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収受文書台帳（基準部・基準部長分）（平成30年度上期分）

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 管理担当諜・係 備考書日付

愛労基収0330第3号 H30.3.30 
荷重計以外の過負荷を防止するための装置 基安安発0330第

H30.3.3D 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
を備えた移動式ヴレーンの使用について 2号 安全衛生部安全課帳 基準部長 局労働基準部安全課

基補発0330第4 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
愛労基収0330第4号 H30.3.30 石綿確定診断等事業について H30.3.30 局労働基準部労災補号 労災補償部補償課長 基準部長

償課

名古屋南基署発 名古屋南労働基準監督 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働愛労基収0405第2号 H30.4.5 使用者による障害者虐待に係る通報
0405第1号

H30.4.5 
署長 部長 局労働基準部監督課

『受動喫煙防止対策助成金の手引きについ 基安労発0401第 厚生労働省労働基準局
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働愛労基収0405第1号 H30.4.5 

てJの一部改正について 1号
H30.4.1 安全衛生部労働衛生課

部長 局労働基準部健康課長

労災診意療事費算項定基準の一部改定に伴う運用 基補発0330第7 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
愛労基収0405第3号 H30.4.5 HJ0.3.30 局労働基準部労災補上の留 について 号 補償課長 基準部長

償課

基補発0330第 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働
厚生労働省愛知労働

愛労基収0406第1号 H30.4.6 全国労災診療費担当者会議の開催について
E号

H30.3.30 
補償課長 基準部長 局労働基準部労災補

償課

基総発0404第1 厚生労働省労働基準局

愛労基収0409第1号 H30.4.9 「アスベスト訴訟の和解手続に係る情報の提
号、基補発0404 H30.4.4 総務課長、補償課長、厚 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

供についてJの改正について
第1 生労働省労働基準局安 基準部長 局労働基準部健康謀

全衛生部労働衛生課長

愛労基収0409第2号 H30.4.9 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0409
HJ0.4.9 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚局生労労働働基省書 愛知労働定 第4号 部長 働準部監督諜

愛労基収0410第1号 H30.4.10 平成30年度における「稼ぐ力』応援チームセミ 基貰発0409第1
H30.4.9 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

ナーの実施について 号 賃金課長 部長 局労働基準部賃金課

第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次
基安安発0330第 厚生労働省労働基準局産業における労働災害防止対策の推進に係 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0410第E号 H304.10 

る留意事項について 4号基安労発 H30.3.30 安全衛生部安全課長労
基準部長 局労働基準部安全課0330第 働衛生課長



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

愛労基収口411第1号 H30.411 「使用者による障害者虐待の防止等に関する 愛労発雇均0409 H30.4.9 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
対応要領』の一部改正について 第日号 部長 局労働基準部監督課

じん肺管理区分決定処分に対する遺族から 基安労発0412第 厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0417第1号 H30.4.17 

の審査請求について 1号
H30.4.12 安全衛生部労働衛生課

基準部長 局労働基準部健康課長

愛労基収0417第2号 H30.4.17 平成3.0年度管理職メン告ルヘルス対策推進研
30教福第15-2号 H30.4.16 愛知県教育委員会教育 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

修会の講師について（依頼） 長 部長 局労働基準部健康課

蛇紋岩等の取扱い作業における石綿粉じん 基安労発0413第 厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0420第1号 H30.4.20 

等に関する留意点について 5号
H30.4.13 安全衛生部労働衛生課

基準部長 局労働基準部健康課長化学物質対策課長

厚生労働省労働基準局

愛労基収0424第1号 H30.4.24 建設業の働き方改革の推進に係る周知につ 基監発0423第1 H30.4.23 労働条件政策課長、監督 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
いて 号 課長、安全衛生部計画課 基準部長 局労働基準部監督課

長

愛労基収0424第E号 H304.24 使用者による障害者慮待に係る対応部署決 愛労発雇均0424
H30.4.24 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第Z号 部長 局労働基準部監督謀

愛労基収0424第3号 H30.4.24 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0424
H30.4.24 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第3号 部長 局労働基準部監督課

建築物に係る石綿の事前調査における主な 基安化発0420第 厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働 厚生労労働働基省哩 愛知労働愛労基収0424第4号 H30.4.24 H30.4.20 安全衛生部化学物質対留意点について 1号

策課長
基準部長 局 準部健康課

平成役初作年業度に委託事業「陸上貨物運送事業の 基安安発0419第 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0425第1号 H30.4.25 荷 おける墜落・転落災害等防止対策
1号

’H30.4.19 
安全衛生部安全課長 基準部長 局労働基準部安全課推進事業」の実施について

「働〈人に安全で安心な店舗・施設づくり推進 基安安発0426第 厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0426第1号 H30.4.26 運動の先進的な取組事例集」の活用について 1号基安労発 H30.4.26 安全衛生部安全課長労

0426第 働衛生課長 基準部長 局労働基準部安全課

陸上貨物運送事業及び商業における外国人
基安安発0314第 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0426第2号 H30.4.26 労働者に対する安全衛生教育の推進につい
4号

H30.3.14 
安全衛生部安全課長 基準部長 局労働基準部～安全課て



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

厚生労働省愛知労働
愛労基収0427第1号 H30.4.27 診療費関係の機械処理の改正について（事 基保発0427号第

H30.4.27 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
局労働基準部労災禍前通知） 1号 労災保険業務課長 部長
償課

愛労基収0501第1号 H30.5.1 平成3°0年度『熱中症予防対策シンポジウムJ閉園発第 … ．．．． 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

の周知の協力依頼について 部長 局労働基準部健康課

愛労基収0507第1号 H30.5.7 裁量労働制導入事業場に対する重点監管の 基監発0502第1 H30.5.2 厚生労働省労働基準局 都道府県労働基準部 厚生労働省愛知労働
実施について 号 監督課長 長 局労働基準部監督課

愛労基収0508第1号 H30.5.8 健康管理手帳台帳の移管について
岐労基発0507第 H30.5.7 岐阜労働局労働基準部 愛知労働局労働基多 厚生労働省愛知労働
1号 基準部長 部基準部長 局労働基準部健康謀

平成30年B月における年金たる保険給付及び
厚生労働省愛知労働

愛労基収0510第1号 H30.5.10 石綿による健康被害の救済に関する法律に 基保発0510第1
H30.510 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準

局労働基準部労災禍基づ〈特別遺族年金の受給権者の定期報告 号 労災保険業務課長 部長
償課に係る機械処理事務等についてv

厚生労働省愛知労働平成3日年度における労災就学等援護費支給
基保発口510第2 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準愛労基収0510第2号 H30.5.10 対象者の定期報告に係る機械処理事務等に
号

H30.5:10 
労災保険業務課長 部長

局労働基準部労災補
ついて 償課

『受動喫煙防止対策助成金関係業務の運営 基安労発0510第 厚生労働省労働基準局
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知健労康働課愛労基収0511第1号 H30.5.11 

等について』の一部改正について 1号
H30.610 安全衛生部労働衛生課

部長 局労働基準部長

「受動喫煙防止対策助成金の事務取扱につ
基安労発0510第 厚生労働省労働基準局

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働愛労基収0511第2号 H30.5.11 いての質疑応答集（Q&A）についてJの一部 H30 .. 5.10 安全衛生部労働衛生課
改正について Z号

長
部長 局労働基準部健康課

愛労基収日514第1号 H30.5.14 平成30年度新規非常勤職員研修の開催に 基補発0514第1
H30.5.14 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚局生労労働働基省準愛部知労労災働補

ついて 号 補償課長 基準部長
償課

技能実習生の死亡災害等に関する労災補償 基補発0521第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0521第1号 H3日5.21 H3日.5.21 局労働基準部労災補状況の把握について 号 補償課長 部長
償課

愛労基収0523第1号 1-130.5.23 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発麗均0522
H30.5.22 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第5号 部長 局労働基準部監督課



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0523第Z号 H30.5.23 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0522

HJ0.5.22 愛知労働局長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第6号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0523第3号 H30.5.23 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0522
H30.5.22 愛知労働局長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
定 第10号 部長 局労働基準部監督課

『労災診療費算定マニュアJレ（平成30年度 基補発0523第1 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働
厚生労働省愛知労働

愛労基収0524第1号 H305 24 
版）』の送付について 号

H30.5.23 
補償課長 基準部長

局労働基準部労災補
償課

愛労基収0530第1号 H30.5.30 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0530

H30.5.30 愛知労働局長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第2号 部長 局労働基準部監督課

警察庁、法務省及び厚生労働省の三省斤に
基監発0531第1 厚生労働省労働基準局 各都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働愛労基収0601第1号 H30.6.1 よる『不法就労等外国人対策に係る具体的施
号

H30.5.31 
監督謀長 働基準部長 局労働基準部監督課策について（改訂）の策定について

平成30年度労災補償業務に関する各種債権
基管発・基補発 厚生労働省労働基準局 都道府県労働居労働

厚生労働省愛知労働
愛労基収0601第E号 H30 6.1 の納入督励及び債権回収等業務の外部委託

0601第1号
H30.6.1 

労災管理課長・補償課長 基準部長
局労働基準部労災補

について 償課

愛労基収0604第1号 H30.6.4 
平成初年度『外国人労働者問題啓発月間』の 基監発0601第1

H30.6.1 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
実施に当たって留意すべき事項について 号 監督課長 基準部長 局労働基準部監督諜

平成30年度における労災特別介護施設（ケ
基管発0601第2 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働

厚生労働省愛知労働
愛労基収日日05第1号 H3日.65 アプラザ）の入居促進強化に係る対応につい

号
H30.6.1 

労災管理課長 基準部長
局労働基準部労災補

て（依頼） 償課

平成30年度第2四半期・支払等スケジュール 基保発0605第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0607第1号 H30.6.7 H30.6.5 局労働基準部労災補について 号 労災保険業務課長 部長
償課

「義肢、装具及び座位保持装置等支給事務取 基補発 0612第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0612第1号 H30.6.12 H30.6.12 局労働基準部労災補扱要領Jの一部改正について 号 補償課長 当 部長
償課

愛労基収0613第1号 H30.6.13 使用者による障害者虐待に係る通報 豊田基署発061
3第1号

H30.6.13 豊田労働基準監督署長
愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
準部長 局労働基準部監督課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の主

発信者 あて先 管理担当課・係 備考書日付

行応個につ法いにて基（づ周く知遺）族からの開示請求に係る対 基補発0613第 厚補生償労課働長省労働基準局 愛知労働局労働基準 厚生労労働働事省愛知労働
愛労基収0613第Z号 H30.6.13 H30.6.13 局 基準部労災禍

1号 部長
償課

大阪府の請北部求を震源とする地震に伴う労災保険 基補発0618第2 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0618第1号 H30.6.18 
給付 に係る事務処理について 号

H30.6.18 
補償課長 部長

局労働基準部労災禍
償課

愛労基収0619第1号 H30.6.19 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0618 H30.B.18 愛知労働局長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
定 第5号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0619第Z号 H30』 19
平成30年度新規起業事業場就業環境整備事 基監発0619第1 H30.6.19 厚生労働省労働基準局 都道府県労働基準部 厚生労働省愛知労働
業の実施に当たって留意すべき事項について 号 監督課長 長 局労働基準部監督課

大阪府北部を震源とする地震に伴う社会復帰
基補発0619第Z 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働

厚生労働省愛知労働
愛労基収0620第1号 H30.6 20 促進事業に係る事務取扱いの注意点につい H30.6.19 局労働基準部労災補

て
号 補償課長 基準部長

償課

労災診療費審査補助員研修（能力向上編）の 基補発日620第1 補厚生償労働省労働基準局 都道府県労働局労働
厚生労働省愛知労働

愛労基収0621第1号 H30.6.21 
実施について 号

H30.6.20 
課長 基準部長

局労働基準部労災補
償課

愛労基収0626第1号 H30.6.26 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0625

H30.6.25 愛知労働局長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第3号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0626第2号 H30.6.26 
業平お成けにるお30労け年働る度労災厚働害生災防労止害働防の省止た補め対助の策事特の業別推『活進伐動に木つj作にい業基て時づにく林 基安安発0626第

H30.6.26 厚生労働省労働基課準局 関係都道府県労働局 厚生労働省愛知労働
1号 安全衛生部安全長 労働基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0702第1号 H30.7.2 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発麗均0629

H30.6.29 愛知労働局長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第1号 部長 局労働基準部監督課

労災レセプ卜のオンライン化に向けた普及促 基保発0629第1 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働
厚生労働省愛知労働

愛労基収0702第2号 H30.7.2 
進事業等について 号

H30.6.29 
労災保険業務課長 基準部長殿

局労働基準部労災補
償課

愛労基収0709第1号 H30.7.9 使用者による障害者虐待に係る通報
豊田基署発07日8

H30.7.8 豊田労働基準監督署長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

第1号 部長 局労働基準部監督課



畳付番号 ｜受付目 ｜件名 先方の文書番号

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨
基補発0709第1『愛労基収0709第2号｜ H30.7.9Iにより被災した場合の労災保険給付の請求に

係る事務処理について 号

愛労基収0710第1ロ IH30.7.10I平成30年度介護事業場就労環境整備事業の 基監発日709第1
可 実施に当たって留意すべき事項について 号

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨
基補発0709第2愛労基収0710第2号 IH30.7.10Iによる災害等に伴う社会復帰促進等事業に

係る事務取扱いの注意点について
号

愛労基収0711第1号 IH30.1.111：用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発麗均0710
第4号

愛労基収叩第1号 IH30.7.ロ｜平成30年10月から適用される社内預金の下｜基監蜘71蜘
限利率について 号

「原子力施設における放射線業務及び緊急作
愛労基収0718第1号 IH30.7.18I業に係る安全衛生管理対策の強化について」

に対する報告について

第22

先方の文
書E付 発信者づ

厚生労働省労働基準局H30.7.9 
補償課長

H30.7.9 厚生労働省労働基準局
監督課長

厚生労働省労働基準局H30.7.9 
補償課長

H30.7.10 愛知労働局長

H30.7.10 厚生労働省労働基準局
監督課長

H30.717 

iあて先 ｜管理担当課・係

愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働
局労働基準部労災補部長
償課

都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
基準部長 局労働基準部監督課

都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
局労働基準部労災補基準部長
償課

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
部長 局労働基準部監督課

都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
基準部長 局労働基準部監督課

知労働局労働基準｜厚生労働省愛知労働
長 ｜局労働基準部健康課

愛労基収0719 号 IH3叩91：：：：諒票思：ri；：，~空L~手の検査鉦｜雲P安発0719第｜悶凹惇：：：鵠翠喜z局 1：：労働局労働基準店主奇襲謀議

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨lニ｜基械発0723第1
愛労基収0723第1号 IH30.7.23Iよる被災に関する労災診療費等の請求に係｜号、基保発0723

る事務処理について ｜第1

厚生労働省労働基準局 l

，，補償課長、労災保険業務｜都道府県労働局労働
課長 ｜基準部長

厚生労働省愛知労働
局労働基準部労災補
償課

愛労基収0723第2号 IH30.7.23I労働安全衛生法関係の届出等に係る副本の
取扱いについて 同第｜叶間働省労働基準局｜都道府県労働基準部「生労働省…

1号 安全衛生部計画課長長 局労働基準部

「除染等業務、特定線量下業務及び事故由来

愛労基収0724第1回 I H30.7.24I廃棄物等処分業務における安全衛生対策の 基監発0723第1 H3D.723 厚生労働省労働基準局 都道府県労働基準部 厚生労働省愛知労働
可 推進に当たって留意すべき事項について」の 号 監督謀長 長 局労働基準部監督課

改正について

愛労基収0724第2号 IH30.7.24I業務上疾病の労災補償状況調査について 基補発0723第3 Hao.,:23厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
局労働基準部労災補号 補償課長 部長
償課

｜備考



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0725第1号 H30.7.25 裁量労働制導入事業場に対する重点監督の 基監発日724第Z
H30.l.24 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

実施について（追加指示） 号 監督課長 基準部長 局労働基準部監督諜 r 

f原子力施設における放射線業務及び緊急作
基安労発0723第 厚生労働省労働基準局

都道府県労働局労働 厚生労労働働基省準愛知労働愛労基収0725第2号 H30 7.25 業に係る安全衛生管理対策の強化について』 H3C.7.23 安全衛生部労働衛生課
の改正について 1号

長 基準部長 局 部健康課

「スライド率等の改定による変更決定通知書』
基保発口727第1 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働

厚生労働省愛知労働
愛労基収0727第1号 H30.7.27 及び『年金額等変更リスト」に係る本省報告等 H30.7.27 局労働基準部労災禍

について（依頼） 号 労災保険業務課長 基準部長
償課謂整係

愛労基収0727第E号 H30.7.27 建設現場における火災による労働災害防止 基安安発0727第
H30.7.27 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

について 2号 安全衛生部安全課長 基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0731第1号 H30.7.31 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0731
H30 7.31 愛知労働局長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
定 第5号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0731第Z号 H30.7.31 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0731
H30.731 愛知労働局長

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

愛労基収0731第3号 H30.7.31 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0731
H30.7.31 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第7号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0731第4号 H30.7.31 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均日731
H30.7.'1 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知監労督働諜定 第B号 部長 局労働基準部

鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料』の適用につ 基安化発日730第 厚生労働省労働基準局
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働愛労基収0731第5号 H30.7.31 H3D.7.30 安全衛生部化学物質対いて 1号

策課長
部長 局労働基準部健康諜

労災年金担保貸付事業の新規貸付終了にか 基保発0731第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0801第1号 H30.8.1 
かる利用者への対応について 号

H30.7.31 
労災保険業務課長 部長 局労働基準部労災補

償課

事務所その他の作業場における労働者の休
基安労発0802第 厚生労働省労働基準局

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働愛労基収0802第1号 H30.8.2 養、清潔保持のための事業者が講ずべき必 H30.6.2 安全衛生部労働衛生課
要な措置の徹底について 1号

長 部長 局労働基準部健康課



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・係書日付 備考

平成30年7月豪、及雨びに事関務す処る理労に災つ診い療て費（7等月の診 基補発0803第4 厚生労働省労働基準局 厚生労働省愛知労働
愛労基収0806第1号 H30.8 6 請求の取扱L H30.8.3 都道府県労働局労働

局労働基準部労災補
療分） 号 補償課長 基準部長

償課

愛労基収0806第Z号 H30 8.6 標準仕様書（TS）の公表について（公示） 基安安発0806第
H30.8.6 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

1号 安全衛生部安全課長 基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0806第3号 H30.8 6 工業標準の制定について（公示） 基安安発0806第
H3D.8. B厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

E号 安全衛生部安全謀長 基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0807第1号 H30.8.7 使用者による障害者虐待に係る通報
刈谷基署発0807

H30.8.7 刈谷労働基準監督署長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

第1号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収日809第1号 H30 8.9 平成30年7月豪雨に関する労災診療費等の 基保発0808第Z 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働
厚生労働省愛知労働

請求に係る機械処理について（7月請求分） 号
H30.B.B 

労災保険業務課長 基準部長
局労働基準部労災補
償課

愛労基収0813第1号 H30.8.13 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発濯均0809
H30.B.9 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第2号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0817第1号 H30.8 17 講師の派遣について（依頼） 訟第973号 名古屋法務局訟務部長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
H30.8.9 

鈴木拓児 部長黒部恭志
局労働基準部労災補
償課

愛労基収0824第1号 H30.8.24 労災保険柔道整復師施術料金算定基準のー 基補発0824第Z 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

部改定に係る対応について 号
H30.B.24 

補償課長 基準部長
局労働基準部労災禍
償課

愛労基収083口第1号 H30.B.30 労災保険に伴柔う道実整施復上師の施留術意料事金項算に定つ基い準てのー 基補完0830第1 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

部改定 意事項 号
H30.8.30 

補償課長 基準部長 局労働基準部労災補
償課

愛労基収0831第1号 .H30.8.31 使用者による障害者虐待に係る事業の報告
津島基署発0831

H30.8.31 津島労働基準監督署長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

第1号 部長 局労働基準部監督課

平成30年10月における年金たる保険給付及

愛労基収0904第1号 H30.94 ぴに基石綿づくに4よる健康被害の救済に関のす定る法期律報 基保発0904第3 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

特別遺族年金の受給権者 報 号
H30.9.4 

労災保険業務課長 部長 局労働基準部労災禍

告に係る機械処理事務等について 償課



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 備考害日付

平成30年度第3四半期・支払等スケジュール 基保発0904第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準
厚生労働省愛知労働

愛労基収0904第2号 H30.9.4 
について 号

H30.9.4 
労災保険業務課長 部長 局労働基準部労災補

償課

平成30年北海道胆振地方中東部を震源とす
基補発0907第1 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準

厚生労働省愛知労働
愛労基収0910第1号 H30.9.10 る地震に伴う労災保険給付の請求に係る事

号
H30.9.7 

補償課長 部長 局労働基準部労災禍
務処理について 償課

平成30年北海道胆振地方中東部を震源とす
基補発日907第2 厚生労働省労働基準局 愛知労働局労働基準

厚生労働省愛知労働
愛労基収0910第2号 H30.9.10 る地震に伴う社会復帰促進等事業に係る事 H30.9.7 局労働基準都労災補

務取扱いの注意点について 号 補償課長 部長
償課

働き方改革推進支援セン9ーの専門家や商

愛労基収0912第1号 H30.9.12 工会議所等に所属する経営指導員等による 基監発0911第Z
H30.911 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

労務管理に係る相談・支援と社会保険労務士 号 監督課長 基準部長 局労働基準部監督謀
の業務制限の関係について

厚生労働省労働基長準、監局管
愛労基収0912第2号 H30.9.12 『建設工事における適正な工期設定等のため 基政発0912第1

H30.9,12 労働条件政策課 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
のガイドラインJ改訂について 号他 課長、安全衛生部計画課 基準部長 局労働基準部安全課

長

愛労基収0913第1号 H30.9.13 使用者による障害者虐待に係る通報 岡崎基署発0913
H30.9.13 岡崎労働基準髭督署長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働
第2号 部長 局労働基準部監督課

愛労基収0918第1号 H30.9.18 官公需確保対策地方推進協議会における働 基監発日914第1
H30.9.14 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

き方改革関連法等の周知について 号 監督課長 基準部長 局労働基準部監督諜

平成30年台風21号に関する労災診療費等の 基補発0920第3 厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働

厚生労働省愛知労働
愛労基収0920第1号 H30.9.20 

請求に係る事務処理について 号
H3D.9.20 補償課長、労災保険業務

基準部長 局労働基準部労災禍
課長 償課

平成30年北海道胆振地方南等部を震源とす
基補発凹20第4 厚生労働省労働基準局

都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0920第2号 H30.9.20 る地震に関する労災診療費等の請求に係る
号

H30.9.20 補償課長、労働保険業務
基準部長 局労働基準部労災補

事務処理について 課長 償課

愛労基収0926第1号 H30.9.26 使用者による障害者虐待に係る対応部署決 愛労発雇均0920
H30.9.20 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働

定 第7号 部長 局労働基準部監督課

日本工業規格「Q45001労働安全衛生マネジ 厚生労働省労働基準部
基安労発0925第2基安安発0925第 安全衛生部安全課長 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働愛労基収0926第2号 H30.9.26 メントシステムー要求事項及び利用の手引』

1号
H30.9.25 

労働衛生課長化学物質 基準部長 局労働基準部安全課
号、基安化発0925

外3件の制定について
対策課長 第1号



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0926第3号 H30.9.26 陸上貨物運送事業の荷役作業における安全 基安安発0925第
H30.9.25 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

確保対策の実施状，兄の把握について 2号 安全衛生部安全課長 基準部長 局労働基準部安全課

高業場純度に結おけ晶る性健シ康リカ障の害微取小粒子を取り扱う事 基安発0927第1 厚生労働省労働基準局 厚生労働省愛知労働愛労基収0927第Z号 H30.9 27 防止対策等の徹底に
号 H30.9.'7 

安全衛生部長 都道府県労働局長
局労働基準部健康課ついて

「日本工業規格『Q45001労働安全衛生マネ 厚生労働省労働基準局
基安安発0928第1号愛労基収0928第1号 H30.9.28 ジメントシステムー要求事項及び利用の手 基安安発0928第

H30.9.28 安全衛生部安全課長 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働
基安労発日928第1号

s11外3件の制定についてJの改正について 1号 労働衛生課長化学物質 基準部長 局労働基準部安全課
基安化発0928第1号対策課長

ミ

愛労基収10a2第1号 H30.10.2 県民経済計算に使用する統計資料の提供に
30統第623号 H30.9.28 愛知県県民文化部長 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働

ついて（依頼） 基準部長 局労働基準部監督課


