
蒸発．発議文書台帳  

率琴月  女書番与   ・   起案者   日  発信  
受信者  備考   

施行月 日  起案部署  華萄月一   軍  

日   

厚生労働省労  
働基準局長   

． 

好   
3月19日  厚生労働省労  

傲基準局長   
4月1日   労働基準帝監督魂   －3月23日   

第04肌005号  平成16年度第1・四半期一般会計予算の示達に・ ついて  岡村一重 ＼介’  ∴白月25日  厚生労働翠労  
・働基準局長   

年月■1甘   労働基準局綺務鰊   十3月26日   

琴040IOO6号  都道府県労働局等における専門官接の所掌事務 等に関する準則の準正について  ：荒原ノ勝’ 行  3 月181ヨ  
兄鷺露鼓烏泉   

4月1日   ・．4月11日   

第04PlOO7号  労働条件改轟アドバイザーの配慶 にろいて  刈郵券   

4月1日   
3月24日  労働基準局長  都道府痕労問  局畢・  

労働基準局撃督課   3月3け日   

等の一部貌電位ついて   
第d401008号・  労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令   清水達 哉  3月2白日  厚生労働省労  

．●働基準局長   

・4月1日   労働基準局労働保険徴収諌   白月30日   

第0401009号  中央壕低賃金審紘会公益代表委員の所属衰の承 認について  ・金子恭 ．子－．－  4月■1日  厚生労働省労 働基準局長●  九州大学大学 院法学研究院  ヽ   

∴4月1日   労働基準局貸金時間錬   年月．1日   長．  

第0401010号  独立行政法人労働者健康福祉機構 払の施行等について  喜各明‘ 子   3月2・6日  厚生労働省労 働基準局長  警憲琵金談  ■春草  

4月1日  労働基準局労災補償部■労災管理課   3月31‘日  



基発発蔑文書台帳  

文書番号   件名   
凝寅男  

起案者  
日   

施行月 日   起秦部署・  
、  ・発 
日   

賃d40101i号  独立行政法人労働者健康福祉機構 法の施行等について  書名明 子  3月・26日  厚生労働省労 働基準局長  各離道府県労 働局長  

4月1～日  労働基準局労災補償部労災管理課   3月●31日   

第0401012号  r炭鉱敗答に上る－ま嘩簾中電に倦もアフターケアに粟する費用の算 倉卒び投染方捌こづいで】の一掬改正について．  菊準宏  3月29日  厚生労働省労  
働基準局長   

4月1日   労働基準局労災碍償乳禰償課   ．3月31日   

第040■1013号  労働福祉濁薫腰掛ら国が承継する資卑（現金資産 等）について  冨田‘t裕 
介   

歳入徴収官  労働基準局長   

第q4机014号  労働福祉事業団から困が承継すろ資匿（現金資産 等）につい七  富田裕 ・介  3月h26日   歳入徴収官  
労働基準局長   労働基準局長  

4月1▲日  労働基準局労災補償郵労災管塵諌   3月29日   

第0401015音  労働保険特別会計紘第8粂の規定に基づく他勘定 から撤収勘定への繰入について   

4月1日   

●落合知  4月1日  労働基準局長  労働基準局 長、職業安定  
労働基準嵐労働保険徴収率   4月1日   局長  

贋q4010’16藩  平成王6年庶に樹ナる地方雇用保険監察官が行う 監廃・琴査について   染谷雅・ 英．  き月29自  痩生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  
4月1日   職業安定局車用儀嘩課   3月31日   

第0401017号  国有林野事業の組綴改革等に伴う労働基準法別 表第1各号の適用について  和田幸 典‘   3月31日  厚生労働省労  
働基準局長，   

4耳1日   労働基準界監督蔑   4月6日   

第0401018号  鳩設労働者の労傲条件棒保のための相互通報制 劇こういて岬一部改正に？いて  福田剛  ・之   3月26日■  厚生労働省労  
働基準局長   

4月1日   労働基準局●監督課   ′4月1日   

第0401019号  平成1畠年度労働保険連用侭逸兼務の契約締結 についで  木久保亜希  子  4月1月  厚隻労働省労  

4月1日   労働基準鱒労働保険徴収琴   4月1日   
働基準局長   長 

第04010女0号  平成1昨庶「労働安全衛生マネジメと坤普及促 進事業Jの依頼籠ついて   船井雄一郎  ・3月26‘日  厚生労働省労  中央労働災薯  

4月、1日  労働基準局安全衛生部■安全課3月・3・0●日     傲基準局長  防止協会会長  



／  

基発発議文書台帳‘．  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   

施行月 日   起秦部署  発 

日   

第0401021◆号  平成16年皮r成長産業における安全衛生活動基髄 整備事菜」わ依掛こづいて・  船井雄こ郎  3月2白日  厚生労働省労  

4月1・日   働基準局長‘   防止協会会長      労働基準局安全衛生軒安全課   3月30自   

第0401022号  平成16年虔「中企動こおける自主的安全衛生管理 活動の琴進」の依頼について  船井雄一郎  3月26■日  厚生労働省労  

4月1日   労働基準局安全衛生部安全諌   働基準局長   

I  
労働革準局安全衛生部安全飯   3月30日   働基準局長   

東0401d24号  労災援護金の支給について   福田哲  
也   3月30日  厚生労働省労  

働基準局長   局  
4月1日   

青田多賀子．  4月1月   

四   

4月1日   
労働基準局総務鉄労働保険審査会事      ●務童  労働基準局長  各委嘱者  

上ヒ  告Jの改正についで   

4月・1日   
報制度に関する  

第0401027号  平成16年虔声牟優良職長ネットワーク啓発の依頼 について   船井雄一郎  3月26日  厚生労働省労  

年月′1日   
働基準局長   

第0401028号   厚生労働省労  
について   

4月1日   労働基準局安牟衛生部安全課   4月■1日   
働基準局長   

長 

第P40，1029号  平成1昨虔林集等における作琴の変化に対応し 軒家全対儒推準啓発の依頼にづいて  ・船井雄一郎  頭26日  厚生労働省労  
4月1 労働基準局資金額生部安全課  働基準局長   

嘉＝I   ′A  船井雄一郎  3月26日  厚生労働省労  

4月1日   労働基準局安全衛生部廣全課   4月1日  
働基準局長   

長 



基発発萬文書台帳  

文書番号   件名   
起案月   

起案者   
針   発信 者  受信者  備考   

施行月 日   ノ起案部署  
決裁月  

日 

第0401031号  平成16年度危険再認識教育普及 事業の依軌こ？いて  船井雄∵郎  3月26日  厚生労働省労 働基準局長  社団法人全国登録 故習機関臨全会長  

4月1昆   労鱒基準局安全衛生部安全諌   4月1日   

第0401032号  平成16年庶専門工事発着安全管理活動等促進事 兼の依頼について  船井・雄一郎  ー，3月26日  厚生労働省労  
■働基準局長   

4月‡日   労働基準局安全衛生部一安全課   4月1日   長  

第0401033号  詔欄慧警紅槻全対  船井雄一郎  3月畠6日  厚生労働省労  働基準局長   
4月1日 労働基準局安全衛生部安全課   4月1日   声  

船井雄丁如  3月26竃  厚生労働省労  
第04010芦4号  平成16年庶事すり鹿符工法安食対策推進モデル 軍楽の依額について  

働基準局長   
4月1日   労働基準局安全衛生部・安全課   4月1日   

第り朋1P35号  木邁家庭等低層住宅建築工事安全対策推進モヂ ル事衆の実施について卜部改正）  船井雄一郎  3月26日  厚生労働省労  

4月′1日   働基準局長   

第0401036号  手すり先行工法安全対策推進吏デ ル事業の琴終について  ’船井雄一郎  ・3月26日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  

4月1日   労働基準局安全衛生部■安全課   4月‘1日   

第d40103ケ号  労災保険再審査請求事案に係る専門的事項lこ閑 する兼務委嘱琴例の策定及捗賓嘱について   宮田多賀子  4月・1日   

労働基準局長  各受託者  
4月1日   

務室  

第0401038号  「労災特別按護措置について」の－ 都政鱒について・  ■大部洋 幸   

4月工 
4月1月   労働基準局労災鱒償部補償課   ，4月20日●   

第0401039号  次世代育成支援対策推進法の施行 にづいて  藤井健 介   4月土日  痩生労働省労  
・働基準局長   

4月1日   労働基準局貸金時間課   4月1日  

第0401040号   
厚生労働省労  
傲基準局長   

4月1日   労働基準局監督喪  

r  



基発 発議文書台帳  

名   起療者   
起案月  

文書番号   

日  発■倍 者’  受信者  備考   

施・行月 日   起案部署  
日   

第b401041号  平成18年虔「安全衛生情報センター運営費託事 勤わ委託依鱒こついて  泉田暁  3月、29日  厚生労働省労  
働基準局長   

社団法人愛知県際  

4月埴  ー労働基準局労災補償部労災管理課   4月1日   
．第040－1042号  普通財産申管理要託及び壊用、眩  浮出智  4月卜日  厚生労廟省労 傲基準局長       益の承執こついて－  信    萱警R：三一汚王Lき免責  戎  
第0如1043号  委員の委嘱にづいて   眞田暁  3月26日  厚生労働省労 働基準局長  社団法人日・本クレ ーン紘舎会長北  

4旦「1日   山宏幸      労働基準帝安牟衛生部安全課   4月●1日   

第04010年4号  平成噂年度厚生労鹿本省採用職員（Ⅱ種）研修の 沫師派遣について  接遇路 子   4月1日  労励基準局長  独立行政法人労働 ．政策研究・研修機 檎労働大学校長  
4月■1日   ・．労働基準局総務課   4月1日   

第0401045号  出納官吏の通知及び出納員甲任免 をこぅいて  舟木貞 裕  一◆4月1日．   
労働基準局長  労働保険特別会計 歳入徴収官外4件  

4月1日   ●労働基準同線務課   4月1日   

ト舞d401046号  厚生労働省労働基準局契約審査会設置賓絹の刺 定について．   
ヰ月柑   労働基準局終務準   4月■1日   ●福原正．  4月1日  労働基準局長  労災管理課 長、労働保険 徴収課長  

・第04PlO47号  

4月●1日  

国有財産（愛知リハビリテーション作楽所付設自動  

有財在部局長松  ◆  厚生労歯大臣  第d401048号   事故習所）の貸付に係る厚生労働大臣申請にらい て  渡辺真理子  4月1自  厚生労働省所管国   崎朗  

4月．1日  労働基準局労災補償部労災管理課   4月1日   

厚生所国 有財産部局長■松    厚生労働大臣  廉04PlO49号  国有財産（松戸職員宿舎）の貸付に係る厚生労働 大臣申請について  披辺真理子  ●4月1日  労働省管  

畔朗      年月1日  労働畢準局労災補償部労災管痩課   4月1日▼   

欝0401050号  国有財産（蔵王スカイ′ミレス）の貸付に係る厚生労 働大臣申請について  披迦真理子  4月1日  渾生労働省所管周 有財産部局長松  厚生 労働大臣  
4月1日・労働基準局労災補償部労災管理課 4月1日 誓朗  



基発発議文書台帳  

件名   
起案月   

文書番号  起案者  
日   努信．  

二 者   
受信者  備考．   

施行月日   起案部署  
日   

第0㊥200i号  東北管区響薬学校における委託研 修の実施について  小宮山彰蘭   4月i日  労働基迩局長  恕森労働局長  

4月2自   労働基準局総務課   4月2日   

第040・200包与  平成15年劇こ料ナる∵般鵜の国家公演員の任用 状況調査（給与法A欝及びB寮峠ついT  鱒田雅 ・一弘   4月1日  労働基準局長  大臣官房人事 ・課長  

4月2・日   労働基準最終務線   ，4月－■2●・日   

第0402，003号  碍舎使用料の徴収停止及び精算に ついて  こ 岡野  4月1日  挫持管理機関厚生 労働省労働基準局   

長   働基準局長．  ロ   

4月2日  労働基準局労災補償部労災管理魂   年月2日   

第0402004号  第1匡‡部門間配置転換職員研修の・ 講師派遣について  小宮山■彰漕   ．4月2日  労働基準局長  労働大学校長  
4月2日   労働賽準局玲務裸   ．4月一2日   

第0405001号  「最嘩賃金に関する実態調査Jの実 施につ・いて  金子恭 子   ．4月1日  厚生労働省労 基  都道府県労働  
働準局長    局長  

4片5日●   労働基準局貸金時間琴   4月5日   

第040即02号  ト㌢ネ／レじん肺に係る指定代理人の 指定等たっいて  茅野考  

人   4月2日  労働基準局長  寒京法務局長 ほか11法務  

4月5日   労働基準局安全衛生部計画課   ■4月5日   
局長  

第0年0500き号  トンネルじん肺に係る指定代理人の 揮定等にづいて  茅野考 ’   

人   4月2日  労働基準局長  東京法務局長 ・はか11抵顔  

4月5日   労働基準局安全衛生部計画魂   4月・5日   
局長  

第p4由004号  トンネルじん時に係る指定代理人甲 指定等を羊ついて  茅野考 人   
4月2日  労働基準局長  東京駄務局長 ・ほか11法務  

∴4月叩   労働寒準局安全衛生部・計画諌   4月5日   
局長  

第0405qO5号  トンネルじん肺に係る指定代理人の 指定等について  茅野考 人   

4月埴   労働基準局安全衛生部計画課   4月5日   4月2日  労働基準局琵  東京法務局長 ほか11法務 局長  

第0405●Oq6号  トンネルじん肺に係る指定代理人め 指定等について・  茅野考 人   
4月2日  労働基準鳥長  東本法務局長 ほか●11浜務  

4月5日   労働基準局安全衛生部計画錬   4月5日  
局長 

’＼   



基発発議文書台帳  

文 毎   
起秦月  

起案者  
日   発信   受信者  備考   

施行月日   起案部■署  
者           弊裁月●  

日   

トシネルじん肺に係る搾定代理人の  
第040開07号   鱒定等について   

人   4月2日  労働基準局長  東京法務局長 ほか11捷務  

4月叩   傍働基準局琴全衛生部計画課   ・4月5日   
鱒長  

トンネルじん肺に廃る指建代痙人の  
第0405008号   指定等について   

人   4月2日  労働基準局長  東京韓滴鳥長 ほか11法務  

4月、5日   労働革準局安全衛生部計画額   4月5日   
局長 

トンネルじん肺に係る指定代理人の  
第0405009烏・   指定等にづいて   

ヰ 4月2日  労働基準局長  東京法疲局長 ほか11絵務こ  

4月5日   労働基準局安全衛生部計画課   4月5日   
局長   

トンネルじん卿た係る指定代理人の  
夢040年010号   指定等について   

人   4月2日  労働基準烏長  東京法務局長 ほか11法務  

4月●5日   労働基準局安全衛生部 
局長  

トンネルじん肺に廃る指．定代理人の  
第0405011号   指定等について   

人 4月■2日  労働基準局長  東京法務局長 ほかil絵務  

4月5月 労働基準局安全衛生部計画琴   4月■5日   
局轟  

第0405012号  トンネルじん廟に係ろ線定代理人の 指定等について  茅野考  

人   4月2日  労働基準局長  東京政務局長 ’ほか11法務  

4月5日   労働基準鱒安全衛生部計画課   4月5日   
局長  

廃0406001号  宿舎使用料の徴収停止につ いて  淡辺真理子■  4月与日 ■  維持管理機開厚生 労働省労働基礎局   
一  東京労働局長  

長  

4月6 

第0406002号  宿舎使用料の徴収停止につ いて●  按辺真理子  4月6日  維持管理繊関厚凌 労働省労働基準局  
．長  保険局畢  

4月6日  労働基準局労災補償部労災管理錬   4月6日   

第0406003号  宿舎使用料の徴収停止につ V＼て  披辺事理子  4月6日  維持管隠梯関厚生 労働省鎗働基準局   
政策研究・研修機  

長   輯理事長  

4月6日．  労働基準局労災補償部労災管理課   4月6日   

4月6日  労働基準局労災補償部労災管琴課   4月6日  
第0亜6004号  宿舎使用料の徴収停止及び精算に ついて  涯辺真理子  ・4月6日  維持管後棒関愕生 労働省労働基準局  長．  職業能力開発  局長  



基発発議文書台帳  

文書番ヰ   鱒   起案者  起案月 日  ．▲ 
発点 者  受信者  備考  

施行月日   起案部審  
決裁一月   

日 

第0406005号  化学物質の有害性調査事業の調査 具公表にっい   
綺申て   牧宣彰  ・4月1日   

厚生■労働省労  

4月6日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策          4月6日   傲基準局長   

琴  

夢0406006音  内分泌かく乱作用が疑われ風化学物質の生死系・ 次世代への影響評価砥関する研究琴の公表▼につ いて’・  飯宣彰  ・4舟1日   厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策  
4月6日  

働基準局長   

、課  

第0‘4070Pl号  歳入金額収済証明の革求に ついて  、・嘩出智 信■   
4月7日  厚生労働省労 傲基準局長  日本銀行本店  

4月7日  ノ労働●基準局労災補償部労災管理課   4月・7日   

第0407002号  人事院規則9－8第44条の適用を郵ナる機長の復 職時開塾について  和田準 弘   

4月て日  労働基準局長  大畠官房人事  課長  

4月7日   労働基望勘計時務課   ：4月ナ日   

第b4070b3号  職員鱒派遣について（回答）   
小林欣 

樹   
4月6日  厚生労働省野  

4月7日・  労働峯準局労災補償部労災管理課   4月■7日   
傲基準局畢   

第b407004号  講師派遣依頼について（回 答ト  合田悠・  4月1日   社団法人日本法済  
労働基準局長   団体連合会塔馳  

4月 労働基準局竪督課   4月7日   
事矢野弘典  

第0408001号  平成16年虔中央労働災啓蛎止協会文革安全鱒生 教育センターへの撒員派噂及び経費の支出に？い て  川準洋  4月2日  ≡ R¢迄．…裏ラ亮…．．   
4月8日   労働基準局安全衛生部計画線   4月8日   

第040900′1号  指定代理人の変更について   
中野公  

轟   4月諷日  厚生労働省基  準局長  法轟省大臣官 房訟務総括審  

託官  
4月9日 労働基準局労災補償部嘩償課   ・4月8日   

■第P409002号  貸金繹専業務専門研修の講師派遣 について  小宮山■彰跨 4月7日  労働基準局長  労働大学校長  

4月9日 労働拳準局時務鰊   ■4月9日   

第040如03号  平燐16年度予算担当職員初任者 研修生の推薦にういて・  緩速路 子   

4月9日   
4月9日  労働基準局長  大臣官房会計  

労働基準局総務課   4月9日  



基発発議文書台帳  

文凄番号   件名   
起案月  

起案者  
発信 者    受信者 備考   

施行月 起案部署  
決裁月  

平成15年虔「機能性材料由来の金屑微粒子の分  

第040らob4号   折建と生体影響の研琴J等の委託費の額の砿定鑑 ついて．  牧量感  4月叩   厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策  
、  4月・・9日  

働基準局長  
課  

平成15年庶「機能性材料由来の金属微粒子の分  
第040900邑阜   析絶と隼体影響の研究j等の車託費の額の絶食に ついて  牧宣率  ．4月9日   

厚生労働省労  

労働基準局安全衝撃部化学物質対策          4月9・日   
4月9日  

働基準局長  

琴  

平鹿15年虔「機能性材料由来の金属微粒子の分  

第04P9006号   析法と生体影響の研究j等の委託裁の額の確定に ？いて  姦哀鬱   
4月9日  厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物資対策          4月9日 
4月9tヨ  

働基準局長  

課  

責酌4i2叫号  競蒜蕊箭欝欝中央㌘臓部宏  4月51］  厚生労働省労  

4月1纏  労働． 疎粁終補償部イ労災管理課   4月7■日   倣基準局長  

第041如02号  平成16年中央労災補償業務監轟及び中央労働條 鱒溝用徴扱兼務笹森について   4月 

働革準局長一  

第0412003号  第7由自安知慮のあり方に関する全員鱒法会の閉 催及び案内状の送付にづいて．  金子恭 子 4月6日  厚生労働筍労  
働基準局  

年月12日 労働基準局貸金時間課   4月●12日   

第0412－004尊  人事異動発令内申について  角南巌  4舟12日   

4月12 労働基準局 綺務課   4月12日   
労働基準点長    大臣官房心事  級長   

小宮山・彰浩  4月1豆日 
第041200．5号  東北管区警察学校における委託研修候補者の推 蕗について  

4月12日   

労働革準局長    大臣官房人事 ・課長   

労働基準局聴務課   4月12日   

第04120d6号  九州管区警察学校における委託研修候補者の推 蕗について  小宮山彰聴   4月6自  労働基準局長    大臣官房人事  課考   

4月12日   労働拳準局総務課   4月Ⅰ2日   

第0413001号  平成16年度労災関係非常勤職員 の配直人貞について  軍原直 人   4月7日  停年労働省  
働基準局長  

4月13日  労働基準局労災補償部労災管理課   ・4月12日  

†  



基発■発議文書台帳  

文書番号 件 泰男  
起案者   

日   発信  

施●行月 日   起泰郎署  
決裁月  者   

日   

労働拳準局労災補償部補償課   4月13日 第0413002号◆  鱒渡部臓辞の陣容認定に関する専門検討会（第2 回腹部臓器部会）の陥終について  生木谷●忠司  4月2日t  厚生労働筆労 働基準局長  参筆者    4月13日  ’   ■   

第041∽03号  平成16年度全国安全週間の実施 にわいて  野本直哉  3月24日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  

4月13日   労働基準局安全衛隼部安全課   4月12日   
・局長  

腐041・3004号  平成16年度会短資全速間の実施 につヤ、て  西本直哉  3月買4日  厚生労働省労 働基準局長  ．中央労働災審 防止協会会長  
－4月・13日   労働拳準局安全衛生部安全課   4月12日   

第b413005号  平成16年度全国安全週間の実施－ について  西本直哉  3月24日  厚生労働省労  
働基準局長   

4月13日   労働基準局安全衛生部 長  

第q413006号  

4月13●甲  

第0413007号  感場達郎傾細事者の特別加入め 取扱について  丸山彰  

憲   4月1日  摩生労働省労  

4月 
働基準局長   

労働基準局労災補償部櫛償課   4月8日   

第0413■008号  詩師の派遣（回春）   ・・：▼   4月12日   
哉  財団法人労災  

労働基準局労災補償部労災保険業務        董   ．4月13日   
労働基準局長   年金福祉協会  

4月13日  
会長  

合田悠  4月12日   
琴0414001号  欝1回今後の労働契約捧制の在り方に関する研究 会の開催等について   

4月14日   

厚生労働省労 働基準局長  各参集者  

労働革準局●監督課   4月14日   
合田應  4月12日   

・第04140昭号  第1回今後の労働契約法制の在り方に関する研究 余の開催等にういて   厚生労働省労  

4月14日   
働基準局長   

4月1細   第q4140甲骨  第1回今後の労働契約法例のなり方に関する研究 会の開催等について  合田悠  4月12日  厚生労働基準  象■           ■  労働基準局 監督課   4月14日  局長  各夢集者  



基発‘－発議文書台帳  

文書番号   庭 起農月  
起案者  

発信   受信者  鹿考   

施行月 日   起案鱒署  
決裁月  者  

日   

第0415001号  平成16年秋の叡感推薦予定者に係右住畠頁 （写）、戸痙抄本及び刑罰啓開普の交付申請につ いて  山川輝 雄’   
4月13日  労働基準局長  現住所の市区 町村長  

4月15日   労働基準局綺務課   4月14日   

労働拳準局総務魂   4月15自   
第041．500等号  管区瞥察学校における委託研修の 実施笹ついて・  小宮山彰海  4月13日・  労働塵準局長  千葉・石川・徳 島労働局長  

4月1ち日  

第0415003号  暗和24年労働省告示第5号第2条に基づく平均貸 金の決定にゎいて   

4月15日   労働基準局貸傘時間裸   ’4月15日   
椋田那浄希  4月12日  厚生労働省労 働基準局長  広島労働局長  

第0415004号  社団法人全日本トラック協会の適正化事業喝専属 全国研修く初級研修〉への誇陣派遣について  ●松村啓 之  4月13日  厚生労働省労 働基準局長  社団法人金目 本トラック協会  会長  

4月15日   労働基準局■監督魂   ：4月15日   

第33回会計事務職貞契約管理耕  

第041甲05号  巧い巧㌣‥   修生の推薦について   子   4月1・5日  労働基準局長  大臣官房会計  長  
翠  

4月1・5日   労働基準局総務錬   4月15日   

第041声006号  労災補償保険審査専門研修の講師 派準について  小宮山彰浩  4月13日   
労働基準局長  労働大学校長  

4月15日   労働基準局綺務魂   ●4月15日   

第0415007尊  

4月i5日  

労災就学等援準費支給要綱の一部  
第041甲ql号   改正にづいて   介   3月22日  厚生労働省労  

′働基準局長   

4月16日  労働基準局労災檎償部翠災管理課   ■－‘3月莞5日 

廃04160p2号  r労痴者の健康情報の保附こ関する検討会Jへの 参加について  中野暗 夫  ∴4月12日  厚生労働省労 働基準局長  上智大学法学群数 授中嶋士元也ほか  
lO名  

4月16日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   4月16日   

秦041600’3号  勘回「労働着の健康情報の保割こ関する検討会」 の開催について  中野噂 夫  4月12日  厚生労働省労 働基準局長  上智大学法学部教 授中嶋士克也ほカ  
10各・  ゝ   

4月16日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   4月16■日  



基発発議文書台帳  

文書番号 件 起案●月  
起・案．者  

日   発信 者  受信者・  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  

日   

4月16 労働基準局監督課   4片16日   第041甲掴号  平成18年度会国地方労働基準監森監督官令蔑の 開熊について  東裕二  4月13日  労働基準局長  都道府県労働  局長    ■自  

第d416005号・  労働基準監督署長研修の講師派簿 について  ／ト宮山彰腰  4月14自   
労働基準局長  労関本学校長  

4月16日 労働基準局時務魂   ◆■4月・16日   

虜0416006号  コンサルタント試攣貞（筆記覿験）の 委嘱について  今井養 ．人  4月15日・  厚生労働省労 働基準局長  財団法人安全衛生 技術試験協会理事   
4月16日   労働基準局安全衛生部計画課   4月 

長  

第0419001号  第15回日中韓産業保健学鮨集談● 会への出席について  中野晴 夫’   4月．12日  厚生労働省労  

4月19日  労働基準額安食衛生部労働衛生課   4舟19日   
働基準局長   

第0419002号  宿舎使用料の徴収停止につ いて∴  渡辺真理子  4月19日  維持密理機関一厚 生労働省労働基準   
局長．   働基準局長  

4月19日  労働基準局労災補償新野災管理課   4月．19日   
第0年19003号  宿舎使用料の精算について  渡辺真理子  4月19日  維持管理機閑厚 生労働省労働基準  局長 

4月．19月  労働基準局労災補償部労災管理鰊   4片19日 
第0419004号  過重労働・メンタルヘルス対欝の在り方に係る検沖 会への参加につりて   藤本奈賽子  4月13日  厚生労働省労  

働基準局長 q   

長  

廉0年柑005号  第1回過重労働・メンタルヘルス射撃の在り方に係． る検討睾の開催に？いて   ．藤本奈央手  4月13日  厚生労働省労 ●働基準局長  参集者  
4月1白日  労働拳準局安全衛生部労働衛生鰊   4月19日   

欝0419006号  労働基準行政関係功労者笹対す右厚生労働大臣 の感謝状贈与について  杉山龍 
香   4月15日  痩生労倫省労  

働基準局長   他  

4月19自   労働基準局賃金時間諌   ◆4片．19日   

夢0420001号  掛巡回館應柏妓事業（相即における派堆医師執こ封ナる公用諾郷 の発給方位覇偲び海外出強者に紺ナる在外公館への便宜供与依附こ ついて（伺い）・  河野公 

博   4月15日  労働基準局長  外務省大臣官 夢領事移住部   

4月20日  労働基準局労災補償部労災管理課   4月2叩  
長 



基発発議文書台帳  

文春季●号   件名   
起案月  

起案者  
乳信‘  

施行月 日   起案部署  
・者   

日   

第0420002号  綻外巡回陰腹細妓亭巣（前那における派汀医師等に対ナる公用旅券 の発給方依頼及び終外出貧者に対ナる在外公館への便宜供与依I椚こ ついで（向いI  ’河野傘 、博一   
4月15日  労働基準局長・  外務省大臣官 房領事移住部  

4月20日  労働基準局労災補償部労災管理課   4月2叩   
長  

第0420003骨  篭宗男登記漂諾諾裟琵架設宏監5芸妄義認裟 ついヾ（伺い）  ．河野公 博 4月15日  労働基準局長  外務省大臣官 房領事移住部  

4月20日  ・・労働基準局労災補償部労災管理鍵   ・4月2d日   
長． 

裾外巡回障瘡細妓事業（前期）における派遣医師馴ミ対ナる公用旅券 の発給方依頼及び滞出清新こ対ナる在外公館 

第掴加do4号   争への便宜供与依慨に ついt（伺い）・   
噂   

4月2埴  労働基準局労災婦償部労災管理課   4月20日   
4月15日  労働革準局長  外務省大臣官 房領事移住部  長  

姓外連回襟堰相成事業（細）における細注鑑師等に好する公用旅券 の発給方依斬及び掛出試着に対ナる在外公館 

第042000白骨   への伎笈供与飯館に ？いて（何い〉   
博   4月15日  労働基準局長  外務省大臣官 房領事移住部   

長 
4月加日  労働基準局労災補償部労災管理錬   4月20日   

第0420006号  醇外巡回鱈腹相統事業（前期）における澤昔医師引こ対ナる公用旅券 の発給方依棋及び終外出識者に封ナるな外公館への便宜供与飯櫛こ ついて紳lい）  ・河野公 博   4月15日  労働基準局長  外務省大声官 房飯事移住部   

4月20日・  労働基準局労災補償部◆√労災管理諌   4月20日   
長  

平鹿16年秋の叙勲兼務予定者庭係る住民票  山川健  
第0・420007号   （写）、戸籍抄本及び刑罰等閑啓の交付率鋳につ いて  

雄 4月1す日  労働基準局長  本籍地の市区 町村長  

4月：20日   労働基準局総務課   4月14日   

国土交通大学校における講師派遣  
第0420bo8号   依頼について（鱒答）   

4月皇0日   労働基準愚－監督課   ●4月2叩   由政男  4月15日  労働基準局長  国土交通省国 土交通大学校  長  

全国労災診療費担当者研修の開催  笹子由起子  、4月13日   
第0420009尊   について 労働革準局轟  都道府県労傲  局  

4月2叩   労働基準局労災絡償部補償課   4月20日 
長  

■第0421001号    同  安全管理士の選任に係る資格認定申請及び選任 に係る協謎について  川準洋  4月19日  厚生労働省労  

4風声1日   

働基準局長   
労働基準局安全衛隼部計画琴   4月21日  

支出官厚生 労働省労働基  
東京按務局長  

4月2ユ日   
準局長  



基発発議文書台帳  

文書番号   座名   
起案月  

起案者  
日   発信 者  受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  

日   

第0’421003車  平成15年10月1計付け一般昇格及び平成1甘牢1 月1日付け普通昇給発令内申・について  和田雅 ノ■   

弘   
4月21日●  労鱒基準局長一  大臣官房人事  課長  

4月．21日   労働草準局．総務課   4月飢日   
ボイラー及び圧力容器安全放射等の一節塾改正する省令の施行及びボ  

虜042ゆ04号   イラー及びだカ容輩安全規則第21免許2項許4号の鰻定に基づき厚生 労働大牢が定叫声自動御調翠鳳を産わる告示の軌定について  安達栄  t3月23．日   厚生労働省労  

4月・買1日   ’働基準局長   

第04曳100与号  けロック枚査担卑官会時における質疑事項の鱒答 について」の〝部改正につい七  ’成毛節  草月・22日  厚隼労働省労  

4月．21日   労働基準局安全衛生部安全課   碩▲21日   
働基準局長   

生木谷忠司  4月16日  労働基準局長  参集者  
第0421006号  「申腹部臓器の陣容諸掛こ関する専門枚肘会（常習 回泌尿弥生殖欝部会）Jの開催について   

4月‘21日   労働基準局労災姉噂部碍償課   4月21日   

第0421007号  平成1錘労働災容赦向嗣査の舞  山本裕  4月12日  呼生労働省大臣官   
子  各都道府県労  

働局長  

4月21日  大臣官房統計情報部貸金福祉統計錬   4月21日   
基準局長  

第0421008号  第78画安衛汝GLP評価会議の開 催について  若林和  

均 
4月16日   

厚生労働省労  

労閏基準局安全衛生部化学物質対策           4月2ユ日   傲基準局長   
4月21日  

課  

第04畠1009号  第120回変異原性試験等結果検討 会読の開催にづいて  若林和 也  4月16日   
厚生労働省労 働基準局長  検討委員  

4月21日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   4月21日   

安衛法GLP査察の実施につ  
第0421010号   いて   

4月9日  厚生労働省労  

、働基準局長   家  

4月21日  労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   4月21日   

也  

第0421011号  安衛紘GLア肇察の実施につ いて  若林和 也  4月9日   
厚生労働省努  

労働基準局安全衛隼部化学物質対策           4月21日   働基準局長   
4月21日  

課  

第042io12号  安衛抵dLP査察甲実施につ いて  若林和 埠  4月●9日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物鮒4月21日  働基準局長   
4月21日 



基発 発議文書台帳  

文番番号   件   
起案月  

起案者  
日 発信   受備考  備考   

施行月 自   起‘案部署  
者            決裁月  

日   

第0422dol骨  

4月22月  

第042写002号  

4月2．2日  

第0422do3号  

4月 

第0422004号  

4月 

第042写005号  平成1百年4月1日付け一般昇格及び異動昇格軍令 内申について  小宮山彰浩  4月21日 
労働基準局長  大臣官革｛事  課長  

4月22日   労働拳準局†総務課   ＼4月22日   

第042写006号  管区響無学校における琴託研修倹 稀有推薦について   ′ト宮山彰腰  4月22日  厚生労働省労  
の   傲基準局長   

4月22日 労圃基準希総務課   ◆4月22日   長  

第0423001号  九州管区響療学校における拳託研修受締着の決 定について  ′ト宮山彩麿   

4月▼Z3日   労働基準局 稔務課   4月12日   
4月叩  厚生労働欝労 働基準局長  転岡労働局長  

厚生労働省労 勒基準局長  膏森労働局長  

4月23日   
◆、琴0年2300皇阜’  東北管区警魂学校における委託研修費措者の決 寧について  小宮山彩漕  4月．12自         ・  労働基準局 総務錬   ．4月12日   

第q42．3003号  関東管区響義挙故における委託研修受接着め決 定たっいて  ′ト宮山彰醸  4月．22日  厚生労働省労 働基準局長．  千葉労働局長    －4月’23自  労働準準局総務課   －4月22日   
「労働基準・契約法制甲あり方に関する総合的研  

廃042如04号   軌に係る研究会（第1回）への担当官の派遣につ いて  合田悠  ・4月23．日  厚生労働省労   独立行威儀人労働 政策研究・研修機  
4月23日   労働拳準同監督諌   4月裏日  

働基準局長    隋哩瑠長  



基発発議文書台帳 

吋哀   文書番号  起案者●  起・象月－●  
日．  発 

鱒裁月●  考   
受．信者－  ・ 

．施行月 日   起案部署  
日   

第P42600Ⅰ号  中央じん肺診査医会の開催につい て（通知）  山本英 範．   ・4月16日  厚生労働省労  
・働基準局長．   

4月26日  労働基準局安全衛生部■労働衛車線   4月塊白   

雄   
溺住所i本籍  第0426002敦  平成16年欲の叙熟推蕗予定者に係る住民票 （写）、戸蕗抄本及び刑罰等訴杏の交付申請たっ いて（依頼）  山川輝■   4月23日l   労働基準局長   地の市区町村  

4月26日   労働寒準局総務課   4月26日   長  

第04260q・3号  「クレーン通路及び保護鹿隆一第1軌一触に係る エ楽穣準の制定に？いで（公示ン  井上栄 貴・  ● 3月1日  厚生労働省労  
働基準局長   

4月26日・   労働基準局安全衛生部安全錬   3月5日   

第q42印04号  

4月26月  

第0年26即5号  

4月26日  

・第0426PO6号  

4月 

欝0426007号  

4月26自   

′言L■  

1  渡辺真理手   

・第0426009号  宿舎等に係る使用料鱒徴収依頼に● ついて  渡辺真理子  ・4月●23日  維持管理機閑厚 生労働省労働基準  

・局長  痩生労働省労 働基準局長    4旦26日  ・労働基準嵐労災補償郵労災管理課  
ふ▲▲・■  渡辺●琴理子  －4月26日・  維持管理機関厚  鐘  ●                          生労働省労働基準  

4月27日、労働拳準局労災補償部労災管理劉4月27日 局長二  



基発発議文書台帳  

文書番号 件名 起素月  
起奏者  

日   発信 者  受信者・  備考   

施行片日   起案部署 決萄月  
日   

第0427002号  宿傘使用料め徴収停止につ いて．  準辺．真理子  4月26月  維持℡理機関厚 生労働省労働基準   
鱒長   業安定局長  

4月27日  労働基準局労災補償部労災管琴琴   4丹27日   

第042700亭号  宿舎使用料め精算にらいて  渡辺真理子  4月写6日  維持管理機関厚 生労働省労働基準  局長  栃木労働局長    4月27日  ・労嘩基準局労災補償邸労災管痙課   ．4月27日   
第0427bo4号  宿舎等に係る使用料め徴収依頼に ついて  液辺真理子  4月細目  維持管理機関・厚 生労働省労働基準   臣官房国際課   

4月芦相  労働拳準局労災補償部労災管理琴   4月2叩   
局卑   長  

第P42700年号  

4月27日  

第由27甲6号  平成16年庶の中央監察の実施にわいて（前期対俵 局あて）  東裕土 1 

4月27日   l  4月22日  労働基準局畢   口 都道府県労働 局長  

第0427007号  平成16年度の中央監察の実施について（後期対象 局あて）   

4月27日   労働基準局 監督課   ．4月27日   4月22日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

第P428001．号  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第25粂の 規定に基づく連用除外について  東好宣．  ■2月13日  厚生労働省労  
4月28日   

働基準局長   

労働基準局琴全衛生鱒安全課   4月26日   取締役  

第0428002号  銅管尾坂用の部材及び附属金具の規格第25集わ 東好宣  2月13日  厚生労働省労  

4月281ヨ   労働基準局安全衛生部襲全課   4月26日   
働基準局長   

白雲荘への立入許可につい  
第0428PO3号   て   

之   4月28日  労働基準局長  文部科学省大臣 房文数施設金野p   

参譲膏  

4月28日  亡労働基準同労災補償報労災管理課   ●4月28日  



基発 発議文書台帳  

文書番・号   
起案月  

起案者  
日   発信  

施▲行月 日   起案部署  
準裁月  着   

日   

中小企発において導入ししやすい追犠給付制度の  

夢05060dl号   あゎ割こ関する調査研究寄集の拳託の依頼笹つい で  高橋滞  4月28日   財団法人雇用悌  
労働基準局長   観センター菊地  

労働基準局勤労者生活部勤労者生活           5月6日   貫旨  
5月6日 

課  

労災補償訟務専門研修の講師派遣  
簸0507叫号   について   

5月6日  労働基準局長  労働大学校長  

5月∴7日   労働基準局∴総務課   5月．7日   

新年労働基準監督官（前期）研修甲  
第0507002号   ■   欝師派遣にづいて   

5月6日  労働基準局長  労働大学校長  

5月▲7日   男働基準局 総務錬   5月．7日   

前田・滝谷特定蓮  
第瑚申03号  労働安全術生法第88粂第3項の規定に基づく計画 嵐わ審査についで  東好壷  4月19日  厚生労働省労 助基準局長   股工抑同企菓体 滝谷鱗作襲所所   

5月7日   労働基準局安全衛生部安全喪   5月6日 長  

廉05070q4号  労働安全衛生法第88条帯3項の規定に基づく計画 届の考査について   4月19日  厚生労働省労  

＼5月．7日   労働基準局安全衛生部賓全琴   5月6日 
働基準局長   

淋作某所所長  

儲p5P7bo5号  労働安全衛生改質88粂第3項の規定lと基づく計画 届の審御中いて   

5月■7日   労働基準局安全衛生部■琴全課   ’5月■6日 
4月19 

虜0如70d6号・  労働安全衛生法第88芦第3項甲奴劉こ基づく計画 届の審査について   

1 5月 7日   労働基準局安全衛生部安全課   5月6日   
東好宣  4月19．日  厚生労働省労 働基準局長一  千葉労働局長  

第05070・0●7号  平成1．昨皮膚1・四卓期分支払計画（変更分）の逮 付及び示達並びに支払面受裔の変更について●  平本峰 鰐  4月27日  労働基準局長  ．都道府県労働 ’局長′  
5月’7日  ・労働基準局労災補畷部労災管理課   4月27日   

第0510001号  第14回申央最低質金啓銭金の開催及び案内状の 送付について  ●金子恭 子■   4月26日  厚生労働省労  
倒基準局長   

5月18日   ‘労働基準局貸金時間課   5月10日   

J‡S鱒寮作成委員套委員委嘱につ  
療0518002号   いて（回答）   輔 3月26日  厚生労働省労（社）日本クレ  

働基準局長一ン協会会長  

5月1q日   労働基準局安全衛生部穿全課   ・5月10日  



基発，発議文書台帳  

文書番 痺   
起案月  

起案眉  
日   発碍 者  ・受信者  備考   

施＿行月・日 起案部署  
決一裁月  

日   

第0511001号  串成1白年度産業医学基本講座の 詰師派遣について  中野晴 夫   4月22・日  厚生労働省労  

働革準局長   長  

5月11巳  ・－労鱒基準局安全衛生瓢労働衛生魂   ．5月11日   

第05110d2号  平成16年秋の叙勲繹鰯予定者に係る住民票（専）の  山川輝   
交付申掛こついて（依頼）   

鱒  5月10日    現住所の市区 ．．町村長          労働基準局長   
5月11日   労働基準局時務魂   －5月10日   

廉051100∂号  社会保険労務士が行う求人の申込みに係る事務代 琴の取扱いについて  ■菊池美 
映   

5月6日  労働基準局長  各都道府県労 働局長  

5月，11日   労働基準局労働保険徴収課   5月11日   

小林欣  
第P511004号  職員の派遣について（回答）  

樹   
4月28日  厚生労働省労  

5月1．1自  ・労働基準局労災補償部一労災管理魂   5月11日   
働基準局長   

小林欣  
第0511005号  職員の派遣について（回答）   樹   4月28日  厚生労働省労  

働基準局長   
5月111ヨ  一 労働一基準局労災補償部労災管理課   5月11日   

第0511006号  人事異動発令内申について  角南巌  5月11日  労働基準局長  大臣官房人事  課長●    5月111ヨ  労働基準局鱒務課   5月11日   

′ト宮山彰麿  5月16日   
第0512001号  放射線管理（基礎）専門研修の誇師 派遣について  

労働甚準局長  労働大学校長  

5月12日   労働基準局■総務喪   5月12自   

山岸鳥  
第0512002 

幸   
4月28日  労働基準局長  産業医科大学  長  

5月12日   労働基準局労災補償新補償課   5月12日   

5月12日   労働基準局監督課   5月12日   夢P51錘03号  講師依頼に関する件（呵答）  東裕二  5月11自  労働基準局長  国土交通大学校柏 研修センタナ所長  

第0512甲4号  労働監督署課長（A）研修の講師派 遣について  小宮山彰浩  5月10日   
労働基準局長  労働大学校長  

ち月12日   労働基準局総務琴   5月12日  



基発発議文書台帳  

文書番号   冬・ノ   ・起案者．   
起寒月  

日  発信 者 

施行月 日   ● 起案部署  
決裁■月   ．   

自   

・夢0512006号  

5月12 

第0鋸2006号  労働着災零補償保険法施行放則第46灸のl且許2骨Pに掲げる作業に 従事する着に係る特別加入の取扱いについで・・  西川聡 子   

3月1ウ日  厚生労働省労  

・働基準局長   局長・  

5月12日   ’労働基準局労災補償邸補償課   ・‘3月25．日   

’第0白13001号  職場における喫煙対策推逸のため の教育の・実施について  成田光 春  ∫4月9日   厚生労働省労  
働基準局長   

’5．月13日  労働基準局安全衛隼瓢・労働衛生課   5月拍日   

二第P513甲2号  r審襲着が鍔ずべき快適な職境環境の形成のため の措匿に関する指飢ドついて等閑坪通達の一部 改正に 4月9自  厚生労働省労  
ついて．   ■志  

：－働基準局長   

5月13日  ’労働拳準局安全衛生部労働衛生課   5月7日   

．第0513do3号  労働保険寧顔組合の都道府県単位の連合団体に∴  ．大久保亜希  5月12日・   社団法人金畠労  
海生労働基準 ’ 

5月13日   局長 】  

子 5月12．日  停車労俄基準  第q51鋼04号  労働界険軍務組合申都道府県単位の連合団体に  ：大久保亜希  
・局長   

5月13，日   明  ・労働基準局．労働保険徴収錬   5月13や   
ミ社団法人全国労  革P51紬5号  労働保険事務銀杏の都噂府県単位の連合団射こ  大久保亜希  5月l．12日  野生労働省労  

5月13・日   ■’併基準局長  

・第051豆006号  労働保険事務組合の都碍府県単位の連合団体に  ・大久保亜希  r5月1紳  輝生労働省労  

◆5月1■3日   ト働基準局長   明  

∵第0513qO・7号  r今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会 ，（第3回）」の開催及び経費の支出について  虎澤茂 樹  5月・1 2日  労働基準局長  子・参集者  

5月13日   ・労働基準局安全衛生部．計画琴   5月13日  

’第0514001号   
厚生労働省労 ニ  上智大学法学部敬 反中嶋士元也ほか  

働基準局長    10名．  
5月，14日   
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第b514002骨  今後の労働契約法制の在凱方に関する研究会（第2 回から第5回まで）の開催にっいて  合田・悠  4月2β日  痩生労働省労． 働基準局長  各参集者    ●5月14◆日  労働基準局．監督諷   5月12日   
小林欣  

第05140d3号  職員の準遭について（回春）   樹   5月10日  厚生労働省労 働茎準局長  林材秦ゼb災 推進中央解法  

会会長  

●5月14日  労働基準鱒労災補償部労災管理魂   5月14日   

社団法人日 本砕石協会会   
第0‘軋4004号  第31回全国枠石大会に係る痩生労働省職員の派 造について  ■川追洋  5月7日  厚生労働省労 働基準局長     長  

ち月14日   ，－労働基準局安全衛生部計轡課   5月t4日   

腐0514005号   地方じん肺珍査医の任免1こ ついて  山本英 ■紀  4月20日   ■ 労働基準局長  大阪労働局長  

，5月14日  労働基準局安全衛生部．労働衛隼課   5月14自   

第鵬14006骨  平成16年度外国人労働者問題啓 発月間について  井上 陽太郎  5舟7一日  厚生労働省労 助基準局長  都道府県労働  甲長  

5月14日   労働基準局監督課   5月14日   

第0514POマ号  

5月14日  
● 

第05140鵬号  平成16年秋の叙勲推番予癒着に係る住民票く写）、 戸籍抄本及び刑罰等開巻の交付申請について  山川健 雄  ．5月10日   労働基準局長  本籍地の市区 町村長  

串月14日   
労働基準局・鱒務課   5月10日   

夢05140由号  外国人労働者問題啓発月間の実施 について＋  井上陽太郎  5月7督  厚生労働省労  
働基準局長  R 

5月14日   ∴労働基準局1監督魂   ●5月1年日   
合食・  

夢0514010号  石油コンビナート等防災体制検討 委員会の委嘱について   

働基準局長   
官  

5月1年日   労働基準局安食衛隼部安全課   5●月13日  

眞田暁  ・5舟1．0日  厚生労働省労   消防庁長  

第05140■11号   労働基準局  大臣官房人事  課長  

5月14日●   労働基準局総務課  
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施行月 日   起案部署  
髄裁月  者   
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第0517qOl号．  印鰊損傷通知にらいて   ．松席大  5月叩  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働大臣  
5月17日   労働基準局労簡保険徴収課   5月17■臼   

第05f8001号  特定独立行政儀人災容補償案済連絡会議におけ る講師の派遣について  竹下洋 介   
5月11・日  労働基轟局長  人事暁事務総 局職員福祉局  

5月18日   労働基準局労災補償部補償課   5月18日   
長  

5月18日   
’  

労働基準局労災補償部．補償課   5月18日   第0518002号  整形外科の陣容認定基準等の準正に係る研操の▲ 開催について  生木谷忠魂  5月11日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

舞0518003号一  職員の派遣についセ   秋中裕  
子 4月26日  厚生労働省労  

働基準局長   

5月・1寧日   労働基準局勤労者生活部企鱒課   5月18日   

5月●19日   労働基準局労災補償部補償諌   5月19日   
第0519001号  磐工染株式会社事件に係る訟務依 頼につヤ、て  加藤進  5月18日  労働基準局長  岐阜他方法務  局長  
第0519002号  労働保険事務組合報奨金交付要領 の改正について  大久保亜希  子 

5月19日   労働奉準盾労働俸喚徴収課   5月19，日 
働基準局長   

第0519003号  平壌16年度災害科学に‘関する委託 研の頼にづいて   

窄依   5月14日  労働基準局長  主任研究者  

5月19日   労働基準局労災補償部績償課   5月旭日   

5月19日   労働基準局労鱒補償部櫛償琴   5月19日   
屠q519004号  災害科学に関する委託研究の承認 について  井野蓉純絵  5月14日  労働基準局長  和歌山県立医 科大学長  

第d52qOOl号  技術検定試験に係る試験費貞の選’ 任について（回答）  眞田昧  ご5月7日  厚生労働省労  

5月20日   労働基準局安全衛生部安全課   5月20日   
働基準局長   

第05．20002号   
重点会委員の委嘱について  

（回答）   
眞博暁  ．5月7日  厚生労働省労 ●働基準局長  財団法人日 本規格協会会  

長  
与月20日   労働基準局安全衛生訂安全課   5月20日  
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起案月   
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第p52pPO3号  ヰ戌1粥媛「J‡S88818六ルト刈ング一改正原案倖成事業一本委員会 へめ委員倭欄のお願い－（厩制  眞・田暁  －5月12日  厚生労働省労  

5月20．日   労働基準鱒安全衛生部安全課   5月20日   
働基準局長   

夢0520004号  平成16年慮りISB…8■せ上磯一周軌改正原幾作鹿事業一事串良会 への委員葬喋ゆお酌ヽ一幅割   

眞許暁  5月12日  厚生労働省労  

5月写0月   労働基準局安全衛生部安全課   白月．20日   
傲基準局長   

第052000童痺  安全激発依良シルバー人材センター鱒定垂良く欝 7期）．べの革任について（回答）  眞甲暁  ■白月13日  厚生労働省労 働基準局長  讐翳鬱㌍  
5月20日   労働基準局安全衛生部安全課   5月2b日   

事業め会会長  

第0．520006号  平成16年虔ーラウンドスリング川S制定原案作成事 兼一本委員会「の萎貝委嘱のお酌．、丁（回答）  ．泉田．暁  5月12日  厚生労問省労  
5月セ0日   労働基準局安全衝撃部．安全課   5月20軍   

働基準局長   

第0520007号  平成1昨虔労働基準琴督官採用試験試数寄門番－ 長の一部変更について  開政男  ・5月17由  厚生労働省労  

5月20日   

働基準局長   
労働基準局監督課   5月20日   

箪0桓Odd8号  欝2回過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に俸 る検討会わ開催Ⅰこついて   、藤本秦央ネ  鱒月i3日  厚生労働省労 働基準局長  参集者  
5月買0日  労働基準局安全鱒隼部労働衛隼諌   5月．20日   

第ぬ20099号  第2同視玄労働・メンタルヘルス対策の在り方に係 再検討会っの担卿こついで  藤本奈央子  5月13自   

5月20’日  労働基準帝襲全衛生瓢労働衛生鱒   5月20日   
厚生労働省労 働基準局長  関係者  

俸険貯金控除額の訂正につ  
第0520010号   いて 

宏   5月20日  労働基準局浸  繹生労働省共萌組 合厚生労働本省支   

5月細目   

紆長  

労働基準局 総務課   5月20日   

4月22日  厚生労働省労 働基準同長、  有川労働局長  
■ 5月20日 

療0担Obll卑  中部管区習熟学毒如ざおける委託研修受講者の軋 定について  ／ト音山彰浩            ，  労働基準局 総務課   4月22日   
第d520012号  四国管区管蕪学校における番託研修受探者の決 革について   4月22日  転生労働省労  徳島労働局長  

5月20日  労働基準局総務課 4月22日働革準戸長   



基発発議文書台帳  

耳書番■与   件   
起・素月   

起案者   
日 発臆 者  受信者  鹿考   

施行月 日   起案部署  駄裁●月  

日   

第052do13号  平成15毎劇こおける行政財産等の使用状況実糠 調査のフが－アップ箪異について●  浮出智 ■信■  5月2d日  厚生労働省労 働基準局長  関東財務局長    5月20●日  労働基準局労補償部 

災 
第052年叫号  労働者災啓補償保険審査官に係る証票の新規交 

冨繹亜矢子  5月19日  厚 

働基準局長   

第0524002号  労働基準覧督官証票の再泰 付に？いて  山川輝 嘩．   
5月20日  労働基準烏長  愛知労働局長  

5月24日   労働基準局総務課   5月・21日 

第0も24003号  平成16年度全国労災補償監琴官 会議の開催について  西原直 人   

5月19・日  労働基準局長  都濁府県労働  局長  

5月24日  労働基準局労災補償部労災管理課   5月皇4日   
小宮山彰浩  5月1－9日   

第0．52年004号  労働衛隼専門官研修の講師派遣に ういて  労働基準点長  労働大学校長  

5月24日   労働基準局▲総務課   5月24日   

第052400白骨  全国賃金琴室長会議の開催 について  杉山龍 国 臼   5月20日  痩生労働省労  
働基準局長   

5月24日   労働基準局・貸金時間額   ■5月24日   

について   第0524qO6号  労働金庫の定款の変更に係る認可   接遇千 冬．  8月25日  労働基準局長   北海道知  

5月24日   労働基準局勤労者生活部企画課労働金庫業務室   8月28月   
事  

第0524007号  労働傘庫の業務方鱒番の変更にか かる認可について  渡追・千  
冬   8月25日  労働基準局費   

北海道知  

5月24尽   労働基準局勤労者生括部全面革労働金庫集務姦   ・8月28日   
事  

第052壷08号  労働金庫の業務方牡音の変更に係 る認可にづいて．  渡追千 冬   
8月25日  労働基準局長   

新潟県知  

5月24日   労働基準局勤労者生活部企画課労働金座兼務窒   8月28日   
事  

第05240b9号  労廟金庫の業務方法書の変更に係 る藤可について  渡追千  

冬   8月25日  労働基密局長  新潟県知 ■  

5月．24自   労働基準局勤労者生活静企画課労働金庫兼藤室   8月28日  
事  
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第0524010号  労働金庫の業務方海審の変更に藤 る認可にづいて  波浪千 冬   8月2 

年月ゑ4日   鱒ぬ準烏勤労者生活部企画感触金庫簸癖墓   8月28日   
事  

第052鱒11号  労働金庫の業務方法春め変更に係 る認可について  渡追千 冬   8月25日  労働基準局長  静岡県知  

5月24日   労働基準局勤労者生滞部企画課労働金庫兼務塞   ・8月28日   
事・  

第0524012号  労働金庫の業務方法書ゐ変更に係 る認可について  硬追千 ’冬   8月25日  労働基準局長  沖縄県知  

5月24日   労働基準局勤労者生跨部企由毘労働金線斐務革   8月28日   
事  

第0524013号  労働金庫の業務方法書の一部変更・ 認可について  矢野 誇須樹  ’3月31日   
労働基準局 

北海道知  

5月■24日   労働基準局勤労者生活部益軒課労働金庫業務室   3月31日   事  

第0524014号  労働金庫の業務方時事の∵部変更 認可につk＼て  矢野誇須樹  3月31日   労働基密局長   新潟県知  

5月24日   労働基準局勤労者生活部企画課労働金庫業務室   3月‘31日   事  

矢野誇須樹  3月3－1日   
第0524015号  労働金庫の業務方法書の一部変更 欝可につ 

労働基準局長   
長野県知   

5月．24日   労働基準局勤労者生暗部 企画課労働金箆業務室   3月31・日   事  

第052坤16号  労働金庫の業務方法害の｝部変更 琴可について  ー矢野 誇額樹  3月31月   
労働基準局長   

静岡県知  

5月24日   労働基準局勤労者生活部金野課労働金証集務塞   3月31日   事  

第0524017号  労働金庫の業務方法書の一部変更 認可について  矢醇誇須樹  芦月31日   
労働基準局長   

沖縄県知  

5月24月   労働基準局勤労者生活部傘軒珠労働金座兼務垂   －3月5I自   事  

第p52401白号  労働金庫の定款あ変更にかかる認 可にノついて  波浪千 冬   8月25日  労働基準局草   北海道知  

5月24日   労働基準局勤労者生活部企画裸労働金慮凝務憂   ．8月28日   
事  

第0524019号  平成16年庶ー仕事と生抒の騨和のとれた働き方を可能とナるための企業 内福利揮生別庇等のなり：如こ閉する偶蕊研究書菓Jの垂托位斯こつい て（伺い）  目黒一彰   

5月24日  労働基準局  社団法人計本テ ワーク協会会長  

大星公ニ  

5月・24日   労働基準局勤労者生活部企圃課   5月24日  
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起案月  

起案者  
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施行月 日   起案部署  決裁月 
日   

虜0526dol号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理 人の指定につて  ■茅野考  

い  人   
5月6・日  厚生お働省労  

働基準局長   

5月買6日   労働基準局安全衛生部・計画課   5月26日   
局長  

第052占002号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理 人の指定について  ′一茅野考－ 人／  5月・6日  厚生労働省労 働基準局長  札幌法務局他 9 ．（地方）抵務  

5月26日   労働基準局安全衛生蔀計画琴   5月2年日   
局長  

第05芦6003号  トンネル¢ん肺訴附こ係る指痘代理 人の指定について  茅野考 人  5月6日  厚生労廠省労 働基準局長  札幌法務局他 9（地方）汝務  

5月26日   労働畢準局安全衛生部計画課   ・5月26日   
局長  

第d52鱒04号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理 ｛の指定について  茅野考 
人   

5月6日  厚生労働省労  
働基準局長   

5月26日   労働基準局安全衛生部計画課   15月26日   
局長 

第0526005号  トンネルじん膵訴訟に係る指定代理 人め指定について  茅野考 人  ・・5月6日  厚生労働省労 働基準局長  札幌法務局他 9（地方）法務  

5月26日   労働基準局安全衛隼部計画線   ●5月26日 
局長  

第0526006号  トンネルじん肺訴掛こ係る指定代理 人の指定について  茅野考 人  5月6日  厚生労働省労 働基準局長  札嘩法務局他 9（地方）法務  

5月鱒日   労働基準局安全衛生部計琴課   5月26日   
局長  

第0526007号  トンネルじん癖訴琴に係る指定代理 人の指定に？いて  茅野．考 人 5月6日  厚生労働省労  
働基準局長   

5月26 労働畢準局安全衛生部，計轡課   ・5月26日   
局長  

第0526008号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理 人の指定についで  茅野考 人  5月6日  厚生労働省労 働基準局長  札幌法務局他 9（地方）法務  

5月Z6日   労働基準局安全衛隼部 
長  

第Ot526qO9号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理・ 人め指定について  茅野考 人  5月6日  厚生労働省労 働基準局長  札幌法務局他 9（地方）法務  

5月26日 労働基準局繋全衛生部計画課   5月26日  
局長  

厚生労働省労 働基準局長  札幌鋲務局地 9（地方）捷務  

5月26日   労働基準局安全衛生部計画課  
局長  



基発 発議文書台帳  

女書番尉   件名 起案月  
嘩案者   ・冒   

発信一   受信者  備考   

施行月 日   起‾美都署  
駄裁月  者  

日   

トンネルじん肺訴訟に係る鹿定代理  
第052占011号   人の指定について   

人   
5月．6日  厚生労働省労  

働基準局長   

5月26日   ト労働基準局安全衛生部計画課   5月26日   
局長 

廃05▼28001号  職員や派遣．について個答）      ロ  小林秋 樹．  5月21日  厚生労働省労 働基準局長  中央労働災審 防止協会理事  長 

5月28日  労働基準局労災補鱒部‘労災管理課   5月28日   

第05280■02号  平成16年虔第1・四半期分労働保険特別会計労災 勘定支払計画（変更分）の示達について  平本隆 繹 

5月28日  労働基準局長  都道府県労傲  遍長／  

5凡28日、  労働寒準局労災補償部労災管理課   5月2寧日 

労働基準局労衆補償部■補償魂   5月28日 第0528003骨  警荒農芸慧謂蒜監雷門鱒会（雛  生木谷忠司  ・5月17日  厚生労働省労 働基準局長  了参集者    5月28日     ：  



基発発議文書台帳  

文書．番号 件名   
起案月  

起案者  
日   翠信▼◆ 者  受信 

施行月日   起案部署 
決裁月  

日   

第06010dl号  職員の兼業について   佐藤健  

国 仁1   

5月25日  労働基準局長  大臣官房人事  昧長  

6月1・日  労働峯準局安牟衛生部労働衛生課   6月1日   

寅06qlOP2号  r労災保険巣浅慮奴処理手引（t子中律関連I放び「労熊基準行政伴 闊システム坂城処理手引（t子中津開連副】の－わ改正・印刷につい て 大川戸克滴  5月13日   

労働基準局労災補償部労災保険業務          ∴5月19日   
労働基準局長  都道府県労億  

6舟．1 局長  

華  

噛災保朕寒諸島紋処理字引純子申請以勘j及び傍働基準行政情  
禽0紬叩3号   組システム級織処理芋引（七千中綿開準軌の∵叡改卦印刷につい で   大川戸克窓  5月13日   

労問基準局労災補償瓢労災保険業務        室   5月19日   
労働革準局長  都道府県労働  

6月1日  
局長  

第0¢020山号  平成1点字度第1咽半期分支払計画表（変更分）の 送付及び示達並びに支払元受高の変更鳩ついて  戸山順 之   

6月1日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

6月．2●日  労働基準局労災補償部労災管魂課   6月●1日   

第06020P2号  平成16年虔厚生労鱒省交通安全菜摘計軒の策定● について・  松村啓 之   5月19 
働基準局長   

6月2日   労働基準局 

第0602003号  平成16年虔厚生労働省交通安全兼務計商の策定 について  松村啓 之   
5月19日  厚生労働省労  

働基準局長   

6月．2日   労働拳準局’監督課   6月2一日   

第0602・004号．  r貸金不払額兼と労働時間管理め運正化に関する 意絶間査・研究Jの委託の依額たっいて   井上陽太郎  6月2日  厚生労働省労 働基局長  株式会社日本能 串協会給合研究所 代寂取締役銭  

6月2日   労働基準局監督課   5月27日   
準     ′ 

武男 

第06d3001号  第36回産軍医学講習会べの講師 派遣にういて  ヰ野晴 夫   

5月11’日  厚生労働省労 働基準局長  日本医師会長  

6月3日  労働畢準局安全衛生部労働衛生課   6月3日   

第06P4001号  労働基準法施行規則及び労働者災害補償保塵儀 施行規則の一部を改革する省令の施行について  生木谷忠司  6月1日・  厚生労働省労  

6月●4日   労働基準局労災補償部補償課   6月2日   働基準局長   

第0604002号  障害等級認定基準の一部改一 正について  生木谷忠司   6月1日  厚生労働省労  

問基準局長   

6月4日   労働奉準局労災補償部補償課   6月2日  
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文書番号   掛名   起案者  起案月 日●   

・琴信   受信者  備考   

施・行月 日 起案部署  
駄裁月  考  

日   

第06040甲骨  せき柱及びその他の体帝骨、上肢並びに下肢の障 蜜に関する陣容等級琴定塞劉こついて  生木谷忠司  6月1・日  厚生労働省労  
6月 労働拳準局労災補償部・補償課   6月2日   

閏基準鱒長   

生木谷恕司  6月岬  厚生労傲省労  第0604PO4号  眼の嘩害に関する陣容等級認定基 準について．  
労働基準局労災補償部補償課   ・6月2日   

働基準局長   
6舟4月  

第0鱒4005骨  需給調整事業関係業務専門研修め 諒師派遣について  小宮山撃暦   
6月2日  労働基準局長  労働大奉校長  

6月4日   労働基準局 綺務裸   6月4日   

篇0607001号  検査通知書   高橋秀 寿  6月7日  厚生労働省労  

働基準点長   

6月7 労働革準局総務琴   ・6月7日   

安衛法GLP査察の●実施にづ  
第0609001号   いて   

鱒   5月21日  厚生労働省労 働基準局長  査察専門  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月9日   家  
6月 9日  諌  

第0609002号  安衛払GLP査察の実嘩につ いて  若林知 也  5舟21日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策  
働基準局長   

6月9日  課  

安衛終GLP査察の実施にっ  
第06090d3阜   いて   

也   5月21日  厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           ‘6月9日   働基準局長   者  
6月9日  

課  

第0609004号  安衛法dLP適合確認通知書   
若林和  

也   5月28日  厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   6月9日   働基準局長   者  
6月9日  

若林和  
第0609005号  安衛法GLP適合確認通知書  也 5月28日  停車労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月9日   働基準局長   者  

6月9日  
課  

第0609抑6号  際立保健医療科学院における研修 の講師派遣について  衰島癒  6月1日  厚生労働省 働基準局長  国立保健医療 科必院  

P  叩  
6月9日■ 労働基準局安全衛生部労問衛生課6月9日  



基発 発議文書台帳  

耳奮番号   件・名   
起案月   

率案者  
日   発信 ■者‥  受信者  備考 

施行月 日   起案部署  
決裁月  

日 

第0610001号  第3回「労働者の健康情報の保護に関する検討会」 の附催たっいて  ・中野晴 夫  5月27日  厚生労働省労 働基準局長  上智大学法学部敏 捜申蛾士元也ほか  
10名  

6月10日  労働寒準局安全衛生部労働轡生課   6月10日   
生木谷忠司  6月3日・  労働基垂局長  参集者  

第061doo2号  r胸腺部臓器鱒陣容認定に関する専門検討会碩紬 回腹部梯鞍部会）Jの開催について  

6月10日   労働基準局労災補償部補償練   6月10日   

第q610003号  労廟者災害補償保険審琴参与指名 等辞令の送付について  冨由・裕 介・   6月7日  労廟基準局牽  静岡労働局長  

6月10日  労働基準局労災補償部，労災管理課   6月 

第0610004号  労働者炎害補償保険審査参与指名 等辞令の送付について  冨田裕 介   6月7日  労働基準局痘  岡山労働局長  

6月10日  ◆労働基準局労災補償部労災管理課   6月10日   

廉0610005号   
住宅事情調査について（回  

答） 弘   6月10日  労働基準局長  大臣官房会計 課福利厚生車   

6月10日   労働基準局総務課   6月10日 
長 

第061000¢号  国有財産（産業安全会館）の使用許 可について  渡辺真理子  6月3日  鹿労れ雀席t皿零封度か 農憂げ生帯出省大臣甘霹 創用熟慮生芳け曹芳撫   協会会長奥田  

6月10日  労働基準局労災鱒償瓢労災管理課   ．6月10月 
暮埠局長   碩他  

第06IlOOl号  第3匡憫重労働■メンわレヘル米対策の在り方に係 る検討会の開催について   

6月1●1．日  －．労働基準局安全衛生部 
藤本姦央子  6月8日  厚生労働省労 働基準局長  ■参集者  

る検討会六の出席について   第0611qO2号  第3回過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係一   ／藤本寮央子  ■6月・8日  厚生労働省労  

・働基準局長   
関廠者  

過年度支出の承線申請依頼・  
第0611003号   ■について 

子   6月11 

6月11日   労働基準局．総務課   6月11日   
準局長  

委員会委員辱め委嘱につい  
第0611004号   て（回答）   眞田暁  6月8日  厚生労働省労  

働基準局長   

6月11日   労働基準局安全衛生部安全課   6月11日  



基発発議文書台帳  

文書番号   件名 経案月  
起案者  

日   

施行月 日   起案部署  
．  発 

日   

址窪法人臣事建設磯勧ヒ軌会ー積年毎会Jのrlざ0／TC12丁土工級枚嬰  
第0611005号   且会1及びISq〝α14昇降式作娯台霹員会Jの「奔即蓼酢こついて （回答I  眞鱒暁  6月8日  厚生労傲省労  

働基準局長   
6月1・1日   労働基準局安全衛生部安今課   6月11日   争会長  

第舶11・00申号  平碑16年辟標準化確准特別蚤鼠会委眉の委嘱に ついて（回答）   
眞田暁一  ・6月2日●  厚生労働省労  

6月1・1や   労働基準局安全衛生部一安全課   ■6月11月   
働基準局長   

貝長  

第0611日O7号  土木学会安全問題研発車員会琴員の委嘱にらい て（回答）■．  眞貯醸◆■  6舟2日  厚生労働筍労  
6月自白   

働基準局長   

第0甲1’008号  平成1（i年度‡SO／TC199分科会およぴⅨC／T C44分科会夢見委嘱について（回答）   眞阻酪  6月2日  厚生労働省労  

6月1・1 労働基準局安全衛生部安全課   ■6月11日   
働基準局長   

風車  

小宮山彰麿  6月10日   
第06王1009号  第1回労働基準監督官専門研修の 講師派遣について－  

労働基準点長  労働大学校長  

6月‡1日   労働基準局鱒務課   6月11日   

第0614001号  製鉄所におけろコークスガスホルダーのー化学設 備」の適用について   城井裕．   5月31日   
司  厚生労働省労 傲基準局長  愛知労働局長  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   6月11日   
も月14日   

第06‘14002号  射鋏所におけるコークスガスホルダ†の「化学設 城井裕 司  5月3－1日   
厚隻労働省労  
働基準局長   

6月’14日   
労働基準淘安全衛生部化学物質対策        課   6月11日   

第0机4叩3号  平成16年皮中央最低賃金審紋章日東に関する小 委員会（第1臥第2甲）の開催及び案内状の遷付 に 

ついて   子 
6月9日  厚生労働省労  

6月14日   労働基準局貸金時間琴   6月14日   
働基準局長   

第q614004号  情報システム統一研修（平鹿18年皮質2／四半期） 受講生の推薦について  緩速・路  

子 6月14日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

6 労働基準局凝務課   6月14日   

冨田裕  
第8614005号  職員の派遣について（回答） 

介   
6月11日  労働基準局長  鮭日本国大韓 民国大使館  

6月14日  労働基準局労災補償郊労災管理課6月14 



基発 発蔑文書台帳  
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耳書番号・  碑名   起案月  
起案．者  

日  発信・  
者   

受信者  備考   

施行月 日・   起案部署  
日   

革P6170¢3号  平成16年虎r砕石業・農設楽・鉱業蕉紡機亭労劇看及び家内労働者た・ 対ナる逃回鱒難度抄脚恥の紘耕について  君島．誠  6月叩   厚生労働省労  

働基準局声  中央労働災審 防止協会会長    6月17日  一労働寒準鱒安全衛生部労圃衛隼課   6月17日   

平成16年度7月1日付をナ一般鼻格  
欝06t7004号   発令内申について   

弘   6月16日  労働基準局長  大臣官房人事  採長  

6■月17日   労働基準鳥総務課   6月17日   

第0617005号  平嘩16年度7月1日付け普通昇給 発令内申について  和由雅 ． 
：弘   6月16日：  労働基準局長  大臣官房人事  課長・  

6月17日   労働基準局‘総務課   6月17日   

第0617bo6号  国家公務員退職手当実態調査につ いて（回答）  ・和田雅 弘   6月17日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

．6月Ⅰ7日   労働基準鳥■綺務課   6月17日   

第0617do7号  化学物質等安食データシ」ト（MSDS）JIS原案作‥ 嘩賓貝会費且の依嘱の承諾について   ，牧宣彰  6月1●7日  厚生労働省労  
6月17日   

働基準局長   

課  

第061700甲骨  

6月t7日  

人事異動発令内申kっいて（平成1  

第0618001号   6年7月1●日付け）   
東毒宏  6月16日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

6月柑日   労働基準局総務課   6月18日・   

6月10日  ・厚生労働省労  は功労者籠対する厚生労働大臣表彰Jに 第0618002号  平成16年庶「安全再生に係る優良事業数団体又 ついて  中村軍  

働基準局長   

6月・18日  労働基準局安全衛生部労鱒衛生課   6月18日   

箪0618003号  平成16年度ー資金額生に係る優良客発現、団鱒叉 は功労者k対する厚生労働大臣表轡」について  中村竿   6月10自  厚生労働省労   ．中央労働災賓 止  
働基準局長   防協会会長  

6月18日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   6月18日   

は功労者に対する停生労働大臣表彰Jについて  第061声004号  平成16年庶ー安全蘇生に頗る優良啓策鎗、団体又  ．●中村字  6月10日  厚生労働省  
働基準局長   

6月18日  労働基準局安全衛生部労働轡隼課   6月18tヨ  
会会長  



基発発議文書台帳  

文奮番号   件名   
起案月  

起案者  
日 発信 者  受信者  備考   

施行月 起案部署  
決裁月  

日   

疇定外国検査機関の指定に  
第0618005号   ついて   安達・栄  6月！1日、  厚生労働省労 働基準局長‘  肌ル両肘止血相加h 人任．齢遭府県労離農丸 

（址）ま王粟立技術奴金  

6月1：8日   労働基準局安全衛生部安全課   6月1由一日   

指定外国検査機関の指定に  
第06i8006号   ういて   安達栄  6月11日  厚生労働省労 働基準局長  Uいnl叩Il帥1IP印l8 〟∫．闊は紆膚劣州鳥丸  

（l日夜井貫金枝研』会 

6月工8日   労働寒準局安全衛生部 

指定外国検査機関の指定に  
第061■8007号   ついて   安達栄  6月11日  厚生労働省労 傲基準局長  ULht輌▲tk佃‖hれlo 〟乳齢動耶相川偶嵐  

（珪）虎▲実生技研』義  

6月18日   労働基準局安全衝動乱撃全課   6月18日   

第06ま1001与  労働基準行政幽係功労者に対する厚生労働大臣 感裾状の送付にういて  山川一輝 雄   
6月8日●  労働基準局長  埼玉労働局長  

6月21日   労働基準局総務課   ■・6月9日   

第0621002号  職員の派噂にづいて（回答）  小林欣 ．樹、  6月14日・  厚生労働省労 働基準局長  ・林菜・木材製造集 好漁災寧防止協会   
会長  

6月21日  労働基準局◆労災補償部草野管理課   6月2岬   
／ト宮山彰麿  6月16日   

第0621003音  平成16年7月1日付けT般昇格藩令内申にづいて （属琴長等）   労働基準局長  大臣官房人事  課長  

6月21日   労働基準局∴総務琴   6月21日   

第0621004号  事務所衛視基準規則及び労働安全衛生魚貝ヴの－ 部を改正する省令の施行について  吉田貴  

則   5月17日  厚生労傲省労  
働基準局声   

6月21日  労働基準局安全衛生部労働衛生翠   6月21日   

第062200 東鱒宣  6月16日  厚生労働省労 働基準局長  各審査委  

6月22日   労働基準局安全衝撃部襲全課   6月22日   員  

第062鱒02号  人事異動発令内申について  角南巌  6月22日  労働盛準局長  大臣官房人事  琵果長    6月22日  労働基準局総務琴   6舟22日   

保険貯金控除額の訂正につ  
第0．623001号   いて   

宏 6月23日  労働基準局長  誓簑課芸禁書隻   

6月23日   
部長  

労働拳準局総務課   6月23日  



基発、発議文書台帳  

文書：番号   件 起案月  
起案者  

日   発信 者 

施行月 日   串案部署 
決裁片  

日   

第062300‘2号  平成16年7月6日付け人卒院規則9－8第17条の， 逆用を受ける職員甲初任給の決更について  小宮山彰治  6月22日   労働基準局長  大臣官房人事  

6月23月   労働基準局こ総務課   －6月23日   
課長  

夢06230◆03号  人事異動発令の内申について（平成16年7月6日 付け）   

6月23日   労働基準鹿総務鰊   β月23日   東幸宏  6月23日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

卿623004号  平成16年度鹿青菜務研修の受講 者の推薦について  疎通路 子   6月231ヨ  労働革準局長  大臣官房人事  課長  

6月23 労働基準局 総務課   6月．23日 

第0625001号  平成1β年度中央最低賃金容赦全目安に関する小 委員会（第3回）の開催及び案内状の送付について  ・金子恭 子  6月21日  厚生労働省労 働基準局長  中共最任貸金審耗 全日安に閑す別、  
6月．25日   

委員会倭月長  
労働基準局賃金時間旗   ■6月25日   

第0625002号  労災保険求償僚権専門研修の欝師 ■派遣について  小宮山彰浩  6月21日   労働基準局長  労働大学校長  

6月25甘   労働拳準局綺務琴   ■6月25日   

小林欣  
第0625003号  職員め派遣について（回答）  樹   6月21日  厚生労働省労  

働基準局長   会長  

6●月25日  労鱒基準局労災補償率労災管盤課   6月25日   

第q625004号●  過年度支出の承認申請依頼 について  宮内尚 宏   

6舟25日   労働基準局鱒務魂   6月25日   
6月25日  労働基準局長  支出官厚生 労働省労働基 準局長  

第0625005号  「振動時事の検査指針検討会」（第1匝けの開催に ついて  軍藤癖  6月18日  労働基準局長  各参集者    6月25月  ’労働基準局労災補併部補償課  ■6月・25日   

ヽ     第0625006骨  労政行政職畢の講師派遣に二 ついて  小宮山彰浩   
6月24日  労働基準局長  労働大学校長  

6月25日   労働基準局総務課   6月25日  

第0625叩7号   

6月25■日   労働基準局㍉総務課  



基発発議文書台儀  

文書番号   名   短象者  ・起案月 ・－日   

発信 ■ 

施行月 日   起案部署  
汲裁月  者   

日 

第0625008号  労働基準行政関係功労者に対する厚生労働大臣 の感粉状贈与について  杉山寵  
吾   

6月21日  労働基準局長  新準労働局長 他声局長  

6月25日   労働基準局 貸金時間魂   6月■25日■一   

第062由01号  歳入徴収額計算番卒成15年虔第4四半期分の嘩． 出に？いで  元普清 ・隆  6月2－5日  労働保険枠別会計 歳入緻収官将生労  
働省労働基準局良   

昇 

6月28日   労働基準材労働保険徴収琴   6月28日   
小宮山彰浩  6月25日   

第0628や02号  平成16年7月6日付け異動昇格発令内申についで （局課長）  労廟基準局長  大臣官房人事  課長  

6月28日   労働賽準局∴藤務課   6月曳8日   

廃0628003号  安全管理士及び衛生管理士に係る資格認定申請 及び選任に係る噂恕について  川準洋   6月24日  厚生労働強労  
働基準席長   

6月窟8日   労働基準局安全衛生部計画課   6片28日 

第0629001号  平成15年度収支実績表の提出に ついて  ．元吉清 ■降   6月29月  厚生労働省労  

働基準局長   芦  

6月29日 労働基準局 労働保険徴収課   6月29日   

第0629002号   
技術審議会委員への委員委 鱒について  眞ぬ■暁  8月21‘日  厚生労働省労 働基準局長  社団法人日本 クレーン協会  

も月29日 労働基準局安全衛生部安全錬   6月29日   
会長  

索0629003号  中性子漁による中性子線盈（率）計の校正方法に係 わる掩制定原案作成委員会委員放任の承琴につ  

いて   則   
6月22日  厚生労働省労  

働基準局長   

6月29日  労働革準局安全衛生部／労働衛生課   6月押．日   
会長  

第0629004号  平成l時虔TC76レ「ザ安垂性積判ヒ委員会拳 長の委嘱について  吉田貴 則  6月22日  厚生労働省労  
1勒基準局長   

6月29日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   6月．29日   
会会長  

平或16年7月・1日付け特別昇給発  
第06300Pl号   令の内申について 東幸宏■  ・6月29日  労働基準局長  大臣官房人事  狭長  

6月二30日   労働基準局徳務課   6月30日   

第0630002号  労働金庫における個人情報の厳正な管理の再徹 底について  渡遵千 冬   
6月1白日  労働基準局長  社団法人全国 労働金庫協会  

6月30日   労轡準局勤労者生活部・声帯雛働鯛桝墓6月30自  
理事長  



基発発議文書台帳  

l・  

件   
起案月  ■文書番号   

起案者   日   
発信   受信者  嘩考   

●施行月 日   起．秦部署  
／決裁月  者  

月   

二第06300ぬ号  平成16年虔労働基準監儲官採用試晩節1次耗放 今終着の発表について  関頭男  6月29日   厚生労働省労  
働基準局長   

6月30日・   ．   

第鱒30004号  平成15年度収支実績表め埠脚こ ついて  小林央   

・6月30日  労働基準局労災補償部・労災管理課   6月豆0日   

‾第0630005号  平成16年虔林葉巡回特殊健康診断事業の蓼託の 鍵頼について●  串由貴 ー則・   6月8甲  厚生労働省労 働基準局  林菓・＊材製造某 労働災審防止脇会   
牽  会長  

・6月30日．  労働基準局安全衛生部労働衛生課   ，6月30二日  



基発 発議文書台帳  

文書番．号   庫哀   
起案月 

起案者   
日   発信 者  受信者．  嘩考．   

施行月 日   起案部署  
決裁’月 

日   

プ月1日   
第0701001号  平成16年度第2四半期・一般会計 予算の不達に？いて  青天目隆司  ∴6月－22月  労働基準局長  都道府腰労働 ∴局長●      局   一一 

労働基準総務練   6凡23日   

夢0血00負号  中央最低賃金容顔会公益委員会諸の開催及び秦 内状の送付にゎいて  金手恭 子  ．6月25日  厚生労働省労 倒基準局長  中央最低貸金市托 余日安に閲す別、  
委員会蚤艮長  

7片1 労働基準局貸金時間課   7月1月   

第bナ肌dり3号  ISO・TC94国内対策費見会への職員の委嘱車こつ いて（回答）’  眞田療  6月23日  厚生労働翠労  働基準局長   

7月1日   労働基準局安全衝撃部安全率   ：7月1日   会長  

琴田隠  6月．皇5日  厚生労働省労  廃0701004号．  防護戚の根株的特性に係わ尉IS制定原案作成垂 員会ぺの職員め琴嘱について（回答）  
働基準局長   

7月1 労働奉準局安全衛生部・安全錬   7月1日   会長  

第0701005号  防護膜一熱と炎からの防掛と係わる∬S制定原案 作成費員套への機具の委嘱について（回答）；  眞田晩  6月23日  厚生労働省労 働基準局長  社周世人日本 保安用串協会  
会長  

7月1日   労働基準局安全衛生部安全課   7月1日   

第0・7dlO06阜  第4回過重労働・メンタルヘルス稗策の在り方に係 る検討会の開鱒について   

7月1日・  労働其準局安全衛生鱒㌧労働衛生課   ， 
藤本奈央子  6月28日  厚生労働省労 ・問基準局長・  参嚢者   

第d7010■b7号  第121回変異鹿性親験専緬東鱒討 会議の開催に？いT  若林和 也  6月23日   

労働基準局安全衛生新化学物質対策  厚生労働省労 働基準局長  検討委員  
7月1日 

課  

第b701008号  欝7鱒安衛法GLP評価会議の開一 備にゃいて  若林和 也  6月◆23日   
厚生労働省労 ー′働基準局長  評価会議費員   

労働纂準局安全衛生坪化学物質対策           7月1．日   
7月1日  

課  

第1恒】労働行政職員（基礎）研修の  
第0701009号   講師派遣についで   6月28日・  ，労働基準局長  労働大学校長  

7月1日   労働基準卑 

平成1白年度林業巡回特殊健康診  
第0701010号   断の美施笹ついて 吉田■畢 則  6月30日  厚生労働省労  

働基準局長   

ヤ月1日・労働基準局安全衛生部労働衛生課    ．6月30日  

J  



基発発議文書台帳  

文事番号   件・丞   
起案月  

起案者  
日   発信  

施行月 日   起案部審  
者   

日   

努成16年庶砕石菜・建設業・鉱業兼務従事労働者   

第0．701Pll号   及び家内労働者に対する巡回特殊睡康診断わ英 喝について  君島餅  て月‾1日  厚生労働省労 基局長  都道府県労働  局  
働準    牽  

7月1日・  労働基準局琴金衛生瓢労働衛生課   7月1日   
落合知  6月．i7日  歳入徴収官労  

第0702001号  労働保険特別会計法第8条の規定に基づく他勘定 から撤収勘定への繰入について  

7月2日   労働基準鱒労働保険徴収轟   6月25日   働基準局長   

第b7d2即2号  函成16年虔第2■四半期分労働保険特別会計．労災 勘定支払計画の示達について  戸山順 ●之   
6月30日  労働基準局長  都道府県労働 ■局長 －  

7計芦日  労働基準局労災補償部労災管理錬   6月・30日   
高橋真奈美  ・6月28日   

第070甲0写号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく常 の防止について  
厚生労働省労  

7月2日   
働畢準局長  都道府県 

顔  

高橋●真奈美  6月28・督 
第0702004号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材宜よる石綿ばく露 ■の防止について  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   7月1日   厚生労働省労 働基準局長  関係団体の長  
7月 

第0702005号  普通財産の「特別会計所属国有地売払予定調Jの 東醇財務局長への提出について   渡辺・真理子  6月29日  国有財産部局長 厚生労働省労働基  準 

局長   

退職手当の支給発令内申に  
第070200占号   ついて   

弘   7月1日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

7月2日   労働基準局 総務練   7月1日   

宿舎使用料の徴収停止及び精算依  岡滴  7月5日  維持管理機関厚生 労働省労働基準局   

第070500i号   鱒について  

7月●5日  労働基準局労災補償部労災管理課   7月5骨   
長   葉安定局長  

宿舎使用料の徴収停止及び精算依  岡満  7月5日  維持管理機閑厚生  
第070500衰号   ラ掛こついて  

労働省労働基準局   

7月叩  労働基準局労災補償部労災管理課   7月5月   
長   長  

物品管理官の交替検査の実  
第07叩03号   施について   

裕   
7月1日  転生労働省労  

働基準局長   

7月 5日   労働基準局 総務課   7月5日  



基発発議文書台帳  

．文書番号   軽率   
経案者  起案月 日   

轟’宿  

決裁凡  者   
．受信者  ・考   

施・行月 日   起案部署  
日   

第0706001号  安全蘭壕トシプセミナーへの榛長の派遣及び経費 の支出について  川準洋  6月30日  厚生労働省労  

7月■6日   働基準局長   

常0707001阜  革4恒汀労働着の健康情報の保護妃関する検討会J の開催についで■  中野暗 夫   
6月’29日  厚生労働省労  

働基準局長   
7月ナ日  労働基準局安全衛生部労働衛生琴   7片7日   

第0707002号  労廟者災害補償保険療査参与指名 等辞令申送付について  冨田裕 介   

・7月5日  労働基準局長  埼玉労触感長   

償d707003号  独立行政法人労働者博康福祉機構理事長の梅外 波紋にかかる届出にういて  ◆河野公 博   

7月7日．  労働基準局長  大臣官房人事  長  
鱒  

．7月7日  労働拳準局労災補償部．労災管理課   7月7日   

ー第07070り4号・  海外酢療削芦対する在外公館への 便宜供与依輪について  ．河野公 博′  7月7日  厚生労働省労 働基準局長  外務省アジア 大洋州局長  
7月7日  労働基準局労災補償部労災管理課   7月7日   

第07P7005号  平成16年虔主要港督励巡琴．の結団式トの晴見 の派遣について   
7月7二．日   

‘労働基準局安全衛 眞田．暁  6月 
療0708001計  労働拳準監督官証棄の再交 付について．  山川輝 雄  7月 

寧日  労働基準局長  茨城労働局長  

7月8日・   労働基準局総務琴   ▲－7月8日   

歳入金領収済証明の請求について  
沫辺真理子  7月8日  歳入徴収官厚生  

琴働基準局長松 ー－  月本銀行本店  

第0708002号   （伺い）  
崎朗  

．第0708003号  鳩用保険法用援助率案文部指導員研修斜にお ける講師の派遣について  「山岸昌  
・幸・   

7月寧日   ・労働基準局労災補償部婦償課   7月8日 
7月5日  労働基準局長  社団法人全国労働 陰険草枕組合連合 告啓法理事  

＼  

第07d8004号  r労働保険適用促進員幾務研修会Jにおける講師 の派遣たっいて  山岸 
一章   7月5日   労働夢準局長  社団法人全国労働 保険寧携浪合篠合  

7月●8日   労働基準鱒労災補償部碍償琴 7月8■日  
金将秩理事  
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施行月月   起案部署  
決裁舟  者  

日   

第070β005号  職員の準外渡航承認の申請 について  虎澤珠◆ ‥実  7月7日   

労働基準局長   

7月8日 
労働基準局総務課労働保険審査会事       務壷   ．7月■8日   

第0709Dol号  欝12回産業生協科学破究所合同研究発表会出席 他への職員の派遭たっいて  ヰ野晴  未   7月－5日  厚生労働省野  
働基準局長   長  

7月9日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   ●▲7月9日   

第b709002号  労働安全衛生法第88粂第3項の規定に基づく計画 嘩の審査について   革好壷  6月虫0日  厚生労働省労  

？月91ヨ   労働基準 
働基準局長   

ルド作菜所長  

第p709003ヰ  労働安全衛生法第88粂第3項の規定に基づく計画 鱒の審査について   

7月9日 労働峯準局安全衛生部安全錬   プ片9’日   
兼好宣  6月3叩  厚生労働省労 働基準局長  千葉労働扁長  

第0709004号  労働安全衛生法如8条第3頂の規定に革づく計寧 届の審査について   年月30自  厚生労働省労  

7月9日   労働基準局安全衛隼部安全課   7月・9日   
働基準局長   

第0709005号  労働費会得生法第雨魚卵項の規動こ革づく計画 構わ審査についで   

7月豆自   労働基準席安全衛生部安全課   7月9・日   
兼好宣  6月30日  厚生労働省労 働基準局長  愛知労働局長  

第0712001号  夢15匝沖央長峰資金審法会の闘催及び案内状の 送付に？いて、  金子恭 子   
7月6日  厚生労働省労  

働基準局長   

7月工2日   労働革準局賃金暗闘課   7月1・2日   

第0712002号  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の 規定に峯づく適用除外について  東好壷  7月5日  厚生労働省労  

7月12自   労働基準局安全衛生部安全錬   7月’Ⅰ2日   働基準局長   

第b712q甲骨  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9粂の 規定に拳づく適用除外について′ノ，   ・東好宣  7月5日  厚生労働省痴  

7月・12日   働基準局長   

第0713001号   厚生労働省労  
倣基準局長   

7月■13日   
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起案者  
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施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0713002号  平成16年鹿（第55回）全国労働衛生週甲の実施に ついて∴  中村字 7月・5日  厚生労働省労   中央労働災害  

倒基華局長   防止協会会長  

て月1芦日  労傲基準局安全衛生部 労働衛生課   7月12日 

第0713003号  平成16年庶（第55回）全国労働術生週間の実施に ちいて  中村．字   7月・5日  摩生労働省労  

働基準局長   

7月13日  ，労働基準局安全衛生部労働衛生課   7月12日   

第07130P4与  印紙不用決定（平成16年度4月分） について－  転原大   

労働基準局 労働保険徴収課   －7月13日   
7月2首  厚生労働省労 働基準局長●  厚生労働大臣  

7月131ヨ  

第07I即O一号  日本杯チカ研究所国際原子力総合技術センター研雄生の推滑につい て（第Z7乞田噂門抜殻ーラジオアイソトふブコースきl  小宮山彰麿  7月13日   労働基準局長  文如科学省研 開轟局長  

7月15日   労働基準局時務魂   7月■1・5日   究  

第071500曳号  建設工事事故対策検討番長全章負等の賓嘱につ いそ（回答）   
眞田嘩  7月12日  厚生労働省労 ■ 

7月15日   労働基準局安全衛生部・安全課   ■，7月15日   
働基準局長   

司  

聯会）Jの開催について   第0716001号  咽腹部臓器の陣容評定に閲す争専門検討会（第4 回郎抒  生木谷忠司  7月6日  労働基準局長  ，参集者  
7月◆16日   労働基準局労災補償部 

第b720001号  職員の派遣について   
鈴木淳  

史   
7月 5日  し 労働基準局長  林材糞ゼロ災推進 ＼中央協舐会木材・ 木毀品部会会長  

7片20日  労働拳準局労災補償訂労災管理課   7月9日   

第0721001号  地方じん肺診査医、労働狩生指琴医及び粉じん対 許指導委員の任免について■  松野明 広   7月14日  厚生労働省労   関係部道府県 ▲  
働基準局長   労働局長  

7月21日  労働基準局安今衛生乳労働衛生課   7月21日   

第q721002号   】  

7 

第0721003号   ●  

ラ月21日  
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施行月 日   起案部署  決裁月  
日 

第072tOO4号●  学殖者災害補償保険審査参与指名 等辞令の嘩付について  富商裕 介  ．7月12日   
労働基準局長  長崎労働局長  

7月21＝  ’●労働基準局労災補償部労災管理課   ？月21日   

第b72畢do5号  人事異動発令わ内申につい て   東幸宏  7月20■日   労働基準局長  大臣官房人事   

て月21日   

採長 

労働基準局‘総務課   7月21日   

第0722．POl号  第26珂産業保健活動推進会国会 蒔の開催について◆  中野晴  
夫   

7月13日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

．            7月22日  労働基準局安全衛生部野働衛生課   7月22日   

第0722002号  第写6向寒業保健活動推進全国会 ‾の開催について  中野晴 夫 
7月13日  労働基準局長  東京労働局長  

7月22日  労働基準局安全衛生部労働衝撃課   ，7月22日   

第0722003号  療26回産業保健転勤推感全由会 詰の開催について  中野席 夫   
7月13日  労働基準局長  愛知労働局長  

7月．22日  労働拳準局安全衛生部労働衛生課   7月22・首   

海外出張甲推薦について（依  
第0722004号   療）   

7月9日  労働基準局長  東京労働局長 大阪労働局長  

7月22 労働基準局 監督課   7月22日   

第0722005阜  欝5回㌻過重労働・・メンタルヘルス対策甲在り方に係 る検討会jの開催について   ■藤本奈央子  7月■15日  痩生労働省労 働基準局長  検討会参集者  

7月22日  労働基準局安全衛生瓢労働衛生課   7月22日   

第0722006号  新潟豪雨の災壷に熟する痕息藤島 等の配付について  大部洋 幸   
7月22日  労働基準局長  新潟労働局長  

7月22日 労働基準局労災神像部 

ノト宮山彰浩  7月21日   
第0ナ22007号  産業安全専門官研修の講師派遣に ついて  

労働基準局長  労働大学校長  

7舟22日   労働寒準局総務琴   7月22日   

第0722008号  第2回労働．行政鱒員（基礎）研修の 講師派遣について  ／ト宮山彰浩  7月21日   
労働基準局長  労働大学校長  

7月22日   労働寒準局 
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件   
路素月  

文書番号   起案者・   日   
発信 者  受啓者  備考   

ー施行月 日   超案部署  
決裁月  

日．   

・第0722009号  物品管理官の交替検査の賽 施を〔ついて  舟木貞‘ 裕  7月16’日   

嘩生労働省労 働基準局長．  芳肘仔射l別封椚那皿摘 正羞諾夏戯評‡  比オ寧  
ニケ月22日   労働基準最終務課   7月22日   

第072‘2blO号  平成16年庶「睡噂時無呼吸症候群が労働安全化 及ぼす影ぢ削こ係る調査研究」の委託依頼にづいて  船井雄一純  7月Ⅰ6．日  厚生労働省労  
7月22日   労働基準同資金衛隼部■安全琴   7月22日   働基準局長   者  

・・7月23日   簸07，2300t号  r解硬部臓器の陣容認定に関する専門検討会（第3 図解部勝誇部会）」の開催について  生木容忠司  7月7‘自  厚生労働省労 働基準局長  参集者      ・労働基準局労災補償部褐償課   7月22自   

7月●23日  ・労働基準局労災神償部労災管翠課   7月23月   

．   第0723002号  針本銀行本店取引関係通知書め嘩 出について  ′J、卒央  7月23日  厚生労働省労 傲基準局長  日本銀行本店  
▲第87230り3号  官署支出官の異動等の通知 について  松原大  ・7月23自  官署支出官厚生労 倒省労働基準局長  

▲青木羞   

7月23日   労働基準愚労働保険徴収課   7月23頁   
会計管理部長  

・第0723004号  退職手当の支給発令内申に ついて  ・和田雅  弘  7月23日  労働基準局長  大臣官房人事  掟長  
7月23日   労働基準局総務課   7月23日   

第0726do1号  平成16年度地域別最低賃金額改定 の目安について  金子恭 子   7月20日■  厚生労働省労  

問基準局長   
’7月・2年日   労働基準局貸金時間課   7月21日   

第0726叫2号  

7月26日  

第b7芦9POl号  

7月．29日  

労働基準局長  独立行政法人労働 政策研究・研修磯  
7月’2叩   労働基準局監督課  

構理事長  
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箪・行月 日   起案蔀署  
決裁月 者  

日   

第07如001号  平鍵15年度国有財産関連計算書 の提出について．  小林央  7月26日  厚生労働省労 働基準局長  会計 
棒査院長  

7月30日  ・労働基準局労災補償瓢労災管理課   7月30日   

第0730002号  歳入徴収額計算番平成16年庶第1匹l半期分の拉  ．元菖清  7月26日  労働保険特別会計  会計検査院事 務総局第二局   隆  食入徴収官厚生 労働省労働基準局   

7月3（）日   労働基準鱒労働保険徴収課   7月30日 
長   長  

第0730do3号  厚生労勅省労卿ハビリデー拍ン愛知作業所付設自戒車扱習所の伍 捨評定及び梵払に焦る厚生労働大臣中和こついて  麦食洋 之   

7月26日  労働基準鱒長  厚生労働大臣  

7月30日  労働基準同労災補償部労災管理課   7月30＼日   

厚生お拗軍資災リハピサデーショ㌢愛糾乍素読付設   
第073．0004号   自動車啓習所の売払に関する東海財務局養蜂縫  

について   之   7月26日  労働基準局長  東梅財務局長  
ナ月30日  労働基準局労災補償郵労災管理課   －7月30日   

第0730005号  平成16年7月1日付け十般昇格内申について（9級 以上）  小計山彰時  7月29日  厚生労拗省労  

働基準局長   
7月3q日   

、  労働基準局総革課   7月30日   長  

第0730006号  管区て遇）警察学校における委託研 修の実施について  ／ト宮山彰汚  7月23日   
労働基準局長  北海道・広島 労働局長  

7月30日   労働基準局総務課   7月30日   
第0730do7号  第1回労働峯準監督署琴濠（B）研修の請師派遣鑑 ついて   小宮山彰稲  7月23日   

労働基準鳥長  労働大学校長  
7月30日   労働基準局総務諌   7月30日   

第0730008号  理士に係る 安全管資格認定及び潔 任に係る協議について′  川準洋  7月26日  厚生労働省労  
働基準局長   

7月 労働基準局安全衛生部 

国有財産部局長 厚生労働省労働基   

準局長．   
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起案月  

起案・者  
日   発信   受信者  備考   

施行月日   起案部署  
駄∴裁片  者  

日   

第0802如1号  在外公館た対する便宜供与依額に ついて  西川聡 子   7月28日  厚生労働省労  

働基準局長   長  

8月2日 労働畢準烏監督課   8月2日   

試琴施療等に関する安衛絵Gゆ適  
第0802002号   合確認につゃYて   

也   7月16日・  厚生労働省労  

労働基準点安全衛生部化学物質対策          8月2日   働基準局長   者  
8月2日  

課  

平成16年庶第2四半期分支払計画示達衰（魔女 の送び示びのう  

第0鱒∽01骨   分）付及達並に支払元受高変更に いて’  平 7月27日  労働基準局長  都道府痕労働  局長  

8月3日  ；労働寒準局労災補償部・労災管理琴   7月27日   

第08040ql号  平成】濾年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰（第7 回）の実施について  東．好宣  ●7月30曙  厚生労働省労  
8月：4日   労働基準局安全衛生部安全課   8月4日 

働基準局長   

東好宣  ケ月畠0日  厚生労働省労  廃08q4002与  平成16年慶安全便良職長厚生労働大臣顕彰（第7 回）の実施について．  働基準局長   
8月4日   労働基準局安全衛生部安全課   8月4日   長  

第080朝03号  平成16年慶安全優良職長厚生労働大臣顕彰（第7 回）の実鱒について  東好宣  7月知日  厚生労働省労 働基準局長  中央労働災審 防止協会会長  

8月4日   労働基準局翠全衛生部琴全課   8月4日   

第0804qO4号  

8月′4日  

第0804005号  労働政策審議会労働条件分科会臨 時委員の呼任について ■  奈額川伸一   8月4日  労働基準局長  大臣官房人事 課長  

8月了4日   労働 

第0804006号  労働政策恕絃余勤労者生括分科会中′ト金敷退職 金共済部会臨時季長の辞任について  鷹合∴  8月4日 
労働基準局長  木臣官房人事  課長  

8月4日   
労働基準局勤労者生活部勤労者生活           8月4日   

課  

第08050dl号  印紙不用決定（16年度第5月分）’に ついて  松原夫   

白月5日   労働基準局 労働保険徴収課   8月5日  
8月3日  厚生労働省労 勃基準局長  厚生労働大臣  
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起案者  
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施行月 日 起案知者  
敢裁月  

日   

第0805bo豆号  労働改廃重義会安全衛生分科会薩 時委員の任免についで・  島田淳 朗   7月●27日  お働基準局長  大臣官房人事  課長  

8月5日   ，労働基準局安全衛生部●計画課   8月一計日   

労働基準局総務課   ■8月5日   第0印5003号  人事異動発令内一申について  角南巌  8月5一日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    8月5日  

第08b50q4号  ルネ′㌣じん呼訴訟隼係る指衰代理 人の指定等について  茅野考 人   8月4日・  厚生労働省労  
働基準局長●   

8月5日   労働華準局安全衛生部計画課   8月5日   

第q805do5号  n トンネルじん癖訴訟に頗る指定代理 人の指定等について  茅野考 人   8月4日  厚生労働省労  
働基準局長   

8月了5日   労働畢準局安全衛生部計画課   8月5日   

第08粥00・6号  トンネルじん肺訴訟に係る指唐代痙 人の指定等についで  ■■茅野●考 人   8月→－4日  厚生労働省労  
働基準局畢   

8月5日   労働基準局安全衛生部倒画課   8月5’日   

第080与007号  トンネルじん肺訴訟iこ係る指定代理 人q指定等について  茅野考  人   8月4日  厚生労働省労  
働基準局長   

8月5日   労働基準局安全衛生部計轡課   8月5日   

第0805008号  トンネルじん勝訴訟に係る指定代幾 人の指定等について  茅野考 ・人   8月4日  厚生労働省労  
働基準局長   

8月．5日   労働基準局安全衛生訂計画課   8月5日   

第由05009号  トンネルじん肺訴酪に係る指定代理 人の定等について  茅野考  

鱒  人   8月．4月  厚女労働省労 ● 
働基準局長   

8月5日   労働拳準局安全衛生郡計画魂   8月5日   

夢08P5010号  トンネルじん肺訴啓に係る指定代理 人の指定について  茅野考  

等  人   8月4日  厚生労働省労  
働基準局黄   

8月5日   労働基準局安全衛生部計画課   8月5日   

第080501－1号  トンネルじん肺訴訟に係る指定代理 人の指定等について  茅野考 人   8月4日  厚生労働省野 基準局長  東京汝諾局長ほか 10（地方）法務局  

鱒  

8月5日   労働基準鱒安全衛隼部計画鱒   8月5日  



基発．発議文書台帳  

件牢   
起案月  

文書番号  起案者  
畢．信   受信者  備考   

施行月 日 起案部署  
裁月  者  

日   

トンネルじん肺訴鱒に係る指衰代鹿  
第0805012号   人の指定等について   人 8月4日  厚生労問省労  

働基準局長．   

8月5日   労働基準局安全衛生酪計画課   8月■●5日   

第0805013音  トンネルじん肺訴函に係る指定代塵 人 人   8月4日  厚生労働省労  
働基準局長   

8月5日   労働基準局安全衛生部∴計率課   8月5日   

トンネルじん肺訴訟に係る指定代理  茅野考   
第0805014号  人  8月4日  J  東京汝諾局長ほか  

10（地方）法叛局  

8月5日   労働基準局安全衛生部・計画課   二8月5●日   

第0805015号  平成16年秋の園遊会招待者の推 薦にづいて 

雄 8月5日  労働基準局長  大臣官房人事  諜．長  

白月・・－5日   労働基準局稔務琴   8月5日   

海外出張者に対する在外公館人あ  

賃080苧0柑号   便宜供与依頼につシ、て   嘩   
8月4日  労働基準局長  外務省領事局  長  

8月5日  ’ 

第08●06001号  

8月6日 
藤本奈央子  8月3日   

儲0糾6bo等号′  第6一針過重労働・メンタルへ／レス対策の在り方に係 る検討会」の開催につV．、て  
労働基準局長  検討会参集者  

8月8日  労働基準局安全衝撃部労働衛生魂   ．8月噂   

第08060p3号  rいわゆる有檎ボランティア活動め東低及び労陶芸準啓開係法令透用 に当た？での隠隠匿ド酢細蕊研勘の姜托の紋鱒に？㌣て  遠藤忍  7月10日  厚生労働省労  

8月6日   労働基準局監督率   8月6日   働基準局長   

第b806004号  r僻事運転利こ関する実態調査研究Jの委託わ依 頼について’  西川聡  子 7月30日  厚生労働省労 ’働革準局長  社団法人日 本労務研究会  

会鱒  

8月6二日   労働基準局 監督課   8月6日  

厚生労働省労 働基準局長  財団法人労災楳照 情報センター埋   

8月－ 労働基準局労災補償部補償課  
事長  



基発・発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月   

起案者 
日   

施 起案部署 
発信 者  受信者  備考   

日   

第8806006号  労災診療費点検等業務拳託費により取得した物品 の処分たっI、て  澤出撃 信  8月5日  厚生労働省労 働基準局長  財団法人労災保険 情報センタ∵理  
8月6日   労働拳準局労災補償部儒償琴   ・8月6日   

．謡長  

第08090Pl号  平成16年虔労働保険適用侭逸月 間の実施について  勝見革 申■  8月2日   局長  都道府県労働  局長  

8月9日   労働拳準局卜労働保険徴収魂   8月9一日   

第0809qb2号  平成16年度労働保険連用■促進月岡の実施につい て（要請）  勝見達 也 社団法人全国労働  

局長   経験寄揆組合連合 会会長堀谷鶴   

8月－9日   労働畢準局 労働保険徴収課   8月9日   
明  

第08b900等号  平成1時虔労働保険適廟促進月間の実施につい て（要請）  勝見達 也  8月2日   全国社会保険労務  
局長   七会連合会●会長  

8月9日   労働基準局労働保険徴収課   8月9日   
太極哲也  

第0809004号  労働政策容舐会勤労者生活分科会廣時委員の任 免について（伺い）  目黒彰 

7月●30日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

8月■9日   労働基準局勤労者生活部企画課   8月9日   

廃0809005号  第5即労働者め健康情報の保革に関する検討会j の開催たっいて  中野晴 夫   7月27日  厚生労働省労  

8月9日  ●労働畢準同安全衛生部労働衛生課   8月◆白日   
働基準局長   

第08090d6号  労働政策密議会勤労者生活分科会委眉の任免に ついて（伺い）  ／J、林■ 
人   8月躍日  労働基準局長  大臣官房人事  採長  

8月9日 労働基準点勤労者生活部；企画諌   8月9日   

退職手当の支給発令内申に  
第0809 

弘   
8月・9日’  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

8月9月   労働基準局総務琴   8月9日   

第0声09008号  大規模建設工事計画審査委員会の開催及び経費 の支出に？いて■   東好宣．  ′8月4日  厚生労働省労  
白月9日   労働基準局安全衛生部安全課   8月9日  

働基準局長  審査委員  

第0809009号   

労働基準局長  ■ 大臣官房人事 課長  

8月9日   労働基準局総務課  

J   



基発発議文書台候  

起案月●  
名   文書番号   

施行月 日   起案■部．署  
起案者   日‘  発晴 ■者  受信者  ・備考■・   

日   l  

第P8q901¢号  平成16年庶人権に朋する国家公務員等研磯会受 抹隼の推割こついて  渡連絡● 子   

8月・9日  労働基準局長  大臣官房人事 組長  

8月．9月   労働基準局総務課   18月二9日   ヽ   

第q809011骨  平成16年庶新任管理者富岡セミナー愛嬢生の推 薦について   

渡準路 ’子  8月9日  労働基準局長  大臣官房人事  課長●  

8月勺日   労働基準局総務課   8月一9日   

倒基準局長   
白月●9甘   膚0姦09012号  平成16年虔全薗労働保険事務組合連合会地域  大久保亜希  ●7月？2ア日  厚生労働省労   社団法人金国労働     協栽会への撤長の昨遮！こういで  ．子    保険事務組合連合 舎会長堀谷島  ●明    ■労働基準局労働保険徴収率   ・8月9日   

．第08100Pl号  
8月10日  

第0810細2号  検査通知書・．，   ・高橋∴秀’ 寿・  8月・・9日‘  序盤労働省労  

働基準局長   

8月10日   
労働基準局時務課   8月10日   

†・  

第08■fOOO3号  外国人労働者の雇用・労閻条件に関する指針の改 定について  ・・井上陽太郎  7月28日  厚生労働省労働巫 準局長械集安定  

g月10日   
県知事●  牒於■機業能力卿 発局長   

第細10004号  在外公館に対する便宜供与依頼に ついて  西川聡 子   8月9日  厚生労働省労  l a  

ー働基準局長   長・  
8月10首   労働基準局監督諌   ●・8月10日   用  

第鱒1甲P5号  管区（道）管轟学鱒における賛託研修候補者わ推 掛こついて  ／ト宮山彰治  二細‘9せ  労働基密局長  
8月10日・   l   

第0811001号  労働政策審議会安全衛生分科会臨 時委員の任免について  串本英 ’紀  7月29日－  労働姦準局声  大 臣官房人事  課長  

8月11●日  労俄革準局安全衛生部労働衛生課   8月11日   

外科学会理馬堀  腐08IlOO2号  平成16年庶災害科学に関する委託 疎究の依頼に？いて  生木谷忠司  8月9日  厚生労働省労  社由法人日本整形  

労働基準局労災補償部補償課8・月11日． 8月1・1馴   



基発発議文書台帳  

女．書番号   件衷 起案月  
起 

発信 者－  受信者  備考   

埠行月日   起 
駄裁月  

日   

第鱒12001号  労働政策審議会労働条件分科会臨 時委員の辞任に？シ、て  奈須川伸⊥   8月12日  労働基準局長  人事課畢  

8月12月   労働基準局 

第0817001号  平成i6年庶じん併有所見者に対する鹿凍管痙螢 育のためのガイドラインの普及事索わ蓉托の依鰍こ づ 

いて   広   
8月4月  厚生労働省労 働基準局長  中央労働災審防止 協会会長奥田   

横  

8月1叩  ー労働基準局安全衛生部．■労働衛生課   8月1．7日   

第b817002号  争訟事件の係属について・（回 報）  砕野．明 広   
8月i7日  労働基準局安全衛生部■労働衛隼琴   ．8月17日   

8月9日  厚生労働省労 ．働基準局長  法務省大臣官 房訟務給括審 議官等  
第0ぬ7003号  検査通知曹   高橋秀 ．寿  8月13日・  厚生労働省労 働基準局長  ・（社）日本人啓管埋 協会他11法人代表   

8月17日   

軍  
労働基準局牒噂裸   ・8月17日   

（伺い） 第0817004●号  歳入金領収済証明の請求睾ついて ．  披辺真理子・  8月13日  揮生労働省労働基 準局歳入徴収官一  
厚生労働基準局長 青木塾  日本銀行  

8月17日  労鱒基準局労災補償部労災管理練   8月1ヤ日   

海外出張の職員派遣にや十  
′第0817005号   て（回答）   8月9．日  労働基準局長  寒京労問局長 大瞑労働簡長  

8月17自  ー  労働基準局監督課   8月17日   

第0818001号  平成16年7月豆3日付け異動昇格内申について（g・ 級以上）  ′j、宮山彰腰  ．8月・17日  厚生労働省労  
働基準局長   

8月■18●日 労働基準局 総務課   8月18日   長 

第08！8002号  平成16年7月30日付け異動昇格内申について（9 級以上）  ／小宮山彰滅  8月17日  厚生労働省労  

働基準局長   
8月18日   労働基準同総務課   8月・18 長  

第b81如03号  第25回全国クレーン安全大会への出席と特別法演  吉岡健  8月2日  厚生労働省労  
廟基準局長   

～ ・8舟18日 労働基準局安全衛生部安全琴   8月18日   
会会長  

労働者災害補償保険審査参与指名  

第0818004号   等辞令の送付について   介   8月9日  労働基準局長  秋田労働局長  

8月18日一  ．労働基準席労災補償部 労災管理課   8月18日  



基発発議文書台帳  

文書 件名   
起案月 

起案者   
日   発碍   受イ富者  備考 

施’行月 日   起案部署  
駄裁月  者  

自   

労働者災害補償保険審褒参与指名  
贋0釘80甲骨   等辞令の送付をこついて   

介   8月9日．  労働基準局長  熊本労働局長  
8月‡8日  労働基準局．労災補償部労災管理課   白月18日   

第0818006号  千束労災特別介護施翠増築棟薪営その鱒工事の－ 基本計画について（回答）  小川修 平・   細1叩   
厚生労働省労  

労働基準局労災補償率労災保険業務           8井18日   
働革準局長   

8月18日  
室  

膚081錮0ケ号  労働者災害補償保険審査参与指名 辱辞令の送付について．  冨由裕 
介   8月9日  労働基準局長  香川労働局長  

8月碑日′  ■労働基準局労災補償部労災管錘課   8月18日   

第081800白号  

8月18日  

労働政策審領会労働条件分科会臨  秦額川伸一  8月13日   

第q白19001号   時季員の任免について  労働峯準局長  人事課長  

白月・19日   労働基準局 監督課   8月19日   

第0819002号  欝2回労働基準監督署課長（B）研修の絆師派造に ついて   ソト宮山彰浩  8月10日   

労働基準点長  労働大学鱒轟  
8月■圭9日   労働基準局 総務課   草月∴1甘日   

虜0819003号  第2回労働基準監督官専門研修の 講師師道について  ／ト宮山．彰浩  8月1．0日   

労働基準局長  労働大学校長  

8月1叩   労働基準局給務課   8月1・9日   

傘日本トラック協会への回答  
第0819叩4号   文音   

史 8月4日  労働基準局長  （杜）全日本ト ラγク協会会  

8月19日  労働基準局労災稀償部労災管理課   8月19．日   
長  

第0畠20001号  労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会臨 時季長の添任について  筏津輝 洋   8月19日  労働基準点長  大臣官房人事  琴長  

白月冒0日  労働基準局労災補償敵労災管理課   8月2岬   

財団法人労災保険  
第由20002号  l平成15年度労災診療費点検等兼務登髄湛係る精 欝についで  澤出・智 信  ・8月19日  労働基準局長   情報センター哩   

季長  

8月知日   労働基準滝野災補償部補償課   8月20日  



基発発議文書台帳・  

文嘗尊名   名   
粉薬月  

起秦 
日   発信     受信者 備考   

＼施行月・日   起・案部．署  
者            決裁見  

日 

第P82000白骨  平成16年庶「熱中症の発生防止に係る調査研究j の依頗についで  吉田夢 
則   

7月28日  厚生労働省労  
傲基準局長  

8月2b日  労働基準局安全衛生部労働衛生礫   8月20日   

紫1回事業主指導専門研修の誇師  小宮山彰腰  8月16日   
欝0820■004音   派遣について  

労働基準局長    労働大学校長   

8月20且   労働基準鳥紐務翠   8月20日   

r日本版デュアルシ云テム（専門裸程滴用型）実施   

第08曳3001号   要軌町制定に伴う労災保険の特別加入の取扱い  
について   象   8月1摘  厚生労働省労  

働基準局長  

8月23日 労働基準局労災補償部補償課   8月23日   

虜0823002阜  第8回目安制度のあり方に閲す卑全農協敢会■の問 催及び秦内状の送付について  ：杉山龍 ヨ£  rコ   8月5日  厚隼労倣省労  
働基準局長  

8月23日   労働革準局貸金時間課   8・月2寧日   

第0823003号■  平成16年度災害科学に関する委託 疎究の依頓について  E竹下∵洋 介  8月6日  厚生労働省労  働革準局長  

8月●2▲31ヨ   労働基準局労災補償部補償課   8月加日 
事長  

第0824POl号  放射線管理（阜級）専門研修の講師 派遣について  小宮山彰浩  ，8月t6日 
労働基準局畢    労働大学校長   

8月2 労働■基準局．■総務課   8月24日   

第0由如02号  第3国労働基準監督署深長（B）研修の措師派遣に ついて   

8月19日  労働基準局長    労働大学校長   

8月24日   労働基準局■ 

実地検査め結集について（回  
第0由5001号   答）   

8月20日  労働基準局長    会計検査院審 ′務総局第2局  

8月25日   労働基準局労働嘩険徴収課   ・8月25日   
長  

第0825？02号  平壌16年疲労働基準監督官採用試験脛終合格者 の尭表にづいて．   関政男  ナ8月23日  厚生労働省労  

8月・251ヨ   労働基準局監督課   8月・25日   
働墓碑局長  

第0826001号  独立行政法人労働者健康福祉機構資産肝癌委員 会の就任依蕉引こついて  福田哲 ．．也  ’∫8月25日  労働基準局  ■  
8月26日  労働基準局労災補償部■労災管理課   8月．26日  



基発発議文書台帳  

・文書番号   線名   
起一案者  起一案■月 日   

発信   受信者∴  備考   

施行●．臥日   起案部署  駄裁月  草  

＝   

：第b8260d2号  独立行政儀人労働者健康福祉機構資産評価番長 会の就任依頼にづいて  福田・哲 也  8月25日  労働基準局長  財務省大臣官 房秘番課長他  

白月26日  労働基準局労災補償部 労災管理課   8月26首   

会の就任依頼について   
也   第082600声音  独立行政儀人労働者健康福祉槻構資産評価委員   ・福田哲   8月25日  労働基準局長  財務省大臣官 房秘考課整地  

8月26日  ’’労働基準局労災補償部．労災管理課   白月．26日   

第0由7POl号  F訪問介護労働者の綾定労働条件 の殉和について   井上陽太郎  7月23日  厚生労働省労 傲基準局長  都道府県労励  鱒長  

8月27日   労働基準局，監督課   8月26日   

第0827002号  普嘩昇給等の発令是串につ しナて  ．和田雅 弘．■   8月24月  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

8月．27日   労働基準局 総務課   8月27日   

第0827003号  変異原性が認められた化奉物質の 取扱いについて  若林和 也   
8月9日  厚生労働省労 働基準局長  鱒出事業  

労働基準局安全衛生部．化学物質対策           8片27．日   者’  
8月27日  課  

第0827004号  変異廃位が認められた化学物質の 取扱いにいて  若林和 也   
8月9日   

？  
厚生労働省労 基局  関係団体の長  

働準長      8月27日  労働基準局安全衛生部化学物質対策  ー琴  

第0827do5号  変異原性が琴められた化学物療の． 取扱いにつヤ、  若林和 也  8月9日   
て  

厚生労働省労  
働基準局長   

、8月27日  労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   8月27日   

第P827806号  省庁別財務書類の提出につ いて   増子剛  8月25日  労働基準局長  大臣官房会計  課長、  
8月27日   労働基準局・労働嘩険徴収課   8月27日   

．第0827007号   への影響評価に粥ナる研究lわ依頼について   平成16年庶摘浄膵カ、く乱作用が托われ引ヒ竿物質の生産系・次世代   ・牧宣彰  8月13日   
厚生労働省労  

8月●27日   課  働基準局長  独立行政法人蕊農 医学組合研究所理  番長      労働基準局安全衛生部イヒ学物質対琴           8月2拍   

第082ウ008号  平成16年庶「ディーゼル排出微粒子わ迅速評価法 の開発に閲す右研熱の依顔について   牧宣彰  8月13日   
厚生労働省労  

8月27日   ー働基準局長  独立行政儀人産業 医学総合研究所毯  季長      労働基準局安全衛生部化学物質対策           8月27日  課  



基発・発議文書台帳  

文書番号   件名   ・起養親   
起案月  

日   発信・  

決裁月  者   
受信者  備考   

施行月 日   起廃部署  
日   

労働着災害補償保険審査参与轟令  
第0830001号   の交付について   

介   白月20日  労働基準局長  都畠府県労劫  局長  

8月30日  労働峯準局労災碍償部労災管琴課   8月30日   

：第0ぬ0．002号  韓外追回虚廣由故事業（中期）における派注医師引こ対ナる公用旅券 の発給ガ依頼及鱒海外出淡琴に対ナる在外公蛤′Lの便宜駄与依捌こ ？いて  河野公  博  月月●30日  労働基準局最  外務省領事鳥  長、  

8月30日  労働基準局■労災補償部労災管理飯   8月30日   

第0830．003号  拓外追回健康掬妓事兼（中期）における蹄墳丘姉別こ紺ナる公用詭弁 の発給方紋蛸及び詭外出強者に赦ナる在外公館への便宜供与紘鱒こ ついて・  ・河野公 博   8月30日  労働基準局長  外務省飯事局  

8月30日  労働基準点労災補償部労災管理課   ．白月30日   
鱒  

琵諾豊艶警讃孟浩三講究豊霊芝慧鑑裟  第0830004号  識 ウいて   
博．   

8月30日  労働基準局長  外務省領應局  長  

8月30日  労働基準局労災補償部労鱒管理課   8月30日   

望禁  

第0830甲5号  篭岩男農芸慧琵諾忘恩鐙芋芸既監監壱電装 ついて   ▲博   8月30日  労働基準局長  外観省領事局  長  

白月30日  ’労働基準局労災補償部労災管理課   8月30日   

禁  

●第0830006号  豊設定芸慧琵諾芸濃措学芸豊慧監監毒親祭 ついて．   
博   8月30日  労働基準局長  外務省領事局  長‘  

8月30日  労働基準局労災補償部労災管理課   8月30日   

経絡巡回腱腹如肢♯巣（中那における粥提琴師専に好ナも公用旅券 の給故照及び稔外出強者に紆ナる在外公館 

第0830007号   発方への便宜供与放現に ついて   

博．   8月30日  労協基準局長  外務省解局  鼻  

8月30日  労働基準局労災補償部労災管理課   8月β0日   

河野公  
第0耶0008号  莞宗男富監禁諾㌫禁…講究琵霊芝警監言誤窓 ついて  

甘   8月3白日  労働基準局長  外務省領事局  長  

8月30日  労働基準局労災補償部労災管理課   8月30日   

第b830009号  監護男琵悪霊琵記法毘諾篭豊宏監浣㌫義認裟 ついて．  河野■公 博，   8月30日  労傲基準局費  外務省領事局  長  

8月30日  労働基準局労災補償部．労災管琴課   8月30日   
第083●0010阜  建材製品やの石綿含有盈の分析方肘IS原案作成 蟄貝会委員の依嘱の承琴について鱒答）  牧宣彰  8月24日   

厚生労働省労  
労働基準局安全衛生部化学物質対策            ／   ・8月30●日  

8月知日  
働基準局長   

課  



基発 発議文書台帳  

文書番号   件 
起案月  

起案者  
日   発．唐   受イ富者  備考 

施行月 日 堪案部署  
者  

日   

第08 

8月30日 

滞083躯1骨  建築仕上材の分別解体に関する調査・研死時別委 員会委員の依嘱の承諾について咽答）  蜂宣彰  細．27月  厚 
労働基準局安全衛生部化学物質対策        ’   8一月30日   

生労問省労  

8月30日  
働基準局長   

課  

労働政策審議会労働条件分科会臨  
第0831001号   時季員の任斜こついて   奈須川伸一  ・8月30●日・  労働基準局長  人事課長  

8月31日   労働基準局監督課   －8月31■自   

第0831b8等号  講師派遣依頼にづいて（回 答）  ●藤井健． 介  ・8月26日  厚生労働省労 傲基準局長  東京商工会議 所労働委員会  
8月31日 労働基準局 監督課   8月31日   

委員長  

虜P嗅0申号  行政財産等の●実地監査に係る資料の作成及び提 出について   

8月31日  労働基準局労災補償部 労災管理課   8月31日  渡辺寅理子  8丼24日  厚生労働省労 劫基準局長  関東財務局長  



基発発議文書台帳 

文書・番号 鱒   
率素月  

起案者  
日 発停 者‘  受信者  備考   

施行■月 日   起案部署  
決裁月  

日   

第0901001号  

9月 

第0901細2号  中小 
久   厚生労働省労  

労働基準局勤労者生活部勤労者生活       課   9月1日   働基準局長   官  

9月1日  

第関01003号  中小企業廼嘘金真野制度加入促進 曙動鱒実施に？いて  乗原電  

久   厚生労働省労  

労働基準局勤労者生活部勤労者生時          9月1日   傲基準局長   
9月．1日  

課  

第q901004号  中′J、企撃退職金共済制度加入晦進 活動の実施について  乗原竜 久  8月2ウ日   
厚生労働省労  

労働基準局勤労者生活部∴勤労者生活           ・’9月1日   働基準局長   
9月1日 

課  

第0901005与  中小企業退職金共済制度加入促進 鱒動の実施について  乗原竜 久 
8月・27■日  厚生労働省労  

労働基準局勤労者生活部勤労者生活        課   9月1日   働基準局長   官  
9月1日  

第09010－06号  中小企業退職金共演制度加入促進 活動の実旛たっいて・  乗原竜 久  8月27日   
腐生労働省労  

労働基準局勤労者生活部勤労者生活           9月1日   働基準局長   官  
9月1・日  

課  

第0901qO7号  中小企業退職金共済制度加入促進 活動の実施について  莱原竜 －  8月27自   

久  厚生労働省労  

働基準局長   事  

9月1日   労働基準局勤労者生活部・勤労者生活        課   ．9月・1月   
第0901008号－  労働金庫からのりろク関連資料の徴 求について  渡追千 冬   

8月25日  労働基準局長  関係道県知事  

9月1日   労働基準点勤労者生活部企画課労働金座黄携墓   9月1日   

第0901009号  

9月1日  
如9甲OPl号  r振動陣容の検査指針検討会」（欝2回）の開催に ついて   斉藤将  8月．20日   

9月2日   

労働基準局長  各参集者  
労働基準局労災補償部補償課   9月2日  



基発発議文書台帳  

文事＼番号   件料   
起案月  

起案者  
日   発愕   受信者  備考   

施行月日   起案瓢署 
決裁月  者  

日   

第090写002号  第1回労働保険適用徴収専門研修 の講師派遣について  小恵山彩治   
8月31日  労働基準局長  労敏夫学校長  

9月2日   労働畢準同総務魂   ．‘9月．－2日   

過年度支出の承認申嶺依頼■  
第090200芦号■   について   

琴   
9月2日  労働基準局長  支出官厚生労働 省大官官房会計課  長  

9月2日   労働基準局 総務課   9月●2日   

第0902004号  会議開催嘩知 吉卑友 ’  ・8月16日   
弘  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           9月2日   
労嘩基準局長  各委員  

9月2自  
課  

第d902005号  開催通知   吉見友  
弘 

労周基準局安全衛生部化学物質対策           9月’2日   
労働基準局長  各委卑  

9月2日  
課  

山岸．昌  
東09020鵬号  講師の派遣について（呵答）  

事   8月20日  労働基準局長  陸上自衛隊小 平学校長．  
9月2日   労働基準局労災補償部補償課   ■，9月2 

第0如2007号  安全管理指導専門家養成研修に係る職員の派造 について（伺い）  ◆岡村圭 介∵  ・8月25日  厚生労働省労 働基準局長 

9月2日  ・労働基準局労災補償部労災管理課   9月2月   
・   

和乱雅  
第0902008号  職単の表彰について（内申）  弘   や月31月  労働基準局長  大臣官房人事  課長   

9月－2日   労働基準局総務課   ■9月2日   

第胴02叩9号▼  人事労琴連絡会第白回安全衛生専門会議およぴ2・ 004年自動車濫発安全衛生大会への撒員の派遣  ∵吉岡億   8月25日  厚生労働省労  

9月一2日   

働基準局長   
労働基準局安全衛生部安全課   9月2日   

第0叫叩0号  防護服一熱と炎からの防護に係るJIS制定原案作 成重点全委員委嘱について（回答）  吉岡健   8凡10日  厚生労働省労  
働基準点長   

9月2日   労働基準局安全衛生乳安全課   9月2日   

第q9b2011号  防護服の搾械的特性に係尉IS制定原案作成香魚 会委員螢嘱について（回答）  吉岡健   8月20日  厚生労傲省労  
働基準局長   

9月2日  労働基準局安全衛生部安全課▲▼9月2日 



基発 発議文書台帳  

女書番号   牲   
起案月  

鱒  案車  日 廃信   受碍者  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0903001号  戸籍抄本及び刑罰替調書の女付も土 ついて  菊池  美 映   
9月1日  労働基準局長  宮崎市長  

9月－3●日   労働基準局’労働保険徴収課    ・9■月3日   

平成16年庶第戎四半期分支払計画高遠衷（変更 

第09P3002号  ● 分）の送付視び示達並びに支払元受高の変更につ いて  平本 匠  隆 空ヒ 口  8月27日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  

9月3日  労働基準局労災補償部労災管理課    18月27日   

第32回産業医学講習会へめ爵師■  
第0如3003号   韓遮について   

夫   8月10日  厚生労働省労 詞基準局長・  日本医師会長   ＼   

9月3日  労働畢準局安食衛生部労働衝撃諌    9月3日 

第0906001号  叙位内申きこ係る住民票（写）、刑罰車調脊の公用交 付について（依頼J  山ノ  lI輝 ’   

雄   9月3日  労働基準局長  触本県熊本市  長  

9月6日   労働基準局綺務課    9月6日   

成  
第0906PO2号  

J   8月19日  厚生労働省労  
働基準局長   

9月6日  労働基準局安全衛隼訂労働衛生裸    9月6日   
第090●6003号  管区（道）敦賀学校における垂託研修受狂者の決 定につI、て   

9月6日   労働基準病●総務課    ー■8月10日   β月9日  労働基準局長  独特道労働局 長広島労働 局長◆  

由井  嘩一郎  8月18自  厚生労働省男  第0907001号  労働災客原因統計分析調査（陸上貨物運送事兼、 港湾荷役業及び帯剣の実施について  
9月7日   労働基準局安全衝撃部安全課    9月6日   

働基準局長   

第0908001号  r今度の労働契約法制の在り方に関する研究会J参  ■藤  井健   介  9月6日  厚生労働省労  
働基準局長   

9月8日   労働基準局琴督課    9月て日   

第0908002号  最低短命制度のあり方に関する研究会の蘭催要綱 及び第1回研究会の開催等について  金  子恭 子   9月6日  厚生労働省労  
働基準局長   者  

9月8日   労働基準局賃傘時間課    9月8日   

第0908003号  最低賃金制度甲あり方に関する研究会の開催要綱 及び第1回；肝究会の開催等について  金  子恭 子   

9月6日  労働基準局長  研究会参集者 の各所属長  

9月8日  労働基準局貸金時間課 9月8日  



基発・発議文書・台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  日 発信 者  受信者  備考   

施行月 日   起寮部署  駄裁月   

日   

第0908004号  愈低賃金制度のあり方に関する研究会の開催要綱 及び欝1励研究会の隙催等について一  金子恭  

子   9月6日  野働基準局長  研究会各参集  考  

9月8日   労働基準局貸金時間課   、9月8日   

第0909001号  r平成1q年建設業労働災害防止対策等総合実態 調査Jの実施にづいて  ●福手啓  
介   8月25日  

働基準局長   
9月8日   

第0909002号  叙位内申に係る蜜歴癒明春の交付 について（依頼）  山川輝 
雄   

9月◆9日   

9月9日  労働基準局長  熊本県健康福 祉部長－  

労働基準局総務課   9月9日   

第0910001号  労災診療費粟潤する会計実地検査の結果にっい て（回答）  安倉洋 之   9月7日  
働基準局長   

9月10日   
長 

第09毎p2号  別紙2－（案）   
杉山青巨 

五 仁コ   9月2自  
働基準局長   

9月10日  9月10日   

■冨；一■  第0910003号  印紙不用決定（16年度第6月）につ レ 

9月101∃   労働基準局労働保険徴収裸   9月10日   
松原大．  9月3日  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働大臣  

第0910004号  新任労働基準監督官（後期）研鱒の■ 欝師派遣について  ′ト恵山彰浩   
9月8日  労働基準局長  労働大学校長  

9月10日 労働基準局総務課   9片10一日   

固から第9回まで）の開催についで   第q913001号  今後の労働契約汝剃の在り方に関する研究会（第6   藤井健 介  9月8日  厚生労働省労 働基準局長  各参集者  

他 
9 労働峯準局螢督課   9月13日   

第09・13002号   
争訴事件の係属についで（回  
報）   子   9月8日  厚生労働省労 働基準局長  法務筍大臣官 房訴務総括審  

法官  
9月13日  ●労働基準局安全衛生部労働衛生琴   9月13日   

夢0914001号  人事異動発令内申について．・  東幸宏  9月13日 9月14日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    9月14日  労働葦準局総務魂  



基発発議文書台帳  

起案月  文書番号・   経鼻音   
日   発信   受信者・    備考   

施行月■日   起案蔀署  
駄裁月  者  

日   

支出官厚生労働  
第091如02号  過年度支損の承静申請につ いて  宮内・尚 宏  9月14日  労働基準局長   省大臣官房会計課   

長  

9月・14日   労働基準掛率務課   ’9片14日   

●第0915PO・1号  中小放振事業増健康づくり事業の嬰托剥こおける鋒應由創こお11で夷 鯨ナる医学的捜査に係る昆黄の支払いについで  藤本奈央子  9月14日   労働基準局長  中央労働災事 防止協会会長  

叩，15日  ∴労働基準局安全衛生部労働衛生課   9月15日   

●第0915002号  8本工業放射機綾錦の安全性一課汁のための基本絨念、づ闘紺打 許1眈基本用抒、方法勤及びー機敏病の安全嘩一説汁のための基本 校舎、一般原則」許2郎：枝折原仙の制定について．  て井上栄  貴●   9月1日・  厚生労働大臣  日本土葉桜準 調査会会長  

9月15日  労働基準局安全衛生部安全魂   9月15日J   

滞0叫卿掬  第42国会日本ボイラ十大全開低に係る樅長の派遣一 について（匝答）  ●眞田鹿．  8月25日  厚生労働省労 働基準局畏  社団抵人日本 ボイラ協会会   
9月15日   ●労働基準局安全衛生部安全課   9月15日   長一  

儀09150¢4号  轟演依頼について   全国社会保険労務  舟木貞 ・確ト  9月14．自  労働基準局長   ．車連合余会長∴’大  胆管也’  
9月15日   労働基準局総務課   9月15日   

東好宣  ・8月2ヤ・日・．  痩吏労働省労  
噸基準局長   

9月●t5日●   琴09持0鱒号  労働安全野生法第舶桑野3項の規定に基づく計画 届の審査について  

． 卿915006号  労働安全腐生治第88粂儲甘項の規‡引こ基づく計画 属の審査iこついて   

9月15日   
東好宣  8・月27日  厚生労働省労 働基準局長  宮崎労働局長  

労働基準局安全衛生部穿全裸   9片15日   

9月15日’   

第091細P7号  労働安全再生法第88条第3項の規定に基づく計画 届の審査について  兼好宣  、8月27日   
●労働寒準局安全衛生部安全課   9月15日   

厚生労働省労 嘲基準局長  薫か大体・其剛署冨丑拉エ 嘗共闘愈幕件粁1多田共同 ．…‘  

東好宣  、8月27日  ー厚生労働省労  
働基準局長   

第P91細字号  労働安全衛生法第88粂第3項の規定笹基づく計画 届甲審査について  

9月15月  ■労働基準●局琴全衛生部安全額   9月15日   

9月1細   第09150甲骨  労働安全衛生括第88粂第3項の規定に基づく計画 居め審査について  真狩宣  8月27日  庫生労働省労  驚か熱か畿馳・公虫・笥鞘 1書道は拉工事茶粥企纂体    苫          ●儲働基準局安全衛生部安全課9月15日働基準局長．細か窟完工珊  
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決裁月  

日   

9月15日   労働基準局安全衛■生部安全課   9月1叩   第0915010号  労働安全狩生法第88粂欝亭項の規定に基づく計画 届の審査きこついて  革好宣  8月27日  厚生労働省労 働基準局長    京都労働局長  

渾0915011富  く審査蓉見あて）■大鱒検建設工事計画に係る現地 調査の其料こついて●   

9月f5日   労働基準局安全衛生部安全課   曾月－15日   
・兼好堅  9月3日．  厚生労働省労 ■働基礎局長    審査要員   

第0915012号  （事業者あて）大規模建設工事計画に係る現地調 査実施の御依親にういてJ   東好宣  9月3日  厚生労働省労  

9月15自   労働基準席琴金轡生郡安全課   9月15日   
働基準局長  

第091501声号  （所属長あて）大規模建設工事計画籠係る現地調 東好宣  ’・9月紬  停年労問省労  

9月15日   労働拳準鱒安全衛生部ノ安全裸   9月■15日   
働基準局長  

第09150i4号・  自動車保管場所の貸与承認 について  ＼岡満  9月15日  絵拝啓埋納厚生 労働省労働基準局   
長  人   

9月15日  労働奉準局労災姉償郡労災管痩琴   9月15日   

第0915015号  宿舎等に係る使用料の徴収依頼把 ・ついて  岡満■  9月■15日  貨諾暮要語望等芸   臣官房会計課  

9月’15日  労働基準局労災補償部労災管琴課   9月15日   
長  長  

滞0915016号  宿舎使用料の徴収停止及び精算に ついて   岡満  9月15日  維持管理機関痩生 労働省労働基準局  長    痩生労働省太 

9月15日  労働基準局労災補償坪労災管理課   9月1弓日   報部長 

第0916001号  平成16年9月1日付け異動昇格内 申について  ′ト宮山彰由  9月16日   
労働基準局長    大臣官房人事  課長．   

9月16日   労働基準局練務課   9月－1■6自   

第Q916002号  戸籍抄本及び刑罰等調書の交付に ついて  西原直 人 9月14日．  労働基準局長    本白区長 
9月16日  ‘労働基準局労災補償部労災管理課   9月16日   

第0916．003号  戸籍抄本及び刑廓等調書の交付に・ ついて  西原直 ●人   
9月▲14日  労働基準局長    合志町長  

9月●f6自 労働基準局労災補償部労災管理課 9月16日  



基発発議文書台帳  

文事番号   件 起案者  起案月 日   
発時 者  受信者  備考   

施行月 日   起案部署 決裁月   

日 

登0916004号  戸籍抄本及び刑罰等調書の交付に ついて■  西原直 人   
9月14日  労働基準局長  港区長  

9月1．6日  労働拳準局労災補償部労災管理課   9月16日   

第紺16005号  人事異動り発令内申につい 

9月t6日   
角南巌  9月1．6日  

9月16日   

第0916006号  平成16年10月1日付け一般昇格、 発令申にいて  ．和阻雅  
内つ  弘   

9月16日   
9月15日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

労働基準局総務碍   9月16日   

第0916007号  平成16年虔1d月1日擁ナ普通計・ 給発令内利こついて  和田雅 弘   9月15日  

9月f6日   9月16■自   

第0916008号  人事院規則9－8第11条、第12条及び第30粂の 適用を受lナる職員の初任給決定について  和田雅 弘   
9月16日   

9月15日  
9月16日   

腐09畢7001号  改善勧告書   
高橋秀  

寿－  －9月14日    （ぬ日本Å寧  

9月1了日   

管理箪会会長  
労働基準局総務課   ・9月14日   

第0917002号  労働政策審法会勤労者生活分科会中′J、金額準職 金共済部会臨時費見の選任について  鷹合－ 真   9月13日   
厚生労働省労  

労働基準局勤労者生活部働労音生活       線   9月け日   
働基準局長   

9月17月  
長 

第0917003号  平成16年度最低賃金周知広報の実 施について  杉山龍 

9月土7日   

五 臼   
9月10日一●  

9月17月   

夢0917004号  平成16年度最低賃金周知広報の実 施について  杉山龍 吾   9月lo日   労働基準局長  都鱒府県労働  

9月17日   
局長他5各  

労働基準局貸金時間課   9月17日   

施について   

9月17日   
第0917005号  平成16年度最低賃金周知広報の実   杉山籠 五 仁コ  9月10日  

9月1：7日 



基発発議文書台帳  
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起案月  

起案者  
月   

施行月 日   起案部署  
発信 者  受信者  備・考        決‘裁月  

日   

第0917叩6阜  平成1年年度最低資金周知広報の実 碍について．  杉山龍 五 臼   
9月10日  労働基塵局長  都道府県労働 局長他5名  

9月・17日   労働基準局貸金時間課   9月17日   

施について   第0・91700テ号  平成16年度最低賃金周知広報の寡   杉山’龍 五 ．1＝コ  9月10日  労働基準局長  都道府県労働 局長他5名    一 
9月i7日 労働基準局貸傘時間魂   9月17日   

第0917008号  平成16年度最低賃金周知広報の実 施について  杉山■龍 吾－   

9月10■日  労働基準局長  都道府県労働 局長他5名  

9月■17日   労働基準局賃金時間課   9月17日   

薦OL91ウ009号  第2回労働保険適用徴収専門研修1 の講師派遣について  小宮山彰浩  9月14日   

労働基準局長  労働大学校長  

9月 労働基準局 総務課   9月17日   

第0917010号  平成壬6年秋の全国交通安全運動 の・実施について  嶋村’資 
紀   

9月10日  労働基準点長  都道鱒県労働 局長ほか◆  

9月●1・7日  l  労働基準局総務課   9月17日■   

て（嘩知）   第091・7011号  中央じん癖診査医会の陶健にろい   ‘‘山本英  紀．  9月2日  厚生労働省労 働基準局長  中央じん肺診  査医  
9月17日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   ’■9月17日 

労働基準局 第09飢0甲骨  人事異動の内申について  ・東幸琴  9月’21日  労働基準局長  大臣官房人事  級長    9月21日   

第0921002号   
実地検査の結果についてて回  

答）   
藤本奈央子  9月14白  労働基準局長  会計検査院畢 務総局常二局   

9月21首  労働基準局安全衛隼部．労働衛生錬   ・9月21日   
長  

第0921qO3音  胸麟部臓器の陣容綴定に関す琴専門検討会（第5 雀木谷忠司  ．カ月3自  厚生領働省労 働基準局長  泰盛者  
9月21日 労働拳準鱒労災補償部補償課   9月8日  

厚生労働省労  

9月21日   労働基準局安全衛生部安全課  働基準局長   



基発・発議文書台帳  

件 
●起纂月   

文書番■号   
庖案者  日   発．信  

者，、   
受信者  ・一億考   

施行月 日   起案部藩・  
日   

第0921005号●  銅管足場の部材及び附属金具の鱒格第25琴の規 定に基づく適用除外に？いて   

9月21日   東鼻音  ・■鱒月12日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局畢      ー、労働基準局安全衛生部安全課   9月21日   
∫欝0921008号  銅管足場用の部材及び附属金皐の規格第68粂の 規定に基づぐ準用除外にウいて   東好宣  8月・12日  厚生労働省労  

9月21日   
働基準局長   労働基準局安全衛生部．倭全課   9月21首   ‘一役  

：第P92・1007号  銅管足賂用の部材及び附属金具の規格第68条の 規定に基づく連用除外について  東好賞’  8月12日  
厚生労働省労  

9片21＼日   労働拳準局安全衛生部安全課   9月21．日   働基準局長   

第p922001号  大規模建設工事計画寧賓委員会の 開催について  東二好壷  9月13・自  厚生労働省労 働基準局長  審 

査委員    9▲月・詑日  ・労働基準局安全轡隼部安全課   ．9月22日   
第092㌍叩号  特別司法警察職員の人員及び捜査法勒状況にら いて（回答）   関政男  ●9月1■3日  厚生労働省労  

9月22日●   労働基準局監督礫   ・9月■22日．．・   働基準局長   長  

．子   
■第0922003号  平成16年度新任管理者基本セミナー受購生の娘 蕗について  渡連一路   ●9月22日  鱒傲基準局長  大臣官房人事  翠長    9月22日  労働基準啓時務魂   9月22日   

第0922004号  中々、企業I；串ける成果整斉金耐度を連射こ濯瞥ナるための野伍創成の あり方に瑚ナる調査研究事業の垂托の飲料こついて   
■L高格靖  9月・21日   

（牡）日本労技研究  

9月22日   
労働基準局勤労者生綾部勤労者生活       l課   9月22日   労働基準局長   会会長志田痛  勉  

第0924001号  「労働基準局の内部組掛こ関する細則の一部改 正について  軍事宏  9月2互日  労働基準局轟  厚生労働大臣    9月24自  基  

労働準局総務課   9月24日   

第09写4002号  争訟事件の係属について   
松野一明  

広   
9月14日  厚生労働省労  

9月24日  労働基準局安令衛生部労働衛生琴   9月24首   
働基準局長   

・第09240P3号  退職手当の支給発令内申に ついて  和田雅 弘   

9月24日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

9月24日．   労働基準局総務琴   9月24■日  



基発発議文書台帳  

女書番号   件尭   
起秦月  

起案者  
日 発鹿   受信者  億考  

施行月日   起案部署  
決裁月  者  

日   

欝0924004号  通勤災凄の申請について   
渡連絡  

子   9月24日  労働基準局長  大臣官房人賽  課長●  

9月24日   労働基準局 総務課   9月24日   

／ト宮山彰浩  ：9月22日   

虜d92互甲5号‘  平嘩1時10月1日付け一般昇格発令内申につい て塀課長）．   労働基準岳長  大法官房人事  琴長 

9月24日   労働基準局 総務課   9月24日   

第0924pO6号  近畿管区警察学校における委託研 修甲実施について  小宮山二彰浩  ．9月15日   労働基準局長  兵庫労働局長  

9月鯨首   労働基準局 綺務課   9月24日   

第8927001号  労働政策審放念労働条件分科会労災保険部会臨 時季長の任命匡ついて  鱒津輝 洋 9月24日  労働基準局長  大臣官房人事 t課長  

摘27日  労働拳準局労災補償率労災管■理諌   9月27日   

虜09鱒001号  

9月28日 
平成16年虔第2四半期分支払計画暮達奉（変更 のびめにち  一平本隆   

第0自2800ま号   分）送付及示達並びに支払元受革変華    浩   
9月21日・  厚生労働省労  知遇府県労働  

働基準局長  局長   

9月2白日・  労働基準局労災補償部 

■第0929001号  日本郵政公社の組耗改正に伴う労働基準紋別衷． 第1各号の連用について  1和田幸∴ 典  9月24日   厚生労働省労  
，働基準局長   

9月29日   労働基準局監督諌   9月・28日   

滞092自00女号  財団法人労災ケアセンターに対する立入検査感果 め報告及び改蓉勧告督の交付について  高橋秀 寿   

9月24日  労働基準局長  財団法人労災ケア セ㌢タ」理事長鰐 藤邦彦  

9月29日   労働奉準局総務課   9月29日   

第092坤由号  管理人め選任にづいて   両漸  9月29日  維持管翠按関厚生 労働省労働基準局   

白月29日  労働基準局労災補償部労災管理課   9月29日   
長   

腐89写■90涙号  管理｛の選任について   岡満  9∫月29日  経線管】封没閑厚生 労働省労働基礎庖  長  被選任者本  

9月29日  労働基準局労災補償部・労災管理課   9月29日  



基発発議文書台帳  

文書番号   呼   
起案片  

起案者  
日   発信 者  受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月   

日   

第0929005号  宿舎使用料の変更について  ，岡満‘  9月29日  維持管理棟関厚生 労働省労基局   
働準   

9月29日  労働基準局労災補償部＼労災管理課   9月29日   長   畢  

第鍋29006号  海外担癒者に対す争在外△館への 便宜供与依頼につ 

．㌢・、て 
．   博   9月27日  労働基準局長  外務省額垂鳥  長  

9月29日  労働基準局労災櫛償部労災管理課   9月29日   

第0930pOl号  労働金庫の定款め変衰に係る由可 にづいて  ー準追千 冬   9月21・日  労働基準局寧   北海道知  

9月30日   労働基準屑勤労者生活如企画課労廠金串業務室   叩25日   
事  

第0930002号  労聯金庫の定鹿の変更た係る琴可 について  渡追千 冬  9月21日  労働基準局長   
新潟県知  

9月軸日   労働基準局勤労者生活部企画院労働金串業務室 J．   ・も月25日   
事  

第093000畠号  労働金庫の定款の変更に係る琴可 について  渡邁千 ■冬   9月21日  労働基準局長   長野県知  

9月3P日   労働基準点勤労者隼暗部企画課労働金庫業務墓   9月25日   
事  

第0930004号  労働金庫の定款め変更に係る認可 について  ・渡追千 冬 9月21日  労働基準局長  静岡県知  

9月30日   労働基準局勤労者生活部企画課労働金直美減箋   ■9月25日   
事  

労働政策審議会安全衛生分科会臨  

虜093000亭号   時委員の任免について   朗 
9月28日  労働基準局長  大臣官房人事  課長・  

9月，30日   労閏基準局安全衛生部計画課   9月30日   

第093qO由号  第芦回事業主指導専門研修の講師 派遣について  小宮山一彰浩  9月29日   

労働峯準局長  労働大学校長  

9月30日   労働基準局 

第093叫0ケ阜  「胸腹部臓器の終審瓢定に関する専門検討会（第4 回胸部臓器部会）」の開鱒についで  生木谷忠司  9月16日  厚生労働省労 働基準局長  参集者    9月30日  労働基準局労災補償部補償課   9月30日◆   

第・093000白骨  是認讐欝制細り妄に折る研警会ふ閃  金子恭 子  9月17日  厚生労働省労 働基準局長  最低賃金制庶のあ り方に関する研究  

9月30日 
会容貌者  

労働基準局貸金時間課   9月3q冒  



基発発議文書台帳  

文書番号   哀   
起案者  起案月  

日   発信  

決裁月  者  
受信者・備考   

埠行月一日   嵐案部署  
日   

腐09300d9号  第92回検舞事務官高等科研修への聴捕生の推薄 について  小宮山彰浩  9月22日   
労働基準局長    京都労働局長■・   

9月30．自   労働峯準局綺務誅   9月30日   

ー第0930dlO号  第姻ウズベキスタン共和国法整備支硬研修の許 師派遣をこついて  松村啓  
考   

9月：27日  厚生労働省労  

・働基準局長  

9．月30日   労圃基準局竪琴琴   9月30日   
r内分泌かく乱作用が疑われる化学物質の生耗系・  

・第093－0011号   次世代への影響評価に関する研軌辱め成果の公  

表につい七 厚生労働省労  

9月30日  労働基準局安全衛生部化学物質対策  
働基準局長  

・課・  



基発′発議文書台帳  

起案月  
文書番．号   件名   起案者   已   

発信 者  ：受信者   

施行月日   起案部署  
日■   

・第1dolOOl号  労働保険特別会計法第8条の規定に基づく他勘定 から徴収勘定への繰入について  落合知  9月21日  歳入徴収官  

10月1日   労働基準局長  支出官労働基準 局長支出官棍 業安定局長      ．労働寒準局労働保険徴収課   9月22日   
第100100寧号  平成1’6年度第3四半期一韓会計 予算甲示準について  青天冒隆司  9月22日  労 働基準局長  都道府県労働  

10月1日一   
局長  

労働基準局総琴課   9月29日   

0固かち第12回まで）の開喀に？いて   第叩0■1003号・  今後の労問契約法制の在り方に関する療究会（第1   藤井健 ●介  9月24日  厚生労働省労 働基準局長  各参集者  

10月■1日   労働畢準局監督課   9片30日   

壬第1001004号  検査通知書   高橋秀 寿  9月28・日  厚生労働省労 働基準局長、  （財）中国労働 衛生協会他2  一  
粒人  

．10月て1日   労働基準最総務．課   9月28日   

▼▼第IOOlOO5号  労働政策毎車会勤労者生活分科会 委員の任免について  藤田．泰 コ占ま 臼  → 
9月27日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

10月こ＝ヨ   労働畢準局勤労者生活部．．企画課   10月1日   
第1001006号  平成16年鹿本省初産係長研修及び平成16車虔 本省係長研修受溝生の推旛について 

、   

子   
10月1日㌧  労働基準局長  大臣女房人車  課長  

・10月1日   労働基準局総務課   ・10月・1日   

第1POIOO7号  坂野陣容の検査指針検帥こ係る実証検査率集の 依薫別こついで   

10月1日   労働畢準局労災補償部補償課   10月1日・   
9月24日  労働基準局長  独立行政瞼人労嘩 着陸鹿福祉楷横型■  季長  

井野場純絵  ▲9月24日   篠局健康生時  
第1001008号」  振動陪審の検査指針検討に係る実証検査事業の 依頼について  

労働基準局長   協同粗食理事   
10月1日、   労働革準局労災補償部補償琴   10月1日   長．  

国有財産く愛知り／、叩テーション作衆所付設自動  
第1001009号   車教習所）の貸付に係る厚生労働大臣郎割こつい   渡辺真理子  10月1日●  厚生労働省癖国 有財部局厚  

て  嘩翠 生労働甘労働基準  

局長晋本塁   

第1004001号  安衛絵GLP査察の実施をこつ いて■  吉見●友 弘  9月21日  
査察専門  

・家  

10月4日・労働基準局安全雛部化学物質対霊10月4日労働基準局長  



基発発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者・  備考   

施行月 日   堪案部署  
決裁月  者  

日   

第10040P2号  安衛法GLP査察の実施にづ・ いて  吉見友 弘  9月21日   
労働基準局長  査察専用家所  属長■  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           ’10月4日   
10月4日  

魂  

第1004003号  安衛法GLP査察の実施にづ いて  吉見友 弘  9月21日   

労働基準局長   
申革事菓  

10月．4日   
者  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   10月4日   

第10q4004号  厚生労働省労災リバビリテーション愛知作簾所付設 自勒事故翠所に侍る車地境界確終審の締勘こつ いて  豪倉洋 之   
10月4日  労問基準局長   愛知県知  

10月4日  労働基準局労災碍償部労災管理課   ∴1．0月4・日   
畢  

第10040関号  建琵機械埼工技術検定番長余事長の就鹿につい て（承篠）  吉岡健   9月24日  厚生労働省労  
働基準局長   

10月4日   労働基準局安全衛生部安全課   10月4日   

第1t）04006号  第1国労災保険給付専門研修の講 師派遣について  ／小宮山彰億  9月29日   
労働基準局長  労働大学校長  

10月4日   労働基準局 絵務課   10月4日   

平成1や年秋の叙勲内定者の辞退  
第1004007与   にノういて   

雄   10月4日  労働基準局長  大臣官房人事  諌長  

10月 労働基準局総務課   10●月4日   

労災診療費め適正払いの徹  

第1005001号   底について   
鈴木牧  －9月24日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

10月与日   労働基準薦労災補償部・補償琴   土0月4日   

労災診療費め適正払いの徹  
第1鱒5002号   底に？い七   

鈴木牧  9月24日  労働基準局長  財団法人労災廃疾 情報センター理瑠   
長  

10月5日   労働基準局労災補償部補償課   10月4日   

第10050d3号  人事異動発令内申について  角南巌  10月5日  労働基準局長  大臣官房人事  院長   労嘩基準局総務課   10月5日  

厚生労鱒筆労 働基準局長  産業医科大学国 シンポジウム会  

10月5日   



基発発議文書台帳  

件名   
起案月  

起案者  
日   

；文書番号  

・施行月月   ．起案部署  
発信 ．者  受信者  備考 

日   

禽1005005号l  細改東客先全資金衛生分科会じん肺部会噂時 委員の任免にウl 

．、て   
率己   

9月22日  労働基準局長  大臣官房人車  採草  

10月●；5日  ■労働基準局安全衛生部労働衛生課   10月5日   

膚1005006号  摩琴線健調査研究検討垂員会委貞 の委嘱について  中野晴 】夫  9 
月30日  労働基準局長  労働者健康福 祉機構理事長  

10月■∫5日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   ま0月5日   

膚100690i号  平成i7年蓉の叙勲推薦予定者に係る住民東■ （写）、戸棒抄水及び刑罰等調沓の交付申請をこつ  
l†て   嘩   10月4日  労働基準局長  該当市区  

10月：6日   労働基準局 総務課   10月5日   
長 

†第10060d2号  労働基準監督官託衰の再交付及び 無効公舎について．  山川輝 雄 
．■   10月4日  労働基準局長  岐阜労働局長  

、1・b月▲6日   ・・労働基準局紐務諌   10月5日   

第10P6003号  労働基準監督官癒棄の再発付鱒び 無効公告について・  山川■輝 雄   

10月4日：  労働基準局長  （独）国立印刷局怖 粗製晶事業部長  

∫10月’6日   労働基準局 総務諌   10月5日   

ニ第10080帆号  如0回目衰制度のあり割こ関する金魚協放会の関 膵及び案内状の送付について  杉山龍 吾  9月28・日  厚隼労働省労 働基準局長  中央最膵貸金審鱒 全会長渡辺彗  

10月8日  労働基準局賃傘時間課   10月8日   

第1008002号  全国監督課長会萄の開催に ついて  ●関敏男  10月6・日  厚 生労働省労   都道府県労働   
働基準局長    局長．  

10月・8日   労働基準局 監督課   10月8日   

大久保亜希   
子   9月29日  厚生労働省労 働基準局長  京酎府労働保険事 務組合連合会会長  

10月8日   

●第1008003号  会長への通知  

労働基準局●労働保険徴収課   10月■8日   
堀谷義明  

海外渡賦申請の承藤にづい  
第100細04号   て   虎澤珠美  10片5日   

労働基準局長  大臣官房人事  課長  

10月8●日  労働基準局総務線労働保険琴査会事       務塞   10月8日   

第1012001号  革験嘩設等に関する安衛牲GLP適 合確認について  若林和 也  9月28日   
厚生労働省  申請事業  

労働基準局安全衛生部化学物質対10月呵 働緋長      考  
10月12馴 



基発．発議文書台帳  

文書番号   座毎   
起案月  

起案者  
日   発信     受信者備考 

施行月 日   起案部署  
決爵月  者  

日   

平成17年春の叙熟推薦予定者にかかる住民票  
第1012002号   （写）、戸籍抄本及び刑掛琴調香再交付申請につ いて   

雄 10月4日  労働基準局長    本籍地の市区 町村長   

10月12月   労働革準局総務課   ■10月5日   

第1机2003号  第14回快適通勤鍵進協議会ゐ開 催にづいて  高橋行 紀  10月5日   
労働基準局長    快適噂琴推進 協故委 

労働基準局勤労者生活部働労着生括       琴   ．10月12日   
全員 

10月12日  

第101・300！号  改革勧告書 
高橋秀  

寿   9月‘16■日  厚生労働省労  
働基準局長  

l－b月13日   労働基準軒総務魂   10月一13‘日   

第1013002号  第41回章国林材菓労働災審防止大会にかかる痩 生労働省鱒長の派遣についそ  川追洋  9月28日  厚生労働省労  

10月ほ白   
働基準局長  

労働峯準局安全衛生軋一計琴線   、1り月’●土阜自   

第1014001号  改善勧告書   
田沼久  

志   
働基準局長  

8月25日  厚生労働省労     一（社）日本ゴル フ場退職金共  

10月14日   労働畢準局総務課   拍月13日   

第101400曳号  大規模建設工事計画審査委月余の開催及び経費 め支出kっいt   

1P月1．4日   労働基準局安全衛生部．安全課   10月1年自   
見好畳  10月5日  痩生労働省労 嘲基準局長    審査委員．  
筏酪輝  

平成16年  

第1014003号  講師の派遣にづいセ（伺い）   
洋   

1q月4日  厚生労働省労  

働基準局長  

10月14日  労廟基準局労災補償部労災管痩課   10月14日   研修  

第10140毎号  産■業安全会館の使用許可に伴う債 権の発生通知について  妓辺真理子  ●10月8月  労働保険特別会鮒 国有財在部局長  歳入微政官厚生  
厚生労働省労働基  

準局長  長   

産棄保健情報誌編魚員套肇農の委  
第1014005号   嘱について   

夫   10月6日  労働基準局長    労働者陰庚福祉挽 株理事長・伊藤 ●庄平．   
10月14日  労働基準局安全衛生部 

第1015001号  労働基準局長    大臣官房人事  課長．  

10月f5日   労働基準局時務課  



基発 発議文書台帳  

文嘗番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
者  

日   

年次休暇等の使用状況調査●  
腐10150■02号   について 子   10月15日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

10月●15日   労働拳準局総務鰊   10月15日   

一誌外国の労弛喫約法軌一任外国の労使協議軌職外国の巧ワイトカ  

膚1015003号   ラー労㈹看に係る労働時期奴机各研究にカ1かる第8回合同リサキング グループ会合への担当官の拓旋について   働基準局長   
藤井健 介  10月細  厚生労働省労   独立行政法人労働 政策研究・研修税 構理事長  

10月15日   労働基準局監督課   10月15日   

第10埴0呵号  人事異動発令内・申について  角南巌  10片15日  労働基準局長  大臣官房人事  課長■    10月15月  労働基準局綺務鰊   10月15日一   

儲加15005号  錦管足場用の部材及び附属金具の規格欝14粂の 規定に基づく適用除外について   ・東●好宣  ■9月29日  厚生労問省労 働基準局長●  株式会社ミルックス 代表取締役社長  

10月・15日   労徴募準局安全衝撃部繋傘琴   10月15日   

東好宣  9月2細．  厚生労働省労  

10月■王5日   第101500ら号ト  鋼管足場周の部材及び附属金具の規格第14条の 規定に基づく連用除外につ■ヤ、て       ・働基準后長  都道呼県 
壌1015PO7号  第1国労働基準行政接点（上級）研修の講師派遣 について十   小宮山彰億  10月12日   

労働革準局長  労働大学校長  

10月f5日   労働基準局 総務課   10月15日   

第1018001号  年金スライド率の低下に伴う労災就学等怯浪費の 取扱いについて  渡辺智 史   

10月13日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

1白月18日  労働基準局労災補償率労災管理諌   10月18日   

厚生労働塗所管国有財産く国分姦積金跡如の売 のつ  
10月18日   株式会社富士不動  

第101紬02号   り払いに係る不動獲鑑定（地価変動率）開会に いて   之 澄鑑定所、株式桑  
労働基準局長    社中央不動産鑑定   

10月18日  労働基準局労災補償部・労災管理諌   相月18日   
所  

松村啓之  10月18日 
悌101錮03号  平成16年庶自動車運送業済（初任）研修の探師派 遮依鱒こういて（回答）   

由土交通省国土交 セ  

労働基準局監督課労働条件確保改善          10月18日   労働基準局長   
10月18日  

対策室  

第1018004号  検査通知書   高橋秀 寿 
傲基準局長   

10月1 労働基準局 総務諌10月18日 



基発 発議文書台帳  

文書．番；号   件名   
起案月   

由奏者   
日   発揮 ＼  受信・者  備・考   

施行月日 起案部署  
者  

日   

第1018005音  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第9粂の 規定に革づく準用除外について  東森宣  9月29日  厚生労働省労  

′．10月18日   労働基準局安全衛生部．安全課   1b月’18日   
働基準局長   

腐1机8bd6号，  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第寧条の 徽訊こ基づく適用除外についで   兼好・葺  9月2坤  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  

10月‡8日   労働基準局安全衛生部 

10月建白 労働基準局労働保険徴収課   10月18日   
第川i8doブ号  印紙不要決定（平成16年度第7片 分）にういて  松虎夫  10月12自  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働大臣  

第1018008号  宿舎使用料の手数収停ヰ及び精算に ついて．  由■満・．  10月18日  厚生労働省労  
働基準同長   

10片棒日  ，■－労働基準局労災補償部労災管塵琴   10月18日   長  

第1018009号  帯食使用畔の徴収停止に？ いて ’   

岡満  10月18日’  厚生労働省労 働基準局長  東京労働局長  

10月18日  労働基準局労災鱒償部労災管理課   10月18日   

指定外国検査機関の指貫引こ  井上栄   
第■1019001号  

指定日繹 

畢  10月5日  厚生労働省労 働基準局長  餌叫Vdrl加代嵐節狂 肘鳳第檜長泉．澄江柑別Il  ◆L■－・   
11月1日  

10月19日   労働基準局安全衛生部安全課   10月19日   （再指定ト  

指定外国検査機関の指定◆に  ■井上栄   
第10190d2号  

指定日は  

卑  10月5日  厚生労働省労 ．働基準局長  良け叫V打抽u代紋軒辻 府県苅脆貞慶．温は細別性  冨伏洞の長  
1・1月1日 

10月19日   労働基準烏安全衛生部安牟課   1P月19日   （再指定）  

指定外国検査機関め指定に  井上栄   
第川1如03号  

指定日は 

貴  10月5日  厚生労働省労 基局長  払∬叫Vdt－J代礼節狂 府県第拇烏丸慧It什刑捜   

働準     軍杜仲の左   

10月19日   労働基準局安傘衛生部 （再増定） 

禽1019004号  分限処分実態調査について   
和田雅  

弘   10月15日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

10月19日   労働基準局 総務課   1，0月19日   
第坤20001号  平成15年虔における行政財産等の使用状況爽植苗套のフォローチップ 結果について摘財統監第58号への砂削   渡辺’真理子  ．10■月19日  厚生労働省労 働基準局長  関東財務局長  

10月20日  ∴労働基準局労災補償部労災管理琴   10月20日  
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中央労働災審防止  
第1020002号  欝63回（平成1時劇全国産業安全衛生大会に係 る厚生労働省職員の派遣等にづいて  川準洋  10月14日  労働基準局長   協会会長奥田  碩  

1p月20日   労働峯準烏安全衛生部計画課   ‡0月′20日   

腐叩200●03号  労働資金額生法第88条第3項の規定に基づく計画 属の審査について  兼好軍  18月1日  厚生労働省労  

1、0月20日   労働基準局安全衛生部安全課   18月20日   働基準局長，   

第1甲000年号  労働安全衛生鴇第88条第3項の規定Iキ基づく計画 届の審査について   兼好宣．  1p月1日  鱒生労働省労 働基準局長  軍掛大豊特定建 設工事共同企業層  

10舟20日   労働基準局安全衛生部安全課   相月知日 大和出張所長  

第1020005号  労働安全衛生法第88条第事項の規定に基づく計画 届の審裂こついて   

1・0月●20月   労働基準局安全衛生瓢安全課   to●月20日   
■兼好宣  10月1日  厚生労働省労 倒基準局長  福岡労働局長  

第1020006号  第2回労災保険給付専門研修め誇・ 師派漁について  小宮山彰浩  相月14日  労働基準局長  労働大学校長  

10昇28日   l潜働基準局総務諌   ■10月・20日   

l第l・020do7号  第3回労働行政職員（革礎）研修の● 講師派遣にウいて  ／ト宮山彰麿  10月1・5日   
労働基準局長  労働大学校長  

10月20日   労働基準額総務課   10月神日 

第102qO甲骨  r管理監督者の適用除外制度に関する調査研如 の拳托甲依掛ざういて  田之上英治  9月■27日  厚生労働省労  

10月20日   労働基準局．貸金時間課   10月2日・日   働遜準局長   

第102100主号  検査通知書   高橋秀 寿  10月写0日  厚生労働省労 働基準局長  （社）全国労働基礎 ．関係連合会他g準  
人代表者あて  

10月21日   労働基準局総務課   ・10月21日   

第10芦1002号  人事異動発令内申にっいて  角南巌†  10月21日  労働基準局長  大臣官房人事  採長    ・10月21一日  労働基準局 総務課   10月21・日   

労働衛生指導医の任命につ  
第1021003骨   いて   

鱒   
9月29日  厚生労働省労 働基準局長  栃木労働局長  

′1や月21日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   10月21日  



基発発議文書台帳  

件卒   
起案月  

L文事潜号  線素者  
日   

施行月白  
発∴信 者＿  受信者  備・考  

起案部署  
日   

■第1022001号  使用停止等処分基準及び緊急措置 峯準の改正について  ‘副轟拓 也   10月20日  厚生労働省労  

働革準局長   

10月2鱒   労働寒準局一監督課   10月22日   

第1025001号  平成17年春の叙熟推蕗予定者に頗る鱒民票（写） の交付申請について  山川輝  
雄   

10月20日  労働甚準局長  僕推薦予定者 現住所の市区 町村  ・10月－25計   
－労働基準局総務課   10片22日   

・第IO26bol号  芦安制度担あり方に関する全員協法会公益草魚会 縫の開催について  杉山龍  

吾．   10月14日  労働基準局長  中央最低共生警抜余日繋■l 虞の▲り万に囲丁る全員払 繊会会長換星暮  

10月26月  労働基準局貸金時間課   10月26日   

10月終日   労 1r       三第川260甲骨  平成16牢10月1日付け一般昇格内科こついて（9 級堺上）  ′ト宮山彰鰐  10月箪日  磯基準点長  大臣官房人事  課長      労働基準局総務課   10月26日   

ミ第1027001号  平成16年新潟県中越地震の災奪に係る救急薬品 等の配付iこついて   
大部浄   10月27日   

幸  労働基準局長  新潟労働局長  

．10月軍7日  労働基準局労災補償部補償課   10月・27t甲   
革1027002号  安衛牲GLf）査察の実施につ・ いて  吉見友， 弘  10月8日   

査察専再  

家  

労働基準局長       10月27日  労働基準局安全衛生部■イヒ学物質対策        課－   18月27日   

第IO27003号  安衛法GLf｝査察の実施につ・， いて  吉見．友 弘  10月8日   労働基準局長  査察専門家の  

▼10月27日  労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   10月27日   

所属長  

膚10衰7004号  安衛法GLP査察の実施につ いて  吉見友 弘  ・10月8日   申請事業  

労働基準局安全衛生部化学物質対策       課   ●10月27日   
労働基準局長  

10月27日  
者  

l第1027PO5号  「第畠2回産業歯科医研修会」人め 職員派遣持ついて  中野晴 声   ・10月18月  厚生労働基準   

局長   会会長  
10月27日  労働基準局安全衛生部労働衛考課   10月27日  

厚生労働省労  

10月27日   労働基準局安全衛生部計画課  
働基準局長   



基発発議文葺台帳  

・ 件名 起案月  
萄・案者  

日   料信 者 

施行月 日   起案部署  
決裁．月  ．   

日   

第1027007号．  安全管理士の選任に係る協． 議について  ノ．嘩洋  10月8日  厚生労働省労  

1－0月27日一   働 
基準局長   

禽噂7008号  芳情相談体制等に関する調● 査について  和田雅 弘   

10月27日   
10月27日  労働基準局長  大臣官房人事  抹長  

’労働拳準同線準課   10月27日   

■’1－0月．28日   ：●第1呼声0軋号  労働革準局報告例琴の†部改変に ついて  束裕ニ  10月6日  厚生労働省労 働革準局長  都遇府県労働  局長      労働基準局．監督課   1p月26日●   
賂   

該当市区  

■10月・28日   労働拳準局．総務観   10月22月   ．第1028002号  平壌17年春の叙熟推薦予定考に係る戸籍抄本及 び刑罰等閑恕の女付申請について  山川輝   10月28日  労働基準局長   ′長  
舞102如03号  平成16年度第7期綺合実務研修へ 甲韓師派遣湛つレ†て  小蘭希代子  10月27・日  厚生労働省労 働基準局長  鱒会保険大学  校長  

10月2．8日  労働基準局労働保険徴収魂   10月．28日   

第102白004号  基準濃度等検討会人の参加 を土？いて  若林和 也   10月18日   

厚生労働省労  
働基準局長   長  

10月28月   
労働基準塙安全衛生乳化学物質対策       課   10月28日   

第1028005号  基準濃度等検討会の開催に・ ついて   
若林●和 也  10月18日   

10月28日  労働基準局安全衛生部一化学物質対策       諌・   10月28日   厚生労働省労 働基準局畢  参集者  

．第1028006号  第52回日本職業・災審医学会学術大会への済庫 派遣にづいて－  山本葵 範  10月20日  厚生労働省労 働基準局長  第52回日本職糞・ 災客医学会華僑大   
会会長    10片28日  労働基準局安全衛生部、労働衛生課   ’10月28日   

儲1028do7号  「来手統率築堤に対する費用徴収の拡大の効果と 影弓削こ関する調査研究jの垂託依頼について  秋葉大 輔  ・10 月4日  厚生労働省労  
働基準局長   

1●0月28日   労働基準局労災補償郊補償課   10月28日   
会長  

第102900．1号  

10月29日  



．基発発議文書台帳  

文書番号   名   
起案凡  

起案者  
日   発信 ■    一受信者、備考   

施行月 日   起案部′署 
者  

日   

欝1029002号  会議開催通知 吉見友一 ● 
弘 

労働基準局安全衛生部化学物質対策       ■   10月29日   
労働基準局畢    各委員   

10月、好日  
課  

第1¢2900き号  開催通知   吉見友   1け月・14日 
弘   

労働基準局．安全衛生部化学物質対策           10月29日   
労働基準局長    各委員   

10月29月  
錬  

第押卵004号  平成i7年虔労働基準監督官採用試致試数寄門番 見の総務について  牒政男  1p月・27日  厚生労働省労  

10月2百日   
働基準局長  

労働基準卑畢督課   叫Jほ9日   長 

第102如05号．  労災特別介落援護轟費により取得した物品・の処分 について  小川修 平   10月・20日   
財団法人労災  

労勧基準局長     ケアセンター 

10月29■臼   
労働基準局労災補償部労災保険業務  理事長  

垂  

裔10290日6号  欝鵠讐朗報を剛  中野暗 
夫   10月．29日  厚生労働省労  

働基準局長  

10月29日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   10月29日   

第1029007号  渾用管理iこ関する個人特報のうち健康情報を取り 扱うに当謡っての留急事頓につI、て  ■中野晴  
夫   10月29日  厚生労働省労  

働基準局長  

10月29日■  労働基準局安全衛生部■労働衛生課   10月29日   

第1029008号  雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り 扱うに当たっての留意事項について  中野晴 夫   10月29日  厚生労働省労  

lO月29日  労働基準局安全衛生部労働衛隼課   10月29日   
働基準局長  

第102．9p胸骨  雇用管理に関する個人情報のうち蝕痍情報を取り 扱うに当たっての鱒意事項について  中野晴  
未   10月29日  厚生労廟省労  

■働基準局声  
10月－29日  労働基準局琴全衛生部労働衛生課   10月29日   

第102901．0号  平成1白牢新潟県中越地腰睾伴う未払貸金の立替 払寄肇の運営について  松村啓  之   

10月29日  厚生労働省労 ．働基準局長    軒潟労働局長   
10月29－冒   労働基準局 監督課   10月291ヨ  

厚生労働省労 働基準局長    都道府県労働  局長 
1t）月如自   労働基準局監督課  



基発発議文書台帳  

起泉月  
件 文書番号   起．奏者  

日   発信 者  受信・者  備考   

施行月日   堪案部署  
駄裁月  

日 

第1029012号  歳入徴収額計算啓・平成1昨虔第油単期分甲 提出について  元吉野 ．隆  10月25日  厚生労働省労 働基準局長  会計検査院事 務総局夢二局  P  

10月29■日   労働基準局労働保険徴収課   10片29日  
長  
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施行月・日   起案熱暑  
決裁月  

日   

第1101001号  第3回事業主指導専門研修の講師 派遣について  小宮山彰堰  10月29日   
労働基準局長  労働大学校長  

11月：1日   労働拳準局・・総務課   11月／1日   

第IlO2桓号  歪謂豊莞認諾漂する金銅批の開  ●杉山■龍 ．吾  10月19日  厚生労働省労 働基準局景  中央最低賃金 審議会会長  
11月皇日   労働基準局 貸金時間課   Il月2日   

㈲里2細2号  争訟事件中藤廟について   

11月■2日  労嘩基準局安全衛生部労働衛生課   11月2日   

第11P200き骨  第3回最低賃金制度のあり如こ関する研究会の開 催について   

金子恭 子－  10月28日一  厚生労働省労 働基準局長  最低賃金制度のあ り方に関する研究  

11月：2日   労働基準局●賃金時間課   111月2首   
会参発着  

第11020－04号  第3回最低貿金利庶のあり方に関する研東金の開 催について（ヒアリング対象者あて）  金子恭 子  10月28日  厚生労働省労 ’●働基準局長  最低賃金制度のあ り方に関する研究  

11月 

会ヒアリング紆穀着  

労働基準局・ 

第‡1020■0亭号  安全衛生専門（前期）研修の講師派 達について  イト音山彰儒  10月27日   労働基準局長  労働大学校草  

11片’2日   労働基準嵐総務課   11月2日   

第1102006号  平成16年虔第3匹l半期分支払計画示達表（変更 分）の送付及び示達並びに支払元受高の変更につ いて  ・平本隆 浩   

10月25日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

11月－2日  労働基準局労災補償郎労鱒管理課   10月26日   

第1102bo7与  労働者災害補償保靡審査参与指名 等辞令の送付について  冨田裕 一介   
11月1日  労働基準局長  鳥蔽お働局長  

11月2日  野働拳準局労災補償部労災管理課   11月2日   

第1102008号  労働者災害鱒償保険審査参与指名 等辞令の送付につシ、て  冨田裕 介   
11月1日  労働基準局長  串井労働局長  

11月2日  労働拳準鱒労災補償酪労災管理課   1‘1月■2日   

第1102009号  平成16年虔労働基準行政職員ほ級）研修（第2 回）の受時生の推薦についで  渡連絡 子  11月2日   独立行政故人労働  
労働基準局長   政策研究・研修機  

11月●2日   労働基準局総務課   11月2日  
棟労働大学絞長  
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平成16年10月1日；付け普通昇給  
第1104001号   発令内申にづいて   弘   11月4日  労働基準局長  大臣官房人事  院卒  

11月．4日 労働基準局総務課   11月4日   

欝11040り2号．  印鱒不用決定（16年度第8月分）に ついて・   
11月4日 労働拳準局■労働保険徴収課   11月4日   

鱒原大  1●1月1日  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働大畠  

全国地方労災医員会議の開． 催にづいて・  生木谷忠司  10月二22日●  厚生労働省労  欝110畠081号  
働基準局長   

11月5日   労働基準局労鱒補償部補償諌   1’1月5日   

第1105bo皇号  箪墳や依頼にづいて   生木谷忠司  ・10月22日  厚生労働省労  

11月－5日   傲基準局長 
名  

第1108001号  労働金庫の厚款の変更をこ係る藤可 ちこつヤヤ′  津浪千 冬   10月28日  労働基準局長   沖縄県知  
事 

11 労働基準局勤労者生活部企画課労働金串兼務室         ヽ   11月5日   

北海嘩労働金庫の業務方絵書の変・  

第1108002号   更に係る認可につ1、て了   冬  10月26日  労働基準局長   北海道知  

il月‘8日   労働基準局勤労者生活部傘画課労働金庫集務室   11月5日   
事  

第11080q3号  人事異動発令内申にういて  角南巌  11月8日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    、11月8日  労働基準局総務課   11月8日   
第1108004号  人事異動発令内申▲も手ついて  東幸宏  ．i‡月4日  労働基準后長  大臣官房人事 ．狭長    11片 労働基準局総務課   11月8日   

禽1108005号  板動陣容の検査指針検肘に係る実証検挙事業の 祝秦実施について   

11月8自   労働基準局労災補償部・補償琴   11月8日   
斉藤将  10月29日  厚生労働省労． 働基準局長  各参集者  

第11鱒001号  平成16年疲労働基準行政職員（上級）研修の受持 生の推薦依頼について  渡連絡． 子  ・11月9日   
労働基準局長  独立行政法人産業 安全研究所理事長  

11月・・9日   労働基準局 総務課   11月．9日  
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日 

第1110001号  労働政策容顔全動労着生括分科会中小企業退瀾 金共済部会臨時費長の任免について（伺い）‘  鷹合∴ 昇  11月4首   

労働基準烏長  大臣官房人事  課長  

11月IO日   
労働基準局勤労者生活部勤労者生活          11月10■日   

琴  

小宮山彰麿  1．1月 
夢11叩002号  近畿管区警察学校における委託研修候補者め推 蕗について   

11月10日   
労働基準局長  大臣官房人事 ●課長∴  

労働畢準同時務課   11月10日   
平成16年11月16日付け人事碗規則9－8欝17粂  

第111如03号   の適用を受ける樽見の初任給の改定について  小宮山彰浩  ．1●1月5日  労働基準局長  大臣官房人事  級長    11月10日  労働 基準同総務蔑   11月10日   

第1110004号  職員の派遣について（回答）   
小林頼  

鱒   11月計日・  労働基準局長  （社）全日本ト ラック協会会  

11月10日  労働基準局労災補噂部労災管理諌   ■畢1月18日   
長  

第1110005号  労働基準行政関係功労者に対する厚生労働大臣 の感尉状贈与につも．、て  杉山龍 国  
Eコ   

11月8日  労働基準局長  石川及び鹿児 島労働局長  

11月10日   労働基準局 

第1 
内諾普及び所属長の承認等について   

子   
11月2日  厚生労働省労  

働基準局長   

11月豆日   労働基準局貸金時間鰊   11月り自   

第11・11002号  平成15年度序盤労聞科学研究費補助金（序盤労働科学研究（労佃安 余財生抱合研究）総地車射の交付軌の確定及び返唱命令について  虎澤茂 

樹   
6月22・日  労働基準局長  大臣官房会計  課長  

11月1Ⅰ日   労働基準局安全衛生部計轡課   11月10日 

第1111003号  平成1．時虔厚生労働料学研究強補助金（労働安 全衛生総合研究推進寄集）国庫補助の交付決叡こ ついて  虎浄茂  
－樹   8月31日  労働姦準局長  大臣官房会計  鱒長  

11月1－1日   労働基準局安全衛生部計呵課   11月10日   

第1・111PO4号  平成15年虔序盤常闇科学研究費補助金（伴生労働科学研究（労働安 全開生総合研究）推進暮猥）の交付率の托定及び返唱命令について  靡澤茂  

樹   6月22日  労働基準局長  大臣官房会計 ．課長  
11月11■日   労働基準局安牟衛生乳計画諌   11月10日 

第111100等号  労働者災害補償保険審査参与指名 等辞令の送付について  ・冨田裕 介   11月9、日  労働基準局長  岡山労働局長   
11月11日  労働基準局労災補償部労災管理課   11月11日  
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第1ユ1100白骨  労働者災賓補償保険審査参与指名 等辞令の送付について  冨鱒嘩 介   
11月9日  労働基準局長  茨城労働局長  

Il月工1日  ・労働基準局労災補償部労災管理課   11月11日   

第1112001．号  労働資金額生涯琴88条若色項の規定に基づく計画 盾の審動ざついて  東好宣．  10月26：日  厚生労働省労 ■基準局長  東急怯設株式会社 四万十川作業所長   

11凡‡2日 
働  

労働基準局安全衛生部．安全鰊   り月12日   

第11120P2号  労働安全衛生法第8串紫蘇3項の規定に基づく計画 居中密封買ついで、  東好宣  10月・26日  厚生労働省労 働基準局長  青木あすなろ建設 糾方嘉歪雛薫    11月Ⅰ一声日  労働基準局安全衛生部安全課   11月12打   
第1112‘00き与。  労働安全衛生法第細魚第3項の規定堪題づく計画 犀め審査について一   

11月 兼好牽  10月26日  厚生労働省労 廟基準局長  高知労働局長  

株式会社濾沼組熊  
第1●11200ヰ号  富讐憲豊艶深戸嶋第摘の鮫に基づく鞭  東好軍  1P月26日一  厚生労働省労  

1‥1月12日   労働基準局繋全衛生部安全課   －11月1．2日 
働基準局録  

諦所長  

第111－2005号  労働安全術餐括第88条第3項め規定に基づく計画 届の審査kっいて   東＼好宣  10月26日  厚生労働省労 ●働基準局長  熊本労働局長  

11射2日   労働基準局安全衛生部安全課   11月12日   

第1112006号  公的資金によがその他の住宅j◆の資料作成につい て（回答）  奥山浩 行   
11月8日  厚生労働省労 働基準局長  国土交通省住 宅局長  

11月12日   労働畢準局勤労者生活部企画課   11月12日   

第111・6001号  鱒業がん対策専門検討会への参加 について・  ．若林和  也  10月27日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生熱化学物質対策          1■1月10日   働●基準局長   長  
1．1月・16、日  琴  

滞1116002号  第1回職業がん対策専門検討会の 開催についで  ．若林和 也  10月27日   

11月16日   
労働基準局安全衛生部●化学物質対策           11月10日   厚生労働省労 働基準局長  ・参集者  

課  

第1116003号  叙位内申に係る住民票（写）、刑罰等調香の公用交 何について（依頼）  山川輝 雄   11月．15日  労働基準局長  和歌山市  

11月1 労働基準局一総務疎   11月16日  
長  
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第1116004号  平成16年庶労働基準行政職負（上級）研修（第3回 ん第占回）め受終生の推割こついて  ．準嘩路  
子   

11月．16日  厚生労働省労  

11月16日   

働基準局長   
労働基準盾総務課   11月16月   

第111700壬号■  平成i7年春の叙熟内申に係る軍歴証明沓の吏付 につシ、て  ■山川輝  
雄   

鹿児島購保健福祉  
労働基準局長   部長、社会援護局  長  

11月r7日 労働基準局綺務課   11月17日   

特別監察（福岡労働局）の実施をざつ  
第1117PO白骨   いて   

11月17日  労働基準局労災補償乳労災管理課   11月17日   
堀江．章  11月16日  厚生労働省労 働基準局長  福岡労働局長  

第1117003号  独立行頭海人労働者蝕康福祉機構資産添伺資長 会の任命内申について  ∴梅垣哲  
坤   

1■1月17日  ．労働基準局労災椅償部 11月17日  労働基準局長  厚生労働省大 宵宮房人事魂  長  

第1117004号  凱2回目安料率ぁあり方に由する全員協議会の開  杉山龍   11月拍日  厚生労働省労 基準局長  中央最低賃金審議  
働  

1・1月17日   労働基準局 
法会会長  

第31回原子力入門書夢座受講希望  
第1117005号   者の推薦について   

11月17日   
／J、宮山彰治  11月15日  労働基準局長  都道府県労働  局長・▲  

労働基準局 総務諷   11片17日   

第1117bo6号  第3呵労災保険給付専門研修の諦 師派遣について丁  ／ト宮山彰浩  11月15日   
労働態準局長  労働大学校長  

11月17日   労嘩基準局総務課   Il月’17■日   

第1117007号  第1回労働基準監督官（上級）研修 の講師派遣について  小宮山彰浩  11月ほ日   
労働基準局長  労働大学校長  

11月17日   労働基準局◆総務課   11月17日 

第1117？08号  警護㌶認崇髪禁滞空篇電装欝 いて  ．綿貴直  1川17＝  厚生労働省労   都道府県労働   
11月17日 労働基準局総革課   11月17日   

働基準局長    局長  

第1117009号  新潟県中越地震に伴う痙療指導時 の措置について  ■副島拓 也  11月17日   
：局長  新潟局長  

11月17日   労働藁準局監督魂   11月17．日  
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同   

新潟県中越地轟に如監督指導時  
11月17日   第11170・10号   の措置について   

均  局長’  

1・1月・軒日   
労働基準局監督課   11月1叩   ノ   

層111ケ01ま号  平成！6年虔1ISD6802改正箆案件戒委員会拳 見め委嘱について（回答）   
吉岡健●   

11月4日  厚生労働省労  
働葦準局長   

tlユ月t叩日   ’●労働基準局安全衛生部安全率   11月17日   

第11170●12．骨  平成16車虔フオ㌣舛フトトラック雲釘IS制定・改正原 裏作成季負会葬長の委嘱について（回答）  吉岡健   
11月4日  厚生労働省 労基準局長  社団法人日本産 態車両協会会長  

．1・1月’17・日．   嘩         労働拳準局安全衛生部倭全課   山月17日．   

・第1118b81号  囁外国の労舶契約法軌場外回の密使臨騒軌場外国のホワイトカ ラr労働者に係る労拘時間規制1各研究にかかる訝4何食同ワ㌣キング グル「プ会合への担当官q拝江についで  藤井隆 介   

11月12日  厚生労働省労 傲基準局長  独立行政法人労働 政策研究・研修挫  

構理事長  

1ユ月t8首   労働基準局 監督課   11月17日   

11月18’日   
÷第1118鱒痺  約腹部臓器の陣容認定に関する専門検討会1第5 回鱒尿掛生殖器部会）の開催についで  生木谷忠司  11月9日  厚生労働省労 働基準局帝  ・参集者      労働基準局労災補償部補償課   －11月18日   

壌‡119001号  「平成17年就労条件総合調査Jめ実 施について  岡本正 鱒  11月18日  大臣官房統計情報 部長及び労働基培   局長   

11月19日  大串官房統計情報部賃金宿祉統計諌   11月19首   

第111900草号    、．・ 独立行政法人労働着除虚福祉機構賢匿評成季員 会の開催についで  福田哲 喚   11月18日  労働基準局長  財務省廃財局 長他  

鱒  

11月19月  労働基準局労災補償部．－労災管理課   11月19日   
労働基準法那l免如項の放利こ上り革み答えられた印象如頓に敗  

二第112冒001号   定ナる厚生労砺大臣が必露であると怯める場合及び期間について摘   和田寺  1▲1月1●1日  繹生労働省男働基  各節江府爪芳肘貞慶．菰野 江帝丑知事．郁i■田丑枚方 笥鵠浪豊響●  省初等中等教育局  危   

11・月琴2日   ．  

胸渡部臓器の終審認定に関する専門検討会（第l  

11月・22日   
▲第1i写2002与   鱒循環器ワーキング・グループ）の開催につl）て  生木谷忠司  11月10日  厚生労働省野 働基準局長  琴集者      労働基準局労災補償艶補償裸  

・11月19日   
兼好童  10月27日  痩生労働省労  

第1122bo3号  型わく支保工用のパイプサポート琴の規格常6粂の 規定に基づく適用除外について  
働基準局長●   

・11月22日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月22日  締役．  



基発発議文書台帳  
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起案月  

起案者  
日 発停 者  喪鹿者  ・備考   

施行月日’   起案部署 
決裁月  

日   

第1・122004阜  塾わく支保工用の′くイブサポート琴の規格第白粂の 規定に基づく連用除外に？いて  兼好宣  10月27日  厚生労働省労  

11月22日   労働畢準局安全衛生部安全課   1摘22日   
働基準局最   

労働改廃容儀全数労着直活分料会  
欝1122005号■   の任免にづいて   田 血 臼  11月●15日●  労働基準局長  大臣官房人事  鱒長  

11月写2月   労働基準局働労音隼活部企画轟   ．11月22日   
労働政策審盛会勤労者生準分科会  

瀕1122006号   の任郵こついて   
田泰 章  11■月1■5日  労働基準局長  大臣官房人事  院長  

11月二22日   労働基準局勤労者生準部企画礫   11月22日   
平成16年庶．厚生労働省所管労働保険特別会計  

工1月24日 ’労働賽準同●総務課   l・1月24・日   
贋11・24001号   労災勘定予算に係る支出賓任工事の実施にゎい て（・変更）：  青天目隆司  1’・1月22甘  労働基準局長  大臣官房会計  採草    ●  

膚1・125d机号  安衛法GLp査察の筆施を童つ いて  若林和・ 也  11月17日   
厚生労働省労・  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        ー   11月24日   働基準局長   
11月‡25日   

課  

第1125002号  安衛法GLP査察の実施に？ いて．  若林和 也  11月17日   

1●1月25日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策           11月24日   序■生労働省労 働基準局牽  安村法GLP 査察専門家の 所属長  

課  

夢1－1250■03号  安衛法GLP査察の●実施につ いて  ．若林和・■ 也  11月17日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           11月24 働基準局長   者  
11月∴25日  課  

第1125004号  労働恵弊行政関係功労者に対する厚生労働大臣 堵鮒状の交付についで  山川輝 雄   11月9日  労働基準局長  茨城、静岡労 傲局長  
11月25日   労働基準局綺務課   11月10日 

労働基準局長  労働大学校長  

11月25日   

第1125005号  雇用均等行政職員・（上級）研修の講 師派遣笹づいて  小宮山彰腰  11月22日  

労働基準局総務琴   11月毎日   

第1125006号  r舷額類の安全性一設計のための基本概念、一般 原則」に係るエ葉標準の制定にづいて1   
井上栄 ・貴  10月21日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  

11月25日   労働基準局安全衛生部安全琴   10月29日  
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筏韓輝  
講義内容 

第1126001号  講師の派遣にづいて（伺い）  
阻  11月1・9日 ヽ 

働基準局長   

11月ゼ6日  労働基準局琴災補償部労災管理翠   11月2叩   

＿   

除法J  

第11Z印02号  安衛陰G‡一戸適合確認通知書   
若林和  

也   11月19日  厚生労働省労  

労働基準局安寧衛生部‘■化学物質対策  働基準局長   者  

11月26首   課  

／小宮山彰浩  11月．22日   
第I12申ぬ号  第4回労働行啓職員（基鱒）研修の 講師派遣について  

労働基準局長  労働大学校長  

Il月26日   労働基準局総革課   11月26日   

第11290Pl号  

11月29日  

11月29日   労働基準局琴全衛生部安全課   11月29日   
妻酌129・OP白骨  平成16年慶安全優良職長痺隼労働大臣顕琴審査 要点会の開催についで  東好童  11月17日  闇諾野  審査要員  

政府出資金に係る通知にづ  
第1129003号   いて   

也   11月29日  労働基準局長  払立l子機瞼人矧裾引馴川 祉仏綿覆事鼻．艶エl菅織瞼 人肌鮎封則粗相揮凛  
11月29・日  労働基準局労鱒補償部労災管理課   11月亭9日  

第I129bo4尊  

11月29日   労働基準局労災補償部補償課   ・11月29日   
各参集者  



基発発議文書台帳  
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施行月月   嵐案部署  
決裁 
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第1201呵阜  平成16年汝第か四半期嘩更卜般会計予算の示 達に坤、で   

1－2月上日   青天日隆司  11月25日  労働基準局長  都道府県労働 局長      労働革準局総務課   1Ⅰ月写5日   

事務組合を変更する紡合専の取扱いについて   
第Ⅰ201002号  特別加入者である中小事業主が委託する労働保険   丸山彰 憲  11月15日1  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  

12月．こ1日   労働基準局労災補償部補償額   11月・25日   

第1202001号  平横16年鹿本沓課長補佐研趣受 誇生の推薦について  渡連絡 子 
労働基準局長  大庭官房人事  課長  

12月牒日   労働基準局綺準課   12且・冬日   

第！■202002号  最低貸金制度甲あり方に関する研究会（第4由・第 5回）の開催引手ういて●  金子′恭  

子 
最低賃金制度のあ  

労働基準局長   り方に関する研究  

12月で2日   

会参強者  

労働基準局：賃金時間課   12月2月 

御伽20由号  最低賃金制度のあり方に関する研究会（第4回・第 5回）の開催専について  金子蕃   11月22，日   
子  

最低賃金制度のあ  
労働基準局長   り方に関する研究  

－12月ご■2日 労働基準局・貸金時間課   12月2日   
会参集者  

笥12p2do4号  最低賃金制度のあり方に関する研究会（欝4回・第 5回） 
．の附催等について   

子   
最低貸金朋麿のあ  

労働基準局長   ＼り方に関する研究 会ヒアリング対魚者  

1写月2鱒   労働基準局貸金時間課   12月2日   

第1202005号  最低賃金制度甲あり方に関する研究会（第4回・第 5回）の開催等にういて  一金子恭  

子   11月22日  労働基準局長  官署語欝羞謡  

12月J2日   労働基準局貸金時間課   12月2日   
会ヒアリシダ対象者  

印紙不用決定（16年度第9月分）に  
第1ZO別P6号   ついて   

12月2日   労働基準局労働保険徴収課   12月2日   
松原大  12月1日  痩生労働省労 働基準局長  厚生労働大臣  

第1202007号  平成16車皮厚生労働本管職員（機業安産行政系） 研修の受沫俵檎着め堆掛こついて  渡壌路  
・子   i2月2日  労働基準局芦  職業安定局長  

12月・2日   労働基準局総革課   12月2日   

第120200寧号  r特別加入者である中小事衆生が簗托ナる労働保険♯済i且合を交叉す る堵・象等わ取扱いについでjの吐団法人会国労働陰険亭精緻合連合会 ¢下会員への周知披㈲こついて  中野公  

義   
11月30日  厚生労働省労  

12月2日   労働基準局労災補償部∴補償課   12月2日  
働基準局長   
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喝案者  起案月 日  ・発信  

者   
受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
日   

第1202009号一  中央最低賃金審議令委員の任命に ついで’  金子恭 子■  11月30日  厚生労働省労  働基準局貴   

12月∴2日   労働基準局賃金時間課   ●12月2■日   
長  

11月12日   第1203dol号  労働者の鹿康陣容防止に係るリスク痴価検討会へ の参加について  吉見友： 弘  
労働基準局長  冬季集者の所  尾長  

12月二■3日   

労働基準盾安全衛生部化学物質対策        課   12月3日   

■■卸203002号  第1回労悶着の健康陣容防担去ぬ少女ク評鱒検 討会の開嘩について  吉見友 弘  11月12日   

労働基準局長  各参集者  

i2月′3日   
労働畢準局安全衛生部化学物質対策       琴   12月3日   

◆第12030雨号  平成16年虔第3四半期分支払計画示達表（変更 分〕の送付及び示達並びに支払元受高の変更たっ いて  平本隆 ■浩  

口 11月2百日  労働基準局長  都道府県労働  局長・   

＼   

12月3日  労働基準局労災補償郊．労災管翠琴   11月26日   
1 生木谷．息司  11月24日二  厚生労働省労 働基準局長  参集軍  

第1■203004号  胸腹部蛛器の陣容終定に関する専門検討会1革6 同腹部臓器部会）の開催にわいて・  

12月●3日   労働畢準局労災補償部補償課   12月■3日   

・第1紬3005号  脾腹部臓器の障害認定に関サる専門検討会（第1 回呼吸器ワーキング・グループ）の開催について  生木容忠司  11月24日  厚生労働省労 働基準局長  参集壷    12月3日  労働基準局賢災補償部鱒償課   ユ2月3日   

小宮山彰治  11月24日  労働基準局長  労働大学校長  

12月，3日   第1．包03006号  第2回労働基礎行政職貝（上級）研修の抑和昭 に■pいて              労働基準局 総務課   1皇月：岬．   
第1203007号●  田13日芦安制度のあり方に関する全農協法会及 び第16回申朱最嘩貸金審裁会の開催につシ＼て  杉山■龍 ・吾‘  11月22日   厚生労働省労  

働基準局長   

12月●3’日   労働基準鱒貸金時間諌   12月3・日   

第1写甲∽8号  錦管足場用の部材及び附属金具の規格第25舞の 規定に基づく遠周除外につ．いて   兼好宣  享1月17自  厚生労働省労  

12月封1   労働基準局安全衛生部安全課   12月●．3日  働基準局長   

厚生労働省労  

12月3自   

腐120豆00．9号   琴芝畏富男霊慧斑慧警の規鱒第25警めト 
労働基準局安全衛生部．安全琴  

働基準局長   



基発 発議文書台帳  

文書番号   件   
起一策月  

起案者  
日 翠．臆     受信者・備考   

施行月 日   起案部署  
者            決裁月、   

日   

第1203010号  平成16孝庶労働基準行政棟員（上級）研修（第2 釦の受鱒延期理由替の提出について  渡連絡  
子   

12月3日  厚生労働省労  
政策研究・研修地  

． 1■2月3日   

働基準局長  
労働拳準局総務琴   12月■3．日   

第1203011号  労働者災奮補償保険審査参与指名 竿秤令の送付について●  富田裕 介   11●月26日  労働基準局長    大阪労働局長   

12月▲3日  ：労働基準局労災補償部 

膚1・203雨2阜  労働安全衛生ゴンサルタント委員会 申開催についで  今井義  

メ   
日月25日  厚生労働省労  

12月’3日   

働基準局長  
労働基準居安全衛生部計画課   ．1 

滞12b3013号  挙証管区警察学校における琴托研嘩受講考の泳t 匡につ¢、て．  二／ト宮山彰液  h月5日   労働基準局長    兵庫労働局長   

12月3首   労働畢準局総務課   11月10日   
第12dねo一号  建設動こおける労働基準韓等違反率業毒引こつい 

関卑男  11月22日  厚生労働省労  

－12月て日   
働基準局長  

ゞ第1208001号  職堤における肝炎ウイルス感染に関する留意漆項 について  中野晴 夫   12月2日  厚生労働省労  
働基準局長  長   

12月白日  労働基準局安全衛隼部労働衛生課   12月6日   

第1208002号  蛾堤における肝努ウイ／レス感染に関する留意事項 について  中野晴 夫一  12月2日◆  厚生労働省労 働基準局長    各都道府県労働局 卑及び各都道府県 
知事   

12月8日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   12月6日   

第1芦08003号  職掛こお汁る肝炎ウイルス感染に関する留意環境 について   
中野晴■ 夫  12月2日  厚生労働省労 働基準局長    事業者団体及 び関係団体の  

12月8日  労鱒基準局安全衛生部労働衛生課   12月－61〕   
畢  

第1208004号  職格における肝炎ウイルス感染に関する留意事項 について  中野晴 夫   12月2日  厚生労働省労  
働基準局長  

12月8日  労働拳準局安全衛生部労働衛生諌   12月6日   

第1208bo5号  職毒引こおける肝炎ウイルス感染に関する留意事項 に一ついで－  中野暗 夫   12月2日  厚生労働省労  

働基準局長  
12月8日  労働基準局安全衛生部労働衛生鰊   12月6日  



基発発議文書台帳  

文書番号   各   
起月  

起案者   
日   発唐   受信者・  備考   

施行月・日   担落部署  
汲裁月  者  

日   

第1208006号  労働政策管絃会安全衛生分科会じん肺部会臨時 委員の任免について・  ◆山本・英  

紀  11月18日  労働基準局長  大臣官房人事  課長   

12月●8日  ‘・労働基準局安全衛生部．労働衛生課   12月8日   

退職手当の支給発令内申に  
禽120由07号   ついて   

弘   12月．8日  労働基準局長  大臣官房人事 ▲採草  

12月！8日   労働革準局総務琴   12月8日 

第120印08号  諾琵雷覧諾警警民望る札幌網裁判所和  島清孝・ 夫  12月8日  厚生労働省労 働基準局長  法務省大臣官 房訟務総括審  誌官  

12舟8日   労働基準局監督課   －12月8▼日   

平成15年虔厚生労働料学研究無補助金（労働安  

第1写080り9号   全衛生総合研究事業）め交付額め縫定について   樹   6月22日  厚生労働省労  
撤基準局長   課長 

‡2月∴8日   労働基準局安全衛生部 

第120801P号▼  平成16年虔厚生労働科学成東費補助金（労働安 全称生総合研究事郷国癖紳の変鱒決創羊つい  

て 樹   8片31日．  厚生労働省労  
働基準局長   課長  

12月・叩   労働基準局安全衛生部計画課   12月●白日   

膚1208わ11号  諾鼎乞讐労  平山奈央子  ●12月8日  労働基準局長  大臣官房会計  狭長．  j…   

12月白日  労嘲基準局安全衛年訂労働衛生課   12月■8日   
…叫－W   

労働基準局 ≡総務課   ．12月9日   ‥●■・一▲・・▲■－・一－・～・∫‡－         第■1209001号  人事異動発令内申について  軍事宏  ・12月7月  労働基準点長  大臣官房人事  課長  ‘‾－’－－■一一三  ニ箋  ；モ  ．12月9日  
第1加9002号  平成16年虔日本医師会絡定座兼区制庶基磁研修 会↑の職員派遮について  ■中野晴  

夫 11月24日  厚生労働省労 ■働基準局長  日本医師会長  

′ 

第ほ090（泊号  平成16年皮開発援助研修（開発マネジメント声－ ス）への受請生の推薦について  渡連絡 子   12月9日  労働基準局長  大臣官房人事  鰊長  

ほ月・叩   労働基準局潜琴課   1’2月9日   

第120如04号－  臨時委員委嘱承認依頼   
島由●淳  

朗 12月・6．日  労働基準局長  池里大学医学部長 吉村博邦他a名  
12月9日   √  労働基準局安全衛生部計画課   1亭月9日  



基発発議文書台帳  

文書∵番号   や牢   
起案・月  

起案者  
日   発信 者  受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
駄裁月  

日   

第1209004号  臨時季員委嘱承琴依頼 
島田韓  

朗   12月6．日  労働基準局長  北里大学医学部長 き村仲邦他3名  
12月阜日   労働基準局安全衛生部計画課   12月叩   

第1209005号  平成16年度会国労働基準部長倉● 諒等の準備にづいて  林田淳   12月6●自  厚生労働省労  

働基準局長．   

1′2見8日   労働基準局総務課   12月9日   

第12100り1号  労働政策啓耗会細野草生活分科会中′ト企兼退職 金共済部会臨時委員の任免について  鷹合⊥ 案  12月7日   

労働基準局長  大臣官房＜事  牒長  

1・2月101ヨ   
労働基準局勤労者生活部勤労者生活    一芸   12月10日   

果  

第12100鱒音  平成ま7年1月1日付け一般昇格発令内申にやいて′ 喝課長）．  ／ト宮山彰磯  ‘12月9’日   
1r2月IO冒   

労働基準局長  大臣官房人事 ・課長  
労働草準局綺務鰊   12月土岬   

第12用0時号  「新帝脹中越噂虔による災事復旧工事における労 働災容防止対策推遼寧勘の委託依頼にっ警、て  ・東好宣  11月30日‘  厚生労働省労  
12月10日   労働革準局安全衛生払黍全課   12月土0月 

働基準局長■   
長 

r新喝県中越他罪による災寧復噂畢賽におけ挙労  

第1．210004号い   槻災替防止寓廟推逸事軌－の轟託併掛こついて  東好宣  11月30日l  厚生労働省労 ．働基準局長  新潟労働局長    1草月10日  ◆労働基準局安全衛生坪琴全課   12月10日   
第121qOO5号  平成1去年皮中小企発福祉事業費補助金仲小企 敷勤労者総合福祉推進事♯）の頼の確定について  竹村泰 則  10月28日   

厚生労働省労  

12月10日   
労働基準局勤労者生活部勤労者生活        裸   12月10日   働基準局長   

第1210bo6号  平成15年庶中′ト企集福祉黎東費補助金（中′ト企 薬轡労者総合福祉推進事兼）返遼命令執こ？いて  竹杵泰   10月28日   

即  厚生労働省労  

12月10日   
労働基準局勤労者生活部勒労音生活        課   12月10日   働基準局長   

第121300I号  中央じん肺診査医会あ開晦につい て（通知）  ．山本英 紀   
・12月1日  厚生労働省労 働基準局長  中央じん肺診  査  

医  

12月t3日’   

第121300・2．号  平成16卒虔中′J、企菜福祉事業費紡助金（中′ト企 業勤労者簡合福祉推進事実）の交付決定にういて     ロ  竹村泰 則  11月5日   
厚生労働省労  関係各都道府  

労働基準局勤労者生活部勤労者生瓢2月13日 働基準局長      県知事  
12触日  



基発発議文書台帳  

ニ文奮番号   鱒各   起案者   
屈寒月  

施行‘月 日   堪案部署  
日．  牒．疇 考’  受倍音    ・．備考   
日   

第1214001音  r胸腹部臓器の陣容評定に関する専門検討会」の 参集夢先任め承認依頼にういて  生木谷忠司  12月13月  厚生労働省労  

12月14日  労働華準局労災補償部．補償課  
鱒基準局長   

廃1214頑帰  国有財産二（千葉労災特別介護施設及び新顔沢宿 剖の使用許可に伴う債権甲発生通知について  渡辺真理卓  12月1互自・  労働保険格別会計 包有財蜜部局長■ 厚生労働省労開基  

準局長   長・  

第1写14003号  平成1ケ年1月1甘付け一礫昇格発 令内申についで・  和田雅・ 弓阜  12月13一日  労働基準 局長  大臣官房人草  懐長  

．12舟14－日   ●′ 労働基準局 総務諌   12月14日   

し  

▲e・   

●弘   篇12140鱒号  平成1・7年1月1●日付け普通昇綺発 令内如こついて  ▲和田雅   12月13日  労働革準局長  大臣官房人事  課長      i 

2舟t4日   労働拳準局・総務課   12月14■日   

厚生労働省労 働基準局長  受草  ．第主214do5号  平成16年皮安全怪良職長厚生労働大臣顕彰の受 箕者の決定につし．、で  兼好宣  12月10月  
－∴■12月班甘   

第121400年号  平成16年度安全優良職長厚生労働大臣顕轡の受 筆者の決定について   ・兼好宣  12月10日   8 痩生労働省労  

▲12凡】ヰ打   労働基準局安全衛生部■．安全琴   12月‡4日   働基準局長   

東好宣  ■12月10日  厚生労働省労  

嶺121朝0プ号  平成1申年慶安金優良職長厚生労働大臣顕彰の受 箕者の改定について  

12■月■14日   

働基準局長   
■．労働基準局安全衛生部安全課   12月土4日   長  

腐頭400声号  平成16年慶安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受 貧者の決雇について  兼好宣  12月10日  厚生労働省労  

12月・14日   働基準局長   

兼好宣  ・l買月10日  厚生労働省労  

■12月14日   
．第1214PO9号  平成16年慶安雲底良職長厚生労働大臣顕彰の受 筆者の決定について       働基準局長  都道府県労働  局長’        労働基準局安全衛生部●安今課   12月14日   

来賓（顕彰審  第1214010号  平成16年虔安全鍵良機長席生労働大串顕彰の顕 彰式典について  東好宣  12月10日  厚生労働省労   査委員会の各  

1Z月1、4自   労働基準局安全衛生部安全課12月1叩働鞘局牽 ●重蒜  



基発発議文書台帳  

件㌢   
起．素月   

文書番号  起案者   
日  発・ 

施行月 日   起案部署  
決裁月   者 

日   

常1215dol号  第31野原子力入門欝座受講希望 者の推薦について  ／ト宮山彰浩  12月7日   労働基準局長  文部科学省研 ■究開発局長  

12月15日   労働基準局総務課   12月・15日   

第1215002号  職員の派獲について   
秋山裕 子  12月8日  厚生労働省労 ■働基準局長  社団法人日本経済 団体連合会専務  

理事矢野弘典   

1・2凡15日   労働基準局勤労者生活部企轡課   1買月15月   

第1畠15003号  労働政策恕法会労働義仲分科会労災保険部会の 公益代表委員等候補者に係る所属長承諾依掛こ・ ？いて  ■筏経線 洋  12月13一日   局長   所属長  

1－2月15日  労働基準局労災補償部労災管理課   12月15日   

第1215004号  中央尉氏資金審法会目安制度のあり方に関する全 員協班会鱒傲について；  野山龍 亨  ’12月15日   労働基準局長  都道府県労働 局長 

ほ月15日   労働基準局貸金時間疎   12月15日   

第1215005号  平成16車鹿本省庁セクシュアル・バラスメント相談 見研修受紙生の推薦について  渡埠路 子 

r2月15日  労働基準局長  大臣官房人事  錬長  

12月f5日   労均拳準局総務課   ’12月15日   

畢員の辞任について   第1216001号  労働政策審法会労働条件分科会労災保険部会臨 時  筏津輝． ．洋  12月13日  忠働基準局長  大臣官房人事  沫長  
12月16日  ．労働基準 

大規模建設工事計画審査委貴会の  
第1216002号   ・帝催について   

束好宣  12月1日  厚生労働省労 働基準局長  審査委員  

12月16日   労働基準局安全衛生瓢安全鰊   12月16日   

労働政策審議会勤労者生活分科会  
第1217001号   委員の任免について   

章   12月17日  労働基準局長  事萱         人 課長   

12月●17日   労働基準局勤労者生活部企画錬   1芦月17日   

第1217002号  宿舎貸与承認書   岡満．  12月16日  厚生労働省肇  
働基準局長   人  

12月17日  労働基準局労災補償率労災管理課   12月17日  
第1217003’号  宿舎等に係る使用料の徴収依頼に・ ついて  ・申満  12月16日  厚生労働省労 働基準局長  東京労働局長    ◆  



基発 発議文書台帳  

＼文奮番考   伴奏   起案．者  起案月 日   
発信 ■’  受信者●    備考   

施行月 日   起案部審  
決数月  者  

白   

判狭め言渡し笹ついて悩  島浦幸  
第1220001号   報）  

夫   
12月17日  厚隼労働省労 働基準局長  飴務省大臣官 房準務終括審 洗骨  

1・2月■20日二   労働基準局 監督課   二12且17日．   

12月20甲●   
第1軍00ぬ号■  人事異動発令内申にういて  角南巌  12月20日  労働基準局長  大臣官房人事  琴長        労働基準局綺務課   1‘2月2¢日   

：第ほ20003号  宙働改簸恕能会安全衛生分科会じん師部会の公 益代表瞬時章魚焼締着に係る所隅長の承認．にづ ＼て撒餅ト  叫本英  
紀   12月10日  労働基準局長  じん肺部会公益代’ 衷臨時畢貝倹諭着   

所属長  

†   ′               ■12舟20日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   ‡2月2岬   

滞壬2餌dO4号   
物品の不用駄定承認につい‘ て－  同時‘  ほ月一1摘  労働基準局長   

大臣官欝会計  
抹長  

！1草月■掛目  労働基準岡労災補償軒労災管理課   12月20日   

労働基準局長  労働大学校長  
膚1買2P（座す  第軍国労働基準行政準則睾釦研修の請師匪遮 についてこ  小宮山彰隠  12月16日          ’12月買0日  労働基準風総革課   12月20E】   

鹿12200P6号  安全衛生専門（後期）研修の講師派 遣について  ／ト宮山彰魔  12月15日  労働 
基準局長  労働大学校長  

’‡2月妻0日   労働奉準局総務課   12月20日   

吉岡謄◆   
爵1220bq7号  平成17重度建設機械施工技術検定試鉄拳見の垂  12月7日  厚生労働省労  

働基準局長   

’12月20日   ．労働基準局安全衛生部安全課   12月一紳日   
会会長  

第12210叫号  最低賃金制度のあり方に関する研究会（第6回）の 開催についで  ・金子恭 子  12月13日  厚生労働省労 働基準局長  最低償金制度のあ り方に関する研究  
会参弗者  

●12月如月   労働畢準局賃金時間課   12月21日   

森須川伸⊥  12月17日   
・第1221do≦鱒  労働政策容態会労働寒件分科会晦時葬具に係る 承諾依轡こづいて  東京大学大学院駄  

労働基準局長   学政治学研究科長   

12月21日   労働基準局・監督課   12月21日   ほか  

第一1221003号㌻  1平成16年10月1日イ寸け特別昇給 発令の内申について   

12月21日  束幸宏  12月21日  労働基準局  大臣官房人  狭長                   労働畢準局■．時務課12月21日   

ノ～‘‘‘ 



基発発議文書台帳  

起案月  こ文書轟．号   件名   起案者   ‘日   
発信   受信者  備考・   

施行一月 日   起案◆部署・  決萄月  者  

日   

欝1こ222－001号  平成16年虔歳入歳出決尭見込額報告杏の提出 について（第1次）  元吉清 隆●  12月22日   厚生労働大畠  
労働基準局長   官房会計課長  

1買丹22日   労働畢準局労働保険徴収課   12月22日・   

．．第1222細2号  定顛検査通知妻   高橋秀  
・寿．   12月16自  厚生労働省労 働基準局■長  （称）労働問題 リサーチセン  

12月●孝2日   労働基準厨総務課   埼月一句日・   
クー  

‘ ；第1222bo等号  平成17年春の叙熟及び賜杯候補・ 着め嘩薦につし1て  中川輝 雄  12月■22日  労働基準局長  大臣官房人事  課長．  
12舟ヨ2日   労働基準局・総務課   12月2押   

ー第122如01号  r少子化軽率対策大網に毒づく重点施策の具体的 英確計剛について（通知）、  沓賀見英城  12月24日  労働基準局長  各都道府県労 働局長  
1鯛妻4日   

労働萄準尽時務課   12月宰4や   

第122紳01号  

◆12月28 

’第12▼28002号  

’12月28日  

第12写8003号  

・12月買8日  

▲第1228004号   
争訟事件の係属についで（回  

報）   

甲政男  12月16日  厚生労働省労 ′働基準局長  法扱者大臣官腐暦 秩総梼容戟官、広  
鳥法沫局長  

12月28日   労働基準局 監督課   12月2日日．   

労働基準局長  長  

I2月28日   

第1228005号  障害者雇用専門研修（後期）の簿師 派遣につ．いて  ′ト宮山彰浩  12月24日  
労働基準局 総務課   12月28日  



基発発議文書台帳  

文書番号   名   
起案月  

起案者  
日 東信   受晴着  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日 

第01d4001号  第2回労働者の飴康陣容防止に係るリスク評緬検 討会の開催について  吉見友 ■弘  12月13日   

労働基準局安全衛生部化学物質対策        一   1月4日 
労働基準局長  各参集者  

1月∴4日 
課  

壌PlO500享号  厚生労働省所管旧蔵王スカイパレスに係る琴界承 詩沓の締結につ 
いて   之   1月4・冒  厚生労働省労 働基準局長  公立学硬共済 組合山形支部   

長  
1月’●5月  ‘－労働基準局労災補償郊労災管痩課   岬■5日   

生木谷忠司  ’1月4日  厚生労働省労  
層Oio◆叩2号  r脾腹部臓辞の陣容認定に関する専門検討会jの 琴轟音就任申承罷依頼について  

1・月ご5tヨ   働基準局長   
長  

虜PlO5003号  第2回労働基準監督官（上級）研修 の講師派遣についキ．  小宮山夢魔  1署月16日   
労働基準局長  労働大学校虔  

1月；5日   労働拳準局総務魂   1月5日   

壌dlq50叫号  第4回労働基準行政棟員（上級）研俵の沫師軍肇 にJっいて  ′j、宮山彰億・  12月24日   
労働基準局長  労働大学校長  

1月‥；5日   労働基準局・総務魂   ・1月鱒   

1月■6日 労働拳準局監督課   1月6日   第0・1■060Pl音  労働基準行政情報システムに係る職員研修の実施 にづいて  奈須川伸」  ∴1月5日  労働基準局長  都道府県労働  局長    ：  ●  

第0107bol号  安衛法¢LP査察の実施につ いて  若林和 也  12月16日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策          1月7日   働基準局長   家  

1月 7日  
琴  

第0107002号  安衛終GLP査察の実施にっ ヤ、て  若林和 ●也  12月16日   
厚生労働省労  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           1月7自   
働基準局長   

1月．7日 
課  

・第0107003号  安衛法GLP査察の実施につ いて  若林和 十也  12月16日   厚生労廟省労   申請事業  

l労働基準局安食衛生部化学物■質対策           1月7日   傲基準局長  者  
1月7′日  課  

労働福祉事業実施要綱の一部改正  
第0107004号   について   

皐   12月16日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

1月7日   労働基準鱒労災補償部補償課   1月・7日  



基発発議文書台帳  

文事番●号   件名   
起素月 

起案者   
日 琴信 ′  受信者  ・・癖考   

施行月 日   起案部象  
決裁月  者  

目   

第blO7005号  東京国税局甲府税酵署長からの資料嘩供依頼の 回答にづいて（伺い）  阿部貴 ‘之  12月22日   

厚生労働省労  

労働基準盾労災補償部労災保険業務        室   1月7日   働基準局長   
1月∴7日  

結外道国縫鹿紳戊事巣惟苅）における派遣医師引こ対ナる必用薫歩 の癒緒方放折及び綜外出割こ対す在外公給 

第飢070鱒号   饗争への便宜供与蝕斬に ついて   

博   1月7日  労働基準局長  外務省領事局  長  

上月7日  労働賽準局労災補償部労災管理魂   1月7日   

柊外軍回縫摂粗放事業（懐郷におけ畠派経度紆引こ対ナる公用旅券  

贋呵07007号   の発給方依祈及び海外出諷割ち対するな外公館への転置供与披粉こ 

博 川7 
1月・顆  労働基準鱒労災補償部●労災管理課   ’1月7日   

夢8Ⅰ．070鵬号  終外巡回彿應相成事業俺細）におけ為搾注圧好等1こ計相姦用拝券 の発給方紋所及びi伝払出試着に対するな外公蛤′、の便宜供与放抑こ ついて  河野公 博   
1月7日  労働基準局長  外務省領事局  長  

1月‘7日  労働基準局労災碍伊部労災管琴課   ．1月7日   

第010700？号  蝉外巡由随珠相成事業′撤抑）における派遣筐師等に紆する公用機券 の発給方位斬及び粧外出狂者に対する在外公柏への便宜供与依頼化 ついて  河野公  

博   1月7日  労働基準局長  外務省領事局  発●  

1月●7日  労働基準局労災補償部．労災管理課   1月7日   
詭外巡回臆廣細故事策掩抑における派辻箆棒等に紺す苧公用詭弁  

第0107010号   の発給方依頗及び檻外出強制こ対ナるな外公拍への伍宜供与依現に ついて   

博   1月、7日  労働基準局長  外務省領事局 ■長  

1月7・日  労働基準局労災補償部 

韓外巡回隠東胡故事裟（後期）における派辻医師引こ対十る公用帝脾 の死絵方位紙及び妊外出張衝こ紆ナる在外公政人の便宜供与飯慣に  

第01’p7011号    ついで   
博 1月7日  労働基準局長  外務省領事局  長  

1月7日  労働基準局労災補償郵労災管盤課   1月7日   

終外遊回縫康細波亭絶撤剃に料沌派首鼠師如こ粁摘公用蝕炸  
第OId7012号   の発給方倣照及び繹外出殊利こ対ナる在外公給への便宜供与瞼斬に ついで   

博 1月7日  労働基準局長  外務省領事局  長  

1月7日  労働基準局労災補償部労災管理魂   1月7日   

第01q70t13号  終外巡回掩凍相成事業唯期）たぉける派辻医師引こ対ナる公用旅蛛 わ発給労依揆及び海外出張利こ対ナる在外公飴への便宜供与依捌こ ついで  河野公 博   1什7＝  労働基準局長  外務省領事局  長  

1月7日  労働基準局労災補償郊労災管理課   1月7日   

第01d701・4号  労働安全衛生法第88粂第3項の規定に基づく計画 届の審査について  東好宣  12月24日  厚生労働省労  

1月7日   労働基準局安全衛生部安全魂   1月7日  働革準局長   



基発 発議文書台帳  

も文書轟音   

件ネ  起．奏者  起案月 ，▲日  ‘琴二．信 者  受 信者  備考・   

．施行月．日   ．捜索部署  
；   

・第qlO701白骨  労働安全衛生法第88粂第ゴ項の規定に基づく計画 届の審査iこういて  ．東’好宣  l2月24日   
厚生労働省労 働基準局長  山形労働局長    1月・て白  労働葦準局安全衛生部穿全裸   －1月7．白   

品Ill●－  労働資金額生法欝8β粂第3項の規定に基づく計画 届甲審査‡こついて   東好賞  12舟24首  厚生労働翠労  

1月∴7日   
働基準局長   

二第01椚017号  労働安全終生法貨鋸粂第3項わ規定に基づく計衡 届の審査についT   

・1一月■7一日   東好宣  12月ね日  厚生労働省野 ■働基準局長  兵庫労働局長      t労働基準居安全衛生部・安全課   1月7日   

二1第0■1■11001号  会議開催通知㌧   吉見友 ■ 
弘■   

労拗準準局長  各委員  

；ニ1月・け自   
労働拳準拇安全衛生部化学物質対策        課   1月1－1日   

吉見友  ，第0111do2号  細催嘩知  1’，2月13日   

弘一   

ついて   雄   第011100さ号  労御重準監督官証票等の再交付た   山川腐   1月11日  労働基準局長  埼玉労働局長  

1月11日   労働基準局 総務課   1月11月   

破産廃止決定確定の報告に  
一第0111004号   ついて   

之●   1月11日  鹿生労働省労 働基準局長  厚生労働省労働基 準局労災神佑部労  

災保険業法垂長  

・1月11日  労働基準局労災補償部労災管理課   ・1月・11月   

．第0111005号  安全衛生トップセミナーへの職員及び経費の支出 につl●ヽて   川遠洋  12月28日  厚生労働省労  
働基準局長   

1月11日   労働基準局安全衛生部 計画課   1月11日   
事長  

贋O11畠bol号  脾臍郎臓器の陣容隠定に関する専門検討会．（第2 回呼吸器ワーキング・グル∵プ）の開脚；つりて   
1片1草自   労働基準局労災補償部補償課   1月12日  1月41ヨ  厚生労働省労 働基準局長  ・参集者  

厚生労働省労 ：働基準局長  各参集者    ’第0112002号  
1月12日   労働基準局監督課  



基発発議文書台帳  

ナ女書番号   鱒奉   起案月  
廃案者   日   

発倍 ー 
・受信者  備・考   

施行月・日   起案鹿署  
’者   

日   

第0－112003号  労働者災嘗補償保険審査参与指名 等辞令の送付について  冨田裕  ．介   1月6日  労働基準局長  福岡労働局長  

・1月f’2日  労働基準膚労災櫛償部労災管理琴   1月12日   

禽01130dl号  改善勧告書   高橋秀 寿．  1月5日・  厚生労働省労 働基準局長  （社）新開販売店厚 生センタ 
ー理事長．  

1月‡3日   ・労働基準局簡務課   川7＝  

〉■ 第0‘11300早号  平成16年度第8期総合策務研修へ の講鱒派遣に？いざ  ー／ト関希代子  ・1月12日   厚生労働省労  

1月：13日   
働基準局長   

労働基準局労圃鱒険徴収課   1月13日   

ニ第01t400i号  準書簡告睾●   
高橋秀  

‘Ⅰ．甘1ニ4日   寿  1叩24日  厚生労働省労 働基準局長  （財）日本労働 文化協会魂 事長．  
′労働準準局総務殊   1月■て日   

第0114甲等号  改善勧告睾   
帝橋秀 寿  12月24日  厚生労働省労 働基準局長  （柾）総合鐘営 管理協会 ．会  

1月f4日．  労働基準局綺準課   1‡i7日   
長  

滞011年PO声号  人事異郵発令内申について  革幸宏  －1月14日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    1月二14日  労働基準局．絵務鍵   1月14日   
第01140P4号  平成i6年度中堅係員研修への受 清音の薦に 推、ついて   子   

1月f4日   
1月14日  労働基準局長  大臣官房人事 、課長  

労働基準局総務課   二1月14■日・   

．第0117001阜  地方じん肺珍査臥労働衛生指導医及び粉じん 対策指導夢見の任免について  松野一明 広  － 1月7日  停生労働省労  

働基準局長   

‘1月17日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   1月17日．   

ついて   

・1月■17●日  労働基準局翠災補償郵労災管理課   1月17日  
．第01‘17002号  宿舎使用料の徴収停止及び精算に   周満  1月14日  厚生労働省労 働基準局長  東京労働局長  
・第0117003号  厚生労働省労  

1月17日   

働基準局長   



基発発議文書台帳  

件名   
堪忍月 

t文●書番号  起案者   
日   東信 者  受宿者  ．備考   

二施行月 日   起案部署  
●決裁月   

日   

傲基準局長  東京労働局長  膚011ラ0舶号  宿舎使用料の徴収停止及び精算に づいで．  甲滴  1月Ⅰ■4日  厚生労働省お ー      ミ1月I7日  ■労働基準局労災補償部一労災管理琴   1月．17日   
（後期）の発狂者の推鰍こ？いて   子   

●第机18001号  平成16年庶人権に関する国家公務員等研健全   渡遵●賂   1月時日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    1月1 
8日   ・労働基準局総務課   1月18日   

丸山尚● 志  12月27日   
：第01190ql号  改善勧告書  

労働基準局長  社団法人全国澄録 故習槻開協傘会長  1   

1月19日   
労働基準席労災補償部労災保険業務        重   1凡’7自   

察結束について’   ．第Oh9002号  平和6年度中央労災補償業務監   綾南宏  1月14日  厚生労働省労 働基密局長  都道府県労働  局長  
・・・1丹柑日．  労働基準局労災補償部・▲労災管理課   11月柑日   

篇81190D3号  平成16毎度中央労働保険適用徴収染務監轟結果 について一  藤平節 子－  1月 

12日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

1月f9日   職業安定愚●雇用保険課   1月19・日   

・第0120do埠  労働基準監督官証票の再交 付について．  ・山川輝 嘩  1 
月Ⅰ9日  労働基捷局長  香川労働局長  

1月20日   労働基準息．総務練   1月19日   

第012000白骨  胸腺部臓器の障害溶射こ関する専門検討会聯7 回旋部臓器部会）の開催について  生木谷忠司  ・1月．4日  厚生労働省労 働基準局長  参集者    1月20日  労働基準局労災補償率繍償課   ’1月2■0日   
1月4日  厚生労働省労 働基準局長・  参筆者  

1月20日   第q120003号  胸腹部臓器■の陣容認定に関する専門検討会（第2 回琴環爵ワTキ㌢グ・グループ）の開催について  生木谷忠司             労働基準局労災補償部補償課   1月20日   

第0120004号  平鹿17年1月1日付け→般昇格内 申について  ／ト宮山彰浩  1月20日  労 
働基準局長  大臣官房人事  課長  

1月20日   労働拳準局総務課   1月20日   

第0120005号  社鱒法人■日本バス協会の労働問題練習会における 沫師派波方依頼について  松村啓  

之   1月17日  厚生労働省労  
働基準局長   

1月20日   労働寒準局 監督課   1月20日  



基発発議文書台帳  

文筆番号   件各   
起．素月  

起案者  
日   発信 者  受信者  備考   

施行月、，日  起案部署  駄裁月  
日 

′ノ■－■  1月・13日   

1月20日   
労働革準局長  労歯大学校長  

労働基準局総務硬   1月2b日   

b  
●働基準局長   

賽01．21001号  第2回職業がん対策専門検討会の 開催tこ？いて  若林1和 也  1■月4月   
1月釘冒   

労働基準淘安全衛生部化学物質対策       課   1月21日   麻生労働省労 働基準局長  参集者  

第0●121002号  如回労働者あ健康陣容防止忙鱒るリスク評価検 討会の開催について  吉見友 弘   1月5日   

1月写1日   

労働基準局長  各参集者  
革01●21003号  

1月21日   

渡辺真理子  1月19日  

◆         ｛  滞p121004号  庁舎等及び省庁別宿舎整備予定γ 覧奉の執拗こついて  

準局長呼生労働 省樅集安定局長  線素財顔局長  

1月21自   

第0・124001号  安全管理士に係る資格瓢定申請及び選任に係る 触劉こついて  ・川追浄  1月18日  厚生労働省労  

1月24日   
働基準局長   

労働基準局安全衛生部計画課   1片24自   

第0124002号  安全管理考及び衛■坐管理士ゐ準鱒 に係る協議について  川追洋 1月18日  厚生労働省労  

1月24日   労働基準局安全衛生部∴計画線   1月24日   
働基準局長   

第b124003骨  職員の派遣にづいて（伺い）   
／ト林欣  

樹   1月18日  労働基準局長  林材業ゼロ災 推進中央協蔑  

1月24日  労働基準局労災補償部労災管理課   1月24日   
会会長  

第0124004号  平成16年度会国労災補償課長・労働保険徴収主 務裸室長合同余儀の開催について  西原直  
人   1月．21日  

1月24日   



基発発議文書台帳  

三文睾番与   牢冬   
起案‘月  

串案者  
日  凝信  

受信者    ●備考■・   

施行月 日   鮭案部署  
者              ・決裁，月  

．日   
t第0■124005号  平成1時虔悌32輯）労㈹安全衛生コンサルタント試験相法試射に おけるコンサルタント緯教員の澤辻についで  今井義  

人   
1月18一日  卑生労働省労働基  

準局資金他部長   

■1片24－日   ●労働基準局賓全衛生部計画琴   1月241］   

海or亭5血号  安衛怯GLP査琴の実施にっ いて  若林和● 也’   1月4日  厚生労働省労 働基準 

局長   

第0㍑500負号  安宿牲GLP査察の実施にっ い 1月4日   
也  厚生労働省労  

働基準局長   

1月墓5日   

て二   

労働拳準居安全衛生部化学物質対策        課   1月20日   

．，第0125003・号  安衛蔭GLP査察の舞施にっ・ いて二  若林和● 也．   1月4日  厚生労働省労  

働基準局長   者   
●1月25日   

労働基準局安全衛生部一化学物質対策       一課   1月20日   

■第q125004号  労働福祉褒業夷施襲綱の二部改正 について  大部洋 幸   

1月25日   
12月16日・  労働基準局長  労働者健康福 祉機構  

▲労働基準局労災補償部補償魂   1月7日   

第P125005号  労働福華事業案施療痢の一部啄虚 について  ：木部洋● 率■   
12月16日  労働基準局長  労災年金福祉  協会  

1月・25日   労働基準局労災補償部∴補償課   1月．ケ自   
：第0125006号  振動障害の検査指針検討に係る舞狂検査率葵の 視察爽施について  丸山’彰 意   

1月12日  厚生労働省労 働基準局長  参集者  

1月25日   ・労働基準局労災婦償郵補償課   ・1月25■日   

1第0‡写5007号  平成17年度安傘衛生技術系職員の大学草託聴誇 制度等の実施にづいで  ′ト宮山彰浩  1月19日  労働基準局長  都道府県労働  局長      125   

月日   ・労働基準局 総務課   1月25日   

第012500白骨  第4回労災停険綺付専門研修め講 師派遣について  ／ト宮山彰浩  1月18日   
労働基準局長  労働大学校長  

1月25日   労轡基準局総務課   1月25日   

岡嘩  1月24日  厚生労働省労  申請者本  

第0125009号  宿舎筆貸与承琴書                     1月25日  労働基準局労災補償部労災管理課   1月25日  働基準局長   人  



基発■発議文書台帳  

文書番号   廃   
起案月   

起案者   
日   重信 者  受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
駄裁月  

日   

第01250川号  宿舎等に係る使用料の徴収依額もこ ついて  岡満  ●1月24日  厚生労働省労  

∴1凡25日  労働基準局労災婦償部労災管理鰊   1月25日   
働基準局●長   

・第d126001号        ●J 第7回最低賃金制度めあり方に関する研究会の開 催について●．  ‥金手恭 
子   

1月t2日  痺隼労働省労  

鱒基準局長   

1月●28日   了労働拳準鱒賃金時間琴   1月加日   

滞01260‘b2号  第17回中央最低賃金審嘘会の開催及び案内状の■ 送付等について  ．金手恭 子   1月19日  厚生労勧省労  
働基準局長   

1月26日 労働基準局賃金時間課   1月26日   

労働金庫の業務方法書め諷  
禽0127001号一   可にういて   

冬   1月21日  労働革準局長  関係道県知事  

1月27日   労拗基準局勤労者生活部企画昧労働金座党務墓   ．1月2◆7自   

労働金庫の業務方位書の認  
第01 

冬   1月21日  労働基準局長  関係道県知事  

1月買7日   労働基準局勤労者生括部企画課労働金庫党務姦   1月2・7▲日   

労働金庫の業務方法書の静  
第b12700畠号   可にういて   

冬   1月21自  労働基準局長  関係道県知事  

1月27日   労働基準局勤労者生活部企画採労働金庫農務凄   ’1月27日 

労働金庫の業務方法書の認  
第0127qO4号   可に？いて   

冬   1月21日  労働基準局長   ■ 関係道県知蕃  

1月写7日   労廠基準局勤労者生活部企画探労働金夜業務童   1月27日   

労働金庫の業務方猿害の認  
第01衰oQ5号   可に？いて   

冬   1月21日  労働基準局長  関係道県知事  

1月∴27日   労働基準点勤労者生活部華函採労働金庫業務壷．   1月27日   

第0128■001号  「石油コンビナート等防災体制検討会j委員の委嘱 について（回答）  吉岡健  1月24月  厚生労働省労  

働基準局長   官  
1月夏8日   労働基準局襲全衛生部安全琴   ■1月28■‘日   

第012如02阜  歳入徴収額計算奄平成16年虔第包摂半期分の提 出について  元吉清 怪  1月ほ日  労働保険特別会計 歳入徴収官厚生労  傘計検査院 務総局第ニ。  
例省労働基準局長  長  

1月28■日  労働基準局 労働保険徴収課1月2白日  



基発．発議文書台帳  

起案月  
文書番号   鱒．名   起案者  

日 

施行月 日   
．  針信 者  受信者  鱒考  

起案部署  
日   

；第0128鱒草号  平壌17年庶労働基準監督官採用試験試験専門委 貝の「部変更について・．  瀾政東  1月2？■日  厚生労働省労  
働革準局長   

1月写8日   労働基準愚監督課   1月芦8日 長・  

廃012串Ob4号  率成1ア年番の園遊会招待者の推 薦についで（回答）  直川輝  

雄   
川洲1  労働基準局長  大臣官房人事  採  

草  

●1片28日   労働萄準烏総務課   1月28日   

橋口備  ●1月28日   
ニ第b131001与  講師派達依頼について  平等拝製造法圧閲  

労働基準局長   連労終連絡会事 珠局長床井乗車  

1月31日   ’労働基準鱒貸金時間課・   1月31日   

立入許可書こついて   之   
第如3100－2阜  沖縄料学伎術大学院大学予定地の   ■麦倉■洋    1月・如日  文部科学省大臣官 房文教施設企画部 参事軍  労働基準局長    f月 

．3．1日  労働基準局労災補償部労災管理課   ．1凡31日  



基発 発議文書台帳  

件尭   
起案月  

文革番号  起案者■   日   
発信   受信者    備考   

・施行月日   起秦部署  
■汲裁月   者  

日   

こ第鱒01001号  省庁別宿舎明優猶予承認曹・  ・岡清  ・2月拍  厚生労働省労  

働基準局・長   人  
●   

2月・Tl日   
膏夷目隆司  ■1月25自  労働基準局長  都道府県労働  局長  

t第擁摘02号・  平成16年庶第4‘四半期J∵般会計予算の示達 につりT  

二労働畢準局総務課   1月？馴」   

ニ第¢2010ぬ号  平成16年虔第4・由半期分貢払計野示達表（変更 分）の送付及び示達並びに支払先受高の変更につ いT  平本摩 ■浩■   1月25日  労働基準局長  廓嘩府疲労働  局長・  

2月．1日  労働基準局労災鱒償却労災管寮課   1月買5日   
ー欝叩01り呵号  

2月：1日  

講師派遣依頼について（回  
■第0201り05号   答） 介  ・1月●27日．  厚生労働省●労 ，働基準鱒長  東京商工会耗所労 佃賛艮会幹寧会鱒  ■喪■J  

．   

2月1日   労働畢準局監督課   2月1日   

第0201006号   
漁師派遣依頼について（回 答）  藤井健 介  1月28日  厚生労働省労 働基準局長  日本商工会故 所理事・事務  

2月1日   労働基準局監督課   2月1日   
■局長  

▲第0201007号  技術系労働基準行政略良く基礎）研修の推称旅遮‘ について  ／ト宮山彰浩  1月27日   労働基準局長  労働大学校長  

2月1日   ・労働基準局綺務課   2月1日   

過年度支出の承認申請依頗．  
第02qlOO8号   について   

宏   2月1日  労働基準局長  支出官厚生労働 省大臣官房会計課   
長  

2月1日J   労働基準局■総務課   2月1日   

「第三者行為災害事務取扱手引」の  
贋020 

義   1月24日  労働基準局長  都道府県労働  局長  

2 労働基準局労災補償部■補償課   2風1日   

第0203001号  第30回変異原牲試故等結果検討特別会故の開催 について  ●若林罰］  也   
1月14日   

厚生労働省労 働基準鱒長  検討委．      2月 3日  労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   2月3自  



基発発議文書台帳  

件奉   二文書番号  起案者  起案月  

埠行月自   
．日  ．襲・信 ■者  

麿案部署  
．召   

｝第020400．i号  準立行政法人労働者健康福祉機構が行う梅外巡 回膝鹿相政事菜に係る派遣医師の変更について  ●河野公   ’ 
博   

∴2月’・4日・  ■’●労閏奉準局労災補償部労災管醸課   2月4日   
2月2日，  労働基準烏長  外務省領事局  長  

：第02q如02号  平成17年度労働基準監督官採用 帯験について  顔率男  2月3日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長’   

労働畢準局監督課   ・2月・4日   Z見4日．  

虜020400軍号  平成17年度労働基準監聴音準用試敬に係る広報 について．∴  鱒琴勇  2舟，3日  厚生労働省労  
；2月岬   働基準局良    局長・  

葡p204004号  印紙不用決匡（16年度第11月分） について   
：2月耳目   松原大  2月1日  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働大臣      労働基準尽・労均保険徴収琴   2月4日   

虜0如0叩号．  解腹部株券の陣容認定に関する専門検討卑（革3 回布野器ワ「キ㌢グ・グル「プ）の開催にらl？て  生木谷忠司  1月28日  厚生労俄省労 勧基準局長  泰琴者    」写月－7日・  労働準岡災補償部 
畢野．樽償課   2月7日   

一第02070呼号  胎艦部臓革の陣容箆定に閤ずる専門検討会（第3 回呼吸器ワーキ㌢グ・グ／レヤプ）の開催についで  生木谷忠司  －1月27日  厚生労働翠労 働基準局長  参筆者    －2月●7日  労働基準局●労災婦償部祐償課   2訂7日   

東好貫  1月24日  厚生労働省労  

2月ナ日＿   
…第02070雨号  大規模陸騨工事計画審査拳員会の開催及び経費 の支出について       働基準局長  琴義挙員      労働基準局翠全衛生瓢●安全課   2月て日   

・第02070ぬ号  平成16年疲労災琴療費点線等業務の委託契約に 係る変更について  樺出撃 ．信  1月31日  厚隼労働省労 働基準局長  財団法人労災保儀 情報センター理事   
2月 7日   労働基準局労災績償部補償課   ●2月■7日   

畢  

橋口佑   
第02■07005号  講師派遣依頼経っいて  

2月4日・  労働基準局長  社団法人日本自動 車販売連合会会  

長小栗七生  

2月‘7日   ー労働基準局賃金時間課   2月7日   

第0207006号  r防じん■スクの選択、使用等についてJ及び「防毒 マスク中速択、使用等についてJについて  成田光 志  9月3日   厚生労働省労  
働基準局長   

2月 7日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   2月7●日  



基発 発議文書台帳  

文奮番号 件名   
起案月  

起案者  
日   発．碍  

施行・月 日 起案部署  
決線月  者   

日   

簡020700ラ号  「防じんヤスタの選択、使用等についてj及びー防奄 マスクの選択■、使用等に？いて」について  成田光 ●奉  ・9見3日  厚生労働省労 ●働基準局長  都道府県労働  局長  
2・月こ。7日  ■労働基準局安全衛生部 

第0如70・0自浄  r防じんマネタ¢選択、使用割こついてJ及びT防毒 》スタの適択、使用等について」について  成田光 志   9月．畠田  厚生労働省労 働基準局長  日本呼吸用保 護具工業会会   
長  

2月．■7日  ．労働畢準局安全衛生部労働衛生鱒   2月7自   

贋02P7qO9号  r防じんすスタの選択、鯛専に？いて」及び㌻防毒 マスクの選択、使用劉ち？いて」について  ◆■成由：光  志  ’9月3日  厚生労働省労 働基準局長 ・   

2片◆7日  ●．労働基準局安全衛生部′労働衛生琴   一．2月7日   
長  

第0加701b号  労働塵準行政関係功労者た対する厚生労働大牢 の感謝状贈与につい†  
五 q．   

2月7日  労働基準局長  神奈川労働局  長他  

2月・7日   労働拳準局．賃重野開課   2月7日   

第02080呵号  人事異動凝令困申にっいて，  ■東宰宏  2月7二日  労働基準局長  大臣官房人事  級長    ‘2月、8日  労働基準局 総務課   2月8日   
禽鵬0鱒ぬ号  白木耳業標準由査金臨睦委員わ萎  ’吉岡健  2月1日  厚生労働省労 働基準 

局長   

2月’8日   労轡基準局安全衛生部安全課   ・■2月8日   
長  

第0208003号  第5回労働行政職員（基礎）研修の 講師派埠にづいて  ／ト宮山．彰浩   
1月24日  労働基準局長  労働大学校長  

2月8日 労働基準局 総務課   2月8日   

′J、林欣  
第0208004号  職員ゐ派琴にういて（回答）   ・樹   1月24日  厚生労働省労   社団法人日本機械 エ共通合金副会長  

働基準局長  

2月8日  労働基準率労災補償部労災管理魂   2月8日   

小林欣  
第0208005号  職員め派遣について（回答）  

樹   
2月2日  厚生労働省労  

働基準局奨   
2◆月8日  労働基準局労災補償部労災管痩課   2月8日   

第02岬006号  

2月8日  



基発発議文書台帳  

鱒名   
酵素月  文・書番号  起案者   一日   

・施・行月 日   起患部署  
発点 ’者  受信者  備考        決裁月  

日   

、第0208007号  嘘動陣容の検査指針検討料（第服）の開催に ついて  一丸山彰 翠  2月1日  厚生労働省労 働基準局長  参集者  
二†2昇8日   ー労働基準局労災補償率補償魂   g月8日   

二第02080叩号  自動車保管場所貸与承静曹  ‥岡満  2月4日．  厚生労働省労  

働基準局長   人  

，第020・8009号  宿舎琴に係る使用料の徴収依頼に づいて  二歯痛  2月．・’4▲日  厚生労働省労 働峯準局長  厚生労働省労 嘩基準局長  
・．2月■8日  労働基準局．労災補償部労災管理課   ‘’2月8日   

凝血即1¢号  宿舎使用料の徴収停止及び精琴に Jういて，  岡痍∴  2■月．4自  厚生労働省労  
・働基準局長   

贋0如9叫号  改善勧告書   
再沼久 志  2月・Ⅰ日・  厚生労働省労 働基準局長  杜絶法人東海 電友共済会理  ■事長 

■ 2月均一日   労働琴準局総務課   2月9．自   ・  

膚021：00毎号  胸腹部臓器の陣容認定に関する専門検討会（第6 向泌鱒器，生殖軍部会）の坤備について  生木谷忠司  ．■1月27日  厚生労働省労 ◆働基準局翠  参粂者  
2月1二0日   ●労働基準局労災補償部補償錬   2月8日   

・第021呵2号  胸聴部梯器の陣容認定に関する酎弓検討会（第8 回渡部臓轟部会）の開催に加、て  生木谷忠司●  1月28月  厚生労働省索 働基準局長◆  参集者  
2舟Ⅲ日   労働基準局労災嘩償部補償課   2月8日・   

第02100d3号  PCB廃乗物の処理作業琴における安全衛生対策 に′ついて  一城井‘裕  司  12月15日   

厚生労働省労   電気事業適合  

労働基準局安全衛生部化学物質対策       ■   2月10日   
嘲基準局長   全会長他  

2月10日  錬  

1第0210do4号  PCB廃棄物の処理作東等に科ナる安全衛生対策・・ について  城井裕■ 司  12月15自  山 停生 

労働基準局安全衛生敵化学物質対策  労働省労 働基準局長  8本環境安全寄集 株式会社代衣取締  役社長  

草月10日  
．課  

第0210005号  
厚生労働省労   都道府県労働  

働基準局長    局長     2月1・0日   
課  



基発◆発議文書台帳  

起案月  
女書番号′   名＼   起案者   す   ・発信  

決裁■月  者   
受信者．  備考   

・・施行月 日   起∵案．部署  
日．   

廃0210006号  人事異動廃令内申について  山川輝■ 雄二  2月10日   労働基準局長  声臣官房人事  課長■  

2月ご10日■   労働拳準局線務課   2月10日   

第02140山号．  社団法人日本クレーン協会改 革勧告書  由果隆  2月1日  労 社団法人人抵  
働基準局長   クレーン協会  

代表者  
2月14日   労働基準材質金時尚諌   2月8日   

♪第P214002与  平成16年度中央撃察結果甲概要 につ．いて  ‘福・田剛・ ・之  ・ 1月27日  厚生労働省労  
働基準局長   

2月t4日   労働基準局医督琴   1月31日   

，第021鱒3号  職員甲退庁決河め報卑につ いて  渡遽埠 子．   
2月14日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

2月14日   労働基準卑鱒簡琴   ∴2月14■日   

第0215001号  監督指琴業務甲運単に当たって留 意すべき事項について  ’’副島拓  也   

l  

2月8日  厚生労働省労  

働基準局長   

2月．1■5日   ∵労働基準局．監督課   ・2月10日   

▲第021500等号  特痘化学物質等障害予防規即等の 一部改正について■  ・成田雅 ′士 ノ【ユi、  12月17日  】 厚生労働省労 ’働基準局長  都道府県労働  
’局長  

2月15邑  労働基準局安全衛生部労働衛生魂   ・芦月ほ日   

腐02150叩号  今後の労働契約法制の在り方に関する研癒会（第1 苧回及び第16回）の開催について、  藤井健 介  ．ノ1凡27日  厚生労働省労  働基準局長  各参集者  

2月15日   労働基準盾監督練   ：2月．15日   

介   第02150p4号  今後の労働契約法制の在り方に関する研究会悌1 5回及び第16回）の開催について  藤井偉   1月27日  厚生労働省労 働基準局長  各参考人  

2月●15日   労働基準局監督琴   ●2月■151ヨ   

㌧第b216001号  社団抵人ポイラ・クレ㌣ン安全協会 改善勧告壱．  佐保隆  2月1日   社団法人ポイラ・ク  
労働基準局長   レーン資金協会代   

●2月f6日●   労働基準局賃傘時間課   ∴2月8日   
表音．  

第0216002号  使用停止等処分基準及び緊急措置 基準の改正について－  ∴副島拓 也   
2月1年日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  同長  

2月16日   労働拳準局監督琴   2月15日  
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文章番号   件各   
・起案者  起舞●月  

日  発′信  
・者   

施行‘月．日   起案部署  
．   

・第0216003号  第6回労働行政職農（基礎）■研修の 講師派遣について  ／ト宮山彰治   
2月15日  労働基準局長  労働大学校長  

・‥2月16日   ノ労働基準局総務諷   2月16日   

・第0216004号  人事異動発令内申について  ・山川橡 雄   ．2月ほ日  労働基準局長  大臣官房人事  課長・  
2月16日   

労働基準局絵務課   2月t6日二   

■第0217001号  機械等換車規則第6条夢2項の規定による指定札 国検査権閃の指定について  井上栄 貴  2月7日  厚生労廟省労 働基準局長  UdげW由w■L▲もor▲t町lけ √1■∵・－・・ 紘開法人度裏菜食I甜柑憤   

会長  
一●2月17日   労圃奉準局安全衛生部安全琴   ・2月1テ日   

・第0飢7002号  扱検車検定規則第6条第2項の規定による指定外 図検査樅関の指定に？いて  井上栄  

費   2月7日  痩生労働省労   仇血川仙加圧■h昭l涌厄 代艶．郁l粁跳誤植烏眞． 改質綾人鹿家実受止浦山爵   
了働基準局長      金銀  

2月17日  二労働基準局安全衛生部安全課   ・2月17日   

国検査機関の指定について   貴  … ・第0217003号  樅棟等検定規則第6条第2項の規定による総定外   井上栄   2月7日  厚生労働省労  
働基準局長   

2月・17日  労働基準局安全衛生敵■安全課   ・・芦月17日・   】  

’高橋秀   
第0221001号・  改善鱒告  寿  ‡2月9自  厚生労働省労  

・働基準局長   

2月21日   ’労働基準局総務課   了2月20日   

第0221002号  日不工染標垂調査会脚春草皐の敦 任について  ／成田光  志  2月．4日  厚生労働省労 ●働基準局長  経済産業大臣  
2月21日  労働基準局安全衛生部労働衛生魂   ’．2月2キ日   

第0222001号  労働金庫における偽造キャッシュカード問題への対 応について  渡準千 冬■  2月21日  労 （社）全国労働  

働基準局長   金庫協会琴事   
長’  

2月22日   労働基準局勤労者生活部企画騒労働金庫貴族衰   2月2包日   

2月22日   第0222dp革号  人事異動発令内申にっいて  角南巌  2月22日  労働基準局長  木臣官房人事 一課長      労働基準局 給務線   2月22日   

第39回国家公務員合同初任研修における指導職  

第0222003号   見の派造について   子   
2月22日  労働基準局長  大臣官房人事  族長  

2月22日   労働基準局総革課   ・2月亭2日  
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起案者  
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施行月日   起案部署  
駄裁月  

日 

葡02曳3001音  革験施綬料こ関する安衛絵GLP適 合確認について  ．若林和 也  2月9日   
労働基準局長   

申請事業  

2月■・23．日 
潜働基準局安全衛隼部化学物質対策       課   ●2月231∃．   者  

第0223002号  覿験施設等に関する安衛抵GLP適 合確認について  ●．若林和  

申   
2月9日   

労働基準局長   申請事業  

2月．23日   
労働基準局安全衛生部、イヒ学物質対策          2月23日   者  

諷  

安衛牲GLP査察の実施にウ  
贋脇23p叩号   いて   

也 
2月7・日   

労働基準局長   
査察専再  

2月妻3日  労働基準局安全衛隼部化学物質対琴        魂   2月23日   家  

第0223004号  安衛法GLP査察わ実施にわ いす  ー若林●和 也  ・2月7日   

労働基準局長  査森専門家の ■  

皇月・弓3日   

労働基準局安全衛生部化学物質対策          2月23日   所属長  

琴  

第0223005号  安衛準GLP査察の実施にわ いて  若林和 也   2月7日   

労餅基準局長   申請事業  

2月23日   
労働基準局安全衛生部化学物●質対策●  者 

■：；  

第0224001号  最低賃金制度のあり方に関する研究会（第8臥欝 9回 
、●第10回）の開催等について   

子   2月151ヨ  労働基準局長  最低貸金制度のあ り方に関する研究  

2月24日   労働基準局 賃金時間課   2凡24．日   
会参典着  

第0224002号  最低賃金制度のあり方に関する研究会（第8由、第 9臥第10即の開催等にづいて■  金子恭  
子   

2舟24日   労働基準局貸金時間課   2月24日 
2月15日  労働基準局長  最政貸金制度のあ り方に関ナる研究 会参終着  

第0224003号  最低賃金制庶の奉り方に関する研究会（第8臥欝 9回 
、第10回）の開催等について   

子   

2月2嘩l   （■‾   

2月15日  労働基準局長   最低賃金制度のあ り方に関する研究 ・傘参准看  

の報告及び改替勧告密の交付にづいて   （社）産業関係研究  第0224004号  社団法人座薬関係痛究所に対する立入検査簡果   ■田沼．久  志  2月1日  労働基準局長   所理事長■牒蘭偲  
2月24日   労働基準局 総務課   2月16日  

太郎  

（財）安全藤生  
厚生労働省労 働基準局長   技術協会理  

2月24日   事長  
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起案者  
日   発信   受信者‘  傭・考   

施行月 日   起案部藩  
駄裁月  者  

日   

労働畢準監督官証票の突付  
第0224006号   について   

鱒   2月24日  労働基準局長  和歌山労働局 長、福痢労働  
2月24日   労働基準局総務課   ’2月24日 

局長  

第022400ア号  医療機関におけるダルクルナルアヒドによ昂労働者 の蝕康隆審防止につt、て  大淵和 一代  2月9日   
労鱒基準局草  都道府県労働  局長  

労働拳準病変全衛隻部●化学物質対策           2月24月   
2月24月 

課  

儲022400白骨  医療機関■におけるダルクルナルヂヒドによる野働者 の蝕虔陣容防止について  大将和 代  ．2月9日   
労働基準局長  鱒体の長  

2片24日   
労働拳準局安全衛生部化学物質対策  

琴  

贋0写2鱒咋号  平成17年慶安全衛生技術系峨員の大学蚕紙聴諾 制革等や受講生の決転にdいて   2凡22日  労働基準局長  紳素肌長野、大 阪、拓圃、沖縄労  
2月24日   労働拳準局総務課   2月24日   働局長  

／ト宮山彰麿  ■2月22日   、第022401p号  謡㌶芸諾監禁禦の大学弼闇  倍州大学土筆部  
労働基準局長   長、大阪大学人約  

2月24日   労働基準局総務課   2月24日   科学部長  

第0224011号・  労働基準行政関係功労者に対する厚生労働大臣 の感謝状贈与について  杉申龍 嘗   

2月24日  労働基準局長  長野労働局長  他1名  

2月・24日   労働峯準局貸金時間課   2月2年月   

7回及び第18回）の開催にういて   

第0写250呵号  今後の労働契約法制の在り方に関する研究会（第1   藤井健 介  2月15日  厚生労働省労 働基準局長  各参集者  

2月25日   労働基準局監督課   2月25日   

第0225？や、2号  胸腹部臓器の終審認定に関する専門換討会（欝4 由緒現暴Pてキ㌢グ・グ／レふプ）の阿倍樗つりて  生木谷忠司  2月14日  厚生労働省労 働基準局長  参集者    ・2月25甘  ・労働基準局労災補償部一補償課   2月25日   
第022畠003号  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の 規直に基づく適用除外にづ．いて．   兼好宣  1月26日  厚生労働省労  

2月Z5日   労働基準局安全衛生部安全課   2月25日   
働基準局長   

第0225q呵号  銅管足場用の部材及び附属金具の規格第31粂の 規定に基づく漬用除外について   東野童  1月26日  痩生労働省労  

2月25日 労働基準局安全衛生部安全琴   ∫2月25日  
働基準局長   



基発発議文書台帳  

率■   ‥文書一番号   起案者  起案月 岨  ・重信  

受■信者  鹿考   

施行月・日   起案部署・  ● 

■日1   

虜022500畠号  鋼管足掠用．の部材及び附属金具の規格第48粂の 規定に基づく適用除外はつ．いて   東鱒宣  1月26日  痩生労働省労  

2月神目   働基準局長   役・  

鋼管足滞用の部材及び附海食具の規格第48条の－  
膚0芦26・咄暗   規定に基づく連用除外紅ゎいヤ  束藤宣  1月26育  厚生労働省労  

2月●壱5日  二労働畢準烏安全衛生部安全課   ▼2月25・日   
傲基準局長   

2月◆25日   ●第鱒獅0才号  平成17年8月161ヨ■付け人事痍規則9一息第‡7粂の 適用考受ける鱒長の初任給の決慮に？いて  小官山彰捨  2月24日  労働基準局長  大臣官房人事  課長      労働畢準局綺務課   2月25日   

革好宣  1月26日  厚生労均等労  
働基準局長   

ミー2二札終日－   

滞b2250鴫号  錦管足場用わ和好及び附属金具の規格第25条の 規定に基づく連用．除外につ♪〉て  
労働基準局安全衛生部安全課   2月25日■   取締鱒  

さ第b225009骨  銅管足朗の部材及び附属金具の規格第三特集の 規定に基プく適用除射こついて   東好宣  －1月26日  厚生労問省労  

2舟・25日   ・労働奉準局安全衛生部安全諌   2月25日   
働基準局長   

子   
∵第022如01号  東129回会計事藤娘東商修卜申受 終生の推薦についそ  涯連絡   2月■2自白  労働基準局長  大臣官房会計  課長  

●2月・28日   労働睾準昇給務課   草月28日   

2月28日・  
鱒家朗 傲局長  

：第02買800等号  次世代育成文様対策推進漁の施行に伴う薬準の． 推進にらいて  富賀曳英坤  2月28日  労働基準局長、桟 寒安定局長、屈用  各都道府県労  
・労働拳準同紐準課2■月28日鸞  
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！文書拳・号   
鱒素月  

■起案者   日   
発信   ・受信者  備考・   

施行月日   起案部署  
駄裁月   者  

岩   

虜03dlOOl号  平成16年度（即2回）労俄安全コンサルタント試貌及び労働衛生コンサ ルタンド試験の合格者の決定及ホ公賓について  今井義  

人   2月．24日  厚生お働省労 働峯準局長’  財団法人安全衛生 技術試験協会翠事  長  
3月．．1日   ；．労働基準局安全衛生部t計画課   ●3月1日   

・吉見友 弘’  2月10日   滞0301002号  会議腐催通知  
労働基準局最  各委員■  

3月ノ1日  労働基準局安全衛生部化学物質対策       琴   ・3月1日   

／第030foo3号  開催通知   吉見友  
弘   

労働基準局費  各委員  

3月；1日   ～  

．   

一第0301qO4号  第4回労働者の健鱒陣容防止に係るリスク評価検 討会の開催について  吉見友 弘  2見8日 

労働基準局長  各委員・  

田 ■3月岬  二労働畢準局安全衛生熱化学物質対策       ∴課   ‾3月1日   

国有財産て労卿ハビリデーション愛知作楽所付設  

腐0301・005与   首動事故習所）の有償貸付に伴う依権の発生通知  披辺姦廃子  3月1日  労働保険臆別会計  労働株険特別会計     にっいて∴    国有財廃部局長 厚生労働省労働基   
労働省労働基準局   

準局長●   長   

第0301006号  労働政策壷法会勤労者生領分料金韓時季貞に係 る承諾依頼にういて  藤田泰 出 臼  3月1日  厚生労働省労 働基準局長  各公益費見所 属の長  

3月1日  労働基準局勤労者蟹活部金轡課   3月1日   

第03qlOO7号  労働改葬審故傘勤労者生鱒分科会掠時委員に係 る承諾依頼にゎいて  藤田泰 出  ．早   3月1日  厚生労働省労  

働基準局長   

第0301008号  労働政策毎紘会勤労者生活分科会瞳時季貞に係 る承諾依兢について  藤田廣 出 臼  3月1日  厚生労働省労 働基準局長  ．各公益委貴所  属わ長  
3月1日   労働拳準局勤労者生活部企画課   3月1日   

第0301do9号  コンクリートポンプ誼総合改善垂員会の委員の委嘱 について（阿智）’  吉岡健   2月9日  厚生労働省労  
働基準局長   

3月1日   労働基準局安全衛生部安全課   3月1日   
会会長  

第03020Pl号  平成17年象低賃金に鱒する英怯調査の実施に係るナ 承認申請について  金子恭 子   

3月1日  労働基準局長  大臣官房統計 情報部長  

3月2日   労働基準局賃金時間課   ・3月2日  
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文事番号   座名   
起素月  

起案者   ・一日   
発 

施行月 日   起案部署 
．者  

日   

第0302002号  

3月．2日  

第d3・0銅0等号・  平成1【痩皮労災特別介護施琴嘩嘘事業の畢托褒 約わ変更について（伺い）●  山  ′J、川修 平   2月8日   
厚生労閏省労  

労働基準局労災補鱒部労災保険業務          3月2日   
働基準局長  

3月．2日  
埋草長  

寧  

第油血04骨  年季鱒用料の徴収鱒止及び精算に ういて騙  岡嘩  3月■2甘  維持管理穐関厚生 労働省労働基準局   

’3月や日  ’翠働基準局労災補償部労災管理課   3月‘2日   
長  

廃0豆02005号  労働基準払解釈例規をこづい てt  和自尊 
典   2月28自  厚生労働省労  

鞄基準局長  
3月七日   労働基準満監督箪   3月■2自   

局橋噂  ・2月鱒日   
夢b3q2d鱒号  労励政策警織套勤労者生括分科套中′ト企業退陀企共済如会ゐ公無代 賓臨時朗㈲矧こ係研属長の蘇鱒に？いて総研）  

3月†2日   
労働拳準愚物労音生活紆勤労者生活           3月●1日   労働基準局長    委員候補者の 所属畢  

課  

第03020け7号  労働藤生指導医及び粉じん対顔指 導要具甲任斜こついて  松野■明 広   

2月15日  厚生労働省労 働基準局長一    関係労働局長   

3月2月  労嘩基準鱒安全衛生部労働衛生鱒   3月2日  

労働基準駄の一部改正にづ 
第b30200白骨   

、  

働基準局長  
「  3月2日   労働拳準局監督課   3片2．日   

第0303001与  職員の派遣にういて   
秋山裕 子・  3月3日  厚生労働省労 働基準局長    労働金瞳連合会 財形卸長志賀直   

範   
3月3日   労働基準局勤労者生活部企画課   3月3日   

第0304001号  死没叙位に係る住民票（写）及び刑罰等調審等の公 用襲納こ加、て（依頼）  ・山川輝 
雄   

3月3日  労働基車馬長    東京都足立区 

3月4日   労働基準局一総務課   3月3日   

第0304002号  快適職場形成促進事業委託要綱の 改正lどっいて  成田光 ・志   2月22日  厚生労働省労  
働基準局長  

3月4日  ◆ 労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月4日   
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文書番号   卒   
起’秦，月  

起案●者  

発信 者 

施行月 日   起廃部署  
駄’裁月  、  

日   

第03d4003号  快適職場鹿成促進奉尭委託費緬の 改正にういて  成田光 
志   2見22日  厚生労働省労  

働基準局長  

3月t4・日  労働基準局琴全衛生部労働衛生課   ’3月4日   

第由d4004号  人泰異動発令内面について   山川輝  
確   3月■3日  労働基準局長    大臣官房人事  課長   

3月．4日   労働基準局一総務課   3月4日   

第0307bol号  改善勧告義 
高橋秀  

3月i7日 労衝拳準局総務課   2月蔓5日 
働基準局長  

l第p30700負号  平成17年虎「外国人技由来習生に対す硝正な労災保険恕付の放線 に閉ナる持淋1援助事熟の夷施におけ碩鱒の依前についで  甲野公  義．   2月24日  厚生労働省労  
働基準局長  

3月∴7日   労働基準局労災補償部禰償琴   一．3片－78   

第030ア00白骨  印紙不用決定て16年度第12月分） について・   

・3月 労働基準局労働保険徴収課   3月7日   
松原大・  3月2日  厚生労働省労 働基準局長    厚生労働大臣   

第0308001号  平成16年庶「労災年金襲絵者等に対する福祉事 共」の萎誠爽約l声係る変更について  村瀬友   3月1日   

額  厚生労働省労  

労働基準局労災補償部’労災保険業務        室   3月8日   
傲基準局長  

3月・8日  
会長  

第p3P8002号  平成16年庶建設施エの安全対策検討分札会の 委員の委嘱について（回答）  ●吉岡∴健   

2月9月  厚生労働省労 働基準局長    社団法人督本 

3升8日   労働基準局安全衛生部安全課   3月8 

篇03P8003号  労働襲全額生法務青88粂第3項の規定隼基づく計 寧届の審査に？いて   東森宣  ●写月15日  厚生労働省労 傲基準局長    大紘・躊肘三井益友・ケイコ ・一・・・■・・●  

3月 Ⅰ跡tエ嘗事精橋糞   

3月ミ8日   労働基準局安全衛生部安全課   3月●寧日   第03q8PO4号  労倣安生衛生法題意88粂第3項の規定に基づく計 画属の審査について  東好宣  ’2月15日  厚生労働省労 ・働基準鱒長    革都労働局長  

第030日㈹5号・  労働安全衛生汝應意由粂第3項の規定笹基づく計 鱒届の審査！こついて   東好宣  2月15日  厚生労働省労  

3月・阜自   労働基準局安全衛生部凄全課   ■3月旬日  
働基準局長  

春作集所長  
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起案月  
起案者  

日   

埠行月′  日   起案部署－  
襲信 者  受信者  備考         決．裁月  

．日   

3月8日  労働基準局安全衛生部琴寧轟   3月8日   虜03080毎号   労働安全衛生法題釦8郵齢項の境野こ基？く計 函届の審変について  東■好宣．  2月■15日  厚生労働省労 働基準局長．  愛知労働局長  
厚生労働省労  ▲第由08伽ケ号   労働安全衛生放題青も8粂第3項の規定に基づく計 画届の摩査についで  東好宣．  ．－2舟15日   ．働基準局長  た鳥・F田・佐織・往茶l揉 址蚊エ▼共同企薫件照ガ 

●■3月8日  

8日   
労働拳準局安全衛生部安全課   ■3月月日  ニ 

号・  エレベータ∴構造規格第4－3条¢基 づ道川棉外l÷ついて  ．成毛飾  2月10日   

労働基準局姦  千葉労働局長  

3月⑨百  ●労働拳準局安全轡生部筆全課   ・‥3月8日  

阜  中央じん肺診査直套の開催に．ゎい て（通鱒）●  串本英 紀   
2月23日．  厚生労働省労・  

◆働還準局長   

3月・▲8日   ・労働基準局安全衛生部労働衛隼課   3月・8日   

滞0芦0印11号・   平成17年度新任労働基準監督官 研修について   

3月二◆8日  労働・基準局・総務琴   3月●8巨】   
′ト冬山彰浩  3月4日  労償慮準局長  都道府県労働  局長  

職員の海外渡航承藤の申請：  

†第030糾12号    について   
寒   

3月1日   

労働基準局長  大臣官房人事  課長  
3月8’日  労働革準局総務課労働嘩険審査会事       務 

・室  

第0308013号   宿舎使用料の徴収停止及び精算に ついて  」岡浦上  ．3月7日  維持管理棟関厚生 労働省労働基準局   
臣官房会計課   

3月8日   ．労働基準局労災補償部労災管理課   3月8日   
長   長  

維持管理閲厚生 労聯抑犀  独立行政法人産業 医学組合研究所長  ・第0308014号   宿舎使用料の徴収停止及び精算に ついて．  一 同満  3月ケ日  鹿 管       3月8日   労働峯準局労災補償部労災管理革   3月坤   
維持管理機関序盤 労働省労働基準局   

3月8日   一労働基準局労災補償部労災管理課l3月8‘日  

第0308015号   宿舎使用料の徴収停止及び精算に ついて  岡満  3月7日  
長●   ′働基準局長  
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；文書番号   
鱒名   

起奏者  起案月  

施行月・日   
起案部署  

日・  発唐 ．者  受信・者  ■備考  

一口  
労漁省労働 人  

′rL■“  阿満．  3月4日  維持管理校閲厚生  
労働省労働基準局  

・3月◆－β日  労働畢準局労災補償鍬労災管琴課  

つV・ヽて・  

痘   長  

lヽ  

28日  労働基準局奉  大臣官房人事  課長  
3■月‘8日   ▲労働基準局 監督課   ’3月8日   

第0308019号  改善勧告書   
高野修   

2月24日  労働基準局長  社団法人同仁協会 理事長酒井締人  

3月・8’日   

：労働基準局安全衛生部計画課   3月’8日   
千葉労働  

虜0畠08020号  エレベーター構造規格第相集に基づく逆用除外に ついてて  成毛節  2月’10・自  海生労働省労  

3月白日   ：●労働基準房安登衛生部豪全課   3月8 働基準局長   
済み  

渡辺寅理子  ．3月碩  厚生労働省所管国   

第q3P8甲‡号  国有財産犠王スカイパレス）の貸付に喋る厚生労 倒木臣中称こついて  

・3月・や日  労働基準局野鱒 羞漑邁 局長：．青木豊●  厚生労働大臣      補償部労災管理課   
渡辺真理子  3月7日  厚生労働省所管匝 有財産部局長  

－1持・  

揮 生労働省労働屈礫 局轟音木蓮－  厚生労働大臣  

3月8日  労働基準爵労災補償部労災管理課   3月8日   

究会の開催について   

第0309001号  欝1咽今後の労働契約法御中在り方に関する研   藤井健 介  2月25日  厚生労働省労 働基準局長  各参集考    3月9日  労働峯準局恩督課  

3月8日   

第0309002号  改善勧告蓉   
田沼久 志  2月25日  厚生労働省労 働基準局長  t財）中国労働 衛生協余理  

3月9自   事長  

⊂】   
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・・文革番号   件名   
起案月  

起案者  
日   琴停 ‥  ・・受信者  ・備考●   

施行月 日   起案部署  
者            汲裁月  

日   

・第031．OqO2号  労働観策療法会安全衛生分科会臨時費負琴の良 免についで  、島田浮 朗  3月8日   
労働基準局長  大■医官房人事  諌  

●3月用日  ■二㌧労働基準局安全衛生師計画課・   3月10日   

．第0311001号  改善勧告書∴   高野修・  ∴2月24日  厚生労働省労  

働基準局長   ・会会長  

3月11日   ：労働基準局安全衛生車計画諌   3月′8日   

高野修   
こ第0311bo2号  改善勧告書●  

2月24日  労働基準局長  社団法人新聞販売 従弟且共済会】空事 長山貞郁夫  

3月fl，日  ．労働基準局安全衛生部計画課   3月8日   

都道府県努傲局  
労働基準局長  ． 長、阻孫団体の  

費‘、試故施設の長  

虜0311boき号  試験施設等宜潤する安衛疲GL稽合経線要領の 改正について  大棚・和 代■  2月14日  

3月二11・日  潜働基準局安全衛生部化学物質対策       琴   3月8日   

第03川商号・  試験施設等た関する変額法GLP適合縫詫賓領の 改正について  ，大淵和 代  2月14日・   
村法府県労働局  

労働基準局長   長、隅係団体の  
長、鼓敬施設の長  3月．1二1日  労働基準局安全衛生部化学物質対魔        ′課   3月8日   

第03．1100亭号  胸腹部腹案の陣容認定に関する専門検討会（第4 回呼吸器ワーキング・グルニプ）の開膵箪ついて  生木谷忠司  2月25日  厚生労働省労 働基準局長  参集者    3月■1日  基／   畠11   
1   労働準局労災補償部補償課   月日   

第0311006号  胸鱒部脾番わ陣容琴定に関する専門換討会（第9 画帳都路紫郎会）の開催について  生木谷忠司  2月25月  厚生労働省労  

．3月11日   ・ 働基準局長  参集者  

虜031．1do7号  労働政鮮率法会労働条件分科会労災保険部会臨 時委員の任如こついて  筏津∵輝 洋．  ●3月8日  労働基準局長  大臣官房人事  級長  
3月11日  労働基準局労災補償部労災管麹琴   3月11日   

・第0311叩8号  労働時間等に関する調査的監督に▲ ついて   金澤鶴紀子  ．3月10日  厚生労働省労 働基準局長  都道府県労働  局長  
3月11・日   労働基準局 貸金時間課   3月11日   

‘3月1－1日   労働基準局労災補償部．補償課   3月11日  ‘第叩11009号  意見書の作成依額について  井野場純絵  2月24日  労働基準局長  準星大学名誉  教授  
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文書番’号   件名 鍵案■月  
寧案者  

自 発 

施行 起患部署  
汲裁月  軍   

日   

第0314001与  労働基準局報告例規の」部改正に ついて  ．東裕二  ・2月2日  度生労働省労  
3月14日   

働基準局長   
労働基準局監督課   二2月18日   

第031400・2号  人事異動発令内申にづいて  東幸宏  ■3月1●1日  労働基準局長  大臣官房人事  課長    ●白月■1違．日  労働基準局絡務詳   3月14日   
退職手当の支給発令内申に  

第0314003号   ついて   
弘   3月14日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

3月14日   労働奉準局総務課   3月14日   

第0声14004号  

3月′14日  

第0314005号  平成17年鹿野災特別介譲施設櫨護事業甲賓㌍臆 頼について（伺い）  小川修 ‘   
平   

3月10自   （財）労災ケア  

労働基準局長   センター理事  

3月14日   
労働基準局労災補償部労災保険兼務           ・3月14日   長  

室  

毎月勤労統計調査特別調査の調査  
第0314006号   票の使用申請について   

子 
3月10日  労働基準局長  大乾官房統計 ；情報部長  

3月14日 労働基準局‘賃金時間課   3月14日   

山川■輝  
第q3，14007●号  人事異動発令内申について  嘩 3月＝14日  労働基準局誕  大臣官房人事  課長  

3月1・4●日   労働基準局総務魂   ：、3月14・自   

第031500t号  勧紡金密への偽造キャッシュカード問掛こ係る対応 方針の報告徴求について  渡追千 冬   

3月14日  労働基準局長  関係道県知事  

3月・15 労働基準局勤労者生活部■金轡裸労働金成業務妾   ・■3月14日   

第03150b2号  安全管理士に係る資格認定申請及び琴任に係る 協法について  川追洋  3月10日  厚生労働省労 働基準局長  ‘林柴・＊材製造発 労働災客防止協会  

3月15日   
食尽伍壕昌男・  

労働基準局安全衛生部計画鰊   3月15一日   

第0315003号  安全管理士に係る資格認定申碍及び港任に係る 協諮について  川追浄  3月10日  厚生労働省労  

3月15日   
働基準局長   

労働基準局安全衛生部計画課3月．15別  
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文各藩号   件名   
起案月  

起案者  
日   

施行月 日   嘩案部署 
発・信 者    受信者J鹿考   

日   

第03ほ004号  安全管理勾坤声琴格認定申請及び適任に係る 協故について  ■川浄洋  3月10日  厚生労働省労  
働基準局長  

七月‘‡・5日   ；労働準準局安全衛生部計画課   草月．15日   
奥田硬 

第0‘3t500与号  日本観労着任宅協会の評磯員の推 薦について（回答）ごミ  今井修 司 3月15日．  厚生労働省労 働基準局長    国土交通省住 宅局長 

3月t5日 労働基準局勤労者生活部企画課   3月15日   

第舶15006号  労働基準準施行現即筆の十部を改 正する省令にづいて  遠藤忍   

3月f5日 労閏基準局－▲監督諌   ’3月15日   
3月・14月  労働基準局長    都道府県労働  局長∴   

‡第0芦150呼号  管琴人の澤任解除にうV雫  ．岡満●．  3月14＼日  維持管理税関厚生 珊軍緋鱒    申請者本 

管  人 

自動車保管場鱒の貸与承琴  
弟0．316001号   に二嗅、で   画．  3月16日  梓持管疫税関厚生  

労働省労粛正準局  

3月f6日  ■労働基準局労災補償部二労災管理疎   3月16日   
人   

J第031紬01号  攻善勧告書   
高鱒・秀 ‘穿  3月乏‘日  厚生労働省労 働基準局長    （財）産業医単 研究財団琴  

事長   

3月Ⅰ7日   労働基準局′総務課   3月1▲1日   

第0317002号  中／j、企業退職金共済制度の達筆改 善につ 
喀   

3月t7日   
労働基準局勤労者生活部勤労者生活      ．課   3月16日   厚生労働省労 働基準局長    独立行政法人勤労 者退職金共演磯償  理事長  

第03’170q3号  

3月1ナ日  

賓0318001号  検査業者の登疲等に？いて   井上栄  
貴   1月28日  厚生労働省労  

働基準局長  

3月18●日   労働基準局安全衛生部安全課   3月18日 

第0318002号  r振動障琴の検査指針検討会J（第洞）の開催に ついて▲  丸山彰  

琴   3月7日  痩生労働省労 働基準局長    各参集者   

3月18日   労働基準局労災補償部補償練   ■3月18・日  
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文．書番号   件   
起▼素月  

起．案・者  
日   発信 者  受信者  廟考 

施行月 日   起泰部署  
泳裁月  

日   

妄第03摘003号  石綿障害予防規則の施行に ついて  高橋真奈美  3月2日   

厚生労働省労  
働基準局長   

3月・1：叩  労働奉準局安全衛生部化学物質対策       ■   ・3月18日   
課  

第0318004号  石綿障害予防規則の周知に ついて  ・高椅真奈美  3月2日   

暖 
労働基準局安隼衛生部化学物質対策          ■3月18日   己．…－ 

3月埴日 
琴  

簿031白do5号  石綿障害予防埠則の制定に ウいで  高橋真奈美  ・3月2日   

厚生労働省労 働基準局長  関係団体の長  

3月t8日   
労徴募準局安全衛生部化学物質対策         同   3月18、日  

つ 

第0318006号  平成17年度「労毎年食費線者等に対する福祉泰 熟の受託依頼についで・  村瀬友● 哉  3月15日   

労働基準局労災補償部労災保■険業務  
3月●t8日  

厚生労働省労 働基準局長  財団法人労災 年金福祉協会 会長■●  

室  

第0318007号  平成17年度「在宅介護支援事嚢」 の受託依頓にづいて  村瀬∴友 哉  3月●1点日   厚生労励省労  

労働拳準局労災補償部労災保険業務        室   3月18日   
働基準局長   

3月・1 
余財  

′ト宮山彰時  3月14日   

夢0・318008号  平成17年4月1日．付け一般昇格及び異動昇格発令 内申につゃ、て（局深長）  
労働基準局長  大臣官房人事  採長・   

3月18◆日   労働基準盾総務課   ■3月18日   
小宮山彰浩  3月－15日   

窮03l8009号  平成17年4月1日付け人事院規則9一甘第17粂の 

3月18 
労働基準局長  人事魂長   

労働基準局・総務課   ・3月・18日   

第0318010号  労鱒蓼策審疲会安全衛生分科会じん肺部会重点 及び臨時草月の任命について  山本英 
紀   

3月9日  労働基準局長  大臣官房人事  軍兵  

3月1●8日  労働基準局安全衛生部‘労働衛生課   3月18日   

第031801Ⅰ号  職員の無報酬兼業について  田代艮■ ・文  ・3月8日  厚生労働省労 働基準局長  厚生労働省大 臣官房人事課   

3月18日   労働基準局安全衛生部計画課   3月18日   
長  

第03220Pl号  平成17年庶中小企業層金利庶支援事業の委託の 依掬について   
高橋靖  3月15日   

3月22日   
厚生労働省労 働基準局長  （社）全国労働基準 関係団体連合会会 長阿樹医正      労働基準局勤労者生活部勤労者生活        課   ．3月22日  



∵基発発議文書台帳  

腐03・220d2号  テレウーク普及推進事業   
厚生労働省労  

会会長  

働基準局長   
第0322003号  平壌17重度鳩摘者マルチライフ支援事軌甲委託 駄釈について  高橋行 ■ 

紀■   
3月3■日   

厚生労働省労  

●3月22日   
理事長  

働基準局長   

虜03220叫号  戸籍抄本及び刑罰毎鯛轟の交付に ついや（鱒療ト  草野知 ■基   3月16日  厚生労働省労  

■3月字2日   働革準局畢   
牽．  

：第0322005号  戸籍抄本昇び刑廓筆細事の交如こ ういや（依頼）  中野知  

基   3月16月  厚生労働省労 ．働基準局長  高松市長  
3月22日   ■労働寒準厨．労働保険徴収課   3月き芦日＼   

第0322006号  戸籍抄本友び刑廟等調書の交付に ？いで（依頼）  中野知 塞  3 

－ 3月22日   

月16日  厚生労働省労 働基準局長  福井市長  

労働基準局労働保険徴鱒課  

肘－▲－  

3月22日   
労働基準局畢  大阪労働局長  

労圃基準局総務課   3月‘22日   

第0323doi号  「最低賃金に関する実態調査」の実 嫁について  金子恭‘ 子   

草月23日■   

．3月17日  労働基準局長  都道府県労働 一局長  
労働拳準局貸金時間課   3月一22日   

高橋■秀  ・第0323002号  改善勧告書  
．寿   3月2自  厚生労働省労  

働基準局長   

3月23日   労働基準局．総務課   3月18日   

t第0323，003号  改善勧告書   
酒井恵   

3月10日、  厚生労働省労  
働基準局長   

‾3月23．日   ●労働基準局労災補償部補償課   3月18日   
長  

第0323004号  公印の新刻について   
西原直 人  1月28日  厚生労働省労  働基準局長   

卑  
3月23日  労働基準局労災補償部労災管理課   2月1日  



基発発議文書台帳  

文書番号   件各   起案者  起案月 日●   
発 

・施行月．日   堪素敵署  決：裁月  者   

日   

葛0・鍍3qO5号  

3月ぬ日  

別会計  
傍0虫23006号  産罵声全会館平成1昨密会鋲豪使用粍の決定及 ぴそれに伴う億棲甲畢生通知について  接吻葵理子  3月18一日  労働保険特 摂有財牽醇局長  

厚生労働省労働基 準局長   
長・  

二第032300ア号  

3月23日▼  

滞032300痺  冨認諾荒警㌶悪意芸㌫慧忘認慧写虔  ●増子剛  3月22日  労働基準局長  厚生労働大早 官房会計課長      」3月 
・g3日   労働革準鱒労働嘩晩翠収課   3月23月   

～第Q3・冒4001号  平成1ケ奉桜を慮る套紹毎春の推嵐 について｝  ．山川輝 準   ．3月18日  労働基準局長  大臣官房人事  級長  
3月24日・   労働畢準局総務課   3月24日   

；第0324002号  人事院規如9ニ「邑第11条、第12条及び欝3P粂の 適用を受ける嘩員の初任給決定について■  ■和野絆   ・3月23日   
弘  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

労働基準啓総務課   ．3月24日   
：3月24日  

．第0324do3号  諾宝器望遠諾遮禁㌫禦7粂の  和田雅 弘   
3月23日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

ご3月24日   労働峯準局総務課   3月2’4日   

平成17年4月1日付け∴般昇蕗発  
●第0324004号   令内申についで，   

弘   3月23日  労働基準局長  大息官房人事  狭長  

3月24日   労働基準局 総務課   3月24日   

廃03240癖号  平壌17年4ノヲ1日付け普通昇始発 令内申にづいて  和由鱒 弘  ・3月23日   労働基準局長  大臣官房人事  
課長  

●．3月・24月   労働基準局総務課   3月24日   

社団法人全国労  
鱒生労働省協働基 ●一   働基準関係団体速   

3片宰4日   

・虜叩24bo6号  平成17年度通御混雑儀和等に向けた柏臥援助 啓発の畢託依頼につl†て  八木原裕美・  3月17日  

‥労働碁準同質金時闘魂   3月24日  
準格長資本象    合金会長阿南  

胎正  





基発発議文書台帳  

i文章番号   件   起案者  蚕素月 日，  廃 
信  

施行月一：日   
起案部署  

一孝   

自   

．第032も010号  宿舎撃に係る使用料の徴収依頼に ついて   

3月買5日  ．■労働基準局労災補償部●野災管理鍵   3月25日   
岡満  3月23日  ●  維樺管理機関厚生 労働省労働基準局  長  厚生労働省職 菜安定局長  

ウいて1・   第032ち01i号  鱒傘確率係る使用料の徴収依頼に   岡鱒  3月2叫  廠持管理機関厚生 労働省労働基準局   

、t ・．3舟2を日●  労働基準局労災補償額労災管琴課   3月●25日   
長   

ついて∴   第由2■5dl負号  宿舎等に係る使用料の徴収依常に   商滴  3月23日  維持管理機関厚生 労働省労働基礎眉   

長   傲基準局長  3月．25日  労働基準局労災嘩償部∴労災管寧課   ．3月25月   
●滞0325013号  宿争琴に係る使用料の徴収依頼に ついで  岡満・◆  3月2－3日t   

卵管理機関厚生 労働省労働基準局   
長   医学総合研究所長  

．5月25日  ー．労働基準鱒労災婦償邸労災管理鱒   ・．3月褒凋   
滞0●32ぬ14号  鱒舎筆に係る慣用料の鱒収鱒頼に づいて∴ ■て  ・商浦上  3月2・3日．  維持管理棟関厚生 労働省労倒基準鱒   臣官房会計課  

・3月夏5日   労働基準局労災補畷部労災管理琴   3月25日   長   長  

ミ第032．581毎号  平成17年度鹿宅社業者への伸介槻購専に鎚ナ相伴提供戒び在宅 註巣者の支綾矧こ開ナる粥査研寵事業挿垂托鱒抑こついで1  小林直 人  3月15日．  厚生労働省労 働基準局長  財団法人社会経済 生産性本細理事  
労働拳準局勤労者生活部企画課   3月25日   

長渾開康雄  

一－3月■葛5日  

．第0325016号  労働政策審議会勤労者垂活分科会 委員の任命にづいて  藤田泰 章  3 
月1日  労働基準局長  大臣官房人事  攣長  

3月25日  労働基準局勤労者生括部企画簡   3月22日   

舞0325q17号  鹿生労働省後援名筆の使用溶融こ ついて（継続案件）  川追洋●   3月18日  厚生労働省労  

3月二25日   

働基準局長   

労働基準局安全衛生蔀計画課   3片25日   

第0325018号  労働者災客掃療廃除審査参与精義 等辞令申送付にづヤ、て●  ●冨田裕． 介   
3月23日  労働基準局長  宮崎労働局哀  

．3月25日  ・労働基準局労災補償部労災管理課   3月25日   

第032■5019号  労働者災害補償保痕轟査参与療養 等指令の送付について   ¶  冨田裕 介  3 

月’23日  労働基準局長  青森労働局長  

●3月25日  労働革準局労災補償部労災管喪線   3月芦5日  



基発発議文書台帳  

文事一番骨   名   
起案月  

起案者  
日   発■愕 者  ・受信者  ■・ 

施行月日   起案部署  
決裁月  

日   

第0328001号  蓋誓琵芸詔書芸窒蓋芸警姜霊芝讐漂について胴明及び平  嶋村鼻  
紀   2月25良  労働基準局長  都道府．県労飽  局長  

3二甘2β日 償働基準局総務課   ■写月－4日   

中央労働災審  
虜032甲ぬ号  芸誓諾芸志望富芸窒孟宗警夏若芝警警モこついて洞り及岬・  ■嶋村草 串  ■2月25●日  労働革準局長   防止協会会長  

3斉烹8自   労働基準局総務課   草月4日   
ほか  

滞032鱒do3号  労働条件等自主的改善対策総連事 葵甲俸額につ叶で  刈部秀   3月18日  労働基準局長  （社）全国労働基準 関係団体連合会会 ■長  

3月ご寧日   労働準準局 

、  

字第栂2go噂号   
3月埴巳  労働基準局長  （社）全回労働基準 関係団体連合会会  長  

3舟宅8日   労働畢準席監督課   3月28日   

簡0蕗bo戸車  新規起業譲葉場の労働条件整備サボ÷ト番紫の依 額についで  
3月●1針目  労働基準局長  （杜）全国労働基準 関係団体連合会会   

長 

3月 労働基準局監督課   3月28日   

第052808白身  労働車座相談センター事業の依頼 ．について  刈部・努   
3月1白日  労働基準局長  （社）全国労働基準 関係国持越合会会  長   

3月28日   労働基準局 監督課   3月28日   

第032800ケ号  「労働基準行政情報システムに係る槻検処理率引 1電子申繹関連偏力の一面改正について  伊束埠  

雄   
1月5日   

厚生労働省労  

労働基準局労災補償部●労災保険業務          1月1ナ日   
働基準局長   

3月28日   
賓  

膚03畠80鵬号  労働基準行政情報システムこ係る事務肇理事引 （電子申請関連）の改正について  声高正  

博   
3月22一日  労働基準局長  都道府県労働 ・局長  

3月●ヨ8日   労働基準局監督課   3月28日   
儲0328P由号  r労働基準局の内部紐様に関する細則j・の一部改 

3月2・8日   労働基準局 ・束幸宏  3月25日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  

高鱒靖  3月24日   
第032約10号  労働政策審法会勤労者生活分科会中／ト企業退職 金共済部会臨時委員の任免について  

労働基準局勤労者生活部働労音生活        課   二’3月28．日  労働基準局長  大臣官房人事  課長  
3月・28日   



基発発議文書台帳  

；文書番号   
件   

起案者  起案月■  

日  発信 者ノ  受晴着  備考・  

施行月 日   起案部署  
一決裁月   

日   【  

平成17年庶厚生労働省所管一般会計から労働保●  

第0328011号   
収官厚生労働省 労働準局長  労働省大臣官 

革   

二第03280ほ富  平成17年度呼吸用保準具等の性能の縫保のため の買取り試艶め実施に関する委託の依頼にゃいて  ∵成由光 志′  3月9日  厚生労働省労 働基準局長  社団法人産業 安全技術協会  

J．●3舟終日  ‥労顔基準局安全衛生部労働衛生課   3月28●日   
会長∴  

ミ第03280ほ号  諒恕慧琵薫琵諾黒霊韻誓莞欝警黙雷浣蒜諾 結わ依蜘こつilで  成田光 
・志   3月22日■  厚生労働省労  

働基準局長   
二3月嚢日  ●労働基準局安全衛生部∴労働衝撃鰊   3月28日   

鱒基準局長   ：第q328814阜  ・－／′● 平成1て額虔示規模事業場等団体東金軒隼括軌寧 均等寄集わ費感の療級にういて  ．成由兼 志  3月18日  厚生労働省労   中央労働災害 防止協会会長  
●3片加‘二日  労働基準局安全衛生部一労働衛生諌   3月28旦   

＼′  

第け328qlさ号  謡聯響関の統‾精度撃粥  成由光 ・志  

3月18日  厚重労働省労 ■働基準局長  （社）日本作業 弊境測定協会 ・ 

3月●努日：  ‥労働基準局翠全衛生部労働衛生課   、3月28●日   
∴第032如16号■  平成17年皮「イヒ学物質による儲個災容防止対策事 簿岬依鱒たクいて∴  牧宣彰  3月－18日   

労働基準局安全衛生部化学物質対琴        課   3月28日   

厚生労働省労  

3月冒8日  
働基準局長   

3月28日   廉0328017専  串席i7年度r石鯛含有分析機関の能力向上事乳 の依頼にづいて∴  ．牧宣彰  3月●18日  厚生労働省労 働基準局長  中央労働災賓 防止協会会長      労働基準局安全衛生部l化学物質対策        課   ・3月28日   
東03写8叩号  平成キ子年虔「交通労働災容防止対策推進軍倭」の 鱒頼について  船井醸丁郎  ’3月25日  厚生労働省労  

●．3月28月  ●●労働基準局安全衛生部安全課   3月28日   働基準局率・   

第0申8019号  平成17年虔「中小金策における自主的安全衛生管 琴活動の推進」の供頗について   郎  3月◆25日  厚生労働省労  

3月28日   働基準局長   

東03280細号  平成17年度㌻成長弦楽に串ける安全衛生活動基慮 盤備事勘の依頼某カl、て   3月25日  厚生労働省労  

3月買8日   働基準局長   



基発発議文書台帳  

．文書番号   庫義   起案者  ．起案月 軋   

発信 ●  受信者  ・鹿考   
■汲裁月   者  

施行月日   起案部署  
日   

湧03鱒021号  平成17年虔「安全衛生情報センター運営等委託客 兼」の隣痴こついて  眞由埠  3月鶉日   厚草野嘲省労  

働基準局長  中央労働災寧 防止協会会長    3月鱒日  労働基準局安全衛生部翠全課   3月28自   

：第0，3包如2き音  平成17年庶連帯襲に革け呑総合的労働災宰防止 対策推進寧準の依頼について   泉好宣  3月2古日‥  廃盤労働省労  

傲基準局長   
－ 3月2白日  …労働基準局安全衛生瓢安全課   ■3．月歩日   

渾052■802■3号  平成17年賓安全優良職長ネットワヤク事嚢の傭頼 について  東好革  ・3月箋5．自  厚生労働省労  
’ざ月歩自   嘲基準局長  中央労働災窃 防止協会会長      ’労働基準局安全衛生部‘安今課   3月28日   

平成1，7年虔林栄辱におけ争作莱の変化に対応し  末席睾  ●3月．2細  厚生労問省労  

働基準 

腐鱒和声墜   た安全対誇嘩準那業の依柳こついて  
局長   

滞0芦29叫号  

畠・月蝕首  

∵第ぬ290b芦号  ．労災診療費点 信・   検等に関する業務の 委託について  浄出智・、   宮舟2自白  厚生労働省労  
働基準局長   
■   

J第032900二3号  労災診療費点検等業務委託哀綱の 一部改野について  澤出一智・ 倍  ：■◆3月28日F  厚生労働省労 働基準局長  財団法人労災保険 情報センター理事  

’畏  
◆’3月・29日   労働基準局労災補償部 補償課   3丹29日’   

≠第け329004号  退職手当の支給発令内申に ついて．  和由雅 弘  ●3月281ヨ●   労働基準局長  大臣官房人事  
級長  

．3月29日   労働基準局．綺務準   3月29●日   

層p32900畠号  平成1や年1q月1日㈲ナ沓通昇給 発令内申について  和田‘雅 弘．   3月28日  労働基準局長  大臣官房人事  採長  

・3月29日   労働基準局鱒務課   3月29日   

第舶担006号  管理人め準任をこつレ．、て   
岡満●  3月2白日  終拝啓覆轍閑厚生 傲省  被選任者  3月2・9日・労働基準局労災補償部労災管理課3月知日 



基発発議文書台帳  

：文事番号   名   起轟音■  起案月  

施行月甘   堪案部恕＼  
日  発信 ■者  受信・者  ・備考       決裁月・  

日   

∴ 膚032900テ号  管琴＜の選任解除について  岡滞  3月28月  維持管理捜閥揮生 労働省労働基準局  被解除者    3月29日  ■ 労働基準局労災碍償部労災管理課   3月29日   

阿満’  3月●2自白  維持管理機関澤生  
労働省労働基準局    東京労廟局卑  

二儲抽油購鱒  宿舎使用料申徴噺キラいで  
長  

㌧第032900自尊  個人情報の保執こ関する穣律の全面施行に伴う対 応にゎいて  

ヽ∫   
3月29日  厚生労働省労  

彦  

．3月・29日  労働峯準尽労働保険徴収課   3月豆9日   
働基準局長   

付申請にちいてt向い）   

ご・3昇挙一日  ∵労働基準局安 
・第p■32叫p号  国際安全衛生センターにおける薗有財産の無償貸  

全衛生部計画課   ▲3月29・日   
倉重病一郎  3月29日  労働基準局長  大臣官房計画  課鱒  

虜ぬ30甲1号  行政暮輝明暦蘭の一部を改正する詮隷わ施行に伴う労働着災害補椋 保険法及び党側保険の鱒晩学に粥栂法律閉係ク遠浅の舷卿とっい で：  斉藤事  3月25日・  厚生労働省労  

働基準局長   
写舟30日  ∴■労働基準局労災樽償部労災管琴線   亨月30日   

卿3細00云号  銅管足場用句部材及び附成金具め規格第68条の 規定に基づく寧財政外にウいて   

働基準局長   

3月血相   東好童  3月16日  厚生労傲省労   平和技研株式 会社代表取締 役      労働峯準局安全衛生部安全課   3月30日   

膚0由0呵痺  鋼管尾坂用の部材及び附属金具の規格第6′8条の 規定に革づく噂用除タ＝ち？いて  東藤宣  3月16日  厚生労働省労  

3月■30日   労働畢準局安全衛生部安全課   3月30日   
働基準局長   

第0338004号  銅管足協用の部材及び附屑金具め規格第14条の 規定に基づく適用除外の申滞について  ・＼ 

厚生労働省労 働基準局長   
兼好宣  3月16日     ア／レイン豆株 式会社代表取 締役  

第033000・5号●  卵管急場用の部材及び附碍金具の鹿格第14粂の 親御こ基づく適用鱒外の中層について  ，兼好宣  ■3月16日  厚生労働省労  
働基準局長1・   

‘3月・●3‥0日   ’労働基準局安全衛生部安全課   3月301∃   

：第033．0006号  第20向今後の労働契約法制の在り方に関する研 究会の阻催について  藤井●健  
・介   芦月23日  厚生労働省労 働基準局長  各参集者  

3月30日   労働基準局 監督課   ．3月・30日  
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文奮番号   各   
捏素月  

起案者  
日   義信 者  受信者  備考 

施行月 日 串案部骨  
決■裁月  

日 

…第0●330007号  平成1咋庶咽際安全衛生センター軍営事業」の 襲託依胡湛ついで  倉豊潤一郎  坤坤  厚生労働省労  

3月30日   労働拳準局安全衛隼部計画琴   草月3q旦   
働基準局長   

濫Illl‡皿  国有財乾（蔵主スカイバ．レ考・松戸職鱒宿舎）町有 噂貸付に伴う依嘩の発生通知について   ●渡辺真理子  芦月30日  儲笛甜  

厚生労働省労働基 準局長■   長 

第0330舶9号  中小企業新労音福祉サ÷ビスセンター指導疲勧業 務甲琴託の申．し入れについて  ・竹村泰 則   3月11日   社団法人全国中／ト  

厚生労働省労  

3月ゴ0日  
働基準局長  長谷口隆志  

琴  

顔朋3001白骨  改善勧告書 し   田沼久  
志 3月14日．  厚生労働省労  

働基準局長   

岬jo日   労働基準帝・綺務裸   一旦月芦0月   

廃0●33主obi音  結綾予防綾令の改施に伴う通知の 廃止について  叫本英 紀   3片23日  痩生労働省労  

働峯準局長   事  

3耳3二1日●  労働基準率安全衛生部労働衛生鰊   ，3月封り   

第03310疲号  攻善勧告藩   酒井窟  3月1・1日  痩生労働省労  

3月飢日   労働拳準烏労災補償部補償諌   ■3一月2坤   
働基準局長   

第0331003号  準善勧告睾 増岡宗一郎  3舟22日  厚生労働省労  
1   

．3月t3r日 労働基準局安全衛生部■安全課   3－月28．日   
働基準局長   

長   

第q331004号  労働保険の来車続事業一線対策に おける取組についで  東尾具▲ 紀  3月28日   

局長  都道府県労働  局長  
3月－31日   ＼’一労働基準局 労働保険徴収課   3月29日   

第03・3loo5号  労働保険未手続事業一掃対策の実 施について（依頼）・  東尾具 鱒  ■3月28日   
局長◆  日本商工会議 所会頭  

3月∴31日   労働基準局労働保険徴収課   3月29日   

第03甲0舶号  労働保険乗手続垂業一掃対策の実 施たっいて（依頼）  ′東尾具 率己  ．■3月28日   鱒長  全国商工会、 合食会長  
3月31日   労働基準局 労働保険徴収課   3月．29日  



基発発議文書台帳  

●．文書∵番号   鱒料－■   
起案月   

起案者  一  日   
発信 ■者  受信：者  ◆ 備考   

施行月・自・・   起案部署  決裁月  

潜0331007号  労働保険奉手続事業一掃対策の実 鱒にづヤ、て（依頼）  東尾具  
日  

紀   局長．  全国中小企業 団体中央会  
て■’‘3凡汁自   

．   

労働・拳準啓労働俸険徴収課   ：‘3月‘29日・   

会長  

第q331‥り0さ弾  労働保険準用指導員の設置 等に●ついで  東尾具 紀   
3月28甘  ■局長  率道府県労働  局長ご  

3月笥1日   労働基準局●労働保険徴収魂   3◆月30日   

‥第0血0呼号  平成17年鹿林業チェーンソー敵扱労働者藤野促 準システみ軍集わ依頼について．  吉田貴 則   ▲3月1．4自  労働省労働基  

準局長．   
∴3月3二1・日  労働基準局安全衛生部労嘲衛生諌   ■◆3月31日   

策03封01富号  林琴架線作業主任考免許規程の一部を改正する 件の制定について     ｛  兼好宣  3月24日．  厚生労働省労  
3月軍1日   働基準局長   

針についで・   
れ諷緻力囲丸馬畏．滞何増  
等・沈tま好絶丸根汰は  躇甘）   

3月・3，・1日・   
禽033・1甘Ⅰ負号  平成17年度地方労働行政連常方   富賀見英城  3月30日  定男靂望慾悪      都道府県労働  局長  

労御者準局総務課   ’∴3月30日  
J．  地方じん肺診査医の任免に■  

●第033I二dl痺   ついて   広   ・3月18日  厚生労働省労 基  関係部蓮府県  
働準局長   労働局長  

3月3・1日  労働基準局安全衛生部’労働衛生課   ・3月30日   

滞0由1014号  坪生労働管の所管ナる法令の成定に吉づく民間事業者等が行う番おわ 促存引こおけ綿隠退陪の抜群の利用た甲ナる省令についモ●  川端輝■■  

彦  3月字8日  厚生労働省労 働基準局長・  都道府県労働  局長 
．  

－3月31日   労働基準局安全衛生部計画課   ◆3月31日   

第033101畠号  登録数啓機関等の登録に対する登療免許税め深 税について  川端輝 彦   3月29日  厚生労働省労  
働基準局畢   

3月3・‘1日   労働基準局安全衛生部計画課   3月31日   

第033IO1年号  勒無音財産形成促進汝施行触りの一部を改正す る省令の施行について  藤田一琴 一出  

臼  3月25日  労働基準局長  各都噂府県知  事  

・3月31．日   労働基準局勤労者生活部企画課   ●3月30日   

東独31017号  屋外作業槍等における作業環境管理に閲するガイ ドラインについて  米倉隆 弘   3月23日  厚生労働省労  

働基準局長   局長  

●3月31日 労働基準局安全衛生部労働衝撃課3月3岬  



基発発議文書台帳  

ニ女暮春号   
・‘ 

起案月  
起案者  

日   
． 

施■行月 日   堪案部署  
舜愕 ■’者  受信者  胎毒・        駄裁月  

自   

■第b33101白号  犀外作染簸等における作欒環境管理に関するガイ ドラインについて  準倉●降 弘   
3月23日  厚生労働省労  

．働基準局長   
鼻  

●二二第P33‘1019号  掌裾覧‘  米蒼蔭  
弘   

3月28日  痩生労働省労  
働基準局長   

3月・3・1■日  ∴労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月30日．   
農83310細筆  り松城産業保鰊センター事欝夢託賓軌等の改正 について  一中野暗－  

夫   3耳9日  厚重労働省労  
：働基準局長   

ー3凡礼日  t・労働基準局安全衛生報労働衛生課   3月一31日   

状況調査きこついで、   

・，摘・～3博   ・欝03・3減軽  平成16年故に料曳る一般職ゐ国家公務負わ任用   和由推 弘・  3月311ヨ  労働基準局長  大臣官房人事  課長●  

～ 労働寒準鱒総務魂   3月31甘   

償03弛02・等号  部門間野置転換職声研修の講師派 遣に？いて  ′ト宮山彰浩  ■3月28日．  労 働基準局長  労働大学校長  

3月■31日   

・第03310之き号  公務災害の申請について・   
ー労働萄準局総務課   3月◆31日●      渡連絡  

子   

3月al●日  

3月31日  労働基準局長  大臣官房人事  院長  

労働基準局鱒務課  

●′ ′ヰ・・  
渡軍真理子  3月31日  厚生労働省労 働基準局長  関東財務局長  

中野晴夫  3月9日  厚生労働省労  

第0331－025号  平成17年度優良な健康診断機瀾の育成事其の依 顔について  働基準局長   

第0331・0芦6号  詐去慧芳勒に  中野晴夫  3月9日  厚生労働省労 働基準局長  （財）産業医学 振興財甲理事   

長    ∴3見出日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月31日・   

第033■io27号  平成17年庶「中′ト規模寄集掠鍵嘩づくり黎軌の・ 依頼について  藤本奈央 子   3月1．2日  厚生労働省労  
働基準局長   

・3月’31日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月31日  



′基発発議文書台帳  

起案■者  起案月 白▲   備考  文音番ヰ  

発信   受信者  備考   

施行月●日   起案部署  
決裁月  者  

●日   

・第q‘33102白号  中′ト規模事業場健康づくり事稟の 実施にういて  藤本奈央  
子   3月12日  厚生労働省労  

働基準局長   
．  

第0331（）29号  中小規模事業場博康づくり事業の 実施について  藤本奈央 子  3月－12日  厚生労働省労  
．働基準局長   

長十  
3月叫自   労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月31日   

平成17年度「過重労鱒・ルタルヘノ相対策に対す  

・第033103q号   る文枝の東夷についてjの依掛こついて   
子   3月12日  厚生労働省労 働基準局長 ・   

●3月針日  ・労働基準局安全衛生部労働衛生諌   －3舟3．1自   

第0、33．103i号  「i風量労働・メンタルヘルス対策に対する支援の充 実についで」の■実施について  藤本奈央 、子   3月12日  厚生労働省労 ’ 
働基準局長   

3月甘臼  ．労働基準局安全衛生部労働衛生課   3月31・日   
3月12■日  厚生労働省労  ：第0331032号  「過塵労喝・メンタルん嗅対策に対する支曜の充 実について」の実施に？いて・  藤本茶央 子．  ●働基準局長   

二3．月葦1日  労働基準鱒安全衝撃部労働衛生琴   3月31日■   長  

・第0331033号  平成17牢匿「産菜医等医師を対象とした研修等事 集Jの依掛こ？いて  藤本奈央 子   3月12日  厚生労働省労 働基準局長  （財）産業医単 振興財団理事  

長  

詐峰岬  労働拳準局琴全衛生部労働衛生課   ▲3月31日   

産兼医等医師を対象とした研修等  
第033川34号   事業の賽施にづいキ   子   3月12・甘  厚生労働省労  

働基準鱒長   

3月31日  ∴労働基準局安全衛生部労働衛生諌   3月31日   

第033．1035号  産業医等医師を対象とした疎腐藤 事業の奉施につい七  藤本奈央 子  3月12日  厚生労働省労 働基準局長  （財）産業医学 振興財団理事   
長  

3月31甘  労働峯準局安全衛生部労働衛生魂   3月31日  




