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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

特別教育実施団体：全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）
協力：(公社)日本照明家協会

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

特別教育実施団体：全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）
協力：(公社)日本照明家協会

講師︓全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協） 事務局⻑ 寺田航

建設業労働災害防止協会 フルハーネス型墜落制止⽤器具特別教育講師養成講座修了
安全衛生教育研究所 フルハーネス型墜落制止⽤器具特別教育講師育成課程修了
中央労働災害防止協会 職⻑教育講師養成講座 RST(一般)修了
建設業労働災害防止協会 職⻑教育講師養成講座 新CFT修了
中央労働災害防止協会 足場の組み⽴て等業務特別教育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ修了
全国舞台テレビ照明事業協同組合 安全体感VRトレーニング講師

私ども全照協は、
1.コンサート・イベント・演劇などライブイベントの為の照明業務
2.テレビ番組収録の為の照明業務
3.ホール・劇場・宴会場・会議場などの施設管理運営業務
4.施設等への照明設備設計施工・コンサル業務
5.照明機材レンタル業務 など、

「文化芸術・ライブイベント産業」に関わる「照明事業」を⾏う「組合
員企業(法人）の経済活動」を⽀援する為に設⽴された、「通商産業省
(現経済産業省省）認可」の「経済系の業界団体」です。
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♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは



▮認可︓通商産業省（現経済産業省）
▮認可番号︓50産第8125号
▮認可⽇︓昭和51年（1976）1月13⽇
▮所管︓経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課
▮団体構成 2020年11月時点

●組合員企業︓97社
●組合員従業員︓約1万名
●賛助会員企業・団体・学校︓49社
●組合員・賛助会員合計︓146社
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♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは

▮全照協が⾏う労働安全衛⽣に関する主な事業

●共同購買事業（共同購買に関する事業）
・フルハーネスやヘルメットなど安全保護具の特別価格での販売

●教育情報事業（教育及び情報の提供に関する事業）
・労働安全衛⽣法令に定めの有る「安全衛⽣教育」の開催

●福利厚生事業（福利厚生に関する事業）
・⽣命保険・第三者賠償責任保険・総合保険の団体加入
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♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは
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▮労働安全衛⽣法令に定めの有る安全衛⽣教育の開催

●フルハーネス型墜落制⽌⽤器具特別教育

●⾜場の組み⽴て等特別教育

●雇入れ時の安全衛⽣教育

●職⻑教育
※全照協は事業者団体ですので、事業者側の罰則がどうなっ
ているかを最優先で検討してカリキュラムを組み⽴てます。

♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは
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♦全照協が⾏う安全衛⽣教育

労働安全衛生法令で定めがある特別教育や職⻑教育などの安全衛生教育の
実施は、労働者への安全教育は当然ですが、事業者への罰則規定があり、
事業者は必ず実施しなければいけません。

私ども全照協では、安全衛生教育を実施するにあたり、同じ混在作業であ
る建設業での講義内容を参考にしています。

が、作業内容や作業スケジュール、契約形態など根本的に建設業と違う個
所が多く、建設業で⾏っている講義そのままでは、文化芸術・ライブイベ
ント産業での作業実態に即した必要な安全衛⽣教育にはなりません。
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♦全照協が⾏う安全衛⽣教育

関係法令やガイドラインを熟読し、中災防様・建災防様が実施する講師
養成講座を受講して基礎知識を付け、その上で我々産業に必要な「法令
解釈」や「安全配慮義務」について、法務アドバイザーの顧問弁護士・
社会保険労務士・⾏政書士の皆様と検討を⾏い、全照協組合員企業の事
業に則した安全衛⽣教育カリキュラムを作成し実施しています。

関係法令・告⽰・規定・基準・通達・通知・ガイドライン

中災防講師養成講座
建災防講師養成講座 全照協法務アドバイザー

▮何故、特別教育なるものを受けなくてはいけないのか︖

皆さんは何故、今ここに座っているのか︖

ほとんどの人が、自分の意志で受講しているわけではない。

会社・上司から命令されて、嫌々ながら受講している。

なぜ︖
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♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは



▮答 法定教育だから（受講義務）

「労働安全衛⽣法第５９条３項」の定めにより、

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令に定める
ものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令に定めるとこ
ろにより、当該業務に関する安全又は衛⽣の為の特別の教育
を⾏わなければならない」

とあり、怠ると事業者に最大懲役刑の罰則が発生します。
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♦全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）とは
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♦労働者と事業者

▮事業者とは
労働安全衛生法では、事業を⾏う者で、労働者を使⽤するものを事業者と
して定義しています。

個人経営では個人事業主自身が「事業者」、法人では法人自体が「事業
者」となります。

ですが、法人には⾁体がありませんので、法人として権利義務を実⾏する
代表取締役・取締役の役員が「事業者」となります。
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♦労働者と事業者

▮管理監督者も「事業者」
役員が全ての現場の労働災害防止措置を責任を持って講じることは難しい
ので、責任と権限を部⻑・課⻑・係⻑・職⻑など各級管理監督者に委譲し
て⾏います。

責務を委譲された各級管理監督者は、職責上の義務として、役員に代わり
「事業者」として安衛法上の労働災害防止に必要な安全衛⽣管理を講じな
ければいけません。

労働災害が発⽣した場合は、会社の役員だけでなく、現場の管理監督者に
も責任が発⽣します。
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♦労働者と事業者

▮労働者とは

労働安全衛生法では、労働基準法第9条に規定するものを労働者として

定めており、

●事業や事務所に使⽤される人

●労働の対価として賃⾦を⽀払われる人

●事業者の指揮命令に従って業務を⾏う人

が労働者となります。
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♦各級管理監督者への職⻑教育の受講義務

労働安全衛⽣法６０条（職⻑教育）に
「作業中の労働者を直接指揮指導又は監督する者に対し、その従事する業務に関す
る安全又は衛⽣の為の教育を⾏わなければならない」
と定めがあり、管理監督者になる者は以下の

▮ 「作業方法の決定及び労働者の配置に関する事」
▮ 「労働者に対する指導又は監督の方法に関する事」
▮ 「その他労働災害を防⽌する為必要な事項」

について法定教育を修了しなければいけません。
こちらも怠ると特別教育同様、事業者に最大懲役刑の罰則が発生します。
特に混在作業においては、適切な現場管理と安全衛生管理の能⼒が求められます。
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♦事業者が負うべき4つの責任（四重責任）

責任 法律等 違反 罰則 内容
被告（両罰規定）
管理
監督者 法人

1.刑事責任

労働安全衛⽣法 労働安全衛⽣法違反
第119.120.122条

6ヶ月以下の懲役又は
50万円以下の罰⾦

危険防⽌、健康障害防⽌、安全衛⽣教育について規定されている事項を事
業者が実施しなかった場合

○ ○
刑法 業務上過失傷害罪

第211条
5年以下の懲役又はも
しくは禁錮又は100
万以下の罰⾦

業務上労働者の生命、身体、健康に対する危険を予⾒して、結果を回避す
る予防措置の注意業務を怠って、労働者を死傷させた場合。

2.⺠事責任 ⺠法

債務不履⾏
⺠法第415条

賠償責任

使⽤者は安全保障義務があり、労働契約の付随義務として安全配慮義
務を尽くして労働者を災害から守らなければならない債務不履⾏責任

△ ○

使⽤者責任
⺠法715条 使⽤者にも責任があり、損害賠償責任がある。

加害者責任
⺠法709条 他人の権利を侵害した者(加害者)は、損害賠償責任がある。

不法⾏為責任
⺠法719条 数人者が不法⾏為により他人に損害を与えた場合、各自連帯責任がある

工作物瑕疵責任
⺠法717条

建物の崩壊など工作物に起因する事故につき，工作物の設置または保存に
瑕疵（かし）がある場合に成⽴する特別の賠償責任

3.⾏政責任

安衛法等 使⽤停止、操業停止、⽴⼊禁止等
労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合には、機械設備
の使⽤停止や作業停止等の⾏政処分を受けることがあり、取引先（他官
庁）からの取引停止（指名停止）を受ける等の処分を受けることがある。
また労働基準監督署は、必要に応じて事業者や作業員に、是正勧告・作業
停止命令などの命令を⾏うことができる。これに違反した場合は罰則が適
⽤される。

○
官庁の許可事業 指名停止、免許取消し

4.社会的責任 社会的信⽤の失墜、マスコミなどによる責任の追求

社会的な信⽤が低下するのは明確であり、世論・マスコミなどからの批判
に加え、最近ではSNSによる批判により著しくイメージが低下し、結果、
取引・銀⾏融資などに弊害が生じる。また労働災害による直接及び間接コ
スト（間接コストは、直接コストの４倍になると言われる）により、企業
としての基盤が危ぶまれる。

○
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♦我が国の法体系と労働安全衛⽣法令

▮ 「事業者」「労働者」双方が遵守すべき労働安全衛⽣法令

憲法
日本国憲法
法律(法)

労働安全衛⽣法

政令(令)
労働安全衛⽣法施⾏令
省令・府令(令)
労働安全衛⽣規則

告示(法令に基づく指定・決定等の公示・公表)
各種規格・基準、規定、指針

通達・通知

法令＝法律＋命令
法 令 遵 守
違反をすれば罰則

国会が定める

内閣が制定する

各省の大⾂が制定する
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♦安全配慮義務とは︖

憲法
日本国憲法
法律(法)

労働安全衛⽣法
政令(令)

労働安全衛⽣施⾏令
省令・府令(令)
労働安全衛⽣規則

告示(法令に基づく指定・決定等の公示・公表)
各種規格・基準、規定

通達・通知
○○に関するガイドライン

安全配慮義務 安全配慮義務



16

♦安全配慮義務を規定する条文

▮労働契約法 第５条 （労働者の安全への配慮）平成２０年３⽉施⼯

使⽤者は労働契約に伴い、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ

労働することができるよう必要な配慮をするものとする。
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♦安全配慮義務とは︖ 解説①

災害を起こす可能性、「危険及び健康障害」を事前に発⾒し、その防⽌対

策（災害発生の結果の予防)に必要な安全配慮をおこなうことが、労働契

約等に基づく使⽤者の義務ともされており、この義務を怠って労働災害を

発⽣させると⺠事上の損害賠償義務が生じます。
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♦安全配慮義務とは 解説② 判例より

安全配慮義務は、雇⽤者（企業）が労働者に負う雇⽤契約上の義務である
とされました。
つまり「雇⽤する側」が「労働者」を雇い入れるときに、その「労働者」
の⽣命と健康を守る為、「事業者」は安全配慮を尽くしながら就労させる
事が、暗黙の中において契約内容となっていて、この安全配慮義務に違反
して災害を被らせた場合は、必要な安全配慮をしなかったという債務不履
⾏責任が生ずる事になります。

▮過去の判例（昭和 ５９年 ４ 月 １０ ⽇最高裁 川義事件）
「報酬⽀払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしく
は器具等を使⽤し又は使⽤者の指⽰のもとに労務を提供する過程において、労働者
の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」とされた。

19

♦安全配慮義務とは︖ 解説③ 纏め

安全配慮義務は結果責任でなく、
事業者が災害防⽌の為の手段を尽くす予防責任です。

ですので、
事業者が労働安全衛⽣法を守っているだけでは完全に履⾏されたことにな
りません。

労働安全衛⽣法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以外の労
働災害発⽣の危険防⽌についても、企業は安全配慮義務を負っています。

仮に、労働安全衛生法上の刑事責任を免れたとしても、⺠事上の損害賠償
責任が免れるわけではありません。
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♦安全配慮義務とは︖

憲法
日本国憲法
法律(法)

労働安全衛⽣法
政令(令)

労働安全衛⽣施⾏令
省令・府令(令)
労働安全衛⽣規則

告示(法令に基づく指定・決定等の公示・公表)
各種規格・基準、規定

通達・通知
○○に関するガイドライン

安全配慮義務 安全配慮義務


