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安全衛生・環境委員会の会議内容 

回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

117 02/06/12 日本溶接

協会 

6F-B 

17 -幹部：山口委員長、小笠原副委員長、小塩幹事、堤幹事 

-WES 9002（溶接ヒュームに関する注意書の表示）の関連 JIS への表示の徹底

を図る。 

-ISO/TC44/SC9 の WG の日本の Expert として山口委員長を登録。 

118 02/09/04 日本溶接

協会 

6F-B 

18 -山口委員長からモントリオールで開催された第 43 回 IIW 年次大会第Ⅷ委員

会の出席報告あり（L-889）。 

-JIS Z 3950（溶接ヒューム濃度の測定方法）改正のための小委員会を設置。 

-第 22 期（平成 22 年度）安全衛生委員会、JIW 第Ⅷ委員会名簿（L-911、L-910） 
119 02/11/20 日本溶接

協会 

6F-B 

12 -田中委員（理研オプテック）が労働大臣表彰功績賞を授与される。 

-JIS Z 3950（溶接ヒューム濃度の測定方法）改正作業小委員会を設置。 

-委員会 20 年史回想座談会の実施を決定。 

120 03/02/05 岩本町ビ

ル会議室

3F 

15 -JIS Z 3920 及び JIS Z 3950 の審議内容を報告。 

-20 年史は、3 月末までに原稿が出揃う。 

-幹事交代：小塩→山口（日溶工） 

121 03/04/16 岩本町ビ

ル会議室

3F 

14 -三上前委員長 3 月 26 日逝去。 

-「溶接技術」の 8 月号から 7 回の連載講座「溶接の安全衛生」に執筆の分担

を決定。 

-メルボルン（6 月 30 日～7 月 12 日）で開催される国際照明委員会へ提出論

文（L-930）を審議。 

-ブタベスト（2 月 13 日～）で開催された第Ⅷ委員会の中間会議の報告 

-委員交代：恒川→柏木（田中貴金属） 

122 03/06/18 日本溶接

協会 

8F-C 

15 -JIS Z 3950 改正原案作成小委員会で実験の結果「β線吸収方式によるヒュー

ム測定」は、高濃度の測定が困難であることが分かった。 

-溶接工のがんの危険性に関する IIW ステートメントが今年次大会で討議予

定（L-942） 

123 03/10/22 日本溶接

協会 

8F-C 

16 -安全衛生委員会 20 年史の編纂が終了し、10 月末配布予定 

-中央労働災害防止協会発行の「安全」1992.4 からの 4 回連載「溶接機器」へ

の執筆依頼あり。 

-事務局交代：上原→関口 

124 04/01/24 日本溶接

協会 

8F-C 

15 -中央労働災害防止協会から雑誌「労働衛生」に溶接の衛生に関する執筆の依

頼があり。 

125 04/04/14 日本溶接

協会 

8F-C 

14 -JIS Z 3950（溶接ヒューム濃度の測定方法）の改正原案作成の委託あり。 

-遮光カーテンの遮光特性調査の実施 

-ナンシー（フランス）で開催された IIW 第Ⅷ委員会中間会議の報告 

126 04/06/23 日本溶接

協会 

8F-D 

14 -工業技術院へ JIS Z 3950（溶接ヒューム濃度の測定方法）の改正原案作成実

施計画書を提出。 

127 04/09/24 日本溶接

協会 

8F-C 

15 -JIS Z 3950 の規格名称を「溶接ヒューム濃度の測定方法」から「溶接作業環

境における粉じん濃度の測定方法」に変更。 

-工業技術院から JIS Z 3951（溶接作業環境における溶接ヒュームの平均濃度

決定方法）改正の審議を要請された。 

-9 月 8 日～11 日にマドリッド（スペイン）で開催された IIW 年次大会第Ⅷの

出席の報告（L-981） 

-“Cancer Risk in Arc Welders”（L-983）が Welding in the world に掲載されるこ

とになった。 
128 04/12/01 日本溶接

協会 

8F-C 

15 -三須（理研オプテック）委員が全国産業安全衛生大会において 92 年度顕功

賞を受賞。 

-パラ系アラミド繊維の耐熱・耐炎性及び紫外線に優れる性能に関する講演 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

129 05/02/10 日本溶接

協会 

8F-C 

15 -液晶しゃ光面の BS 679（L-998）及び DIN 4647（L-1006）の紹介 

-しゃ光カーテン DIN 32504（L-999）及び透明カーテンの紫外線・可視光線の

透過率の一例（L-1005）の紹介 

-炭酸ガスアーク溶接作業において発生する一酸化炭素ガスとヒューム及び

炭酸ガスアーク作業者の一酸化炭素ガス暴露（L-1004）の紹介 

130 05/04/20 日本溶接

協会 

8F-C 

16 -溶接学会東部支部主催第 19 回実用溶接講座「アーク溶接における安全・衛

生」のプログラム（L-1008） 

-JIS Z 3950 及び JIS Z 3951 の審議終了。 

-3 月下旬ジュネーブで開催された第Ⅷ委員会の中間会議の報告（レーザー光

の問題が話題となる）。 

131 05/06/24 日本溶接

協会 

8F-C 

14 -JIS Z 3920（溶接ヒュームの分析方法）の制定に伴い、WES 9005（被覆アー

ク溶接棒によって発生する溶接ヒュームの分析方法）の廃止を提案。 

-溶接学会用語委員会からの「安全・衛生関係用語」（L-1021）の検討の依頼 

事務局交代：上原→馬郡 

132 05/10/07 日本溶接

協会 

8F-C 

18 -「溶接用液晶式自動遮光面規格化小委員会（略称：ADL 小委員会）」を設置。 

-JIS Z 3920（溶接ヒュームの分析方法）の英訳版が刊行。 

-WES 9006（ステンレス鋼ヒューム中のクロム及びニッケル定量方法）及び

-WES 9008（溶接作業環境におけるオゾン濃度測定方法）廃止の提案を承認。 

渡辺氏（トーヨ）の講演「溶接アーク光の繊維に対する影響」（L-1026） 

133 05/12/15 日本溶接

協会 

8F-C 

14 -「遮光カーテンの紫外線に対する遮断効果」（L-1035）、「溶接ヒュームと防

御対策」（L-1036）及び「労働省発行の“粉じん障害防止対策の進め方”」

（L-1039）を紹介。 

134 06/03/01 日本溶接

協会 

10F 

14 -「溶接用遮光カーテン団体規格作成準備委員会」の審議結果の報告 

-「最近の溶接労働衛生の問題点と国際動向」（L-1043）の紹介 

-平成 6・7 年度名簿の作成 

135 06/05/17 東興業会

議室 

15 -第 1 回「溶接用遮光カーテン規格小委員会」の審議結果の報告 

-4 月 20 日～23 日ベルリンで開催された IIW 中間会議の報告 

136 06/07/12 日本溶接

協会 

10F 

16 -アーク溶接の安全・衛生対策他（溶接ニュース平成 6.6.28 付記事）（L-1053）
及び鉄骨ファブにおける溶接作業の安全対策（L-1054）の紹介 

137 06/09/27 日本溶接

協会 

8F-B 

16 -安全衛生委員会発足 25 周年を機に安全衛生対策指針となる参考書を編纂す

る計画の提案があり、承認された。 

-9 月 5 日～8 日に北京で開催された年次大会の出席の報告。 

138 06/12/06 日本溶接

協会 

10F 

20 -「溶接作業用保護衣料の現状」渡辺（トーヨ）氏の講演（L-1067）。 

-溶接用液晶式遮光面規格化小委員会で使用状況に関するアンケートの内容

を検討。 

-「溶接の安全・衛生マニュアル編集」の準備が進む。 

-銅配管の銀ろう溶接作業中にカドミウムヒュームを吸入し、間質性肺炎をき

たした例」（L-1069）の紹介。 

139 07/02/21 日本溶接

協会 

10F 

13 -安全衛生関係の用語の最終チェック（L-1074） 

-「溶接の安全・衛生マニュアル」の編集が順調に進捗。 

140 07/05/12 日本溶接

協会 

10F 

15 -平成 7 年 1 月 23 日～24 日にパリで開催された IIW 第Ⅷ委員会の中間会議の

出席の報告。 

-IIW 提出資料の審議 

-IIW 第Ⅷ委員会 WG-G 活動報告（案）（L-1081）の審議及び承認 

141 07/07/25 日本溶接

協会 

10F-E 

13 -JIS Z 3930「被覆アーク溶接棒の全ヒューム量測定方法」（溶接棒部会技術委

員会調査第 4 分科会）の審議結果の報告。 

-IIW 第Ⅷ委員会において、溶接用遮光カーテン規格小委員会が行った“遮光

特性”の測定のデータが注目された。WES 原案の作成を急ぎ CEN へ提出し

たい（山口委員長）。 

142 07/10/24 日本溶接

協会 

8F-E 

17 -「溶接の安全・衛生マニュアル」の編集作業を小委員会を設置して進めるこ

とを承認。 

-炭酸ガスアーク溶接作業において発生する一酸化炭素（L-1095）及び炭酸ガ

スアーク溶接作業者の一酸化炭素曝露（L-1096）の紹介。 

-平成 7 年 6 月 10 日～17 日にストックホルムで開催された IIW 第 48 回年次

大会の一般報告及び評議会の出席（L-1099）の報告。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

143 07/12/20 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -CEN の規格案「ヒューム発生量の測定」に関する委員会としての意見

（L-1101）を取りまとめた。 

-「溶接の安全・衛生マニュアル」の編集計画案（L-1102）を承認。 

144 08/03/27 日本溶接

協会 

8F-C 

18 -委員交代：柏木→岩井（田中貴金属工業） 

-「溶接用遮光カーテン規格小委員会」の最終案がまとまり、規格委員会に提

出することとした。 

-「液晶しゃ光面」WES 規格案作成のための WG を発足。 

-3 月 5、6 日バーゼルで開催された IIW 第Ⅷ委員会の審議状況の報告。 

-IIW 年次大会提出論文「ろう接時における Cd の挙動について」（L-1115）の

紹介、審議。 

145 08/06/18 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -局所排気装置の制御風速緩和措置要望書提出の経緯と労働省の考え方

（L-1117）が説明された。 

-「じん肺管理区分決定状況実態調査」（L-1118）の紹介。 

-「溶接用しゃ光カーテン」の最終案が完成（L-1122） 

146 08/09/20 日本溶接

協会 

10F 

18 -新委員：森（日本鋼管工事） 

事務局交代：佐藤→林 

-「CO2アーク溶接における CO の挙動調査方案」の審議。 

-JIS Z 8811（殺菌紫外線の測定方法）及び JIS Z 8812（有害紫外放射の測定方

法）の見直し調査実施計画書（L-1132）の紹介。 

-9 月 3 日～6 日にブダペストで開催された IIW 第Ⅷ委員会の出席の報告。 

147 08/12/17 日本溶接

協会 

8F-A、B 

18 -溶接作業場の作業環境測定方法の B 測定実施についての問題点について労

働省を訪問し説明。 

-CO2アーク溶接における CO の挙動調査を 11 月 6 日住友重機工業追浜造船

所、11 月 26 日に宮地鉄工所千葉工場で実施。 

-JIS Z 3001（溶接用語）の改正依頼が工業技術院からあった。改正趣旨：ISO
との整合化を図るが、原則として用語の追加はしない。 

148 09/03/25 日本溶接

協会 

10F 

16 -平成 8 年度活動報告及び平成 9 年度事業計画案（L-1148）の審議。 

-「溶接用液晶式自動しゃ光面」の規格化に当たり、WG にて BS EN 397 を翻

訳中。 

149 09/06/17 日本溶接

協会 

8F-C 

20 -工業技術院から JIS ゼロベース見直し依頼あり（L-1150）。 

-幹事交代：山口→山根（日鐡溶接工業）。 

-3 月にポーツマスで開催された IIW 第Ⅷ委員会中間会議の報告。 

150 09/09/04 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -新委員：渡辺（トーヨ） 

-JIS Z 3050 及び JIS Z 3952 のゼロベース見直しの回答（L-1156） 

-CO2アーク溶接におけるヒューム及び CO の挙動調査に関する意見交換を実

施。 

152 10/01/23 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -新委員：北野（東急車輛）。 

-CO2アーク溶接におけるヒューム及び CO の挙動調査を労働省産業医学総合

研究所で実施。 

-「接合・溶接技術 Q&A1000」（L-1164）の設問の執筆者を決定。 

-「韓国におけるヒューム中の Mn の有害性」（L-1165）の紹介。 

-1997 年 7 月にサンフランシスコで開催された IIW 第Ⅷ委員会（L-1166）出

席の報告。 

153 10/04/21 日本溶接

協会 

8F-E 

17 -「第 9 次労働災害防止計画」の骨子と溶接に係わる部分（L-1169）の説明。 

-平成 9 年度活動概要報告及び平成 10 年度事業計画（案）の説明・審議。 

-溶接による感電死亡災害発生状況（L-1174）。 

-CO2アーク溶接における粉じん、CO 及び O3の挙動調査測定結果（L-1161）
を労働省へ説明・報告。 

-3 月ローマで開催された IIW 中間会議の報告（L-1176、1177、1178 及び 1179）。 
154 10/07/14 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -「第 5 次粉じん障害防止総合対策推進要綱」（L-1182）に基づく、「粉じん障

害防止対策推進運動実施計画書（案）」（L-1186）の説明。具体案は、幹事会

で作成。 

-WES「アーク溶接の安全衛生管理（案）」（L-1189）の説明。 

-溶接による感電死亡災害発生事例（L-1190）の紹介。 

-電磁場ばく露に係わる調査表（案）（L-1191）の説明。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

155 10/10/13 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -新委員：横井（アンレット）。 

-溶接保護服の難燃化（L-1194 及び L-1195）の紹介。 

-粉じん障害防止の推進は、「粉じん障害防止対策の推進について」（L-1196）
に則り、本委員会が中心となり推進する。 

-協会 50 年史編集のため、安全衛生委員会の活動状況について分担して取り

まとめることになった。 

-9 月 13 日～19 日にハンブルグ(ドイツ)で開催した IIW 年次大会の出席の報

告。 

156 10/12/22 日本溶接

協会 

8F-E 

20 -「電場、磁場および電磁場の許容基準（暫定）」日本産業衛生学会（L-1209）
の紹介。 

-溶接作業で発生した一酸化炭素中毒の事例（L-1212）の紹介。 

-粉じん障害防止対策の推進状況報告。 

① PR ポスター案（L-1213） 

② 粉じん（溶接ヒューム）職場の自主点検表の案（L-1214） 

③ 粉じん作業場における注意事項掲示の案（L-1215） 

-日本溶接協会 50 年史「安全衛生委員会」（L-1216）の原稿を審議。 

157 11/03/09 日本溶接

協会 

8F-A、B 

18 -平成 10 年度活動概要案（L-1221）及び平成 11 年度事業計画案（L-1222）の

説明・審議。 

-粉じん障害防止対策の推進状況の報告。 

-国際照明委員会（CIE）の説明。 

158 11/06/15 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -新委員：小林（元神戸製鋼所） 

-粉じん障害防止対策の推進状況の報告（L-1239 及び L-1240） 

-一酸化炭素中毒事例（平成 2 年～8 年）の報告。 

-「電磁ばく露に関する調査研究委員会」（中央労働災害防止協会）が発足し、

当委員会も協力することになった。 

-1 月にパリで開催された IIW 第Ⅷ委員会中間会議出席の報告（L-1249） 

159 11/09/28 日本溶接

協会 

8F-E 

16 -第 5 次粉じん障害防止対策推進報告（L-1254、L-1255 及び L-1256） 

-「溶接の安全・衛生マニュアル」（仮題）の進捗状況（L-1257） 

-7 月 21 日～23 日リスボンで開催された IIW 年次大会第Ⅷ委員会の出席の報

告（L-1258） 

160 11/12/07 日本溶接

協会 

8F-E 

21 -「アーク溶接粉じん対策教本」（労働省監修）が 12 月 25 日に産報から出版

された。 

-IIW において環境をテーマとした特別委員会の設置計画があり。それに伴

い、本委員会の名称変更を検討することになった。 

-「電磁場の基礎知識」講師：城内博氏（産業医学総合研究所）の特別講演を

実施。 

161 12/03/14 日本溶接

協会 

8F-A、B 

18 -「平成 11 年度活動状況及び平成 12 年度事業計画（案）」（L-1170）を審議。 

-WES 9007（溶接作業環境管理基準）の改正を行うことを決定。 

-本委員会の名称を「安全衛生・環境委員会」に変更することを理事会に提案

し、承認を得ることとした。 

162 12/06/15 日本溶接

協会 

8F-A、B 

18 -委員長交代：山口（産業生態研究所）→小林（日本溶接協会）、委員交代（電

気溶接機部会）：麻生→小原（OBARA）、新委員：中舘（昭和大学） 

-アーク溶接作業者への特別教育を行う講師を対象とした講習会の全国支部

（５か所）における実施の計画。 

-アーク溶接の環境問題への対応（L-1292）。 

-「溶接技能者評価試験受験の安全必携」（L-1287）の検討。 

-ISO/DIS 15012-1 及び 5012-2 の翻訳を行う。 

-IIW 環境特別委員会（L-1294）に山口参与に出席いただく。 

163 12/09/05 日本溶接

協会 

8F-A、B 

20 -安全衛生・環境委員会規則（案）の検討。 

-「労働安全衛生と環境対策の現状」溶接ニュース企画特集（産報出版）に分

担執筆（L-1300） 

-「環境マネージメント国際標準化の動向とその導入状況」（L-1305）の紹介。 

-IIW 第Ⅷ委員会の 2001 年～2005 年の事業計画（L-1308）の紹介。 

-国際照明委員会の最近の動向（L-1309）の紹介。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

164 12/12/07 化学会館 

601B 
18 -化学物質安全データシート（MSDS）の交付義務の有無について検討。 

-「安全衛生・環境委員会規則（案）」（L-1317）を審議。 

-第 27 期安全衛生・環境委員会リスト（L-1319）を修正、確認。 

-平成 12 年 7 月 10 日～12 日にフィレンツェにおいて開催された IIW 年次大

会の出席の報告（L-1320）の溶接学会誌への掲載。 

165 13/04/11 日本溶接

協会 

8F-E 

23 -山口参与：日本溶接協会業績賞を授与。 

-堤幹事：会長特別賞を授与。 

-新委員：朝日（ガデリウス）、小塩（都立高専） 

-液晶式しゃ光保護具の EN 規格（L-1333 及び L-1334）の紹介。 

-ISO/TC44/SC9 への回答（2000～2001）の取りまとめ（L-1326）。 

-平成 12 年度活動概要報告及び平成 13 年度事業計画（案）（L-1328）を審議。 

-MSDS 及び PRTR（L-1329 及び L-1335）の溶接棒工業会での取り組みについ

ての紹介。 

166 13/07/03 東京都立

食品技術

センター 

3F-3 

21 -今年度の事業計画を審議。 

① 液晶式しゃ光保護具の WES 原案作成委員会を設置（奥野委員長、清水幹

事、朝日幹事） 

② JIS Z 3950（高橋委員長、新関幹事）及び JIS Z 3952（高橋委員長、磯部

幹事）の改正原案作成委員会を設置。 

③ JIS Z 3920（溶接ヒュームの分析方法）は後日（本年度中）に改正の要

否を検討。 

④ WES 9007（溶接作業管理基準）は、平成 14 年度に改正の要否を検討。 

⑤ アーク溶接における粉じんの挙動調査は、過去に実施した調査結果及び

文献のまとめを調査委員会（岩崎委員長）を設置しておこなう。 

-粉じん障害防止に関するアンケート調査（案）（L-1341）を審議。 

-溶接の安全衛生・環境文献（1991～）の調査を行う。 

-第 27 期安全衛生・環境委員会リスト（L-1346）を検討・修正。 

167 13/10/02 日本溶接

協会 

8F-E 

20 -幹事交代：山根→山口（日鐡溶接工業） 

-溶接用自動しゃ光保護具 WES 原案作成小委員会（略称：AWF 委員会）は、

メーカ委員による素案の作成の後に、ユーザーを含めて審議する基本方針決

定。 

-粉じん障害防止に関するアンケート結果、回収率 64 %。 

-溶接の安全衛生・環境文献調査の分担案（L-1350）を承認。 

-「電動ファン付き呼吸用保護具」（産業安全技術協会）検討委員会の活動の

報告（L-1354）。 

-2001 年 7 月 9 日～11 日にリュブリアナで開催された IIW-Ⅷ委員会出席の報

告（L-1360）。 

168 14/01/25 日本溶接

協会 

8F-E 

18 -新委員：神山（産業医学総合研究所）。 

-「溶接の安全衛生マニュアル」の編集は、2 稿が終了し、2 月末に最終編集

会議を開催し、4 月のウエルディングショーまでに発刊する予定。 

平成 13 年度安全衛生・環境委員会活動概要（案）（L-1377）及び平成 14 年度

安全衛生・環境委員会を審議。 

-平成 14 年 1 月 17 日開催された第Ⅷ委員会について、Agenda（L-1379）に基

づき報告。また、同日に開催された SERECT COMMITTEE ENVIRONMENT
について、Agenda（L-1380）に基づき報告。同委員会で「日本における環境

に関する活動状況」（L-1381）を紹介した。 

169 14/04/18 東興業 

1F 
22 -粉じん障害防止に関するアンケート調査結果報告書案（L-1385-1 及び

L-1385-2）の審議、承認。 

-電動ファン付き呼吸用保護具についての検討委員会の検討結果と今後の課

題（L-1386）の報告。 

-CIE TC6-14 特別技術委員会の活動報告書（L-1389）の発行。新規活動テーマ

の検討・審議。 

-JIW 第Ⅷ委員会名簿（L-1393）の報告・承認。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

170 14/07/16 東興業 

1F 
 

 

 

16 -本委員会の運営方法 

①委員会開催の約 1 か月前に開催し、資料は、原則として事務局から PDF
ファイルで各委員に送付する。 

②各部会・委員会とのつながりが疎となっているので、代表委員は必要事

項を各部会 4 委員会で報告する。 

-第 28 期本委員会名簿（L-1408）の配布。 

-6 月 26 日～27 日にコペンハーゲンで開催された IIW 第Ⅷ委員会の出席報告

（L-1400）。 

-「第 5 次粉じん障害防止総合対策の実施状況」（L-1404）を厚生労働省環境

改善室へ報告。 

-日本工業標準調査会による「環境・資源循環専門委員会による環境 JIS 策定

促進のアクションプログラムに関する勧告」（L-1405）に基づき、企画委員会

と本委員会との合同幹事会を開催。 

-IIW 第Ⅷ委員会資料の一部が日本溶接協会で保管されているが、今後、過去

のすべての資料を神鋼で保管し、リストを作成。 

-PRTR 法の概要（L-1407）の説明。 

171 14/10/15 日本溶接

協会 

8F-E 

21 -溶接用自動しゃ光保護具 WES 原案作成委員会（AWF）からの報告があり、

国内メーカがないことから、JIS 化は断念。 

-9 月 11 日にコペンハーゲンで開催された CEN/TC121/WG17 会議の出席報告

（L-1414）があった。審議中のチェックリストは、IIW 提案の環境規格より

早く 1 年以内に ISO 規格となる可能性が高い。 

-6 月 26 日～27 日にコペンハーゲンで開催された IIW 第Ⅷ委員会の出張報告

（L-1415）。 

-溶接材料の MSDS の様式、提供方法などが日本溶接棒工業会で決定

（L-1422）。 

-電磁波に関する資料（L-1420 及び L－1419）の紹介。 

-11 月 6 日に開催の溶接安全衛生・環境をテーマの講演会（千葉県支部主催）

（L-1424）を当委員会がバックアップすることを決定。 

-局所排気に関する特別講演会（講師：黒瀬会長（日本保安用品協会））を開

催。 

172 
 

15/01/23 日本溶接

協会 

8F-E 

17 -幹事交代：山口→野口（日鐡住金溶接工業） 

委員交代：宮崎→藤井（田中貴金属工業） 

-平成 15 年度 JIS 改正原案 Z 3950 及び Z 3952 作成の応募を行い、承認された。 

-EWS 委員会で審議した「環境 JIS 策定中期計画｣（L-1431）を経済産業省に

提出した。 

-「環境及び関連製品規格側面の導入に関する指針」の JIS 原案作成小委員会

の設置を決定。 

-IIW 2004 年次大会における第Ⅷ委員会との Joint Meeting における日本の発

表テーマを決定 

① 安全衛生に関するアンケート調査の報告 

② 呼吸用保護具の現状 

③ 安全衛生に関する法律、規制 

-電磁波の影響に関する平成 15 年 1 月 10 日の朝日新聞記事（L-1433）及び規

制に関する国際動向（L-1434）の報告。 

-溶接用炭酸ガスの影響について議論。 

-PRTR 制度及びアーク溶接材料を対象とした PRTR 排出量の算出方法につい

て（L-1437 及び L-1438）の説明。 

-過去の溶接学会の年間展望に掲載されている「溶接の安全衛生・環境文献リ

スト」（L-1441）が完成。 

-IIW 第Ⅷ委員会（1996 年～2001 年）の資料は、日本溶接協会から神戸製鋼

所に送付。 

-平成 15 年度事業計画（案）（L-1442）の審議。 

173 
 

15/04/21 日本溶接

協会 

8F-E 

22 -平成 14 年度活動概要報告（L-1445）及び平成 15 年度事業計画（L-1447）の

報告。 

-「コンタクトレンズ使用中の溶接作業で失明」との記事紹介（L-1460）。 

-2003 年 ACGIH の許容基準が変更（L-1463）（Mn: 0.2mg/m3→0.03mg/m3） 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

174 
 

15/07/28 日本溶接

協会 

8F-E 

17 -第 1 回 JIS Z 3950（溶接作業環境における粉じん濃度測定方法）他 1 件の JIS
改正原案作成委員会（L-1473）の報告。 

-第 1 回自動しゃ光形溶接用フィルタ WES 原案作成委員会（L-1474-2）の報

告。 

-第 6 次粉じん障害防止対策の推進について（L-1476-1）の報告及び第 6 次粉

じん障害防止対策の推進計画（L-1476-2）の審議。 

-2003 年 7 月 7 日～9 日に Bucharest で開催された IIW 年次大会の第Ⅷ委員会

出席の報告（L-1477）。 
175 

 
15/10/22 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -第 6 次粉じん障害防止対策の推進状況（L-1489）の報告。 

-「粉じん防止キャンペーン」（溶接ニュース）（L-1490） 

-2003 年 IIW 年次大会の第Ⅷ委員会決議文の翻訳文（L-1492）の報告。 

-IIW 2004 大阪年次大会における第Ⅷ委員会との Joint Meeting に関する準備

会の状況（L-1492）の報告。 

-日本照明委員会第 6 部会 TC6-16 特別委員会が終了し、新たに TC6-57 が設置

された。（本委員会からは、奥野委員、清水委員、山口参与が参加）。 

-コンタクトレンズを使用した溶接作業者の失明災害については、調査の結

果、これらの情報が虚偽であることが判明（L-1494）。 

-溶接の安全衛生に関する ISO 規格の現況（L-1495-1）の報告。 

176 
 

16/01/29 日本溶接

協会 

8F-E 

13 -アンレットが溶接部門縮小のため退会。 

-平成 15 年 12 月に経済産業省に提出した環境 JIS 策定中期計画の標準化新規

テーマ（L-1501）の報告。 

-平成 16 年度事業計画案（L-1502）の審議。 

-IIW 2004 大阪年次大会における第Ⅷ委員会との Joint Meeting のプログラム

案などの準備状況（L-1503）の報告。 

-ろう付材料（Ag-Cu-Zn-Cd 合金及び Ag-Cu）の MSDS（L-1504-1 及び-2）の

紹介。 

-「溶接マンガンヒュームの危険性に関する見解の提出依頼」（L-1507）があ

り。この件に関し、厚生労働省に出向き担当官と情報を交換。情報内容を口

答で報告・回答。 

177 
 

16/04/22 東興業 

1F 
16 -第 29 期 安全衛生・環境委員会の構成（L-1513） 

-副委員長：神山（産業医学総合研究所）、新委員：本宮（宮地鉄工所）、柳内

（IHI マリンユナイテッド）。 

-JIS Z 3950 及び JIS Z 3952 の改正案を規格委員会に提出、承認された。 

-自動遮光形溶接フィルタ WES 原案を規格委員会に提出、承認された。 

-平成 16 年度事業計画案（L-1518）が報告され、承認された。 

-WES 9009:1998 の改正（L-1519）について構成員を追加して推進。 

-ISO/DIS 15012-2:2003 の和訳（L-1523）の紹介。 

-厚生労働省労働基準局安全衛生部に化学物質対策課 化学物質評価室が設置

（L-1524）された。 

178 
 

16/07/30 日本溶接

協会 

8F-E 

21 -新委員：末松（川﨑重工業）、宮崎（神戸製鋼所）、柳内（IHI マリンユナイ

テッド）、古城（小池酸素）。 

-第 29 期 安全衛生・環境委員会の構成員（L-1528）を確認。 

-幹事交代：堤（神鋼：日本規格協会に出向）→山田（重松製作所） 

-WES 9009 の改正委員会の委員長を堤（神戸製鋼所）→小林（日本溶接協会）

に交代。 

-IIW 2004 大阪年次大会第Ⅷ委員会の報告（L-1533）。 

-ISO/TC44/SC9（L-1535）の O メンバーから P メンバーへの登録完了。 

-ボンドフラックスが Mn 及びマンガン化合物を 1%超えて含有するものは特

化則に該当する（L-1536）ことになった経緯。 

-ポータブルスポットアーク溶接機に関し、労働保険審査会から振動障害に関

する調査依頼及びその回答内容（L-1537）の報告。 



- 32 - 

回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

179 
 

16/10/28 日本溶接

協会 

8F-E 

18 -JIS Z 3920 改正原案作成委員会の幹事交代（野口（日鐡住金溶接工業）→磯

部（日本保安用品協会））。 

-ISO/DIS 15011-4(Fume data sheets)（翻訳資料（L-1546-2）の概要の説明及び

今後の取り扱いについての審議。 

-アーク溶接作業における粉じん対策委員会の活動の概要（L-1547）の報告。 

-厚労省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長から日溶協会長宛に「アーク

溶接作業における一酸化炭素中毒の防止について」の通達（L-1548）があっ

た。 

180 17/01/14 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -溶接の安全衛生に関する ISO 規格の現状（ISO/TC/SC9）の調査の結果では、

全 10 件中 8 件が審議中又は審議開始予定である。 

-原子力安全技術センターからトリウムタングステン電極による TIG 溶接の

有害性についての調査への協力の要請があった。 

-IIW 第Ⅷ中間会議（ドイツ、ケルン：2005/1/24～25）の議事次第（L-1557）
についての説明。 

-管理濃度の変更：溶接に関係するマンガン 1mg/m3→0.2mg/m3。ACGIH：

0.2mg/m3、日本産業衛生学会：0.3mg/m3である。 

-人材派遣労働者の溶接に関する重大災害について検討する必要があるので

は、との意見があったが改めて検討することとした。 

181 17/04/14 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -幹事交代：野口(幹事定年退職のため)→波多野（日鐡住金溶接工業） 

新幹事：宮崎（神戸製鋼所） 

委員辞任：野口、相澤（北里大学） 

-アーク溶接作業における粉じん対策委員会（事務局：日本測定協会）の報告

（L-1567） 

-「溶接の安全衛生特集」（溶接ニュースの全国安全週間の特集記事）に分担

執筆することを決定。 

-厚生労働省基発第 0331018 号「屋外作業等における作業環境管理に関するガ

イドラインについて（L-1571）の要請があり。 

-JIS Z 3950 及び JIS 3952（L-1572 及び L-1573）の内容を審議。 

182 17/07/08 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -高橋委員が日本溶接協会総会（6 月開催）で貢献賞を受賞。 

-平成 16 年度事業報告及び 17 年度事業計画（L-1577）についての報告。 

-IIW 第Ⅷ委員会の報告 

① 中間会議（ケルン：2005/1/24～25）議事録（L-1566） 

② 本会議（プラハ：2005/7/11～13）議事次第（L-1583） 

③ 本会議と連動して開催されている SC-ENV のアンケートに対する回答

（L-1583）の紹介。 

183 17/09/30 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -委員会名簿（L-1590）の配布。 

-ISO/TC44/SC9 パリ会議の報告（L-1595）について説明。 

-ISO 15011-4 の内容と今後の進め方（L-1596）について説明。溶接棒部会技

術委員会で討議する。 

-「溶接・接合技術データブック」（企画書要旨（L-1596）の説明。 

184 18/01/26 日本溶接

協会 

8F-E 

16 -委員退任：朝日（ガデリウス、退会のため）。 

新委員：山根（埼玉大学） 

-3 月 27 日～31 日に神戸製鋼所（大崎）で開催される ISO/TC44/SC9 東京会議

の予定を次のとおり決定した。 

① 安全・衛生全体（L-1606-1） 

② WG1 ヒューム及びガスのサンプリングの実験室（L-1606-2） 

-WG2 呼吸域における浮遊粒子とガスのサンプリング（L-1606-3） 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS 化は、棒部会内に設置される委

員会で実施する。 

-「溶接・接合技術データブック」第 3 節（安全・衛生）のデータの収集の状

況及び追加データを討議。 

-溶接用語関連の今後の進め方の検討 

① JIS Z 3001（溶接用語） 

② 用語大辞典（安全、衛生、環境関連） 

-ステンレス鋼の溶接における６価クロムについて（L-1609）の説明、対応を

検討。 

-WHO の電磁波基準（L－1610）について紹介。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

185 18/05/19 日本溶接

協会 

8F-E 

17 -委員長交代：小林（日本溶接協会）→神山（東洋大学）。 

-第 30 期委員会構成メンバーの確認。 

-前年度事業報告及び今年度事業計画（L-1615）の承認。 

-WES 9009 改正原案第 1 部素案（L-1617-4）の審議、承認。 

-ISO/TC44/SC9 東京会議報告（L-1618-1 及び-2）. 

-中央労働災害防止協会が実施している「粉じん実態調査」の一環であるアン

ケート調査の結果（L-1620）の紹介。 

-溶接用語辞典（安全、衛生、環境関連）の進捗状況の報告。 

-OSHA（米国労働省安全衛生基準局）の作業環境に関する Cr(Ⅵ)の規制値が

52 µg/m3→5 µg/m3と厳しくなった（L-1622）。 

186 18/09/29 東興業 

1F 
17 -新委員：野口（東亜外業）。 

-JIS Z 3920 改正原案作成委員会進捗（L-1627）の報告。 

-IIW 2006 年ケベック年次大会第Ⅷ委員会の報告（L-1630）。 

-ISO 15011-4 での第 2 回ラウンドロビンテスト結果（L-1630）の報告。 

-溶接の安全・衛生・環境関連用語編集委員会（仮称）の設置（L-1632）の提

案。承認。 

-「製造業の元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」

（厚労省）（L-1633）の指針が発行された。 

-「鉛フリーはんだ関連作業に係わる化学物質管理マニュアル」（L-1634）が

厚労省から送付あり。 

-中央労働災害防止協会の「安全と健康」に「アーク溶接作業の安全衛生」を

分担で執筆。 

-溶接及び関連作業における中毒等の疾病の発生事例（1997～2005）（L-1639）
の報告。 

187 
 

18/12/15 日本溶接

協会 

8F-E 

15 -JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会の報告（L-1642）。 

-ヒューム試料中六価クロム量の経時変化分析結果の報告（L-1643）。ろ紙上

での化学変化を検証したもので、分析結果からサンプリング後 5 日間程度は

問題ないとの見解。 
-WES 9009 アーク溶接の安全管理改正原案作成委員会の報告（L-1644）。 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS 化の報告（L-1645）。 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1646）。 

-粉じん障害防止対策の検討のための調査研究委員会の進捗状況の報告

（L-1652-1～3）。 

-マンガンの有害性についてMcMillan氏の文献レビュー論文の紹介（L-1653）。
パーキンソン病を発症した 5 例がマンガンばく露によるものであったが、溶

接との関係があるとの報告はない。日本でも溶接でのマンガン曝露が原因の

パーキンソン病は見られない。 

188 19/02/23 日本溶接

協会 

8F-E 

19 -委員交代：矢部→堀井（宮地鉄工所）、退任：小林、新委員：鷹屋 （産業医

学総合研究所） 

-平成 18 年度活動と平成 19 年度事業計画の報告（L-1656）。 

-JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会の報告（L-1657）。 

-WES 9009 アーク溶接の安全管理改正原案作成委員会の報告。解説の作成が

遅れているが、2007 年度末までには完成の予定。 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS 化は、2007 年末までに素案の作

成を終了、2008 年に JIS 専門委員会を編成、2009 年に JIS 化の予定（L-1659）。 
-ISO 規格の投票状況の報告（L-1660）。 

-溶接の安全衛生・環境関連用語辞典は、2007 年 3 月末に完成の予定で、日

本溶接協会の WEB に掲載すると報告（L-1662）。 

189 19/05/18 鉄鋼会館 

803 
14 -JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会の報告（L-1667） 

-ヒューム試料中の六価クロム量分析方法の検討経過の報告（L-1668）、鷹屋

委員からステンレスソリッドワイヤ、FCAW、SMAW のヒュームの労働安全

衛生総合研究所での分析結果の説明。 

-WES 9009 アーク溶接の安全管理改正原案作成委員会の報告（L-1669）。原案

がまとまり、解説が完成した段階で、日本溶接協会の WEB で公開する。 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1670）。 

-平成 19 年度の本委員会活動として行う職場の粉じん及び有害ガスの環境濃

度、個人曝露の実態把握の調査の素案の説明があった。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

190 19/09/07 日本溶接

協会 

8F-A、B 

15 -委員交代：末松（川崎重工業）→矢坂 

-JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会の報告（L-1675）。 

-ヒューム試料中の六価クロム量分析方法検討結果の報告（L-1676）、JIS には、

A 法［ジフェニルカルバジド（DPC）吸光光度法］、C 法［ポストカラムイオ

ンクロマトグラフ分離式ジフェニルカルバジド吸光光度法（540nm）］、D 法

［フレーム原子吸光法］を入れる予定との説明。 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS 素案の作成の経過の報告（L-1677
及び L-1677-1）、来年 4 月からの JIS 委員会で審議する予定。 

-ISO 規格の投票状況（L-1678） 

-IIW クロアチア大会第Ⅷ委員会の報告（L-1679）。 

-溶接作業環境の実態調査計画の説明（L-1680）。 

-粉じん障害防止対策の検討のための調査研究委員会の総括の報告（L-1681）。 
191 19/11/27 日本溶接

協会 

8F-E 

14 -JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会報告（L-1684）、高橋委員長病気 (9 月)

のため完成時期を延期。 

-ISO 15011-4 の JIS 素案がまとまり、2008 年 4 月から専門委員会を開催する

予定。 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1686）。 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究：2007 年 12 月 3 日～4
日に角藤長野工場で調査予定（L-1687-1 及び-2）、前回の東急車輌の調査結果

と併せて報告する。 

-粉じん障害防止規則等の一部改正案の報告（L-1688-1 及び-2）、主な変更点

は、(1)粉じん障害防止規則、じん肺法施行規則における「粉じん作業」の定

義変更：屋内における金属を溶断またはアーク溶接する作業すべて（全自動

を含む）が対象（ただし書きは全面削除）、(2)労働安全衛生規則の一部改正：

粉じん作業従事者の健康管理手帳様式に「喫煙歴」を記入する欄を追加。 

-ステンレス鋼用溶接材料の“製品安全データシート（MSDS）”（L-1689）に

ついて紹介があった。2005 年に JIS Z 7250 が更新されたことから、一部文章

記載を変更した。主な変更点は以下の 4 件：(1) 7 項（保管上の注意）に、「溶

材を水に濡らさない」旨を追記、(2) 8 項（暴露防止及び保護措置）は、粉じ

ん障害防止規則の改正により、ただし書き削除を検討。(3) 6 価クロムに関す

る記述を追加（重要）、11 項（有害性情報）、13 項（廃棄上の注意）の記述を

見直し、特に 13 項では、溶接スラグ、溶接ヒューム中に水溶性 6 価クロム化

合物、水溶性フッ化物が含まれるため、環境基準値以上にこれらが含まれる

場合には、産廃処理の際に管理型又は遮断型の最終処分場に埋立処分するこ

とを明記、(4) 16 項（その他の情報）、WES 9009 などを最新年度版に更新し

OSHA を追加。 

192 20/02/29 日本溶接

協会 

8F-E 

18 -JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会報告（L-1692-1）と改正案概要の説明

（L-1692-2）。 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS 素案の概要の説明（L-1693） 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1694） 

-溶接作業環境の実態調査：2007 年 9 月 25 日東急車輛及び 12 月 3 及び 4 日

角藤で行った調査内容について報告（L-1695） 

-「石綿以外の鉱物等による健康障害の防止に係る実態調査委員会」の報告

（L-1696） 

-粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令について報告（L-1700） 

-H19 年度の活動報告及び H20 年度の事業計画が了承された（L-1698） 

-第 31 期（H20～21 年度）安全衛生・環境委員会構成の報告を了承（L-1699） 
新委員：名古屋（早稲田大学）、芹田（労働安全衛生総合研究所）、岡（横河

ブリッジ）。 

-特別講演：「電気溶接作業者環境における低周波磁界の測定と解析」山根教

授（埼玉大学） 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

193 20/06/19 日本溶接

協会 

8F-B、C 

18 -第 31 期委員紹介：山田氏が幹事→副委員長、芹田氏、名古屋氏、岡氏が委

員として参画。 

-JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会報告（L-1704-1～4）：原案がまとまり、

JIS 原案作成委員会（平成 20 年 8 月～21 年 7 月）へ移行、経産省へ委員会設

置を説明（L-1704-3～4）。 

-ISO15011-4 の JIS 素案報告（L-1705）：JIS 素案がまとまり、棒部会技術委員

会調査第 3 分科会から JIS 原案作成委員会（平成 20 年 7 月～21 年 6 月）へ移

行、経産省へ委員会設置を説明。 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1686）。 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究について、昨年度の調査

（車輌製造、建築鉄骨製造）に続き、本年 5 月末に造船所（千葉）での調査

を実施を予定。 

-第 7 次粉じん障害防止総合対策（厚労省労働基準局長通達：本年 3 月 19 日

発行）について説明（L-1688-1～3）。 

-溶接の安全衛生・環境に関する文献調査計画（案）：国内外の文献及び法規

を収集し日本溶接協会のホームページに掲載する案（L-1709-1）が了承され

た。また、1990 年以降の IIW 第Ⅷ委員会のドキュメント・リストの紹介

（L-1709-2）。 

194 20/10/03 日本溶接

協会 

8F-E 

18 -JIS Z 3920（溶接ヒューム分析方法）改正原案調査作成委員会報告（L-1716） 
-JIS Z 3940（ヒュームデータシート）の JIS 原案作成委員会の経過の報告

（L-1717） 

-ISO 規格の投票状況の報告（L-1718-1） 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究の報告書の進捗状況

（L-1719） 

-国際溶接会議（IIW）2008 グラーツ大会第Ⅷ委員会 2008 年 7 月 7 日～9 日報

告(L-1720-1 及び 2) 
-第 7 次粉じん障害防止総合対策の推進及び実施計画に関して、厚労省の推進

要請書及び日本溶接協会作成の推進実施計画の内容について報告（L-1721） 

-溶接学会誌 第 77 巻 8 号（本年 12 月発行予定）「溶接・溶断における健康と

安全」執筆について（L-1722） 

-(社) 日本労働安全衛生コンサルタント会が厚労省から委託を受けた中小規

模事業場を対象とした「溶接作業におけるリスクアセスメントの進め方」パ

ンフレットの作成の進捗状況（L-1723 及び L-1724） 

-山口参与から溶接協会の委員会との情報共有交換の提案（L-1725） 

-建設業労働災害防止協会の「建築の安全」の「建設工事の安全衛生基礎講座」

へ原稿執筆依頼（L-1726） 

- 溶接ニュース 9 月 16 日号に「アーク溶接作業の粉じん障害防止対策」を掲

載した（L-1727） 

-溶接棒ホルダを規定した JISC9302 が H20 年 10 月 25 日に廃止され、新たに

制定される JIS C9300-11 に移行することが報告された（L-1728） 

195 20/12/11 日本溶接

協会 

8F-E 

18 -JIS Z 3920（溶接ヒューム分析方法）改正原案作成委員会の報告（L-1731） 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート）の JIS素案の作成の経過の報告（L-1732） 
-ISO 規格の投票状況の報告（L-1733） 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究：これまで実態調査を行

った 3か所分を 1つの報告書として取りまとめ中（L-1734-1） 

-日溶協 60 年史の作成の素案を説明（L-1737） 

-「溶接作業におけるリスクアセスメントの進め方」のパンフレットの作成の

進捗状況（L-1738） 

-溶接作業時の呼吸用保護具の効果と問題点として面内の粉じん濃度が抑制

されても CO が高濃度になる場合があるなどの調査結果の報告（中村憲司氏

から、L-1736） 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

196 21/03/03 日本溶接

協会 
8F-E 

15 -平成 20 年度活動報告と平成 21 年度活動計画（L-1741 及び L-1742） 

-JIS Z 3920 改正原案調査作成委員会の報告（L-1743） 

-ISO 15011-4（ヒュームデータシート） の JIS 素案作成の経過の報告 

（L-1744） 

-ISO 規格の投票状況（L-1745） 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究の報告書目次案

（L-1746）、及び次年度は基礎的調査及びばく露濃度の低減対策の調査を計画

（L-1748） 

-厚労省から労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行令が H21 年

4 月より施行され、ニッケル金属及びニッケル合金に関して溶接・切断作業

は特化則対象にはならないが、作業時に発生するヒュームを清掃する作業は

特化則対象作業になると報告。 

-山田副委員長の講演「呼吸用保護具に関する ISO の最近の動向」（L-1735） 

197 21/05/28 日本溶接

協会 
8F-E 

17 -JIS Z 3920（本体及び解説）の原案を 6 月末までに日本規格協会に提出予定 

-ISO/DIS 15011-4:2006（ヒュームデータシート）「確認」で回答 

-ISO/CD 15011-5（有機物を含む物質の溶接・切断時に生じる生成物の同定）

賛成で投票 

-特化則改正（ニッケル化合物関連）に関する厚労省説明会の報告（L-1754-1
～3） 

-JIS T 8157（電動ファン付き呼吸用保護具）の改正（L-1757） 

-作業環境安全チェックシート（産報作成後修正：L-1756-2～5）についての

検討 

-溶接作業におけるリスクアセスメント（L-1758 及び L-1759）の配布 

198 21/09/08 日本溶接

協会 
8F-C 

15 -ISO 規格の投票状況について（L-1762 及び L-1763）。 

-IIW2009 シンガポール大会第Ⅷ委員会の報告（L-1764）。 

-溶接作業環境実態及びその対応策のための調査研究 

① これまでの実態調査の報告書の進捗状況の報告 

② 今年度の計画について幾つかの提案 

-防じんマスク等の使用状況アンケート結果の説明（L-1765） 

-その他 

① 日本工学会依頼の「溶接作業環境の快適性の追求」の当委員会の原稿の

説明（L-1766） 

② 溶接情報センターWeb サイトの安全衛生 Q&A 項目の説明（L-1767）、次

回委員会で内容を検討する 

③ 平成 21 年度中災防「安全衛生センター運営等事業」において、作業リ

スクの見積り等を Web 上で提供するためのコンテンツ作成委員会が設

置された（L-1768）。 

199 
 

21/12/10 龍名館本

館龍の間 
15 -ISO 規格の投票状況について（L-1771）。 

-特化則改正に伴う溶接ヒューム量測定及び成分分析の調査で、Ni を多く含

む溶材の溶接ヒュームに関する調査の提案が承認された（L-1772）。 

-防じんマスク等の使用状況に関するアンケートの進捗状況の説明。棒部会調

査第 4 分科会の進捗遅延により実施が今年度末までずれ込む予定。当委員

会のアンケート調査は、単独で来年度に実施にしたい。 

-平成 21 年度中災防「安全衛生情報センター運営事業」の作業の残留リスク

について（L-1773~L-1773-2）、溶接作業の残留リスクに関して項目タイト

ルの変更 3 件を提案した。 

-厚労省化学物質対策課半田課長による特別講演「厚労省の化学物質対策の最

近の動向」（L-1775）。 

-その他 

① 神奈川県溶接協会が 2010 年 3 月に開催する講演会「溶接・切断の安全

衛生」の説明（L-1774）。 

② 抵抗溶接機関連のヒューム測定方法の ISO 化が進んでいるが

（ISOTS15011-6）、測定方法の考え方や法規則の動向について電溶機

部会での勉強会に安衛環境委員会から講師派遣を行うこととした。 

③“ナノ素材の毒性・健康環境問題”（小林剛訳、NTS 社）の紹介。 
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回 開催日 
(平成) 場所 出席

者数 内容 

200 22/03/11 日本溶接

協会 
8F-E 

18 -平成 21 年度活動報告と平成 22 年度活動計画が了承された（L-1778 及び

1779）。 

-ISO 規格の投票状況の説明（L-1780-1～4）。 

-溶接作業環境及び曝露実態に関する基礎調査(その 2)で、ニッケル及びニッ

ケル合金が特化則の規制対象になったため、ステンレス及びニッケル系溶接

材料を用いた溶接作業場の床清掃の際の作業環境の実態調査を実施する。 

① 特化則改正に伴う溶接ヒューム量測定及び成分分析の調査：ステンレス

及びニッケル系の溶接材料より発生するヒューム発生量及び成分分析の

調査は 4月以降に早急に進める。 

② 溶接ヒュームの作業環境及び曝露濃度実態調査計画：ガス濃度を含む曝

露調査の実施計画が説明された（L-1781）。同時に防じんマスクのフィッ

テング及びフェイスシールド形電動ファン付き呼吸用保護具の漏れ率の

実態調査についても行うことが提案された。 

-平成 21 年度「安全衛生情報センター運営等事業」の「溶接作業の作業リス

クの見積り様式」が厚労省のホームページに掲載される予定（L-1782）。 

-溶接情報センターWeb サイト：安全衛生関係 Q&A 編集について見直し結果が

説明（L-1783-1 及び 2）。 

-第 32 期安全衛生・環境委員会構成について説明があり、変更点は下記の通

り。 

柴田科学：新関委員→小山委員 

車両部会：矢坂委員（川崎重工業）→竹中委員（日立製作所） 

 

 


