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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 備考書目付

愛労収基0927第3号 設決書の送付について 労保会収第658号 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 (27-7) 

H28.9.27 H28.9.26 
労働基準部労災補償課

愛労収基0927第4号 H28.9.27 
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条

基発0927第3号 H28.自.27厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

の規定に基づ〈適用除外について｛その72) 労働基準部安全課

愛労収基0929第1号 H2B,9.29 外国人技能実習生にかかる通報
瀬戸基署発0928

H28.9.28 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督謀

愛労収基0929第2号 H28.9.29 外国人技能実習生にかかる通報
半田基署発0929 H28.9.29 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

法務省訟行第 厚生労働省愛知労働局愛労収基0929第3号 H28.9.29 争訟事件の係属について（通知）
5059号

H28.9.27 法務省訟務局長 愛知労働局長
労働基準部労災補償課

争訟事件の係属について（通知）
法務省訟行第50 厚生労働省愛知労働局

、
愛労収基0929第4号 H28.9.29 

60号
H28.9.27 法務省訟務局長 愛知労働局長

労働基準部労災補償課

愛労収墓0930第1号 H2B.9.30 判決の確定について（通知） 民訟第614号 H28.9.26 大阪法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基田30第E号 H28.9 30 労災医療担当者ブロッヲ研修の開催について 労災発0928第3号 H28.9.28 
厚生労働省大臣官房審議

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

官（労災・賃金担当） 労働基準剖労災補償課

愛労収基1003第1号 .H2810.3 上告及び上告受理訴訟記録の到着通知につい 法務省松行第 H28.9.30 法務省訟務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

て（通知） 5123号 労働基準部労災補償課

愛労収基1003第2号 H28.10 3 平成28年度監察結果について
名北基署発0930

H28.9.30 
名古屋北労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第2号 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

愛労収基1003第3号 H28.10.3 平成28年度監察結果に対する回答について
江南署発1003第2 H28.10.3 江南労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

「今後における一般労働条件の確保・改善対策

愛労収基1日03第4号 H28.10.3 
の推進に関する基本方針について』及び「監督

基発0930第1号 H28.9.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

指導時における一般労働条件の確保・改善に係 労働基準部監督課
る措置等についてJの一部改正について

名古屋北労働基準監督署
厚生労働省愛知労働局

愛労収基1003第5号 H28.10.3 捜査関係事項照会書 H28.9.30 長司法警察原敏員裕労働基準 愛知労働局長
監督官野

労働基準部賃金援

愛労収基1003第8号 H2B.10.3 監係督る措指置導等ににおつけいる一般労働条件の確保・改善に 基発0930第1号 H28.9.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

て 労働基準部監督諜

長時間にわたる過重な労働による過労死等にに

愛労収基1003第7号 H28.10.3 係る労災請求が行われた事業場等及び若者の
基発1003第3号 H28.10.3 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
「使い捨て」が疑われる企業等に対する取組の 労働基準部監督課
強化について

愛労収基1003第8号 H2810 3 
ボこれイラにー！；及づび〈命E令カに容係器る宮畳金録規及則び且指び定背に働聞安す全る世省生令法の及一び部

基発0930第32号 H28.9.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

改正（指定外国検査櫨間関揮を陣〈．）等について 労働基準部安全課

ボこれイラにー基且づぴ〈命圧令力に容悟線る安畳全録埠及則び及指び定背に側関安す全る荷省生令法の及一び部
愛労収基1003第9号 H28.103 基発凹301車34号 H28.9.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長 厚生労働省愛知労働局

改正［指定外国検査機関関係｝について 労働基準部安全課

「今後における一般労働条件の確保・改普対策
厚生労働省労働基準局監 厚生労働省愛知労働局愛労収基1004第1号 H28.10.4 の推進に関する基本方針についてJ等の改正に 基監発09301車1号 H28.9.30 都道府県労働局長

伴う関係通達の整備について
督課長 労働基準部監督謀

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
厚生労働省愛知労働局愛労収義1004第Z号 H2B.10.4 録及び指定に関する省令に基づく指定保存交付 基発1003第1号 H28.10.3 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

機関の指定の更新等について
労働基準部安全課

愛労収基1004第3号 H2810.4 外国人技能実習生にかかる通報
名古屋北基署発 H_28.10.3 名古屋北労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1003第2号 長 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 備考書目付

岡崎労働基準監督署西尾
厚生労働省愛知労働局愛労収基1004第4号 H28.10.4 捜査関係事項照会書 H28.10.3 支署長司法警察員労働 愛知労働局長
労働基準部賃金課

基準監督官浅井俊章

愛労収基1005第1号 H28.105 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
刈谷基署発1004 H28,10.5 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基1005第2号 H28.10.5 労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 津島基署発1005
H28.10.5 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
併任発令について 第2号 労働基準部監督課

愛労収基1005第3号 H28.10.5 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
メlj谷基署発叩05

H28.10.5 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第3号 労働基準部監督課

愛労収基1006第1号 H28.10.6 平成28年度監察結果について（報告）
豊田基署発1005

H28.10.5 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1006第2号 H28.10.6 
労災レセプト電算処理システムの機械処理事務

基発1004第5号 H28.10.6 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

手引の部改正について 労働基準部労災補償課
． 

自動車運転者の労働条件改善のための通報制
愛労収基1006第3号 H28.10.6 度に基づく通報事案に関する処分結果の通知に

中運自監第164号
H28.8.30 中部運輸局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局

ついて
の3 労働基準部監督課

、一

自動車運転者由労働条件改善のための通報制
中運自監第140号 厚生労働省愛知労働局愛労収基1006第4号 H28.10.6 度に基づく通報事業に関する処分結果の通知に
の3

H28.8.31 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督課ついて

自動車基づ道〈転靖者幸の労働条件改善のための通報制 中運自監第184号 厚生労働省愛知労働局盟労収基叩06第5号 H28.10.6 度に基 〈通報事業に関する処分結果の通知に
のE

H28.9.9 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督課ついて

自動車基づ運〈転封者の労働条件改普のための通報制 厚生労働省愛知労働局愛労収基叩06第6号 H28.10.6 度に基く通報事案に関する処分結果の通知に 愛運監第241号 H28.9.15 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督謀ついて



先方の士
受付番号 受付目 件名 先方の文書番号 発信者 あて先 管理担当課・係 備考番目付

愛労収基1006第7号 H28.10.6 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
豊田基署発1006

H2810.6 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督諜

愛労収基叩07第1号 H28.10.7 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第823号 H28.1P.5 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労収基1011第1号 H28.10.11 
3. 3’ージウロロー4.4’ージアミノジフェニJレメ事ン 基安発1007第2号 H28.10.7 厚生労働省労働基準局安

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

(MOGA）による健康障害の防止対策について 全衛生部長 労働基準部健康諜

愛労収基1011第2号 H2810.11 
移動式ウレーン検査証再交付申請書の送付につ 宮古労基発1005

H28.10.5 宮古労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

いて 第1号 労働基準部安全課

愛労収基1012第1号 H28.10.12 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第825号 H28._10.5 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督楳

愛労収基1012第2号 H28.10.12 
労働基準監督機関の権限行使にかかる職員へ 名古屋北基署発

H28.10.12 名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
の併佳発令について 1012第3号 長 労働基準部監督課

愛労収碁1013第1号 H28.10.13 平成28年度監察結果についτ（報告）
岡崎基署発1012

H28.10.12 同時労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労課働局
第1号 労働基準部監督

愛労収基1013第2号 H28.10.13 平成28年度監察結果について（報告）
津島基署発1013

H28.10.13 津島労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1013第3号 H28.10.1.3 平成28年度監察結果について（報告）
豊橋基署発1013

H28.10.13 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1013第4号 H28.1013 外国人技能実習生にかかる通報
江南基署発1013

HZB.10.13 江南労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課・係 備考
書日付

愛労収基1014第1号 H28.10.14 平成28年度監察結果について（報告）
半田基署発1014 H28.10.14 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第2号 労働基準部監督課

愛労収基1014第2号 H28.1014 大臣登録性能検査機関の行政処分について 基安発1013第1号 H28.10.13 
厚生労働省労働基準局安

局長
厚生労働省愛知労働局

全衛生部長 労働基準部安全謀

愛労収基1014第3号 H28.10.14 
平成28年度第1期監察における指導事項等に 刈谷基署発・1014

H28.10.14 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

ついて（報告） 第1号 労働基準部監督謀

愛労収基1014第5号 H28.10.14 裁決書写の迭付について 労保会収第7号 H2B.10.12 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 圃 27-33.
労働基準部労災補償課

愛労収基1017第2号 H28.10.17 
ゴンドラ構造規格第45条に基づく適用除外につ

基発1017第4号 H28J0.17 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働者愛知労働局

いて 労働基準部安全課

愛労収基1017第3号 H28 10,17 平成28年度監察結果に係る改善報告について
名古屋南基署発 H28.10.17 名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1007第2号 長 労働基準部監督課

問 7四 国 ・ ・ ・ 愛知労働局長愛労収基1017第4号 H28.1D.17 ウレーン製造許可申請
厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

愛労収基1018第1号 H281018 平成28年度監察結果について（報告）
名古屋西基署発

H2.8.10.18 
名古屋酉労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1018第1号 長 労働基準部！！：：督課

愛労収義1018第2号 H28.10.18 平成2日年度監察結果について（報告｝
名古屋東基署発 H28.10.14 名古屋東労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1014第2号 長 労働基準部監督課

， 

愛労収基J°019第1号 H28.1019 健康管理手帳台帳の移管について
岐労発基1011第9 H28.10.14 岐阜労働局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部健康課



受付番号 受付目 件名

愛労収基叩20第1号 H28.10.20 
労働基準監督機関の権限行使に伴う職員の併
任発令について

愛労収基1020第2号 H28.10.20 自動車運転者の労働条件改善のための通報書

愛労収基1020第3号 H2810.20 自動車運転者の労働条件改善のための通報書

愛労収基1024第1号 H28.10 24 技能実習生に係る通報書

愛労収基1025第1号 H2810 25 
平成28年度監察結果における改善事項等につ
いて（報告）

愛労収基1025第2号 H2810.25 外国人技能実習生に係る回報

愛労収基1025第3号 H28.10 25 
労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部
改定について

愛労収基1025第4号 H28.10.25 
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及び
きゅう師施術料金算定基準の一部改定について

愛労収基1026第1号 H28.10.26 健康管理手帳台憾の移管について

愛労収基1028第1号 H2810.28 
貨物自動車運送事業の新規許可事業者に対す
る指導について（報告）

先方の文書番号
先方の文
書日付

豊橋基署発1019 H28.10.19 
第1号

半面基署発1018 H28.10.18 
第Z号

名古屋南基署発 H28.10.1自
1019第1号

豊橋基署発1024 H28.10.24 
第1号

西尾基署発1024
H28.10.24 

第z号

管名審留第1193
H28.10.21 

号

基発1025第2号 H2B.10.28 

基発1025第3号 H26.10.25 

三労発基1025第8 H28,10.25 
号

愛運監第299号の H28.10.21 
2 

発信者

， ，戸
&--

豊橋労働基準監督署長

半田労働基準監督署長

名古屋南労働基準監督署
長

豊橋労働基準監督署長

岡崎労働基準監督署西尾
支署長

名古屋入国管理局長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

三重労働局長

中部運輸局愛知運輸支局
畏

あて先 管理担当課・係 備考

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督諜

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長 厚生労働省愛知督課労働局
労働基準部監

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部健康課

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督謀



受付番号 ｜受付日 ｜件名 ｜先方の文書番号｜喜百立λ ｜発信者 ｜あて先 ｜管理担当課・係 ｜備考

摂、叫立

（軌道式、デッキ式‘
愛労収基1028第2号 IH28,10.2BIゴンドラ製造許可申請 I H28.10.28 ｜愛知労働局長

｜厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課 5段伸縮式）0.675! 

愛労収基1028第3号 IH28.10.2B Iゴンドラ製造許可申請 ｜岡山.28 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 ［軌道式、デッキ式、
1労働基準部安全課 3段伸縮式、旋回軸

fサ）0.5711
記l

労働基準行政情報システム・労災行政情報シス : 愛労収基1031第1号 IH28.10.31 Iテムに係る機械処理事務手引等の一部改訂に 基発1028第3号 HZB.10.28 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
労働基準部労災補償課

ついて

愛労収基1031第2号 IH28.10.31 I再審査請求事件の受理の通知及び関係資料の
送付方依頼について

労保会収第457号 H28.10.27 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局｜勾 141・・労働基準部労災補償課

愛労収基1031第3号 IH28.10.31 I 自動車運転者の労働条件改善のための遇措 ro~：腎箸発 H28.10.28 名古屋南労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
長 労働基準部監督諜

愛労収基1031知 号 IH28.1D.31 I自動車運転者の労働条件改善のための遇措｜諒：：：説 H28.10.31 名古屋南労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
長 労働基準部監督課

愛労収基1岬号 lH川 自動 車運 転者 の労 働条件改善のた叫鴨｜詩臨1101 H28.11.1 一宮労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督謀

愛労収基1101第2号 lI H28.11.1 WEB診断による新規起業事業所等における労働｜｜基発1101第4号 H28.11.1 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

条件・安全衛生の確保事業の実施について 労働基準部監督課

愛労収基1102糊｜問8.11.2明曹隈h~，it(ARK）への「新春の 1：~基協蜘g .1 H28.11.1 愛知労働局長
労働基準部監督課

滑百2円司

愛労収基1岬号｜問8.11.41自動車運転者の労働条件駒ための通報書陣営蜘04 H28.11.4 メlj谷労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

.. 



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の文

発信者 あて先 管理担当課・係 備考
書司｛サ

愛労収基1104第2号 H28.11.4 外国人技能実習生に係る回報
管名審留第1224

H28.11.2 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働者愛知労働局

号 労働基準部監督諜

愛労収基1107第1号 H28.11.7 上訴事件の係属について（通知）
法務省行第5748

H28.11.4 法務省訟務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部労災補償課

愛労収基1107第2号 H28117 外国人技能実習生にかかる通報
豊橋基署発1107・ H28.11.7 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基1108第1号 H28118 自動車運転者の労働条件改善のための通報番
刈替基署発1108 H28.11.8 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長 ' 

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

自動車運転者の労働条件改善のための通報制
中還自監第190号 厚生労働省愛知労働局愛労収基11凹第Z号 H28118 度に基づく通報事案に関する処分結果の通知に
の4

H28.9.30 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督課

ついて

自動に基車づ運〈転通者事の労働条件改善のための通報制 中運自監第220号 厚生労働省愛知労働局愛労収基1108第3号 H28.11.8 度 報事案に関する処分結果の通知に
の4

H28.11.1 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督諜

ついて

愛労収基1108第4号 H28.11.8 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第198の H28.10.7 中部運輸局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

ついて 3 労働基準部監督諜

愛労収基1108第5号 H28.11.B 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
刈谷基署発1108 H28.11』 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第2号 労働基準部監督課

愛労収基1109第1号 加 1.9司法処分に係るりん何について．．．． 瀬戸基署発1109 H28.11.自瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監管課

愛労収基1110第1号 H28.11.10 外国人技能実習生にかかる回報
笹名審留第1233

H28.11.7 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督諜

J
J
f
r山

uhJγ
山
河
川



受付番号 受付日 件名

愛労収基1111第1号 H2811.11 
第48回社会保険労務士鼠験の合格者受験番号
一覧表について

愛労収基1114第1号 H281114 外国人技能実習生にかかる回報

愛労収基1114第Z号 H28.11.14 外国人技能実習生にかかる回報

愛労収基1114第3号 H28.11.14 裁決書写の送付について

愛労収基1114第4号 H28.1114 裁決書写の送付について

愛労収基1)14第5号 H28.11.14 自動車運転者の労働条件改善のための通報書

愛労収基1114第6号 H281114 
支部会報”ボイラーウレーンニュース”へ年頭あ
いさつ文寄稿のお願いについて

愛労収基1115第1号 H28.11.15 捜査関係事項照会書

愛労収基1115第Z号 H28.11.15 外国人技能実習生に係る通報

愛労収基1117第1号 H28.11.17 自動車運転者の労働条件改善のための通報番

先方の文書番号

基監発1107第1号

管名審留第1245
号

管名審留第1235
号

労係会収第28号

労保会収第53号

刈谷基署発1111
第1号

津島基署発1115
第1号

津島基署発1117
第1号

先方の文
発信者 あて先書日付

H28.11.7 厚生労働省労働基準局監
都道府県労働局長

督課長

H28.11.9 名古屋入国管理局長 愛知労働局長

H28.11.自名古屋入国管理局長 愛知労働局長

H28.11.11 労働保険審査会会長 愛知労働局長

H28.11.11 労働保険審査会会長 愛知労働局長

H28.11.11 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

H28.11.14－愛知労働局長

名古屋北労働基準監督署
H28.11.14 長司法警察員労働基準 愛知労働局長

監督官野原敏裕

H28.10.18 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

H28.11.17 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

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
労働基準部労災補償課

厚生労基働省愛知労働局
労働準部労災補償課

厚生労基働省愛知労働局
労働準部監督諜

厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部賃金課

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
労働基準部監督課

備考

d 

出
話
相



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

愛労収基1117第2号 H28.11.17 裁決書写の送付について 労保会収第143号 H28.11.16 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償諜

愛労収基1117第3号 H28.1117 
個人情報保陸委員会からの検査結果通知書

基保1117第2号 H28.11.17 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

（写）の送付について 労働基準部労災補償課

愛労収基1117第4号 H28.11.17 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
刈谷基署発1117 H28.11.17 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1117第5号 H28.11.17 判決の言渡しについて（通知） 訟第1170号 H28.11.17 名古屋法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基1118第1号 H28.11.18 外国人技能実習生に係る通報
西尾基署発1117 H28.11.17 岡崎労働基準監督署西尾

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 支署長 労働基準部監督謀

愛労収碁1121第1号 H28.11.21 外国人技能実習生にかかる通報
半田基署発1118

H28.11.18 半田労働基準監督署 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1121第Z号 H28.11.21 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
刈谷基署発1118 H28.11.18 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基1121第3号 H28 11.21 
「司法警察職員捜査書類基本書式例』の一部改

基発1121第4号 H28.11.21 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

正lこついて 労働基準部監督課

愛労収基1121第4号 H28.11.21 安全衛生大会の後援について
愛ピ協第28215 

H28.11.21 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部安全課

愛労収基1122第1号 H28.11.22 外国人技能実習生にかかる通報
半田義署発1121

H28.11.22 半田労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省監愛知督労働局
, 第1号 労働基準部 課

日

ιv♂
I
f
J



今、

受付番号 受付目 ｛牛名 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
書回付

愛労収基1122第2号 H28.11 22 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
一宮基署発1121 H2自，11.21一宮労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局

第Z号 労働基準部監督謀

愛労収基1125第1号 H28.11.25 外国人技能実習生にかかる通報
津島基署発1124 H28.11.24 ；章島労働基準監督署長a 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督謀

愛労収基1128第1号 H28.11.28 裁決書写の送付について 労保会収第83号 H28.11.25 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局再審査請求人
労働基準都労災補償課

愛労収基1128第2号 H28.11.28 
労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 豊橋基署発1128 H2.B.11.28 豊橋労働基準監督署長 ー愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 第1号 労働基準部監督謀

愛労収基1128第3号 H28.11.28 裁決書の送付について
労保会収第94号 H2B.11.25 労働保険審査会会長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局 (27-63)(27【 64)
労保会収第162号 労働基準部労災補償課

愛労収基1128第4号 H28.11.26 裁決書の送付について 労保会収第48号 H28.11.25 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚労生働労働省愛知労働局 (27-34) 
基準部労災補償課

愛労収基1128第5号 H28.11.28 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
豊田基署発1125 HW.11.25 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基11"28第6号 H28.11.2日外国人技能実習生にかかる通報
管名審留第1292 H28.11.24 名古屋入国管理局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労収基1128第7号 H28.11 28 外国人技能実習生にかかる通報
官名審留第1289 H28.11.24 名古屋入国管理局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労収基1128第8号 H28.11.28 外国人技能実習生にかかる通報
管告審留第1277 H28.11.21 名古屋入国管理局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部le督課

．
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受付番号 先方の文書番号 1：：：文｜発信者 あて先 管理担当課・係受付日 ｜件名

愛労収基1129第1号 IH28.11.29 I裁決書写の送付について 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 12664 
労働基準部労災補償課

労保会収第635号｜田8.11.251労働保険審査会会長

愛労収基1129第2号｜限28.11.29j 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督諜

H四11.291瀬戸労働基準監督署長

H28.11.25 知労働局長愛労収基11時 3号， H28.11.291~r29年度産業保健制査研究について（お願 ｜雪知産保発第54

I I 厚生労働省愛知労働局
労働基準部健康謀

愛労収基1129第4号 jH28.11.29I労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 岡崎基署発1129
H28.1_1.29 岡崎労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛督知課労働局

併任発令について（依頼） 第1号 労働基準部監

愛労収基1130第1号 IH28.11.30I労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 豊橋基署発1130 H28.11.30 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 第2号 労働基準部監督課

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚
厚生労働省愛知労働局

愛労収基1201第1号 IH28.12.1I生労働大臣が定める性能等の一部を改正する 基発1130第12号 H28.11.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
告示の適用等について 労働基準部健康課

愛労収基1201第Z号 IH28.12.1I労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 名古屋北基署発 H28.12.1 名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
併任発令について（依頼） 1201第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基1201第3号 IH28.12.1 I労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 名古屋東基署発 H28.12.1 名古屋東労働基準監督署
愛知労働局長 厚生労働省愛知労謀働局

併任発令について（依頼） 1201第Z号 長 労働基準部監督

愛労収基1201第4号｜ H2B.12.1 I労：i働2安5全2衛f生z法z施z行z帝zの器部哲を皆改2正2す思る政令宇基発11崎 4号 I H四叫厚生労働省労働基準局長｜都道府県労働局長 ｜厚生労働省愛知労働局
労働基準部健廉課

て

愛労収基1201第5号｜ H28.12.1j自動車運転者の労働条件改善のための通報書 豊橋基署発1130 J 1. ,I ｜豊橋労働基準監督署長 ｜労厚生働労働省愛知督労働局
第1号 基準部監課
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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

愛労収基1201第8号 H28.12.1 外国人技能実習生にかかる回報
官名審留第1300

H28.11.28 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督課

愛労収基1201第7号 H28.12.1 外国人技能実習生に係る通報
名古屋東基署発 H28.12.1 名古屋東労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1201第3号 長 労働基準部監督課

愛労収基1202第1号 H28.12.2 外国人技能実習生にかかる回報
管名審留第1307 H28.11.2自名古屋入国管理局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労収基1202第Z号 H28.12.2 外国人技能実習生にかかる回報
管名審留第1308 H28.11.30 名古屋入国管理局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労収基1202第3号 H28.12.2 いわゆる労災かくし事案の報告について
岡崎基署発発12

H28.12.1 岡崎労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

01第1号 労働基準部監督課

愛労収基1202第4号 H28.12 2 外国人技能実習生に係る通報
津島基署発1202

H2812.2 津島労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1202第5号 H28.12.2 外国人技能実習生に係る通報
津島基署発1202 H28.12.2 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第2号 労働基準部監督課

江南基署発1205
愛労収基1205第1号 H2B.12.5 自動車運転者の労働条件改善のための通報番 H2B.12.5 江南労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基1205第2号 H2B.12.5 自動車運伝者の労働条件改善のための通報書
名古屋酋基署発 H2自.12.5名古屋西労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1205第2号 長 労働基準部監督課

愛労収基1206第1号 H28;12.6 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
半田基署発1206 H2B.12.6 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督諜
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受付番号 受付日 ｛牛名 先方の文書番号 書先方目付の文 発信者 あて先 管理担当課・係 備考

愛労収基1206第Z号 H2B.12.6 付労働につ者い災て害補償保険審査参与指名等辞令の送 基発1202第2号 H28.12.2 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基12田第3号 H28.12.6 オJレトートJレイジンに係る健康診断の実施につ
基安発1205第1号 H.28.12.5 厚生労働省労働基準局安

都道府県労働局長 厚生労働省愛知労働局
いて 全衛生部長 労働基準部健康課

管名審留第1319 厚生労働部省愛知労働局愛労収基1207第1号 H28.12.7 外国人技能実習生に係る回報 H28.12.2 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
号 労働基準 監督課

愛労収基1208第1号 H28.12.8 
第羽田政・労・使懇

県連要請16-05 H28.12.7~知労働局長 厚生労働省愛知労働局
' E 』への員 の川について 労働基準部監督課

愛労収基1208第4号 H28.12.8 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
豊田基署発1207

H28.12.7 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基1208第5号 H28.12.8 機械等の安全確保について（通報） 京労発基1207第2
H28.12.7 京都労働局長 関係労働局長 厚生労働省愛知労働局

号の2 労働基準部安全課

愛労収基1208第6号 H2812.8 自動車運転者の労働条件改普のための通報書 名古08屋第東基署発 H28.12.8 名古屋東労働基準監督署
愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局

12 2号 長 労働基準部監督課

愛労収基1209第1号 H2812.9 指定外国検査機関の指定について 基安発1202第2号 H28,12.2 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長 厚生労働省愛知労働局

全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基1212第2号 H28.1212 裁決書写の送付について 労保会収第170号 H28.12.9 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

町、

愛労収基1212第3号 H2812.12 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第1309
H28.12.1 名古屋入国管理局長 愛知労働局 厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号 書先方日付の士 発信者 あて先 管理担当課・係 備考

愛労収基1212第4号 H281212 外国人技能実晋生にかかる通報
一宮基署発1212 H28.12.12 一宮労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基1213第1号 H28_.12.13 「司法警察職員捜査書類基本書式例」の一部改
基発1213第1号 H28.12.13 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
正について 労働基準部監督謀

平成28年度安全衛生優良識長厚生労働大臣顕
厚生労働省愛知労働局愛労収基1213第2号 H28.12.13 彰の受賞者の決定及び表彰式典の実施につい 基発1209第5号 H28.12.9 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長
労働基準部安全課

て

愛労収基1214第1号 H28.12.14 外国人技能実習生に係る回報
管名審留第1348

H28.12.9 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督課

管名審留第1349 厚生労働省愛知労働局愛労収基1214第2号 H28.12.14 外国人技能実習生に係る回報
号

H2B.12.9 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
労働基準部監督課

愛労収基1214第3号 H28.12.14 
変異原性が認められた化学物質の取扱いにつ

基発1209第8号 H28.12.9 都道府県労働局長
厚生労働省労働基準局 厚生労働省愛知労働局

いて 長 労働基準部健康課

愛労収基1214第4号 H28.12.14 外国人技能実習生に係る通報
豊田基署発1214

H28.12.14 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督隷

愛労収基1215第1号 H28.12.15 労働基準につ監い督て機（関依の暫権限行使に伴う職員の併 岐労発総1213第6
H日.12.13岐車労働局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
任発令 頼） 号 労働基準部監督謀

、

愛労収基1215第2号 H2812.15 
労働基準監督機関の権限行使に伴う職員の併 豊橋基署発1215

H28.12.15 豊橋労働基準監督署長 霊知労働局長
厚生労働省愛知労働局

任発令について 第1号 労働基準部監督課

愛労収基1215第3号 H28.12.15 送致（付）記録の頁散の記入について（依頼）
名地公安第1092 H2B.12.12 名古屋地方検察庁検事正

愛知労働局長木暮康ニ 厚生労働省愛知労働局
1号 小島吉晴 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

愛労収基1215第4号 H28.1215 建設労に基働づ者くの通労報働に条つ件い確て保（通の知た）めの栂互通報
28建不第523-3 H28.12.14 愛知県知事 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局

制度 号 労働基準部監督課

愛労収基1216第1号 H28.12.16 裁決書写の送付について 労保会収第174号 H2B.12.14 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

電離放射線障害の業務上外に関する検討会報
厚生労働省愛知労働局

愛労収基1216第2号 H2812.16 
告書「甲状腺がんと放射線被ばくに関する医学 労災第1216第1号 H28.12.16 厚生労働省大臣官房審議 各都道府県労働局長
的知見について」とこれを踏まえた労災補償の考 宮（労災、賃金担当） 労働基準都労災補償課

え方

愛労収基1216第3号 H28.1216 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋西基署発 H28.12.16 名古屋酋労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

1216第2号 長 労働基準部監督課

愛労収基1216第4号 H28.12.16 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋西基署発 H28.12.16 名古屋酉労働基準監督署 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
1216第3号 長 労働基準部監督諜

愛労収基1216第5号 H28.12.16 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
豊田基署発1216 H28.12.16 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督諜

愛労収基1219第1号 H28.12.19 外国人技能実習生に係る回報
管名審留第13回

H28.12.13 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督課

愛労収基1220第Z号 H28.12.20 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
津島基署発1220

HZB.12.20 津島労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

第12次労働災に害おけ防る止労計働画災の害最防終止年対度策にの向推け進た 厚生労働省労働基準局安 厚生労働省愛知労働局
愛労収基1220第3号 H28.12 20 第三次産業 基安発1219第1号 H28.12.19 都道府県労働局長

について
全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基1221第1号 H2812.21 
平成28年度労働基準監督官教養研修の実施に 名地企発第188 H28.12.20 名古屋地方検察庁検事正 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
ついて 号 労働基準部監督課



先方の文受付番号 受付日 件名 先方の文書番号 ヨ駐日付 発信者 あて先 管理担当課係 備考

芳香族アミン取扱事業場で発生した勝股がんの

愛労収基1221第2号 H28.12.21 
業務上外に関する検討会報告書「蹄脱がんとオ

労災発1221第2号 H28.12.21 厚生労働省大臣官房審議
各都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
ルトートルイジンのば〈露に関する医学的知見』 官（労災・賃金担当） 労働基準部労災補償諜
及びこれを踏まえた労災補償の考え方について

豊田基署発1221 厚生労働省愛知労働局愛労収基1221第3号 H28.12.21 外国人技能実習生に係る通報
第1号

H28.12.21 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長
労働基準部監督謀

愛労収基1222第1号 H2812.22 外国人技能実習生に係る通報
i11谷基署発1222

H2B.12.22 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督諜

愛労収基1226第1号 H28.12.26 外間人技能実習生に係る回報 管名審留第1382
H28.12.21 名古屋入国管理局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部監督課
i、

愛労収基1226第2号 H2812.26 裁決書写の送付について 労保会収第202号 H28.12.21 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
27-71-労働基準部労災補償課

愛労収基1226第3号 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防
基発1226第1号 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局H28.12.26 

止対策に係るガイFラインの策定について
H28.12.26 

労働基準部安全課

愛労収基1226第4号 H2812.26 自動車運転者の労働条件改善のための通報 愛還監第359号の
2 

H28.11.25 中部運輸局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準剖監督諜

愛労収基1226第5号 H28.12.26 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第237号
ついて の3

H28.11.7 中部運輸局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督諜

愛労収基1226第6号 H28.12 26 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 愛運監第334号の
H28.11.8 中部運輸局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局

ついて 2 労働基準部監督課

愛労収基1226第7号 H2812.26 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第232号 H28.11.9 中部運輸局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
ついて の4 労働基準部監督課 ' 



先方の文受付番号 受付目 件名 先方の文書番号 発信者 あて先 管理担当課・係 備考
書日付

愛労収基1226第B号 H28.12.26 
自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第242号 H28.11.14 中部運輸局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
ついて の4 労働基準部監督課

愛労収基1226第8号 H28.1226 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 愛運監第383号の
H28.12.16 中部運輸局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
ついて 2 労働基準部監督課

愛労収基1227第1号 H28.12.27 リスタ評価結果に基づく労働者の健康障害防止
基安発1220第1号 H28.12.20 厚生労働省労働基準局安

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

対策の徹底について 全衛生部長 労働基準部健康課

愛労収基1227第2号 H28.12.27 有害物ぱ〈露作業報告制度の周知徹底について 基安発1222第2号 H28.12.22 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
全衛生部長 労働基準部健康課

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき
厚生労働省愛知労働局愛労収基1227第3号 H28.12.27 厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する 基発1222第1号 H28.12.22 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

件の適用について 労働基準部健康課

愛労収基1227第5号 H2812.27 外国人技能実習生に係る通報 名古屋南基署発 H28.12.26 名古屋南労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
1226第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基1228第1号 H28.12.28 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋南基署発

H28.12.28 名古屋南労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
1228第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基1228第Z号 H28.12.28 
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正

基発1228第1号 H28.12.28 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

する省令の施行について 労働基準部労災補償課

H29.1.4 刈谷基署発1228 厚生労働省愛知労働局愛労収基0104第1号 外国人技能実習生に係る通報
第2号

H28.12.28 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
労働基準部監督謀

愛労収基0104第2号 H29.1.4 司法処分に係るりん伺について（不処分） 半第1田号基署発0104 H291.4 半国労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

出
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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 備考書目付

愛労収基0104第3号 H29.1.4 外国人技能実習生にかかる通報
瀬戸基署発0104 H29.1.4 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛監知労働局
第1号 労働基準部 督課

愛労収基0105第1号 H291.5 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
半田基署発0105

H29.1.5 半田労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基0106第1号 H29.1.6 労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 豊橋基署発0106 H29.1.6 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 第1号 労働基準部監督諜

、～

愛労収基日106第2号 H29.1.6 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
豊橋基署発0106

H29.1.6 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第3号 労働基準部監督課

愛労収基0106第3号 ”29.1 6 
労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 名古屋西基署発 H29.1.6 名古屋西労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 0106第1号 長 労働基準部監督諜

' ． 
外国人技能実習生共同受入事業を実施する監

愛中央発第180 厚生労働省愛知労働局愛労収基0106第4号 H29.1.6 理団体へのコンブライアンスセミナーに係る購師
(3）号

H29.1.5 愛知労働局長
労働基準部監督謀について（依頼）

愛労収基0110第1号 H29.1.10 労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 津島基署発0110
H29.1.10 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
併佳発令について（依頼） 第1号 労働基準部監督課

愛労収基0110第2号 H29.1.10 労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 江南基署発第 H291.1D 江南労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 日110号の1 労働基準部監督課

愛労収基0110第3号 H29.1.10 労働基準監督機関の権限行使に係る職員の併 瀬戸基署発0110
H29.1.10 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
任発令について（依頼） 第1号 労働基準部監督課

愛労収基0110第4号 H29.1.10 外国人技能実習生にかかる通報
名東基署発0106

H29.1.6 名古屋東労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 長 労働基準部監督課



先方の文
受付番号 受付目 件名 先方の文書番号 書目付 発信者 あて先 管理担当課・係 備考

愛労収基0110第5号 H29.1.10 外面人技能実習生にかかる速報
半田基署発0106

H29.1.6 半田労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

' 
愛労収基0110第日号 H29.1.10 外国人技能実習生にがかる回報

管名審留第1400
H28.12.28 名古屋入国管理局長 愛知労働局長 厚生基労働準省愛知督労課働局

号 労働 部監

愛労収基0111第1号 H29111 外国人技能実習生に係る通報
岡崎基署発0110 H29.1.11 岡崎労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督謀

愛労収基0111第2号 H29.1.11 欠陥機械の通報について
高労発基0111第7 H29.1.11 高知労働局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部安全課

自動車運転者の労働条件改善のための通報に
半田基署発0112 厚生労働省愛知労働局愛労収基0112第1号 H29.1.12 基づく措置結果について（回報）
第3号

H29.1.12 半田労働基準監督署長 愛知労働局長
労働基準部監督諜

愛労収基01¥2第Z号 H29.1.12 
防爆構造電気機械器具！こ係る型式検定の新規

基安発0106第3号 H29.1.6 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
検定における申請の手続きについて 全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0112第3号 H29.1.12 
「危険物乾燥設備における煉発災害の肪止につ

基発0112第4号 H29.1.12 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

いて』の→部改正について 労働基準部安全課

愛労収基0116第1号 H29.1.16 
労働基準監督機関の権限行使に伴う職員の併 広労発総0113第2

H29.1.13 広島労働局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

任発令につドて 号 労働基準部監督諜

愛労収基0116第2号 H29.1.16 「港のみを航行する船舶Jの認定について
中運安員第522号

H29.1.10 中部運輸局長 愛知労働局長
厚生労働者愛知労働局

の2 労働基準部監督蝶

愛労収基0116第3号 H29.1.16 重点対象別行政効果等の把握について
半田基署発0113 H29.1.13 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第3号 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
書目付

愛労収基0117第1号 H29.1.17 外国人技能実習生に係る回報 官名審留第26号 H29.1.12 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

‘’ 

愛労収基0118第1号 H29.1.18 重点対象別行政効果把握表の送付について
名北基署発0116 H29.1.16 

名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第10号 長 労働基準部監督課

愛労収基0118第2号： H29.1.18 重点対象別行政効果担握衰の報告について
江南署発0117第2 H29.1.17 江南労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部監督課

愛労収基0118第3号 H29.1.18 指定外国検査機関の指定について 基安発0117号1号 H29.1.17 厚生労働省労働基準局安
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0119第1号 H29119 重点対象骨l行政効果等の把握について
岡崎基署発0118 H29.1.18 岡崎労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基0119第2号 H29.1.19 
移動式？レーン検査証再交付申請書の送付につ 新潟基署発0112 H29.1.12 新潟労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
いて 第Z号 労働基準部安全課

自動に基車づ運く転五者の労働条件改善のための通報制 中運自監第305号 厚生労働省愛知労働局
愛労収基0119第3号 H29.1.19 度 通報事案に関Tる処分結果の通知に

の4 ""・'-' 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督課

ついて

愛労収基0120第1号 H29.1.20 再送審付査方依請求頼事につ件いのて受理の通知及び関係資料の 労保会収第572号 H29.1.18 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

28斗．． 労働基準部労災補償課

違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場

愛労収基0123第1号 H29.1.23 で認労め働ら局れ長た等企に業よのる経指営導トップに対する都道府 基発0120第1号 H29.1.20 都道府県労働局長
厚生労働省労働基準局 厚生労働省愛知労働局

公県 田実施及び企業名目 長 労働基準部監督課
表について

愛労収基0123第2号 , H29.1.23 労働時間の適Eな把握のために使用者が講ず
基発0120第3号 H29.1.20 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
ベき措置に関するガイドラインについて 労働基準部監督課

民J司



受付番号 妥付日 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

違で認法めな長られ時た間企労業働のや経過営労ト死ッ等プが複数の事業場
愛労収基0123第3号 H29.1.23 

に対する都道府
基監発0120第1号

厚生労働省労働基準局監
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局

県労働当局た長っ等てに留よ意るす指べ導きの事実項施l及び企業名の
H29.1.20 

督課長 労働基準部監督課

公表に こついて

愛労収基0123第4号 H29.1.23 司法処分に係るりん伺について
瀬戸基署発0120 H29.1.20 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基0123第5号 H291 23 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第42号 H29.1.18 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労収基0123第6号 H291.23 
平成28年度中央労災補償業務監察実施結果に

基発0120第4号 H29.1.20 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

ついて 労働基準部労災補償課

愛労収基0124第1号 H29.1 24 重点対象別行政効果等の把握について（報告）
津島基署発0123 H29.1.23 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

違た企法業な畏の時経間営労トッ働プやに過対骨す死る等a・が掴複樽触のの英事雄業E塙Uで企臨業め名らのれ
愛労収基0124第2号 H29.1.24 基盤発012日第2号 H29.1.20 

厚生労働省労働基準局監
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局

公いて表園に意当すたべり今き後事の項過に骨ついEてa与の労担楕求事案の対応にお 督課長 労働基準部監督課

愛労収基0124第3号 H29.1.24 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋北基署発 H291.23 

名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
0123第1号 長 労働基準部長督謀

愛労収基0125第1号 H29.1.25 外国人技能実習生に係る回報 管告審留第50号 H29.1.19 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

第力三者行為災害における第二当事者等が無資 厚生労働省愛知労働局
愛労収基0126第1号 H29.1 26 又はこれに近い者である場合の求償に係る事 基発0126第1号 H29.1.26 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

務処理の見直しについて
労働基準部労災補償課

愛労収基0126第2号 H29.1.26 外国人技能実習生に係る通報
名古屋北基署発 H29.1.26 名古屋北労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0126第4号 長 労働基準部監督課



先方の文 ぁt先 管理担当課・係 備考受付番号 受付日 件名 先方の文書番号 書日付 発信者

愛労収基0130第1号 H29.1.30 裁決書写の送付について 労保会収第485号 H29.1.27 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚生一知縮幽・・労働基準部労災

愛労収基0130第2号 H29.1.30 
裁決書写の送付について

労保会収第466号 H29.1.27 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基0130第3号 H29.1.30 外国人技能実習生に係る通報
名古屋東基署発

H29.1.30 
名古屋東労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0130第B号 長 労働基準部監督課

愛労収基0131第1号 H29.1.31 
平成28年度中央労働基準監察結果の概要につ

基発0131第4号 H29.1.3t 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長 厚生労働準部省愛知労働局
いて 労働基 監督課

愛労収基0131第Z号 H29.1.31 裁決書写の送付について 労保会収第179号 H29.1.30 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基0131第3号 H291 31 自動車運転者の労働条件改善のための通報書 名古屋北基署発 H29.1.31 名古屋北労働基準監督署
愛知野働局長

厚生労｛勘省愛知労働局
（回報） 0131第Z号 長 労働基準部監督課

愛労収基0131第4号 H29.1.31 自動車運転者の労働条件改善のための通報番
刈谷基署発0131

H29.1.31 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

平成29年度労働基準監督官採用鼠験に係る積
厚生労働省愛知労働局

愛労収基0201第1号 H29 2.1 極的な受験勧奨・広報の実施について 基発0201第1号 H29.2.1 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
労働基準部監督課

愛労収基0201第2号 H29.21 
旅客自動車運送事業の新規許可事業者に対す 愛運輸2299-4愛

H29.1.27 中部運輸局愛知運輸支局
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
る指導講習会の講師依頼について 運監473-4 長 労働基準部監督課

愛労収基0201第3号 H29.2.1 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
江南基署発0201 H29.2.1 江南労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

J
1
1
日日日～



受付番号 ｜受付日 ｜件名 ｜先方の文書番号｜先制文
書日付 発信者 あて先 管理担当課・係 ｜備考

愛労収基0201第4号｜ H29.2.1 I粉じん対策指導委員の任命について ！基発0201第15号 H29.2.1 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準部健康課

愛労収基0202第1号 iH29.2.2r自動車運転者の労働条件改善のための通報書 一宮基箸発0202
H29.2.2 一宮労働基準監官署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基0202第2号｜ 間 2.21愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申措置 H29.2.2 l霊知労働局長 厚生労働省愛知労働局 『力ボ向イよラ教ー育取並像作びに祭ボ主イ任ラ者ー能思

労働基準部安全課 録檎業習務会従事者安全衛生教育J

愛労収基0202第3号｜ H29.2.2I愛知労働局後援・協賛等名麓使用許可申請書 愛知労働局長 ｜厚生労働省愛知労働局 平成29年度愛知ポイ
労働基準部安全課 ラ一大会 .. .. 

愛労収基0203第1号｜ H29.2.31いわゆる労災かくし事案の報告について ｜名古屋北基発 叫名古屋北労働基準監督署

:;: 
愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局

0203第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0203第2号｜ H29.2.3I外国人技能実習生にかかる回報 ｜管名審留第81号 IH即 .aal名古屋入国管理局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督謀

認

愛労収基0206第1号 iH29.2.6I外国人技能実習生にかかる回報 ｜管名審留第BB号 ｜ 脚1.311名古屋入国管理局長 ｜愛知労働局長
叶

労働基準部監督諜

愛労収基02田第2号｜ H29.2.6I外国人技能実習生に係る回報 ｜管名審留第四号 lH四1.311名古屋入国管理局長 ｜愛知労働局長 ｜厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督楳

愛労収基0206第3号｜ H29.2.6／裁決書写の送付について ｜労保会収第四号 H29.2.3 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局｜
労働基準部労災補償課 明

愛労収基0206第4号｜ H29.2.6I外国人技能実習生に係る通報 ｜刈谷基署発020日
第3号

厚生労働省愛知労働局H29.2.6 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
労働基準部監督謀



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 備考番目付

愛労収基0207第1号 H29 2 7 
労働保険再審査請求がされたことの通知及び関

労保会収第1号 H29.2.6 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

(29ー1)係資料の送付依頼について 労働基準部労災補償課

愛労収基0207第2号 H29.2.7 技能実習生に係る遜報
名古屋南基署発 H29.2.7 名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0207第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0207第3号 H29 2.7 外国人技能実習生に係る通報 名古屋北基署発 H29.2.7 名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長 厚生労基働省愛知労働局

0207第1号 長 I 労働準部監督課

愛労収基0208第1号 H29.2.B 械の通報について 富労発基02凹第z
H29.2.8 富山労働局長 告労働局長 厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部安全課

愛労収基0208第2号 H29.2 B 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第107号 H29.2.2 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労収基0209第1号 H29.2.9 判決の言渡しについて（通知） 訟第143号 H29.2.9 名古屋法務局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基0209第2号 H29.2.9 
労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 豊橋基署発0209

H29.2.9 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局
併任発令について（依頼） 第3号 労働基準部監督課

愛労収基0210第1号 H29.2.10 
労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 名古屋東基署発 H29.2.10 名古屋東労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

併任発令について（依頼） 0210第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0210第2号 H29.2.10 自動車運転者の労働条件改善のための通報書 名古屋北基署発
H29.2.10 名古屋北労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

（回報） 0210第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0210第3号 H29.210 貨物自動車運送事業の新規許可事業者に対す 愛運輸2375の3
H29.2.9 中部運輸局愛知運輸支局

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

る指導講習会の講師依頼について 愛運監495の3 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 先方の文｜発信者
書B付 ｜あて先 ｜管理担当課・係 ｜備考

愛労収基02叩第4号 IH29.2.10i上訴事件の係属について（通知）
法務省総行第74

H29.2.9 法務省法務局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知労補働償局
7号 労働基準部労災 課 切

愛労収基0210第5号｜ H29.2.10I労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 半田基署発0209
半回労働基準監督署長 愛知労働局長 厚生労働省愛知督労課働局

第1号
H29.2.9 

労働基準部監併任発令について（依頼）

愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書 移動式クにレ対ーすンる運安転全業衛務生
知労働局長

厚生労働省愛知労働局 世事者愛労収基0213第10号｜ H29.2.13I （移動式ウレーン運転業務従事者に対する安全
労働基準部安全課 教育平成田年6月実施

衛生教育） 分

愛知労働局後援協賛等名義使 ｜ ｜移動式クレーン軍転業務
愛知労働局長 厚生労働省愛知労働局世教事育者に対する宮全衛生愛労収基0213第11号｜ H29.2.13I （移動式ウレーン運転業務従事者に対する安全

労働基準部安全課 平成田年61'1実施
衛生教育） 分

愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
厚生労働省愛知労働局 移提教動事育者式平クに成レ対ー田すン年る運6安月転全実着開陸施輯生

愛労収基0213第12号｜ H29.2.13I （ウレーン運転業務従事者に対する安全衛生教 H29.2.1 
労働基準部安全課育） 分

愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
知労働局長

厚生労働省愛知労働局 移従数蜘事宵者式平クに成レ対ー四すン年る運8安月転全実業衛施輯生愛労収基0213第13号lH2M.13I （ウレーン運転業務従事者に対する安全衛生教
労働基準卸安全課育） 分

第4
・＝司

愛労収基0213第14号l H29.2.13I愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
（移動式ヲレージ安全運転競技大会）

愛労収基位13第1号 IH29.2.1al労働基準監督機関の権限行使にかかる職員の 刈谷基署発0210
H29.2.10 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課併任発令について（依頼）

' 

愛労収基0213第2号 l H29.2.13I労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づく計 基安発0209第4号 H29.2.9 厚生労働省労働基準局安
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
函届の審査について 全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0213第3号 1H29.2.13I労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づく計 基安発0209第9号 H29.2.9 厚全生衛労働省労働基準局安 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

画屈の審査について 生部長 労働基準部安全課

I 
I 

司．

L、



受付番号 受付日 ｜件名 先方の文書番号 1:!:"I発信者 あて先

愛労収基021明号 IH山崎野手業務の運営に当たって留意すべき事項｜基発021場 1号 I H29.2.131厚生労働省労働基準局長｜都道府県労働局長

愛労収基0213第5号

愛労収基0213第6号

愛労収基0213第7号

愛労収基0213第8号

愛労収基0213第9号

H29.2.131裁決書写の送付について

H29.2.13I争訟事件の係属について（通知）

H29.2.13I愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
（東海ウレーン安全大会）

H29.2.13I愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
｛玉掛け業務従事者に対する安全衛生教育）

H29.2.131愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書
＇＿（玉掛け業務従事者に対する安全衛生教育）

労保会収第672号

法務省訟行第75
7号

H29之101労働保険審査会会長

間，.，.，1法務省訟務局長

H29.2.1 

愛知労働局長

愛知労働局長

知労働局長

愛労収基0214第1号 H29.2.14I自動車運転者の労働条件改善のための通報書白星腎署発。｜田山Ii古屋南労働基準監督署｜愛知労働局長

愛労収基0214第2号｜ H29.2.14I技能実習生に係る通報 刈苔基署発0214
第1号 国9.2.141刈谷労働基準監督署長 ｜愛知労働局長

愛労収基0214第3号 lH29.2.14I自動車運転者側鵬件改善のための通報書 1：腎融0214 I叫 1仲田労働基準監督署長 ｜愛知労働時

愛労収基0214第4号 IH29.2.14I外国人技能実習生に係る通報 江南基署発0214
第1号 H29.2.14I江南労働基準監督署長 ｜愛知労働局長

管理担当課・係 ｜備考

説
厚生労働省愛知労働局 l
労働基準部監督課

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 1
労働基準都労災補償課

厚生労働省愛知労働局！東海ウレーン安全大｜
労働基準部安全課 会

対する安全衛生教育
労働基準部安全課 平成29年日月実施分

厚生一知労働局｜玉掛け業務偶者に｜
労働基準部安全課 対する安全衛生教育

平成30年2月実施分

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
労働基準部監督謀

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

愛労収基0215第1号 H29.2.15 欠陥機械（撹搾播潰機）の通報についで
東労発基0215第1

H29.2.15 東京労働局長 関係労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部安全課

愛労収基0215第2号 H29.215 司法処分に係るりん伺について
豊田基署発0215 H29.2.15 豊田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基0210第3号 H29.2.15 外国人技能実習生に係る通報
豊橋基署発0215

H29.2.15 豊橋労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 労働基準部監督課

愛労収基0216第1号 H29.2.16 安全衛生業務の推進について 基安発0215第1号 H29.2.15 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
全衛生部長 労働基準部安全課

自動車運転者の労働条件改善のための通報制
中運自監第237号 厚生労働省愛知労働局愛労収基0217第1号 H29.2.17 度に基づく通報事業に関する処分結果の通知に
の3

H28.11.7 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督謀ついて

自動に基車づ運く転量者の労働条件改善のための通報制 中運自監第319号 厚生労働省愛知労働局愛労収基0217第Z号 H29.2.17 度I 通報草案に関する処分結果の通知に
の3

H29.1.18 中部運輸局長 愛知労働局長
労働基準部監督課ついて

愛労収基0217第3号 H29 217 自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第302号
H29.1.t1 中部運輸局長 愛知労働局長 厚生労基働省愛知労働局

ついて の4 労働準部監督課

、

愛労収基0220第1号 H29 2 20 裁決書写の送付について 労保会収第193号 H29.2.17 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 (27-55) 
労働基準部労災補償課

愛労収基0220第2号 H29 2 20 裁決書写の送付について 労保会収第190号 H29.2.17 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 (27-68) 
労働基準部労災補償課

｜愛労収基0220第3号 H29.2.20 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第150号 H29.2.14 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方の士

発信者 あて先 管理担当課・係 備考書日付

愛労収基0220第4号 H29.2.20 
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項

労災発0217第1号 H29.2.17 
厚生労働者大臣官房審議

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

について 宮（労災、賃金担当） 労働基準部労災補償課

愛労収基0220第5号 H29.2.20 
建設業における職長等及び安全衛生責任者の

基発0220第3号 H29.2.20 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

能力向上に準じた教育について 労働基準部安全課

一宮労働基準監督署長
厚生労働省愛知労働局

愛労収基0221第1号 H29 2.21 捜査関係事項照会書 H29.2.21 司法警察員労働基準監督 愛知労働局長
労働基準部賃金課

官鹿島篤

愛知労働局労働基準部監
厚労生働労働省愛知労働局愛労収基0221第2号 H29.2.21 援査関係事項照会書 H29.221 督課長司法警察員労働 愛知労働局長

基準部賃金課
基準監督官橋本泰明

岐労発基0220第1 厚生労働省愛知労働局愛労収基0221第3号 H29.2.21 健康管理手帳台帳の移管について
号

H29.2.21 岐阜労働局長 愛知労働局長
労働基準部健康課

「監督指導時における一般労働条件の確保町改 厚生労働省愛知労働局愛労収基0222第1号 H29.2.22 
普に係る措置等についてJの一部改Eについて

基発0222第1号 H29.2.22 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
労働基準部監智謀

「長時間労働が行われている事業場に対する監
厚生労働省労働基準局監 厚生労働省愛知労働局愛労収基0222第2号 H29.2.22 督指導田徹底に当たって留意すべき事項につい 基監発0222第1号 H29.2.22 都道府県労働局長

てJの一部改正について
督課長 労働基準部監督楳

愛労収基0223第1号 H29.2.23 裁決書写の送付について 労保会収第131号 H29.2.22 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

2740-労働基準部労災補償謀

愛労収基0223第2号 H29.2.23 決定の告知について（通知）
法務省訟行第10 H29.2.21 法務省訟務局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
02号 労働基準部労災補償課

愛労収基0223第3号 H29 2.23 平成29年度中央労災補償業務監察及び平成29
基発0223第2号 H29.2.23 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
年度中央労働保険適用徴収業務監察について 労働基準部労災補償課



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
書田村

愛労収基0223第4号 H29 2 23 裁決書写の送付について 労保会収第414号 H29.2.22 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省部 愛知労働局
労働基準 労災補償課

愛労収基0223第5号 H29.2 23 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第155号 H29.2.17 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督諜

愛労収基0227第1号 H29.2 27 
判決の確定について（通知）

訴第202号 H29.2.24 名古屋法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

，． 

愛労収基0227第2号 H29.2.27 判決の言渡しについて（通知） 訴第200号 H29.2.24 名古屋法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償諜

愛労収基0227第3号 H29.2.27 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
江南基署発0224 H29.2.24 江南労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督諜

愛労収基0227第4号 H29.2.27 移動式。レーン検査証再交付申請書の送付につ 日南基署発0222 H29.2.22 日南労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

いて 第1号 労働基準部安全課

愛労収基0227第5号 H29.2.27 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋南基署発 H29.2.27 名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0227第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0227第6号 H29.2.27 特定（産業別）最低賃金政Eの申し出の意向表 H29,2.27 知労働局長木暮康 厚生労働省愛知労働局
明について 労働基準部賃金課

『長時間労働による脳・心臓疾患又は精神障害
厚生労働省労働基準局監 厚生労働省愛知労働局愛労収基0301第1号 H29 31 に係る労災請求が行われた事業場に対する当 基監発0301第1号 H29.3.1 
督課長

都道府県労働局長
労働基準部監督課

面の対応について」の一部改正について

「時間外・休日労働時間散が1か月当たり日日時間

愛労収基0301第2号 H29.3.1 を超え100時間以下と考えられる事業場に対する
基監発0301第2号 H29.3.1 厚生労働省労働基準局監

都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

監督指導の実施に当たって留意すべき事項につ 督課長 労働基準部監督課
いて」の一部改正について

」
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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gイサ

愛労収基0301第3号 H29.3.1 自動車運転者の労働条件改善のための通報事
名古屋北基署発 H29.2.28 

名古屋北労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
0228第2号 長 労働基準部監督課 I 

愛労収基0302第1号 H293 2 外国人技能実習生に係る通報
名古屋南労働基 H29 3.2 

名古屋帯労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
準監督署長 長 労働基準部監督課

愛労収基0302第2号 H29 3.2 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第182号 H29.2.27 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労収義0303第1号 H29.3.3 外国人技能実習生に係る通報
名古屋東基署発 H29.3.2 

名古屋東労働基準監督署
霊知労働局長

厚生労働省愛知労働局
0302第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0303第2号 H29 3 3 外国人技能実習生に係る通報 名古02屋第南2号基署発 H29.3.2 
名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

03 長 労働基準部監督諜

愛労収基0303第3号 H29 33 外国人技能実習生に係る通報
津島基署発0303 H29.3.3 津島労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課

愛労収基0303第4号 H29.3.3 建設労に基働づ者Gの労働条件確保のための相互通報 28建不第629.-3号 H29.3.2 愛知県知事 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

制度 通報について｛通知） 労働基準部監督際

「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働

愛労収基0303第5号 H29 3.3 
時間の延長の限度等に関する基準の新規制基

基発0301第1号 H29.3.1 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

準適合性につ審い査てに関する業務への適用について」 労働基準部監督課
の廃止

愛労収基0303第6号 H29.3.3 健康管理手帳台帳の移管について
愛媛労発基0227 H29.2.27 愛媛労働局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第2号 労働基準部健康課

再審査請求事件の受理の通知及び関係資料の愛労収基0306第1号 H29.3.6 労保会収第46号 H29.3.2 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

送付方依頼について 労働基準部労災補償課
(28ー7)



備考管理担当課・係あて先発信者
先方町文
書日付

先方の文書番号件名受付日受付番号

Z阿国圃厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛知労働局長H29.3.2I労働保険審査会会長H制.61：：：：：苦言語芝~，i号たことの通知及び関｜労柏崎時愛労収基0306第2号

道路交通i去の 部を改正する法律の施行に伴う
H29.3.6I厚生労働省関係告示の整備に関する告示につ｜基発0306第1号

いて

厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

愛知労働局長＇＂＇＇・＇・＇＇厚生労働省労働基準局長愛労収基0306第4号

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督謀

愛知労働局長田，.，.，1一宮労働基準監督署長-H29.3.61自動車運転者の労働条件改善のための通報書｜
｜一宮基署発0306
l第1号

愛労収基0306第5号

l萱 揖1'.Ejj邑植宜冊聞1-1糸｛；）栗栖ω一割停
厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

都道府県労働局長H29.3.6I厚生労働省労働基準局安
’全衛生部長

こ対する
止処分｜基安発0306第1号H29 3.7 

について
愛労収基0307第1号

厚生労働省愛知労働局 lI (27-65) 
労働基準部労災補償課｜

愛知労働局長H29.3.3I労働保険審査会会長労保会収第304号H29.3.7I裁決書写の送付について愛労収基0307第2号

厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛知労働局長間，.，.，1労働保険審査会会長労保会収第258号H29.3.7I裁決書写の送付について愛労収基0307第3号

厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛知労働局長H29.3.6I名古屋法務局長訟第226号H29.3.BI判決の言渡しについて（通知）愛労収基0308第1号

自動車運転者の労働条件改善のための通報制 l

H29.3.BI度に基づく通報事案に関する処分結果の通知！こ｜中還自監第373号
lの3

ついて ’ 

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長H29.a.q中部運輸局長愛労収基0308第2号

厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛知労働局長H29.3.1I中部運輸局長
中運自監第371号
の3

H29.3.BI自動車運転者の労働条件改善のための通報書愛労収基0308第3号
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愛知労働局長H29.3.7I名古震入国管理局長管名審留第199号H29.3.9I外国人技能実習生に係る回報愛労収基0309第1号



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 備考書回｛寸

愛労収基0309第t号 H29.3.9 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第200号 H29.3.7 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

愛労収基0310第1号 H29.3.10 
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の

基発0310第1号 H29.3.10 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長 厚生労基働省愛知労働局
施行について 労働準郁安全課

愛労収基0310第2号 H29.3.10 
労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を

基発0310第2号 H29.3.10 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

自ら行う都道府県労働局長の変更について 労働基準部安全課

愛労収基0313第1号 H29.313 事業又は事務所に係る労働基準法別表第一の 28人委第1420号 H29.313 愛知県人事委員会委員長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号別について（協緒） 労働基準部監督課

愛労収基0313第Z号 H29 3.13 争訟事件に係る追加書類の送逮について｛通 法務省訟行第13 H29 3.10 法務省訟務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

知） 49号 労働基準部労災補償課

愛労収基0313第3号 H293.13 自動車運転者の労働条件改善のための通報書
名古屋南基署発 H29.3.9 名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0309第1号 長 、 労働基準部監督課

愛労収基0313第4号 H29.3.13 判決の確定について［通知） 訴第248号 H29.3.13 名古屋法務局長 愛知労働局長 厚生労働省愛知補労働局
労働基準部労災償課

愛労収基0313第5号 H29.3.13 
「STOP！熱中痕 '7 1レワーヲキャンベーン」の

基安発0310第2号 H29.3.10 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
実施について 全衛生部長 労働基準部健康課

愛労収基0314第1号 H29 3.14 
特定化学物質障害予防規則の一部を改正する

基発0306第5号 H29.3.6 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

省令の施行について 労働基準部健康課

愛労収基0314第2号 H29.3.14 健康管理手帳交付申請書について
静労発基0313第1

H29.3.13 静岡労働局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部健康課
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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

愛労収基0315第1号 H29.3.15 健康管理手帳交付申請書について
静労発基0314第1 H29.3.14 静岡労働局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
号 労働基準部健康課

一愛労収基0315第2号 H29.315 愛知労働局後援・協賛等名義使用許可申請書 H29.3.13 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

愛労収基0315第3号 H29.3.15 第種圧力容器製造許可申請書 H29:3.15 株式会社三幸製作所 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

‘、

愛労収基0315第4号 H2.9.315 外国人技能実習生に係る回報 菅名審留第203号 H29.3.10 名古屋入国管理局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督課

厚生労働省部愛知労働局
愛労収基0316第1号 H29.3.16 判決の言渡しについて（通知） 訟第268号 H29.3.16 名古屋法務局長 愛知労働局長

労働基準 労災補償課

愛労収基0316第2号 H29.316 指定外国検査機関の指定について（HSB) 基安発0315第E号 ""・'・" 
厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0316第3号 H293.16 指定外国検査機関の指定について（ABSG) 基安発田15第6号 H29.3.15 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0316第4号 H29.3.16 
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進

基発0316第3号 H29.3.16 厚生労働省労働基準局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

に関する法律の施行について 労働基準部安全課

愛労収基0317第1号 H29.3.17 
陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対

基安発0316第1号 H29.3.16 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
策の推進について 全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0317第2号 H29.3.17 司法処分に係るりん伺について
名古屋北基署発 H29.3.17 名古屋北労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0315第1号 長 労働基準部監督謀
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受付番号

愛労収基0317第3号

愛労収基0317第4号

愛労収基0317第5号

愛労収基0321第1号

愛労収基0321第2号

愛労収基0321第3号

愛労収基0321第4号

愛労収基0322第1号

愛労収基0322第2号

愛労収基0322第3号

受付日 件名 先方の文書番号 1：：：文｜発信者 あて先

H29.3.17I外国人技能実習生に係る回報 管名審留第239号 IH29.3.151名古屋入国管理局長 愛知労働局長

H29.3.17I外国人技能実習生に係る回報 管名審留第245号 出 9.3.151名古屋入国管理局長 愛知労働局長

H29.3.17I特定機械等の保管に係る変更認定申詩書 d 圏
H29.3.21 I裁決書写の送付について 労保会収第319号 H目.3.171労働保険審査会会長 愛知労働局長

H2叫11：：：：：苦言語芝~（ご号たことの通知且ぴ関｜労保会収第刊 H29.3.17j労働保険審査会会長 愛知労働局長

H29.3.21 I外国人技能実習生に係る回報 管名審留第257号 H29.3.16I名古屋入国管理局長 愛知労働局長

H29.3.川以長店~.；｛~！事に係る安全対策ガイ門イ｜基発問第4号 H29.3.21 I厚生労働省労働基準局長｜愛知労働局長

H29.3.22I決定の確定について（通知） 訟第297号 間 9.3.21I名古屋法務局長 愛知労働局長

H29.3.22I決定の告知について（通知） 訟第298号 H29.3.21 I名古屋法務局長 愛知労働局長

H29.3.22I決定の確定について（通知） 訟第299号 H29.3.21 I名古屋法務局長 愛知労働局長

管理担当課・係

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
労働基準部監督課

厚生労働省愛知労働局
労働基準部安全課

備考

厚生労働省愛知労働局 L『『且・・・・・
労働基準部労災補償課 l‘”咽圃圃圃圃圃

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
労働基準部安全課

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
労働基準部労災補償課

厚生労働省愛知労働局
労働基準都労災補償課



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 備考書日付

愛労収基0323第1号 H29.3.23 裁決書写の送付について 労保会収第325号 H29.3.22 労働保険審査会会長 愛知労働局長 厚生労基働準省愛知労働局
労働 部労災補償課

27~73_ 

愛労収基0323第Z号 H29.3 23 決定の告知について（通知） 訟第315号 H29.3.23 名古屋法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

愛労収基0323第3号 H29.3.23 判決の確定について（通知） 訟第317号 H29.3.23 名古屋法務局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課

, 

愛労収基0323第4号 H29.3.23 裁決書写の送付について 労保会収第321号 H29.3.22 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 27-69 
労働基準部労災補償課

学習塾における講師等の労働条件の確保のた
厚生労働省愛知労働局愛労収基0324第1号 H29.3.24 めの監督指導の実施に当たって留意すべき事項 基監発0324第1号 H29.3.24 厚生労働省労働基準局監

都道府県労働局長
について

督課長 労働基準部監督謀

学習塾における講師等の労働条件の確保につ 厚生労働省愛知労働局愛労収基0324第2号 H29 3.24 
いて

基発0324第1号 H29.3.24 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
労働基準部監督謀

愛労収基0324第3号 H29.3.24 外国人技能実習生に係る通報
西尾基署発0324 H29.3.24 岡崎労働基準監督署酉尾

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

第1号 支署長 労働基準部監督課

愛労収基0327第1号 H29.3 27 指定外国検査機関の指定について．． 基安発0324第Z号 H29.3.24 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局長 厚生労働省愛知労働局

全衛生部長 労働基準部安全課

愛労収基0327第Z号 H29.3.27 
労要働・共基通準編行、政監情督報関シ連ス編テ、ム安事全務衛処生理関手連引編（）概の改

基発o;m第32号 H29.3.27 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

iTについて 労働基準部監督課

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理

愛労収基0327第3号 同29.327 システムに係る機械処理事務手引等の一部改
基発0327第33号 H29.3.27 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

厚生労働省愛知労働局
訂について 労働基準部監督課



先方の文
受付番号 受付日 件名 先方の文書番号

書日付
発信者 あて先 管理担当課z係 備考

愛労収基0327第4号 H29 3 27 労災レセブトlの電算部処改理訂シにスつテいムてにおける機械処 基発0324第2号 H29.3.24 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

理事務手ヨ 剖 労働基準部労災補償課

愛労収基0327第5号 H29.3.27 
自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中速自監第298号

H29.1叩中部運輸局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

ついて の4 労働基準部監督課

愛労収基0327第6号 H29.3.27 
自動車運転者の労働条件改善のための通報に 中運自監第404・号 H29.3.17 中部運輸局長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
ついて のZ 労働基準部監督課

愛労収基田27第7号 H29,3.27 裁決書写の送付について 労保会収第376号 H29.3.24 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償謀

愛労収基0327第8号 H29.3 27 外国人技能実習生に係る通報
名古屋南基署発 H29.3.27 名古屋南労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0323第2号 長 労働基準部監督課
へ

、

愛労収基0328第1号 H29.3 28 
「監督業務運営要領の改善について」の一部改

基発0327第30号 H29.3.27 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

正について 労働基準部監督課

愛労収基0328第2号 H29.3.28 
平成29年度監督指導業務実施計画の提出につ 名古屋北基署発 H29.3.28 名古屋北労働基準監督署

愛知労働基準局長
厚生労働省愛知労働局

いて 0328第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0328第3号 I・ H29.3.28 平成29年度監督指導業務実施計画の策定につ 刈谷基署発0328 H29.3.28 刈谷労働基準監督署長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

いて 第1号 労働基準部監督課

愛労収基田28第4号 H29 3.28 
新設予定の事業場に係る労働基準法別表第一 28人委第1715-1

H29.3.27 愛知県人事委員会委員長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

の号別の決定について（通知） 号 労働基準部監督課

愛労収基0328第5号 H29.3.28 
平成29年度特別司法監督官捜査実務研修等の

名地企発第30号 H29.3.24 名古屋地方検察庁検事正
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
実施計画について ， 小島吉晴 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
.回付

労働基準局報告例規の一部改正（檎504）につい 厚生労働省愛知労働局
愛労収基0329第1号 H29.3.29 基発0329第5号 H29.3.29 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長

て 労働基準部労災補償課

愛労収基0329第2号 H29 3 29 
中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関す

基発0328第1号 H29.3.28 労働基準局長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

る全員協議会報告について 労働基準部賃金課

愛労収基0330第1号 H29.3.30 自動車運転者の労働条こつ件い改て善（のための運輸関 名古屋南基署発 H29 3.30 名古屋南労働基準監督署
愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
係機関との相互通報l （回報） 0330第1号 長 労働基準部監督謀

愛労収基0330第2号 H29 3 30 アフ$1ーケアの通院に要する費用の支給につい
基発0330第8号 H29.3.30 労働省労働基準局長 都道府県労働基準局長

厚生労働省愛知労働局
て 労働基準都労災補償課

愛労収基0330第3号 H29.3.30 
アフ事ーケア通院費支給要綱の一部改Eについ

基発0330第8号 H29.3.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

て 労働基準部労災補償課

愛労収基0330第4号 H29.3.30 司法処分に係るりん伺について
名古屋西基署溌 H29.3.30 名古屋西労働基準監督署

愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局

0330第1号 長 労働基準部監督課

愛労収基0331第10号 H29.3.31 労災療養鎮護金の支給について
基発0331第74

H29.3.31 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

号 労働基準部労災補償課

労働者災害補償保苛働険者法災施害行補規償則保等lの一部を改

愛労収基0331第11号 H29.3.31 
正する省令及び労 険法の施行

基発0331第5号 H29.3.31 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働者愛知労働局

に関する事務に使用する文書の様式を定める件 労働基準部労災補償課
の一部を改正する件の公布等について

愛労収基0331第12号 H29 3.31 労災就学等擁護費支給要綱の改Eについて 基発0331第65号 H29.3.31 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長 厚生労基働準省部愛知労働局
労働 労災補償課

愛労収基0331第13号 H29.3.31 第三者行為災害事務取扱手引の改正について 基発0331第6号 H29.3.31 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局
労働基準部労災補償課
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受付番号 受付日 ｛牛名 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

愛労収基0331第1号 H29.3.31 司法処分に係るりん伺について
瀬戸基署発0331 H29.3.31 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督課． 

愛労収基0331第Z号 H29 3.31 
労働基準関係法令違反に係る公表事案のホー

基発0330第11号 H29.3.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長 厚生労働省部 愛知労働局
ムページ掲載について 労働基準 監督課

愛労収基0331第3号 H29 3 31 裁決書写の送付について 労保会収第396号 H29.3.29 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 (27一郎、 28-2)
労働基準部労災補償課

労働基準関係法令違反に係る公表事業のホー
厚生労働省労働基準局監 厚生労働省愛知労働局

愛労収基0331第4号 H29.3.31 ムページ掲載に当たって留意すべき事項につい 基監発0330第2号 H29.3.30 
督課長

都道府県労働局長
労働基準部監督謀

て

「労働基準監督機関の監督指導等の権限の行
厚生労働省愛知労働局

愛労収基0331第5号 H29.3.31 使により把握した法令違反の事業の公表につい 基発0330第12号 H29.3.30 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
労働基準部監督謀

てJの一部改訂について

「労働基準監督機関の監督指導等の権限の行

愛労収基0331第6号 H29.3 31 使により把握意事した項法に令つ違い反ての」の事ー案部のi公表に当 基監発回30第3号 H29 3 30 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局長
厚生労働省愛知労働局

たっての留 政正につい 督課長 労働基準部監督際
て

愛労収基0331第7号 H29.3.31 外国人技能実習生に係る回報 管名審留第297号 H29.3.28 名古屋入国管理局長 愛知労働局長 厚生労働省愛監知督労課働局
労働基準部

愛労収基0331第8号 H29.3.31 外国人技能実習生に係る通報
半間基署発0331 H29.3.31 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第1号 労働基準部監督諜

愛労収基0331第9号 H29.3.31 外国人技能実習生に係る通報
半田基署発0331 H29.3.31 半田労働基準監督署長 愛知労働局長

厚生労働省愛知労働局
第2号 労働基準部監督謀

愛労収基0403第10号 H29.4 3 
労働保険再審査請求がされたことの通知及び関

労保会収第77号 H29.3.27 労働保険審査会会長 愛知労働局長
厚生労働省愛知労働局 箇箇 28-47

係資料送付依頼について 労働基準都労災補償課
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