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汲裁月  者  

日 

第0401001号  化学物質対策徽及び化学物質評価窒鱒設置に伴 う事務の所輩等について  川越俊 治  3月29日   

厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質調査           3月31日   
準局安全凝崖部長   

4月1日  課  

第0408001号  畢生労働大臣登録疲査翠者に対する監査指導鹿 果及び改蓉要請について  井上栄 貴   2月17自  厚生労働省労働基  

準局安全狩生部長   
他29件  

4月’8日   労働基準局安全衛生部安全課   4月■8日   

第0416001号  公用旅券発給依頼について  準宣彰  4月13日   
厚生労働省労働基  

4月 
軍属安全衛生部長  外務省経 

課  

第0416002号  公用旅券発給依頼について  牧宣彰  、4月13日   

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   4月16日   
厚生労働省労働基  

4月16 
準局安全衛生部長   

第0419001号  平成16年度（第32回）労働安全・衛生コンサルタン ト親政専門要員会への職員の派遣について（回答）  今井義 ’人   4月19日  厚生労働省労働基  
準局資金狩生部晶   

番長  

4月1．9日   労働基準局安全衛生部 計画課   ．4月19日   

第0420001号  平成15年度′くルー国「労働安全腐生管理の向上J コース評価金環び閑活式への職員派遣について  含量潤一郎  4月16日  厚生労欄省労働基 準局安全衛生部長  国際協力機構   

4月20日   労働基準局安今衛生部計画課   4月20日   
理事 

第0420002号  r今後の労働安全衛生対策の在り方jに係る嶺討会 の開催及び経費の支出について  虎澤茂 樹   

4月12日  停生労働省労働基 準局安全衛生部長  参集者  

4月20日   労働基準局安全衛生浄計画課   4月20日   

第04210Pl号  r社団故人空気調和・衛生工学会」平成16年庶肇 貝会費眉の蓼嘱について（回答）  成田光 志   4月16日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  社団法人空気調 和・衛生工学全会   

長  

4月21日  労働基準局安全衛生部 



基安発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起露見  

起案者  
日   発信   受信者  傭草   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0510001号  r今後の労働安全衛生対策の在り方」に係る検討会 の開催及び経費の支出について  虎滞茂 樹   4月26日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  ．参集者  

5月10日   労働寒準局安全衛生瓢計画琴   5月10日   

第0513001号  r陸上貨物運送寄集に料ナる快適職場形成の推進 について」の一部改正について  鱒田光 志   4月9日  厚生労働省労働基  
軍馬安全衛生部長   

5月13日  労働牽準局安全衛生部労働衛生課   4月27日   

第0513002与  】SO／TC96京都国際会髄晩餐会への出席と挨拶に ついて   眞田嘩  5月7日  労働基準局安   恕団法人日本 クレーン協会  

全衛生部長    会長  
5月13日   労働基準局安全衛生部安全率   5月13日   

「正副本部長会議」への出席方につ  
第0520001号   いて（回答）   眞田暁  5月13日  厚生労働省労働基  

準局安全禅生部長   

5月20日   労働基準局安全衛生部．安全課   5月20日   

第0520002号  平成16年慶安全就策優良シルバ」人材センタ∵ 選定姿見会への職員派遣について（回答）   眞田暁  5月18日  労働基準局安  

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

第05買1001号  平成16年度第1回RST絆師研修会への紡師派遣 について（回答）  眞田暁  5月1■7日  厚生労隠者労働基 準局資金衛生部長  東京安全衛生 教育センター  

5月21日   労働基準局安全衛生部安全課   5月21日   所長  

第0521002号  第34回（平成1－6年庶）全日本ボイラー溶接士コンク ールの開催につい七（回答）   眞田暁．  5月10日  渾生労働省労働甚 軍属安全衛生部長  社団睦入日奉ポイ ラ協会会長代理  
5月21日   労働基準局安全衛生部安全課   5月21日 

永田秀昭  

第0526001号  労働安全・労働衛生コンサルタント試験専門委農会 への職員の派遣について（回答）  今井義 人  5月11日  厚生労働省労働基 準局資金群生部長  財団法人安全術 生技術詞働協会理   事長  

5月26日   労働基準局安全衛生部 計画課   5月26日   

第0占28001号  平成ユ6年虔（第54回）全国工作賀住着大会開催に 係る職員ガ派遣について   眞田暁  5月21日  厚生労働省労働基 準局安全締生部長  社団法人日本 ボイラ協会  

5月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   5月28日   

労働安全衛生基本調査調査票の使  
第0531001号   用について 樹   5月26日  厚生労働省労働基  

壁局安全衛生部長   

5月31日   労働基準局安全衛生部 計画課   5月31日  
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学校法人産．  

労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   第0608001号  J】CA／マレーシア国労働安全衛生能力向上計画 プロジェクト短期派遣専門家の推薦依頼について  倉豊潤一郎  ・5月31日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長   業医科大学理 、番長    6月8日  
倉重潤一郎  5月31日  厚生労働省労働基  学校法人 

第0608002号  J】CA／マレーシア国労働安全衛生能力向上計画 プロジェクト短期準達専門家の推蕗依頼について  

愛  
準局度会衛生部長   知工業大学学  

6月 8日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   長  

財団法人労  

労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   第06080b．3号  J】CA／マレーシア国労働安全衛生能力向上計画 プロジェ外短期派遣専門家の推薦依頼について  倉豊潤一郎  5月31日  揮生労働省労働基 準局安全衛生部長   働科学研究所 所長    6月 8日  
第0608004号  J】CA／マレーシア国労働安全衛生能力内上計画 プロジ土クト短期派遣専門家の推薦依頼について  倉董滞卜郎  5月3■1日  渾生労働省労働基 準局安全衛生部長   学校法人大  

阪医科大学学  
6月 労働基準局安全衛生部‖計画課   6月8日   長  

第0608005号  J】CA／マレーシア国労側安全衛生能力向上計画 プロジェクト短期派遣専門家の推薦依頼について  倉重潤一郎  5月31日  厚生労働省労働基 準局安全綽生部長  学校法人十文字 学周女子大草学長  

6月8日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月◆白日   

労働基準局安全衛生部計画課   6月8日   
麗0608006号  J】CA／マレーシア国労働安全衛生能力向上計画 プロジェクト短期派遣専門家の推藷依頼持ついて  倉重潤一郎・  5月31日  厚生労働省労働基 攣局安全相生部長  中央労働災害 防止協会理事  長  

6月8日  

第0608007号  委員の就任依頼について（回 答）  成田光 志  5月24日  厚生労働省労働基 軍馬安全徒菅生部長  独立行政倭人製 品評体技節基盤接 構理事長  

6月 8日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   6月8日   

第060如08号  監査指導の実施について   
成田光 志  3月29日  労働基準局安 全衛生部長  （社）日本作業 環境測定協会  

会畢  
6月 8日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   3月30日   

第0609001号  「今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会 （第5回）」の開催及び経費の支出について  虎澤茂  
樹   6月1日  厚生労働省労働基 準病変全緒生部長  参集者  

6月 9日   労働基準局安全衛生部計画課   6月9日   

新規化学物質に係る追加試験の要  
第0611001号   諸について   

也   
6月8日   

野生労働省労働基  

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

6月11日  課  
者  
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第0611’002号  新規化学物質ら羊係る追加試験の要 諸について  若林和 也  ’6月 8日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月11日   
準局資金衛生部長 

6月11日  課  
者  

新規化学物質をと係る追加試験の要  
第0611003号   諸について   

也   
6月 8日   

厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月11日   
準局資金締生部長   

6月11日  
者  

課  

第0611004号  新規化学物質に係る追加試験め要 諸について  若林和 也  ’6月 8日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部、化学物質対策           6月1．1日   
準局資金揮生部長  

6月11日  
考  

課  

第0611005号  全国支部事務担当賛佳肴会故における擢師派遣 について（回答）  眞田暁  、6月 2日  厚生労働省労働露 準局安全衛生部長  林菜・＊材襲連発 労働災容協会会長  
6月11日   労働基準局安全衛生部 安全課   6月11日   

建設業労働衛生管理講座への講師  
第0614001号   派遣について   紀 5月Z6日  厚生労働省労働基  

軍属安全衛生部長   

6月14日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   6月14日   

第0617001号  平成16年度労働安全衛生コンサルタント研修会へ 甲持師派遣についてく回答）  今井義 人  5月24日  厚生労働省労働基  
準局資金揮生部長   

ルタント会会長  

6月17日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

第0621001号  JICA／マレーシア国労佃安全帝生態力向上計画ブロジ声クト長期振返 塔門家（臨床管理り、間工学）の舷慮故罰について   倉豊潤一郎  6月15日  厚生労働省労働基  

6月21日   労働基準局安全衛生部計画課   6月21日   
準局資金街生部長   

第0624001号  コーヒー液の抽出工程における一酸化炭素中毒の 防止について  若林和 也  6月15日   
厚生労働省労働雇 局全衛生農  （址）皇取組挿玖珂工罵会． ロ＊コーヒー麟H随会．全 8串茶子伍会 

労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月23日   
準安部    ．8ホ筍科エ  茶会金茶  

6月24日  課  

6月15日   第0624002号  コーヒー液の抽出工程における一酸化炭寮中奄の 防止について  若林和 也  
厚生労働省労働基  

（社）全日本コ  

準局安全衛生部長   ーヒー協会会  

6月24日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策           6月23日   長  

課  

第0624003号  コーヒー絞の手由出工程における一酸化炭素中毒の 防止について  若林和 也   6月15日   
厚生労働省労働傷  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   6月23日  
準局安全衛生部長   

6月24日  



基安発 発議文書台帳  

文書拳号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  鹿考   

施行月 日   起．案部署  
駄裁月  者  

日   

第0625001号  J】CA／マレーシア国労側安全朝生能力向上計画プロジェクト短期挿昔 専門家の露暮位級について捕棟に蓮田する筋骨格箭渾答の予防）‘  倉豊潤一郎   6月23日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  大臣官房国際  院長  

6月25日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月25日   

第b629001号  

6月29日  

第0629002号  

6月29日  

第06290－03号  

6月29日  
JICA／マレーシア画労備安全鞘堂能力内上汁回プロジュクト短期派遣  

第0629004号   専門家の詫茹板塀について（高遠把体グロマトグラフ及Wオンタロマト グラフにネる分析法）  倉重潤一郎  6月25日  J草生労働省労働基 準局安全衛生部長  大臣官房国際  隈  

労働基準局安全衛生部 計画課   6月29日   
草  

6月29日  

第0630001号  労働者の疲労蓄積度チェックリスト の送付について  藤本奈央子  6月24日  厚生労働省労働基 雄局安全狩生部長  都道府県労働  局長  

6月3ロ日  労働基準局安全衛隼部 労働衛生課   ●6月29日   

厚生労働省労働基 準局安全禅生部長   

6月30日  労働基準局安全衛生部・労働衛生課   6月29日   
第0630002号  労働者の疲労蓄積率チェックリスト の送付について’  藤本奈央子  ■6月24日     独立行政法人労 働者健庶福祉稔構 正美保蛙担当理事  

厚生労働省労働 軍馬安全搾生部   

6月30日  労働基準局安全衛隼部労働衛生課   6月29日  
廉0630003号  労働者の疲労蓄積度チェックリスト の送付について，  藤本奈央子  6月24日     社団法人金属労 磯基準関係用件逆 合全会長  
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第070200■1号  JICA／マレーシア国労働安全部生態力向上相国プロジェクト短期派遣 専門家の推蕗依餅について（8奉の労曲解生管理）  倉凌潤一郎   6月30日  厚生労働省労働基  

7月2日   
準局安全腐生部長   

第07060・01号  J】CA／マレーシア匡I労働資金新生能力向上計画プロジェクト長期搾迂 専門馴鹿庶管理・人間工学）の稚苗放訊こついて鱒昔）  倉豊潤一郎  7月6日  厚生労働省労働基 準局安全据生部長  大臣官房国際   

7月 6日   労働基準局安全衛生部 計画課   7月6日   
課華 

第0707001号  平成16年度主要法曹励巡視の結団式への出席 依頼について（回答）  眞田暁  6月23日  厚生労働省労  

7月 7日   労働基準局安全衛生部 安全課   7月7月   
嘲基準局長   

JICA／マレーシア国労佃安全朝生能力内上計画プロジェクト短期派遣 

第0709001．号  ， 専門家の絶好にらいて（篤熊性掟既の稔明と千路／杭娘役呼吸器陸省 の診塀と予防）   7月8日・  労働基準局安  

7月9日   労働基準局安全衛生部 計画課   7月9日   
全衛生部長   

第0712001号  指定登録後関に対する監査指導の実施結果及び 改音質諸について  猿田紀 子   7月2日  厚生労働省労働基  
準局資金衛生部長   

7月12日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   7月12日   

第0715001号  r今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会 （第6回）Jの開催及び経費甲支出について  原澤茂 樹   

7月2日  厚生労働省労働基 準烏麦金衛生部長  参集者  

7月15日   労働基準局安全衛生部計画課   7月15日   

第0716001号  製鉄審藻場における化学設備等の定期自主検査 等の徹底について  城井裕 司  7月9日   
厚生労働省労側儲   社団法人日  

労働基準局安全衛生部イヒ学物質対策           7月13日   
準局安全衛生部及   本鉄鋼連盟  

7月16■日  
課  

第0716002号  製鉄事黄楊における化幸設備等の定期自主検査 等の徹底について  城井裕 司   7月9日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           7月13日   
準局安全種生部虞   

7月16日  課  

第0720001号  JICA／マレ∴シア国労側安全覇生能力向上計画ブロジ茶クト短期旅簿 専門家の絶好低頭について（作集環抗討定（有石化学物質い  倉重潤一郎  7月16日  厚生労働省労働基  

7月20日   
準局安全群生部長   

周07亭0002号  欝42回ボイラー溶接士溶接技能競技会国大会に 停る職員の派造について（回答）   眞田暁  7月 8日  厚生労働省労働基 準局安全符生部長  社団法人ポイラ・ク レーン安全協会会   

長  

7月20日   労働基準局安全衛生部 安全課   7月2白日  



基安藤発議女書台帳  

文書番号 件名   
起案・月  

起案者   ノ1日   
発信 ‘ 

施行月 日   起案部署  
決裁月  者 

日   

第0722001号  日本械械工業連合会安全衛生部会で甲書経綾につ いて（回答）  吉岡健   7月15自  厚生労働省労働基  
準局安全拝金部長   

7月22日   労働基準局安全衛生部 安全課   7月22日  



基安発 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   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0803001号  造船共における塗装作業による有棍棒剤中毒予防 対策の徹底について  高橋真茶葉  7月22日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           7月28日   準局安全解全部長   

8月 3日  
船工黄金会長  

課  

第0803002号  造船業における塗装作単による有械溶剤中毒予防 対策の徹底について・   7月22日   

労働基準鱒安全衛生部化学物質対策           ‘7月28日   
厚生労働省労働基  

8月 3日  
準局安全衛生部長   

課  

中央労働災審防止  第0803003号  平成16年度「作策場におけるリスクマネジメントjコースの紐福村耗及び 詳伝会、約鱗弐への砥魚拓遣にづいて  倉豊潤一郎  7月26日  厚生労働省労働遅  

8月3日   労働基準局安全衛生部計画課   8月3日   
準局安全衛生部長  

及  

第0803004号  平成16年度「作東掛こおけるリスクマネジメントJコースの地籍相法及び 辞信金、問！産気への槻降注について   倉羞潤一郎  7月26日  厚生労働省労働墓  

8月 3日   
攣局資金衛生部長   

労働基準居安全衛生部 計画課   8月 3日   際センター所長  

第0803005号  JICA／マレーシア置昏倒ま食餌生能力内上計画プロジ温クト短期托簿 専門家の稚苗触折について（人間工学的作製改啓）   倉豊潤一郎  7月27日  厚生労働省労働基  

8月 3日   労働基準局安全衛生部 計画課   8月3日   
準局安全衛生部長   

第0810001号  公用旅券発給依痺につ，いて  牧宣彰  8月4日   
厚生労働省労働基  

8月10日   
準局安全衛生部長  外務省経 

課  

成層光  
第0810002号  監査指導の実施について  

志   
3月29日  厚生労働省労働基  

軍馬安全衛生部長   
全会長  

8月10日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   3月30日   

第0823001号  

8月23日  

第12回全層クレ∵ン安全運転競技  吉岡健   
第08、23002号・  8月3日  厚生労掛省労働基  社団法人 日  

準局安全衛生部長  

8月23日   労働基準局安全衛生瓢・安全課   8月23日   
全会長  

第6回労務分科委員会への職員の  
第0824001号   派遣について   

人   8月18日  厚生労働省労働基 準局安全符生部長  労務分科委員 寧日本側事務  局 

8月24日   労働基準局安全衛生部 計画課   8月24日  



基安発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
堪素月  

起，案者  
日   発虐  

施行月 日   起案部署  
●者   

日  

仇    一一暮 …帯川．；．向  
第0827001号  新規化干物 

弘   厚生労働省労働層  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           ■8月27日   
準局資金衛生部長   

8月27日  課  
者  

第0827002号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸について  吉見友 弘  8月4日   
厚生労個省労働基  
隼属安全腐生部長   

8月27日   
者  

労働基準局安全衛生部化学物質対策        課   8月27日   

新規化学物質に係る追加舐験わ要 請について  吉見友  
第0827003号  

弘   

労働基準局安全衛生部 化学物質対策   8月27日  
厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  鱒出事業 者 

8月27日  
課  

蓮ふ血㍍斤  士          夢0827004号  新規化干物賢に係る追加試験の要 諸について  ロ見友 弘  8月4日   

厚生常備省労働基  

労働基準局安全衛生部化学鱒質対策           8月27日   
箪局安食衛生部長   

8月27日  
者 

課  

第0827005号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸について  吉見友 弘  8月．4日   
厚生労働省労働基 準局安全綺生部長  届出事業 ・者  

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

課  

凱山   一川 …訝趨，；．鷺ヨ           第0827006号  新規化干物質に係る追加試験の要 諸について  口見友 弘  8月4日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           8月27日   
準局安全据生部長   

8月27日  課  
者  

新規化学物質に係る追加試験の要 請について  吉見友   8月4日   
第0827007号  

弘  厚生労働省労働雇  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           8月27日   
準局安全循生部長   

8月27日  
者  

課  

第0830001号  第36匝汐レーン逆転及び玉樹け技能境技全国大 会への派遣について  吉岡健   8月1．2日  厚生労働省労働基  
準局安全揮生部長   

会長  

8月30日   労働基準局安全衛生部 安全課   8月30日  



基安発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  鱒老   

施 起案部署  
者  

日 

第0901001号  精神科医を対象とした産焦燥健に関する研修の周 知についで．  藤本姦央子  ■7月15日  労働基準局安   （辻）臼手鑑鮮魚会姦．く辻〉 甘利芳沖粗筋院杭全会眞． （吐）甘串持沖神技l肌膵臓 は含会長．く辻〉日本隋沖緯  全衛生部長      枝幸主観事兵．（中〉B串l皇 台所院持諦監事金管孤  

9月1日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月1日   8串圧茫洋押院庄牟会会長  

第0903001号  j】CA欝三撰集国許転／ブラジル国労俄群生プロジェクト在外技紆研修 ！郎軍（換気及び排気）の雅点について（依現〉   

9月 3日   労働基準局安全衛生部 計画課   9月3日   倉豊潤一郎  9月1日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  中央労働災害 防止協会理事  長  

第0906001号  欝19回全国フォークリフト運転競技大全への職員 の派造について（回答）  眞田暁  9月2日  厚生労働省労働基 準局安全搾生部長  陸上貨物遅達事兼 労働災審防止協会   会長  

9月6日   労働基準局安全衛生部安全課   9月6日   

安全管理指導専門家養成研修への  吉岡健   
第0907001号  8月25日  厚生労働省労働題  

準愚安全衛生部長   
会長   

9月 7日 労働基準局安全衛生部 安全課   9月7日   

第0927001号  平成16年劇ICA集団研掟「砕投∃尉こおける労傲安全管理njコース詳 僅会及び開蛙式｛の痔員派遣についで  倉墓潤一郎  9月14日  厚生労働省労働基  

9月27日   労働基準局安全衛生部計画課   9月27日   
準局安全押生部長   

第0927002号  J忙A第三国熱田研捗／ブラジル国労倒閣生プロジ古外在外技術零封伝 伏辟（換気及び排気）の指笛について（回笛）   9月22日  厚生労働省労償慮 準局安全衛生部長  大臣官房国際  課長  

9月27日   労働基準局安全衛生部】、，計画課   9月27日   

第0929001号  登録 
性能検査機関等に対する監査 指導の実施について  井上栄 貴  9月15日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  登録検査機関 等の長  

9月29日   労働基準局安全衛生部・安全課   9月28日  



基安発発議文書台帳  

文書拳号   件   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  鱒垂   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第1007dol号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸について  亭界友 弘  9月30日   
厚生労働省労働層  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           10月7日   
準局安全禅生部長   

10月7日  
者  

課  

第1007002号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸について  吉見友 弘  9月30日   

厚生労働省労働基 準局資金腐生部長  届出事業  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           10月）ナ日   
1P月7巳  課  

者 

新規化学吻質に頗る追加試験の要  
第1007003号   諸について 

弘   
9月30日   

厚生労働省労働基  
準局安全据生部長   

1●0月7日  労働基準局安全衛生部化学物質対策  
者  

課  

第100ね04号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸について  吉見友 弘′  9月30日   
厚生労働省労働基  
準局安全腐生部長   

ノ 10月7日  労働基準局安全衛生部化学物質対策           10月7日   課  
者  

第1007005号  新規化学物質に係る追加試験の要 諸にづいて  吉見ノ友 弘  9月30日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           10月て日   
笹局安全衛生部長   

10月7日  
者  

課  

第1018001号  公用旅券発給依頼について・  弊宣彰  10月6日   
厚生労働省労働基  

10月18日   
準局安全増生部長  外務省経 

課  

建設業労働災  

10月22日   労働基準局安全衛生部安全率   10月22日   
第1022001号  災害後旧工事等における労働災容防止対策の撤 底について  兼好宣  10月21日  厚生労働省労働基 尊属資金額生部長   事防止協会会  

、長  

災昏襟旧＝事等における労働災賓防止対策の徹  
第1022002号   底について 

東好富  10月・21・日・  厚生労働省労働基 準濁度金環ぎ生部長  都道府県労働 基準局長  

10月22日   労働基準局安全衛生部 安全課   10月22日   

第1022003号  講師の派遣について（回答）■  牧宣彰  10月15日   
日本労働衛生  

10月22日   
厚生労働省労働基 準局安全裾生部長   工学金運常襲      労働基準局安全衛生部 化学物質対策   10月22日   課     員長   

第1029001号  新潟県中越地震による災奪復旧工事における労働 災客防止対策の徹底について   兼好宣  10月28日  厚生労働省労働基  

10月29日   
準局資金衛生部長  新潟労働局長  

労働基準局安全衛生瓢安全課   10月29日  



基安発発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
発信 J  受信者  牒憂   

施行月 日   起案部署  
決一哉月 者  

日   

建設業労働災  

10月29日   労働基準局安全衛生部安牟課   10月29日   第1029002号  新潟県中越地震による災客復旧工事における労働 興奮防止対策の徹底について  東好宣  10月28日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長   奮防止協会会  長  

第102900■3号  新潟県中越地震による災審復旧工事における労働 災書防止対策の徹底について   兼好宣  1．0凰28日  厚生労働省労働基 準局安全備生部長  （牡）全回建設煮協 会会長、（社）計本 建設集団停連合会  
労働基準局安全衛生部 安全課   10月29日  10月29日  会長  



基安発 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   起案部署  
者  

日   

第1102001号  次亜塩素酸塩溶絞と酸性溶漕との浪触による塩素 中毒災審の防止について   若林和   9月30日   
也  厚生労働省労働基 準周安全狩生細長  関係団体の長  

労働基準局安全衛生部化学物質対策  
11月2日  課  

第1102002号  次亜塩素酸鑑溶液と酸性溶液との混他による塩素 中等災奮の防止について  J若林和 ・也   

9月30日   

厚生労働省労働基 準局安全衛生部及  関係団体の長  

11月2日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策           10月26日   

課  

廃1102003号  次亜塩素酸塩腐液と酸性溶液との混触による塩素 中電災書の防止について  若林和 也’   

9月30日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部．化学物質対策           10月26日   
軍属安全腐生部長   

11‘月 2日  
課  

（辻）8奉旭拉払拭工芸全会  
其．（辻）会同コンクリートE 重  

第1109001号  コンクリートポンプ車のブームめ破損による労働災 害の防止の一層の徹底について  東好宣  10月5日  厚生労働省労働基 尊属安全符生部長    芸事宗田仲通合食野伐 旺昆露出災苔預血也全会  

長．騒Ⅱ府政劣出馬泉．三  

11月9日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月5日   更正工宗（椋〉・1専恵苓逼串  
．1爪三  

長．（社）丑山コンクリート圧  

第1109002号  コンクリートポンプ奮のブームの破鏡による労働災 客の防止の一周の徹底について∴   ・兼好宣  10月5日  厚生労倒省労働基 肇局安全雅生部長  く社）日串はほl置紘工発会会  造亭宗田炸込合会会長・怯 旺責芳肋pと苫防止投票会  

嵐牒職鳳射馴蟻漉．三  

11月 9日   労働基準局安全衛生部安全課   11月、5日   E汲工苗（ほ〉・埴戴苓諒串  
顎l串郡長  

（籠）8＊提ほ侵はエ罷全会  
鼠（吐〉金田コンクリート圧  

第1109003号  コンクリートポンプ寮のブームの破損による労働災 客の防止の一周の徹底に？いて  兼好宣  10月5日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長    造稲斑件込合会会長・桟 ◆【■■■  

11月 9日   長．転注椚爪井桁局長．三 罠正工芯くは）・埴凛亭記事 郡市苗l畏       労働基準局安全衛生部安全課   11月 5日   
第1109004号  コンクリートポンプ車のブームの破鏡による労働災 寄の防止の一層の徹底について   

軋（辻）食巳コンクリート圧  
東好宣  10月5日  厚生労働省労働基 準局安全揮生部長  （故〉日傘唱法旺托工芸会会  這稲田件退会全会長・址 l象露芳肋畏警防止法会会  

労働基準局安全衛生部 安全魂   11月5日   
点．拉正閏1諷労肌晶凰三  

11月9日  
廷正二扁（瞳ト1寺井写責串  

臣年前良  

第1109005号  労働安全衛生コンサルタント読取専門委員全会体 会級への職員の派遣について（回答）  今井拳 人   10月22日  厚生労働省労働基  

軍属安全待生部長   
事長  

11月9日   労働基準局安全衛生部・計画課   11月9日   

第1119001号  平成16年度産梁医学J】CA集団研修コースアクシヨ ンプラン発表会等への職員派遣について   含量潤一郎  11月16日  厚生労働省労働基 準局資金循生部長   国際協力機構  
九州国際セン  

11月19日   労働基準局安全衛生部 計画課   11月19日  ター  



基安発 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 起案部署  
者  

日   

第12P7001号  講師の派遣について（回答）  牧宣彰  11月26日   中央労働災害  

12月7日   
労働基準局安全衛生部化学物質対策           12月7日   厚生労働省労働基 準局資金種生部長   防止協会理事  

課  長  

第1208001号  

12月8日  

第1209甲1号  国立身体陣容者リハビリテーションセンター学院義 肢装具常における搭義への絆師の派遣について  渡辺聡  12月7日  厚生労働省労働基 軍属安全群生部長  国立身体陣容者リ ハビジテー・ションセ  

12月9日   労働基準局安全衛生部 計画課   12月9日   
ンクー総長  

第1213001号  講師の派選について（回答）  牧宣彰  12月3日   社団法人日  

12月13日   課  厚生労働省労働基 軍属安全衛生部塁   本保安用品協 全会長・      労働基準局安全衛生部化学物質対策           12月13日   

平成16年庶JICAマレーシア誓労伽安全鞘生能力内上汁画ブロジェタ  

第1217001号   ト羞研削鋸卦呼門層（作♯環境知定）の稚露位頒についで（代替喀門家 推薦依頒），  倉重潤一郎  12月15日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  中央労働災害 防止協会理事  長  
12月17日   労働基準局安全衛生部 計画課   ・12月17日   

第1228001号  

12月28日  
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文書番号   件名   
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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0112001号  講師の派遣について（回答）  準宣彰  1月5日   中央労個災零防止  
厚生労働省労働基  

1月12日   課  準局安全腐生部長   協会日本バイオ アッセイ研究センタ 一所疫  

第0113001号  コンサルタシト試験員（口述試致）の嬰嘱について （回答）  今井義 人  ′1月12日  厚生労働省労働基  
準局安全衛生部長   

長  

1月13日   労働基準局安全衛生部 計画課   1月13日   

自治労安全衛生集会への講師派遣  ‘今井・義   
第0．117001号  

人  1月13日  厚生労働省労働基 雄局安全衛生部長  全日本自給団  

1月17已   労働基準局安全衛生部 計画課   1月17日   
働局長  

第0118001号  

1月18日  

第0124001号  平成18年庶j忙Aマレーシア置労偽安全部生能力内上汁画ブロジェク ト短期続落専門家（作繋環境科定（布引ヒ学物質））について  倉豊潤一郎  1月21日  厚生労働省労偲あ基 準局安全紺色部長  大臣官房国際  課長 

1月24日   労働基準局安筆衛生部計画課   1月24日   

1月31日   労働基準局安全衛生部■計画課   1月31日  
第0131001号  タイ国へのJ】CA短期専門家（中′J、企集に対する労 働安全衛生の影響評価）の推薦について  倉皇潤一郎・  ∴1月28日  厚生労働省労働基 準局資金狩生部長  中央労働災賓 防止協会理事  長  



基安発 発議文書台帳  

文書番号   名   
起案月  

起案者  
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施行月 日   起案部署  
汲裁月  者   

日   

第0201001号  公用旅券発給依頼について  牧宣彰  1月18日   
厚生労馳省労働基  

2月1日   準属安全相生部長  外務省経 課  

第0201002号  公用旅券発給依頼について  牧宣彰  1月18日   
厚生労働省労働基  

2月1日   準局安全衛生帝展   
長  

課  

第0210001号  PCB廃棄物の処理作楽等における安全衛生対策 について  城井裕 司’  ユ2月15日   
厚生労働省労働墓  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           12月・22日   
墜局安全相生部長   

2月10日  課  

第0214001号  タイ国への刀CA短期専門家（中／j、企熱こ対する労 働安全街生の影響評価）の推萄宰ついて（回答）  倉重潤一郎  2月10日   厚生労働省大  

2月14日   労働基準局安全衛生部 計画課   2月14日   
厚生野馳省労働基 準局安全相生部長   臣官房国際誅  

長  

第0217001号  平成16年劇にA庄団研蛙「作酸柳こおける人間工学コース」に係る詮 指肘諮、好伝会及び納経式への碍旦鞭造について   

倉豊潤一郎  2月15日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部長  中央労働災審防ヰ 協会大阪労働蘭 生総合センタ 

2月17日   労働基準局安全衛生部 計画課   2舟17日   
ー所  

長  

第0217002号  平成16年劉‡CA妹認研蛙「特集穏における人間工学コースJに喋る紐 稽肘話、絆伝会及び閉経式への職員派迂について  倉重潤一郎  2月15日  厚生労働省労働基 軍馬安全衛生部長  独立行政故人回 際協力枚哨兵庫国  
2月17日   際センター所長      労働基準局安全衛生部 計画課   2月17日   

第021て003号  マレーシア国労蝕安全鞘生態力向上計譲プロジ声外長期派掠専門家 （造築鶴F生工学）の蹄連邦問延長について（依郵   

2月17日   労働基準局安全衛生部計画課   2月17日   
ノ倉豊潤∴郎  2月10日  厚生労働省労働基 軍属安全衛生部虔  中央労働災書 防止協会理事  長 

第0225001号  叙歎申請における住民票（写）‘、戸籍抄本及び刑罰 等閑容の交付について（依頼）・  佐藤健 ・・五  
にコ   2月24日  厚生男側省労働基 準荷受金箱生部長  渋谷区長  

2月25日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   2月25日   

第0225b02号  叙熱中諸における住民票（写）、戸籍抄本及び刑罰 等駒啓の交付について（依頼）  佐藤健 五  
Fコ   2月24日  厚生労働省労働基 準周安全腐生部長  準谷区長  

2月25日  労働基準局安全衛生部、労働衛生課   2月25日   

第0228001号  登録数造時等検査槻関としての適正な貴族運営にミ 係る改草葉諸ついて  井上栄 貴   

1月14日  原生労働省労働基 軍馬安全椰生部長  社団法人日本 ボイラ協会会  長  

草月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月28日  
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登録性能検査機関等としての適正  
第0228002号   な業務運営についで   

2月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月■28日   

貴   1月14日  厚生労働省労勘基 軍属安全揮鹿部長  社団法人日本 クレーン協会 会長、  
第0228003号  登録製造時琴検査権関等としての適正な兼務運営 について  井上栄 血1 臼  1月14日  厚生労働省労働甚 軍属安全緒崖部長  社団法人ポイラ・ク レーン安全協会会  芦  

2月28日   労働基準局安全衛生部安全課   2月28日   

第0228004号  登録性能検査機関としての適正な 業務運営について  井上栄 貴  1月14日  厚生労働省労働基 準局安全腐生部長  株式会社杭督促険 ジャパン代表取締   役  

2月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月28日   

登録性能検査機関としての適正な  
第0228005号   業務運営について   

血 1月14日  厚生労働省労働基 準席安全布佐部長  シマブン土ンジニ アリング株式会社  代表取締役  

2月28日   労働基準局安全衛隼部安全課   2月28日   

登録型式検査機関等としての適正  
第0228006号   な業務運営について   

2月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月28日   

費 
1月14日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部漫  社団法人産業 安全技術協会 会長  

登録個別検査機酪としての適正な  
第0228007号   業務運営について   

貴   1月14日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  株式会社鏡像ジヤ バン・リスクマネジメ  ント代表取禰役  

2月28日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月28日   

第02280p8号  指定試験機関としての適正な業務 運営について  井上栄 貴  1月14日  厚生労働省労働基 軍属安全稀生部長  財団法人安食群生 技術試験協会理事  長  

2月28日   労働基準局安全衛生瓢安全課   2月28日   

第0228009号  指試験関 財団法人安全相生  

定機としての適正な業務  井上栄●  1月14日  厚生労勧省労焼基 軍属安全蘭生部長       運営にづいて  貴    技術試験協会北 海運安全揮生抜術  

2月28日  労働基準局安全衛生部 安全課    ．2月28日  
センター所長  
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決裁月   者  

日   

第0301001号  轡定化学物質等製造許可証甲再交 付及び書替えについて  高橋真奈美  2月24日   
厚生労働省労働基  

労働基準局安全衛生部化学物質対策           3月1日   蜂鳥安全衛生部長   
3月1日  

課  

第0301002号  マレーシア国労職安全部生態力向上計画ブロジェグト長期派追啓門課 （還於新生工学！の搾藻期間邁長について偶冬）   倉重潤一郎  2月28日  厚生労働省労働基  

3月1日   
準局安全率生部長   

労働基準率安全衛生部計画課   3月1 

第0317001号  監査指導の実施について   
川越俊   3月14日   

治  

厚生労働省労働基準局安全衛生部計           3月17日   厚生労働省労働基 準局安全衛生部長  社団故人日本労 働安全衛生コンサ ルタント会章長  
3月17日  画課  

マレーシア国労働安全衛生能力向上プロジェクトへ  
第0318 

答）   全衛生部長   課長  
3月18日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月18日   

在外公館における公用旅券の新規  倉重潤一郎  3月18日  労働基準局安  
第0318002骨   発給につセ、て（依頼）  

会得生部長   琴長  
3月18日   労働基準局安全衛生部計画課   3月18日   

検査業者の登録等に係る事務処理  井上栄   
第0322001号  

3月22日   労働基準局安全衛生部 安全課   3月22日   

貴  
3月18日  隆生労働省労働基 準局安全衛生部長  都道府県労働  

第0324POl骨  製造♯における自主的な変全衛生管理活動の促 進について   船井雄一郎  3月18日  厚生労働省労働基 準周東全衛生部長  都道府県労働  局長  

労働基準局安全衛生部 安全課   3月24月   3月24日  

第0331001号  

3月31日  

第0331002号  

3月31日  




