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平成29年度の建設業における安全衛生対策の 基安安発0313第 厚生労働省労働基準局安
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局愛労基収0313第1号 H29.3.13 

推進に係る協力要績について 1号ほか
H29.3.13 会衛生部安全謀長・労働衛

部長 労働基準部安全課生課長・化学物質対策課長
、

愛労基収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 基安安発0316第
H29.3.16 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

策の推進に係る留意事項について 1号 全衛生部安全課長 基準部長 労働基準部安全謀

「小売業の労働災害を防止しよう」及び「飲食店
基安安発0316第 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省安愛知労働局愛労基収0317第2号 , H29.3.f7 の労働災害を防止しよう」の送付について（情報
5号

H29.3.16 
全衛生部安全課長 基準部長 労働基準部 全課提供）

I 

ロープ高所作業に係る安全対策の履行の徹底に 基安安発0313第 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0317第3号 H29.3.17 
ついて 4号

H29.3.13 
会衛生部安全課長 基準部長 労働基準部安全課

「高齢者介護施設における腫入れ時の安全衛生
基安安発0328第 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0329第1号 H29.3.29 教育マニュアル」を活用した介護労働者に係る安 H29.3.28 

会衛生教育の徹底について 5号 全衛生部長 基準部長 労働基準部安全謀

愛労基収0330第1毎 H29.3.30 使用者じよる障害者虐待に係る通報
半田基署発0330

H29.3.30 半図労働基準監督署長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

第1号 部長 労働基準部監督課

愛労基収0330第2号 H29.3.30 
アフタ←ケア通院費支給要綱の改正に伴うアフ 基補発0330第1

H29.3.30 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局
ターケア通院費支給申積書の取扱について Eコ 償課長 基準部長 労働基準部労災補償謀 ’・市宮

‘ 
、

基補発0.331第3労災行政情報管理システムにおける第三者行為 厚生労働省労働基準局械
都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0331第1号 H29.3.31 災害事務処理支援機能の稼動に伴う留意事項に 号基保発0331 H29.3・.31 償課長労災保険業務課
基準郁長 労働基準部労災補償課ついて 第1 長

労災保険給付等に係る支給決定liE明願及び支
基補発0331第4 厚生労働省労働基準局補

都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0331第2号 . H29.3.31 
払いRiE明願の取扱について

号基保発0331 H29.3.31 償課長労災保険業務課
基準郁長 労働基準部労災補償課

第4. 長

愛労基収0403第1号 H29.4.3 
「受動喫煙防止対策助成金関係業務の運営等に 基安労発0401第

ti29.4.1 
厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

ついてjの一部改正について 1号 全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康課



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 ー 管理担当課・係 備考書日付

愛労基収0403第2号 H29.4.3 受動喫煙防止対策助成金の手引きについて
基安労発0401第

H29.4.1 
厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

2号 全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康保

愛労基収0403第3号
ストレスチェック制度の実施状況の確認等につい 基安労発0331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局H29.4.3 H29.3.31 監督課長・安全衛生部労働て 2号他
衛生課長 基準部長 労働基準部健康謀

石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル［2.10 基安化発0403第 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0404第1号 H29.4.4 

版］の策定について 1号
t-J29.4.3 全衛生部化学物質対策課

基準部長 労働基準部健康課長

特別加入専門相談員を活用し記業務の推進に愛労基収0406第1号 H29.4.6 基補発0401第1
H29.4.1 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

ついて 号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

公共職業安定所における求人不受理の取組等
基監発0403第2 厚生労働省労働基準局監 厚生労働省愛知労働局愛労基収0410第1号 H29.4.10 における職業安定行政及び雇用均等行政への H29.4.3 愛知労働基準部長

協力について 号 督課長 労働基準部監督課

愛労基収0414第1号 H29.4.14 
使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0411

H29.4.11 
愛知労働局雇用環境・均 愛知労働局労働基準 F 厚生労働省愛知労働局

通知 第1号 等部長 部長 労働基準部監督課

愛労基収0421第3号 H29.4.21 
労働基準行政システムにおける外部から入手し 基保発0420第1

H29.4.20 
厚生労働省労働基準局労 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

たデータファイル等の取扱いについて 号 ー 災保険業務課長 部長 労働基準都労災補償課

愛労基収0424第1号 H29.4.24 
労働基準行政システムにおける外部から入手し 基保発0420第1

H29.4.20 
厚生労働省労働基準局労 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

たデータファイル等の取扱いについて 号 災保険業務課長 部長 労働基準部監督課

愛労基収0425第1号 H29.4.25 
第8次粉じん障害防止総合対策の評価につい 基安労発0425第

H29.4.25 
厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

て 2号 全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康課

， 

厚生労働省労働基準局監愛労基収0425第2号 H29.4.25 
平成29年度全園地方労働基準監察監督官会機 義監発0424第1

H29.4.24 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
の開催について 号 ． 督課長 ー 部長 労働基準部監督課



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

基補発0426第1愛労基収0426第1号 H29.4.26 義肢等補装具費支給要綱における基準外支給
H29,426 厚生労働省労働基準局補 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

について（回答） 号 償課長 部長 労働基準都労災補償課

「受動喫煙防止対策助成金の事務取扱について
基安労発0427第

H294.27 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0427第2号 H29.4 27 の質疑応答集（Q&A）について』の一部改正に
ついて 1号 全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康課

平成29年6月における年金たる保険給付及び石

愛労基収0509第1号 H2自.59 綿による健康被害の救済に関する法律に基づく 基保発0508第1
H29.5.9 厚生労働省労働基準局労 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知補労働局

特別遺族年金の受給権者の定期報告に係る機 号 災保険業務課長 部長 労働基準部労災償課
械事務処理事務等について

雫成29年度l二おける労災就学等擁護費支給対
基保発0508第2 厚生労働省労働基準局労 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局愛労基収0509第2号 H29.5.9 象者の定期報告Iこ係る機械処理事務等につい H29.5.B 

て 号 災保険業務課長 部長 労働基準部労災補償課

平成29年度新規起業事業場就業環境整備事業

愛労基収0511第1号 H29.5.11 
の実施に 基監発0511第1

H29.5.11 厚生労働省労働基準局監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
当たって留意すべき事項について 号 督課長 部長 労働基準部監督課

愛労基収0518第1号 H29.518 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0517
H?9 5.17 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

通知 第2号 部長 労働基準部監督謀

愛労基収0518第2号 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0517 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局H29.5.18 
通知 第3号

H29.5.17 愛知労働局長
部長 労働基準部監督謀

愛労基収0518第3号 H29.5.18 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0517
H29 5.17 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労基働準省愛知労働局

通知 第4号 部長 労働 部監督課

労災レセプト電算処理システムの普及促進に向
基保発0519第1 厚生労働省労働基準局労 愛知労働局労働基準 厚生労基働省愛知労働局愛労基収日522第1号 H29.5.22 けた取組に係る実施計画の策定及ぴ報告等r=・
号

H29.519 
災保険業務課長 部長 労働準部労災補償課ついて

愛労基収0523第1号 H29.5.23 使用者による障害者虐待に係る通報 瀬戸基署発0523
H29 5 23 潮戸労働基準監督署長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

第1号 部長 労働基準部監督謀



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方自主

発信者 あて先 管理担当課’係 備考書日付

愛労基収0525第1号 H29.5.25 労災診療費審査補助員研修（能力向上編）の実 基補発0523第1
H29.5 23 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

施について 号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0529第1号 H29.529 平成29年度「外国人労働者問題啓発月間Jの実 基監発0526第2
H295 2B 厚生労働省労働基準局監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

施に当たって留意すべき事項について 号 督課長 部長 労働基準部監督課

警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁によ
基監発0526第1 厚生労働省労働基準局監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局愛労基収0529第2号 H29.5.29 る「不法就労等外国人対策に係る具体的施策 H29.5.26 

について』の策定について 号 督課長 部長 労働基準部監督課

労働基準法第f2条第B項の規定に基づく平均賃 基監発0529第1
厚生労働省労働基準島監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局愛労基収0529第3号 H29.5.29 

金の算定について 号、基補発0529 H29.5.29 
督課長、補償課長 部長 労働基準部賃金課第1

愛労基収0529第4号 H29.5.29 使用者による障害者虐待に係る対応郎署決定 愛労発雇均0529
H29 5 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局

通知 第5号 部長 労働基準部監督課

基監発0529第1
愛労基収0529第5号 H29.5.29 労働基準法第12条第B項の規定l二基づ〈平均

号基補発0529第 H29.5.29 厚生労働省労働基準局監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
賃金の算定について

1号 督課長・補償謀長 部長 労働基準部労災補償課

平成29年度委託事業「陸上貨物運送事業の荷
基安安発0529第 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0531第1号 H29.5.31 役作業における墜落・転落災害等防止対策推 H29.5.29 

進事業」の実施について 1号 全衛生部安全課長 基準部長 労働基準部安全課

白，

愛労基収0531第Z号 H29.5.31 日本工業規格 TB010絶縁用保護真・防具類 基安安発0531第
H29.5.31 厚生労働省労働基準局安 愛部知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

の耐電圧獄験方法の改正について（公示） 1号 全儒生部安全課長 長 労働基準部安全謀

J 

基安安発0601第 厚生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基準 厚生労働省部 愛知労働局愛労基収0605第1号 H29.6.5 技能実習生に関する安全総点検運動について
5号 ”29 6.1 全衛生部安全課長 部長 労働基準 安全課

平成29年度第2四半期・支払等スケジ斗ーJレに 基保発oaon第2 厚生労働省労働基準局労
愛知労働局総務部

厚生労働省愛知労働局愛労基収0606第1号 H29.6.6 H29.6.6 （労働保険徴収郁）ついて 号 災保険業務課長
長・労働基準部長

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 先方自文
発信者 あて先 管理担当課・係 備考書日付

愛労基収0606第2号 H2自.6.6
平成29年度介麗事業場就労環境整備事業の実 基監発0601第1

H29.61 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局
施に当たって留意すべき事項について 号 督課長 基準部長 労働基準部監督課

建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装 基安化発0609第 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局労働 厚生労働省部 愛知労働局愛労基収0612第1号 H29.6.12 

等の徹底について 1号
H29 6.9 全衛生部化学物質対策課

基準部長 労働基準 健康課長

愛労基収0613第1号 H29.6.13 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発贋均0607
H2967 愛知労働局長

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

愛労基収0614第2号 H29.6.14 平成29年度労災保践翻査員研修の開催につい 基補発0614第1
H29.6.14 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

て 号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収日615第1号 H29.6.15 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0615
H29.6.15 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

通知書 第2号 部長。 労働基準部監督課

愛労基収0616第1尋 H29.6.16 製造時等検査機関の民間移行に伴う検査手数料 基安安発0615第
H29.6.15 厚生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基 厚生労基働準部省愛知労働局

等の誤徴収防止対策の徹底について 1号 全衛生部安全課長 準郁長 労働 安全楳

日本工業規格日自651製パン機械の安全及び
基安安発0619第 厚生労働省労働基準局安 部愛知長労働局労働基準 厚生基労働準省愛知労働局愛労基収0620第1号 H29.6.20 衛生に関する設計要求事項の改正について（公
1号

H29 e:19 
全衛生部安全課長 労働 部安全課示）

特定の吸入性有機粉じんによる肺疾患の調査 基安労発0622第 厚生労働省労働衛基生課準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0622第1号 H29.6.22 H29.6.22 全衛生部労働 長、等の実施について 1号他
化学物質対策謀長 基準部長 労働基準部健康謀

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等
基貨発Off21第3 賃金課長、派遣有期労働 愛知労働局、労雇働用基環準境 厚生労働省愛知労働局愛労基収0623第1号 H:29.6.23 のための支援事業等の周知に当たって留意す
号ほか2

H29 6.21 対策部企画課長、雇用開 均等部長
労働基準部賃金課ベき事項について 発企画課長 部長、職業安定部長

愛労基収0626第1号 H29.6.26 「安全衛生優良企業公表制度の実施に当たって 基安計発0623第
H29 6.23 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働基準部 厚生労働省愛知労働局

の留意について」の一部改正について 1号 全衛生部計画課長 長。 労働基準部健康課



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方自文

発信者 あて先 管理担当課‘係書日付 備考

再症定雇年した退用場職後合後1：：の石同給綿一付関企基業連礎疾に日再患額雇等の用の算さ遅定れ発たに性労つ疾働い病て者をが発愛労基収0626第Z号 基補発0626第1 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働H29.6.26 H29.6.26 厚生労働省愛知労働局
号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収日705第1号 H29.7.5 使用者による障害者慮待に係る通報 瀬戸基署発070.5
H29.7 5 瀬戸労働基準監督署長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
第1号 部長 労働基準部監督課

愛労基収0705第2号 H29.7.5 使用者による障害者虐待に係る通報 瀬戸基署発0705
H29.7.5 瀬戸労働基準監督署長 愛知労働局労働基準ー厚生労働省愛知労働局

第2号 部長 労働基準部監督諜

平成29年6Jl30日からの梅り被雨災前し線たに場伴合うの福目岡
愛労基収0706第1号 H29.7.6 県・大分県等の大雨によ 労災 基補発0706第1

.H29.7.6 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局
保険給付の請求に係る事務処理ついて 号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0710第1号 I H29J.10 愛知県富殺対策推進協議会委員の委嘱につい
29陣福第681号 愛知県健康福祉部保健康 厚生労働省愛知労

厚生労働省愛知労働局
て（依頼） H29.7.6 働小城局労働基準部長療局長 労働基準部健康諜

， 

英樹

愛労基収日71.1第1号 H29.1.11 使用者による障害者虐待に係る事案の報告 名古屋第3北基署発 H29.7i11 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
0711 号 長 部長 労働基準部監督課

会平県成復・大2帰分9促年県進6等月等の3事0大日業雨かににら係よのるる梅事土雨務砂前取災線扱害にい等伴のにう注伴福意う岡点社愛労基収0712第1号 H29.7.12 基号補発0711第10 H29711 厚生労働省労働基準局補 基都道準部府長県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

について
償課長 労働基準部労災補償課

1す『二原係る子報る拘安告施全に肢つ衛にい生おて管け理る対放策射の線強業4務及び緊急作業愛労基収0712第2号 H29.7.12 bについてJI乙対
本原原発第18

H29.7.11 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
号 部長 労働基準部健康課

愛労基収日713第1号 H29.7.13 業務上疾病の労災補償状況調査について 基補発0711第9
H29.711 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0714第1号 H29.7.14 使用者による障害者虐待に係る 名古屋北基署発
H29.7.14 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

0714第1号 長 部長 労働基準部監督課
＋ ＋ 

G 



受付番号 受付日 件名 先方の文書番号
先方由主

発信者 あて先 管理担当課ー係 備考書日付

愛労基収0721第1号 H29.7.21 平成29年度豊橋河川事務所工事安全協議会 園都整豊工第54
H29.i19 国土局交通省中部地方整 愛知労働局労働基 厚生労働省愛知労働局

講演者派遣について（依頼） 号 備 豊橋河川事務所長 準部長 労働基準部安全課

愛労基収0721第2号 H29.7.21 労災レセプト電算処理システムの普及促進に向 基保発0720第1
H29.7.20 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

けた委託事業等について 号 災保険業務課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0724第1号 H29.7.24 賃金構造基本統計調査における調査票等の厳 政統賃発0721第
H29 . .7.21 厚官生（政労策働統省括賃官金付福参祉事統官計 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

正な管理l乙ついて 1号 部長 労働基準部賃金楳付賃金福祉統計室長）

愛労基収0726第1号 H29.7.26 使用者による障害者虐待に係る通報 名古屋南基署
H29.7.24 長名古屋南労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知督労課働局

0724第1号 部長 労働基準部監

「スライド率等の改定による変更決定通知書」及
基保発0726第1 厚生労険働業省労働基準局労 都道府県労働局労働 労厚働生労働省愛知労働局愛労基収0726第Z号 H29.7 26 ぴ『年金額等変更リスト』iこ係る本省報告等につ H297.26 

いて（依頼） 号 災保 務課長 基準部長 基準部労災補償課

愛労基収0727第1号
平成29勘年及度び労債災権補回償収業集務務に関する各1委種託債に権つの 基雷置基発補0726第1 厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働 厚生労働準部省愛知労働局H29.7.27 納入督 の外部 い 号発0726 H29.7.26 労災管理課長、厚生労働省
て ,' 第1 働基準局補償課長 基準部長 労働基 労災補償課

愛労基収0731第1号 H29.7.31 ヒアリへの対応について（注意喚起） 基安労発0728第
H29 7 28 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

1号 全衛生部労働衛生課長 基準部長 労働基準部健康課

愛労基収日801第1号 H29 8:1 時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払 基監発0731第1
H297.31 厚生課長労働省労働基準局監 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

いのための留意事項について 号 督 部長 労働基準部監督媒

愛労基収0801第Z号 H29.B 1 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0727
H29.7.27 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

第8号 部長 労働基準部監督楳

愛労基収0801第3号 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0727 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局H29 81 H29 7,27 愛知労働局
第9号 部長 労働基準部監督課

、



受付番号 受付日 ｜｛牛名 先方の文書番号 先方の又 ｜発信者
書日付 ｜あて先 ｜管理担当課・係 ｜備考

名古屋南基署
H29.8.2 名古屋南労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

0802第3号 長 部長 労働基準部監督謀
愛労基収0802第1号 ｜ H29.8.2I使用者による障害者虐待に係る通報

名古屋北基暑発
H29.8.3 名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

0803第3号 長 部長 労働基準部監督課
愛労基収08.03第1号｜ H29.8叫使用者による隊害者虐待に係る事案の報告

半田基署発0803
H29.8.3 半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局
第1号 部長 労働基準部監督課

愛労基収0803第2号 lH29.8.3I使用者による障害者虐待に係る通報

愛労基収0!-104第1号 H29.8.4 I 台雪t~衛生法に基づく健康鯵断の適正な姉 ｜苦労発0804第 ｜ H2s.a.41：：：：諸程諜安 1：：：：労働局労働｜誌：：：：：：働局

愛労基収0808第1号
l平成29年度における労災特別介護施設（ケア l I I I I 

H29.8.81プラザ）の入居促進強化に係る対応について（依｜警管発0803第2., 削 8.31厚生労働省労働基準局労｜都道府県労働局労働 ｜厚生労働省愛知労働局
頼） ｜守 ｜－ ｜災管理課長 ｜基準部長 ｜労働基準都労災補償課

愛労収基0808第1号 愛労発雇崎0808
第3号 ー I H29.B.81愛知労働局長 愛知労働局労働基準 ｜厚生労働省愛知労働局

部長 ｜労働基準部監督諜

愛労収基0808第2号 愛労発雇均0808
第4号 I _H29.8.BI愛知労働局長 嚢知労働局労働基準 ｜厚生労働省愛知労働局

部F- ｜労働基準部 監督課

愛労収基0808第3号 H29.B.BI愛知労働局長 愛知労働局労働基準 ｜厚生労働省愛知労働局
部長 ・ ｜労働基準部監督謀

愛労基収0810第1号 目9.8.1OI ::::,~.;L~{tte!Jf f::t;iけ石調査票等の厳 ，野賃発0810第IH29.8.101!:ii管室：：1：：労働問騨I::::::::ru~ 
愛労基収0岬 1号｜ H29.8.14I使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 1:f：雇均0814J HZ9.B.14I愛知労働局長 愛知労働局労働基準 ｜厚生労働省愛知労働局

部長 ｜労働基準部監督課



・' 

受付番号 受付目 件名 先方の文書番号
先方自文

発信者 あて先 管浬担当課・係 備考書日付

平成四年10月における年金たる保険給付及び石

愛労基収0822第1号 H29.B.22 綿による健康被害の救済！こ関する法律に基づ〈 基保発0822第1
H29.B.22 厚生労働業務省労働基準局労 都道府長県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

特別遺族年金の受給権者の定期報告に係る機 号 災保険 課長 基準部 労働基準部労災補償課
様処理事務等について

愛労基収0824第1号 H29.B.24 労働講座の講師派遣について（依頼） 29東産第191号 H;9.8.23 愛知県東三河総局長 準愛都知労長働局労働基 厚生労働省愛知労働局
労働基準部監督諜

平成29年度臨時金圏全国労災補償課長会議の 基補発0825第1 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働愛労基収0825第1号 H29.B.25 H29 B 25 厚生労働省愛知労働局
開催について 号 償課長 基準部長 労働基準部労災補償課

愛労基収0829第1号 化学物質に係る労働安全衛生規則第585条（立 基安化発0828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局H29.B 29 H29.B 28 安全衛生部化学物質対策入禁止等）の適用について 3号 基準部長 労働基準部健康探課長

愛労基収0830第1号 H29.B.30 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定
愛労発雇均等

H29.B.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局

0803第8号 部長 労働基準部監督諜

愛労基収0830第Z号 H29.B.30 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0830
H2a.a:ao 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

第8号 部長 労働基準部監督課

愛労基収田3日第3号 H29.B.30 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定 愛労発雇均0830
H29.B.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局

第7号 部長 労働基準部監督課

愛労基収0904第1号 H29.9 4 使用者による障害者虐待に係る対応部署決定
愛労発雇均0904

H29 9.4 愛知労働局長
愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

｜第B号 部長 労働基準部監督課

基補発0905第1
厚補働償生衛労課生働課長省長安労全働衛基生準部局労愛労基収0906第1号 H29.9.B じん肺管理区分と労災保険給付の審査について 号基安労発0905 H29咽9.5 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局

第1
基準部長 労働基準部健康課

愛労基収日且日8第2号 H29.9.6 使用者による障害者虐待1：：係る対応部署変更 愛労発雇均0906
H29.9.6 愛知労働局長 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

通知 第2号 部長 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・係書日付 備考

愛労基収0906第3号 2日部本．工ブ業Jレ規Hー格ザAの8340~2 土工外機3械8件一の安E全一第 基安安発0906第 厚生労働省労働基準局安
都道府県労働局労働H29.9. 6 要求事項 確認に H29.9. 8全衛生部安全課長労働衛 厚生労働省愛知労働局

ついて（公示） 1号
生課長化学物質対策課長

基準部長 労働基準部安全課

厚生労働省労働基準局補
愛労基収0906第4号 H29.9.6 巳ん肺管理区分と労災保険給付の審査につい

基発補09発05・基安労 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局
て 第1号

H29.9.5 償課長・安全衛生部労働
衛生課長 基準部長 労働基準部労災補償課

震労基収0907第1号 H29.9.7 
平成29年度第3四半期・支払等スケジュールに 基保発0907第1 厚生労働省労課働基準局労

都道府県労働局総務
厚生労働省愛知労働局

ついて 号
H29.97 

災保険業務長 部（労働保険徴収部）
労働基準部労災補償課

長・労働基準部長

平成29長実年施に度よ過！とる当重ベた労スっ働トて解プ留消ラ意ウキすテャィべンスきベ企事ー業項ンへににのつお職いけ場てる 基監発0913第1愛労基収0913第1骨 H29.9.13 労働局 H29.9.13 厚生労働省労働基準局監 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局
訪問の 号 督課長 基準部長 労働基準部監督課

愛労基収0920第1号
平成29年度過重労働解消キャンベーンにおけ

基監発0920第1 厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局H29.9 20 
る「過全重国労一働斉解消相談ダイヤJレ」の実施について

H29 9.20 
号 督課長 基準部長 労働基準部監督課

愛労基収田22第1号 H29.9.22 平成カ依29頼年度違反建築防止週間の実施に対する 基安安発0920第
H29 o 20 厚全衛生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

協 について 1号 生部安全課長 部長 労働基準部安全課

東京電力福島第ー原子力発電所での廃炉等作
基補発0922第1 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働愛労基収0922第2号 H29.9.2_2 業に従事する作業員に対する＝次健康診断等 H29.9.22 厚生労働省愛知労働局

給付の取扱いについて 号 償課長 基準部長 労働基準都労災補償課

愛労基収0926第1号
山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防

基安安発0926第 厚生労働省労働基準局安 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局H29.9.26 止対策に係る H29.9.26 
ガイドラインの運用上の商意事項について 1号 全衛生部安全謀長 基準部長 労働基準部安全課

愛労基収0927第1号 H29.9.27 使用者による障害者虐待に係る事案の報告 名古屋北基署発
H29 9 27 

名古屋北労働基準監督署 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
0927第1号 長 部長 労働基準部監督課

愛労基収0928第Z号 H29.9.28 
離隔基準に係る性能検査機関等からの情報提 基安安発0928第

H29 9.28 
厚生労働省労働基準局安 愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局

供への対応について 3号’ 全衛生部安全課長 部長 労働基準部安全課
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平成29年台風18号に伴う大分県・沖縄県等の
基補発0928第1 厚生労働省労働基準局補 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0928第3号 H29.9.28 大雨により被災した場合の労災保険給付の請 H29.9.2B 

求に係る事務処理について 号 償課長 基準部長 労働基準都労災補償課

基政発0929第1 厚生労働省労働基準局建飯工事における適正な工期設定等のためのガ 都道府県労働局労働 厚生労働省愛知労働局愛労基収0929第2号 H29.9.29 
イドラインの周知について 基安計発0929第 H29.9.29 労働条件政策課長監督課

基準部長 労働基準部安全謀長安全衛生部計画課長事吉

ー

愛労基収1003第1号 H29.10.3 使用者による障がい者虜待に係る対応部署決 愛労発雇均1003
H29.10.3 愛知労働局長

愛知労働局労働基準 厚生労働省愛知労働局
定 第7号 部長 労働基準部監督課

生活衛生関係営業者及び飲食料品小売業者の 基貨発1003第1 厚生労働省労働基準局賃
局雇用環境・均等部

厚生労働省愛知労働局愛労基収1003第2号 H29.10.3 
収益力向上等に向けた取組の実施について 号

H29.10.3 
金課長 （室〉長、労働基準部

労働基準部賃金謀
長


