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労働安全衛生法第88条に基づく計画届の免除認定に係る計画認定事業場管理簿

について

標記については、平成18年3月10日付け基安安発0310001号(以下「事務処理通達J)により運用

してきたところであ石が、計画認定事業場管浬簿等の掲載場所を変更することとし、事務処理通達

の別添5を別紙のとおり改め-5ので遺漏のないようにされたい。



(別紙)

労働基準行政情報システムへの登録についてお

1 登録場所について

「全国掲示板J- r労働基準局」 「安全衛生部Jー「安全課j の下層に作成された以

下のそれぞれの掲示板とする。

(1) 認定の場合(第3の1関係)

「計画局免除認定事業場管理簿」内に作成された掲示板「認定事業場」

(2) 取消しの場合(第3の2(1)関係)

「計画属免除認定事業場管理簿」内に作成された掲示板「取消事業場」

(3) 第 87条のBの届出等による自主返納の場合(第3の2(2)関係)

「計画届免除認定事業場管理簿J内に作成された掲示板「自主返納等事業場J

2 登録事項について

掲示板名

「認定事業場J 「取消事業場j 「自主返納等事業場」

0記事名 0記事名 0記事名

[認定番号J_ [事業者の氏名又 [認定番号]時[事業者の氏名又 [認定番号]ー[事業者の氏名

は名称] は名称] 又は名称]

0本文 0本文 0本文

1 事業者の氏名又は名称 l 事業者の氏名又は名称 1 事業者の氏名又は名称

2 代表者氏名 2 代表者氏名 2 代表者氏名

3 住所 3 住所 3 住所

4 事業の種類 4 事業の種類 4 事業の種類

5 事業場の名称 5 事業場の名称 5 事業場の名称

6 事業場の所在地 日 事業場の所在地 6 事業場の所在地

7 認定番号 7 認定番号 7 認定番号

8 認定年月日 8 当初の認定年月日 B 当初の認定年月日

9 有効期限 9 取消年月日 9 認定証返納年月日

10 関与した評価者の覧 10 関与した評価者の覧 10 関与した評価者の一覧

認定又は更新ごとに以下の 認定文は更新ごとに以下の 認定又は更新ごとに以下の

事項を記載すること 事項を記載すること 事項を記載すること

-①氏名、②コンサルタント登 -①氏名、②コンサルタント主主 -①氏名、②コンサノレタント登

録番号又は研修の実施者、修 録番号文は研修の実施者、修 録番号又は研修の実施者、修

了日及び修了証番号 了日及び修了証番号 了日及び修了証番号、

11 関与した監査者の一覧 11 関与した監査者の一覧 11 関与した監査者の一覧

認定文は更新ごとに以下の 認定文は更新ごとに以下の 認定又は更新ごとに以下の

事項を記載すること 事項を記載すること 事項を記載すること

-①氏名、②コンサノレタント登 -①氏名、②コンサルタント登 -①氏名、②コンサルタント登

録番号又は研修の実施者、修 録番号文は研修の実施者、修 録番号文は研修の実施者、修

Trl及び修了証番号 了日及び修了証番号 了日及び修了証番号



(別添5の見消)

労働基準行政情報システムへの登録について

1 登録場所について

「全国掲示板J- r労働基準局 1- 安全衛生部lー 「安全課|の下層に作成された以

下のそれぞれの掲示板とする。

(1) 認定の場合(第 3の 1関係)

「計画届免除認定事業場管理簿」 内に作成された掲示板「認定事業場」

(2) 取消しの場合(第3の 2(1)関係)

「計画届免除認定事業場管理簿j 内に作成された掲示板「取消事業場J
(3) 第 87条の Bの届出等による自主返納の場合(第 3の 2(2)関係)

「計画届免除認定事業場管理簿」内に作成された掲示板「自主返納等事業場」

2 登録事項について

掲示板名

「認定事業場j 「取消事業場j 「自主返納等事業場J

0記事名 0記事名 0記事名

[認定番号]ー[事業者の氏名文 [認定番号]ー[事業者の氏名文 [認定番号]ー[事業者の氏名

は名称] は名称] 文は名称]
。キ り ド O 今 P ド

C事業場骨名称j [事業場由名称ォ C事業場由名称j

0本文 0本文 0本文

1 事業者の氏名文は名称 1 事業者の氏名又は名称 1 事業者の氏名文は名称

2 代表者氏名 2 代表者氏名 2 代表者氏名

3 住所 3 住所 3 住所

4 事業の種類 4 事業の種類 4 事業の種類

5 事業場の名称 5 事業場の名称 5 事業場の名称

6 事業場の所在地 6 事業場の所在地 B 事業場の所在地

7 偲定番号 7 認定番号 I 7 認定番号

B 認定年月日 8 当初の認定年月日 8 当初の認定年月日

9 有効期限 9 取消年月日 9 認定置返納年月日

10 関与した評価者の一覧 10 関与した評価者の一覧 10 関与した評価者の一覧

認定又は更新ごとに詳揺審 認定文は更新ごとに評保孝 認定又は更新ごとに評価呑

長さ4品以下の事項を記載する 長与品以下の事項を記載する 長与~以下の事項を記載する

こと こと こと

-①氏名、②コンサノレタント登 -①氏名、②コンサノレタント登 -①氏名、②コンサルタン ト登

録番号又は研修の実施者、修 録番号文は研修の実施者、修 録番号文は研修の実施者、修

7日及び修了註番号、③認定 了日及び修了証番号、③書宮定 了日及び修了証番号、③認定

采l主更新白区分長話年』日 芙l幸真新由区会長以年』日 呆l主更新申区弁長百年』日

L英新~より該当事項が増 11 関与した監査者の一覧 11 関与した監査者の一覧

主主揚冷l幸、削除巷手l'遣罷 認定又は更新ごとに島杢事 認定又は更新ごとに盛杢拳

すEこ!E-) 手会品以下の事項を記載する 長与4L以下の事項を記載する

11 関与した監査者の一覧 こと こと

認定文は更新ごとに昼委審 -①氏名、②コンサノレタント登 -①氏名、②コンサルタント登

=-.!: 1-以下の事項を記載する 録番号文は研修の実施者、修 録番号又は研修の実施者、修

こと 了日及び修了証番号、③想定 了日及び修了置番号、 tzi惚定

-①氏名、②コンサノレタント登 来[主更新時区分長毛五年月日 采l主要新由区分呆t;:年且日

録番号文は研修の実施者、修

了日及び修了証番号、 gE認定

呆l事更新由区分嘉手年呂田

L更新~該当事項が増
品た場合~削除巷ギ~遺書E
す吾ヤ主)



(参考)

労働基準行政情報システムの「全国掲示板Jへの登載イメージ
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種別

0記事名

[認定番号]ー{事業者のEfa;又は名称]
l、全角スペース

掲載例( 度更新を受けているケース)

1 ・・産業日槻

2計画太郎

3 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2

4製造業

I 5 ・・産業側霞ヶ関工場
6 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2

7 1301-0002認定番号

8 平成 18年 4月 1日

9 平成 24年 3月 31日

10関与した評価者の一覧

(1)認定:平成 18年 4月 1日

①評価一郎(機ー00)

②評価次郎 (00協会、平成 17年O月O日、 0-0001)

(2 )更新:平成 21年 3月 31日

(2)更新ー平成 21年 3月 31日

①評価郎(機 00)

②評価三郎(土 00)
1 1関与した監査者の一覧

(1)認定ー平成 18年 4月 1日

①監査一郎(機一00)

②監査次郎 (00協会、平成 17年O月O日、 0-0001)

(2 )更新平成 21年 3月 31日

①監査一郎(機一00)
②監査次郎 (00協会、平成 17年O月O目、 0-0001)


