
テキストは原則、下記①⇒⑥の順番で条文を記載しています。

労働安全コンサルタントの問題は複数の条文に渡る問題も多く、一つの条文を指定するのが難しいです。

そのため、この条文のページを開いて読んでいけば、類似の練習問題にたどり着ける条文を下記に記載したので、索引のように利用してください。

記載された条文だけを読んでも、問題の解説に毎度ならないないことを理解して活用してください。 過去問ダウンロード

令和2年 令和元年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年

問1 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制 安全管理体制

（１） 安衛法10条 安衛法10条 安衛法10条 安衛法10条 安衛法10条 安衛法12条2 安衛法11条 安衛法17条

（２） 安衛法12条2 安衛法11条 安衛法11条 安衛法11条 安衛法11条 安衛法12条2 安衛法11条 安衛法17条

（３） 安衛法17条 安衛法11条 安衛法17条 安衛法17条 安衛法11条 安衛法12条2 安衛法10条 安衛法17条

（４） 安衛法17条 安衛法17条 安衛法17条 安衛法12条2 安衛法12条2 安衛法12条2 安衛法12条2 安衛法15条

（５） 安衛法11条 安衛法12条2 安衛法12条2 安衛法17条 安衛法12条2 安衛法12条2 安衛法10条 安衛法12条2

問2 元方の管理体制 元方の管理体制 元方の管理体制 元方の管理体制 元方の管理体制 機械安全 元方の管理体制 元方の管理体制

（１） 安衛法15条 安衛法15条 安衛法15条 安衛法15条の2 安衛法15条 安衛則111条 安衛法15条 安衛法15条

（２） 安衛法15条 安衛法15条 安衛法15条 安衛法15条の3 安衛法30条 安衛則108条 安衛法15条 安衛法15条

（３） 安衛法15条の3 安衛法15条の2 安衛法15条の2 安衛法16条 安衛法15条の2 安衛則108条 安衛法15条の3 安衛法15条

（４） 安衛法15条の3 安衛法15条の3 安衛法15条 安衛法15条 安衛法16条 安衛則118条 安衛法15条 安衛法15条の2

（５） 安衛法15条の3 安衛法16条 安衛法16条 安衛法15条の2 安衛法16条 安衛則105条 安衛法16条 安衛法16条

問3 機械安全 機械安全 機械安全 機械安全 機械安全 元方の管理体制 機械安全 機械安全

（１） 安衛則132条 安衛則101条 安衛則106条 安衛則111条 安衛法15条の3 安衛則103条 安衛則107条

（２） 安衛則140条 安衛則117条 安衛則107条 安衛則128条 安衛法15条の2 安衛則122条 安衛則127条

（３） 安衛則118条 安衛則129条 安衛則127条 安衛則118条 安衛法15条 安衛則141条 安衛則131条の3

（４） 安衛則128条 安衛則124条 安衛則130条の6 安衛法16条 安衛則108条 安衛則150条の3

（５） 安衛則125条 - - 安衛法16条 安衛則130条の8 安衛則103条

問4 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械 荷役運搬機械

（１） 安衛則151条の67 安衛則151条の31 安衛則151条の11 安衛則427条付近 安衛則420条 安衛則151条の78付近 安衛則430条 安衛則151条の9

（２） 安衛則151条の5 安衛則151条の59 安衛則151条の67 安衛則151条の3 安衛則427条 安衛則151条の72 安衛則427条 安衛則151条の5

（３） 安衛則151条の9 安衛則151条の50 安衛則468条 安衛則151条の11 安衛則427条付近 安衛則151条の70 安衛則420条 安衛則151条の18

（４） 安衛則151条の53 安衛則151条の78 安衛則151条の70 安衛法45条 安衛則430条 安衛則151条の67 安衛則463条 安衛則151条の28

（５） 安衛則151条の70 安衛則151条の3 安衛則427条 安衛則151条の71 安衛則431条 安衛則151条の57 安衛則469条 安衛則151条の36

問5 掘削作業 掘削作業 車両系建設機械 掘削作業等 車両系建設機械 土石流 建設機械 掘削作業等

（１） 安衛則357条 安衛則363条 安衛則170条 安衛則401条 安衛則155条 安衛則575条の10 安衛則171条の6 安衛則357条

（２） 安衛則358条 安衛則366条 安衛則157条の2 安衛則363条 安衛則166条 安衛則575条の16 安衛則194条の13 安衛則377条

（３） 安衛則361条 安衛則362条 安衛則158条 安衛則575条の11 安衛則157条の2 安衛則575条の12 安衛則155条 安衛則410条

（４） 安衛則362条 安衛則369条 安衛則165条 安衛則395条 安衛則158条 安衛則575条の14 安衛則155条 安衛則358条

（５） 安衛則362条 安衛則371条 安衛則153条 安衛則373条 安衛則156条 安衛則575条の15 安衛則171条の2 安衛則575条の9

問6 墜落、飛来落下 型枠支保工 建設災害防止 型枠支保工 建築物の組立て等 型枠支保工 墜落、飛来落下 型枠支保工

（１） 安衛則552条 安衛則242条 安衛則517条の2 安衛則244条 安衛則517条の6 安衛則575条の7 安衛則519条 安衛則242条

（２） 安衛則537条 安衛則242条 安衛則517条の7 安衛則239条 安衛則517条の2 安衛則240条 安衛法14条 安衛則240条

（３） 安衛則538条 安衛則242条 安衛則517条の11付近 安衛則240条 安衛則517条の14 安衛則243条 安衛則526条 安衛則242条

（４） 安衛則536条 安衛則242条 安衛則517条の15 安衛則237条付近 安衛則517条の11付近 安衛則573条 安衛則524条 安衛則242条

（５） 安衛則524条 安衛則243条 安衛則517条の21 安衛則247条 - 安衛則575条 安衛則536条 安衛則246条

問7 化学設備 爆発火災 爆発火災 爆発火災 爆発火災 爆発火災 爆発火災 爆発火災

（１） 安衛則274条 安衛則279条 安衛則266条 安衛則273条の3 安衛則275条 安衛則257条 安衛則256条 安衛則270条

（２） 安衛則268条付近 安衛則274条の2 安衛則260条 安衛則275条 安衛則278条 安衛則267条 安衛則294条 安衛則260条

（３） 安衛則268条 安衛則328条の2 安衛則298条 安衛則274条 安衛則264条 安衛則273条の5 安衛則262条 安衛則288条

（４） 安衛則273条の4 安衛則277条 安衛則275条 安衛則272条 安衛則313条 安衛則268条 安衛則274条 安衛則263条

（５） 安衛則273条の5 安衛則319条 安衛則256条 安衛則277条 安衛則261条 安衛則321条 安衛則250条 安衛則280条
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安衛則134条

-

①労働安全衛生法1～100条（安衛則634条の2～669条を含む） ②安衛則101条～575条の16 ③ボイラー則1～125条

④クレーン則1～247条 ⑤ゴンドラ則1～36条 ⑥高圧則1～55条



令和2年 令和元年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年

問8 電気安全 電気安全 電気安全 電気安全 電気安全 ボイラー 電気安全 電気安全

（１） 安衛則329条 安衛則350条 安衛則334条 安衛則333条 安衛則329条付近 ボイラー則19条 安衛則341条 安衛則329条

（２） 安衛則334条 安衛則341条 安衛則332条 安衛則332条 安衛則329条付近 ボイラー則28条 安衛法59条 安衛則332条

（３） 安衛則339条 安衛則349条 安衛則347条 安衛則331条 安衛則342条 ボイラー則90条の2 安衛法44条の2 安衛則341条

（４） 安衛則344条 安衛則346条 安衛則341条 安衛則330条 安衛則343条 ボイラー則63条 安衛則352条 安衛則349条

（５） 安衛則349条 安衛則338条 安衛則345条(無） 安衛則337条 安衛則341条 ボイラー則57条 安衛則350条 安衛則351条

問9 ボイラー ボイラー ボイラー ボイラー ボイラー 電気安全 ボイラー ボイラー

（１） ボイラー則31条 ボイラー則3条 ボイラー則37条 ボイラー則29条 ボイラー則31条 安衛則329条 ボイラー則9条

（２） ボイラー則34条 ボイラー則19条 ボイラー則19条 ボイラー則28条 ボイラー則107条 安衛則332条 ボイラー則24条

（３） ボイラー則28条 ボイラー則42条 ボイラー則25条 ボイラー則65条 法14条/ボ25条 安衛則339条 ボイラー則25条

（４） ボイラー則28条 ボイラー則22条 ボイラー則29条 ボイラー則63条 ボイラー則14条 安衛則340条 ボイラー則28条

（５） ボイラー則28条 ボイラー則30条 ボイラー則31条 ボイラー則34条 ボイラー則41条 安衛則341条 ボイラー則84条

問10 クレーン等 クレーン等 クレーン等 クレーン等 クレーン等 クレーン等 ゴンドラ クレーン等

（１） クレーン則30条 クレーン則77条 クレーン則19条 クレーン則3～52条 クレーン則66条の2 クレーン則75条 ゴンドラ則14条 クレーン則53～93条

（２） クレーン則31条の2 クレーン則31条 クレーン則28条 クレーン則78条 クレーン則70条の2 ゴンドラ則2～10条 安衛法61条 クレーン則70条の2

（３） クレーン則70条 クレーン則213条 クレーン則66条の2 ゴンドラ則2～10条 クレーン則70条 クレーン則220条 ゴンドラ則18条 クレーン則74条2

（４） クレーン則153条 クレーン則74条 クレーン則70条の2 クレーン則53～93条 クレーン則74条 クレーン138～171条 ゴンドラ則6条 クレーン則189条

（５） 条文なし 条文なし クレーン則185条 クレーン則152条 クレーン則66条の3 クレーン則188条 ゴンドラ則21条 ゴンドラ則17条

問11 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等 元方事業者等

（１） 安衛法30条の2 安衛法29条 安衛法30条の2 安衛法30条 安衛法30条 安衛法30条の2 安衛法31条 安衛法31条

（２） 安衛法31条 安衛法30条 安衛法25条の2 安衛法30条 安衛法30条の2 安衛法31条 安衛法30条 安衛法31条

（３） 安衛法29条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法33条 安衛法31条

（４） 安衛法30条 安衛法30条 安衛法33条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法33条 安衛法31条

（５） 安衛法31条の2 安衛法29条の2 安衛法33条 安衛法30条 安衛法30条 安衛法31条の4 安衛法34条 安衛法32条

問12 機械等の規制 機械・危険物の規制 特定機械等の規制 機械等の規制 機械等の規制 定期自主検査 シャーの定期自主検査 機械等の規制

（１） ボイラー則51条 安衛法41条 安衛法37条 安衛法38条 安衛法44条の2 ボイラー則94条 安衛法37条

（２） ボイラー則37条 安衛法44条 クレーン則178条 ボイラー則57条 クレーン則5条 クレーン則35条 安衛法41条

（３） 安衛法45条 安衛法44条の2 安衛法43条 安衛法38条 安衛則151条の53 安衛則141条 安衛法42条

（４） 安衛法37条 安衛則141条 安衛法44条の2 安衛法38条 安衛法37条 安衛則194条23 安衛法44条2

（５） 安衛法44条 安衛法57条 ボイラー則5条（無） 安衛法42条 安衛則167条 安衛法45条

問13 技能講習や教育 技能講習や教育 就業制限や教育 免許 安全衛生改善計画 事故報告書 計画届又は報告 計画届又は報告

（１） 安衛法61条 安衛法59条 安衛法61条 安衛法79条 安衛法88条 安衛法88条

（２） 安衛法59条 安衛法14条 安衛法59条 安衛法78条 安衛法88条 安衛法88条

（３） 安衛法60条 安衛法60条 安衛法59条 安衛法79条 安衛法88条 安衛法100条

（４） 安衛法14条 安衛法61条 安衛法60条 安衛法80条 安衛法100条 安衛法88条

（５） 安衛法14条 ボイラー則107条 安衛法61条 安衛法79条 安衛法100条 ボイラー則91条

問14 安全衛生改善計画 計画届又は報告 計画届又は報告 計画届又は報告 就業制限や教育 就業制限や教育 作業主任者 就業制限や教育

（１） 安衛法79条 クレーン則5条 安衛法88条 安衛法88条 安衛法60条の2 安衛法60条

（２） 安衛法80条 安衛法88条 安衛法88条 安衛法88条 安衛法59条 安衛法59条

（３） 安衛法79条 安衛法88条 ボイラー則91条 安衛法88条 安衛法59条 安衛法60条

（４） 安衛法78条 安衛法100条 安衛法88条 安衛法100条 安衛法60条 安衛法61条

（５） 安衛法78条 安衛法100条 安衛法100条 安衛法100条 安衛法59条 ボイラー則107条

問15 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択 違反行為の選択

（１） 安衛法10条 安衛法10条 安衛法11条 安衛法11条 クレーン則35条 安衛則151条の57 安衛法14条 安衛法19条

（２） 安衛法30条 安衛法11条 安衛法17条 安衛法19条 安衛法14条 安衛則130条の6 安衛法25条の2 安衛法100条

（３） 安衛則126条 安衛則151条の17 安衛則150条の3 安衛法88条 安衛則328条の3 安衛法38条 安衛法25条の2 安衛法59条

（４） 安衛法59条 安衛則275条 安衛法14条 安衛則151条の2 安衛法60条 安衛法17条 高圧則25条の2 安衛則143条

（５） 安衛則151条-27 安衛則546条 安衛則543条 安衛法79条 安衛法15条 安衛法17条 高圧則25条の3 安衛則546条
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安衛法59条

ボイラー則25条

安衛則135条

安衛法75条 安衛法100条

安衛法14条



テキストは原則、下記①⇒⑥の順番で条文を記載しています。

労働安全コンサルタントの問題は複数の条文に渡る問題も多く、一つの条文を指定するのが難しいです。

そのため、この条文のページを開いて読んでいけば、類似の練習問題にたどり着ける条文を下記に記載したので、索引のように利用してください。

記載された条文だけを読んでも、問題の解説に毎度ならないないことを理解して活用してください。 過去問ダウンロード

令和6年 令和5年 令和4年 令和3年

問1 安全管理体制 安全管理体制

（１） 安衛法10条 安衛法12条2

（２） 安衛法10条 安衛法12条2

（３） 安衛法12条2 安衛法17条

（４） 安衛法11条 安衛法10条

（５） 安衛法17条 安衛法12条2

問2 元方の管理体制 元方の管理体制

（１） 安衛法15条 安衛法15条

（２） 安衛法15条 安衛法15条

（３） 安衛法15条 安衛法15条の2

（４） 安衛法15条の2 安衛法15条の3

（５） 安衛法16条 安衛法16条

問3 機械安全 機械安全

（１） 安衛則111条 安衛則130条の6

（２） 安衛則118条 安衛則111条

（３） 安衛則130条の5 安衛則115条

（４） 安衛則101条 安衛則108条

（５） 安衛則110条 -

問4 荷役運搬機械 はい作業

（１） 安衛則151条の78 安衛法14条

（２） 安衛則151条の11 安衛則427条

（３） 安衛則151条の6 安衛則431条

（４） 安衛則151条の60 安衛則433条

（５） 安衛則151条の70 安衛則435条

問5 通路、足場等 建設機械

（１） 安衛則563条 安衛則165条

（２） 安衛則570条 安衛則158条

（３） 安衛則571条 安衛則157条の2

（４） 安衛則573条 安衛則194条の22

（５） 安衛則567条 安衛則36条

問6 建設機械 建築物の組立て等

（１） 安衛則159条 安衛則517条の14

（２） 安衛則170条 安衛則517条の11

（３） 安衛則194条の11 安衛則517条の21

（４） 安衛則171条の3 安衛法61条

（５） 安衛則187条 安衛則517条の9

問7 爆発火災 爆発火災

（１） 安衛則286条

（２） 安衛則285条

（３） 安衛則263条

（４） 安衛則546条

（５） 安衛則287条
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安衛則256条

①労働安全衛生法1～100条（安衛則634条の2～669条を含む） ②安衛則101条～575条の16 ③ボイラー則1～125条

④クレーン則1～247条 ⑤ゴンドラ則1～36条 ⑥高圧則1～55条



令和6年 令和5年 令和4年 令和3年

問8 電気安全 電気安全

（１） 安衛則338条 安衛則350条

（２） 安衛則330条 安衛則332条

（３） 安衛則331条 安衛則335条

（４） 安衛則346条 安衛法42条

（５） 安衛則332条 安衛則351条

問9 ボイラー ボイラー

（１） ボイラー則28条 ボイラー則16条

（２） ボイラー則23条 ボイラー則41条

（３） ボイラー則31条 ボイラー則28条

（４） ボイラー則19条 ボイラー則18条

（５） ボイラー則28条 ボイラー則34条

問10 クレーン等 クレーン等

（１） クレーン則34条 クレーン則219条

（２） クレーン則70条の3 クレーン則28条

（３） クレーン則214条 クレーン則75条の2

（４） ゴンドラ則22条 ゴンドラ則20条

（５） クレーン則53～93条 ゴンドラ則24条の2

問11 元方事業者等 元方事業者等

（１） 安衛法34条 安衛法30条

（２） 安衛法33条 安衛法30条

（３） 安衛法30条 安衛法29条

（４） 安衛法30条 安衛法30条

（５） 安衛法30条 安衛法30条

問12 機械等の規制 機械等の規制

（１） 安衛法44条の2 ボイラー則12条

（２） 安衛法42条 クレーン則3条

（３） 安衛法37条 安衛法39条

（４） クレーン則35条 安衛法44条

（５） ゴンドラ則33条 クレーン則57条

問13 作業主任者 就業制限や教育

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問14 計画届又は報告 事故報告書

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問15 違反行為の選択 違反行為の選択

（１） 安衛法11条 安衛法10条

（２） 安衛法17条 安衛法30条の2

（３） 安衛法30条 安衛法45条

（４） 安衛則151条の18 安衛則151条の3

（５） 安衛法79条 安衛法88条

©安全衛生ラボ

安衛法61条

安衛法100条

安衛法14条

安衛法88条


