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[添付] 産業安全保健法全部改正案主要内容 

 

 産業災害予防責任の主体拡大等 

 大統領令で定める株式会社の代表取締役は、毎年会社の安全と保健に関す

る計画を立案し、取締役会に報告して承認を受けることとし(改正案第14条)、

違反時には1千万ウォン以下の過料を科すこととした。 

 請負時の安全措置及び保健措置を次のとおり改正する(改正案第2条、第10

条、第63条、第65条、第66条)。 

区分 内容 

請負の定義を新設 

｢請負、委任等の名称にかかわらず、物品の製造・建設・修

理又はサービスの提供、その他業務を他人に任せる契約｣と

定義。 

関係請負人 
請負契約が多くの段階にわたって締結される場合、各段階

において請け負ったすべての請負人をいう。 

注文者の責任の範囲

を拡大 

注文者の責任の範囲を22の危険な場所における作業から、

注文者の事業場、注文者が提供・指定する場所に拡大し

た。 

注文者の情報提供義

務の見直し 

注文者が情報を提供しない場合、請負人は当該請負作業

を行わないことができ、この場合、請負人は契約上の履行遅

滞責任を兔れることとした。 

注文者の請負人に対

する是正措置 

注文者が安全措置及び保健措置を直接負担することとする

代わりに、請負人の違反行為に対する注文者の是正措置命

令義務は、注文者の権限に変更する。 
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 大統領令で定める規模の本部企業をもって、加盟店の安全及び保健に関す

るプログラムを策定・施行せしめることとし、本部企業が提供する設備・機械及

び商品等にかかる安全及び保健に関する情報を提供することとした(改正案

第79条)。 

 

 産業災害予防のための制裁強化 

 安全措置又は保健措置違反により死亡事故が発生した場合の罰則のうち懲

役刑を強化し(改正案第168条)、法人である事業主については罰金を10億ウ

ォン以下として厳罰化した(改正案第174条)。 

罰則 現行 改正案 

懲役刑 7年以下の懲役 10年以下の懲役 

罰金刑 1億ウォン以下の罰金 
(法人) 10億ウォン以下の罰金 

1億ウォン以下の罰金 

 

 注文者が安全措置及び保健措置義務に違反した場合、その処罰水準を請負

人と同等に引き上げた(改正案第169条)。 

区分 現行 改正案 

罰則 
1年以下の懲役又は1千万ウォン

以下の罰金 

5年以下の懲役又は5千万ウォン

以下の罰金、 

(労働者の死亡時) 10年以下又は 

 1億ウォン以下の罰金 

 

 安全措置又は保健措置違反により労働者が死亡して有罪判決の宣告を受け

た者には、裁判所が200時間の範囲で受講命令を併科することができることと

した(改正案第175条)。 
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 法の目的及び保護対象の拡大 

 産業災害の定義を｢労働者｣から｢働く者｣が業務により死亡し、又は負傷し、

若しくは疾病に罹ることに変更した(改正案第1条、第2条)。 

 大統領令で定める一部の職種の特殊形態労働従事者（労働者のように事業

主に従属する特性を持ちながらも、独立した個人事業者の身分であるとして、

｢勤労基準法｣(日本の｢労働基準法｣に相当)の保護から除外される）から労務

の提供を受ける者に対し、安全保健教育義務を課した(改正案第77条)。 

 移動通信端末により物品の回収・配達等を仲介する者に、その仲介を通じて

二輪自動車で物品を回収・配達する、働く者に対する安全措置及び保健措

置を取らせることとした(改正案第78条)。 

 

 危険の外注化防止のための請負制限 

 メッキ作業、水銀/鉛/カドミウムの製錬・注入・加熱作業、許可対象物質の製

造・使用作業の社内請負を禁止することとした。ただし、一時的・断続的作業、

注文者の事業に必須不可欠な請負人の技術活用を目的とした請負は禁止の

例外とする。ただし、技術活用目的の請負は、雇用労動部長官の承認を受け

ることとし、請負禁止又は承認義務に違反した場合には10億ウォン以下の課

徴金を課すこととした(改正案第58条)。 

 有害・危険な作業のうち大統領令が定める作業を請け負わせる場合には、安

全及び保健に関する評価を受けて雇用労動部長官の承認を受けなければな

らず、承認を受けた請負業務について、さらなる下請契約を結ぶことができな

いこととした(改正案第59条, 第60条)。 

 事業主は、産業災害予防のための措置を取ることのできる能力を有した事業

主に請け負わせることとした(改正案第61条)。 
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 労働者の作業中止権の強化等 

 産業災害が発生する切迫した危険時には労働者が作業を中止できることを明

文化し、作業中止要求等を理由に事業主が解雇等の不利益な処遇をした場

合の制裁(1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金)を新設した(改正案第

52条)。 

 重大災害発生時における雇用労動部長官の作業中止命令の根拠を明示し、

作業中止の範囲を①当該作業、②同一作業に限定するが、③土砂・構築物

の崩壊、火災・爆発、有害危険物質の流出等による重大災害が発生した場合

には、事業場全体の作業を中止することとした。また、事業主が重大災害発

生による作業中止の解除を要請する場合、審議委員会の審議を経ることとす

るなど、作業中止の解除にかかる手続を設けた(改正案第55条)。 

 

 建設業の産業災害予防責任を強化 

 建設工事発注者を、建設工事を他人に請け負わせる者であって、建設工事

の施工を主導的に総括・管理しない者(請け負う建設工事を他人に請け負わ

せる事業主を除く)と定義した。また、建設工事の計画段階においては大統領

令で定める建設工事発注者をもって安全保健台帳を作成せしめることとし、

設計・施工段階においては安全保健台帳の履行等を確認することとした(改

正案第67条)。 

 建設工事の注文者は、自らの事業場でタワークレーン等大統領令で定める機

械・器具等が設置され、若しくは作動している、又は設置・解体作業が行われ

ている場合、必要な安全措置及び保健措置を取ることとした(改正案第76条)。 

 タワークレーンを設置又は解体しようとする者は、雇用労動部長官にタワーク

レーンの設置・解体業を登録することとし、事業主は登録した者をもってタワ

ークレーンの設置・解体作業をせしめなければならない(改正案第82条)。違
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反時には3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金を科すこととした。 

 

 物質安全保健資料にかかる営業秘密の審査 

 物質安全保健資料の記載対象を国際基準と同様に有害・危険な化学物質に

限定した。また、化学物質を製造・輸入する者が作成した物質安全保健資料

を雇用労動部長官に提出することとした(改正案第110条)。 

 物質安全保健資料のうち構成成分の名称及び含有量を非公開とする場合、

雇用労動部長官の事前承認を受けることとした。また、非公開の承認を受け

た場合においても、構成成分が流出した場合に有害性・危険性を類推できる

よう、代替名称及び代替含有量を記載することとした(改正案第112条)。 

 雇用労動部長官は、提出された物質安全保健資料の一部の内容をホームペ

ージ等を通じて公開し、電算システムを構築して管理することとした(改正案第

117条)。 

 

 危険性評価の実施 : 事業主が危険性評価を実施する場合、当該作業場の

労働者の参加を義務化した(改正案第36条)。 

 

 その他法体系の改編 : 改正法では章と節を新たに区分し、委任根拠を明確

にして主な制度の条文を細分化するなど、法体系を一括整備した。 
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