
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
書日付

平成四年度違反建築防止週間の実施に対する 基安安発0927第1 本省安全衛生部安全課
愛労基収0927第1号 H28.9.27 H28.9.27 

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 基補発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 労働基準都労災補償課

愛労基収田29第1号 H28.9.29 
県民経済計算に使用する統計資料の提供につ

28統第501号 H28.9.26 愛知県県民生活部長 労働基準部長
厚生労働者愛知労働局

いて（依額） 労働基準部監督課

愛労基収0929第Z号 H28.9.29 公共事業労員務派遣費問査（平成28年10月調査）説明 公中連第3号 H28.9.26 国土支通省中部地方整備
労働基準部長

厚生労働省愛知労働毘
会への臓 について（依頼） 局企画課長 労働基準部監督謀

長災請時求間にがわ行たわる才過重な労聞による過骨死帯に係晶労
れた事車場等及び若者のI使い捨てj

愛労基収1003第1号 H28.10.3 が疑われる企業等に対する重点監督由実施等につい 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 準卸長 労働基準部監督課

愛労基収1005第Z号 H28.10.5 使用者による障害者虐待に係る通報
西尾基署発1005 H28.10.5 岡崎労働基準監督署西尾 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
第1号 支署長 長 労働基準部監督謀

愛労基収1005第3号 H2810 5 使用者による障害者虐待に係る通報
名北基署発1005 H28.10.5 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準剖 厚生労働省愛知労働局

、 第3号 長 長 労働基準部監督課

平成28年度過重労働解消キャンベーンにおける
愛労基収1011第1号 H2810.11 全国一斉「過重労働解消棺談合fイアル」の実施 基監発叩07第1号 H28.10.11 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

について
督課長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収1017第1号 H28.10.17 
「アスベスト対策に関する翻査結果に基づく勧 基安化発叩13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

H28.10.13 全衛生部化学物質対策課
告』について 号

長
準部長 労働基準部健廉課

" 
愛労基収1017第2号 H28.10.17 使用者による障害者虐待に係る事案の報告

名古屋北基署発 H28.10.17 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
1017第1号 長 長 労働基準部監督諜
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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
書日付

愛労基収1020第1号 H28.10.20 過労死等防止に係る取締について 基総発1019第1号 H28.10.20 厚務生課労長働省労働基準局総 都道府県労働基準部長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労基収1025第1号 H28.10.25 
労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部

基補発1025第2号 H28.10.25 
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

改定に係る対応について 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収1025第2号
労災保険あん摩マッサージ指臣師、はり師及び

基補発1025第4号
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

H28.1D.25 きゅう師施術料金算定基準の一部改定に係る対 H28.10.25 

応について
償課長 準部長 労働基準部労災補償課

日本工要業規求事格 06001 1フオ ウリフトトラッウ

愛労基収1027第1号 H28.10.27 
一安全 項及び検証一第1部フォークリフ 基安安発叩24第1 H28.10.24 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働基準部長

厚生労働省愛知労働局

ドトラッウ及び日本工業規格 06001-2他（公 号 全衛生部安全課長 労働基準部安全課

示）

愛労基収1031第1号 H2810.31 
表示・通知義務対象物質の追加に係る周知につ 基安化発1027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

H28.10.27 全衛生部化学物質対策課
いて 号

長
準部長 労働基準部健康課

ベ－：糊局労働基準愛労基収1102第1号 H28.112 ・ご・挨・拶・」・ご・寄・稿・の・おE今願報い誌（ARK）への『新春の 震労基協発第69 厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労基収1104第1号
日本工業規格 86032工作機械一安全性一

基安安発1104第1 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基
H28.11.4 放電加工機の制定について（公示） H28.11.4 

厚生労働省愛知労働局
号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準郁安全課

愛労基収1108第1号 H28.11.B 使用者による障害者虐待に係る通報
名古屋北基署発 H28.11.7 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
1107第Z号 長 長 労働基準部監督課

「陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止

愛労基収1114第1号 H28.11.14 
するための留意事項～重大な災害事例に学ぶ 基安安発1110第2 H28.11.10 

厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労掛省愛知労働局

災害防止ポイント～」の送付について（情報提 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

供）

愛労基収1117第1号
個人情報保護委員会の検査結果通知書に開催

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
H28.11.17 された労災年金事務に係る改善すべき事項へ 基保発1117第1号 H2B.11.17 

の具体的な対応について
災保険業務課長 準部長 労働基準部労災補償謀
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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
番目付

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解
基安安発1128第1 厚生労長働省労働基準局安 厚生労働省愛知労働局

愛労基収1128第1号 H2811.28 釈（肉規）Iこ一部改正Iニ伴う第一種圧力容器の
号

H28.11.28 
全課

愛知労働基準部長 労働基準郁安全課
取扱について

愛労基収1205第1号 H28.12.5 
平成28年度職業安定行政中堅職員研修におけ 愛労発基1202第4

H28.12.2 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

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1206第1号 H28.12.6 
「オJレト イジンに係る健康診断の実施につい 基安労発1205第1

H28.12.5 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

て」の趣旨等について 号 全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康課

愛労基収1207第1号 H28.12.7 
平成28年度第4四半期・支払等スケジュールに

基保発1206第2号 H28.12.6 厚生労働省労働基準局労 総務部（労働保険徴収 厚生労働省愛知労働局
ついて 災保険業務課長 部）畏労働基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収1209第1号 H28.12.9 
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の感染制御対 基安労発1209第1 H29.1-2.9 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
策等の周知等について 号 全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康謀

愛労基収1219第1号 H28.12.19 じん肺管理区分決定について
福岡労発基1212

H28.12.12 福岡労働局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第5号 労働基準部健康課

第12次労働災害防止計画の最終年度に向けた
基安安発1219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1220第1号 H28.12 20 第三次産業における労働災害防止対策の推進 H28.12.19 都道府県労働基準部長
に係る留意事項について

号 全衛生部安全課長 労働基準部安全諒

基補発1220第2号
石綿ぱ〈露作業による労災認定等事業場に就労

愛労基収1221第1号 H28.12.21 した労働者等への労災補償制度・特別遺族給付 H2自.12.20厚生労働者労働基準局補 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

金制度及び健康管理手帳制度の周知について
基安労発1220第1 償課長 準部長 労働基準部労災補償課
号

愛労基収1226第1号 H28.12 26 労働災害発生状況に関するヒアリングの実施に 基安安発1221第1 H28.12.22 労働基準局安全衛生部安 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
ついて 号 全課長 準部長 労働基準部安全媒

愛労基収1226第2号 H28.12.26 
労働災害発生状況に関するヒアリングの実施に 基安安発1222第6

H28.12.22 労働基準局安全衛生部安 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局
ついて 号 全課長 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 あて先 管理担当課・係 備考
書日付

震労基収1227第1号 H28.12.27 
本年度における最低賃金の履行確保に係る監

基監発1227第1号 H28.12.27 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
督指導の実施等について 督課長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収1128第Z号
高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解

基安安発1128第1 厚生労働省労働基準局安 厚生労働省愛知労働局
H2812 28 釈（内規）に一部改正に伴う第一種圧力容器の H28.11.28 愛知労働基準部長

取扱について
号 全課長 労働基準部安全課

愛労基収1228第1号
本年度における最低賃金の履行確保に係る監 厚生労働省労働基準局賃

都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
H28.12 28 督指導の対象選定等に当たって留意すべき事 事務連絡 H28.12.27 金謀主任中央賃金指導

項について 官
準部長 労働基準部賃金課

愛労基収0110第1号 H29.1.10 災害調査復命書の改善について
豊橋基署発0106

災害調査検討委員会委
厚生労働省愛知労働局

H29.1.6 豊橋労働基準監督器長 員長愛知労働局労働基
第2号

準部長
労働基準部安全課

愛労基収0111第1号
本年度における最低賃金の履行確保に係る監

厚生労働者労働基準部賃 都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労働局
H29.111 督指導の際の監督付表作成等に当たって留意 事務連絡 H29.1.10 

すべき事項について
金課中央賃金指導官 準部長 労働基準部賃金諜

愛労基収0113第1号 H29.1.13 
平成29年4月から適用される社内預金の下限利

基監発0113第1号 Hi9.1.13 
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

率について 督課長 準部長 労働基準部監督課

愛労基収0113第2号 H29.1.13 
製造業における外国人労働者に対する安全衛 基安安発0106第2 H29.1.6 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
生教育の推進について 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0116第1号 H29.1.16 使用者による障害者虐待に係る通報
名北基署発0116 H29.1.16 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9号 長 長 労働基準部監督課

特定化学物質障害予防規則第四条の20第3項
愛労基収0117第1号

基安化発1227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
H29.1.17 第Z号に定める有効な呼吸用保護具の防護係 H28.12.27 全衛生部化学物質対策課

数の確認に関する補足について
号

長
準部長 労働基準部健康課

愛労基収0119第1号 H29.119 「年金ニュース」の周知・広報に関する協力依頼 H29.1.17 
厚生労働省労働基準局総 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

について 務課長補佐 基準部長 労働基準部監督課
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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0123第1号
右綿吉有建築物等の解体等作業に係る不適切 基安化発0120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H29.1.23 判29.1.20全衛生部化学物質対策課

事例の報告要領について 号
長 準部長 労働基準卸健康課

愛労基収0123第2号
石綿含有建築物等の解体等作業への取組事例

厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局労働基 厚生労働省愛知労掛局H29.1.23 事務連絡 H29.1.20 全衛生部化学物質対策課

の報告について（依額）
長

準部長 労働基準部健康謀

労災認定された傷病等に対して労災保険以外
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愛労基収0201第1号 H29.2.1 から給付等を受けていた場合にあける保険者等 基補発0201第1号 H29.2.1 

との聞整について
償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0201第2号
平成29年度労働基準監督官採用試験に係る積

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H29 2.1 極的な受験勧奨・広報の実施に当たっての積極 基監発0201第2号 H29.2.1 
的な連携・協力について 督課長 準部長 労働基準部監督謀

日本工業規に関格すJIるSB設9計65要4水求産事加項工の機改械Eのに安つ全い 基安安発0131第1 厚生労働安省労働基準局安 都道府県労働局労働基愛労基収0202第1号 H29.2.2 及び衛生 H29.1.31 厚生労働省愛知労働局

て（公示）
号 全衛生部全謀長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0203第1号 H29.2.3 
義肢等楠装具費支給要綱における基準外支給 基補発0203第2

H29.2.3 厚生労働省労働基準局補 愛知労働局労働基準部 厚生労働者愛知労働局
について（回答） 号 償課長 長 労働基準部労災楠償課

愛労基収0203第Z号 H2923 留労意災事診項療に費つ審い査て補助員の勤務条件等に係る 基補発0203第3号 H29.2.:l 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0208第1号 H29.2 8 
振動障害に係る適正給付対策の第11次3か年

基補発0208第1号 H29.2.8 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
計画の策定について 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0213第1号 H29.2.13 
製造業における外国人労働者に対する安全衛 基安安発0106第2

H29.1.6 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
生教育の推進について 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

盟労基収0217第1号 H29.2.17 使用者による障害者虐待に係る通報 0名2古16屋第南2号基署発 H29.2.16 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
長 長 労働基準部監督謀



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号

愛労基収0220第1号 H29 2.2 。平成28年度第3固労働基準監督署長・公共職業 愛労発麗均0217
安定所長官同会議の開催について 第4号

愛労基収0220第2号 H29 2.20 
建設業における職長等及び安全衛生責任者の 基安安発0220第1
能力向上教育に準じた教育の周知等について 号

盟労基収0221第1号 1-129.2.21 使用者による障害者届待に係る事業の報告
名古屋南基署発
0220第1号

愛労基収0222第1号
石綿含有建築物等の解体等作業への取組事例H29.2 22 事務連絡
について（周知）

愛労基収0222第Z号 H29.2.22 
平成28年度第2回愛知地方労働審議会の開催 愛労発麗均0220
について 第2号

オルトー卜Jレイジンを取り扱う作業に従事してい
愛労基収0224第1号 H29.2.24 た労働者等への労災保険制度の周知等につい 基補発0224第1号

て

愛労基収0301第1号 H29 3.1 使用者による障害者虐待に係る通報
名古屋南基署
0301第2号

「労働基準法第36度条書第守項の協定で定める労働

愛労基収0303第1号 H29.3.3 
時間の延長の限等に関する基準の新規制基

基監発0301第3号
準適合性審査に関する業務への適用について』
の廃止に係る具体的な取扱い等について

愛労基収0303第2号 H29 3.3 労災診療費審査補助員（新規採用）研修の実施
基補完0303第2号

について

愛労基収0306第1号 H29 3.6 平成29年度第1四半期・支払等スケジュールに
基保発0303第3号

ついて

先方の文
発信者書回付

H29.2.1 7愛知労働局長

H29.2.20 厚生労働省労働基準局安
全衛生部安全課長

H29.2.20 名古屋南労働基準監督署
長

H29.2.22 
厚生労働省労働基準対局策安
全衛生部化学物質 課
長 F

H29.2.20 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局補H29.2.24 
償課長

H29.31 名古屋西労働基準藍督署
長

H29.3.1 
厚生労働省労働基準局監
督課長

H29 3.3 厚生労働省労働基準局補
償課長

H29.3.3 厚災保生労険働業省務室労働基準局労

あて先

各部長

愛知労働局労働基準部
長

愛知労働局労働基準部
長

都道府県労働局労働基
準部長

各部長

該当都道府県労働局労
働基準部長

愛知労働局労働基準部
長

都道府県労働局労働基
準部長

都道府県労働局労働基
準部長

都道府県労働局労働基
準部長

管理担当課・係

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

労厚生働労基働準部省愛監知督謀労働局

厚生労働省愛知労働局
労働基準部健康課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督謀

厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

厚生労働省愛知労働局
労働基準都労災補償課

厚生労働省愛知労働局
労働基準剖労災補償課

備考

、当.. .. ... 



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 備考書目付

厚生労働省労働基準局安

愛労基収0313第1号
平成29年度の建設業における安全衛生対策の 基安安発0313第1 全衛生部安全課長・労働 愛知労働局労働基準部 厚生労働省愛知労働局H29.3.13 
推進に係る協力要請について 号ほか

H29.3.13 
衛生課長・化学物質対策 長 労働基準部安全課
課長

愛労基収0317第1号 H29.3.17 
陸土貨物運送事業における荷役作業の安全対 基安安発0316第1

H29.3.1日
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

策の推進に係る留意事項について 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

「小売業の労働災害を防止Lょう」及び『飲食店
号基安安発0316第5 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0317第2号 H29.3.17 の労働災害を防止しようJの送付について（情報 H29.3.16 

提供） 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

リ

愛労基収0317第3号 H29.3.17 
ロープ高所作業に係る安全対策の履行の徹底 基安安発0313第4

H29.3.13 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
について 号 全衛生部安全課長 準部長 労働基準部安全課

「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生
愛労基収0329第1号 H29.3.29 教育マニュアル」を，舌用Lた介護労働者に係る

基安安発0328第5
H29.3.28 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働基 厚生労働者愛知労働局

安全衛生教育の徹底について
号 全衛生部長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0330第1号 H29.3.30 使用者による障害者虐待に係る通報
半田基署発0330 H29 3 30 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 労働基準部駐督課

愛労基収0330第2号 H2且3.3077'J.ーケア通院費支給要綱の改l扱正ににつ伴いうて77 基補発日330第1号 H29.3.30 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
事ーケア通院費支給申請書の取 償課長 準部長 労働基準部労災補償課

労災行政情報管理システム！こ稼お動け1＝る4第三者行
基基補保発発0331第3号 厚生労働労省災労保働険基業準務局課補 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1号 H29.3.31 為災害事務処理支援機能の 伴う留意事 H29.3.31 償課長

項について
0331第1

長
準部長 労働基準部労災補償課

労災保険給付等に係る支給決定経明願及び支 基補発0331第4号 厚生労働労省災労保働険基業準務局課補 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2号 H29.3.31 H29.3.31 償課長払いt正明願の取扱について 基保発0331第4
長

準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0403第1号 H29.4.3 
「受動喫煙院止対策助成金関係業務の運営等 基安労発0401第1

H29.4.1 
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

について」の一部改正について 号 全衛生部労働衛生課長 準部長 労働基準部健康課

い




