
 （参考）ターレ関係法令条文 

 

労働安全衛生法（抜粋） 

(事業者の講ずべき措置等) 

第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 

二  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

三  電気、熱その他のエネルギーによる危険 

(罰則) *  

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三

第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しく

は第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二

条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しく

は第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六

十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項

(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条

又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 
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労働安全衛生規則（抜粋） 

(定義) 

第百五十一条の二  この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該

当するものをいう。 

一  フオークリフト 

二  シヨベルローダー 

三  フオークローダー 

四  ストラドルキヤリヤー 

五  不整地運搬車 

六  構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七

メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キ

ロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。) 

七  貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をい

う。) 

(作業計画) 

第百五十一条の三  事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物

自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を

行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種

類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業

を行わなければならない。 

(根  二〇(1)) 

 

2  前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械

等による作業の方法が示されているものでなければならない。 

(根  二〇(1)) 

 

3  事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係

労働者に周知させなければならない。 

(根  二〇(1)) 

(作業指揮者) 

第百五十一条の四  事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の
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指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならな

い。 

(根  二〇(1)) 

(制限速度) 

第百五十一条の五  事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下の

ものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等

に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければなら

ない。 

(根  二〇(1)) 

 

2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械

等を運転してはならない。 

(根  二六) 

(転落等の防止) 

第百五十一条の六  事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役

運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等

の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を

防止すること等必要な措置を講じなければならない。 

(根  二〇(1)) 

 

2  事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当

該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘

導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。 

(根  二〇(1)) 

 

3  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならな

い。 

(根  二六) 

(接触の防止) 

第百五十一条の七  事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車

両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所

に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機

械等を誘導させるときは、この限りでない。 

(根  二〇(1)) 

http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47SHR0032/S@S47SHR0032@2@1.2@1@1@151.3.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@26.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@26.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1


 

2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけれ

ばならない。 

(根  二六) 

(合図) 

第百五十一条の八  事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合

図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。 

(根  二〇(1)) 

 

2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 

(根  二六) 

(荷の積載) 

第百五十一条の十  事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるとこ

ろによらなければならない。 

一  偏荷重が生じないように積載すること。 

二  不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下によ

る労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずる

こと。 

(根  二〇(1)) 

(運転位置から離れる場合の措置) 

第百五十一条の十一  事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるとき

は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 

一  フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。 

二  原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の

車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。 

(根  二〇(1)) 

 

2  前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

(車両系荷役運搬機械等の移送) 

第百五十一条の十二  事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引によ
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り貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運

搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 

一  積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。 

二  道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配

で確実に取り付けること。 

三  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保す

ること。 

(根  二〇(1)) 

(搭乗の制限) 

第百五十一条の十三  事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除

く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落に

よる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 

(根  二〇(1)) 

(主たる用途以外の使用の制限) 

第百五十一条の十四  事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当

該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危

険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 

(根  二〇(1)) 

(修理等) 

第百五十一条の十五  事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若し

くは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなけ

ればならない。 

一  作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 

二  第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状

況を監視すること。 

(根  二〇(1)) 
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構内運搬車 

 

(制動装置等) 

第百五十一条の五十九  事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条に

おいて同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。た

だし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構

内運搬車については、適用しない。 

一  走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えているこ

と。 

二  警音器を備えていること。 

三  かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上

あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を

備えていること。 

四  前照燈及び尾燈を備えていること。 

(根  二〇(1)) 

(連結装置) 

第百五十一条の六十  事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装

置を用いなければならない。 

(根  二〇(1)) 

(使用の制限) 

第百五十一条の六十一  事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超え

て使用してはならない。 

(根  二〇(1)) 

(積卸し) 

第百五十一条の六十二  事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬

車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業

(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、

その者に次の事項を行わせなければならない。 

一  作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 

二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 

三  当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 

http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1
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http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@20.htm#1@1


四  ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険が

ないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 

(根  二〇(1)) 

(点検) 

第百五十一条の六十三  事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開

始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 

一  制動装置及び操縦装置の機能 

二  荷役装置及び油圧装置の機能 

三  車輪の異常の有無 

四  前照燈、尾燈、方向指示器及び警音器の機能 

(根  二〇(1)) 

(補修等) 

第百五十一条の六十四  事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、

直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 

(根  二〇(1)) 
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