故防止と応急処理能力を高めなければならない。

第五十一条 従業員は事故の潜在的危険やその他の不安全要素を発見したら、直ちに現場の安全生産管理

者、或いは本事業者の責任者に報告しなければならないし、この報告を受けた者は直ちに処理しなければ

ならない。

第五十二条 労働組合は建設事項の安全施設と主題工程を同時に設計し、同時に施工、同時に生産と使用

することを監督し、意見を提出する権利がある。

労働組合は生産経営事業者が、安全生産法規に違反して、従業員の合法的権益を侵す行為を

正すように要求する権利があるし、生産経営事業者が法規に違反する指揮と冒険的作業を強制命令するこ

とを発見、或いは事故の潜在的危険を発見した場合、解決の提案を行う権利があるし、これにたいして、

生産経営事業者は直ちに研究応答しなければならない。労働組合は従業員の生命安全に危険を及ぼす情況

を発見した場合、生産経営事業者に従業員を誘導し危険場所から退避させる提案をする権利があるし、生

産経営事業者は必ず直ちに処理しなければならない。

労働組合は法律により事故調査に参加し、関係部門に処理の提案を提出し、また関係者の責

任追及を要求する権利がある。

第四章 安全生産の監督管理

第五十三条 県級以上の地方の各級人民政府は、本行政区域内の安全生産状況に基づいて、関係する部門

の業務を職責により分担させ、本行政区域内で重大な生産安全事故が起り易い生産経営事業者について、

厳格な検査を行い、また事故の潜在的危険を発見したら、直ちに処理しなければならない。

第五十四条 この法律の第九条の規定により、安全生産について監督管理の職責を負う部門（以下安全生

産監督管理の職責を負う部門という）は、関係する法規の規定に基づいて、安全生産に関わる事項の審査

や許可（批准、認可、許可、登記、認証、証書免状の交付等を含む、以下同じ）、或いは検収が必要な際

には、必ず厳格に関係法規と国家規準、或いは業界基準で規定された安全生産条件と順序に基づいて審査

を行い、また関係法規と国家基準、或いは業界基準に規定された安全生産条件に適合しなければ許可或い

は検収を通してはならない。法律による許可の取得或いは検収に合格しなかったにも関わらず、無断で関

係する活動に従事する者にたいしては、行政審査許可部門が発見するか、或いは告発を受けた後に、直ち

に取り締まり、法律によって処理しなければならない。法律によりすでに許可を取得した事業者にたいし、

安全生産条件を整えていないことを行政審査許可部門が発見した場合は、元の許可を取り消さなければな

らない。

第五十五条 安全生産監督管理の職責を負う部門は安全生産に関わる事項を審査、検収する際、料金を徴

収してはならないし、審査、検収を受ける事業者に自分が指定するメーカー或いは指定する生産、販売事

業者の安全設備、機材或いは他の製品を購入するように要求してはならない。

第五十六条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、法律により生産経営事業者の安全生産に関する法規
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と国家基準、或いは業界基準の執行状況を監督、検査し、以下の職務上の権利を行使する：

（一） 生産経営事業所に入り、検査を行い、関係資料を取り寄せて読み、関係事業者と人員に状況を尋

ねる。

（二） 検査で発見した安全生産違法行為は、その場で正すか、或いは期限付きでの改正を要求する。法

律により行政処罰を与えるべき行為には、この法律と他の関係法律、行政法規の規定に基づいて行政処罰

を決定する。

（三） 検査で事故の潜在的な危険を発見した場合、直ちに排除するよう命じなければならないし、重大

な事故の潜在的な危険の排除以前、或いは排除の過程で安全を確保できなければ、危険区域内の作業員を

退避させ、一時的に生産停止、営業停止或いは使用停止を命じなければならない。重大な事故の潜在的な

危険を排除した後に、審査の同意を得た上、生産経営活動と使用を回復することができる。

（四） 根拠に基づいて安全生産についての保障の国家基準或いは業界基準に適合していないと思われる

施設、設備、機材を差し押さえ、封印するか、或いは押収するとともに、十五日以内に法律による処理を

決定しなければならない。

監督検査は検査される事業者の正常な生産経営活動に影響を与えてはならない。

第五十七条 生産経営事業者は安全生産監督管理の職責を負う部門の監督検査員（以下安全生産監督検査

員という）の法律に基づく監督検査職務の履行に協力しなければならないし、これを拒絶したり、妨害し

てはならない。

第五十八条 安全生産監督検査員は職務に忠実に、原則を堅持し、公平に法律を執行しなければならない。

安全生産の監督検査員は監督検査任務を執行する際、必ず有効な監督法律の執行であること

の証明書を提出し、また検査を受ける事業者の技術的秘密と業務上の秘密を保たなければならない。

第五十九条 安全生産監督検査員は検査の時間、場所、内容、発見した問題とその処理状況について、記

録書類を作り、これに検査員と検査を受ける事業者の責任者がサインしなければならないし、検査を受け

る事業者の責任者がサインを拒否する場合には、検査員は状況を記録して保存するとともに、安全生産監

督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。

第六十条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、監督検査でお互いに協力し、共同で検査を実施し、ま

た明確に分別して検査する必要があれば、お互いの状況を通報し合わなければならない。発見した安全問

題を他の関係部門が処理すべきであれば、直ちに他の関係部門に移送し、記録を付けて参考に備え、移送

を受けた部門は直ちに処理しなければならない。

第六十一条 監査機関は行政監査法の規定に基づいて、安全生産監督管理の職責を負う部門及びその勤務

員が安全生産監督管理の職責を履行することを監査する。

第六十二条 安全評価、認証、検査測定、検定を引き受ける機関は、国家が規定する資質条件を整えなけ

ればならないし、自らが出した安全評価、認証、検査測定、検定の結果に責任を負う。
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第六十三条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、通告制度を設立し、通告の電話番号、ポスト或いは

メールアドレスを公開し、安全生産に関する通告を受理しなければならない。受理した通告事項は調査で

確かめ、書面資料を作り、整理と改善措置が必要であれば、関係責任者に報告しサインをもらって、実行

を監督しなければならない。

第六十四条 いかなる事業者、或いは個人も、事故の潜在的な危険、若しくは安全生産の違法行為につい

て、安全生産監督管理の職責を負う部門に報告或いは通告する権利がある。

第六十五条 住民委員会、村民委員会は、その所在区域内の生産経営事業者に事故の潜在的な危険がある

か、或いは安全生産違法行為があることを発見した場合、その地方の人民政府或いは関係部門に報告しな

ければならない。

第六十六条 県級以上の各級人民政府及びその関係部門は、重大事故につながる潜在的な危険の報告或い

は安全生産違法行為の通告に、功労を挙げた者に褒賞を与える。具体的な褒賞方法は国務院の安全生産監

督管理の担当部門が国務院財政部門と連携·共同して制定する。

第六十七条 新聞、出版、放送、映画、テレビなどの事業者は、安全生産宣伝教育を行う義務があり、安

全生産法規に違反する行為を輿論監督する権利がある。

第五章 生産安全事故の応急救助と調査処理

第六十八条 県級以上の地方各級人民政府は、関係部門を集め、本行政区域内の特別に重大な生産安全事

故の応急救助予備計画を制定し、応急救助システムを設立する。

第六十九条 危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は応急救助組織を設立しなけれ

ばならないし、生産経営規模が比較的小さくて、応急救助組織を設立しなくでもよい場合は、兼任の応急

救助員を指定しなければならない。

危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は必要な応急救助機材、設備を

配置するとともに、経常的に維持·保護、補修をし、正常な運転を確保しなければならない。

第七十条 生産経営事業所の生産安全事故発生後、事故現場の関係者は直ちに本事業者の責任者に報告し

なければならない。

事業者の責任者は事故の報告を受けた後、迅速に有効な措置を採り、緊急救助の作業を手配

し、事故の拡大を防止し、死亡者と財産の損失を減少させるとともに、国家の関係する規定に従って、直

ちに、実情のままその地方の安全生産監督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。隠蔽して報

告しなかったり、偽って報告したり或いは期日を延ばして報告しないことをしてはならないし、故意に事

故現場を破壊し、関係証拠を隠滅してはならない。

第七十一条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、事故の報告を受けた後、直ちに国家の関係する規定

により事故情況を上級部門へ報告しなければならない。安全生産監督管理の職責を負う部門と関係地方人

民政府は、事故の状況を隠して報告しなかったり、偽って報告したり、期日を延ばして報告しなかったり
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してはならない。

第七十二条 関係する地方人民政府と安全生産監督管理の職責を負う部門の責任者は、重大な生産安全事

故の報告を受けた後、直ちに事故現場に駆けつけ、事故緊急救助を手配しなければならない。

第七十三条 事故の調査処理は事実に基づいて正しく行動するという原則と、科学を尊重するという原則

に基づいて、直ちに、正確に事故原因を調査し、事故の原因と責任を明確にし、事故の教訓を総括し、整

理と改善の措置を提出するとともに、事故の責任者に処理についての意見を提出しなければならない。事

故調査と処理の具体的な方法は国務院が制定する。

第七十四条 生産経営事業所で生産安全事故が発生した後、調査により責任ある事故である確定したら、

事故発生事業者の責任を調査し、明確にし、法律により追及するだけでなく、安全生産の事項に関して審

査許可と監督の職責を負う行政部門の責任も調査、明確にし、職責を尽くさなかったか、或いは汚職行為

があれば、この法律の第七十七条の規定に基づいて法的責任を追及する。

第七十五条 いかなる事業者、個人も、法律に基づく事故の調査処理を妨害、干渉してはならない。

第七十六条 県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理を担当する部門は、定期的に本行政区域内

の生産安全事故の発生状況の統計を作成し、定期的に社会に公布しなければならない。

第六章 法的責任

第七十七条 安全生産監督管理の職責を負う部門に勤務する者は、以下の行為のいずれかある場合、降格

するか或いは免職の行政処分を行い、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追

及する。

（一） 法律で定められた安全生産条件に適合していない、安全生産に関わる事項を許可、或いは検収を

通すこと

（二） 法律による許可、検収を通していない事業者が、無断で関係する活動に従事することを発見した

り、或いは通告を受けたにもかかわらず、取り締まらないか、或いは法律による処理をしないこと

（三） 法律によってすでに許可を受けた事業者にたいし、監督管理の職責を履行せず、その事業者が安

全生産条件を整えていないのを発見したにもかかわらず、元の許可を取り消さないか、或いは安全違法行

為を発見したにもかかわらず、調査処理を行わないこと

第七十八条 安全生産監督管理の職責を負う部門が、審査、検収を受ける事業者に、指定した安全設備、

機材或いは他の製品を購入するように要求するか、或いは安全生産事項の審査や、検収の費用を受け取っ

た場合は、その上級機関或いは監査機関は是正と受け取った費用の返還を命じ、状況が重大であれば、直

接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対し、法律による行政処分を行う。

第七十九条 安全評価、認証、検査測定、検定の機構が、偽りの証明を行い、犯罪になる場合には、刑法

の関係する規定により刑事責任を追及するか、刑事処罰に当たらない場合には、違法所得を没収し、違法

所得が五千元以上の場合、没収とともに違法所得の二倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか
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或いは違法所得が五千元未満の場合、五千元以上、二万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の

没収とともに五千元以上、二五万元以下の罰金を課する。他人に損害を与えた場合、生産経営事業者と共

に、連帯賠償責任を負う。

前項の違法行為を行った機関にたいしては、応する資格を撤回し取り消す。

第八十条 生産経営事業者の政策決定機関、主要責任者、個人経営の投資家が、この法律に定められた安

全生産に必要な投資資金を保証せず、生産経営事業者が安全生産条件を整えられなかった場合、期限付き

で改正して、必要な資金を提供することを命じ、期限が過ぎでも改正しない場合には、生産経営事業者に

生産停止、営業停止、整理を命ずる。

前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規

定により刑事責任を追及し、刑事処罰に当たらない場合には、生産経営事業者の主要責任者には免職処分

にし、個人経営の投資者を二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

第八十一条 生産経営事業者の主要責任者がこの法律に定められた安全生産管理の職責を履行しなかっ

た場合、期限付きに改正することを命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産経営事業者に生産停止、

営業停止、整理を命ずる。

生産経営事業者の主要責任者が前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪にな

る場合には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及し、刑事処罰にならない場合には、免職、或い

は二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

生産経営事業者の主要責任者が前項の規定による、刑事罰或いは免職処分を受けた場合、

刑罰の執行完了日或いは処分を受ける日から、五年内は、いかなる生産経営事業者の主要責任者を担当し

てはならない。

第八十二条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも

改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命じるとともに、二万元以下の罰金を課することができる

（一） 規定による安全生産管理機関を設置、或いは安全生産管理者を配置しないこと

（二） 危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生産管理者が規

定による審査に合格しないこと

（三） この法律の第二十一条、第二十二条の規定に定められた、従業員に対する安全生産教育と訓練を

行わないこと、或いはこの法律の第三十六条に規定による、従業員に安全生産に関する事項を実情のまま

知らせないこと

（四） 特殊作業員が規定に定めてある専門の安全作業訓練を受け、特殊作業の操作資格証明書を取得せ

ずに、職に就いて作業すること

第八十三条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きの改正を命じ、期限が過ぎでも

改正しなければ、建設の停止、或いは生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、五万元以下の罰金を課
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することができるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責

任を追及する。

（一） 鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項に安全施設の設計がないこと、若しくは安

全施設の設計が規定による関係部門の審査の同意を受けてないこと

（二） 鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項の施工事業者が、許可を受けた安全施設設

計に基づいて施工をしていないこと

（三） 鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用の前に、安全施

設の検収合格を受けてないこと

（四） 比較的大きい危険要素のある生産経営場所、或いは関係する施設、設備に明解な安全警告標識を

設置しないこと

（五） 安全設備の据付、使用、検定、改造や廃棄が、国家基準或いは業界基準に適合しないこと

（六） 安全設備について、経常的な維持·保護、補修と定期検定をしていないこと

（七） 従業員に国家基準或いは業界基準に適合する労働安全衛生保護具を提供しないこと

（八） 特殊設備及び危険物の容器、運送手段を、専門資質のある機関の検査、検定の合格を取得してお

らず、安全使用証或いは安全標章を取得せず、使用すること

（九） 国家が淘汰、使用禁止を明確に命じた、生産安全に危険を与える労働·方法·技術や設備を使用す

ること

第八十四条 法律による許可を受けず、無断で危険物を生産、経営、保管すれば、その違法行為の停止を

命ずるか、或いは閉鎖し、違法所得を没収する。違法所得が十万元以上であれば、違法所得の没収ととも

に、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が十万元未満であ

れば、二万元以上、十万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の没収とともに、二万元以上、十

万元以下の罰金を課する。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事

責任を追及する。

第八十五条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為がある場合には、期限付きで改正を命じ、期限が過

ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、二万元以上、十万元以下の罰金を課

することができる。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を

追及する。

（一） 危険物の生産、経営、保管、使用で、専門の安全管理制度を設立せず、確実な安全措置を講じて

ない、あるいは関係主管部門が法律により実施する監督管理を受けないこと

（二） 重大な危険源を記録して保存書類を作っていないか、或いは評価、監督·規制を行っていない、

或いは応急予備計画を制定していないこと

（三） 爆発や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業をする際、専門的管理
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者を手配し、現場の安全管理をしないこと

第八十六条 生産経営事業者が生産経営事項、場所、設備を安全生産条件、或いは相応する資質を備えて

ない事業者や、個人に請け負わせたり、或いは貸し出す場合、期限付きの改正を命じ、違法所得を没収す

る。違法所得が五万元以上であれば、違法所得を没収するとともに、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰

金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が五万元未満であれば、違法所得を没収するか、或いは違

法所得を没収するとともに一万元以上、五万元以下の罰金を課する。生産安全事故を引き起こし、他人に

損害を与えた場合、下請け事業者、借り受け事業者と連帯賠償責任を負う。

生産経営事業者が下請け事業者、借り受け事業者と専門的な安全生産管理協定を締結して

ないか、或いは下請け契約、貸し出し契約で各自の安全生産管理職責を明記していない、或いは下請け事

業者、借り受け事業者の安全生産を統一的に協議、管理していない場合、期限付きでの改正を命じ、期限

が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずる。

第八十七条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で、相手の安全生産に危険を及ぼす可能性の

ある生産経営活動を行う際、安全生産管理協議を締結せず、或いは専任の安全生産管理者を指定して安全

検査と協議を行ってない場合、期限付きでの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営

業停止を命ずる。

第八十八条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも

改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、

刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

（一） 危険物を生産、経営、保管、使用する現場、商店、倉庫と従業員の宿舎が同じ建物内にあるか、

或いは従業員の宿舎との距離が安全要求に適合していないこと

（二） 生産経営場所と従業員の宿舎に緊急避難指示に適合する、標識が明解な、滞りなく通じる出口を

設置していない、或いは生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖たり、断すること

第八十九条 生産経営事業者が従業員と協定を締結して、従業員が生産安全事故で死亡した場合に負うべ

き責任を、免除或いは軽減すれば、その協定は無効であり、また生産経営事業者の主要責任者、個人経営

の投資家に二万元以上、十万元以下の罰金を課する。

第九十条 生産経営事業者の従業員が管理に従わず、安全生産規定制度若しくは操作規程に違反した場合、

生産経営事業者が指摘、教育し、関係する規定制度により、処分をする。重大な事故を引き起こし、犯罪

になれば、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

第九十一条 生産経営事業者の主要責任者が本事業所で重大な生産安全事故が起きた際、直ちに緊急救助

を手配せず、事故の調査処理期間中に無断で職務を離れたり、或いは逃亡して行方をくらませば、降格、

免職の処分を与え、逃亡して行方をくらます者にたいしては、十五日以下の拘留をし、犯罪に当たる場合

には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及する。
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生産経営事業者の主要責任者が生産安全事故を隠蔽し報告せず、偽って報告するか或いは

期日を延ばして報告しなければ、前項の規程により処罰する。

第九十二条 関係する地方人民政府、安全生産監督管理の職責を負う部門が、生産安全事故を隠蔽して報

告せず、偽って報告するか或いは期日を延ばして報告しない場合、直接責任を負う主管者と他の直接責任

者にたいし、法律による行政処分を与え、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って刑事責任を

追及する。

第九十三条 生産経営事業者がこの法律と他の関係する法律、行政法規と国家基準或いは業界基準で定め

る安全生産条件を整えず、生産停止、営業停止、整理の後でも安全生産条件を整えなければ、閉鎖し、関

係部門は法律に基づいて、関係する書類·許可証を取り消さなければならない。

第九十四条 この法律で定められた行政処罰は、安全生産監督管理の担当部門が決定し、閉鎖の行政処罰

については、安全生産監督管理の担当部門が県級以上の人民政府に報告し、国務院で定められた権限によ

り決定し、拘留の行政処罰は公安機関が、治安管理処罰条例の規定に従って決定する。行政処罰の決定機

関について関係法律、行政法規に、別の定めがあれば、その規定が適用される。

第九十五条 生産経営事業所で生産安全事故が発生し、人員の死亡や、他人の財産の損失がある場合には、

法律によって賠償責任を負わなければならないし、それを拒否或いは逃亡して行方をくらました者にたい

しては、人民裁判所が法律に基づいて強制的に執行する。

生産安全事故の責任者が法律による責任を負わず、人民裁判所が法律による執行措置を採

った後にも、被害者に十分な賠償ができない場合に、引き続き賠償の義務を履行しなければならないし、

被害者が責任者に他の財産があることを発見し場合には、随時に人民裁判所に執行を求めることができる。

第七章 付則

第九十六条 この法律の以下の用語の意義：

危険物とは、爆発性の物質、発火性の物質、危険化学製品、放射性物質等、人身の安全と財

産に危険を及ぼす恐れがあるものをいう。

重大危険源とは、長期的或いは臨時的に危険物を生産、運送、使用或いは保管し、かつ危険

物の数が臨界量の単位と同じか、或いはそれを上回るものをいう（場所と施設を含む）。

第九十七条 この法律は 2002 年 11 月 1 日から施行される。
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労災保険条例

（2003 年 4 月 27 日中華人民共和国国務院令第 375 号公布 2010 年 12 月 20 日『国務

院の「労災保険条例」の改定について』」により改定）

第一章 総 則

第一条 業務上の事由で事故に遭い負傷したか、または職業病に罹った従業員が治療と経済的補償を得られることを保障し、

労災の予防及び職業リハビリテーションを促進し、雇用主の労災リスクを分散するために、本条例を制定する。

第二条 中華人民共和国国内の企業、事業所、社会団体、民間非企業団体、基金会、弁護士事務所、会計士事務所等の組織及

び従業員を雇用している個人経営商工業者（以下雇用主と称する）は、本条例の規定に従い労災保険に加入し、当該事業所の

全ての職員または労働者（以下従業員と称する）につき労災保険料を納付しなければならない。

中華人民共和国国内の企業、事業所、社会団体、民間非企業団体、基金会、弁護士事務所、会計士事務所等の組織の従業員

及び個人経営商工業者の従業員は、いずれも本条例の規定により労災保険給付を受ける権利を有する。

第三条 労災保険料の徴収と納付は『社会保険料徴収納付暫定条例』の基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料の徴収

納付に関する規定により執行する。

第四条 雇用主は、労災保険加入に関する状況を当該事業所内で公表しなければならない。

雇用主及び従業員は、安全生産及び職業病の防止に関連する法律法規を遵守し、安全衛生の規定と基準を執行し、労災事故

の発生を予防し、職業病のリスクを回避し減少させなければならない。

従業員に労災が発生したときは、雇用主は被災従業員が速やかに応急処置を受けられるように措置を講じなければならない。

第五条 国務院社会保険行政部門は、全国の労災保険業務を担当する。

県級以上の地方各級人民政府の社会保険行政部門は、当該行政区域内の労災保険業務を担当する。

社会保険行政部門が国務院の関連する規定に従って設立した社会保険担当機構（以下担当機構と称する）は、実際の労災保

険事務を担当する。

第六条 社会保険行政部門等の部門は、労災保険の政策、基準を制定し、労働組合、雇用主の代表者の意見を聴取しなければ

ならない。

第二章 労災保険基金

第七条 労災保険基金は、雇用主が納付する労災保険料、労災保険基金の利息及び法により労災保険基金に納付するその他の

資金により構成される。

第八条 労災保険料は、支出により収入を決め、収支の均衡を保つという原則に基づいて料率を確定する。

国は、業種毎の労災リスクの程度に基づいて業種別の料率を定め、また、労災保険料の使用や労災の発生率等の状況に基づ

いて、各業種の中でいくつかの料率の等級を定める。業種別の料率及び業種内の料率の等級は、国務院社会保険行政部門が制
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定し、国務院の承認を受けた後公布し施行する。

当該地区の担当機構は、雇用主の労災保険料の使用、労災発生率等の状況に基づいて、その属する業種内の適切な比率等級

を適用して事業所の納付費用の料率を決定する。

第九条 国務院社会保険行政部門は、全国の各当該地区の労災保険基金の収支状況を定期的に調査して、速やかに業種別料率

と業種内料率等級の調整案を提出し、国務院の承認を受けた後公布し施行しなければならない。

第十条 雇用主は、期日通りに労災保険料を納付しなければならない。従業員個人は労災保険料を納付しない。

雇用主が納付する労災保険料の金額は、当該事業所の従業員給与総額に事業所の納付比率を乗じた金額とする。

給与総額に基づいて労災保険料を納付することが困難な業種については、国務院社会保険行政部門がその労災保険料の具体

的な納付方法を定める。

第十一条 労災保険基金は、省級での統括を段階的に実施する。

地区がまたがり、生産の流動性が大きい業種は、相対的集中方式を採用して遠隔地で当該地区の労災保険に加入することが

できる。具体的な規則は、国務院社会保険行政部門が関連する業種の主管部門と共に制定する。

第十二条 労災保険基金は社会保障基金財政専用口座に預け入れ、本条例で規定する労災保険の給付、労働能力鑑定、労災予

防の宣伝、教育訓練費用、及び法律、法規で規定する労災保険を使用するその他の費用に用いる。

労災予防費用の控除比率、使用及び管理についての具体的な規則は、国務院社会保険行政部門が国務院財政部門、衛生行政

部門、安全生産監督管理部門等の部門と共に制定する。

如何なる事業所または個人も、労災保険基金を投資運営、事務施設の建設または改築、奨励金の支給、またはその他の用途

に流用してはならない。

第十三条 労災保険基金から一定の比率で準備金を留保し、当該地区の重大事故の労災保険給付の支払いに充てなければなら

ない。準備金が支払いに足りない場合、当該地区の人民政府が立て替え払いをする。準備金が基金総額に占める具体的な比率

及び準備金の使用規則は、省、自治区、直轄市の人民政府が定める。

第三章 労災認定

第十四条 従業員に下記の状況の一つがあれば、労災と認定しなければならない。

（一）勤務時間中及び勤務場所において、業務上の事由により事故に遭い負傷したとき。

（二）業務時間の前後に勤務場所において、業務と関係のある準備または片づけを行っていて事故に遭い負傷したとき。

（三）勤務時間中及び勤務場所において、業務上の職責を履行したことにより暴力を受けるなど不慮の負傷をしたとき。

（四）職業病に罹患したとき。

（五）業務による外出中に、業務上の事由により負傷した時、または事故の発生により行方不明になったとき。

（六）通勤途中に、本人が主な原因ではない交通事故に遭ったとき、または都市軌道交通、旅客フェリー、汽車の事故によ

り負傷したとき。

（七）法律、行政法規の規定により労災と認定すべきその他の状況。
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第十五条 従業員に下記の状況の一つがあった場合、労災とみなす。

（一）業務時間中及び勤務場所において、突然発病して死亡したとき、または応急手当てをしたにもかかわらず 48 時間以

内に死亡したとき。

（二）災害救助等の国益、公共の利益を守るための活動中に負傷したとき。

（三）従業員が以前に軍隊で兵役中に戦闘、公務により負傷して障害が残り、革命障害軍人証を取得していて、雇用主に雇

用されてからその傷が再発したとき。

従業員が前項（一）、（二）に該当する場合、本条例の関連する規定により労災保険の給付を受ける。従業員が（三）に該当

する場合、本条例の関連する規定により障害補助一時金以外の労災保険の給付を受ける。

第十六条 従業員が本条例の第十四条、第十五条の規定に該当しても、下記の状況の一つがあれば、労災と認定または労災と

みなしてはならない。

（一）故意の犯罪によるもの。

（二）酒に酔っていたとき、または麻薬を用いていたとき。

（三）自傷または自殺。

第十七条 従業員に事故による負傷が発生し、または職業病防止法の規定により職業病と診断、鑑定された場合、所属事業所

は事故による負傷が発生した日または職業病と診断、鑑定された日から 30 日以内に、当該地区の社会保険行政部門に労災認

定申請を提出しなければならない。特殊な事情がある場合、社会保険行政部門の同意を得て申請期限を適宜延長することがで

きる。

雇用主が前述の規定通りに労災認定申請を提出しない場合、被災従業員またはその近親者、労働組合が、事故による負傷が

発生した日または職業病と診断、鑑定された日から 1 年以内に、雇用主所在地の当該地区の社会保険行政部門に労災認定申請

書を直接提出することができる。

本条第一項の規定により、省級の社会保険行政部門が労災認定を行うべき事項は、属地主義により雇用主の所在地の区制を

布く市級の社会保険行政部門が処理する。

雇用主が本条第一項の規定の期限内に労災認定申請を提出しない場合、この期間に発生する本条例の規定に該当する労災給

付等の関連費用は、当該雇用主が負担する。

第十八条 労災認定申請の提出には下記の資料を提出しなければならない。

（一）労災認定申請表。

（二）雇用主と雇用関係（事実上の雇用関係を含む）が存在することの証明資料。

（三）医療診断証明または職業病診断証明書（または職業病診断鑑定書）。

労災認定申請表には、事故発生の時間、場所、原因及び従業員の負傷の程度等の基本的状況を含まなければならない。

労災認定申請者が提出した資料に不備がある場合、社会保険行政部門は書面で 1 回のみ労災認定申請者に対して補正の必要

のある全ての資料を通知しなければならない。申請者が書面の通知の要求に従って資料を補正したら、社会保険行政部門は受
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理しなければならない。

第十九条 社会保険行政部門は労災認定申請を受理した後、審査の必要に応じて事故による負傷について調査し事実確認を行

うことができ、雇用主、従業員、労働組合、医療機関及び関連する部門はこれに協力しなければならない。職業病の診断及び

診断の争議の場合の鑑定は、職業病防止法の関連する規定に従って執行する。法により職業病診断証明書または職業病診断鑑

定書を取得した者については、社会保険行政部門は改めて調査、事実確認はしない。

従業員またはその近親者が労災と認め、雇用主が労災と認めない場合、雇用主が立証責任を負う。

第二十条 社会保険行政部門は労災認定申請を受理した日から 60 日以内に労災認定の決定を下し、書面により労災を認定し

た従業員またはその近親者及び当該従業員の所属事業所に通知しなければならない。

社会保険行政部門は受理の事実がはっきりしていて、権利と義務が明確な労災認定申請に対し、15 日以内に労災認定の決定

を下さなければならない。

労災認定の決定が司法機関または関連する行政主管部門の結論を根拠とする必要がある場合、司法機関または関連する行政

主管部門がまだ結論を出していない期間は、労災認定の決定の期限は中断しなければならない。

社会保険行政部門の職員が労災認定申請者と利害関係にあるときは、業務から外さなければならない。

第四章 労働能力鑑定

第二十一条 従業員に労災が発生し、治療を受けて症状が相対的に安定した後、障害が残り労働能力に影響があるときは、労

働能力鑑定を行わなければならない。

第二十二条 労働能力鑑定とは、労働機能障害の程度と生活自立障害の程度の等級についての鑑定をいう。

労働能力障害は 10 段階の障害等級に分け、最も重いものを 1 級、最も軽いものを 10 級とする。

生活自立障害は、生活が全く自立して行えない、生活の大部分が自立して行えない、生活の一部が自立して行えない、の 3

等級に分ける。

労働能力鑑定基準は国務院社会保険行政部門が国務院衛生行政部門等の部門と共に制定する。

第二十三条 労働能力鑑定は雇用主、労災従業員またはその近親者が、区制を布く市級の労働能力鑑定委員会に申請を提出し、

労災認定決定書及び従業員の労災医療に関連する資料を提出する。

第二十四条 省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会と区制を布く市級の労働能力鑑定委員会は、それぞれ省、自治区、直

轄市及び区制を布く市級の社会保険行政部門、衛生行政部門、労働組合、担当機構の代表者及び雇用主の代表者により構成さ

れる。

労働能力鑑定委員会は医療衛生専門家人材バンクを設置する。専門家人材バンクの医療衛生専門技術者は、下記の条件をそな

えていなければならない。

（一）医療衛生の高等専門技術職に就く資格を有する。

（二）労働能力鑑定についての関連知識に精通している。

（三）良好な職業道徳を有する。
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第二十五条 区制を布く市級の労働能力鑑定委員会は、労働能力鑑定申請を受け取った後、委員会が設置した医療衛生専門家

人材バンクの中から無作為に 3 名または 5 名の関連する専門家を選んで専門家チームを組織し、専門家チームは鑑定意見を提

出しなければならない。区制を布く市級の労働能力鑑定委員会は、専門家チームの鑑定意見に基づき、被災従業員の労働能力

鑑定の結論を出す。必要があれば、資格のある医療機関に関連する診断の協力を委託することができる。

区制を布く市級の労働能力鑑定委員会は、労働能力鑑定申請を受け取った日から 60 日以内に労働能力鑑定の結論を出さなけ

ればならない。必要があれば労働能力鑑定の結論の期限を 30 日間延長することができる。労働能力鑑定の結論は、速やかに

鑑定を申請した事業所と個人に送達しなければならない。

第二十六条 鑑定を申請した事業所または個人が、区制を布く市級の労働能力鑑定委員会が出した結論を不服とするときは、

当該鑑定結果を受け取った日から 15 日以内に省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に対して再鑑定の申請を提出するこ

とができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出した労働能力鑑定の結論は、最終的な結論とする。

第二十七条 労働能力鑑定業務は客観的で公正でなければならない。労働能力鑑定委員会の構成員または鑑定に参加する専門

家が当事者と利害関係にある場合、業務から外さなければならない。

第二十八条 労働能力鑑定の結論が出た日から 1 年後に、被災従業員またはその近親者、所属する事業所または担当機構が、

障害の状態に変化が生じたと認めるときは、労働能力再検査、再鑑定を申請することができる。

第二十九条 労働能力鑑定委員会が本条例第二十六条と第二十八条の規定により再鑑定、及び再検査を行う期限は、本条例第

二十五条 第二項目の規定に従って執行する。

第五章 労災保険の給付

第三十条 従業員が業務に関連する事故に遭い負傷するか、または職業病に罹患して治療を行う場合、労災医療給付を受ける。

従業員の労災の治療は、サービス合意書を締結している医療機関で行わなければならないが、緊急の場合はまず最寄りの医療

機関で応急手当を受けることができる。

労災の治療に必要な費用が労災保険診療項目目録、労災保険**目録、労災保険入院サービス基準に該当するときは、労災保険

基金から支払われる。労災保険診療項目目録、労災保険**目録、労災保険入院サービス基準は、国務院社会保険行政部門が国

務院衛生行政部門、食品**監督部門等の部門と共に定める。

従業員が入院して労災を治療するときの食事手当、及び医療機関が証明書を発行し、担当機構の同意を得て被災従業員が当該

地区以外で治療を受けるときに必要な交通費、食費、宿泊費は、労災保険基金で支払う。基金で支払う具体的な基準は当該地

区の人民政府が決定する。

被災従業員が労災によるものではない疾病を治療する場合、労災医療給付は受けず、基本医療保険の規則に従って処理する。

被災従業員がサービス合意書を締結した医療機関で労災のリハビリテーションを行う費用は、規定に該当していれば、労災保

険基金から支払う。

第三十一条 社会保険行政部門が労災の認定を決定した後行政再討議、行政訴訟があった場合、行政再討議、行政訴訟期間は

被災従業員に対する労災治療の医療費用の給付は停止しない。
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第三十二条 被災従業員に日常生活または就業上の必要があれば、労働能力鑑定委員会の確認を受けて、義肢、矯正器具、義

眼、義歯の装着と車椅子等の補助器具の手配をすることができ、必要な費用は国が定める基準により労災基金から支払う。

第三十三条 従業員が業務上の事由により事故に遭い負傷し、または職業病に罹患して一時休業して労災医療を受ける必要が

ある場合、有給休業期間内は元の給与福利待遇は不変とし、所属する事業所が月毎に支払う。

有給休業期間は一般的に 12 カ月を超えないものとする。症状が重いとき、または特殊な状況では、区制を布く市級の労働能

力鑑定委員会が確認し、適宜延長することができるが、延長が 12 カ月を超えてはならない。被災従業員の障害等級確定後は、

元の待遇を停止し、本章の関連する規定に従って障害給付を受ける。被災従業員が有給休業期間満了後も治療を必要とする場

合、引き続き労災医療給付を受ける。

生活が自立して行えない被災従業員が有給休業期間中に介護を必要とする場合、所属事業所が負担する。

第三十四条 被災従業の障害等級が既に決定され、労働能力鑑定委員会により生活介護が必要と確認された場合、労災保険基

金から月毎に生活介護費を支給する。

生活介護費は、生活が完全に自立して行えない、生活の大部分が自立して行えない、または生活の一部が自立して行えない、

の 3 等級に応じてそれぞれ支払い、その基準はそれぞれ当該地区の前年度の従業員月平均給与の 50％、40%、または 30％と

する。

第三十五条 従業員に業務上の事由により障害が残り、1 級から 4 級と鑑定された場合、雇用関係を残し、勤続部署を離れ、

下記の給付を受ける。

（一）労災保険基金から障害等級に応じて障害補助一時金を支払う。その基準は、1 級障害は本人給与の 27 カ月分、2 級障害

は本人給与の 25 カ月分、3 級障害は本人給与の 23 カ月分、4 級障害は本人給与の 21 カ月分とする。

（二）労災保険基金から月毎に障害手当を支払う。その基準は、1 級障害は本人給与の 90％、2 級障害は本人給与の 85％、3

級障害は本人給与の 80％、4 級障害は本人給与の 75％とする。障害手当の実際の金額が当該地区の最低給与基準を下回る場

合、労災保険基金で差額を補填する。

（三）被災従業員が定年に達して退職手続きをとったあとは、障害手当は停止し、国の関連する規定により基本養老保険を受

給する。基本養老保険の金額が障害手当を下回る場合、労災保険基金で差額を補填する。

従業員の業務による障害が 1 級から 4 級までと鑑定された場合、雇用主及び有業員個人は障害手当を基準として、基本医療保

険料を納める。

第三十六条 従業員に業務上の事由により障害が残り、5 級、6 級と鑑定された場合、下記の給付を受ける。

（一）労災保険基金から障害等級に応じて障害補助一時金を支払う。その基準は、5 級障害は本人給与の 18 カ月分、6 級障害

は本人給与の 16 カ月分とする。

（二）雇用主との雇用関係を残し、雇用主が適切な業務を用意する。業務を用意することが困難な場合、雇用者は月毎に障害

手当を給付する。その基準は、5 級障害は本人給与の 70％、6 級障害は本人給与の 60％とし、雇用主は規定に従ってその従業

員が納付すべき各種社会保険料を納付する。障害手当の実際の金額が当該地区の最低賃金の基準を下回る場合、雇用主が差額

を補填する。
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被災従業員本人の申し出により、当該従業員は雇用主との雇用関係を解除または終了することができ、労災保険基金から労災

医療補助一時金を支払い、雇用主が障害就業補助一時金を支払う。労災医療補助一時金と障害就業補助一時金の具体的な基準

は、省、自治区、直轄市の人民政府が定める。

第三十七条 従業員に業務上の事由による障害が残り、7 級から 10 級までと鑑定された場合、下記の給付を受ける。

（一）労災保険基金から障害等級に応じて障害補助一時金を支払う。その基準は、7 級障害は本人給与の 13 カ月分、8 級障害

は本人給与の 11 カ月分、9 級障害は本人給与の 9 カ月分、10 級障害は本人給与の 7 カ月分とする。

（二）雇用契約期間満了後、または従業員本人が雇用契約の解除を申し出た場合、労災保険基金から労災医療補助一時金を支

払い、雇用主が障害就業補助一時金を支払う。労災医療補助一時金と障害就業補助一時金の具体的な基準は、省、自治区、直

轄市の人民政府が定める。

第三十八条 被災従業員の労災が再発し、治療が必要だと確認された場合、本条例第三十条、第三十二条及び第三十三条の規

定の労災給付を受ける。

第三十九条 従業員が業務上の事由により死亡した場合、その近親者は下記の規定により労災保険基金から葬祭補助金、扶養

親族補償金及び労災死亡補助一時金を受給する。

（一）葬祭補助金は、当該地区の前年度の従業員月平均給与の 6 カ月分とする。

（二）扶養親族補償金は、業務上の事由により死亡した従業員が生前主な生活収入源を提供していた労働能力のない親族に対

して、従業員本人給与の一定比率を支給する。その基準は、配偶者は毎月 40％、その他親族は 1 人につき毎月 30％とし、身

寄りのない老人または孤児に対しては 1 人当たり毎月上記の基準を基礎として 10％を増額する。審査決定した各扶養親族の補

償金の合計が、業務上の事由により死亡した従業員の生前の給与を上回ってはならない。扶養親族の具体的な範囲は、国務院

社会保険行政部門が定める。

（三）労災死亡補助一時金の基準は、前年度の全国都市部住民の手取り収入金額の 20 倍とする。

障害が残った従業員が有給休業期間内に労災により死亡した場合、その近親者は本条第一項目の規定による給付を受ける。

1 級から 4 級までの障害が残った従業員が有給休業期間終了後に死亡した場合、その近親者は本条第一項（一）、（二）に規定

する給付を受けることができる。

第四十条 障害手当、扶養親族補償金、生活介護費は、当該地区の社会保険行政部門が、従業員平均給与や生活費の変化等の

状況に基づき、適時調整する。調整の規則は省、自治区、直轄市の人民政府が定める。

第四十一条 従業員の業務による外出中に事故が発生したか、または災害救助中に行方不明になった場合、事故の発生した当

月から 3 カ月以内は通常通り給与を支給し、4 カ月目からは給与の支給を停止して労災保険基金から扶養親族に月毎に扶養親

族補償金を支払う。生活が困難であれば、労災死亡補助一時金の 50％を前払いすることができる。従業員が裁判所から死亡を

宣告された場合、本条例第三十九条の従業員が業務上の事由により死亡した場合の規定に従って取り扱う。

第四十二条 被災従業員に下記の状況の一つがあれば、労災保険の給付を停止する。

（一）給付を受ける条件を喪失したとき。

（二）労働能力鑑定を受けることを拒んだとき。
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（三）治療を拒んだとき。

第四十三条 雇用主が分割、合併、譲渡したときは、その継承者が元の雇用主の労災保険の責任を負わなければならない。元

の雇用主が既に労災保険に加入している場合、継承者は当該地区の担当機構で労災保険変更登記をしなければならない。

雇用主が請負経営を実施している場合、労災保険の責任は従業員と雇用関係のある事業所が責任を負う。

従業員が出向中に労災事故に遭い負傷した場合、元の雇用主が労災保険の責任を負うが、元の雇用主と出向先との間で補償方

法を約定することができる。

企業が破産した場合、破産清算時に法により事業所が支払うべき労災保険給付費用を優先的に支払わなければならない。

第四十四条 従業員が国外に派遣されて勤務する場合、渡航先の国または地域の法律により現地の労災保険に加入しなければ

ならない場合は現地の労災保険に加入し、国内での労災保険関係は中断する。現地の労災保険に加入できない場合は、国内で

の労災保険関係は中断しない。

第四十五条 従業員に再度労災が発生し、規定により障害手当を受給すべきときは、新たに認定された障害等級に従って障害

手当の給付を受ける。
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おわりに

近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業におい

ても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきている。環境問題では、政府や産

業界は温室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しており、排出権取引や

CDM などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、新たなビジネス領域が

広がりつつある。

一方、安全問題に関しては、平成 19 年、厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」が改正されて以降、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業

者の努力義務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっている。

海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、それ

に伴う基準、法整備も進みつつあり、また、中国等のアジア各国の市場においても安全性

に対する要求や意識が変化しつつあることを鑑みると、グローバルな事業展開を進めてい

る我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは我が国の産業の国際競争力の低下に

つながりかねず、死活問題であり早急な対処が求められている状況である。

今回の調査では、政府の機械安全に対する推進体制の変化と共に変わりつつ

ある、市場として重要な中国において、機械設備に関する安全性向上の活動の

体制や活動など中国の状況について調査を行い、中国において機能していると枠組

みや考え方の我が国産業界への適用性を検討し、中国との連携を視野に入れつつ国際レベ

ルの機械安全を確保するための方策を示した。

今回の調査が、日本における機械安全レベルの向上に、多少なりとも貢献することがで

きれば幸いである。
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