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愛労基収0331第3号 H28.3.31 外国人労働者に対する労災補償状況の把握に
基補発0331第5号 H28:S.at 厚生労働省労働基準局補

都道府県労働基準部長
厚生労働省愛知労働局

ついて 償課長 労働基準部労災補償課

オルトトルイジンの経皮ぱ〈露の防止対策の徽 基安化発0330第1 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0331第4号 H28.3.31 

底について 号
H28.3.30 全衛生部化学物質対策課

準部長 労働基準部健康課長

愛労基収0331第5号 H28.3.31 労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用よ 基補発0331第1
H28.3.31 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

の留意事項について 号 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0401第1号 H28.4.1 珪右を取り扱う事業場に対する個別指導等につ 基安労発0331第1 H28.3.31 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
いて 号 全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康課

じん肺法に基づくじん肺管理区分の決定に関す
基安労発0329第2 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0401第2号 H28 4.1 る肺機能検査の判定に係る事務取扱上の留意
号

H28.3.29 
全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康課事項について

『労働安全衛生法第88条に基づく計画届の免除
基安安発04Di第1 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0401第5号 H28.4.1 認定の事務処理に当たっての留意事項につい
号

H28.4.1 
全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課てJの一部改正について

「受動喫煙防止対策助成金の事務取扱につい
基安労発0401第2 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0404第1号 H28.4.4 ての質疑応答集（Q&A）について」の一部改定
号

H28.41 
全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康謀について

愛労基収0405第1号 H28.4.5 使用、E者・にE ・よ－るE瞳E審E者・虐E 待・Eに・係－るI'./)通i牛報）（名古屋北 名古屋北基署発 H28.4.4 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
署 0404第01号 長 長 労働基準部監督課

愛労基収0408第1号 H28.4.8 平成28年度新規採用職員（東海フロッウ）研修 愛労総発0406第2 H28 4.6 愛知労働局総務部長 労働基準部長
厚生労働省愛知労働局

における講師の派遣依頼について 号 労働基準部監督課

愛労基収0408第2号 労働基準監督署及び公共職業安定所等の内部 愛労発総0407第1
H28.4.7 愛知労働局長 各部長、各課・室長等

厚生労働省愛知労働局H28.4.8 
組織基準等の改正について 号 労働基準部監督課
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愛労基収0408第3号 H28.4.8 『労働基準行政における個人情報漏洩防止マ
基総発0401第5号 H28.4.1 厚生労働省労働基準局総

労働基準部長
厚生労働省愛知労働局

ニュ7）レJの改訂について 務課長 労働基準部監督課

愛労基収0411第2号 H28 4.11 使用者による障害者虐待に係る事案の報告
半田基準署発 H28.2.1 半田労働基準監督署長

愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
0201第6号 長 労働基準部監督課

( 

愛労基収0411第3号 H28.4.11 使用者による障害者虐待に係る事案の報告
半田基署発0497 H28.4.7 半国労働基準監督署長

愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
第1号 長 労働基準部監督課

愛労基収0411第4号 H28.4.11 労災保険給付尊門調査員及び第三者行為災害
基補発0408第2号 H2自A自

厚生労働省労働基準局補 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
専門調査員を活用した業務の推進について 償課長 長 労働基準部労災補償課

愛労基収0412第1号 H28.4.12 
愛知県自殺対策推進協議会委員の委嘱につい

28回転福第72号
厚生労働省愛知労働局

厚生労働省愛知労働局
て（依頼）

H28.4.7 愛知県健康福祉部長 労働基準部長小城
英樹

労働基準部健康課

愛労基収日414第1号 ・ H28.4.14 平均賃金決定通知書について 基監発0413第1号 H28.4.13 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
督課長 準部長 労働基準部賃金課

愛労基収0414第2号 H28.4.14 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の設置 基総発0401第2号 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局雇用
厚生労働省愛知労働局H28.41 総務課長、労働条件政策 環境圃均等部（室）長、に伴う通達等の改正について ｛也

課長、監督課長 労働基準部長
労働基準部監督課

愛労基収0414第3号 H28.4.14 使用者による障害者虐待に係る通報
名古屋東基署発 H28.4.14 名古屋東労働基準皇室督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
0414第1号 長 長 労働基準部監督諜

愛労基収0414第4号 H28.4.14 労働基準局の組織の変更等について
愛労発総0414第1 各部長、各課・室長、各

厚生労働省愛知労働局
号

H28.4.14 愛知労働局長 労働基準監督署（支署）
労働基準部監督課

長

愛労基収0419第1号 H28.4.19 使用者による障害者虐待に係る事業の報告 名古屋第東1号基署発 H28.4.19 名古屋東労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
0419 長 長 労働基準部監督課

、丸
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愛労基収0422第1号 H28.4.22 平成28年度新任労働基準監督官の実地訓練に 愛労発総0421第3 総務部長、労働基準部
厚生労働省愛知労働局

ついて 号
H28.4.21 愛知労働局 長、各労働基準監督署

（支署）長 労働基準部監督謀

愛労基収0422第2号 H28.4.22 平成2自年度新任労働基準監督官研修について 愛労発総0421第4 総務部長、労働基準部
厚生労働省愛知労働局

号
H28.4.2 1愛知労働局長 長、各労働基準監督署

（支署）長 労働基準部監督課

愛労基収0425第1号
平成28年度新規起業事業場就業環境整備事業

厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局H28.4.25 の実施に当たって留意すべき事項について 基監発0425第1号 H2.8.4.25 
督課長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収0425第2号 H28.4.25 平成28年度の建設業における安全衛生対策の 基安安発0421第3 厚生労働省労働基準局安
愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局H28.4.21 全衛生部安全課長労働衛推進に係る協力要請について 号基安労発0421 長 労働基準部安全課ι 生課長化学物質対策課長

「受動喫煙防につ止い対て策」助の成一金部に改関正すにるつ質い疑て応答 基安労発042日第1 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0428,l第1号 H28.4.28 集（Q&A) H28.4.28 
号 全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康課

平成28年6月における年金たる保険給付及び石

愛労基収0506第1号 H28.4.28 綿による健康被害の救済に関する法律に基づく
基保発0428第1号 H28.4.28 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

特別遺族年金の受給権者の定期報告に係る機 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課
械処理事務等について

ストレスチヱツヴ制度の施行を踏まえた当面のメ 厚生労働省労働基準局、

愛労基収0502第1号 H28.5.2 ンヲルへんス対策の推進に当たっての具体的手 基安労発0401第6 H2B.4.1 監督課長、勤労者生活課 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

法について
号他 長、安全衛生部労働衛生 準部長 労働基準部健康課

課長 . 
平成28年度における労災就学等援護費支給対

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0506第2号 H28.5.6 象者の定期報告に係る機織処理事務等につい 基保発0428第2号 H28.4.28 
て 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0510第1号 H28 5.10 平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請
基補発0510第1号 H28.5.10 厚生労働省労働基準局捕 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

求に係る事務処理について 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0510第1号 H28.5.10 平成28年度熊本地震に伴う特定機械等の検査 基安安発0509第2 H28.5.9 厚生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
症の有効期間の延長措置について 号 全衛生部安全課長 長 労働基準部安全課
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' 

愛労基収0519第1号 H285.19 平成28年度介護事業場就労環境整備事業の実
基監発0517第1号 H28.5.17 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

施に当たって留意すべき事項について 督課長 準部長 労働基準部監督課

平成田年熊本地震の被災者における労働者災害補

愛労基収0519第2号 H2B.5.19 償保険法に基づく年金たる保険給付及び右綿による
基管発日519第1号 H28,5,19 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金 災管理課長 準部長 労働基準部労災補償課
等の定期報告の取扱いについて

愛労基収0525第1号 H28.5.25 「労災診療費算定マ二ュアJレ（平成2日年度版）」
基保発0524第1号 H28.5.24 厚生労働省労働基準局楠 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

の送付について 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収日525第2号 H28.5.25 長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化
基監発0523第1号 H28.5.23 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働部省愛知労働局

に関する会議の開催について 督課長 準部長 労働基準 監督課

警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁によ
厚生労働省労働基準局監 各都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0530第1号 H28.5.30 る「不法就労等外国人対策に係る具体的施策に 基監発0527第1号 H28.5.27 

ついて」の策定について 督課長 基準部長 労働基準部監督課

愛労基収0530業z号 H28 5 30 日本工業規格88265圧力容器の構造一一般事 基安安発0530第1
H28.5.30 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

項の改正について（公示） 号 全衛生昔日安全課長 準部長 労働基準部安全課

平成28年度「外国人労働者問題啓発月間Jの実 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知督労課働局愛労基収0531第1号 H28.5.31 
施に当たって留意すべき事項について

基監発0530第1号 H2B.5.30 
督課長 準部長 労働基準部監

愛労基収0601第1号 H28.6.1 愛知労働局組織目標について 愛労発総0531第8 H28,5.31 愛知労働局長 各部長、各課a室長 厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督謀

愛労基収0601第2号 H28 6.1 
平成28年度愛知労働局研修計画要綱の策定に 愛労発総0531第 H28.5.31 愛知労働局長 各部長、各課・室長

厚生労働省愛知労働局
ついて 10号 労働基準部監督課

愛労基収0602第1号 H28.6.2 構造等に問題があるエレベ－$1ーに係る国土交 基安安発0531第1 H28;5 31 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
通省との連携に係る見直しについて 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号 先方の文 発信者
省毎日付 あて先 管理担当課・係 備考

「原子力施設における放射線業務及び緊急作業
愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局愛労基収0603第1号 H28.6.3 に係る安全衛生管理対策の強化について」に対 本原原発第9号 H28.6.2 

する報告について 長 労働基準部健康課

愛労基収0609第1号 H28.6.9 平成28年度第2四半期支払等スケジュールに
基保発0608第1号 H28.6.8 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

ついて 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0614第1号 H28.6.14 労働基準監督機関が保有する捜査資料の管理
基監発0614第1号 H28.6.14 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

の徹底及び点検の実施について 督課長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収0615知号 H28.6.15 手数料等の誤徴収防止対策の徹底について
基安安発0614第1

H2B.6.14 厚生労働省労働基準局安
労働基準部長 厚生労働省愛知労働局

号 全衛生剖安全課長 労働基準部安全課

平成28年度委託事業「陸上貨物運送事業の荷
基安安発0615第1 厚生労働省労働基準局安 厚生労働省愛知労働局愛労基収0616第1号 H28.6.16 役作業における墜落圃転落災害等防止対策推 H28.6.15 都道府県労働基準部長

進事業」の実施について
号 全衛生部安全課長 労働基準部安全課

愛労基収0617第1号 H28.6.17 陸上貨物運送事業における荷役作業の労働災 基安安発0616第2
H28.6.16 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

害防止対策の推進について 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0617第2号 H28.6.17 飲食店における労働災害防止対策の推進につ 基安安発0616第B H28.6.16 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
いて 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準郁安全課

愛労基収0620第1号 H28.6.20 製造業における未熟練労働者に対する安全衛 基安安発0616第4
H28.6.16 厚全生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

生教育の推進について 号 衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0620第2号 H28.6.20 橋梁建設工事における橋桁の落下防止等に関 基安安発0620第1 H28.6.20 厚生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
する安全総点検結果について 号 全衛生部安全課長 長 労働基準部安全課

愛労基収0621第1号 H28 6 21 使用者による障害者虐待に係る事案の報告
名古屋南基署発 H2B.6.17 名古屋南労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局 郵送（紙）送付による
日目17第1号 長 長 労働基準部監督課 もの。



受付番号 受付目 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課，係 備考書目｛寸

愛労基収0623第1号 H28.6.23 オルトートルイジンによる健康障害の防止対策 基安労発0620第1
H2B.6.20 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

の継続的な実施について 号 全衛生部労働衛生謀長 準部長 労働基準部健康諜

愛労基収0627第1号 H28.6 27 使用者による障害者虐待に係る通報
名古屋南基署発

H28.6.24 名古屋南労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
0624第1号 長 長 労働基準部監督諜

愛労基収0627第2号 H28.6.27 
「最低賃金関係事務取扱手引」の一部改正につ

基賃発0627第1号 H28.6.27 厚生労働省労働基準局貫 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
いて 金課長 準部長 労働基準部賃金謀

愛労基収0628第1号 H28.6.28 苛法処理の積極的取組について 基監発0627第1号 H28.6.27 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
督課長 準部長 労働基準部監督諜

平成28年（2016年）熊本地震に係る中小企業

愛労基収062日第Z号 H28.6.28 退職金共済制度及び勤に・労者・財・産・形成p持対家融資 愛労発雇均0519
H28.5.19 愛知労働局長 労働基準部長 厚生労働省愛知労働局

制度の特例措置並び 応に 第3号 労働基準部監督課
ついて

愛労基収0628第3号 H28.6.28 使用者による障害者虐待に係る事案の報告
名古屋東基署発

H28.6.28 名古屋東労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
0628第2号 長 長 労働基準部監督課

愛労基収0628第4号
健康保険における診療報酬改定関連通知のー

基補発06 2 8第 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局H28.6.28 部訂正に伴う労災診療費等 H28.6.28 
の取扱いについて

1号 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0630第1号 H28 6.30 労働基準監督機関が保有する控査資料の管理 名古屋西基署発0
H28.6.29 名古屋西労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

の徹底及び点検の実施について（報告） 629第2号 長 長 労働基準部監督課

愛労基収口701第1号 H28.7.1 
平成28年10月から適用される社内預金の下限

基監発口701第1号 H28.7.1 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛監督知労働局
利率について 督課長 準部長 労働基準部 課

愛労基収0704第1号 H28.7 4 使用者による障害者虐待に係る通報
名北基署発0704

H28.7.4 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
第3号 長 長 労働基準部監督課

、F



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課・係番目付 備考

愛労基収0712第1号 H28.7.12 平成28年度臨時全国労災補償課長会議の開催
基補発0712第1号 H28.7.1 2厚生労働省労働基準局楠 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

について 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0715第1号 H28.7.14 業務上疾病の労災補償状況調査について 基補発0712第2号 H28.7,1 2厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0715第2号 H287.15 使用者による障害者虐待に係る通報
半田基署発0713

H28.7.13 半田労働基準監督署長
愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

第1号 長 労働基準部監督課

愛労基収0726第1号
『スフイド率等の改定等による変更決定通知書」

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基H28.7.26 及び『年金額等変更リスト」I：：係る本省報告等に 基保発口726第1号 H28.7.26 厚生労働省愛知労働局

ついて（依頼） 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0726第2号
下請代金支払等遅延防止法と独占禁止法に基

福井労基発0726 愛知労働局労働基準部H28.7.26 づく物流特殊指定に関する職員研修出席者に H28.7.26 福井労働局労働基準部長 厚生労働省愛知労働局

ついて 第4号 長 労働基準部監督課

愛労基収0804第1号 H28.8.4 都道府県労働局文書取扱規則準則及び労働基 愛労発総0802第2
H28.B.2 愛知労働局長 各部長 厚生労働省愛知労働局

準監督署文書取扱規則準則の改正について 号 労働基準部監督課

愛労基収0805第1号 H28.8.5 使用者による障害者虐待に係る通報
名北基署発0805

H28.8.5 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働義準部 厚生労働省愛知労働局
第5号 長 長 労働基準部監督課

愛労基収0805第Z号 H28.8.5 使用者による障害者虐待に係る通報
名北基署発0805

H28.8.5 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
第白骨 長 長 労働基準部監督課

愛労基収0808第1号
健康訂j正呆険及における診療報酬改定関連通知のー

厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局H28.8.8 部 ぴ一部変更に伴う労災診療費等の取 基保発0808第1号 H28.8.B 
干且いについて（その2) 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0809第1号 H28.8 9 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0714
H28.7.14 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

通知 第3号 等部長 長 労働基準部監督課



受付番号 受イ寸日 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課・係 備考書目付

愛労基収0809第2号 H28.8.9 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0714

H2B.7.14 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準郁 厚生労働省愛知労働局
通知 第5号 等部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0809第3号 H28.8.9 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0719
HZ8.7.1目

愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
通知 第2号 等部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0809第4号 H28.自自 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0719
HZB.7.19 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

通知 第3号 等部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0809第5号 H28.8.9 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0719
HZB.7.19 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

通知 第8号 等部長 長 労働基準部監督課

平成28年10月における年金たる保険給付及び

愛労基収0826第1号 H28.8.25 右綿による健康被害の救済I；関する法律に基
基保発0825第1号 H28.8.25 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

づく特別遺族年金の受給権者の定期報告に係 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課
る機械処理事務等について

28年度における労災特別介護施設（
厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局愛労基収0826第2号 H28.8.26 の入居促進強化に係る対応について｛ 基保発0824第2号 H28.8.24 
災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課頼）

平成28年度労災保険における第三者行為災害
基官発0831第1号

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労補働償課局愛労基収0831第1号 H28.B.31 求償債権、費用徴収債権及び返納金償権に係 HZS.8.31 災管理課長厚生労働省

る納入督励・債権回収業務の外部委託について
基補発0831第2

労働基準局補償課長
準部長 労働基準制労災

平成28年度労災保険における第三者行為災害 基管発0831第1 厚生労働省労働基準局労
愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局愛労基収0901第2号 H28.9.1 求償債権、費用徴収債権及び返納金債権に係 号、基繍発0831第 H28.B.31 災管理課長、厚生労働省
長 労働基準部労災補償課る納入督励・債権回収業務の外部委託について E 労働基準局補償課長

愛労基収0901第3号 H2B.91 
労働力需給問整事業に対する需給調整事業部 愛労需発0901第1

HZB.9.1 愛知労働局需給調整事業 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
との合同指導監督の実施について 号 部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0906第1号 H28.9.6 使用者による障害者虐待に係る通報
名古屋北基署発。

H28.9.6 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
906第1号 長 長 労働基準部監督課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課・係 備考書日付

下請代金支払遅延防止法と独占禁止法に基づ
般労基発0906第3 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労課働局愛労基収0907第1号 H28.9.7 〈物流特殊指定に関する職員研修の出席者に H28.9.6 岐阜労働局労働基準部長

ついて
号 長 労働基準部監督

愛労基収0907第2号 H28.9.7 
企業に対する適切な労務管理に関する啓発指

基監発0905第1号 H28,9.5 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
導等の実施に当たって留意すべき事項について 督謀長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収0908第1号 H28 9.8 
平成28年度第3四半期・支払等スケジュールに

基保発O自08第1号 H28.9.B 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
ついて 災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0909第1号 H28 9.9 
中小企業退職金共済制度加入促進活動の実施 愛労発雇均0908

H28.9.8 愛知労働局長 労働基準部長
厚生労働省愛知労働局

について（依頼） 第日号 労働基準部監督課

愛労基収0914第1号 H28.9.14 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労麗均発0912 H28;9.12 愛知労働局雇用環境均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
通知 第1号 等部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0914第2号 H28.9.14 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労雇均発0913
H28.9.13 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

通知 第3号 等部長 長 労働基準部監督課

愛労基収0914第3号 H28.9.14 
下請代金支払遅延等防止法と独占禁止法に基 富写ヲ労基発0914第1 H2B.914 富山労働局労働基準部長

愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
づく物流特殊指定に関する職員研修について 長 労働基準部監督諜

愛労基収0916第1号 HZB.916 
労働力需給調整事業に対する需給調整事業部 半田基署発0915

H28.9.16 半田労働基準監督署長
愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局

との合同指導監督の実施について 第1号 長 労働基準部監督課
¥ 

愛労基収0916第2号 H28.9.16 
平成28年台風10号に関する労災診療費等の請 義補発凹14第2号

H28.9.14 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
求に係る事務処理について 基保発0914第1 償課長労災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0926第1号 H28.9.26 
使用者による障害者慮待に係る対応部署決定 愛労雇均発0920

H28.9.20 愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
通知 第4号 等部長 長 労働基準部監督課



「
受付番号 受付日 件名 先方の文書番号 先方の文 発信者 あて先 管理担当課・係 備考書日付

愛労基収0927第1号 H28.9.27 平成28年度違反建築防止週間の実施に対する 基安安発0927第1
H28.9.27 本省安全衛生部安全課 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

協力依頼について 号 長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0928第1号 H28.9.28 医療関係質疑応答集の一部改正について 基繍発0928第1号 H28.9.28 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
償課長 準部長 労働基準部労災補償課

県民経済計算に使用する統計資料の提供につ 厚生労働省愛知労働局愛労基収0929第1号 H28.9.29 
いて（依頼） 28統第501号 H28.9.26 愛知県県民生活部長 労働基準部長

労働基準部監督課

愛労基収0929第Z号 H28.9.29 公共事業労務費調査（平成28年10月調査）説明
公中速第3号 H26.9.26 国土交通省中部地方整備

労働基準部長 厚生労働省愛知労働局
会への職員派遣について（依頼） 局企画課長 労働基準部監督課

愛労基収1003第1号 H28.10.3 
長が災請時疑間求われにがわ行る企たわる業れ過等た重事にな対業労す場働る等重に及よ点びる監若過笹者労田の死実『等使施にい等係捨にるてつ労J い

基監発1003第1号 H28.10.3 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
て 督課長 準部長 労働基準部監督諜


