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2015.	 4.	 7	 基発0407第18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」★

2015.	 4.	 8	 労災保険業務課長補佐（運用担当）事務
連絡「『労働者災害補償保険事業年報（平
成25年度）』の一部差し替えについて」★

2015.	 4.	10	 基発0410第1号「平成27年度地方労働
行政運営方針について」◎

2015.	 4.	10	 基発0410第2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』の一
部改正について」◎

2015.	 4.	10	 基政発0410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』の一部改正について」◎

2015.	 4.	10	 基発0410第3号「労働時間等設定改善
対策の推進について」☆

2015.	 4.	10	 基発0410第7号「労働基準局の組織の
変更等について」★

2015.	 4.	10	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「石綿確定診断等事業の委託先につい
て」★

2015.	 4.	13	 基発0413第1号「『受動喫煙防止対策助
成金の支給の実施について』の一部改正
について」◎※

2015.	 4.	13	 基安労発0413第1号「『受動喫煙防止対
策助成金関係業務の運営等について』の
一部改正について」★

2015.	 4.	13	 基安労発0413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」★

2015.	 4.	13	 基安労発0413第3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」
◎

2015.	 4.	13	 基安労発0413第4号「『受動喫煙防止対
策助成金の申請に係る必要書類の作成要
領について』の一部改正について」◎※

2015.	 4.	14	 基監発0414第1号「外国人労働者向け
相談ダイヤルの実施について」★

2015.	 4.	15	 基発0415第3・4号「平成27年度中央労
働基準監察の実施について」★

2015.	 4.	24	 基発0424第6号「『夏の生活スタイル変
革』の通称等について」★

2015.	 4.	27	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「労災レセプト電算処理システ
ムに係るFAQの更新について」★

2015.	 5.	 1	 基発0501第3号「労働安全衛生法の一
部を改正する法律の施行に伴う厚生労働
省関係省令の整備に関する省令等の施行
について（心理的な負担の程度を把握する
ための検査等関係）」◎※

2015.	 5.	 1	 基発0501第4号「労働安全衛生規則第
52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生
労働大臣が定める研修に係る具体的事項
について」◎※

2015.	 5.	 1	 基発0501第6号「ストレスチェック制度の
関係団体等への周知徹底について」☆

2015.	 5.	 1	 基発0501第7号「『心理的な負担の程度
を把握するための検査及び面接指導の実
施並びに面接指導結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針』について」◎

2015.	 5.	11	 基発0511第2号「調査票情報の利用によ
る成果について」★

2015.	 5.	11	 基発0511第3号「『トラック輸送における
取引環境・労働時間改善協議会』の設置に
ついて」☆

2015.	 5.	11	 基監発0511第1号・基政発0511第3号「ト
ラック輸送における取引環境・労働時間改
善中央協議会の地方協議会運営につい
て」☆

2015.	 5.	12	 基発0512第6号「義肢等補装具支給要
綱の一部改正について」★

2015.	 5.	14	 基補発0514第2・3号「義肢等補装具支
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給要綱の一部改正に伴う周知について」★
2015.	 5.	12	 労災保険業務課運用班伝送係事務連絡

「業種区分の見直しに伴う労働保険番号
変更処理について」★

2015.	 5.	14	 基安発0514第1・2号「平成27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」※☆

2015.	 5.	15	 基発0515第1号「労働安全衛生法の一
部を改正する法律の施行に伴う厚生労働
省関係省令の整備に関する省令等の施行
について（外国登録製造時等検査機関等、
受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善
計画関係）」◎※

2015.	 5.	15	 基安発0515第1～3号「労働安全衛生法
の一部を改正する法律に基づく職場の受
動喫煙防止対策の実施について」◎

2015.	 5.	18	 基発0518第1号「違法な長時間労働を繰
り返し行う企業の経営トップに対する都道
府県労働局長による是正指導の実施及び
企業名の公表について」★

2015.	 5.	18	 基監発0518第1号「違法な長時間労働
を繰り返し行う企業の経営トップに対する都
道府県労働局長による是正指導の実施及
び企業名に当たり留意すべき事項につい
て」★

2015.	 5.	18	 基発0518第2号「労災就学援護費の支
給についての一部改正及び労災就労保育
援護制度の新設等についての一部改正に
ついて」◎

2015.	 5.	20	 基安発0520第1・2号「足場からの墜落・
転落災害防止総合対策推進要綱の改正
について」◎※

2015.	 5.	20	 基安安発0520第1～3号「足場からの墜
落・転落災害防止総合対策推進要綱の改
正について」☆

2015.	 5.	26	 基監発0526第1号「平成27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」★

2015.	 5.	26	 基安計発0526第1号「労働安全衛生法
第78条に規定する特別安全衛生改善計画
の運用に当たっての留意事項について」★

2015.	 5.	28	 基安労発0528第1号「労働安全衛生法
の一部を改正する法律に基づく職場の受
動喫煙防止対策の運用に当たって留意す
べき事項について」★

2015.	 6.	 1	 基発0601第6号「事業所附属寄宿舎規
程の一部改正について」☆

2015.	 6.	 2	 基監発0602第1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」☆

2015.	 6.	 4	 基発0604第3号「『職場のパワーハラスメ
ント対策の推進について』の一部改正につ
いて」※☆

2015.	 6.	 4	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「過労死等防止対策推進法に係る調査研
究の協力依頼への対応について」★

2015.	 6.	 9	 基発0609第4号「労災保険給付を受けて
休業する労働者に対する解雇制限に係る
判決について」◆

2015.	 6.	 9	 基安計発0609第1号「安全衛生業務に
おける保有個人情報漏えい防止の徹底に
ついて」★

ｋｎ2015.	6.	10	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「労災指定病院等登録（変
更）報告書に係る留意事項について」★

2015.	 6.	11	 基監発0611第1・2号「働き過ぎ防止のた
めの取組に係る地方検察庁への説明につ
いて」★

2015.	 6.	15	 基安安発0615第1～5号「元請負人及び
下請負人の間での労働災害防止対策の実
施者及びその経費の負担者の明確化を図
るパンフレットの作成について」★

2015.	 6.	19	 基安計発0619第1号「労働災害防止対
策費補助金における不適切な経理処理の
再発防止等の通知について」★

2015.	 6.	23	 基安計発0623第1号「安全衛生業務に
おける保有個人情報漏えい防止の徹底に
ついて」★

2015.	 6.	29	 基安労発0629第1・2号「平成27年度夏
季の電力需給対策を受けた事務所・作業
場の室内温度等の取扱いについて」☆

2015.	 6.	29	 基安安発0629第1・2号「『斜面崩壊によ
る労働災害の防止対策に関するガイドライ
ン』の策定について」◎※

2015.	 6.	29	 基安安発0629第3号「斜面崩壊による労
働災害の防止対策について」☆

2015.	 6.	29	 基安安発0629第4～6号「『斜面の点検
者に対する安全教育の実施要領』の策定
について」◎※

2015.	 6.	30	 基安安発0630第1号「手すり先行工法の
積極的採用に関するリーフレットの手交につ
いて」★

2015.	 6.	30	 基安労発0630第1号「事務所における女
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性用トイレの整備等の徹底について」★
2015.	 7.	 4	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「平

成26年度不法就労外国人であると思われ
る者に対する労災補償状況について」★

2015.	 7.	 7	 基補発0707第1号「業務上疾病の労災
補償状況調査について」★

2015.	 7.	 7	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「厚生労働大臣の指定する単体たる化学
物質及び化合物による疾病並びに『その他
に包括される疾病』に係る統計調査につい
て」★

2015.	 7.	 8	 基安労発0708第1号「平成26年に発生し
た酸素欠乏症等の労働災害発生状況につ
いて」※☆

2015.	 7.	13	 基発0713第18号「平成27年度インター
ネット監視による労働条件に係る情報収集
事業の実施について」★

2015.	 7.	15	 基補発0715第1号「『医療関係質疑応答
集』の送付について」★

2015.	 7.	16	 基発0716第2号「硬質地盤油圧くい圧入
機に係る労働安全衛生関係法令の適用に
ついて」◎※

2015.	 7.	21	 基安安発0721第1号「陸上貨物運送事
業における荷役作業の安全対策の推進に
ついて（協力要請）」★

2015.	 7.	21	 基安安発0721第2号「林材業死亡労働
災害多発警報発令要綱の一部改正につい
て」★

2015.	 7.	22	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「平成26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」★

2015.	 7.	22	 補償課労災補償訴訟分析官事務連絡
「訴訟関連業務に係る資料の送付につい
て」★

2015.	 7.	24	 基発0724第1・3号「過労死等の防止のた
めの対策に関する大綱の作成について」◎

2015.	 7.	24	 基発0724第2号「『過労死等の防止のた
めの対策に関する大綱』に基づく対策の推
進について」◎

2015.	 7.	29	 基安労発0729第1号・基安化発0729第1
号「業務上疾病に係る労働者死傷病報告
の分類等について」★

2015.	 7.	30	 基安計発0730第1号「安全衛生業務に
おける保有個人情報漏えい防止の徹底に
ついて」★

2015.	 8.	 3	 基発0803第2号「労働安全衛生法施行

令及び厚生労働省組織令の一部を改正す
る政令等の施行に	ついて（化学物質等の
表示及び危険性又は有害性等の調査に係
る規定等関係）」◎※

2015.	 8.	 4	 基発0804第3号「クレーン等安全規則第
224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚
生労働大臣が定める者の一部を改正する
件について」◎※

2015.	 8.	 4	 基発0804第4号「最大荷重が1トン以上の
フォークリフト運転等の業務に就くことができ
る者として厚生労働省労働基準局長が定
める者について」◎※

2015.	 8.	 4	 基安労発0804第1・2号「今夏の職場にお
ける熱中症予防対策の徹底について」※☆

2015.	 8.	 5	 基発0805第1号「ロープ高所作業におけ
る危険の防止を図るための労働安全衛生
規則の一部を改正する省令等の施行につ
いて」◎

2015.	 8.	 5	 基安安発0805第2・3号「ロープ高所作業
における危険防止を図るための労働安全
衛生規則等の一部を改正する省令等につ
いて」☆

2015.	 8.	 6	 基安発0806第1～10号「平成27年下半
期の安全衛生対策の推進について」◎※

2015.	 8.	 6	 基安安発0806第1・2号「建設業における
交通労働災害防止対策の徹底について」
☆

2015.	 8.	 7	 基発0807第1号「労働契約の『無期転換
ルール』の定着について」☆

2015.	 8.	 7	 基監発0807第1号「労働契約の『無期転
換ルール』の定着にあたって留意すべき事
項ついて」☆

2015.	 8.	 7	 労災保険業務課長補佐（短期給付担当）
事務連絡「労災保険診療費等の振込口座
の優先順位に係る留意事項について」★

2015.	 8.	10	 基発0810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」◎※

2015.	 8.	12	 基発0812第1号「自動車運転者の労働
時間等の改善のための基準に係る関係通
達の一部改正について」◎

2015.	 8.	18	 基安発0818第1～4号「『職場の健康診
断実施強化月間』の実施について」☆

2015.	 8.	18	 基安化発0818第21号「東日本大震災が
れき処理作業等における石綿気中濃度モ
ニタリングの実施について」★

2015.	 8.	18	 基安化発0818第22号「一酸化炭素中毒
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による労働災害の発生状況等について」◎
2015.	 8.	20	 基安安発0820第2号「推進工法によるず

い道建設工事における労働災害防止対策
の徹底について」◎

2015.	 8.	26	 基発0826第1～4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
のためのガイドライン』の策定について」◎

2015.	 8.	27	 基安安発0827第1～5号「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）」☆

2015.	 8.	31	 基発0831第2～4号「電気機械器具防爆
構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造
規格に適合するものと同等以上の防爆性
能を有することを確認するための基準等に
ついて」◎※

2015.	 8.	31	 基発0831第6～8号「危険又は有害な業
務に現に就いている者に対する安全衛生
教育に関する指針の一部を改正する指針
について」◎

2015.	 8.	31	 基発0831第10～12号「原子力施設等に
おける緊急作業従事者等の健康の保持増
進のための指針について」◎※

2015.	 8.	31	 基発0831第13号「電離放射線障害防止
規則の一部を改正する省令等の施行等に
ついて」◎※

2015.	 8.	31	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「労災レセプト電算処理システ
ムに係るFAQの更新について」★

2015.	 9.	 1	 基総発0901第1号「石綿関連文書の誤
廃棄の防止について」◆

2015.	 9.	 1	 労災保険業務課中央社会復帰指導官
事務連絡「平成27年10月における年金たる
保険給付及び石綿による健康被害の救済
に関する法律に基づく特別遺族年金の受
給権者の定期報告の抜き取りについてにつ
いて」★

2015.	 9.	 3	 労災管理課長補佐（企画担当）事務連絡
「長期家族介護者援護金の事務処理にお
ける取扱いについて」★

2015.	 9.	 4	 基発0904第1号「被用者年金の一元化
を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律の施行に伴う労働者災害補
償保険法の施行に関する業務に使用する
文書の様式を定める件の一部を改正する
件について」◎

2015.	 9.	11	 基補発0911第1号「健康保険の給付を
受けていた労働者に対する労災保険給付

の取扱いの徹底について」◎
2015.	 9.	14	 補償課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」★

2015.	 9.	15	 基発0915第5号「情報通信機器を用いた
労働安全衛生法第66条の8第1項及び第
66条の10第3項の規定に基づく医師による
面接指導の実施について」☆

2015.	 9.	15	 基安化発0915第1号「作業環境測定に
ついての質疑応答集（Q&A）について」★

2015.	 9.	16	 基発0916第2号「平成27年度過重労働
解消キャンペーンの実施について」★

2015.	 9.	16	 基発0916第3号「平成27年度過重労働
解消キャンペーンにおける使用者団体等へ
の過重労働解消に向けた取組の要請につ
いて」★

2015.	 9.	16	 基補発0916第1号・基保発0916第1号
「被用者年金の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律の
施行に伴う労災年金等における事務処理
の変更について」★

2015.	 9.	17	 基安安発0917第1・2号・基安労発0917第
1・2号・基安化発0917第1・2号「台風18号の
影響に伴う記録的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」★

2015.	 9.	18	 基発0918第3号「化学物質等による危険
性又は有害性等の調査等に関する指針に
ついて」◎※

2015.	 9.	18	 基発0918第4号「化学物質等の表示及
びリスクアセスメントに係る関係政省令、指
針等の制定について」☆

2015.	 9.	18	 基安化発0918第1号「化学物質のリスク
アセスメントの義務化に向けた取組みにつ
いて」★

2015.	 9.	25	 基発0925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」★

2015.	 9.	29	 基発0929第3号「『都道府県労働局等に
おける専門官職の所掌事務等に関する準
則』の一部改正について」★

2015.	 9.	29	 基発0929第9号「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律及び行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律の施行に伴う厚生労働省関
係省令の整備に関する省令について」◎

2015年度 労働基準行政関係通達
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2015.	 9.	29	 基発0929第10号「労働基準行政システ
ム・労災行政情報管理システムに係る機械
処理事務手引等の一部改訂について」★

2015.	 9.	30	 基発0930第5号「『派遣労働者に係る労
働条件及び安全衛生の確保について』の
一部改正について」◎※

2015.	 9.	30	 基発0930第9・10号「労働安全衛生法施
行令の一部を改正する政令及び労働安全
衛生規則等の一部を改正する省令の施行
について」◎※

2015.	 9.	30	 基発0930第11・12号「プレス機械の安全
装置管理指針の改正について」◎※

2015.	 9.	30	 基総発0930第1号「労働法制の普及等
に関する取組に係る協力依頼について」★

2015.	 9.	30	 基安安発0930第1号「クレーン等安全規
則第224条の4第2項第4号等の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める者の一部を改正
する件について（留意事項）」☆

2015.	 9.	30	 労災保険業務課長補佐（年金担当）事
務連絡「労災保険業務機械処理事務手引
（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」★

2015.	10.	 1	 基発1001第4号・職発1001第1号「長時
間にわたる過重な労働による過労死等に係
る労災請求が行われた事業場等及び若者
の『使い捨て』が疑われる企業等に対する
取組の強化について」★

2015.	10.	 1	 基監発1001第1号「平成27年度過重労働
解消キャンペーンにおける全国一斉『過重労
働解消相談ダイヤル』の実施について」★

2015.	10.	 1	 基監発1001第2号「長時間にわたる過重
な労働による過労死等に係る労災請求が
行われた事業場等及び若者の『使い捨て』
が疑われる企業等に対する重点監督の実
施等について」★

2015.	10.	 1	 基監発1001第3号「『労働関係法規等の
講義への講師の積極的な派遣について』
の一部改正について」★

2015.	10.	 1	 基発1001第8・9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
する省令第25条の3の4第1項に基づく指定
保存交付機関の指定の更新等について」☆

2015.	10.	 1	 労災保険業務課長補佐（開発担当）事
務連絡「社会保障・税番号制度導入に係る
労災保険給付業務の取扱いに係る参考資
料の送付について」★

2015.	10.	 1	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「被

用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律の
施行に伴う休業（補償）給付と障害厚生年
金との併給調整事案に係る自由区分コード
の登録について」★

2015.	10.	 2	 基発1002第1号「非正規雇用労働者の
正社員転換・待遇改善の推進について」☆

2015.	10.	 5	 基発1005第1号「『働き方改革』の一層の
推進について」★

2015.	10.	 5	 基発1005第2号「都道府県における地方
公共団体及び労使等の関係者から構成さ
れる会議の開催について」☆

2015.	10.	 5	 基発1005第3・4号「特定化学物質等障
害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣
が定める性能等の一部を改正する告示の
適用等について」◎※

2015.	10.	 8	 基監発1008第1・2号「社会保険労務士
の懲戒処分について」★

2015.	10.	13	 基安発1013第2・3号「平成27年度リスク
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」◎

2015.	10.	20	 基安労発1020第1号「労働者災害補償
保険法の適用を受けない者に係る健康管
理手帳の健康診断費用及び受診旅費の
請求先について」☆

2015.	10.	22	 労災管理課長補佐（主計担当）事務連絡
「労災補償行政に係る年間執行計画につ
いて」★

2015.	10.	23	 基安安発1023第1号・基安化発1023第2
号「日本工業規格	A8340-7	土木機械－安
全－第7部：グレーダの要求事項	外41件の
確認について（公示）」☆

2015.	10.	23	 基安安発1023第2号・基安化発1023第1
号「工業標準	化学防護服完成品の試験
方法－第1部：ガス気密性の求め方（内部圧
力試験）	外5件の制定及び日本工業規格	
T8005	防護服の一派に要求事項	外6件の
改正について（公示）」☆

2015.	10.	23	 基安安発1023第3号「日本工業規格	
B9961	 機械類の安全性－安全関連の電
気・電子・プログラマブル電子制御システム
の機能安全の改正について（公示）」☆

2015.	10.	30	 基安発1030第4号「産業医の選任の改
善について」※☆

2015.	10.	30	 基補発1030第1号「精神障害の労災認
定実務要領の一部改訂について」★

2015.	10.	30	 基監発1030第1号「『労働基準関係情報
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メール窓口の本格的な実施に当たり留意す
べき事項について』の一部改正について」★

2015.	10.	30	 労災保険業務課長補佐（運用担当）事
務連絡「平成28年度に向けた継続メリット
制の適正な事務処理に係る留意事項につ
いて」★

2015.	11.	 2	 基安労発1102第1号「特定緊急作業従
事者（国の援助対象者）に対する平成27年
度がん検診等の実施について」★

2015.	11.	 2	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「短期給付機械処理FAQの
更新について」★

2015.	11.	 5	 基安労発1105第1号「ノロウイルスによる
感染性胃腸炎の感染制御対策等の周知等
について」◎※

2015.	11.	 6	 基発1106第1号「車両系建設機械の定
期自主検査指針（労働安全衛生規則第
167条の自主検査に係るもの）の公表等に
ついて」◎※

2015.	11.	 9	 基安安発1109第1号「日本工業規格	B96
58	精米麦械類の安全及び衛生に関する設
計要求事項の改正について（公示）」☆

2015.	11.	16	 基発1116第1号「『働き方・休み方改善に
向けた労働時間等のルールの定着』事業
の実施について」☆

2015.	11.	16	 基監発1116第2号「『平成27年度労働条
件相談ダイヤル事業の実施に係る留意事
項について』の一部改正について」

2015.	11.	16	 基監発1116第2号「『平成27年度インター
ネット監視による労働条件に係る情報集事
業の実施に係る留意事項について』の一部
改正について」★

2015.	11.	17	 基安化発1117第1・2号「石綿含有成形
板の除去作業における労働者の石綿ばく
露防止措置について」◎※

2015.	11.	25	 補償課長補佐（業務担当）・労災保険業
務課長補佐（運用担当）事務連絡「労働者
災害補償保険事業年報（平成22年～25年
度）一部差し替えについて」☆

2015.	11.	26	 基安労発1126第1号「平成27年度東京
電力福島第一原子力発電所において緊急
作業に従事した者に対する長期的健康管
理の実施について（依頼）」★

2015.	11.	30	 基発1130第1号「事業場における労働者
の健康保持増進のための指針の一部を改
正する指針等について」※☆

2015.	11.	30	 基発1130第2号「雇用管理に関する個人

情報のうち健康情報を取り扱うに当たって
の留意事項の改正について」※☆

2015.	12.	 1	 基監発1201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」★

2015.	12.	 3	 基監発1203第1号「障害者差別解消法
の施行に向けた社会保険労務士の業務を
行う事業者向けガイドラインの決定につい
て」★

2015.	12.	 4	 補償課職業病認定対策室長事務連絡
「『脳・心臓疾患及び精神障害事案に係る
処理経過簿』の入力の徹底について」★

2015.	12.	 7	 基発1207第3～5号「『チェーンソーによる
伐木等作業の安全に関するガイドライン』の
策定について」◎※

2015.	12.	 7	 基発1207第6～8号「変異原性が認めら
れた化学物質の取扱いについて」※☆★

2015.	12.	 7	 基安化発1207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」※

2015.	12.	 8	 基発1208第2号「個人番号の利用による
添付書類の取扱いについて（通達）」★

2015.	12.	 8	 基補発1208第1号・基管発1208第1号・基
保発1208第1号「個人番号の利用による添
付書類の取扱いの留意事項について」★

2015.	12.	11	 基発1211第20号「行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律の施行に伴う労働保
険の保険料の徴収等に関する法律関係の
通達の一部改正について」★

2015.	12.	11	 基安安発1211第1号「日本工業規格	
B8950	垂直コンベヤの改正について」☆

2015.	12.	15	 基監発1215第1号「本年度における最低
賃金の履行確保に係る監督指導の実施等
について」★

2015.	12.	18	 地発1218第4号・基総発1218第1号「石
綿関連文書の保存について」◆

2015.	12.	18	 基安発1218第1・2号「芳香族アミンによる
健康障害の防止対策について」◎

2015.	12.	16	 基安発1216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」★

2015.	12.	21	 基安労発1221第1号・基安化発1221第1
号「芳香族アミンの取扱事業場に対する個
別指導について」★

2015.	12.	22	 基補発1222第1号「障害（補償）年金を

2015年度 労働基準行政関係通達
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受ける者が再発により傷病（補償）年金又
は休業（補償）給付を給付する場合の事務
処理上の留意点について」◎

2015.	12.	22	 補償課労災補償訴訟分析官事務連絡
「『平成27年度（上半期）主要判決』の送
付について」★

2015.	12.	24	 基発1224第7号「『不本意非正規対策・
学卒正社員就職実現キャンペーン』の実施
について」☆

2015.	12.	24	 基発1224第8号「ボイラー及び圧力容器
安全規則第111条の規定に基づき普通ボイ
ラー溶接士免許試験の試験科目の免除を
受けることができる者について」◎※

2015.	12.	24	 基発1224第9号「労災保険給付におけ
る個人番号の利用に係る事務処理につい
て」★

2015.	12.	24	 基管保発1224第1号・基保発1224第1号
「『児童扶養手当法等の一部改正による
児童扶養手当と労災保険の年金たる給付
との調整規定の見直しについて』の改正に
ついて」☆

2015.	12.	24	 基安安発1224第1～3号「『チェーンソー
による伐木等作業の安全に関するガイドライ
ン』の留意事項について」★

2015.	12.	25	 基発1225第4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
定める物等の一部を改正する件の適用に
ついて」※☆

2015.	12.	25	 基発1225第5号「大学生等に対するア
ルバイトに関する意識等調査結果について
（依頼）」★

2015.	12.	25	 基発1225第10号「変異原性試験棟結果
検討委員候補者名簿及びがん原生試験
指示検討委員候補者名簿の公表につい
て」※☆

2015.	12.	25	 基発1225第11号「『労働者災害補償保
険法の施行に関する事務に使用する文書
の様式を定める件の一部を改正する件』に
ついて」☆

2015.	12.	25	 基発1225第12号「大学生等に対するア
ルバイトに関する意識等調査結果の周知に
ついて（依頼）」★

2015.	12.	25	 基発1225第13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に係
る機械処理事務手引の一部改正について
（通達）」★

2015.	12.	25	 基発1225第14号「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律等の施行に伴う労働保険事
務組合事務処理規約例の一部改正につい
て」★

2015.	12.	25	 基発1225第17号「労災保険給付事務取
扱手引の一部改正について」★

2015.	12.	25	 基安発1225第1号「有害物ばく露作業報
告対象物（平成28年度対象・平成29年度
報告）について」☆

2015.	12.	25	 基安発1225第2号「有害物ばく露作業報
告制度の周知徹底について」※☆

2015.	12.	25	 安全課建設安全対策室長事務連絡「労
働安全衛生法に基づく規格を具備しないパ
イプサポートについて」★

2015.	12.	25	 労災保険業務課長補佐（更改担当）事
務連絡「労働基準行政情報システムに係る
機械処理手引きの一部改正に伴う留意事
項について」★

2015.	12.	25	 労災保険業務課長補佐（開発担当・運
用担当）事務連絡「社会保障・税番号制度
導入に伴う労働基準行政情報システムにお
けるユーザ情報の管理について」★

2015.	12.	28	 基安安発1228第1号「外国人建設就労
者の労働災害の防止について」★

2015.	12.	28	 基安安発1228第2号「外国人造船就労
者の労働災害の防止について」★

2015.	12.	28	 基補発1228第1号「障害（補償）給付支
給請求書に添付する診断書の取扱いにつ
いて」★

2015.	12.	28	 補償課職業病認定対策室長補佐事務
連絡「平成26年度『業務上疾病の労災補
償状況調査結果（全国計）』について」★

2016.	 1.	 1	 基発0101第1号「労働基準局報告例規
の一部改正（安衛補501	重大災害報告の
廃止）等について」★

2016.	 1.	 1	 基監発0101第1号・基安安発0101第1号・
基安労発0101第1号・基安化発0101第1号
「『災害調査等の実施に当たっての取扱い
について』の一部改正について」★

2016.	 1.	 1	 基安安発0101第2号・基安労発0101第2
号・基安化発0101第2号「『重大災害等情
報の本省からの提供について』の廃止につ
いて」★

2016.	 1.	 1	 基安安発0101第4号「『重大災害発生時
の速報の報告方法について』の廃止につい
て」★

2016.	 1.	 1	 基発0101第2号「『監督業務運営要領の
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改善について』の一部改正について」★
2016.	 1.	 1	 基安計発0101第号「『安全衛生業務に

おける保有個人情報漏えい防止の徹底に
ついて』の一部改正について」★

2016.	 1.	 1	 基安計発0101第2号「『閉庁時の災害調
査の初動対応について』の一部改正につい
て」★

2016.	 1.	 6	 基監発0106第1号「平成28年4月から適
用される社内預金の下限利率について」★

2016.	 1.	 9	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「労災レセプト電算処理システ
ムに係るFAQの更新について」★

2016.	 1.	13	 基政発0113第1号・基監発0113第1号「ト
ラック輸送における取引環境・労働時間改
善協議会におけるパイロット事業の実施に
ついて」☆

2016.	 1.	13	 基安発0113第3・4号「転倒災害の防
止に向けた取組について（協力要請）－
『STOP！転倒災害プロジェクト』による転
倒災害の防止－」◎※

2016.	 1.	13	 基安発0113第5号「今後の転倒災害防
止対策の推進について」★

2016.	 1.	15	 基安労発0115第1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」◎※

2016.	 1.	20	 基発0120第3号「ツアーバスを運行する
貸切バス事業場に対する緊急の集中監督
の実施について」★

2016.	 1.	20	 基監発0120第1号「ツアーバスを運行す
る貸切バス事業場に対する緊急の集中監
督の実施に当たって留意すべき事項につい
て」★

2016.	 1.	22	 基発0122第2号「労働者災害補償保険
法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて」◎

2016.	 1.	25	 基発0125第2号「平成27年度中央労働
保険適用徴収業務監察実施結果につい
て」★

2016.	 1.	25	 基発0125第3号「平成27年度中央労災
補償業務監察実施結果について」★

2016.	 1.	25	 基安労発0125第1号「芳香族アミンによる
健康障害に係る相談への対応について」
☆

2016.	 1.	26	 基発0126第3号「労災レセプト電算処理
システムの機械処理手引の一部改正につ
いて」★

2016.	 2.	 2	 基補発0202第4号「非器質性精神障害
の障害等級について」★

2016.	 2.	 8	 基安安発0208第1号「派遣労働者に対
する安全衛生教育の実施等安全衛生の確
保について」☆

2016.	 2.	 9	 基徴収発0209第2号「平成28年度におけ
る労働保険適用徴収業務の運営に当たっ
ての留意事項等について」

2016.	 2.	10	 主任中央労災補償監察官事務連絡「平
成27年度中央労災補償業務監察結果に
基づくチェックリストについて」★

2016.	 2.	12	 労災発0212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」◎

2016.	 2.	15	 基監発0215第1・2号「社会保険労務士
の懲戒処分について」★

2016.	 2.	15	 基安労発0215第1・2号「特例緊急作業
に係る特別教育の実施について」★

2016.	 2.	16	 基発0126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」★

2016.	 2.	16	 基監発0216第1号「『事例集1』の活用に
ついて」★

2016.	 2.	17	 補償課労災保険審理室長事務連絡
「『審査請求文書受付・送付簿』の改正に
ついて」★

2016.	 2.	18	 基安発0218第1号「安全衛生業務の推
進について」★

2016.	 2.	19	 基監発0219第1号「『事例集1』の送付に
ついて」★

2016.	 2.	19	 基安安発0219第2号「陸上貨物運送事
業の荷役作業における安全確保対策の実
施状況の把握について」☆

2016.	 2.	22	 基安発0222第1号「特定緊急作業従事
者等に対するがん検診等に係る医療機関
の指定について」★

2016.	 2.	22	 基安化発0222第1号「『有害物質を含有
する家庭用品の規制に関する法律第2条
第2項の物質を定める政令の一部を改正す
る政令』及び『有機物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律施行規則の一部を
改正する省令』の施行に伴う製造等禁止
物質等の取扱いについて」☆

2016.	 2.	23	 基安安発0223第1・2号「『あんぜんプロ
ジェクト』の期限の廃止（参加規約の改正）
について」☆

2016.	 2.	25	 基発0225第1～3号「鉄鋼業における自
主的な安全管理活動の促進について」◎

2016.	 2.	25	 基安安発0225第3号「鉄鋼業における自

2015年度 労働基準行政関係通達
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主的な安全管理活動の促進についての実
施に当たって留意すべき事項について」☆

2016.	 2.	25	 基発0225第9号「行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備に関する省令の公布
について」☆

2016.	 2.	25	 基安発0225第5号「行政不服審査法、行
政不服審査法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律及び行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備に関する法律の施行に伴う厚生労働
省関係省令の整備に関する省令の施行に
ついて（じん肺法関連）」◎

2016.	 2.	26	 基安計発0226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」★

2016.	 2.	26	 基安計発0226第2号「女性の職業生活
における活躍の促進に関する法律の施行
について」★

2016.	 2.	26	 基安安発0226第1～3号「派遣労働者に
対する安全衛生教育の実施等安全衛生の
確保について」☆

2016.	 2.	29	 基発0229第2号「労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則第16条第1
項の規定に基づく労災保険率表の細目の
一部を改正する件の公布について」◎

2016.	 2.	29	 基発0229第6号「学生アルバイトの労働
条件の確保及び適切な労務管理に向けた
取組について」★

2016.	 2.	29	 基政発0229第1号「学生アルバイトの労
働条件の確保及び適切な労務管理に向け
た取組に当たって留意すべき事項につい
て」★

2016.	 2.	29	 基総発0229第1号「厚生労働省文書管
理規程に基づく監査結果に関する報告に
ついて」★

2016.	 2.	29	 基安発0229第1・2号「平成28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」☆

2016.	 2.	29	 基安化発0229第1号「日本工業規格の
廃止について（公示）」☆

2016.	 3.	 7	 基安安発0307第2号「ドラグ・ショベルに
開閉式フック付きアタッチメントを装着して土
のうをつり上げて運搬する機械の取扱いに
ついて」◎

2016.	 3.	 7	 労災保険業務課長補佐（運用担当）事

務連絡「労働者災害補償保険事業年報
（平成11年度～25年度）の一部差し替え
について」★

2016.	 3.	10	 補償課長補佐（業務担当）・労災保険業
務課長補佐（年金担当）・労災保険業務課
長補佐（短期給付担当）事務連絡「行政不
服審査法等の改正に伴う平成27年度末に
おける通知書（保険給付等関係）の発送に
係る事務処理について」★

2016.	 3.	11	 基発0311第2号「平成28年度中央労災補
償業務監察及び平成28年度中央労働保険
適用徴収業務監察の実施について」★

2016.	 3.	11	 基監発0311第1号「社会保険労務士の
業務について」★

2016.	 3.	14	 基発0314第3号「『「健康管理手帳及び
船員健康管理手帳交付等関係事務取扱
要領」の策定について』の一部改正につい
て」☆

2016.	 3.	14	 基発0314第4号「『じん肺管理区分の決
定等に関する事務取扱要領』及び『審査請
求に関する事務取扱要領』の制定につい
て」◎

2016.	 3.	15	 基安安発0315第1号「製造業外国従業
員の労働災害の防止について」★

2016.	 3.	15	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「石
綿関連疾患に係る労災認定事業場に対
する退職労働者等への周知依頼等につい
て」★

2016.	 3.	16	 基発0316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及び労
災レセプト電算処理システム管理規程』の
改定について」★

2016.	 3.	16	 基発0316第4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及び
労災レセプト電算処理システム運用管理要
領』の改定について」★

2016.	 3.	18	 基発0318第3号「『労災保険審査請求事
務取扱手引』の改正について」★

2016.	 3.	18	 基安計発0318第1号「安全衛生業務に
おける保有個人情報漏えい防止対策の徹
底について（注意喚起）」★

2016.	 3.	18	 基安安発0318第2・3号「第一種圧力容
器及び第二種圧力容器の胴又は鏡板に設
けるマンホール、掃除穴及び検査穴につい
て」◎

2016.	 3.	22	 基安安発0322第1号「日本工業規格	
T8106	安全靴・作業靴の耐滑試験方法の
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制定について（公示）」☆
2016.	 3.	23	 基発0323第3号「企業における適切な労

務管理を促すための啓発指導等について」
◎

2016.	 3.	24	 基発0324第2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」★

2016.	 3.	25	 基発0325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公布について」☆

2016.	 3.	25	 基発0325第2号「徴収関係事務取扱手
引Ⅱ（滞納処分）の一部改訂について」★

2016.	 3.	25	 基発0325第41号「義肢等補装具支給要
綱の一部改正について」★

2016.	 3.	25	 労働保険徴収課課長補佐（業務担当）
事務連絡「通達・事務連絡データベース及
び徴収関係疑義照会データベースの掲載
について」★

2016.	 3.	28	 基発0328第2号「検査業務等担当者養
成研修実施要綱の改正について」★

2016.	 3.	28	 基発0328第3・4号「労働安全衛生法にお
ける登録性能検査機関等の登録基準に係
る運用の一部改正について」☆

2016.	 3.	28	 基発0328第5号「労災就学援護費の支
給についての一部改正について」◎

2016.	 3.	28	 基補発0328第2号「義肢等補装具費支
給要綱の一部改正に伴う申請書等及び支
出計算書の証拠書類の取扱いについて」★

2016.	 3.	28	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「船
員保険の休業手当金の申請勧奨に伴う協
力依頼について」★

2016.	 3.	29	 基発0329第4・5号「労働安全衛生法施
行令の一部を改正する政令及び労働安全
衛生規則の一部を改正する省令の施行に
ついて」◎

2016.	 3.	29	 基発0329第9号「平成28年度『労働条件
相談ほっとライン』の設置・運営事業の実施
について」★

2016.	 3.	29	 基監発0329第1号「平成28年度『労働条
件相談ほっとライン』の設置・運営事業の実
施に係る留意事項について」★

2016.	 3.	29	 基発0329第10号「平成28年度インター
ネット監視による労働条件に係る情報収集
事業の実施について」★

2016.	 3.	29	 基監発0329第1号「平成28年度インター
ネット監視による労働条件に係る情報収集
事業の実施に係る留意事項について」★

2016.	 3.	29	 基発0329第11号「『じん肺管理区分の決
定等に関する事務取扱要領』の改正に伴う
関係通達の改正について」☆

2016.	 3.	29	 基安労発0329第1号「『じん肺管理区分
の決定等に関する事務取扱要領』の改正
に伴う関係通達の改正について」☆

2016.	 3.	29	 基安労発0329第2号「じん肺法に基づく
じん肺管理区分の決定に関する肺機能検
査の判定に係る事務取扱上の留意事項に
ついて」☆

2016.	 3.	29	 基安労発0329第3号「労働安全衛生規
則第62条に基づく別表第4第1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」☆

2016.	 3.	29	 補償課職業病認定対策室長補佐事務
連絡「平成27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
疾病に関する労災保険給付などの請求・決
定状況』に係る統計情報の精査作業につ
いて」★

2016.	 3.	30	 基発0330第5号「行政不服審査法等の
改正に伴う労働基準法等関係通達の整備
について」★

2016.	 3.	30	 基発0330第6号「『働き方・休み方改善コ
ンサルタントの設置について』の一部改正に
ついて」☆

2016.	 3.	30	 基発0330第7号「『未払賃金の立替払事
業の運営について』の一部改正について」★

2016.	 3.	30	 基発0330第9号「『監督業務運営要領の
改善について』の一部改正について」★

2016.	 3.	30	 基発0330第10号・年管発0330第5号「社
会保険労務士の不適切な情報発信の防止
について」★

2016.	 3.	30	 基監発0330第1号「『建設業における総
合的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』の一部
改正について」★

2016.	 3.	30	 基安安発0330第1号「建設業における総
合的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』の一部
改正について」★

2016.	 3.	30	 基安発0330第36・37号「平成27年度リス
ク評価結果等に基づく労働者の健康障害
防止対策の徹底について」◎

2016.	 3.	30	 基安化発0330第1号「オルト－トルイジン
の経皮ばく露の防止対策の徹底について」
★
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2016.	 3.	30	 基安化発0330第2号「『建設業における
総合的労働災害防止対策の具体的間実
施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」★

2016.	 3.	30	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「行
政不服審査法等の改正に係る請求人への
周知について」★

2016.	 3.	30	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「休業（補償）給付と障害厚
生年金が併給される場合の調整率の変更
について」★

2016.	 3.	31	 基発0331第1号「独立行政法人に係る
改革を推進するための厚生労働省関係法
律の整備等に関する法律（中小企業退職
金共済法の一部改正関係）の施行につい
て」◎

2016.	 3.	31	 基発0331第5号「『資料の提出について』
の一部改正について」☆

2016.	 3.	31	 基発0331第8号「『持続可能な医療保険
制度を構築するための国民健康保険等の
一部を改正する法律』の施行について（労
働基準法及び労働基準法施行規則の一
部改正）」◎

2016.	 3.	31	 基発0331第10～12号「労災診療費算定
基準の一部改定について」☆★

2016.	 3.	31	 基発0331第13～15号「労災保険における
看護料算定基準の一部改正について」★

2016.	 3.	31	 基発0331第24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
するための指針の一部を改正する指針』の
周知について」◎

2016.	 3.	31	 基発0331第26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』について」◎

2016.	 3.	31	 基補発0331第1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」☆

2016.	 3.	31	 基補発0331第5号「外国人労働者に対
する労災補償状況の把握について」★

2016.	 3.	31	 基発0331第21号「『都道府県労働局等
における専門官職の所掌事務等に関する
準則』の一部改正について」★

2016.	 3.	31	 基発0331第22号「労災療養援護金支給
要綱の一部改正について」★

2016.	 3.	31	 基発0331第23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に係る
機械処理事務手引当の一部改訂につい
て」★

2016.	 3.	31	 基発0331第24・25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一部を改正する指針』
の周知について」☆

2016.	 3.	31	 基発0331第26・27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』について」☆

2016.	 3.	31	 基発0331第28号「本省及び都道府県労
働局の組織改正に伴う関係通達の開映に
ついて」★

2016.	 3.	31	 基発0331第33号「労働衛生対策におけ
る監督指導等に当たって留意すべき事項
について（一部改正）」★

2016.	 3.	31	 基政発0331第1号「専門的知識等を有
する有期雇用労働者等に関する特別措置
法の施行に係る業務取扱要領の一部改正
について」★

2016.	 3.	31	 基安労発0331第1号「珪石を取り扱う事
業者に対する個別指導について」☆

2016.	 3.	31	 基安発0330第1号「行政不服審査法等
の改正に伴う労働安全衛生法等関係通達
の整備について」☆

2016.	 3.	31	 基安化発0331第1号「化学物質等のリス
クアセスメント等に関する指導上の留意事
項について」★

2016.	 3.	31	 労災管理課労災保険財政数理室長事
務連絡「『労災保険率適用基準』の補足事
項について」★

2016.	 3.	31	 補償課長補佐（業務担当）事務連絡「外
国人労働者に対する労災補償状況の把握
の係る自由区分コードの登録について」★

2016.	 3.	31	 労災保険業務課長補佐（年金担当）事
務連絡「平成28年度における各支払期の
年金給付等及び一時金給付に係る機械処
理事務に当たっての留意事項について」★

2016.	 3.	31	 労災保険業務課長補佐（短期給付担
当）事務連絡「健康管理手帳の有効期限
（うるう年）の不正編集について」★

★	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
※◎厚生労働省ホームページ等で入手可能
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