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マヨ

オール日本ス」バ」マーケット協会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進についてO司知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

きて、安全衛生対策の推進につ，きましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期.（1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 _¥llj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれ京しては、会報、ホ｝ムペ」ジ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

丈）（参考）

,¥llJ添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームペ｝ジより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

出旦半ど盟主位註J旦＇－－ i口／stf/seisakuni！§.県笠{l,unva/0000095563.出足



ぜごヲ

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27日

般社団法人新日本スーパーマーケット協会会長殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 〆

f 、
さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806'

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jさともって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 J.llj添のとおりとりま

とめました。

食会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策j につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http: //www. mhlw. go. jp/stf/seisakuni tsui te/bunya/0000095563. html 

（） 



て_y

基安安発 0827第 l号

平成 27年8月 27 日

一般社団法人日本ショッピングセνタ ー 協 会 会 長 殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

。平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年 8月6日付け基安発 0806

第2号 I平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ l月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームベージ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

¥) （参考）

5Jlj添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生制兄（平成27年上半期）

http://www.mhlw. go. iP/s立与旦笠出弘主旦並血盟主a/0000095563.btml



て_y

基安安発 0827第1号

平成 27年 8月 27日

一般社団法人日本ドワ・イット・ユアセルフ協会会長殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ／ 

’ l 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806、

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

J貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮、をお願

いいたします。

（参考）

別添 f平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましでは、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http://w附， mhlw.go. jp/stf/seisakuni tsui te/bunya/0000095563. html 



マ三ず
基安安発 0827第 1号

平成 27年8月 27 臼

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

（寸 さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業穫における平成27年上半期（1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 J:jlj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮をお願

いいたします。

¥) （参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http：／／川.mhlvu;:己平今立f._seisakuni tsui te/bunya/0000095563. ht.ml 



マヨ
基安安発 0827第 1号

平成 27年8月 27 日

一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 (' 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームベージ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jlこつきましでは、以下ホ

ームページより電子媒体でもこ、利用いただけますので、併せてご活用ください。

一九

（
 

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http: //www. mhlw. go. i口／stf/seisakunitsuite/bunya/0000095563.html 



（寸

(J 

マヲ

全国タイヤ商工協同組合連合会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご環解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発0806

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したととろでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 5JIJ添のとおりとりま

とめました。

黄会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http://v明‘ mhlw,....g_主主会話beisakunitsuite/1:cunya/0000095563.html



受~

全国石油商業組合連合会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次農業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 （｝ 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 5:JIJ添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添［平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http://www. mhlw. go. jp/stf/seisakunitsuite/blmy日／0000095563.html
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て》1

全日本家具商組合連合会理事長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1 jj～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホ？ムページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御限慮をお願

いいたします。

¥ ) （参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及ぴ今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

出虫記ど唖」世忠怠斗区笠立seisakunitsuite/bunva/0000095563.html



てJ歩

日本スーパ」マーケット協会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましでは、先般、平成 27年8月6日付け基安発0806( 

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したとこるでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び、今後の対策」につきましては、以下ホ

ームベ｝ジより電子媒体でもこ下lj用いただけますので、併せてど活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

htto:/ hrww. mhlw目印・ io/stf/seisakunitsuite/bunva/0000095563.htrnl
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日本チェーンストア協会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきまじては、先般、平成27年8月6日付け基安発0806

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼） jをもって取組を依

頼したどころでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 ,Ill）添のとおり左りま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（、〉（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

区mメD!V!JI__.mhlw. B:£, jp/ stf/ seisakuni tsui te/bunva/0000095563. html 



マヲ

日本小売業協会会長殿

基安安発 0827第 1号

平 成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼J

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成2τ年 8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてど活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

性旦ぷ〈聖型二旦hlw.go・jp/stf/seisakunitsuiteんunva/0000095563.html



、てニヲ

日本百貨店協会会長殿

基安安発 0827第 1号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を錫り、厚く御礼申しょげます。

の さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27何月 6日付け基安発 0806

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業穫における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

C) ＜参考）
別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

｝ムページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用くださし、。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）
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てす

全国社会福祉法人経営者協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ' 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806、

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取締みいただきたい事項）について、 Jllj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係、事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http://www. mhlw. go. jp/stf/seisakunitsuite/bunva/0000095563. html 
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マヲ

社会福祉法人日本保育協会理事長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取総みいただきたい事項）について、 ZIJ添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、会合等関係、事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

。（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

｝ムページより電子媒体でもど利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http://www. mhlw.再Q,i口／並立seisakunitsui五包虫記盟型盟皇位4国l
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てミラ

全国私立保育園連盟会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ( '¥ 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

｝ムページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）
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C) 

守安

全国救護施設協議会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8Jl 6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 )j!J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにづきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）
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史ゴヲ

公益社団法人日本社会福祉士会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年8月 27 臼

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( i 

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、矧l添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホ｝ムページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページよち電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http: //www. rnhlw. go. io/stf /seisakuni t日吐ite/bunya/0000095563‘html
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吃y

公益社団法人日本介護福祉士会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

エド素より労働災害紡lとへのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月5日付け基安発 0806

第 2号 f平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（LR～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

¥) （参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましでは、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）
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て』ごヲ

公益財団法人E本知的障害者福祉協会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年 8月 27S 

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( 1 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、矧l添のとおりとりま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームベージより電子媒体でもど利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http://w川wmhlw，巨o.io/ stf/ seisakuni tsui te/bunva/0000095563. html 
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守雪レ

公益社団法人全固有料老人ホーム協会理事長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年8月 27 S 

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について｛周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したt'.ころでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 )llj添のとお玖とりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮、をお願

いいたします。

（参考）
別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてど活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http: /hrww. mhlw. go. jp/ stf /seisakuni tsui te/bunva/0000095563. html 



て三ザ

公益社団法人全国老人福祉施設協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さτ、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成 27年8月6日付け基安発 0806( I 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について〈取組依頼）」をもって取組を依

頼したととろでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、期j添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

矧j添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけまオので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）
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¥(_Y 

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

公益社団法人日本認知症グソレープホーム協会代表理事殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

り さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成 27年 8月 6日付け基安発 O側

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）］をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、知l添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮をお願

いいたします。

（〉（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策jにつきましては、以下ホ

｝ムページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）
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て二す

社会福祉法人全国社会福祉協議会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( 1 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取紐を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添の左おりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

.81J添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策jにつきまじでは、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期J
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マヲ
基安安発 0827第2号・

平成 27年 8月 27 日

一般社団法人全国特定施設事業者協議会代表理事殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依額）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取紐みいただきたい事項）について、 Jllj添のとおりとりま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特設の御配慮をお願

いいたします。

() （参考）

ZIJ添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

住血記~盟」担lw.. e:o. io/stf/seisakuni tsui t巳企旦盟企Q0009§563.html



て二ア

一般社団法人日本在宅介護協会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚〈御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますアが、今般、各業穏における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http://w帆， mhlw.go. jp/stf/seisakuni tsui te/bunva/0000095563. html 
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一般社団法人全国介護事業者協議会理事長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取級依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 l31J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホ」ムページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

ドいたします。

c) （参考）
J31J添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

弘旦ぷbi盟 』lJlw.耳o.jp/stf/seisakunitsuiteんunvぜ血盟盟堕笠」11!!1



·~ 

公益社団法人全国老人保健施設協会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申しょげます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( 1 

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 J.llj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホ）ムページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http: //vrww. mhl w. go. iP/ stf / se isakuni tsui te/bunva/0000095563. html 
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て三亨

全国社会就労センター協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年 8月6日付け基安発 0806

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼した左とろでありますが、今般、各業穫における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 ;j/J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮、安お願

いいたします。

() （参考）

;JIJ添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより篭子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http:/ hvww. mhlw.耳o.jp/stf/seisakunitsリ並区也笠記盟但盟堕担占!ml
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そごザ

全国身体障害者施設協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ／ 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年 8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 31J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

htto://11明，.mhlw. go. jp/ stf/ seisakuni tsu'i te/bunya/0000095563. html 
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全国保育協議会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただ、きたい事項）について、 J.l!J添のとおりとりま

とめました。

賞会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

¥ ：〕〔参考〕

5:l!J添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jに勺きましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunva/0000095563.html 



ぜ二ヲ

全国児童養護施設協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成ヰ7年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( '1 

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1 JJ～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 ,31J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、袋合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http:/ /11'WIL mhlw, go, jp/ stf/ seisakuni tsui te/bunva/0000095563. html 
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て：亨

全国乳児福祉協議会会長殿

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成Z7年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。さで、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成 27年8月6日付け基安発問6

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したととろでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 jjlj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（〉（参考）

別添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもど利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

htto ://www. mhlw. go, io/ stf/ seisakuni tsui te/bunva/0000095563.批判l



吐ゴヲ

全国母子生活支援施設協議会会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年T.半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ／、

さて、安全衛生対策の推進につきましでは、先般、平成2下年8月6日付け基安発 0806, I 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 )Jlj添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮、をお願

いいたします。

（参考）

)JI）添「平成2.7年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

htto://w帆.v.mhlw. go. io/stf / seisakuni tsui te/bunya/0000095563. html 



てー二グ

全国ホ」ムヘ／レパー協議会会長殿

一一一ーす

基安安発 0827第 2号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

。 さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け碁安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1 fl～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

。（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

出旦~v.mhlw. go. jp/stf/seisakuni tsui te/bunva/OO_Q盟盟盟~
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公益財団法人介護労働安定センター会長殿

基安安発 0827第2号

平成 27年8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さで、安全衛生対策の推進につきましでは、先般、平成 27年8月6日付け基安発0806 ( ' 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもヮて取組を依

頼したととろでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 5JIJ添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災貴発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http：／／州N.国hlw.p;o. io/stf/seisakuni tsui te/bg_nyfl/0000095563‘html 



てーザ

全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長殿

基安安発 0827第 3号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

（ヴ さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け墓安発0806

第2cl昔「平成27年下半期の安全衛生対策の推進についで（取組依頼）j をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（1月～6jJ）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

賛会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御前慮をお願

いいたします。

C) c参考）
)31）添「平成27年上半期の労働災害発生状況及ぴ今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

httロー／/11哨W，凶1lw，耳0・io/stf/seisakunitsuite血盟問迎Q00095563.html



一一
てー弓Y

一般社団法人日木フードサービス協会会長殿

基安安発 0827第 3号

平成 27年8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年 8月6日付け基安発 0806

第 2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取総みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

~) （参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策iにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

性並:JL哩」泣'lf:__.go.jp/stf/seis号kunitsuitefli盟問／0000095563.html



てグ

一般社団法人大阪外食産業協会会長殿

基安安発 0827第 3号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましでは、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806( I 

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般ょ各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

Jjlj添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてど活用ください。

O第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

控Y2:..fj_~'W\V. mhl w. go. i口／stf/seisakunitsuite/bunya/OQ00095563.htnl



て二亨

公主主社毘法人日本給食サービス協会 会長殿

基安安発 0827第3号

平成 27年8月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚〈御礼申し上げます。

。 さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第 2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について｛取組依頼）Jをもって取組を依

頼じたところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状祝及び今後の対策（取組みいただ、きたい事項）について、 )j!J添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホ」ムページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対L、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

。（参考）

)31］添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームベージより電子媒体でもど利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

h七tp://www.mhlw.巨o.jp/ stf/seisakuni tsui teL]:,unva/0000095563. htr「rl



一寸一一一一一一一 一一

叱J》

基安安発 0827第 3号

平成 27年8月 27日

一般社団法人日本弁当サービス協会会長殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

41J， 

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 、

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成 27年8月6日付け基安発 0806, 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1 Jl～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）にういて、 )JIJ添の左おりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考〕

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用くだ宮い。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

http: //www. rnhlw. RD, io/stf/seisakuni tsui te/bunva/0000095563. bt nl 



て－~’

一般社団法人日本惣菜協会会長殿

基安安発 0827第3号

平成 27年 8児 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全謀長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進についてO司知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。きて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成 27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

親したところでありますが、今般寸各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

。（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

也並区fu巴mhlw.go・jp/stf/seisakun主主旦ite/bunva/0000095563.html



て：》

公益社団法人日本べんとう振興協会会長殿

基安安発 0827• 第 3 号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 ・1 

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806、

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）」をもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 !3IJ添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御阻慮をお願

いいたします。、

（参考）

別添「平成 27年上半期の労働災害発生状況及び令後の対策Iにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもど利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

htt口：／／w叩 .v.mhlw.巨o.jp/ stf / seisakuni tsui te/bunya/0000095563. btml 
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てy

公益社団法人日本食品衛生協会理事長殿

基安安発 0827第 3号

平成 27年 B月 27日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ど尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806

第2号「平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依

頼したところでありますが、今般、各業種における平成 27年上半期（ 1月～6月）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、別添のとおりとりま

とめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

。（参考）

jcjlJ添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてど活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

区旦半I.JI_塑」且_11'.,_gQ.」p/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095563.html



てーす

公益社団法人日本新聞販売協会会長殿

碁安安発 0827第4号

平成 27年 8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について明知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 、

さて、安全衛生対策の推進につきまして、今般、各業種における平成 27年上半期（1 ( i 

月～6月）の労働災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 J:llj添

のとおりとりまとめました。

貴会におかれましては、会報、ホームページ、会合等関係事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御配慮をお願

いいたします。

（参考）

別添 f平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策」につきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用ください。

0第三次産業における労働災害発生状況（平成 27年上半期）

http：／／開w:mhlw. 1<0. io/ stf/seisakuni tsui te/hunva/0000095563. html 



吃ゴザ

一般社団法人日本新聞協会会長殿

基安安発 0827第 4号

平成 27年8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働J災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。。さて、安全衛生対策の推進にづきまして、今般、各業種における平成27年上半期（ 1

月～6月）の労働災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）について、 31J添

のとおりとりまとめました。

賞会におかれましては、会報、ホームペ｝ジ、会合等関係、事業者が参集する機会など

において、傘下の会員事業場に対し、周知していただきますよう、特段の御毘慮をお願

いいたじます。

（参考）

（〉

)3/J添「平成27年上半期の労働災害発生状況及び今後の対策Jにつきましては、以下ホ

ームページより電子媒体でもご利用いただけますので、併せてご活用くださいロ

O第三次産業における労働災害発生状況（平成27年上半期）

出且五L盟主mhlw.g;o. jp/stf/seisakunitsuite/bunvaLQ担盟笠盟主主坦L



てグ

中央労働災害防止協会会長殿

基安安発 0827第5号

平成 27年8月 27 日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

第三次産業における平成27年下半期の安全衛生対策の推進について（周知依頼）

平素より労働災害防止へのご理解、ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、安全衛生対策の推進につきましては、先般、平成27年8月6日付け基安発 0806 ，～ 
I l 

第2号「平成 27年下半期の安全衛生対策の推進について（取組依頼）Jをもって取組を依、

頼したととろでありますが、今般、各業種における平成27年上半期（ 1月～6Yl）の労働

災害発生状況及び今後の対策（取組みいただきたい事項）についてとりまとめました。

本職より別記の団体に対して、別紙1から別紙4のとおり、各業界団体＂＇周知いたし

ましたので、貴協会からも、労働災害防止に関する支援及び援助を実施していただきま

すよう、お願い申し上げます。




