
様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

平成22年度未払賃金立替払事業
独立行政法人労働 改善 係 使送.["j送

4月 1日
費補助金の交付決定について

者健康福祉機構理 大臣 発基0401第1号
事長 土田 普

「非正規雇用労働条件改善指導員 特別対策係陣送|・郵送
4月 1日 規程の一部を改正する訓令Jについ 部内一般 大臣 発基0401第9号

て 自演

「非正規雇用労働条件改善指導員 特別対策係 使送 f郵送
4月 1日 の配置についてJの一部改正につい 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0401第18号 47 

て 自演 普

4月 1日
平成22年度労働時間等相談セン

都道府県労働局長 労働基準局長 基発 0401第30号
監察 係 使送 1郵送

タ一事業について
47 

岡崎 普

4月 1日
平成22年度新規起業事業場就業環

都道府県労働局長 労働基準局長 基発 0401第31号
監察 係 使送 t郵送

境整備事業について
47 

岡崎 普

4月 1日
外国人労働者労働条件相談員の配

都道府県労働局長 監督課長
基監発0401第1 特別対策係 使送・I盃送

置について 号
47 

自演 普

派遣労働者専門指導員の配置につ
都道府県労働局長 監督課長

基監発0401第2 特別対策係 使 送 恒 送
4月 1日

いて 号
3 

自演 普

「非正規雇用労働条件改善指導員
基監発0401第3 特別対策係 使送 .ji歪

4月 1日 の配置等に関して留意すべき事項 都道府県労働局長 監督課長 号
47 

について」の一部改正について 自演 普

非正規雇用労働条件改善指導員の
都道府県労働局長

基監発0401第4 特別対策係 使送.["i送
4月 1日

一層の活用について
監督謀長

号
47 

白漬 普

4月 1日
時間外及び休日労働協定点検指導

都道府県労働局長 監督課長
基監発0401第5 管理 係 使送仰送

員の配置について 号
47 

片平 普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者
数 書であるとき

郵送の種類 は、その旨)

平成22年度労働時間等相談セン
都道府県労働局労 基監発0401第6 監察 係 使送世送

4月 1日 タ一事業の実施に当たって留意すベ 底督課長 47 
き事項について

働基準部長 号
岡崎 普

平成22年度新規起業事業場就業整備
都道府県労働局労 基監発0401第7 監察 係 使送・開送

4月 1日 事業の実施に当たって留意すべき事項
働基準部長

監督課長
号 47 

について 岡崎 普

業務上疾病にかかった労働者の賃金額が不明で 都道府県労働局労 基監発0412第1 法規 係 使送・開室
4月12日 ある場合の平均賃金の算定において離職時の標

働基準部長
監管課長 号

47 
準報酬月額が明らかである場合の取扱いについて 安部 普

社団法人全日本トフック協会の適正化
社団法人全日本ト 改善 係 使送 fi送

4月14日 事業指導員全国研修「初級研修」への
ラック協会会長

労働基準局長 基発0414第1号
講師派遣について 大塚 普

社団法人 特別対策係 使送 t郵送
4月15日 委託費確定通知書 日本労務研究会 労働基準局長 基発0415第8号

会長 自漬 普

4月20日
平成22年度中央監察の実施につい

関係労働局長 労働基準局長 基発0420第2号
監察 係 使送 t郵送

て
11 

恩田 普

4月20日
平成22年度中央監察の実施につい

関係労働局長 労働基準局長 基発0420第3号
監察 係 使送 f郵送

て
13 

恩田 普

平成22年度新任地方労働基準監察 監察 係 使送 "llI!B送
4月20日 監督官研修及び全国地方労働基準 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0420第4号 47 

監察監督官会議の開催について 恩田 普

4月27日
技能実習生関係労働局連絡会議の 都道府県労働局労

監督課長
基監発0427第1 監察 係 使送伊送

開催について 働基準部長 号 47 
恩田 普

5月 7日
国土交通大学校における講師の依 国土交通省国土交

監督課長
基監発 0507第1 監督 係 使送 1郵送

頼について(回答) 通大学校長 号 中村 普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳
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担当者 郵送の種類
数 書であるとき
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5月14日
平成22年度労働基準監督官採用 関係都道府県労働

監督課長
基監発0514第2 監督 係 使送 f語孟

試験第1次試験の実施について 局長 号 16 
中村 普

労働基準法の 部を改正する法律 法規 係 使送 t郵送
5月18日 の施行等に伴う関係通達の整備に 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0518第1号 47 

ついて 大和 普

労働基準法の 部を改正する法につ律 基監発0518第1 法規 係 使送・l郵送
5月18日 の施行に伴う関係通達の整備 都道府県労働局長 監督課長

号
47 

いて 大和 普

5月19日 職員派遣の依頼について(回答)
全国森林組合連合

労働基準局長 基発0519第12号
法規 係 使送 t郵送

会代表理事会長 安部 普

5月28日
平成22年度外国人労働者問題啓

都道府県労働局長 労働基準局長 基発0528第2号
特別対策係 使 送 伊 送

発月聞について
47 

自演 普

平成22年度「外国人労働者問題啓 社団法人日本経済 特別対策係 使送・l郵送
5月28日 発月間J実施に対する協力依頼につ 団体連合会長ほか 労働基準局長 基発0528第3号 6 

いて 5件 白漬 普

平成22年度「外国人労働者問題啓
都道府県労働局労 基監発0528第1 特別対策係 使送伊送

5月28日 発月間」の実施に当たって留意すベ
働基準部長

監督課長 号
47 

き事項について 自演 普

警察庁、法務省及び厚生労働省のニ省庁 都道府県労働局基準部長 基監発0528第2 特別対策係 使送 f郵送
5月28日 による「不法就労等外国人対策に係る具体 都道府県労働局職業安定 監督課長 号

47 
的施策について」の策定について 部長 自演 普

国土交通省国土交 監察 係 使送 t郵送
6月 2日 講師派遣依頼に関する件(回答) 通大学校柏研修セ 労働基準局長 基発0602第3号

ンタ一所長 岡崎 普

平成22年度専門課程自動車監査 国土交通省国土交 改善 係 使 送 伊 送
6月 2日 業務〔基礎)(1期)研修の講師派遣 通大学校柏研修セ 労働基準局長 基発0602第6号

依頼について ンタ一所長 米村 普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日| 件名 送付先 発信者 文書番号
|担当係

担当者

6月 7日|平均賃金の決定処分に対する審査 大臣 |発基0607第1号 | 
法規

大和

6明月 9叩日|ぼ云毘出rf竺竺'ヤfj'!Jt:z;;:刀山岡問……J席串恥IT/J1'1"= Rl :kê'gmX$~~I3J'1lb~~}i!ij~ 1 i1!~0609~2 % I杉山

6月 9 目 I~詑与三回手旦m E相干申且曹同に国つ採い用て I大臣官房人事課長I監督課長 1:~~0609第1 曙

6月 10日 I~胤副守1"'-ホ日且耳斗日開甲南且|川町刀剛官阻鳳T田|大臣
改善

... 岳ロ.L..6..T世..，唱<"""告書ト....司.，、'"哩!!....b...6..・呈包. I ....I_.u.肱.量T固宅生"" |発基0610第1号 l
大塚

基発0630第1号|
監督

中村

7月 1日|試験第1次試験合格者の発表lー』つ |関局係長都道府県労働 I労働基準局長 1 i1!~0701~3 % Iト|ニ監中督村ー

7月 6日|平均賃金の決定処分に対する審査 |発基0706第2号
法規

大臣
大和

7月 6日|平均賃金の決定処分に対する審査 大臣 |発基0706第3号|
法規

大和

7月 7日|務〔基礎)(II期)研修の講師派遣依 li重大学校柏研修セ|労働基準局長|基発0707第3号|
改善

大塚

7月15日|疑義照会に対する回答について |福島労働局長 |労働基時|蜘715第6号日空



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき
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算定期間中に使用者の責めに帰す 法規 係 使送{蔀孟
7月15日 ベき事由によって休業した期間があ 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0715第7号 47 

る場合の平均賃金の算定について 森 普

建設業における足場からの墜落防
都道府県労働局労 基監発0715第1 監督 係 使送・l郵送

7月15日 止措置の実施状況の把握等につい 監督課長 47 
て

働基準部長 号
細貝 普

今後における企画業務型裁量労働
都道府県労働局労 基監発0723第2 法規 係 使送{極

7月23日 制に関する決議届等に係る報告に 監督課長 47 
ついて

働基準部長 号
大和 普

7月26日
障害者虐待防止対策支援事業に係 都道府県労働局労

監督課長
基監発0723第1 法規 係 使送・[極

る都道府県との連携について 働基準部長 号
47 

安部 普

7月27日
平成22年10月から適用される社内 都道府県労働局労

監督課長
基監発0727第2 監察 係 使送.r冨蓮

預金の下限利率について 働基準部長 号
47 

岡崎 普

認中小企業等協同組合の定款変更の オアシス協同組合
発基0810第1号

社会保険労務士係 使送府軍
8月10目

可について 代表理事
大臣

菊田 普

8月12日
平成22年度中央監察の実施時期及

関係労働局長 監督課長
基監発0812第1 監察 係 使送 t郵送

ぴ担当監察官について 号
13 

恩田 普

8月17日
社会保険労務士j去の規定に基づく

三重労働局長 監督課長
基監発0817第1 社会保険労務士係 使送伊送

指定に係る照会について 号
菊田 普

平成22年度労働基準監督官採用
関係都道府県労働 基監発0817第3 管理 係 使送 t郵送

8月17日 試験合格者に対する説明会の実施 監督課長 10 
について

局長 号
j度遺 普

8月18日
平成22年度労働基準監督官採用試

都道府県労働局長 労働基準局長 基発0818第1号
監督 係 使送 4郵送

験最終合格者の発表について
47 

中村 普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

ユ'='/~ーサル・オペレーションサービ
基監発0819第1 特定分野労働条件対策係使送・I事送

8月19日 ス(株)の許可取消し等に伴う派遣 都道府県労働局長 監督課長 号 47 
労働者等への支援等について 自演 普

9月 1日
技能実習生の労働条件確保のため

都道府県労働局長 労働基準局長 基発0901第3号
監察 係 使送・l郵送

の集中的な取組について
47 

恩田 普

『技能実習生の法定労働条件の履行確保の 監察 係 使送・同室
9月 1日 ための出入国管理機関との相互通報制度 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0901第4号 47 

について』の一部改正について 恩田 普

技能実習生に係る法定労働条件の履
基監発0901第1 監察 係 使送{郵増

9月 1日 行確保のための監督指導等の実施に 都道府県労働局長 監督課長 号
47 

当たって留意すべき事項について 恩、回 普

技能実習生の労働条件確保のため
基監発0901第2 監察 係 使送 4郵送

9月 1日 の集中的な取組に当たっての留意 都道府県労働局長 監督課長 号
47 

事項について 思田 普

「技能実習生の法定労働条件の履行確保の 基監発0901第3 監察 係 使送 f郵送
9月 1日 ための出入国管理機関との相互通報制度 都道府県労働局長 監督課長 号

47 
の運用について」の一部改正について 恩田 普

9月 8日
特別民間法人の職員の給与水準の 全国社会保険労務

労働基準局長 基発0908第3号
社会保険労務士係 使送 t郵送

適正化について(要請) 士会連合会会長 菊田 主匡卑ヨ

9月 8日
社会保険労務士j去の規定に基づく

宮城労働局長 監督課長
基監発0908第1 社会保険労務士係 使送・I冨送

指定に係る照会について 号 菊田 普

指定通知書
三重県社会保険労

発基0909第1号
社会保険労務士係 使送 fi豆

9月9日
務士会会長

大臣
菊田 ~ 

9月 9日
建設業における労働基準法等違反 国土交通省総合政

労働基準局長 基発0909第4号
監督 係 使送.j"i送

事業場について(通知) 策局長 中村 虫目色



様式第18号(第9条関係)

発 送 文 台帳

送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号
担当係 使送・郵送 備考(電子文

数 書であるとき
担当者 郵送の種類 は、その旨)

9月 9日
再生砕石への石綿含有産業廃棄物 都道府県労働局労

監督課長
基監発0909第1 監督 係 使送匝詞

の混入防止等の周知徹底について 働基準部長 号 47 
中村 普

9月10日
特別司法警察職員の人員及び捜査

法務省刑事局長 労働基準局長 基発0910第5号
監督 係 使送・ド郵送

活動状況について(回答) 中村 普

9月14日 職員派遣の依頼について(回答) 火曜会会長 労働基準局長 基発0914第2号
企画・法規係 使送.~
大和 普

9月15日
平成22年度労働時間適正化キャン

都道府県労働局長 労働基準局長 基発0915第3号
特定分野労働条件対策係使送 1垂si調

ペーンの実施について
47 

自演 普

平成22年度『労働時間適正化キャン
都道府県労働局労 基監発0915第1 開分野労働条件対策係使送府軍

9月15日 ペーンJにおける労働時間の適正化 監督課長
働基準部長

国 47 
に向けた取組の要請について

τ言 自潰 主主
目

9月16日 資格審査会委員承認書
全国社会保険労務

大臣 発基0916第2号
社会保険労務士係 使送 f郵送

士会連合会会長 菊田 普

9月21日
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付に

緑区長 労働基準局長 基発0921第10号
社会保険労務士係 使送~

ついて 菊田 普

9月27日
平成23年度労働基準監督官採用試 厚生労働省大臣官

労働基準局長 基発0927第1号
監督 係陣司・郵送

験専門委員の推薦について 居人事課長 中村

9月28日 指定通知書
宮城県社会保険労

大臣 発基0929第1号
社会保険労務士係 使送{扇

務士会会長 菊田 S主
国

9月28日
社会保険労務士法の規定に基づく

滋賀労働局長 監督課長
基監発0928第1 社会保険労務士係 使送・同歪

指定に係る照会について 号
菊田 主主

国



犠式第18号(第9条関係)

発送文J童台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

9月2呂田
社会保険労務士法の規定に基づく

富山労働局長 監督課長
基監発0928第2 社会保険労務士係 使送 t郵送

指定に係る照会について 号
菊田 普

9月29日
建設業における労働基準法等違反 国土交通省総合政

労働基準局長 基発0929第5号
監督 係 使送 f郵送

事業場について(通報) 策局長 中村 普

改正次世代育成支援対策推進法の 労働基準局長及び職 企画・法規係使送 t郵送ro月 1日 履行確保に向けた取組の推進につ 都道府県労働局長 業安定局長、雇用均 基発1∞1第12号 47 
いて 等・児童家庭局長 増田 虫目色

「社会保険労務士制度功労者厚生 都道府県労働局長
労働基準局長 社会保険労務士係 使送.~送

内0月 1日 労働大臣表彰実施要領」の一部改 及び地方厚生(支)
及び年金局長

基発1001第16号 55 
正について 局長 菊田 普

~o月 5 日 全国監督課長会議の開催について 都道府県労働局長 労働基準局長 基発1005第7号
企画・法規係使送 4郵送

47 
増田 普

~o月 8 日 指定通知書
滋賀県社会保険労

大臣 発基1008第1号
社会保険労務士係 使送.~室

務士会会長 菊田 普

~o月 8日 指定通知書
富山県社会保険労

大臣 発基1008第2号
社会保険労務士係 使 送 恒 送

務士会会長 菊田 普

第40回運輸問題研究集会の講師派
全日本運輸産業労 特定分野労働条件対策係 使送 1郵送

~o月 8 日
遣依頼について(回答)

働組合連合会中央 労働基準局長 基発1008第3号

執行委員長 自演 普

平成22年度『労働時間適正化キャン
都道府県労働局労 基監発1012第1 監督 係 使送・同室ro月12日 ペーンJ期間における重点監督の実
働基準部長

監管課長 号
47 

施について 中村 普

ro月18日
労働時間の適正化に関する要請に

経営者団体の長等 労働基準局長 基発1018第1号
間分野労働条件対策係使送 f郵送

ついて
215 

自漬 普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日| 件名 送付先 発信者 文書番号 L ， 二コ 数
備考(電子文
|書であるとき
は、その旨)

企画法規係|使送|郵送|

大和

監督
47 

てJの一部改正について 中村 普

O月26日|全国社会保険労務士会連合会会則 全国社会保険労務 大臣 発基1026第1号
社会保険労務士係 使送.('i窪

変更認可書 士会連^^ -̂ -
1 

0月27日|中小企業等協同組合の定款変更の
協同組合ケイ・
ネットワーク代表

認可について
理事

O月29日|第42回社会保険労務士試験の合格
血盟酔耳目 匿と世の送付について 都道府県労働局長 監督課長 |警監発1悶第1 | 47 

.6，r;:司 ~.ι .6- Jロ匹金品品Z生E

大臣

国吉隆君提出労働基
1 1月5日|準監督機関の役割に関する質問!こ|内閣総理大臣 |大臣 |発基1105第14号|

対する答弁書について

の利用の促進
1 1月B日|に関する法律に基づく協議について 臣 大臣 108第1号

(回答) 菊田

労働基準法第12条第8項に基づく 企画・法規
11月9日|平均賃金の決定処分に対する審査 大臣 109第2号

請求に係る弁明書の送付について 大和

労働基準法第1
1 1月9日|平均賃金の決定処分に対する審査 |発基1109第3号

について 大和





様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日| 件名 送付先 発信者 文書番号
担当係

担当者

12月3日 る法律 大臣
企画・

発基1203第2号

開示について 大和

基準法第12条第8項に基づく
12月9日|平均賃金の決定処分に対する審査 大臣 発基1209第1号 1 

に係る弁明書の送付について 大和

.....セ:tr.s.:カロ司~ロ.i>.~ ""士h宮由官官ær~

発基1220第1号 1 
菊田

2月13日|聴聞期日等の変更について 大臣 発基1213第1号
社会i

1 
菊田

2月 13 日 I~監管業務運営要領の改善につい 都道府県労働局長 労働基準局長 基発1213第1号
監督 』、Il，，07o.，.，，，，"， I 品目

47 
ヂ」の一部改正について 中村

ム事務処理手 監察
目 1 連編、安全衛 都道府県労働局長 労働基準局長 基発1213第2号 47 

、て 岡崎

国土交通省総合政明働基準局長基発1216第1号
監督

'一""":1策局長

ワークにおける『年末緊急職
都道府県労働局長 監督課長

吾e;Jll1.7toIιιV>!冒 E
~ 1'1、lι 一 I;Z;:，.ユE

47 
談』の実施について 号

森

における最低賃金の履行確 都道府県労働局労 基監発1221第1 監督
一一 ......-.......". 

主眼監督の実施について 働基準部長
監督課長 号

47 
中村

研修(一般 監督
1月 6日|研修)の講師派遣依頼「ついて(固経済産業省原子力 労働基準局長 基発0107第2号

』 安全・保安院長
中村 |普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

1月13日
平成23年4月から適用される社内預 都道府県労働局労

監督課長
基監発0113第1 監察 係 使送・l郵送

金の下限利率について 働基準部長 号
47 

岡崎 普

1月19日
平成23年度労働基準監督官採用試

各鉄道会社の長 監督課長
基監発0119第1 監督 係 使送開窪

験ポスターの掲載依頼について 号
71 

中村 普

平成23年度労働基準監督官採用試 監督 係 使送{冨蓮
1月21日 験に係る積極的な受験の勧奨・広報 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0121第2号 47 

の実施について 中村 主主
国

1月21日
建設業における労働基準法等違反 国土交通省総合政

労働基準局長 基発0121第6号
監督 係 使送・l郵送

事業場について(通報) 策局長
‘ぺ

中村 普

平成23年度労働基準監督官採用試
都道府県労働局総 基監発0121第1 監督 係 使送再罷

1月21日験に係る積極的な受験の勧奨・広報 監督課長 47 
に当たって留意すべき事項について

務部長 号 中村 車立
国

1月25日
平成22年度中央労働基準監察結果

都道府県労働局長 労働基準局長 基発0125第7号
監繋 係 使送・l郵送

の概要について
47 

恩田 普

1月26日
社会保険労務士法の規定に基づく

静岡労働局長 監督課長
基監発0126第1 社会保障労務士係 使送{冨豆

指定に係る照会について 号 菊田 普

1月27日
社会保険労務士法の規定に基づく

愛媛労働局長 監督課長
基監発0127第1 社会保険労務士係 使送{認

指定に係る照会について 号 菊田 普

1月28B
申告新規受理件数の報告の廃止に 都道府県労働局労

監督課長
基監発0128第1 監督 係 使送 4郵送

ついて 働基準部長 号 47 
中村 普

2月1日
厚生労働省名義の使用の許可につ 全国社会保険労務 厚生労働事務

発基0201第6号
社会保険労務士係 使送・匝孟

いて 士会連合会会長 次官 菊田 普



様式第18号(第9条関係)

送付月日 送付先 文書番号{牛名

2月4日

2月4日|T4E陣l拭刀相ムに対する懲戒手続
の開拓について

2月14日|に関する
(回答)

の懲戒処分につい|全国社会保険労務士
会連合会会長2月15日

2月15日
の懲戒処分につい

l福島労働局長

「過重労働による健康障害防止のた
2月16日|めの総合対策について」の一部改正

について 嗣
一
間
一
嗣
一
間
一
嗣
一
間
一
糊
一
間
一
細

監督指導業務の運営に当たって留
2月16日|

意すべき事項について

2月16日

47 

47 

47 

47 

47 



様式第18号(第9条関係)

送付月白 件名 送付先 発信者 文書番号

2月17日 大臣

文

き

)

子
と
旨

電
る
の

(
あ
そ

考
で

備
蓄
は

数

2月17日|指定通知書 |主主主苦".""眠刀荷 i大臣

菊田

2月17日|叶品短時間勤務労働基準監督官|都道府県労働局長|監督課長
監督

47 
0) fiJT掌事務等について

2月23日1:籍いて抄本及び刑罰等調書の交付に|習志野市長 |労働基準局長|基発0223第2号

険労務士法の規定に基づく |群馬労働局長 |監督課長
いて

規定に基づく |宮崎労働局長 |監督課長
いて

3月 4日

3月 4日
員会における講師派遣方依
いて(回答)

3月 9日

j度遅

菊田 |普



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

3月 9日指定通知書
宮崎県社会保険労

大臣 発基0309第4号
社会保険労務土係 使送・陣

務士会会長 菊田 普

3月11日
労働条件集合監督の実施に当たつ

都道府県労働局長 監督課長
基監発0311第1 監督 係 使送fi司

て留意すべき事項について 号 47 
細貝 普

3月11日
労働条件集合監督における是正勧

都道府県労働局長 監督課長
基監発0311第2 監督 係 使送 t郵送

告等について 号 47 
細貝 普

3月11日
企業単位監督の実施に当たって留

都道府県労働局長 監督課長
基監発0311第3 監督 係 使送・l郵送

意すべき事項について 号
47 

細貝 普

3月11日
チーム監督の実施に当たって留意

都道府県労働局長 監督課長
基監発0311第4 監督 係 使送・l郵送

すべき事項について 号 47 
細貝 普

『中小企離における労働条件の確保・改善に関する公正取引畳員 監察 係使送座
3月11日会・経境産集省との通報制度等の運E用土に交つ通い省てとj及び『建鼠労働者 都道府県労働局長 監督課長 基発0311第5号 47 の労働条件の確保・改善に関する毘 の温級制度等の還

用についてJの一部改Eについて 岡崎 普

「監督指導業務の行政実績の把握 都道府県労働局労
監督課長

基監発0311第6 監察 係使 送 府 軍
3月11日

について』の一部改正について 働基準部長 号
47 

岡崎 普

東京電力の計画停電による労働基
基監発0316第1 監察 係使送 i垂附

3月16日準行政情報システム停止の対応に 都道府県労働局長 監督課長 号
47 

ついて 思田 普

平成23年東北地方太平洋沖地震に 立替払事業係 使 送 将 軍
3月23日伴う未払賃金の立替払事業の運営 関係県労働局長 労働基準局長 基発0323第3号 9 

について 大塚 普

平成23年東北地方太平洋沖地震に
都道府県労働局長 立替払事業係 使送恒

113月23日伴う未払賃金の立替払事業の運営 労働基準局長 基発0323第4号 38 
について

(関係県を除く) 大塚 普



様式第18号(第9条関係)

発 送 文J書台帳

担当係 使送・郵送 備考(電子文
送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号

担当者 郵送の種類
数 書であるとき

は、その旨)

成23年度における中央労働基準監察並び 監察 係 使送 .1!IlB~ 
3月25日に中央労災補償業務監察及び中央労働保 都道府県労働局長 労働基準局長 基発0325第9号 47 

険適用徴収業務監察について 岡崎 普

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労 基監発0325第1 監督 係 使送{言B~
3月25日働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等 都道府県労働局長 監督課長 47 

に関する緊急相談窓口の開設について 号
細貝 普

3月25日
平成23年度労働基準監督官採用試

都道府県労働局長 監督課長
基監発0325第2 監督 係 使送 l郵送

験の受理事務の実施について 号
47 

中村 普

3月29日
「自動車運転者時間管理等指導員

部内一般 大臣 発基0329第8号
開分野欄制対策係l使送1.郵送

を定める訓令」について 渡遁

「過重労働防止対策アド1¥イザ一規
部内一般

特定分野場働条件対策係匝孟1-郵送
3月29日

程を廃止する訓令」について
大臣 発基0329第10号

j度遅

平成23年度における地方労働基準監察並 基監発0329第1 麓察 係 使送・l認
3月29日ぴに地方労災補償業務監察及び地方労働 都道府県労働局長 監督課長 47 

保険適用徴収業務監察について 号 岡崎 普

3月31日認可書
全国社会保険労務

大臣 発基0331第1号
社会保険労務土係 使送 .r覇

1 
士会連合会会長 菊田 普

3月31日認可書
全国社会保険労務

大臣 発基0331第2号
社会保険労務士係 使送 f罫窪

士会連合会会長 菊田 普

3月31日承認書
全国社会保険労務

大臣 発基0331第3号
社会保険労務士係 使送開室

士会連合会会長 菊田 普

発 係 使送・郵送
基監 発
第 号 普


