
安全センター情報2012年9月号   51

2011.	 4.	 1	 基発0401第1号「『労働者災害補償保険
法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭
素中毒症に関する特別措置法施行規則の
一部を改正する省令』の施行について」◎

2011.	 4.	 1	 基発0401第5号「今後の労働時間等設
定改善業務の運営に当たって留意すべき
事項について」◎

2011.	 4.	 1	 基発0401第8号「過重労働防止対策アド
バイザーの廃止について」★

2011.	 4.	 1	 基発0401第9号「自動車運転者時間管
理等指導員に係る設置要領及び執務準則
の作成について」★

2011.	 4.	 1	 基発0401第10号「『自動車運転者の労
働時間等の労働条件確保のための監督指
導等について』の一部改正について」★

2011.	 4.	 1	 基発0401第11号「自動車運転者時間管
理等指導員に関する要請について」★

2011.	 4.	 1	 基発0401第17号「今後の労働時間等設
定改善関係業務の進め方について」◎

2011.	 4.	 1	 基発0401第18号「労働時間等設定改善
対策の推進について」◎

2011.	 4.	 1	 基発0401第19号「当面の労働時間対策
の具体的推進について」◎

2011.	 4.	 1	 基政発0401第1号「今後の労働時間等
設定改善関係業務の運営に当たって留意
すべき事項について」◎

2011.	 4.	 1	 基発0401第22号「最低賃金引上げに向
けた中小企業への支援事業の実施につい
て」☆

2011.	 4.	 1	 基発0401第23号「中小企業最低賃金引
上げ支援対策費補助金交付要領の制定
について」☆

2011.	 4.	 1	 基発0401第27号「労災援護金の支給に
ついての一部改正について」◎

2011.	 4.	 1	 補償課長補佐（医療福祉担当）事務連絡
「労災診療費審査体制等充実強化対策

事業に係る留意事項等について」★
2011.	 4.	 6	 基発0406第3号「労働安全衛生法及び

これに基づく命令に係る登録及び指定に関
する省令の一部を改正する省令の施行及
び関係告示の適用等について」◎※

2011.	 4.	 6	 補償課労災保険審理室長事務連絡「訴
訟関係業務に係る資料の送付について」★

2011.	 4.	 7	 基発0407第7号「プレス機械又はシャー
の安全装置等の形式検定に係る検定の方
法等の改正について」※

2011.	 4.	 7	 基発0407第11号「防爆構造機械器具に
係る機械等命令の発令について」※

2011.	 4.	 7	 基安発0407第2号「構造規格を具備して
いない防爆構造電気機械器具の譲渡に対
する再発防止対策の徹底について」◎※

2011.	 4.	 7	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「東
日本大震災により被災された労働者の遺族
に対する周知について」★

2011.	 4.	 8	 基発0408第2号「東日本大震災に伴う解
雇・雇止め等に対する対応について」☆

2011.	 4.	11	 基発0411第2号「東日本大震災の復旧工
事において使用する呼吸用保護具の取扱
いに関する特例について」◎※

2011.	 4.	11	 基安安発0411第1号「防爆構造電気機
械器具に係る型式検定の検査関係書面の
適切な審査について」◎※

2011.	 4.	11	 基労発0411第1～5号「東日本大震災に
よる被災地における災害復旧を目的とする
事業に係る労災保険の適用について」★

2011.	 4.	13	 基発0413第5～７号「東日本大震災により
労働安全衛生法に基づく免許を減失等し
た被災者への免許を取得していることを証
する書面の発行等について」◎※

2011.	 4.	15	 基労保発0415第1号「現行労災システム
から次期労災ステムへの移行に伴う機械処
理事務等の具体的内容について（伺い）」

労働基準行政関係通達等
2011年度
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★
2011.	 4.	15	 補償課長補佐（医療福祉担当）事務連絡

「労災診療費審査体制等充実強化対策
事業に係る業務の引継ぎについて」★

2011.	 4.	18	 基発0418第4号「『労働安全衛生規則の
一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容
器安全規則の一部を改正する省令及び有
機溶剤予防規則等の一部を改正する省令
の施行について』の一部の改正について」
◎

2011.	 4.	18	 基安労発0418第1号「放射線業務に従
事する労働者に対する健康管理について
（要請）」★

2011.	 4.	19	 基労保発0419第1号「次期労災行政情
報管理システムの稼働日及び稼働に当たっ
ての留意事項について（伺い）」★

2011.	 4.	19	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「次
期労災行政情報管理システム稼働直後の
特例的な取扱いについて」★

2011.	 4.	20	 基労保発0420第1号「本省払い化の対
象となる労災保険給付及びその時期の一
部変更について」★

2011.	 4.	21	 基労補発0421第1号「東日本大震災に係
る業務上外等の判断のための調査に係る
岩手、宮城及び福島労働局への業務支援
について」◎

2011.	 4.	21	 基労補発0421第2号「現行労災システム
から次期労災システムへの移行に伴う機械
処理事務等の具体的内容等について」★

2011.	 4.	22	 基安発0422第1号「東日本大震災に係る
がれき処理に伴う労働災害防止対策の徹
底について」◎※

2011.	 4.	25	 基安発0425第1号「初めてがれき処理に
従事する労働者等の労働災害防止につい
て」◎※

2011.	 4.	26	 基労補発0426第1号「東北地方太平洋
沖地震等に関する労災診療費の請求の取
扱い及び事務処理について（4月診療分）」
◎

2011.	 4.	27	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「東
日本大震災に係る労災保険給付の請求促
進等の取組について（その2）」★

2011.	 4.	28	 基発0428第1号「緊急作業に従事した労
働者のその後の緊急作業以外の放射線業
務による被ばく線量限度について」◎※

2011.	 4.	28	 基発0428第3号「福島第一原子力発電
所で従事する労働者の被ばく線量管理等

の徹底について」★
2011.	 4.	28	 基発0428第4号「東日本大震災に伴う監

督指導業務等の当面の運営について」★
2011.	 5.	 2	 基発0502第2号「東日本大震災に対処す

るための特別の財政援助及び助成に関す
る法律等の施行について（労働基準局関
係）」◎

2011.	 5.	 2	 基労発0502第1号「東日本大震災による
災害により行方不明となった者に係る遺族
（補償）給付請求書等の提出があった場
合等の取扱いについて」◎

2011.	 5.	 2	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「石
綿に関する労災保険給付に係る相談等に
ついて」★

2011.	 5.	 6	 基安安発0506第1号「交通事故を発生さ
せたトラック運転者の労働時間等の実態等
の把握について」◎※

2011.	 5.	10	 基安発0510第1・2号「東日本大震災の復
旧工事における船舶の解体等作業に係る
労働災害防止対策の徹底について」※

2011.	 5.	10	 基安労発0510第1号「産業保健推進セ
ンターにおける健康相談について（追加依
頼）」☆

2011.	 5.	11	 基安発0511第1～3号「福島県内の災害
廃棄物等を取り扱う業務に係る措置につい
て」◎※

2011.	 5.	11	 労災保険業務課長補佐（運用担当）事
務連絡「労働災害統計の電子媒体による
提供について」★

2011.	 5.	13	 基発0513第1号「夏期の節電に向けた労
使の取組への対応について」◎

2011.	 5.	13	 基監発0513第1号「労働者の募集や求
人の申し込み、労働契約の締結に当たって
の労働条件等の適切な明示について」☆

2011.	 5.	13	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「東
日本大震災に関する労災補償制度の周
知・請求促進の実施について」★

2011.	 5.	16	 基発0516第3号「1上肢を手関節以上で
失った者に対する筋電電動義手の研究用
支給についての一部改正について」◎

2011.	 5.	16	 基安安発0516第1号「東日本大震災復
旧・復興工事安全推進本部の設置について
（要請）」☆

2011.	 5.	16	 基安安発0516第1号「平成23年度『中小
零細規模事業場集団リスクアセスメント研
修事業』に係る対象事業場集団の選定等
について」◎※

2011年度 労働基準行政関係通達
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2011.	 5.	16	 補償課長事務連絡「『東日本大震災に
係る業務上外の判断に関する質疑応答集
（No.1）』の送付について」★

2011.	 5.	17	 基安発0517第1・2号「『福島県内の下水
処理副次産物の当面の取扱に関する考え
方』等について」◎※

2011.	 5.	17	 基安労発0517第1号「『福島県内の下水
処理副次産物の当面の取扱に関する考え
方』等について」★

2011.	 5.	17	 基安発0517第3～５号「福島第一原子力
発電所から20キロメートル圏内における作
業に係る措置について」◎※

2011.	 5.	18	 基安発0518第5号「東日本大震災に伴う
災害復旧工事等に対する当面の運営等に
ついて」★

2011.	 5.	18	 基労発0518第1号「労災かくしの排除に
係る厚生労働省ポスターへの事業者等の
名称の付記に関する取扱いについて」★

2011.	 5.	19	 補償課長補佐（医療福祉担当）・労災保
険業務課システム最適化推進室長補佐事
務連絡「健康管理手帳の新規交付申請の
様式について」★

2011.	 5.	20	 基発0520第2号「雇用保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の一
部を改正する法律の施行について」★

2011.	 5.	20	 基発0520第6・7号「夏期の電力需給対策
を受けた事務所の室内温度等の取扱いに
ついて」◎※

2011.	 5.	23	 基安発0523第1・2号「福島第一原子力
発電所における緊急作業に係る安全衛生
対策の強化について」★

2011.	 5.	23	 基安労発0523第1号「福島第一原子力
発電所における緊急作業に係る放射線作
業届の運用について」★

2011.	 5.	23	 基安安発0523第1号「高圧洗浄作業に
おける安全対策マニュアルについて」◎※

2011.	 5.	23	 基安安発0523第2号「ビルガラス外装清
掃作業におけるブランコ作業マニュアルに
ついて」◎※

2011.	 5.	24	 基安発0524第1・2号「計画的避難区域に
おいて事業所が例外的に事業を継続する
場合に係る措置について」◎

2011.	 5.	26	 基発0526第1号「東日本大震災に係る被
災労働者等の就労支援及び雇用創出に際
する雇用の質の確保について」◎

2011.	 5.	26	 基発0526第3号「東日本大震災に係る被
災労働者等の就労支援及び雇用創出に際

する雇用の質の確保について」◎
2011.	 5.	26	 基労管発0526第1号・基労保発0526第2

号・基労補発0526第3号「東日本大震災の
被災者に関する遺族（補償）年金等の定期
報告の取扱いについて」◎

2011.	 5.	26	 基労補発0526第4号「東日本大震災の
被災者に関する遺族（補償）年金等の定期
報告の取扱いについて」☆

2011.	 5.	26	 基安発0526第1号「福島第一原発におけ
る医師派遣について（要請）」◎

2011.	 5.	26	 基労補発0526第1号「東北地方太平洋
沖地震等に関する労災診療費の請求の取
扱い及び事務処理について（5月診療分）」
◎

2011.	 5.	26	 基労保発0526第1号「東北地方太平洋
沖地震等に関する労災診療費等の請求の
取扱いについて」★

2011.	 5.	27	 基発0527第10号「労働者が東日本大震
災に伴い被災した場合の給付基礎日額の
算定の特例について」◎

2011.	 5.	27	 基発0527第15号「平成23年度外国人労
働者問題啓発月間について」☆

2011.	 5.	27	 基発0527第16・17号「平成23年度外国
人労働者問題啓発月間実施に対する協力
依頼について」☆

2011.	 5.	27	 基監発0527第3号「警察庁、法務省及び
厚生労働省の三省庁による『不法就労等
外国人対策に係る具体的施策について』
の策定について」☆

2011.	 5.	27	 基監発0527第4号「平成23年度『外国人
労働者問題啓発月間』の実施に当たって留
意すべき事項について」★

2011.	 5.	27	 基安安発0527第1・2号・基安労発0527第
1・2号・基安化発0527第1・2号「東日本大震
災による災害復旧工事における労働災害
防止対策の徹底について（その3）～低層
住宅の屋根改修工事等関連～」◎※

2011.	 5.	30	 基発0530第2号「『労働基準行政情報シ
ステム・労災行政情報管理システム管理規
程』の改定について」★

2011.	 5.	30	 基発0530第3号「『労働基準行政情報シ
ステム・労災行政情報管理システム運用管
理要領』の改定について」★

2011.	 5.	30	 基安発0530第1号「福島第一原子力発
電所における内部被ばく管理の強化につい
て」★

2011.	 5.	31	 基発0531第1号「平成23年度地方労働



54   安全センター情報2012年9月号

行政運営方針について」◎
2011.	 5.	31	 基発0531第5号「平成23年夏期における

節電対策のための労働基準法第32条の4
の変形労働時間制に関する労使協定の変
更及び解約について」◎

2011.	 5.	31	 基監発0531第1号「平成23年夏期におけ
る節電対策のための労働基準法第32条の
4の変形労働時間制に関する労使協定の
変更及び解約に係る指導について」★

2011.	 5.	31	 基安発0531第1号「平成23年の職場に
おける熱中症予防対策の重点的な実施に
ついて」◎※

2011.	 5.	31	 基安発0531第2号「平成23年の職場に
おける熱中症予防対策の重点的な実施に
ついて」◎

2011.	 5.	31	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「東
日本大震災に係る労災保険給付の請求促
進等の取組について（その3）」★

2011.	 6.	 1	 基発0601第1号「『交流アーク溶接機用
自動電撃防止装置の接続及び使用の安全
基準に関する技術上の指針』の周知等に
ついて」◎※

2011.	 6.	 1	 基労発0601第1号「労災保険相談ダイヤ
ルの設置について」★

2011.	 6.	 2	 基発0602第13号「陸上貨物運送事業の
荷役作業における労働災害防止対策の推
進について」◎※

2011.	 6.	 2	 安全課建設安全対策室長事務連絡「合
板足場板安全技術基準等について」◎※

2011.	 6.	 2	 基監発0602第1号・基安安発0602第2号・
基安労発0602第1号「陸上貨物運送事業
の荷役作業における労働災害防止対策の
具体的な実施に当たって留意すべき事項
について」★

2011.	 6.	 3	 基労保発0603第1号「平成23年6月にお
ける年金たる労災保険給付及び石綿健康
被害救済法に基づく特別遺族年金の受給
権者の定期報告に係る機械処理事務等に
ついて」★

2011.	 6.	 6	 補償課長事務連絡「東北地方太平洋沖
地震に伴う労災保険給付に係る相談・請求
等の把握について」★

2011.	 6.	 8	 基発0608第1号「東北地方太平洋沖地
震により被災し、業務上又は通勤による傷病
に罹患して労災保険給付を行った場合等
における費用徴収の取扱いについて」◎

2011.	 6.	 8	 基安労発0608第1号「酸素欠乏症等の

労働災害発生状況について」◎※
2011.	 6.	 9	 基労発0609第1号「東日本大震災による

災害により行方不明となった者に係る遺族
（補償）給付支給請求書等の提出があっ
た場合等の取扱いについて（行方不明者
であることの調査手法関係）」◎

2011.	 6.	 9	 補償課職業病認定対策室職業病認定
業務第一係長事務連絡「『脳・心臓疾患/
精神障害等処理経過簿システムに係る年
度更新処理等について（依頼）」★

2011.	 6.	10	 基発0610第1号「『青森県及び茨城県に
おける社会保険料及び労働保険料等に関
する納付期限等を指定する件』の制定につ
いて」◎

2011.	 6.	10	 基発0610第3号「東日本大震災の被災地
におけるボランティア活動に係るボランティア
休暇制度の整備及び活用の促進等に関す
る要請書について」☆

2011.	 6.	10	 基安発0610第1・2号「東電福島第一原
子力発電所の緊急作業に従事する労働者
の熱中症予防対策の徹底について」★

2011.	 6.	14	 基労発0614第1号「東日本大震災による
災害により行方不明となった者に係る遺族
（補償）給付支給請求書等の提出があっ
た場合等の取扱いについて（行方不明者
であることの調査手法関係（補足））」◎

2011.	 6.	15	 基労補発0615第2～4号「東北太平洋沖
地震等に関する労災診療費の請求の今後
の取扱いについて」◎

2011.	 6.	15	 労災保険審理室長事務連絡「文書提出
命令に係る業務参考資料の送付等につい
て」★

2011.	 6.	17	 基発0617第1～3号「看護師等の『雇用
の質』の向上のための取組について」◎

2011.	 6.	20	 基安安発0620第1号・基安労発0620第1
号・基安化発0620第1号「東日本大震災の
被災地におけるがれき処理による労働災害
防止対策徹底のための集中パトロールの実
施について」★

2011.	 6.	21	 基監発0621第1号「平成23年夏期にお
ける節電対策のための休日の変更に伴うフ
レックスタイム制における時間外労働となる
時間の計算方法の取扱いについて」☆

2011.	 6.	21	 基安発0621第1・2号「『警戒区域への一
次立入許可基準』（公益立入）の解釈、運
用が適用される作業に係る措置について」
◎※
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2011.	 6.	21	 基安化発0621第1号「食品工場及び業
務用厨房施設における液化石油ガス及び
都市ガスの消費設備による一酸化炭素中
毒事故の防止に関する関係団体等に対す
る注意喚起の実施について」◎※

2011.	 6.	21	 基労発0621第1号「電離放射線に係る疾
病の業務上外の認定について（回答）」★

2011.	 6.	21	 基労補発0621第1号「石綿による健康被
害の救済制度に関する周知等の取組（事
前調査の実施）について」★

2011.	 6.	23	 基発0623第3号「『労働基準局の内部組
織に関する細則』の一部改正について」★

2011.	 6.	23	 基安発0623第1・2号「放射性物質が検出
された上下水処理等副次産物及び災害廃
棄物の当面の取扱いについて」◎※

2011.	 6.	23	 基安安発0623第1号「日本工業規格
『JIS	Ｂ9703	 機械類の安全性－非常停
止－設計原則』外3件の改正について（公
示）」◎※

2011.	 6.	24	 基発0624第1号「労災指定医療機関及
び労災保険指定薬局に係る事務取扱いの
一部改正について」◎

2011.	 6.	24	 基発0624第2号「外科後処置の実施に
ついての一部改正について」◎

2011.	 6.	24	 基発0624第3～5号「『労災指定医療機
関及び労災保険指定薬局に係る事務取扱
いの一部改正について』及び『外科後処置
の実施についての一部改正について』の周
知について」★

2011.	 6.	27	 基安発0627第1～3号「東京電力福島第
一原子力発電所における緊急作業に係る
元方事業者による関係請負人等の管理状
況の把握について」★

2011.	 6.	28	 基安発0628第1～4、7・8号「福島第一原
発における医師派遣について」

2011.	 6.	28	 基安発0628第5号「東電福島第一原発
救急医療体制ネットワークの設置及び運営
について（要請）」★

2011.	 6.	28	 基安発0628第6号「東電福島第一原発
救急医療体制ネットワークへの連携及び医
学的助言のお願いについて（要請）」★

2011.	 6.	29	 基発0629第3号「労働基準法施行規則
の一部改正について」◎

2011.	 6.	30	 基発0630第2号「労災診療費等の審査
点検等事務取扱手引について」★

2011.	 6.	30	 基安発0630第2号「東京電力福島第一
原子力発電所における内部被ばく管理の

強化等について」★
2011.	 6.	30	 基安化発0630第1・2号「石綿等が吹き付

けられた建築物等からの石綿等の飛散及
び被ばく防止対策の徹底について」★

2011.	 6.	30	 基労補発0630第1号「レセプト管理支援
機器（レセプト管理システム）の設置につい
て」★

2011.	 6.	30	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「東
日本大震災に係る労災保険給付の請求促
進等の取組について（その4）」★

2011.	 6.	30	 補償課長補佐（医療福祉担当）事務連
絡「労災指定医療機関療養担当規程等の
一部改正に係る事務処理について」★

2011.	 6.	30	 補償課長補佐（医療福祉担当）事務連
絡「労災診療費審査点検等事務取扱手引
における診療費請求書等の入力締切日等
について（試行）」★

2011.	 7.	 1	 基政発0701第1号「看護師等の『雇用の
質』の向上のための取組の実施について」
☆

2011.	 7.	 1	 基労補発0701第1号「労災診療費審査
体制等充実強化事業の廃止に伴う留意事
項（長期療養者に係る療養経過一覧表作
成、労災診療費に係る情報提供及び実態
調査等の取り扱い）について」★

2011.	 7.	 7	 基労補発0707第1号「東北太平洋沖地
震等に関する労災診療費の請求の取扱い
について（宮城労働局からの本省協議事
案に対する回答）」★

2011.	 7.	11	 基監発0711第1～3号「東日本大震災に
伴う災害復旧工事等に係る建設業附属寄
宿舎の法定基準の確保について」☆

2011.	 7.	11	 基労補発0711第1号「東日本大震災に係
る窓口業務等の適切な対応の徹底につい
て」★

2011.	 7.	11	 労災保険数理室長事務連絡「『労災保
険に係る訴訟に関する対応の強化につい
て』の一部改正について」★

2011.	 7.	13	 基発0713第5・6号「東京電力福島第一
原子力発電所内に設置するクレーンの落成
検査の取扱いについて」★

2011.	 7.	14	 基発0714第1号「『労働基準局の内部組
織に関する細則』の一部改正について」★

2011.	 7.	14	 基監発0714第1号「平成23年夏期におけ
る計画節電に伴う休業について」☆

2011.	 7.	14	 基安発0714第2号「第三次産業における
労働災害防止対策の推進について」◎※
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2011.	 7.	19	 基発0719第1～3号「平成23年度（第62
回）全国労働衛生週間の実施について」◎

2011.	 7.	20	 基安労発0720第1号「被災労働者に対
する緊急健康診断事業について」☆

2011.	 7.	22	 基監発0722第1号・基安労0722発第1号
「原子力発電所に対する被ばく線量管理
に係る立入調査の実施について」★

2011.	 7.	22	 基安発0722第1～3号「東京電力福島第
一原子力発電所における被ばく管理の強
化等について」★

2011.	 7.	22	 基安化発0722第1・2号「一酸化炭素によ
る労働災害の防止について」◎

2011.	 7.	25	 基発0725第11号「『監督実務運営要領
の改善について』の一部改正について」★

2011.	 7.	25	 基監発0725第1号「今後の監督業務に
用いる様式について」★

2011.	 7.	25	 労災管理課長補佐（総務担当）事務連絡
「労働者災害補償保険法の規定による告
示の制定等について」★

2011.	 7.	26	 基発0726第2号「義肢等補装具費支給
要綱の一部改正について」◎

2011.	 7.	26	 基安発0726第1号「東京電力福島第一
原子力発電所への医師派遣について」

2011.	 7.	26	 基安発0726第2号「鋼管足場用の部
材及び附属金具の規格の見直しに係る
WTO事務局への通報について」☆

2011.	 7.	26	 基労補発0726第1～4号「義肢等補装具
費支給要綱の一部改正に伴う周知につい
て」★

2011.	 7.	27	 基安化発0727第1・2号「3-クロロ-1,1,2,3,3-
ペンタフルオロ-1-プロペンによる労働災害防
止について」◎※

2011.	 7.	27	 基労補発0727第1号「業務上疾病の労
災補償状況調査について」★

2011.	 7.	28	 基発0728第1～3号「職域におけるウイル
ス性肝炎対策に関する協力について」☆

2011.	 7.	28	 基発0728第6号「石綿障害予防規則の
一部を改正する省令の施行について」※

2011.	 7.	28	 基発0728第7号「石綿障害予防規則の
改正について」★

2011.	 7.	28	 基発0728第8号「石綿障害予防規則の
一部を改正する省令の周知について」※

2011.	 7.	28	 基安化発0728第3・4号「船舶の解体等
作業における石綿ばく露防止対策に係る留
意点について」※

2011.	 7.	28	 基労発0728第3号「石綿による健康被害
の救済制度に関する周知等の取組（中皮

腫死亡者の把握に係る調査の実施）につい
て」★

2011.	 7.	28	 基労補発0728第1号「石綿による健康被
害の救済制度に関する周知等の取組（中
皮腫死亡者の把握に係る調査の実施）に
係る留意事項について」★

2011.	 7.	28	 基安発0728第1号「東電福島第一原発
への放射線管理の専門家の派遣につい
て」

2011.	 7.	29	 補償課長補佐（業務担当）・職業病認定
対策室長補佐事務連絡「平成22年度石綿
ばく露作業による労災認定等事業場の公
表に関する作業について」★

2011.	 8.	 2	 基労補発0802第1号「義肢等補装具費
支給要綱における基準外支給について（回
答）」★

2011.	 8.	 4	 基発0804第1号「労働保険事務組合に
対する報奨金に関する省令の一部を改正
する省令の施行及び労働保険事務組合遺
体する報奨金の交付要件の算定の基準と
なる日の延長期日を定める件並びに労働保
険事務組合報奨金交付要領の改正につい
て」★

2011.	 8.	 8	 基労発0808第1号「電離放射線に係る疾
病の業務上外の認定について（回答）」★

2011.	 8.	10	 基安発0810第1号「東京電力福島第一
原子力発電所における内部被ばく管理の
強化等について」★

2011.	 8.	10	 基安安発0810第1号「日本工業規格『JIS	
A8340-1	土木機械－安全－第1部：一般要
求事項』外1件の改正について（公示）」☆

2011.	 8.	11	 基発0811第1号「労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令等の施行について」◎

2011.	 8.	11	 基労発0811第1号「労働保険の保険料
の徴収等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令等の施行に当たり留意すべき
事項について」★

2011.	 8.	12	 基安発0812第1・2号「東日本大震災の復
旧工事における船舶の解体等作業におけ
る労働災害防止対策の徹底について」※

2011.	 8.	17	 基発0817第1号「労災保険給付事務取
扱手引の一部改正について」★

2011.	 8.	17	 基発0817第2号「『東日本大震災に対処
するための特別の財政援助及び助成に関
する法律第2条第2項及び第3項の市町村
を定める政令の一部を改正する政令』の施
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行による特定被災区域の追加指定につい
て」◎

2011.	 8.	19	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「重篤な基礎疾患を有する労働者に関す
る脳・心臓疾患の労災請求事案の報告に
ついて」★

2011.	 8.	19	 基発0819第2号「『岩手県、宮城県及び
福島県の一部の地域における社会保険料
及び労働保険料等に関する納期限等を指
定する件』の制定について」◎

2011.	 8.	23	 労災保険数理室長事務連絡「審査請
求関係書類の個人情報管理の徹底につい
て」★

2011.	 8.	26	 基安発0826第1号「労働安全衛生法施
行令の一部を改正する政令の一部改正に
関するWTO事務局への通報について（依
頼）」☆

2011.	 8.	26	 基労発0826第1号「沖縄の復帰前に労
働者災害補償の適用を受けていた米軍関
係労働者に係る石綿による健康被害の救
済に関する法律の適用について」◎

2011.	 8.	30	 基発0830第1号「石綿による健康被害の
救済に関する法律の一部を改正する法律
の施行（「特別遺族給付金」の支給関係）
について」◎

2011.	 8.	30	 基発0830第3号「東京電力及び東北電
力管内における電気の使用制限の緩和に
ついて」☆

2011.	 8.	30	 基発0830第11号「石綿による健康被害
の救済に関する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う特別遺族給付金に係る対
象疾病の認定について」★

2011.	 8.	30	 基安安発0830第1・2号・基安労発0830第
1・2号・基安化発0830第1・2号「災害廃棄物
の処理における安全衛生対策に係る発注
者の配慮等について」★

2011.	 8.	31	 基安発0831第1号「東京電力福島第一
原子力発電所における緊急作業に係る被
ばく限度の引き下げのための検討につい
て」★

2011.	 8.	31	 基安発0831第2・3号「東電福島第一原
発において緊急作業に従事する労働者の
健康管理体制の確保のための医療職の派
遣について（要請）」

2011.	 8.	31	 基安発0831第4号「東電福島第一原発
において緊急作業に従事する労働者の健
康管理体制確立のための医師派遣につい

て（要請）」
2011.	 8.	31	 基安安発0831第3・4号・基安労発0831第

1・2号・基安化発0831第1・2号「東日本大震
災による災害復旧工事における労働災害
防止対策の徹底について（その4）～地震・
津波により被害を受けた建築物等の解体
工事関連～」◎※

2011.	 9.	 1	 基安労発0901第1号「健康診断情報の
第三者提供に関する取扱いの周知依頼に
ついて」☆

2011.	 9.	 1	 基労保発0901第1号「保有個人情報の
管理の徹底について」★

2011.	 9.	 2	 基安労発0902第2号・基安化発0902第1
号「呼吸用保護具の配布について」★

2011.	 9.	 2	 基労補発0902第1号「東日本大震災に係
る労災請求の促進に向けた年内の取組に
ついて」★

2011.	 9.	 5	 基安安発0905第1・2号「小売業における
労働災害防止対策の推進」◎※

2011.	 9.	 6	 基安安発0906第1号「台風に伴う集中豪
雨による災害の復旧工事における労働災
害防止対策の徹底について」☆

2011.	 9.	 7	 基労補発0907第1号「義肢等補装具費
支給要綱における基準外支給について（回
答）」★

2011.	 9.	 8	 基発0908第3号「労働契約法等活用支
援事業の実施について」☆

2011.	 9.	 9	 基安発0909第1・2号「『除染に関する緊
急実施方針』及び『市町村による除染実施
ガイドライン』に基づく除染作業における労
働者の放射線障害防止措置について」※

2011.	 9.	13	 基発0913第8号「『労働基準局の内部組
織に関する細則』の一部改正について」★

2011.	 9.	14	 基安安発0914第1号「工業標準の確認
について（公示）」☆

2011.	 9.	14	 補償課長補佐（業務担当）・職業病認定
対策室長補佐事務連絡「石綿ばく露作業
に係る労災認定者の死亡年統計に関する
作業について」★

2011.	 9.	16	 基発0916第6号「受動喫煙防止対策助
成金の支給の実施について」◎

2011.	 9.	16	 基安化発0916第1号「受動喫煙防止対
策助成金の支給について」◎

2011.	 9.	16	 基労補発0916第1号「義肢等補装具費
支給要綱における基準外支給について（回
答）」★

2011.	 9.	26	 基安発0926第2号「東電福島第一原発
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等における医師等の派遣について（依頼）」
★

2011.	 9.	26	 基安労発0926第1・2号「『じん肺標準エッ
クス線写真集』（平成23年3月）フィルム版及
び電子媒体版の取扱いについて」◎※

2011.	 9.	26	 基安労発0926第3・4号「『じん肺健康診
断及びじん肺管理区分の決定におけるＤＲ
（ＦＰＤ）写真及びＣＲ写真の取扱い等につ
いて』の一部改正について」◎※

2011.	 9.	26	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「石
綿による疾病に係る労災保険給付及び特
別遺族給付金の請求に至る契機の把握に
ついて（報告様式の変更）」★

2011.	 9.	28	 基発0928第1号「平成23年度労働時間
適正化キャンペーンの実施について」★

2011.	 9.	28	 基監発0928第1号「平成23年度『労働時
間適正化キャンペーン』における労働時間
の適正化に向けた取組の要請について」★

2011.	 9.	30	 基発0930第1号「労働安全衛生規則及
び労働安全衛生法及びこれに基づく命令
に係る登録及び指定に関する省令の一部
を改正する省令等の施行について」※

2011.	 9.	30	 基発0930第2号「ボイラー等の開放検査
周期認定要領の一部改正について」☆

2011.	 9.	30	 基安安発0930第1・2号「『ボイラー等の
開放検査周期認定要領の一部改正につい
て』の発出について（連絡）」◎

2011.	 9.	30	 基発0930第4号「厚生労働組織規則の
一部改正に伴う都道府県労働局の組織体
制の改編について」★

2011.	 9.	30	 基総発0930第1号「厚生労働省文書管
理規則に基づく監査結果に関する報告に
ついて」★

2011.	 9.	30	 基安労発0930第1号「受動喫煙防止対
策助成金関係業務の運営について」★

2011.	 9.	30	 基安労発0930第2号「受動喫煙防止対
策助成金の事務取扱についての質疑応答
集（Q&A）について」★

2011.	10.	11	 基発1011第1号「電離放射線障害防止
規則の一部を改正する省令の施行につい
て」※

2011.	10.	11	 基発1011第2～4号「『東京電力福島第
一原子力発電所における緊急作業従事者
等の健康の保持増進のための指針』の制
定について」」◎※

2011.	10.	12	 基安発1012第1～3号「東電福島第一原
発等における医療職の派遣について」

2011.	10.	12	 基安発1012第4号「東電福島第一原発
等の労働者の健康管理体制確立のための
医師派遣について」

2011.	10.	13	 基安発1013第1・2号「平成22年度ばく露
実態調査対象物質に係るリスク評価結果
に基づく労働者の健康障害防止対策の徹
底について」◎※

2011.	10.	13	 基安化発1013第1号「酢酸ビニル及び
1,2-ジブロモエタンのリスク評価結果に基づ
く労働者の健康障害防止対策の徹底につ
いて」★

2011.	10.	14	 基発1014第3号「『経済上の連携に関す
る日本国とインドネシア共和国との間の協
定』に基づき受け入れたインドネシア人看護
師候補者で新たに在留資格の許可を受け
た者の労働条件等の確保について」◎

2011.	10.	14	 基安発1014第3号「電離放射線障害防
止規則の一部を改正する省令の円滑な施
行等について」

2011.	10.	17	 基監発1017第1号「平成23年『労働時間
適正化キャンペーン』における重点監督の
実施について」★

2011.	10.	19	 基監発1019第1号「労働基準関係情報
メール窓口の開設について」★

2011.	10.	21	 基安発1021第1・2号「東日本大震災復
旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリ
ア別協議組織の設置について」◎

2011.	10.	21	 基労保発1021第1号「特定機械等管理シ
ステムのデータベースの構築について」★

2011.	10.	24	 基安安発1024第1号「建設業における足
場からの墜落防止措置の実施状況の把握
等について」★

2011.	10.	26	 基発1026第1号「『岩手県及び宮城県の
一部の地域における社会保険料及び労働
保険料等の納期限等を指定する件』の制
定について」◎

2011.	10.	27	 基監発1027第1号「地震・津波により被害
を受けた建築物等の解体工事における労
働災害防止対策の具体的推進に当たって
留意すべき事項について」★

2011.	10.	28	 基発1028第2号「労働時間の適正化に
関する要請について」☆

2011.	10.	28	 基発1028第4号「『労働安全衛生法第28
条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める化学物質による健康障害を防止する
ための指針』の周知について」◎※

2011.	10.	28	 基安化発1028第1・2号「『労働安全衛生
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法第28条第3項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める化学物質による健康障害を
防止するための指針』の公示に伴う平成21
年3月26日付け基安労発第0326001号・基
安化発第0326001号通達の廃止について」
◎

2011.	10.	31	 基安発1031第1号「東電福島第一原発
の労働者の健康管理体制確立のための医
療職派遣について（要請）」

2011.	10.	31	 基労保発1031第2号「特定機械等に係
る電子媒体による性能検査結果報告の運
用について」★

2011.	11.	 1	 基発1101第1号「平成23年東北太平洋
沖地震に起因して生じた事態に対応するた
めの電離放射線障害防止規則の特例に関
する省令の一部を改正する省令の施行に
ついて」◎

2011.	11.	 5	 基安発1105第29号「じん肺法第13条第3
項等に基づく再・追加検査実施等命令の適
正な運用について」☆

2011.	11.	 7	 基安安発1107第1号「年末・年始に向け
た小売業・社会福祉施設における労働災
害防止対策の推進について」★

2011.	11.	10	 基安化発1110第1号「石綿ばく露のため
の電動ファン付き呼吸用保護具の配布につ
いて」★

2011.	11.	14	 基安労発1114第1号「石炭じん肺訴訟の
和解手続に関するリーフレット等の設置につ
いて（依頼）」☆

2011.	11.	15	 基監発1115第1号「バイク便事業者に対
する自主点検等の実施について」★

2011.	11.	15	 基監発1115第2号「バイクライダーに係る
自主点検等の実施について」★

2011.	11.	16	 基安発1116第1・2号「東電福島第一原
発等における医療職の派遣について」★

2011.	11.	17	 基安化発1117第1・2号「石綿が吹き付け
られた建築物等解体工事における集じん・
排気装置の稼働の確認等について」◎※

2011.	11.	18	 基発1118第3号「労災保険業務機械処
理手引（短期給付業務、年金・一時金業務）
の一部改正について」★

2011.	11.	18	 基監発1118第1号「解雇予告除外認定
の調査等に当たって留意すべき事項につい
て」★

2011.	11.	21	 基労保発1121第1号「労災保険業務機
械処理事務手引（短期給付業務、年金・一
時金業務）の一部改正に伴う機械処理事

務の留意点について」★
2011.	11.	24	 基発1124第2号・基安化発1124第1号

「東日本大震災の復旧工事において使用
する呼吸用保護具の取扱いに関する特例
の廃止について」◎※

2011.	11.	24	 基安労発1124第1号「東日本大震災の
復旧工事において使用する呼吸用保護具
の取扱いに関する特例の廃止に伴う留意
点について」☆

2011.	11.	24	 基安発1124第2号「東京電力福島第一
原子力発電所の事故収束に向けた各種工
事における労働災害防止対策の徹底につ
いて」◎※

2011.	11.	24	 基安安発1124第1号「東京電力福島第
一原子力発電所の事故収束に向けた各種
工事における労働災害防止対策の徹底に
当たって留意すべき事項について」★

2011.	11.	25	 基発1125第2号「エレベーター構造規格
の一部を改正する告示の適用について」◎
※

2011.	11.	25	 基安安発1125第1号「『エレベーター構
造規格の一部を改正する告示の適用につ
いて』に係る留意事項について」◎※

2011.	11.	25	 補償課長補佐（業務担当）・労災保険業
務課長補佐（短期給付担当・運用担当）事
務連絡「労災診療費審査点検業務の国集
約化に伴う労災行政情報管理システムの
労災補償業務機能の改修等について」★

2011.	11.	28	 基安安発1128第1号「『有軌道台車』の
労働安全衛生規則第195条に規定する軌
道装置としての適用について（回答）」☆

2011.	11.	28	 基安安発1128第3号「平成22年度特定
自主検査実施状況報告書の集計結果の
送付について」★

2011.	11.	29	 基発1129第2号「変異原性が認められた
化学物質の取扱いについて」◎※

2011.	11.	29	 基安化発1127第1・2号「変異原性が認め
られた化学物質に関する情報について」◎
※

2011.	11.	29	 基安発1129第1・2号「除染作業等に従
事する労働者の放射線障害防止につい
て」★

2011.	11.	29	 基安労発1129第1号「『受動喫煙防止対
策助成金の事務取扱についての質疑応答
集（Q&A）について』の一部改正について」
★

2011.	11.	30	 基安安発1130第1号「工業標準破裂板
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式安全装置－第1部：一般外2件の制定に
ついて」☆

2011.	12.	 2	 基安安発1202第1号「交通事故を発生さ
せたトラック運転者の労働時間等の実態把
握結果について」☆

2011.	12.	 9	 基発1209第1号「タイ王国の洪水に係る
日系企業のタイ人従業員の受入れに当たっ
て留意すべき事項について」◎

2011.	12.	12	 基労発1212第1号「労働基準行政情報
システム・労災保険行政情報システム及び
労働保険適用徴収システムにおけるセキュ
リティ対策の徹底について」★

2011.	12.	13	 基安発1213第1号「労働災害防止団体
改革検討専門委員会報告書の内容を踏ま
えた取組について（要請）」☆

2011.	12.	14	 基監発1214第1号「労働災害防止のた
めの監督指導等の実施について」★

2011.	12.	14	 基安発1214第2号「労働災害の防止に
向けた集中的取組の実施について」★

2011.	12.	15	 労災管理課労災保険財政数理室長事
務連絡「平成24年4月1日施行予定の労災
保険率の改定案等について」★

2011.	12.	16	 基発1216第1号「平成23年東北太平洋
沖地震に起因して生じた事態に対応するた
めの電離放射線障害防止規則の特例に関
する省令を廃止する等の省令等の施行に
ついて」◎

2011.	12.	16	 基発1216第2号「労災診療費の適正払
いの徹底について」★

2011.	12.	16	 基安安発1216第1号「労働災害防止に
向けた集中的取組（小売業及び社会福祉
施設に対する指導等）の実施に当たっての
留意事項について」◎※

2011.	12.	19	 基安労発1219第1号「ノロウイルスによる
感染性胃腸炎のまん延防止について」◎

2011.	12.	20	 基安発1220第1号「指定登録制度改革
検討専門委員会報告書の内容を踏まえた
取組について（要請）」☆

2011.	12.	21	 基監発1221第1号「常時10人以上の労
働者を使用する使用者以外の使用者から
の依頼に基づく就業規則の作成が社会保
険労務士法第2条第1項第2号に規定する
業務に該当するか否かについて（回答）」☆

2011.	12.	22	 基発1222第3～6、20号「『除染等業務に
従事する労働者の放射線障害防止のため
のガイドライン』について」◎※

2011.	12.	22	 基発1222第7号「東日本大震災により生

じた放射性物質により汚染された土壌等を
除染するための業務等に係る電離放射線
障害防止規則の施行について」◎※

2011.	12.	22	 基安発1222第1～3号「東京電力福島第
一原子力発電所における安全衛生管理対
策等の徹底について」★

2011.	12.	22	 基安発1222第4号「東電福島第一原発
における作業に従事する労働者の健康
管理体制確立のための医師派遣について
（要請）」

2011.	12.	22	 基発1222第15号「被共済者と事実上婚
姻関係と同様の事情にあったこと、主として
被共済者の収入によって生計を維持してい
たこと又は不正受給の動機が生計が著しく
貧困であり、かつ、危急の費用の支出に迫ら
れたことによることを証する書類について」
◎

2011.	12.	26	 基発1226第1号「心理的負荷による精神
障害の認定基準について」◎

2011.	12.	26	 基労補発1226第1号「心理的負荷による
精神障害の運用等について」◎

2011.	12.	27	 基発1227第1号「労働者災害補償保険
法施行規則の一部を改正する省令の施行
について」◎

2011.	12.	27	 基労発1227第1号「東日本大震災による
被災地における『除染の作業』を目的とする
事業に係る労災保険の適用について」★

2011.	12.	27	 基労補発1227第1号「除染等の業務を行
う者の取扱い等の留意点について」★

2011.	12.	28	 基発1228第1号「労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令の施行について」◎

2011.	12.	28	 基発1228第2号「労働安全衛生規則第
95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が
定める物等の適用について」◎※

2011.	12.	28	 基発1228第5号「労働基準関係情報メー
ル窓口の本格的な運用について」☆

2011.	12.	28	 基監発1228第2号「労働基準関係情報
メール窓口の本格的な運用に当たり留意す
べき事項について」★

2011.	12.	28	 基発1228第8号「新規化学物質の届出
等に係る調査票の廃止について」◎

2011.	12.	28	 基安化発1228第3号「労働安全衛生法
に基づく新規化学物質の届出等の手続の
一部変更について」◎※

2011.	12.	28	 基安発1228第2号「有害物ばく露作業報
告制度の周知徹底について」◎※
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2011.	12.	28	 基労補発1228第1号「東日本大震災に伴
う労災請求の促進に向けた今後の取組に
ついて」★

2012.	 1.	 4	 基安安発0104第1号「社会福祉施設に
おける自主点検の実施について」◎※

2012.	 1.	 6	 補償課長補佐（医療福祉担当）事務連
絡「労災診療費審査点検等事務取扱手引
における診療費請求書等の入力締切日等
について」★

2012.	 1.	10	 基監発0110第2号「バイク便事業者に対
する監督指導の実施について」★

2012.	 1.	10	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「地方労災医員制度の適正な運営につい
て」☆

2012.	 1.	10	 補償課職業病認定対策室職業病認定
業務第一係長事務連絡「『脳・心臓疾患/
精神障害等処理経過簿システム』に係る今
後の入力の注意点について」★

2012.	 1.	11	 基安発0111第2・3号「塩酸等貯蔵タンク
の保守点検・改修工事における労働災害
防止対策の徹底について」◎※

2012.	 1.	13	 基労補発0113第1号「除染等の業務を行
う特別加入者の取扱いについて」★

2012.	 1.	19	 基労補発0119第1号「東日本大震災に伴
う労災保険制度のポスターの掲示依頼に
ついて」★

2012.	 1.	20	 基安発0120第1号・基労発0120第1号
「石綿ばく露作業による労災認定事業場
に就労した労働者等への健康管理手帳及
び労災補償・特別遺族給付金制度の周知
について」★

2012.	 1.	23	 補償課職業病認定対策室長補佐事務
連絡「精神障害の労災認定実務要領（案）
に係る意見照会について」★

2012.	 1.	25	 基発0125第7号「労働安全衛生法施行
令の一部を改正する政令の施行について」
☆

2012.	 1.	25	 基発0125第9号「石綿等の製造等の禁
止に係る猶予措置の終了（労働安全衛生
法施行令の一部を改正する政令の一部改
正）の周知について」※

2012.	 1.	27	 基安安発0127第3号「降積雪期における
労働災害防止対策の徹底について」☆

2012.	 1.	27	 基安労発0127第1号「じん肺法に基づく
じん肺管理区分決定に関する事務取扱上
の留意事項について」★

2012.	 1.	27	 基労補発0127第1号「労災診療費等審

査点検業務における疑義付箋添付件数等
の報告について」★

2012.	 1.	31	 基発0131第1号「厚生労働大臣が定め
る現物給与の価額について（通知）」◎

2012.	 1.	31	 基発0131第3号「平成23年度中央労災
補償業務監察実施結果について」★

2012.	 1.	31	 基発0131第4号「平成23年度中央労働
保険適用徴収業務監察実施結果につい
て」★

2012.	 1.	31	 基発0131第6号「平成23年度中央労働
基準監察結果の概要について」★

2012.	 1.	31	 基労保発0131第1号「労災保険給付等
の本省払い化追加機能開発に係る機械処
理等について」★

2012.	 2.	 1	 基安発0201第1・2号「東電福島第一原
発等における医療職の派遣について（要
請）」★

2012.	 2.	 2	 基発0202第3号「労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令の施行について」◎

2012.	 2.	 2	 基安発0202第1号「降積雪期における労
働災害防止対策の徹底について」☆

2012.	 2.	 2	 基労補発0202第1号「潜在性結核感染
症の取扱いについて」★

2012.	 2.	 2	 労災管理課労災保険財政数理室長事
務連絡「労災保険率のメリット制の改正に
ついて」★

2012.	 2.	 3	 基労補発0203第3号「管理者のための
労災補償業務の手引について」★

2012.	 2.	 6	 基労発0206第1号「電離放射線に係る疾
病の業務上外の認定について（回答）」★

2012.	 2.	 7	 基発0207第1・2号「粉じん障害防止規則
及びじん肺法施行規則の一部を改正する
省令の施行について」◎※

2012.	 2.	 7	 基発0207第3・4号「作業環境測定基準
の一部を改正する告示等の適用等につい
て」◎※

2012.	 2.	 8	 基発0208第3号「労働基準監督機関の
監督指導等の権限の行使により把握した法
令違反の事案の公表について」★

2012.	 2.	 8	 基監発0208第1号「労働基準監督機関
の監督指導等の権限の行使により把握した
法令違反の事案の公表に当たっての留意
事項について」★

2012.	 2.	 8	 基監発0208第2号「『監督活動の内容に
関し公表を行うに当たって留意すべき事項
について』の一部改正について」★
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2012.	 2.	 9	 基安発0209第1号「足場からの墜落・転
落災害防止総合対策推進要綱の策定につ
いて」◎※

2012.	 2.	 9	 基安安発0209第1号「足場からの墜落・
転落災害防止総合対策推進要綱の策定
について」☆

2012.	 2.	10	 基労保発0210第2号「労働基準行政シス
テム及び労災行政情報管理システムにおけ
る外部記憶媒体の取扱いについて」★

2012.	 2.	13	 基発0213第6号「労働安全衛生規則等
の一部を改正する省令の施行について」◎

2012.	 2.	13	 基発0213第7号「ガス溶接作業主任者
免許規程の一部を改正する件及びボイ
ラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整
備士免許規程の一部を改正する件の適用
について」◎※

2012.	 2.	13	 基発0213第8・9号「『製造時等検査に係
る検査の方法等』の改正について」◎※

2012.	 2.	13	 基監発0213第1号「司法処理におけるデ
ジタルカメラ及び写真データ取扱要領につ
いて」★

2012.	 2.	13	 基安発0213第1号「安全衛生業務の推
進について」★

2012.	 2.	13	 基安化発0213第1・2号「建築物等の解
体等の作業における事前調査の徹底等に
ついて」☆

2012.	 2.	14	 基発0214第1号「監督指導業務の運営
に当たって留意すべき事項について」★

2012.	 2.	14	 基安発0214第1・2号「除染特別地域等
における重要な生活基盤の点検、整備に従
事する労働者の放射線障害防止措置につ
いて」◎※

2012.	 2.	14	 基安労発0214第1号「除染電離則・ガイド
ラインに関する過去に寄せられた質問およ
びそれに対する回答について」☆

2012.	 2.	14	 基安化発0214第1・2号「顔料製造工程に
おける化学物質管理の徹底について」☆

2012.	 2.	16	 基安労発0216第2号「労働安全衛生規
則第62条に基づく別表第4第一種衛生管
理者免許の項下欄第3号に該当する学科
等について」☆

2012.	 2.	17	 基発0217第1号「『宮城県の一部の地域
における社会保険料及び労働保険料等の
納期限等を指定する件』の制定について」
◎

2012.	 2.	22	 基発0222第1・2号「『東日本大震災に対
処するための特別の財政援助及び助成に

関する法律第2条第2項及び第3項の市町
村を定める政令の一部を改正する政令』の
施行による特定被災区域の追加指定につ
いて」☆

2012.	 2.	22	 基安安発0222第1号・基安労発0222第1
号「工業標準の改正について（公示）」☆

2012.	 2.	22	 補償課職業病認定対策室職業病認定
業務第一係長事務連絡「『脳・心臓疾患/
精神障害等処理経過簿システム』に係る入
力の徹底について」★

2012.	 2.	23	 基労発0223第1号「労災補償業務の運
営に当たって留意すべき事項について」◎

2012.	 2.	28	 基安安発0228第3号「重大災害発生時
の速報の報告方法について」★

2012.	 2.	29	 基安労発0229第1号「労働安全衛生法
に基づく一般健康診断の血糖検査として
糖化ヘモグロビンA1cの検査を行う場合の
結果の表記について（依頼）」☆

2012.	 3.	 1	 基発0301第1号「中小企業最低賃金引
上げ支援対策費補助金（業務改善助成
金）交付要領等の一部改正について」☆

2012.	 3.	 1	 補償課職業病認定対策室長補佐事務
連絡「労災精神障害専門調査員（仮称）の
配置準備について」★

2012.	 3.	 2	 基発0302第2号「除染等業務における安
全衛生対策の推進について」◎※

2012.	 3.	 2	 基監発0302第2号・基安安発0302第3号・
基安労発0302第1号「除染等業務における
安全衛生対策の推進に当たって留意すべ
き事項について」★

2012.	 3.	 2	 基監発0302第1号「大量整理解雇事案
等に対する対応の実施状況について」★

2012.	 3.	 2	 基安安発0302第1号「平成24年度『中小
零細規模事業場集団リスクアセスメント研
修事業』に係る対象事業場集団の選定等
について」◎※

2012.	 3.	 2	 基労保発0302第1号「労災保険給付等
の本省払い化追加機能開発に係るシステ
ムの稼働予定日等について」★

2012.	 3.	 2	 基労保発0302第2号「労災保険給付等
の通知はがきの変更に係る周知について
（お願い）」★

2012.	 3.	 6	 基発0306第1号「東日本大震災に係る中
小企業退職金共済制度の特例措置の拡
充について」◎

2012.	 3.	 7	 基発0307第4・5号「作業環境測定士試
験の受験資格の拡大について」◎※
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2012.	 3.	 7	 基安発0307第1号「東京電力福島第一
原子力発電所の事故における放射線管
理、健康管理等に関する教訓の共有、関係
通達の改正等に関する局長会議について
（出席依頼）」★

2012.	 3.	 7	 基安化発0307第2号「日本工業規格
『JIS	Ｚ7253	GHSに基づく化学品の危険
有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内
の表示及び安全データシート（ＳＤＳ）』の制
定について」☆

2012.	 3.	 9	 基安発0309第1・2号「除染等業務従事
者に対する内部被ばく測定の円滑な実施
について」★

2012.	 3.	 9	 基発0309第4号「労働安全衛生法にお
ける登録検査・検定機関の登録基準に係る
運用の一部改正について」◎※

2012.	 3.	12	 基発0312第1号「労働安全衛生法第53
条の2の規定により都道府県労働局長が製
造時検査の業務の全部を行うものとする件
の制定について」☆

2012.	 3.	15	 労災保険業務課長補佐（運用担当）事
務連絡「労働基準行政システム・労災行政
情報管理システムにおける外部記憶媒体の
取扱いに関する留意事項等について」★

2012.	 3.	16	 基発0316第5号「『労働基準局の内部組
織に関する細則』の一部改正について」★

2012.	 3.	16	 基発0316第6号「石綿による健康被害の
救済に関する法律の規定による特別遺族
給付金の支給対象の見直しについて」◎

2012.	 3.	16	 基安発316第1～7、9号「東電福島第一
原発等における医療職の派遣について（要
請）」

2012.	 3.	16	 基安発0316第8号「インジウム化合物等3
物質に係る労働安全衛生法関係法令の見
直しに関するWTO事務局への通報につい
て」☆

2012.	 3.	16	 基労補発0316第1号「労災診療費の不
適正払い事案に係る分析及び再発防止策
等の報告について」★

2012.	 3.	19	 基安安発0319第1号「登録性能検査機
関の登録の更新について」☆

2012.	 3.	19	 労災保険数理室長事務連絡「審査請求
関係書類の個人関係情報管理の徹底につ
いて」★

2012.	 3.	22	 基安安発0322第2号・基安労発0322第5
号「小売業及び社会福祉施設の安全衛生
管理担当者に対する安全衛生教育につい

て」◎※
2012.	 3.	22	 基労保発0322第1号「労災保険給付等

の本省払い化追加機能の稼働延期に伴う
請求書等様式の取扱いについて（案）」★

2012.	 3.	23	 基発0323第2号「労働基準行政情報シス
テム・労災行政情報システムに係る事務処
理手引の改訂について」★

2012.	 3.	23	 基労保発032第1号「支給決定通知及び
支払振込通知の原則一本化に係る具体的
内容について」★

2012.	 3.	23	 基発0323第6号「『今後の労働時間等設
定改善業務の進め方について』の訂正に
ついて」☆

2012.	 3.	26	 基発0326第9号「労働者災害補償保険
法施行規則の一部を改正する省令の施行
について」◎

2012.	 3.	26	 基政発0326第1号「『在宅勤務での適正
な労働時間管理の手引』の送付について」
☆

2012.	 3.	26	 基安安発0326第1号「日本工業規格
『JIS	Ｂ8942	立体自動倉庫システム－シス
テム設計通則』の改正について」☆

2012.	 3.	27	 基発0327第10号「働き方・休み方改善コ
ンサルタントの設置について」◎

2012.	 3.	27	 基発0327第11号「医療労働専門相談員
の設置について」◎

2012.	 3.	27	 基労保発0327第1号「労災保険給付等
の請求様式のダウンロード化について（お願
い）」★

2012.	 3.	27	 基労保発0327第2号「『性能検査報告
の電子媒体による報告に係る事務処理要領
（平成23年改訂版）』の改訂について」★

2012.	 3.	27	 労災保険数理室長事務連絡「文書提出
命令に係る意見書例等の送付について」★

2012.	 3.	28	 基発0328第6号「『障がい者制度改革推
進本部等における検討を踏まえて障害保
健福祉施策を見直すまでの間において障
害者等の地域生活を支援するための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴う関
係省令の整備等及び経過措置に関する省
令』の施行について（労働基準法施行規則
の一部改正）」◎

2012.	 3.	28	 基政発0328第2号「働き方・休み方改善
コンサルタントの設置に当たって留意すべき
事項について」☆

2012.	 3.	28	 基政発0328第3号「働き方・休み方改善
コンサルタント業務処理マニュアルの作成に
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ついて」☆
2012.	 3.	28	 基政発0328第4号「医療労働専門相談

員の設置に当たって留意すべき事項につい
て」☆

2012.	 3.	28	 補償課長補佐（業務担当）・職業病認定
対策室長補佐事務連絡「平成23年度にお
ける石綿関連疾患に係る処理経過簿の入
力及び『石綿による健康被害に係る給付の
請求・決定状況』に関する統計情報の精査
作業について」★

2012.	 3.	29	 基発0329第2号「石綿による疾病の認定
基準の改正について」◎

2012.	 3.	29	 基労補発0329第1号「石綿による疾病の
認定基準の運用等について」☆

2012.	 3.	29	 基労補発0329第2号「労働者災害補償
保険法第31条第1項第3号に基づく費用徴
収の適正な取扱いについて」★

2012.	 3.	29	 労災管理課長補佐（企画担当）事務連絡
「療養（補償）給付の請求書に係る派遣先
事業主証明欄の追加について」★

2012.	 3.	29	 基発0329第4号「『労働基準局の内部組
織に関する細則』の一部改正について」★

2012.	 3.	29	 基発0329第7号「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令の施行及び関係告示
の適用等について」◎※

2012.	 3.	29	 基発0329第8号「『機械譲渡者等が行う
機械に関する危険性等の通知の促進に関
する指針』等について」◎※

2012.	 3.	29	 基発0329第9～11号「化学物質等の危
険性又は有害性等の表示又は通知等の促
進に関する指針について」◎

2012.	 3.	29	 基監発0329第1・2号「『労働基準監督機
関における司法警察権限の行使に関する
規範に基づく処理要領について』の一部改
正等について」★

2012.	 3.	29	 基安発0329第1号「平成24年度の安全
衛生業務の効果的・効率的な推進につい
て」★

2012.	 3.	29	 基安化発0329第1号「平成21年度から
平成23年度までを期間とする石綿ばく露防
止対策推進のための3か年計画の評価に
ついて」★

2012.	 3.	29	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「平成24年度石綿確定診断事業につい
て」★

2012.	 3.	29	 補償課職業病認定対策室長補佐事務
連絡「脳・心臓疾患及び精神障害に係る処

理経過簿の掲載並びに審査請求等による
原処分取消事案に係る報告について（依
頼）」★

2012.	 3.	30	 基発0330第5号「労働者災害補償保険
法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭
素中毒症に関する特別措置法施行規則の
一部を改正する省令の施行について」◎

2012.	 3.	30	 基発0330第17号「『動力プレスの提起自
主検査指針』の周知等について」◎※

2012.	 3.	30	 基発0330第20、22・23号「労災診療費算
定基準の一部改定について」◎

2012.	 3.	30	 基労補発0330第1～4号「労災診療費算
定基準の一部改定に伴う運用上の留意事
項について」◎

2012.	 3.	30	 基発0330第21、24・25号「労災保険にお
ける看護料算定基準の一部改定につい
て」◎

2012.	 3.	30	 基労補発0330第5号「精神障害の労災
認定実務要領の作成について」★

2012.	 3.	30	 基労保発0330第1号「特別加入、第三者
行為災害、義肢等補装具費等に係るシステ
ム化の概要の意見に対する検討結果につ
いて」★

2012.	 3.	30	 補償課長事務連絡「東北地方太平洋沖
地震に伴う労災保険給付に係る請求・決定
件数の報告（依頼）について」★

2012.	 3.	30	 労災保険数理室長事務連絡「訴訟関係
業務に係る資料の送付について」★

2012.	 3.	30	 基発0330第30号「平成18年10月2日付け
基発第1002004号『障害者自立支援法に
基づく就労継続支援により作業を行う障害
者に対する労働基準法の適用等について』
の一部改正について」☆

2012.	 3.	30	 基安安発0330第2号「安全衛生推進者
等養成講習の講師要件『同等以上の知識
経験を有する者』について」◎※

2012.	 3.	30	 基安安発0330第4号「屋根・建物からの
墜落防止のための検討委員会報告書につ
いて」☆

★	開示請求により入手したもの
☆		「行政サービス」として提供を受け入手したもの
※	（財）安全衛生情報センター「法令・通達」→「通達一
覧」に掲載されているもの・
◎	厚生労働省ホームページ－「法令等データシステム」
（「搭載準備中の新着通知」（2012年5月20日現在）
を含む）、「報道発表資料」「トピックス」等－に掲載さ
れているもの
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