
受付番号 受付日 件名
先方の文書番

先方町文書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考王墨

愛労基収0331第
年少者の除染等業務の就業禁止

基監発0330第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働H27.3.31 の徹底に当たって留意すべき事項 H27.3.31 3号
について 号 基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0401第 レセプト管理支媛機器の更改に 基補発0401第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

2号 H27.4.1 
ついて 号

H27.4.1 
基準局補償課長 働基準部長

局労働基準部労災補
償課

愛労基収0402第
あいちワーク・ライフ・バランス推

愛知労働局労働
厚生労働省愛知労働

1号 H27.4.2 進協議会委員の委嘱について 27労福第10号 H27.4.1 愛知県知事
基準部長

局労働基準部労働時
（依頼） 間諜

愛労収基0407第 平成27年度第1回労働基準監督識署に 愛労総発0407 厚生労働省愛知労働
H27.4.7 長・公共職業安定所長合同会 H27.4.7 総務部長 労働基準部長2号

おける説明資料等の提出について 第1号 局労働基準部監督課

愛労基収0414第
H27.4.14 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0414
H27.4.14 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署追加通知 第3号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0414第
「受動喫煙防止対策助成金関係

基安労発0413
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.4.14 業務の運営について」の一部改 H27.4.13 基準局安全衛生

Z号
正について

第1号
昔日労働衛生課長

働基準部長 局労働基準部健康課

愛労基収0414第
「受動喫煙防止対策助成金の事務

基安労発0413
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.4.14 取扱についての質疑応答集につい H27.4.13 基準局安全衛生3号

て」の一部改正について
第2号

部労働衛生課長
働基準部長 局労働基準部健康課

「受動喫煙防止対策助成金に関する質
基安労発0413

厚生労働省労働
都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働愛労基収0414第

H27.4.14 
疑応答集について」の一部改正につい

H27.4.13 基準局安全衛生
4号 て 第3号

部労働衛生課長
働基準部長 局労働基準部健康課

愛労基収0414第 「受動喫煙防止対策助成金の申請に係 基安労発0413
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
5号

H27.4.14 る必要書類の作成要領についてJのー
第4号

H27.4.13 基準局安全衛生
働基準部長 局労働基準部健康課部改正について 昔日労働衛生課長

愛労収基0414第
H27.4.14 

「受動喫煙防止対策助成金関係業務の 基安労発第
H27.4.13 

都道府県労働局 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
6号 運営等について」の一部改正について 0413号の1 労働基準部長 働基準部長 局労働基準部健康課



受付番号 受付臼 件名
先方の文書番

先方自文書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考基

愛労基収0415第 専門的知識等を有する有期雇用労働
基政発0414第1

厚生労働省労働
都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働H27.4.15 者等に関する特別措置法の施行に係る H27.4.14 基準局労働条件1号

業務説明会議の開催について 号
政策課長

働基準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0416第
H27.4.16 

外国人労働者向け相談ダイヤル 基監発0414第1
H27.4.14 

厚生労働省労働 都道府県労働基準 厚生労働省愛知労働
1号 の実施について 号 基準局監督課長 局労働基準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0416第
平成27年度全園地方労働基準

基監発0416第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
Z号

H27:4,16 監察監督官会議の開催につい
号

H27.4.16 
基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督課

て

｜愛知労働局労働基愛労基収0417第
H27.4.17 

愛知県自殺対策推進協議会委
27障福第101号 H27.4.14 

愛知県健康福祉 厚生労働省愛知労働
1号 員の委嘱について（依穎） 部長 準部長 局労働基準部健康課

愛労基収0420第
H27.4.20 

「多様な人材活用で輝く企業応 愛労安発0416
H27.4.16 

愛知労働局職業 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 援サイト』の開設について 第4号 安定部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0423第
平成27年度介護事業場就労環

基盤発0422第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
1号 H27.4.23 境整備事業の実施に当たって留

号
H27.4.22 

基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督謀
意、すべき事項について

愛労基収0424第
H27.4.24 

名古屋市交通安全対策会議委 27市経地安第
l:i27.4.23 名古屋市長河村

労働基準部長
厚生労働省愛知労働

1号 員の委嘱について（依頼） 13号 たかし 局労働基準部安全課

平成27年6月における年金たる保険給付及び
基保発0428第1

厚生労働省労働
都道府県労働局労

厚生労働省愛知労働
愛労基収0430第

H27.4.30 
石綿による健康被害の救済に関する法律に H27.4.28 基準局労災保険 局労働基準部労災補1号 基づく特別遺族年金の受給権者の定期報告 号 働基準部長
に係る機械処理事務等について 業務課長 償課

愛労基収0430第 平成27年度における労災就労等援護 基保発0428号
厚生労働省労働

都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

2号 H27.4.30 費支給対象者の定期報告に係る機械
第2号

H27.4.28 基準局労災保険
働基準部長

局労働基準部労災補
処理事務等について 業務課長 償課

愛労基収0514第
H27.5.14 

使用者による障害者虐待に係る 名古屋東基箸
H27.5.12 

名古屋東労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 通報 発0513第2号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課



受付番号 受付目 ｛牛名
先方の文書番

先方回文書臼付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考｜長

愛労基収0515第
H27.5.15 

東海フ、ロック労働基準部長会議 三労基発0513
H27.5.13 

三重労働局労働 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 について 第1号 基準部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0522第
H27.5.22 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0522
H27.5.22 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0522第 平成27年度新規起業事業場就業環境 基監発0520第2 厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
2号 H27.5.22 整備事業の実施に当たって留意すべき

号
H27.5.20 

基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督課事項について

愛労基収0526第 平成27年度「外国人労働者問題啓発月 基監発0526第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
1号 H27.5.26 間」の実施に当たって留意すべき事項

『国
H27.5.26 

基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督課について

愛労基収0527第 労働安全衛生法第78条に規定する特 基安富十発0526
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
1号 H27.5.27 別安全衛生改善計画の運用に当たって

第1号
H27.5.26 基準局安全衛生

働基準部長 局労働基準部安全課の留意事項について 部計画課長

愛労基収0529第 労働安全衛生法の一部を改正する法律に基 基安労発0528
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.5.29 づく職場の受動喫煙防止対策の運用に当 H27.5.28 基準局安全衛生1号 たって留意すベき事項について 第1号

部労働衛生課長
働基準部長 局労働基準部健康課

愛労基収0529第
H27.5.29 

使用者による障害者虐待に係る 名古屋東基署 H27.5.27 名古屋東労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 通報 発0527第1号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0602第 平成27年度における労災特別介護施 基保発0528
厚生労働省労働

愛知労働局労働基
厚生労働省愛知労働

1号 H27.6.2 設（ケアプラザ）の入居促進強化に係る
第2号

H27.5.28 基準局労災保険
準部長

局労働基準部労災禍
対応について（依頼） 業務課長 償課

愛労基収0603第 警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁に 基監発0602第1 職厚生黛労安定働周省労派働遣畠有継期局労監働督対課策長 労働基準部長職 厚生労働省愛知労働
1号 H27.6.3 よる『不法就労等外国人対策に係る具体的施

ヲロヲ
H27.6.2 

業安定部長 局労働基準部監督課策について」の策定について 部外密人雇用対策課長

愛労基収0608第
H27.6.8 

平成27年度名古屋市交通安全 27市経地安第
H27.6.5 名古屋市交通河安村全た対か策し会m会長 愛知労働局労働 厚生労働省愛知労働

1号 対策会議の開催について 30-2号 名古屋市長 基準部長 局労働基準部安全課



受付番号 受付日 件名
先方の文書番
l星

愛労基収0609第
H27.6.9 

安全衛生業務における保有個人 基安百十発0609
1号 情報漏えい防止の徹底について 第1号

愛労基収0610第IH276101 愛知県自殺対策推進協議会委
1号 ・目員の委嘱について 27障福第471号

愛労基収0610第 lI H27 610¥ 平成27年度第2四半期・支払等 基保発0610第1
2号 ・・スケジュールについて 号

愛労基収0611第
1号

愛労基収0612第
1号

愛労基収0617第
1号

｛動き過ぎ防止のための取組に係｜基監発0611第1
H27.6.11 I I 

1る地方検察庁への説明について｜号

・・・・・・・・・kl局との恵見交換会のH27.6.12 
て

愛知労働 I 
｜愛労発総0612

開催につい｜
l第2号

tートタイム労働者派遣活躍推｜愛労均発0617
H27.6.17I I 

進企業表彰の周知について ｜第1号

z請負人及び下請負人の間での労働目
愛労基収0618第｜ ｜災害防止対策の実施者及びその経費｜基安安発0615

I H27.6.181 I 1号 I lの負担者の明確化に係るパンフレット｜第1号

愛労基収0623第
1号

愛労基収0624第
1号

愛労基収0630第
1号

の作成について

安全衛生業務における保有個人l基安計発0623
H27.6.23I I 

情報漏えい防止の徹底について｜第1号

使用者による障害者虐待に係る｜愛労総発0624
H27.6.24I I 

対応部署決定通知 ｜第1号

平成27年度夏季の電力需給対策を受｜基安労発0629
H27.6.30l1すた事務所・作業場の室内温度等の取｜

扱いについて ｜第1号

先方自文書日付！発信者 あて先 管理担当課・係 備考

厚生労働省労働
H27.6.9I基準局安全衛生都道府県労働局労厚生労働省愛知労働

部計画課長 働基準部長 局労働基準部安全課

H27.6.5I 愛部知長県健康福祉 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
準部長 局労働基準部健康課

厚生労働省労働
都道府県労長働局労

厚生労働省愛知労働
H27.6.10I基準局労災保険

働基準部
局労働基準部労災補

業務課長 償課

厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.6.111 基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部長督課

H27.6.121愛知労働局長
愛知労働局基準部 厚生労働省愛知労働
長 局労働基準部監督課

H27.6.17I愛知労働局雇用｜｜愛知労働局労働基
均等室長 準部長

厚生労労働働妻省愛知労働
局 基準部監督課

厚生労働省労働
H27.6.15I基準局安全衛生 愛知労働局労働基厚生労働省愛知労働

部安全課長 準部長 局労働基準部安全諜

労働基準局安全 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.6.23I 衛生部計画課長 働基準部長 局労働基準部安全課

H27.6目2412部愛知長労働局総務 愛知労働局労働基厚生労働省愛知監労督働課
準部長 局労働基準部

H27.6.29I基準局安全衛生 都道府県労働局労厚生労働省愛知労働
部労働衛生課長 働基準部長 局労働基準部健康謀



受付番号 受付回 件名
先方の文書番

先方町文書白骨 発信者 あて先 管理担当課司係 備考玉；！.

愛労基収0630第
「斜面崩壊による労働災害の防

基第安安発0629
厚生労働省労働

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働H27.6.30 止対策に関するガイドライン」の H27.6.29 基準局安全衛生2号
策定について

1号
部安全課長

準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0630第 f斜面の点検者に対する安全教 基安安発0629
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働H27.6.30 .H27.6.29 基準局安全衛生3号 脊実施要領jの策定について 第4号
部安全課長

働基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0701第
H27.7.1 

平成27年10月から適用される社 基監発0701第1
H27.7.1 

厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚局生労働省愛知労働
1号 内預金の下限利率について ヲ国ヲ 基準局監督課長 働基準部長 労働基準部監督課

愛労基収0701第
手すり先行工法の積極的採用に

基安安発0630
厚生労働省労働

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
H27.7.1 関するリーフレットの手交につい H27.6.30 基準局安全衛生2号

て
第1号

昔日安全課長
準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0701第 事務所における女性用トイレの 基安労発0630
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
3号 H27.7.1 

整備等の徹底について 第1号
H27.7.30 基準局安全衛生

働基準部長 局労働基準部健康課
部労働衛生課長

愛労基収0701第
「働き方改革」開「夏の生活スタイ

基政発0327第1
厚生労働省労働

愛知労働局労働基
厚生労働省愛知労働

4号 H27.7.1 ル変革jの推進状況に係る報告
号

H27.7.1 基準局労働条件
準部長

局労働基準部労働時
について 政策課長 間課

愛労基収0703第
H27.7.3 

地方労働審議会の委員等の選 愛労総発0703
H27.7.3 総務部長

労働基準部長職 厚生労働省愛知労働
1号 任及び任命について 第1号 業安定部長 局労働基準部監督課

愛労基収0706第
H27.7.6 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0706
H27.7.6 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 対応部署決定通知 第2号 部長 準部長 局労働基準部監督諜

愛労基収0713第 業務上疾病の労災補償状況翻 基補発0707第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

H27.7.13 H27.7.7 局労働基準部労災禍1号 査について ヲロヲ 基準局補償課長 働基準部長
償課

愛労基収0714第 平成27年度委託事業「陸上貰物運送事業の 基安安発0713
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
1号 H27.7.14 荷策役推作業における墜落・転落災害等防止対

第1号
H27.7.13 基準局安全衛生

働基準部長 局労働基準部安全課進事業」の実施について 部安全課長



受付番号 受付日 件名
先方の文書番

先方自文書日付 発信者 あて先 管理担当課且係 備考.a 

愛労基収0714第
H27.7.14 使用者による障害者虐待に係る 名古屋北基署

H27.7.8 
名古屋北労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働

2号 通報 発0708第3号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0715第 『医療関係質疑応答集」の送付 基補発0715第1 厚生労働省労課働長 都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

1号 H27.7.15 
について 号

H27.7.15 
基準局補 償長 働基準部長

局労働基準部労災禍
償課

愛労基収0717第
7.7.17’圃i懇聞員会聞のと開愛催知に労つ働い局てとの定例

愛労発総0717
H27.7.17 愛知労働局長

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 第1号 準部長 局労働基準部監管課

愛労基収0717第 … 開… 一愛労発総0717
H27.7.17 愛知労働局長

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 について 第2号 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0722第
H27.7.22 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0722
H27.7.22 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0731第 安全衛生業務における保有個人 基安計発0730
厚生労働省労働

都道府県労働基準 厚生労働省愛知労働
H27.7.31 H27.7.30 基準局安全衛生1号 情報漏えい防止の徹底について 第1号

部計画課長
部長 局労働基準部安全課

愛労基収0731第
H27.7.31 

今後の業務運営に係る意見聴 基監発0731第1
H27.7.31 

厚生労働省労働 都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
3号 取について 号 基準局監督課長 働基準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0803第
H27.8.3 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0731
H27.7.31 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0805第
H27.8.5 

使用者による障害者虐待に係る 名古屋北基署
H27.8.5 

名古屋北労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 通報 発0805第1号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0805第 今夏の職場における熱中症予防 基安労発0804
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
2号 H27.8.5 

対策の徹底について 第1号
H27.8.4 基準局安全衛生

働基準部長 局労働基準部健康課
部労働衛生課長



受付番号 受付日 ｛牛名
先方の文書番

先方町文書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考は喜

愛労基収0807第 建設業における交通労働災害防 基安安発0806
厚生労働省労働

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働H27.8.7 H27.8.6 基準局安全衛生1号 止対策の徹底について 第1号
部安全課長

準部長 局労働基準部安全課

労働契約法の「無期転換ルー
基監発0807第1

厚生労働省大臣官房地
都道府県労働局総務部長、 厚生労働省愛知労働愛労基収0810第 方課長、厚生労働省労働

1号 H27.8目10ル」の定着に当たって留意すベ
号

H27.8.7 条件政策課長、監督操畏
労働基準部長、職業安定部

局労働基準部監督課き事項について i也 畏

愛労基収0810第
H27.8.10 

使用者による障害者虐待に係る 名古屋北基署
H27.8.10 

名古屋北労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 通報 発0810第1号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0813第
平成27年度雇用均等行政関係

雇児総発081
厚生労働省雇用

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
H27.8.13 功労者厚生労働大臣表彰候補 H27.8.11 均等・児童家庭局1号

者の推薦について
1第1号

総務課長
働基準部長 局労働基準部賃金謀

愛労基収0813第
平成27年度委託事業「第三次産

基安安発0722
厚生労働省労働

愛知労働局労働 厚生労働省愛知労働
H27.8.13 業労働災害防止対策支援事業」 H27.7.22 基準局安全衛生2号

の実施について
第2号

部安全課長
基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0817第
H27.8.17 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0817
H27.8.17 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0824第
H27.8目24

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0824
H27.8.24 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
i号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0824第
H27.8.24 

使用者による障害者虐待に係る 名古屋西基署
H27.8.24 

名古屋西労働基 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 通報 発0824第2号 準監督署長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0826第 平成27年度「『見える』安全活動 基安安発0825
厚生労働省労働

愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
H27.8.26 H27.8.25 基準局安全衛生1号 コンクールJの実施等について 第1号

部安全課長
準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0827第
H27.8.27 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0827
H27.8.27 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 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 先方白文書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考｜官固 ． 

愛労基収0831第 荷役作業における労働災害防止対策の推進 基安安発0827
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働H27.8.31 に係る「荷役作業場所のチエツウリスト』！こっ H27.8.27 基準局安全衛生1号 いて（協力要輔） 第8号
部安全課長

働基準部長 局労働基準部安全課

愛労基収0901第
H27.9.1 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0831
H27.8.31 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
2号 対応部署決定通知 第2号 部長 準部長 局労働基準部監督課

『

愛労基収0901第
H27.9.1 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0831
H27.8.31 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
3号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督謀

平成27年度10月における年金たる保険給 厚生労働省労働 厚生労働省愛知労働
愛労基収0904第

H27.9.4 
付及び石綿による健康被害の救済に関する 基保発第090

H27.9.3 基準局労災保険
都道府県労働基準

局労働基準部労災補1号 法律に基づく特別遺族年金田受給権者の定 3第1号 部長
期報告に係る機械処理事務等について 業務課長 償課

愛労基収0904第 平成27年度第3四半期・支払等 基保発0903第Z
厚生労働省労働

都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

2号 H27.9.4 
スケジュールについて 号

H27.9.3 基準局労災保険
働基準部長

局労働基準部労災補
業務課長 償課

愛労基収0907第
H27.9.7 

使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0907
H27.9.7 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督課

愛労基収0910第
平成27年度第3四半期・支払等

基保発0909第1
厚生労働省労働

都道府県労働基準 厚生労労働働基省詩 愛知労働
1号 H27.9.10 スケジュールについて（差し替

号
H27.9.9 基準局労災保険

部長
局 準部労災補

え） 業務課長 償課

愛労基収0910第
障害者の差別禁止・合理的配慮に係る 愛労安発0908 愛知労働局職業 厚生労働省愛知労働

2号 H27.9.10 局内連携による事業主への周知につい
第6号

H27.9.8 
安定部長

労働基準部長
局労働基準部監督課て

愛労基収0911第 建設業における足場からの墜落防止措 基安安発0910
厚生労働省労働

都道府県労働局労 厚生労働省愛知労働
1号 H27.9.11 置の実施状況の把握について 第1号

H27.9.10 基準局安全衛生
働基準部長 局労働基準部安全課

部安全課長

愛労基収0911第 健康保険の給付を受けていた労働者に 基補発0911第1 厚生労働省労働 都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

2号 H27.9.11 対する労災保険給付の取扱いの徹底
号

H27.9.11 
基準局長 働基準部長

局労働基準部労災禍
について 償課



受付番号 ｜受付目 ｜件名 JL./J VJ ..X..冒町幸町
先方自文書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考固

｜国使庫用者部による障害 愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働愛1号労基収0914第lI H27.9.14 審決定通知 H27.9.11 
部長 準部長 局労働基準部監督課

営基収0914第IH27.9.141~：：忌龍三首圃系る言語蜘11 H27.9.11 
愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
部長 準部長 局労働基準部監管諜

愛労基収0914第 IH27 9.141 石綿関連文書の娯廃棄の防止 愛労発総0914
H27.9.14 愛知労働局長 労働基準部長

厚生労働省愛知労働
3号 ーについてd 第1号 局労働基準部監督諜

愛労基収0916第 IH27.916I 使用者による障害者虐待に係る 愛労総発0916
H27.9.16 

愛知労働局総務 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働
1号 ・対応部署決定通知 第1号 部長 準部長 局労働基準部監督謀

被用者年金制度目一元化等を図るための厚 基補発0916第1 厚生労働省労働基準 都道府県労働局労
厚生労働省愛知労働

愛労基収0917第 IH27.9 111 生年金保険法等の一部を政正する法律に伴 号、基保発0916 H27.9.16 島補償課長、労災保 局労働基準部労災補1号 ・ う労災年金等における事務処理の変更につ
第1 険業務課長 働基準部長

償課いて

I 1合百凪血18暑苛の山l間，睡にl問m 問臨睡時曲間事同面Iー4よる叫世 I 基安安発0917
愛1労基収0918第 H27.9.18害の復旧工事における労働災害防止対策の第2号、基安労
号 徹底について 発0917

H27.9.17 

厚生労働省労働基準
局安全衛生部安全課愛知労働局労働基厚生労働省愛知労働｜臨時＇＂＇＂＇＂＂基安労尭0917第2号、
長、労働衛生課長、化準部長 局労働基準部安全課基町田凹17蜘号
学物質対策課長

愛労収基0918第 IH27.9.181 化学物質等のリスクアセスメント 基安化発0918
H27.9.18 

厚局生安労全働衛省生労部働化基学準物I都道府県労働局労 I厚生労働省愛知労働
2号 ． 義務化に向けた取組について 第1号 質対策課長 働基準部長 局労働基準部健康課

労働災害防止に向けた取組み
愛警協発第201 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働

脅基収092引間9.241の徹底（要請）への対応につい H27.9.17 
号 準部長 局労働基準部健康課

て

愛労基収0929第 IH27.9 291 県民経済計算に使用する統計 27統第501号 H27.9.29 
愛知県民生活部 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働

1号 ー資料の提供について（依頼） 長 準部長 局労働基準部監督課

1001 H27.10.1ける全国一斉「過重労働解消相飯事fイヤル』
愛労基収 第l 「成27年度過重労働解消キャンペーンにお｜基監発1問 1I 
1号 の実施について 号

H27.10.1 I厚生労働省労働｜都道府県労働局労l厚生労働省愛知労働
基準局監督課長働基準部長 局労働基準部監督課


























