
基発第 0317001号  

平成18年3月17日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公 印 省 略）  

「労働基準行政情報システムに係る機械処理手引（電子申請関連編）」  

の一部改正について   

申請・届出等処理支援システムに係る機械処理については、「労働基準行政情報システム  

に係る機械処理（電子申請関連編）について」（平成16年3月22日付け基発第0322002  

号）により示したところであるが、今般、下記の改修に伴い、標記の手引を一部改正した  

ので、これによる機械処理に遺漏なきを期されたい。  

記  

1 登録免許税対応に伴う手続情報の表示項目の見直し  

2 回覧の転送機能の追加  

3 取下げ件数の一覧検索の対応  

4 審査者画面における手続VER表示の見直し   



笹－［目次］ボタン等をクリックすることで、目次検索等が可能である。  
■ Flキーを押下することで、アクティブな子画面のヘルプを表示するこ  

とも可能である。また、［申請データ詳細情報］画面、［定期報告書（傷  

病用）】画面、［定期報告書（障害用）］画面、［定期報告書（遺族用）］画  

面または［定期報告書（就学等援護費）】画面の［ヘルプ］ボタンをクリ  

ックすることでも各画面に対応した内容のヘルプを表示することが可能  

である。  

●操作を終了する   

3 メニューバーの【ファイル］をクリックし、サブメニューの［ヘルプの終了］を  

選択する。  

当該ヘルプ画面が閉じる。  
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■2．2．6．2 個別手続IDの検索   

支援システムにおいて手続ごとに管理している個別手続IDを入力する際には、［個  

別手続ID＿検索］画面を表示して入力する方法と、キーボードから直接入力する方  

法の2種類がある。  

●操作を開始する   

1各画面において［手続選択コボタンをクリックする。   

湿［手続選択］ボタンは、次の画面からクリックすることができる0  

＿ ・［申請データ検索／一覧］画面  

・［申請件数【検索／一覧］画面  

・【個別手続情報＿検索／一覧］画面  

・［受付処理簿検索／一覧／登録］画面  

・［紙申請案件＿登録／変更］画面  

※［申請データ「検索／一覧］画面の一部  

［個別手続ID」検索］画面が表示される。  
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2 「検束ワード］榊に手続名に含まれる語句を入力する、  

中卜頗細一賢瑚紛一軒確療弼蹄郵‰・  
∫検索個一撃嘘鰍穿、鱒、磯翻す悉こと靡でき愚。  

－＝榛秦野－－琴線乾瓢葦軌象Q文学螢牽太東哲琴芝蜜が密教臥  

・3緻喉療訝∵ドほF姦珂銅線髄頑」で法敵厳頓く込療実数れ愚。  

3 し亨績属性、lチェックホックスから検束する手続属性を道択する．．  

弾、選択した事感触練「¢R魚津はた披き」で約数哉。 

ヰ L検索］ボタンをクリックする亡  

機軸塾藤匪魯教む離盛挙稽‡醜噸繍顔醜態。  

毎 

5 凛当の手琉を選択する．：  

ミCtrlコキーを持しながらクリックするこ  

とがてきる．、  
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さ．．  

［遺択」ホタンをクリックする、  

凶E孟宗毒芸‾‾‾  

i閉しろこ ホタンをクリックする、  、7  

Jッグした売、鍍各画  

轟輯個別手続壬D及密手続名が凍映容れる塾  

鋳けて別の農鱒で検索した個別手続ID卑び手続名を捌堰碩映する場  

合は、、［個別手続ID＿検索］画面を閉じることなく検索を行い、［選択］  

ボタンのクリックを繰り返すことで、元の各画面へ個別手続ID及び手続  

名を反映することができる。  
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4 ［積濾て［本文l欄に入力する．．  

・【回覧韓別］剃に「普通」、し起末年月日1犠にはシステム日付が初期表   

示さ九るこ  

・槻者埠減額謝Lご勤蘭恵漫拶旛党渚報⊥⊥検索〆」勤儀斎で   

回覧種別の確認をすることかてきる、  

Eコメントを入力する   

【回熟対象申熊手ータ一覧」から中吉糞データを遣択する、   

「閲覧コメント1榊にコメントを入力する、  

閲覧コメントは申精子ータごとに入力することかてきる、  

「氏名ノ日付挿入」ボタンをクリックするご   

飯愛萌メ㌢慨匿忽療療療、隊確が療及遷都息  

む  
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∈）  
●宛先を追加する   

8 【宛先追加］ボタンをクリックする∞  

［回覧対象者⊥選択］画面が表示される。   

9 ■【回覧対象者一覧1から回鴬対象者を選択し、［追加］ボタンをクリックする。  

回覧対象者が［回覧＿＿起案／閲覧］画面に反映される。   

鷹■［回覧対轟音一覧］には自席署の職員が表示される。  

1臥［C叩キー牽押しながら複数？リックすることで、回覧対象者を複数  
同時に選択することができる。  

●宛先を削除す冬  

10［回覧宛先一覧］から削除する回髪対象者を選択する。   

削除の確認メッセージが表示され、「はい」を選択することにより回覧対象者が   

［回覧宛先一覧］から削除される。  

「¶臥［回覧宛先一覧］の先頚に表示されている起案者は削除できない。  

し   
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メ・  

0  

●操作を開始する   

1［回覧情報■検索／一覧］画面め［回覧情報一覧］かち、中止する回覧を選択し、   

［選択］ボタンをクリックする。  

13戸［回覧情軋」襲索／一覧］画面 →「5．1．2 閲覧者の換胞  

［回覧＿起案／閲賓］画面が表示される。  

●回筆洗感を更新する  

2 ［東新】ボタンをクリックする。  

「回覧状隠」コンボボッウスを「回覧中止」に変更する   

む．  
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0   4 ［登録］ボタンをクリックする。  

廓軸醸藤熟  

【回覧＿検索／一覧］画面において、検索条件設定時に回覧状態の 

中止」を選択した場合は、中止した回覧を参照することができ毒さ  

●操件を終了する   

5 ［終了コボタンをクリックする。  

［回覧＿起案／閲覧］画面が閉じる。  
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■5．1．2 閲覧者の操作  

自分宛に回覧が発出されると、一般メールが送信される。閲覧者は、自分宛の未閲   

覧である回覧の一覧を表示し、回覧を閲覧する。閲覧者は、閲覧した回覧に対してコ   

メントを入力することができ、必要に応じて受け取った回覧を他の職員へ転送するこ   

とができる。  

また、局（総務部及び労働基準部）の場合は局内、署の場合は署内で発出された回   

覧を検索し、閲覧することできる。  

操作の流れ（回覧を閲覧する）  

［回覧案件－一覧］画面を表示する。  

閲覧する回覧を選択し、［選択］ボタンをクリックする。  

［回覧＿起案／閲覧］画面を表示する。  

回覧を転送する場合   

宣i  

［更新］ボタンをクリックする。  ［転送］ボタンをクリックする。  

閲覧コメントを入力する。  閲覧コメント等を入力する。  

［宛先追加］ボタンをクリックする。  ［登録］ボタンをクリックする。  

［回覧対象者＿選択］画面で宛先を選択する。  

［回覧発出］ボタンをクリックする。  
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自分宛に回覧が発出されると、－・般メール（回覧案件新着通知メール）が送信され  

る。   

【讃つ メールを受信する →『概要・共通編 システム更改版』の「7．1．2 メールを  

受信する」  

●操作を開始する   

1 電子申請メニューから［回覧案件閲覧］を選択する。  

三；－襲撃持ち≠覚  

†：甲嶺デづ埠索∴  

ト東澤処理麺、．  
；‘申主軸敵強義  

一 個別革御意報検索  

［回覧案件＿一覧］画面が表示される。   

誓軋［回覧案件－‾覧］画面には自分宛で、かつ、未閲覧の回覧が表示される0  

自分宛の未閲覧の回覧が存在しない場合、その旨のメッセージが表示され  

る。  

㊥ 中止された回覧は、表示されない。  
【箋戸 回覧を中止する →「5．1．1起案者の操作」  
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さ  ■ →∴  

2 し回覧巣件一艶1から聞方する回覧を選択し、：適訳」ホタンをクリックする  

E固巣」起案／願誓ヨ画面が義春きれる増 

●回書対■の申請データを確認する   

3 ［回覧対象申請データ一覧」から確認する申清子ータを選択する、  

≠起案者は、回覧対象者が開渠した年月日及びl膵コメントき確認すること  
がてきる、  

こ）  
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4－【申請詳細表示］ボタンをケリツタする。  

［斡掛汐鍵細顔報］画面∴硝蘭靡－野茂重唱磯ヨ画面及隕［準藤欝料率城塞  

線観蘭画が「参観幣一野登泰添恐熟率や戦混、≒申帯馨（笈誠も革帯漂欝瑚  

愈境督匪醜・藍浄鰍密度鰯報］画面で紗離㍍封㌢郎嘩攣褒閲鬱勃摘約  

象形夕顔粁汐諺、㌢酵起動幸艶諷当該申請書（芽弾も噌葡桃が義赤線苛む  

●閲覧コメントを入力する  

5【更新】ボタシをクリ 

¶臥［更新］如㌣が【更新取湘攣髄轡頼＝【磯野纏ト1牒拶  
入力可能な状態となる。   

8 仁回巣対象申請データ一覧】から申請デー夢謹選訳者恕ぜ  

7 「眺】贅コメントニ 壌にコメントを入力する．  

し＿   

撃閲覧云メントは申請データごとに入力することがセきる。   

8 ［氏名／日付挿入】ボタンをクリックする。   

9 ［閲覧済み］チェックボックスを選択する。  

可臥閲覧済みに変更した回覧を閲覧する場合には、電子申請メニューから洞  
覧情報検索】を選択し、［回覧情報＿検索／一覧］画面から閲覧する。  

5－1A   



10［生餌」ボタンをクリックする、  

蝿∴て嘩対象者全殿靡蘭覧済みと♭恕場合、  

壌恕⇒．  

一回覧を発出した申芸吉子ータについては、 、の［回覧」‡釦こ「有」と表示さ九る．  

【回農機∴嬉野咽窯場官j鞍   

「中軸データ、検索′・●一覧1画面  

●回覧情報を転送する   

＝ 必要に応じて し転送：ボタンをクリックするっ  

纏澄機軸ダ・奴轡一頭鋼緬痩軋二F敵射餞蔽摘斜蛙£婁‡輝線  

取嚢コ＞圃聯琴衰療恕一野噂静峯終‰  

．督丁  となった固嘗情報掛ら引ぎ継が軋る。  

．扮稜療（転送された回覧と判別するため、先頭I干［転送］が自動付与される∧）   
’感療養   
■感轡   

・ヰ：閲羊コメント   

ー［国鳥宛先一覧」の先頭には起案椚が初瑚表示され、削除することはてきない、   
一回慕対象中主毒データ一覧に更新権限のない中計データが含まれている壕合、   

［転送1ボタンか非活性表示となり、回覧を転送することができないミ、  
野蓼糎蘭顧 鴫「汲息轟J． 
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1象 必要に応甘てⅠ標題］［本文コ欄を変更する。  

1a 必睾に応じて、［回覧対象申請データ一覧］から申請データを選択し、［閲覧コ  
メント］欄  メントを． F思料 

h＼「二通覧1ニこ緑地 E爛一軒閻  

顧肝腎’麦藁鼠こ岩…霊芝  

1臥閲覧コメ輔紳請ヂ‾タごとに入力することができ・予。  

14・【氏名／日付挿入］ボタンをクリックする。  

換算コメントに奄煮署名，日i卵ミ挿入される；9  
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15 〔宛先乱机ボタンをクリックする   

［回廃却簸ぎ＿薄択コ画働音義示され毎夕 

1昏 ［回愛知象者一髪］．から画棄対象者を選択し、【蓮如丁ニボ撃シをクリックする。  

回覧対象者が［回覧＿起案／常葉］画面に反映きれる。   

申［回覧対琴者一覧］には自局署の職点が表示される。  

1臥 ■【ctr■］キーを机ながら鱒クリックすることで、回嘗対象者を複数  
同時に選択することができる。   

17 し回覧発出1ボタンをクリックする、、  

聯鞘感礫革濱野惣一∧靡瀞素顔1軌ーぼ態、まを選摂す透こと匠志琢回覧剰  

寄れ悉妄圃噂軋薗莞対象蓉衆院瑠襲叫励開脚新著轡鄭遜一靡きが準備  

・、‡ゴ：．ユニ  

ー■観覧者は［回覧案件一覧］画面及び【回覧情報＿検索／一覧］画面で回   

覧種別の確認をすることができる。  
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¢  

●回覧情報を印刷する   

18 必螢lこ心して［印刷1ボタンをクリックする   

r回覧情報］帳票野飯野隠齢㊨印郡翠革率  

隊聯雑菌㈱鍼欝汐†→′磯舟僻瑚野ノ宅輝線惑）」  

●操作を終了する   

19 ［回覧＿起案／閲覧］画面の［終了コボタンをクリックする。  

［回覧＿起案／閲覧］画面が閉じる。   

20 ［回覧案件＿一覧コ画面の［終了】ボタンをクリックする。  

［回覧案件＿一覧］画面が閉じる。  

5－15－4   



操作の流れ（回覧を検索する）  

［回覧情報＿検索／一覧］画面を表示する。  

検索条件を設定する。  

［検索］ボタンをクリックする。  

閲覧する回覧を選択し［選択ユボタンをクリックする。  
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¢．2 申請件数の検索   

入力した検索条件に基づき申請データの検索／集計を行い、手続ごとの申請件数の一  

覧を表示する。なお、紙申請で到達した申言責・届出を受付処理簿に登録した場合には、  

紙申請件数を表示することができる。  

●操作を開始する   

1 電子申請メニューから［申請件数検索］を選択する。  

処理待ち一覧  
申請データ検索  
受付処ヲ里汚  

個別手続情報検索  
回覧案件閲覧  
回覧情報検索  

［申請件数→検索／一覧］画面が表示される。  
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r◆｛－  

2 ［処理局署］コンボボックスから検索対象の局署を選択する。   

領臥t処理昂署由来を操作している局暑が自動設定される。  

】局においては、「局」の他に「管轄暑」「全署」「全署及び局」を選択する  

ことができる。各項目を選択した場合の集計対象は以下のとおり。  

① 局  総務部及び労働基準部  

② 菅革署  当該管轄暑のみ  

③ 全署  全ての管轄暑  

④ 全署及び局 全ての菅常署、総務部及び労廟基準部  

●個別手続IDで検索する   

4 ［個別手続ID］オプションボタンを選択する。   

執［手続属性］オプションボタンとの複数選択はできない。  

日：ごさ・廷＝  

二幸巧虫匂I二Ii、・，、占・、1  

5 ［手簡名］欄に個別手続IDを入力した後、［手続追加］ボタンをクリックする。  

芸芸芸芸遥遠  

検索条件エリアに［手続ID］、［手続名］が反映される。  

●個別手続IDを検索して条件に設定する   

6 ［個別手続IDコオプションボタンを選択する。  

／［手続選択］ボタンをクリックする。   

［個別手続ID⊥検索］画面が表示される。   

8 ［個別手続ID＿検索】画面で検索を行い、該当の手続を選択する。   

t3軒個別手続ID →「2．2．6．2 個別手続IDの入力」  

（二二、   

6一†ク」  
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●手続属性で検索する   

9■ 【手続属性］オプションボタンを選択する。   

≠「個別手練IDけフションボタンとの伽選択はてきない．   

10 検索対訣のし手織屈性1チェックボックスを逮択する、  

や 納選択できる・・  

●暮董状態で検索する   

11榛索したい「♯査状態」チェックボックスを選択する・  

≠ 複数逃択できるト  

●到達年月日で検索する   

12検索したいし軋連年月日」オプションボタン車道択し、各項日に捜索桑欄を入力  

する、  

8－2ら   



rl、、  
●集計対象を指定する   

13［電子申請件数］【修正指示済件数】［転送済件数】［進達済件数］のオプションボ   

タン、または［転送受件数1［進達受件数1のオプションボタンを選択した後、各   

チェックボックスを選択する桑 

ボックスをヰ畝遺釈できる・指定できる集計対象は、華1及び未2のとお  
凱  

Cj  

C   

6－26  



14 r楓獄 ボタンをクリックする．  

検索繚衆療十牽潜函爾背部転轟車扱紅患  

「年I平齢革 労 「年度拝成憫 附  

き 鋳電子申汀侍餞  「修正北京≡引手鍬  
「… 「転辻i利幸紋  「進達頴件紐  

l 「取下浦件艶  

「 「i三j三：く′寺；て  「こ董卓烹㌻たぎ7  

「㌧毎招吊「髪ぢ皐 「蚕食宗 「増・ユニ 「芦∴キ 「モカご  
⊥二三三三三。＝＝＝＝三二三＝。二＝ニ＝三＝二＝二＝＝三＝＝＝二＝三三三＝。二＝リ  
▼▼‾‾■‾■‾‾－■－■■‾▲‾－‘「‾▼、一’／‘‾‾■■－‾‾‾‾‾‾■“－‾一一一▼‾【‾’m‾’■■－ 

「 古賀磯欝 P朱書葦  戸巻董卓 「事洩処理中 好天7  「I≡廷／遽廷蒲 j  

「條正号l競演  「再別事封建溝  

二⊥ 
＿．．．＿  

●申請件数検索一失を印刷する   

椅 必要に応じて 二印刷ニ ボタンをクリックする，  

［申萄件数線素→葉ユ儀欝がⅣア良から邸捌きれる、鑓  

陛革帯降車検索一顧郷掛司勘締 →「妊漁礁索一覧附録射」  

●ホ計算ソフトに出力する   

1G 必革に応じて r表計算出力」ホタンをクリックする、  

画蘇牽こ表扉轟観ている検索態果1藍が泰計算yプト毒已髄ンさ軌竜。   

隊 申帝件数検索†覧訝アイル蜘項日 →懐計算出力一衰肘録郎」 
し；  

6－27   
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●操作を終了する   

17［申請件数＿検索／一覧］画面の［終了］ボタンをクリックする。  

［申請件数＿検索／一覧］画面が閉じる。  

6－28   



6．3 個別手続情報の表示  

支援システムに登録されている個別手続情報を表示する。   

【遍＝ 個別手続情報 →「支援システム用語集（付録9）」  

●操作を開始する   

1 電子申請メニューの［個別手続情報検索］を選択する。  

」聖  子申請  

処漣待ち一覧  
甲≡青デー腐険索  
受付処理滑  
申喜青件敬模索   

回覧案件閲覧  
回覧情報検索  

［個別手続情報＿検索／一覧］画面が表示される。  

6－29   



．j．【＿．■ ま  

●個別手続IDで検索する  

2［個別手鏡∴IDコオプションボタンを選択する。   

1臥 拝績属性］オプションボタンとの複数選択はできなし草す   

8、［手鏡名】棚に個別手続IDを入力した後、［手続追加］ボタンをクリックする。  

脂別事練ⅠD及び事線名爵、模索条件としぞ設定きれる。  

●個別手続IDを検索して条件に設定する  

4 ［個別手続ID］オプションボタンを選択する。  

5 ［等親選択】ボタンを汐り予yクする。  

牒衡帥  学徳削除   

［個別手続ID＿検索］画面が表示されるら  

6 ［個別手続ID＿検索］画面で検索を行い、該当の手続を準択する。   

陛 個別手続ID →「2．2．軋2・個別手続IDの入力」  

tゝ＿鰹別手痛ID：オプションボタンとの抱放送択はてきない  

検索対寧のし手軽甲性1チ⊥ツクボックスを選択するj  

撃数選択磯  

6－30  
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・■誓ニモ、．．こ  

●その他の条件で検索する   

9 ［手続の有効性］オプションボタンから「有効な手続」「無効な手続」「全ての手  

続」のいずれかを選択する。  

粗■ 
。 

・複数選択はできなしi。   

嘘個別様式ⅠDとは、各様式に一意に設定されているⅠDのことである。  

10 ［検索］ボタンをクリックする。  

検索結果の一覧が表示される。  

〔：き  

6」31   
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〔）   

●個別手続情報検索一覧を印刷する   

11必要に応じて［印刷］ボタンをクリックする。  

［個別手簡績報検索一覧コ憐寒がNP≡温かち椰刺さ汎浄．。  

隊個即芋靡情報模索十覚の 

●衰計霊ソフトに出力する   

12 必習に応じて こ表計算出力ー：ボタンをクリックするこ  

画郵空費示連れている模索結果十覧が表計算ジフト紅出方轟れる。  

陛 個別手練謄報検索一覧フォイル出力項目 →懐計算出力一覧（付録昏）」  

●個別手続情報を表示する   

佃 【惜別手鏡傭報⊥榛東〆一葉］画面め痍嚢結集⊥驚から表示したい学級を選択す  

る．  

ヾゝ 複数選択はてきない・・  

6－32  
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l  

14［適訳：ボタンをクリックする  

［籾別醐ヨ・翻煮藤象れ蜃∨。  

●個別手織什報を印刷する   

15 必姜に応じて し印刷」ボタンをクリックする、  

［個別確情報］帳票がNP良から印腐呼きれ凱  

噺嘩働帝麟レオアタ隕 →「亀努帳票十嚢1顛妙を」  

●画面を終了する   

16 ＿憎別手囁捕梼1画面の L終了」ホタン衰クリックする、  

［個数手練特報ユ画面が閉じる。  

6－33   
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9［申請件数＿検索／一覧］画面  

検索  
肋．   項目名  

条件   
備 考   

口  処理局着 席   ○  

2  処■墾局署 署   （〕  

複数設定が可能  
3  個別手続ID   ○   （⊃  手続属性と同時に検索条件に設定できない   

監督系／安衛系／賃金系／労災系／その他  

4  手続属性   ○   ○  個別手続IDと同時に検索条件に設定できな  

い   
未審査／審査中／事後処理中／完了／転送・進  

田  審査状態   （⊃  達済／修正指示済／再申請到達済   

年月日／月分／年分／年度分の指定が可能  

到達年月日   ○  （⊃   年月日指定の場合は、検索条件として開始と終  

了の範囲の指定が可能   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  
に登録した紙申請について、修正指示書発出、  

尊云送及び進達を行っていないものを集計対象  
巴  電子申請件数   （⊃  とする  

ただし、申請者からの取下げ依頬を認めたもの  

は集計対象としない。  

※転送や進達により受け付けたものを含む   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  
に登録した紙申請について、修正指示書発出を  

田  修正指示済件数   （⊃  行ったものを集計対象とする  
※転送や進達により受け付けたものを含む   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  
に登録した紙申言割こついて、転送を実施したも  

田  転送済件数 ′   ○  のを集計対象とする  
※転送や進達により受け付けたものを含む   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  
に登録した紙申請について、進達を実施したも  

田  進達済件数   ○  のを集計対象とする  
※転送や進達により受け付けたものを含む   

電子申請された申請データについて、申請者か  

皿  取下済件数   ○  らの取下げを認めたものを集計対象とする。  

※転送や進達により受付けたものを含む   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  

12  転送受件数   ○  に登録した紙申請について、転送により受け付  

けた手続を集計対象とする   
電子申請された申請データ及び審査者が任意  

田  進達受件数   ○  に登録した紙申請につし、て、進達により受け付  

けた手続を集計対象とする   

田  手続名  （⊃  

設定した集計件数条件にもとづき集計を行い、  
田  電子申請件数（検索結果）  ○  表示する   

設定した集計件数条件にもとづき集計を行い、  
田  紙申請件数（検索結果）  ○  表示する   

集計した電子申請件数と紙申請件数の合計件  
1了  合計件数（検索結果）  ○  数を表示する   

付4－9   



10［個別手続情報＿検索／一覧］画面  

仙．   項目名   検索  
条件   

備 考   

口  個別手続】D   ○   複数設定が可能。手続属性と同時に模索条件に  
○   設定できない   

監督系／安筒系／賃金系／労災系／その他  

田  手続属性   ○   ○   個別手続IDと同時に検索条件に設定できな  

い   
3  手続の有効性   （⊃  

4  手数料等有無   ○   ○  

田  手数料等額   ○   （）  検索条件として範囲の指定が可能   

6  手続が有効期間内である日付   ○  

巳  個別様式ID   ○  

8  手続有効期間 FROM  （）  

9  手続有効期間 TO  ○  

10  手続名  ○  

皿  根拠法令  （⊃  

12  備考  ○  

付4－10   



7 あて先 
． （2）労働基準監督署あて手続  

No．   あて先   
口  北海道労働局   
2  青森労働局   
3  岩手労働局   
4  宮城労働局   

同  秋田労働局   
田  山形労働局   
8  福島労働局   

8  茨城労働局   

9  栃木労働局   
10  群馬労働局・   
皿  埼玉労働局   
12  千葉労働局   
13  東京労働局   

14  神奈川労働局   
田  新潟労働局   
田  富山労働局   
田  石川労働局   
柑  福井労働居   
19  山梨労働局   

20  長野労働局   

2】  岐阜労働局   
22  静岡労働局   
23  愛知労働局   

24  三重労働局   

25  滋賀労働局   

26  京都労働局   
27  大阪労働局   
28  兵庫労働局   

29  奈良労働局   

30  和歌山労働局   
31  鳥取労働局   

32  島根労働局   
33  岡山労働局   

34  広島労働局   
35  山口労働局   

36  徳島労働局   
37  香川労働居   
38  愛媛労働局   

39  高知労働局   
40  福間労働局   

41  佐賀労働局   

42  長崎労働局   
43  熊本労働局   
44  大分労働局   

45  宮崎労働局   

46  鹿児島労働局   
47  沖縄労働局  

No．   局名   あて先   
u  北海道労働局  札幌中央労働基準監督署   

2  北海道労働局  札幌京労働基準監督署   
3  北海道労働局  函館労働基準監督署   

4  北海道労働局  小樽労働基準監督署   

田  北海道労働局  小樽労働基準監督署 倶知安支署   
6  北海道労働局  岩見沢労働基準監督署   

山  北海道労働局  旭川労働基準監督署   
8  北海道労働局  帯広労働基準監督署   

田  北海道労働層  滝川労働基準監督署   
10  北海道労働局  北見労働基準監督署   

皿  北海道労働局  室蘭労働基準監督署   
12．  北海道労働局  苫小牧労働基畢監督署   

13  北海道労働局  釧路労働基準監督署   

14  北海道労働局  名寄労働基準監督署   

15  北海道労働局  留萌労働基準監督署   
田  北海道労働局  稚内労働基準監督署   
田  北海道労働局  浦河労働基準監督署   
18  青森労働局  青森労働基準監督署   

柑  青森労働局  弘前労働基準監督署   
20  青森労働局  八戸労働基準監督署   

21  青森労働局  五所川原労働基準監督署   

22  青森労働局  十和田労働基準監督署   
23  青森労働局  むつ労働基準監督署   
24  岩手労働局  盛岡労働基準監督署   

25  岩手労働局  宮古労働基準監督署（岩手）   

26  岩手労働局  釜石労働基準監督署   
27  岩手労働局  花巻労健基準監督署   
28  岩手労働局  一関労働基準監督署   
29  岩手労働局  大船渡労働基準監督署   
30  岩手労働局  ニ戸労働基準監督署   

3t  宮城労働局  仙台労働基準監督署   

32  宮城労働局  石巻労働基準監督署   

33  宮城労働局  古川労働基準監督署   
34  宮城労働局  大河原労働基準監督署   
35  宮城労働局  気仙沼労働基準監督署   

36  宮城労働局  瀬峰労働基準監督署   
37  秋田労働局  秋田労働基準監督署   

38  秋田労働局  能代労働基準監督署   

39  秋田労働局  大館労働基準監督署   
40  秋田労働局  横手労働基準監督署   

41  秋田労働層  大曲労働基準監督署   
42  秋田労働局  本荘労働基準監督署   

43  山形労働局  山形労働基準監督署   
44  山形労働局  米沢労働基準監督署   

45  山形労働局  鶴岡労働基準監督署   

46  山形労働局  酒田労働基準監督署   
47  山形労働局  新庄労働基準監督署   

48  山形労働局  村山労働基準監督署   

49  福島労働局  福島労働基準監督署   
50  福島労働局  郡山労働基準監督署   
51  福島労働局  いわき労働基準監督署   
52  福島労働局  会津労働基準監督署   
53  福島労働局  会津労働基準監督署 喜多方支署   

54  福島労働局 －  白河労働基準監督署   

55  福島労働局  須賀川労働基準監督署   
56  福島労働局  相馬労働基準監督署   

57  福島労働局  富岡労働基準監督署   

5B  茨城労働局  水戸労働基準監督署   
59  茨城労働局  日立労働基準監督署   

60  茨城労働局  土浦労働基準監督署   

団  茨城労働局  筑西労働基準監督署   
62  茨城労働局  古河労働基準監督署   

63  茨城労働局  常総労働基準監督署   

64  茨城労働局  g巨ケ崎労働基準監督署   
65  茨城労働局  鹿鳴労働基準監督署   

66  栃木労働局  宇都宮労働基準監習署   

67  栃木労働局  足利労働基準監督署   

88  栃木労働局  栃木労働基準監督署   
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Nロ．   局名   あて先   
69  職木労働局  佐野労働基準監督署   
70  栃木労働局  鹿沼労働基準監督署   
団  栃木労働局  大田原労働基準監督署   
田  栃木労働局  日光労働基準監督署   
73  栃木労働局  真岡労働基準監督署   
74  群馬労働局  高崎労働基準監督署   
75  群馬労働局  前橋労働基萎監督署   
田  群馬労働局  伊勢崎労働基準監督署   
77  群馬労働局  桐生労働基準監督署   
78  l群島労他局  太阻労働基準監督署（群馬）   
田  l群馬労働局  沼田労働基準監督署   
80  群馬労働局  森岡労働基準監督署   

’81  群馬労働局  中之条労働基準監督署   
82  埼玉労働局  さいたま労働基準監督署   

83  埼玉労働居  川口労働基準監督署   
84  埼玉労働局  熊谷労働基準監督署   
85  埼玉労働局  川越労働基準監督署   
86  埼玉労働局  春日部労働基準監督署   
87  埼玉労働局  所沢労働基準監督署   
88  埼玉労働局  行田労働基準監督署   
同  埼玉労働局  秩父労働基準監督署   
90  千葉労働局  千葉労働基準監督署   
91  干葉労働局  船橋労働基準監督署   
92  千葉労働局  柏労働基準監督署  
団  千葉労働局  銚子労働基準監督署   
94  千葉労働局  木更津労働基準監督署   
95  干葉労働局  茂原労働基準監督署   

96  千葉労働局  成田労働基準監督署   
四  干葉労働局  東金労働基準監督署   
98  東京労働局  中央労働基準監督署   
四  東京労働局  上野労働基準監督署   
100  東京労働局  三田労働基準監督署   
101  東京労傲烏  品仙労働基準監督署   
102  東京労働局  大田労働基準監督署   
TO3  東京労働局  渋谷労働基準監督署   
104  東京労働局  新宿労働基準監督署   
105  東京労働局  池袋労働基準監督署   
106  東京労働局  王子労働基準監督署   
707  東京労働局  足立労働基準監督署   
108  東京労働局  向島労働基寮監督署   
】09  東京労働局  亀戸労働基準監督署   
110  東京労働局  江戸川労働基聾監督署   
111  東京労働局  八王子労働基準監督署   
＝二  東京労働局  八王子労働基寮監督署 町田支署   
113  東京労働局  立川労働基準監督署   

114  東京労働局  青梅労働基準監督署   
115  東京労働局  三厩労1勤基準監習署   
116  東京労働局  小笠原総合事務所   
】17  神奈川労働局  横浜丙労働基準監督署   

1柑  神奈川労働局  講見労働基準監督署   
119  神奈川労働局  川崎南労働基準監督署   

120  神奈川労働局  川崎北労働基準監督署   
121  神奈川労働局  横須賀労働基準監督署   

122  神奈川労働局  横浜北労働基準監督署   
†23  神奈川労働局  平塚労働基準監督署   

124  神奈川労働烏  藤沢労勘基準監習署   
125  神奈川労働局  小田原労働基葦監督署   

126  神奈川労働局  厚木労働基準監督署   

127  神奈川労働局  相模原労働基準監督署   

】28  神奈川労働局  横浜西労働基準監督署   
129  新潟労働局  新潟労働基準監督署   
130  新潟労働局  長周労働基準監督署   
131  新潟労働局  高田労働基準監督署   
132  新潟労働局  三条労働基準監督署   
133  新潟労働局  柏崎労働基準監督署   
134  新潟労働局  新発田労働基準監督署   
135  新潟労働局  新津労働基準監督署   
136  新潟労働局  小出労働基準監督署   
137  新潟労勧局  十日町労働基準監督署   
138  新潟労働局  糸魚川労働基準監督署   
】39  新潟労働局  佐渡労働基準監督署   

No．   居名   あて先   
140  冨山労働局  l冨山労働基準監督署   
141  富山労働居  高岡労働基準監督署   
T42  富山労働局  魚津労働基準監督署   
143  富山労働局  砺波労働基準監督署   
144  石川労働局  金沢労働基苧監督署   
145  石川労働局  小松労働基準監督署   

†46  石川労働局  七尾労働基準監督署   
147  石川労働局  穴水労働基準監督署   
148  福井労働局  福井労働基準監督署   
14g  l福井労働局  致翼労働基準監督署   
150  福井労働局  武生労働基準監督署   
151  福井労働局  大野労働基準監督署   
柑2  山梨労働局  甲府労働基準監督署   
153  山梨労悔局  都留労働基準監督署   
154  1山梨労働局  鰍沢労働基準監督署   
155  山梨労働局  山梨労働基準監督署   

156  長野労働局  長野労働基準監督署   
157  長野労働局  松本労働基準監督署   
158  長野労働局  岡谷労働基準監督署   
159  長野労働局  上田労働基準監督署   
160  長野労働層  飯田労働基準監督署   
川1  長野労働局  中野労働基準監督署   

1（i3  長野労働局  伊那労働基準監督署   
164  長野労働局  大町労働基準監督署   
165  岐阜労働局  岐阜労偽基準監督署   

†66  岐阜労働局  大ま巨労働基準監督署   
167  岐阜労働局  高山労働基準監督署   
168  岐阜労働居  多治見労働基準監督署   
169  岐阜労働局  関労働基準監督署   
170  岐阜労働局  恵那労爛基準監督署   
171  岐阜労働層  岐阜八幡労働基準監督署   
172  静間労働局  浜松労働基葦監督署   
173  静岡労働局  静岡労働基準監督署   
】74  餉圃労働局  沼涛労働基準監督署   
†75  静岡労働局  三島労働基準監督署   

176  静岡労働局  富士労働基準監督署   
177  静岡労働局  磐田労働基準監督署   
178  静岡労働局  島田労働基準監督署   
179  愛知労働局  名古屋北労働基準監督署   
柑0  愛知労働局  名古屋東労働基整監督署   
181  愛知労働局  名石J蔓南労働基準監琶署，   
182  愛知労働局  豊橋労働基準監督署   
柑3  愛知労働局  名古屋西労働基準監督署   
1糾  愛知労働局  同嶋労働基準監督署   
†85  愛知労働局  岡崎労働基準監督署 西尾支署   
186  愛知労働局  一宮労働基準監督署   
187  愛知労働局  半田労働基準監督署   
188  愛知労働局  刈谷労働基準監督署   
189  愛知労働局  豊田労働基準監督署   
柑0  愛知労働局  瀬戸労働基準監督署   
四  愛知労働局  津島労働基寮監督署   
192  愛知労働局  江南労働基準監督署   
193  三重労働局  四日市労働基準監督署   

195  三重労働局  津労働基準監督署   
柑6  三重労働局  伊勢労働基準監督署   
1g7  三重労働局  伊賀労働基準監督署   
198  三重労働局  熊野労働基準監督署   
199  滋賀労働局  大湊労働基準監督署   
200  滋賀労働局  彦根労働基準監督署   
2（＝  滋賀労働局  長浜労働基準監督署   

202  滋賀労働局  東近江労働基準監督署   
203  京都労他局  京都上労働基準監督署   
204  京都労働局  京都下労働基準監督署   
205  京都労働局  京都丙労働基準監督署   
206  京都労働局  福知山労働基準監督署   
207  京都労働局  舞爵労働基準監督署   
208  京都労働局  丹後労働基準監督署   
2D9  京都労働局  園部労働基準監督署   
210  大阪労働局  大阪中央労働基準監督署   
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No．   展名   あて先   
283  愛媛労働局  新居浜労働基準監督署   
2る4  愛媛労働局  今治労働基準監督署   

285  愛媛労働局  八幡浜労働基拳監督署   
286  愛媛労働局  宇和島労働基準監督署   
287  高知労働局  高知労働基準監督署   
28∈‡  高知労働局  須崎労働基準監督署   

289  高知労働局  中村労働基準監督署   
290  高知労働局  安芸労働基準監督署   
29】  福岡労働局  福岡中央労働基準監督署   
292  福岡労働局  大牟田労働基準監督署   
2∈〉3  福岡労働局  久留米労働基準監督署   

294  福岡労働局  飯塚労働基準監督署   
295  福岡労働局  北九州西労働基準監督署   
296  福岡労働局  北九州真労働基準監督署   
297  福岡労働局  北九州東労働基準監督署 門司支署   
298  福岡労働局  田川労働基準監督署   
299  福岡労働局  直方労働基隼監督署   
300  福岡労働局  行橋労働基準監督署   
301  福岡労働局  八女労働基準監督署   
302  福岡労働局  福岡寛労働基準監督署   
303  佐賀労働局  佐賀労拗基準監督署   
304  佐賀労働局  唐津労働基準監督署   
305  佐賀労働局  武雄労働基準監督署   
306  佐賀労働局  伊万里労働量準監督署   
307  長崎労働局  長崎労働基準監督署   
308  長崎労働局  佐世保労働基準監督署   
309  長崎労働局  江迎労働基準監督署   

310  長崎労働局  島原労働基準監督署   
31T  長崎労働局  諌早労働基準監督署   
312  長崎労働局  対馬労働基準監督署   
313  熊本労働局  熊本労働基準監督署   

315  熊本労働局  玉名労働基準監督署   
3柑  熊本労働局  人言労働基準監督署   
317  熊本労働局  本渡労働基準監督署   
318  熊本労働局  菊池労働基準監督署   
319  大分労働局  大分労働基準監督署   
320  大分労働局  中津労働基寮監督署   
321  大分労働局  佐伯労働基準監督署   
322  大分労働局  日田労働基準監督署   
323  大分労働局  豊後大野労働基準監督署   
32／l  宮崎労働局  宮崎労働基準監督署   

325  宮崎労個屑  延岡労働基準監督署   
326  宮崎労働局  都城労働基準監督署   
327  宮崎労働局  日南労働基準監督署   
328  鹿児島労働局  鹿児島労働基準監督署   

329  鹿児島労働局  川内労働基準監督署   
330  鹿児島労働局  鹿屋労働基準監督署   

331  鹿児島労働局  加治木労働基準監督署   
332  鹿児島労働局  名瀬労働基準監督署   

333  沖縄労働局  那覇労働基準監督署   
334  沖縄労働局  沖縄労働基準監督署   
335  沖縄労働局  名言蔓労働基準監督署   
336  沖縄労働局  宮古労働基準監督署（沖縄）   
337  沖縄労働局  八重山労働基準監督署   

仙．   展名   あて先   
211  大阪労働局  大阪南労働基準監督署   
212  大阪労働局  天満労働基準監督署   
213  大阪労働局  大阪西労働基準監督署   
2】4  大阪労働局  西野田労働基準監督署   
215  大阪労働局  淀川労働基準監督署   
2T6  大阪労働局  東大阪労働基準監督署   
217  大阪労働局  岸和田労働基準監督署   
218  大阪労働局  堺労働基準監督署   
2柑  大阪労働局  羽曳野労磯基準監督署   
220  大阪労働局  北大阪労働基準監督署   
22l  大阪労働局  泉大濠労働基準監督署   
222  大阪労働局  茨木労働基準監督署   
223  兵庫労働局  神戸東労働基準監督署   
224  兵庫労働局  神戸西労働量拳監督署   
225  兵圧労働局  尼崎労働基峯監督署   
226  兵庫労働局  姫路労働基準監督署   
227  兵瞳労働局  伊丹労働基準監督署   
228  兵庫労働局  西宮労働基準監督署   
22≦l  兵庫労働局  加古川労働基準監督署   

23〔l  兵直労働局  西脇労働基整監督署   
231  兵庫労働局  但馬労働基準監督署   
232  兵庫労働局  相生労働基準監督署   
233  兵庫労働局  淡路労働基準監督署   
234  奈良労働局  奈良労働基準監督署   
235  奈良労働局  葛城労働基準監督署   
236  奈良労働層  桜井労働基準監督署   
237  奈良労働局  大淀労働基準監督署   
238  和歌山労働局  和歌山労拗基準監督署   

239  和歌山労働局  御坊労働基準監督署   
240  和歌山労働局  稿本労働基準監督署   

2J【1  和歌山労働局  田辺労働基準監督署   
242  和歌山労働局  新宮労働基準監督署   

243  鳥取労働局  鳥取労働基準監督署   
244  鳥取労働局  米子労働基準監督署   
245  鳥取労働局  倉吉労働基準監督署   
246  島根労働局  松江労働基準監督署   
24了  象眼労僻侶  出雲労働基準監督署   

24∈【  島根労働局  浜田労働基準監督署   

249  島根労働局  益田労働基準監督署   
250  岡山労働局  同山労働基準監督署   
25】  岡山労働局  倉敷労働基準監督署   

252  同山労働局  津山労働基準監督署   
253  岡山労働局  笠周労働基準監督署   
254  同山労働局  和気労働基準監督署   
255  岡山労働局  新見労働基準監督署   
256  広島労働局  広島中央労働基準監督署   
257  広島労働層  呉労働基準監督署   
258  広島労働局  福山労働基準監督署   
259  広島労働局  三原労働基準監督署   
260  広島労働局  尾道労働基寮監督署   
261  広島労働局  三次労働基準儲督署   
262  広島労働局  広島北労働基準監督署   
263  広島労働局  府中労働基準監督署   
264  広島労働局  廿日市労働基準監督署   
265  山口労働局  下関労働基準監督署   
266  山口労働局  宇部労働基準監督署   
267  山口労働局  徳山労働基準監督署   
268  山口労働局  下松労働基華監督署   
269  山口労働局  岩国労働基準監督署   
2了0  山口労働局  小野田労働基準監督署   
27】  山口労働局  山口労働基準監督署   
272  山口労働局  萩労働基準監督署   
273  徳島労働局  徳島労働基準監督署   
274  徳島労働局  鳴門労働基準監督署   
275  徳島労働局  池田労働基準監督署   
276  徳島労働局  阿南労働基準監督署   
277  香川労働局  高松労働基華監督署   
278  香川労働局  丸亀労働基準監督署   
279  香川労働局  坂出労働基準監督署   
280  香川労働局  観音寺労働基準監督署   
28†  香j】l労働局  衰かがわ労働基準監督署   
282  愛媛労働局  松山労働基準監督署  
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