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化学物質対策課の設置に伴う事務  
第04plOOl号   の所掌について   

治   3月29日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   

局労働基準部   

4月1日   
全課長   長  

第04050Pl号  独立行政倭人産発安全研究所に対する災害調査 への協力に関する依頼について   4月5日  揮生労働省労働基 準局安全衛生部安 全課長  独立行政態人定菜 安全研究所理事長  

4月5日   労働基準局安全衛生部 安全錬   4月5日   

第0408001号  厚生労働大臣登録の検査業者に対 する改善要請について  ー井上栄 貴  2月17日  厚生労働省労働基 軍馬安全衛生部安   
烏労働基準部費金  

全課長   主務課長 

4月8日   労働基準局安全衛生部 安全課   4月8日  
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第05．12001号  移動式クレーン等の製造検査等に当たっての留意 事項について  芳司俊 郎  3月8日  野生労働省労働甚 準局安全衛生部安   働基準部費金主務   
全課及 課長  

5月12日   労働基準局安全衛生部安全課   5月12日   
船井雄一郎  4月27日  厚生労働省労働雇  

第051300－1号  平成16年庶労働災審防止特別安全衛生診断事強 に係る対象啓発坂寄の把握について  準埼安全衛生部安   

5月13日   全課長   
生活課長  

第0514001号  研削盤専横遠敷格好31粂に基づく適用除外の申 緒（回答）  ’井上栄  貴  5月11日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   全課長   挙証安全衛生課長  

5月14日   労働基準鱒安全衛生部安全課   ，5月14日   

第0514002号  研削盤専横造規格第31粂に基づく適用除外の申 緒（回答）  井上栄 貴  5月11日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部変   
働基準部費金患譲   

全課長   課長  

5月1・4日   労働基準局安全衛生部 安全課   －5月14日  
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第0602001号  外国琴による技能講習用補助テキ  船井雄一郎  5月31日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労     スト等の活用について    準局安全領生部安  全課長  働基準部費金主謀  課長   

労働基準局安全衛生部安全課   6月2日   6月2日  

外国語による技能静習補助テキスト   船井雄一郎  5月31日  厚生労働省労働基  社周法人日本  
東0602002号               の提供について  準局資金衛生部安   

労働基準局安全衛生部安全課   6月2日   
全課長   

6月2日  
会長  

第0603001号   災害調査等へめ協力に係る依頼に ついて  贋田暁  6月3日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安  考課  独立行政法人直菓 安全研究所理事長  

6月3日   労働基準局安全衛生部・安全課   6月3日   

第0607001号  クレーン機能を備えた車両系建設桂城のクレーン  芳司／俊  3月28日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労     部分に係る定期自主検査者教育について  郎   準局安全鮮生部費   働基準鮨安全生活   
全課長  課鼻   

6月7日   労働基準局安全衛生部安全課   6月7日   

主検査実施状況の報告について  
第d6080■01号  都道府県労働局長登録の検査発着に係る特定自  井上栄 貴  6月7日一  厚生労働省労働基  都道府県労働局労         準局安全衛生部安  全課長  働基準部費金主諾  課長   

6月8日   労働基準局安全衛生部安全課   ．6月8日   

労働基準局安全衛生部安全課   6月9日   
第0609001号  登録教習機関等に係る個人情報の  眞周暁  ・5月17日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労     保護について    準局資金衛生部安  全課農  働基準部安全衛生  主務課長   

6月9日   

船井雄一郎  ▼6月9日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労  
第0617001号  r派遣労働者の安全と健康の確保のためにj（ジ∵フ             レット）の送付について  準局安全衛生部安    働基準部費金衛生  

6月17日   全課長  主務課長  

船井雄一郎  6月9日  厚生労働省労働  
第0617002号  「派遣労働着の安全と健康の確保のためにj（リーフ レット）の送付について  準局安全衛生部  長  

6月17日   労働基準局安全衛生部′安全課6月17日 全鵬  
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第0705001号  ゴンドラの構造部分に使用する鋼材  成毛節  6月25日  厚生労働省労働基  官疲労痴局労働基     の照会について    準局資金蘇生部費  全課長  準部安全衛生ま諾  課長   

7月5 労働基準局安全衛生部．安全課   7月5日   
ゴンドラの構造部分に使用する鋼材   鹿毛節  6月25日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労  

第0705002号               の照会について  準局安全腐生部安   
全課長   課長   

7月5日   ′ナ●  践   7月5日   カ     P      P   
広島労働局労働基  

クレーンの構造部分に使用する鋼   成毛廃  6月25日  厚生労働省労働基   準部安全主溝謀  
第0705003号                材に照会について  準局資金衛生熱安   

労働基準局安全衛生部豪全課   7月5日   
全課長   

7月5日   
長  

広島労働局労働基  

に照会について  第0705004号  クレーンの構造部分に使用する鋼  成毛嶺  6月25日  揮生労働省労働基   準部安全塗巌課     材    準局安食衛生部穿  全課長  長、都道府県労働 基準部費金主譲課   
労働基準局安全衛生部安全課   て月5日   7月5日   長  

労働基準局安全衛生部■安全課   7月5日   
第0705PO5号  独立行政魔人産業安全研究所に対する災審調査 等への協力に係る依掛こついて  眞田暁  7月5日  鹿生労働省労働基 準局安全衛生部安  全課長  独立行政法人定莫 安全研究所理事長    75日  

月  

船井雄ふ郎  7月15日  厚生労働省労働基  社団法人計本労働  
第0722001号  平成16年度労働災膚防止特別安全衛生診断肇凝             実施細目について  準局資金群生部安   

7月22日   全課長   
タント会会長  

第0722002号  平成16年度労働災膚防止特別安全衛生診断率染  船井建一郎  7月15日  厚生労働着労働基  都道府県労働局労     実施細巨について    準属安全衛生部変   

7月22日   全課農   
主務課長  

第0729001号  構造規格道風除外の一取扱い  井上栄  7月26日  坪生労働省労働基  都道府県労働局労     につレ 
貴  

全課及   準局資金衛生部安    働基準覿安全主務  課長   

7月29日   労働基準局安全衛生部安全課   7月29日   

第0729甲2号  研削姓専横進規格如1粂の規慮に基づく適用除  井上栄  7月26日  生労働省労働基  都連府県労働局儲     外について  貴   厚 準局資金衛生部安   働苫準部安全生活   
全課長  鞍長   

7月29日   労働基準局安全衛生部安全課   7月29日   

第0729003号  研削盤等構造規格第31粂に基づく適用除外照会  井上栄   
6月18日  生労働省労働甚  都道府県労働局労  

準格安金衛生部衰   
全課長   課長   

7月29日   労働基準局安全衛生部安全課   7月29日  
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第0729004号  研削紘等構造規格第31条に基づく適用除外照会 に対する通知（全局）  井上栄 貴  6丹18日  野生労働省労働届 準局安全衛生部虞   

働基準部安全主諌   
全課長   翠長  

7月29日   労働基準局安全衛生部 安全課   7月29日  
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日   

第0804001号  平成16年慶安全優良職長厚生労働大臣取彰（第7 回）の実施に係る留意事項について  兼好宣  7月30日  厚生労働省労働基 準局資金禅生部安   全課長   

8月4日   労働基準局穿全衛生部安全課   8月4日，   
東好宣  7月30日  厚生労働省労働基  建設業労働災  

第0804002号  平成16年慶安全優良職長厚生労働大臣顕彰（第7             回）の実施に係る留意事項について  準局資金衛生部安   

8月ご4日   全課長   務部長  

第0804003号  平成16年慶安全優良職長厚生労働大臣顕彰（第7  革好宣  7月30日  厚生労働省労働基  中央労働災凛     回）の実施に係る官尊事項について    準局安全衛生部安   

8月4日   全課長   部長   

第0824001号  労働費今衛生法の適用を受けるボイラー等に附設 する寵管の管理状況等の調査について  安達栄  白月24日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   

8月24日   
全課長 盟喀講習寄  
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第0910001号  適用除外の通知（照会局）   井上栄 貴  9月6日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部安   

労働基準部安  
全課蕗   

労働基準局安全衛生部安全課   9月10日   
全課長  

9月10日  

第0910002号  適用除外の通知（全局）   井上栄   9月6日  厚生労働省労働基  
貴  準局安全衛生部安   

全課長   課長  

9月10日   労働基準局安傘衛生部安全課   9月10日   

調査嘱託書に係る同意確認   
第09150Pl号  眞田暁  9月15日  厚生労働省労働基  ト一夕スエンジニア  

準局安全衛生部安   
全課   締役   

9月15日   労働基準局安全衛生部 安全課   ■9月・15日   

調査嘱託書に係る同意確認  
第0915002号   について   眞田暁  9月15日  厚生労健省労働基 準局資金群生部安   

．日 
全課長   

9月15日   労働基準局安全衛生部 安全課   ●9月15日   

調査嘱託書に係る同意確認  
第0915003号   について   眞田暁  9月15日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   

全課長   

9月15日   労働基準局安全衛生部安全課   9月15日   

調査嘱託書に係る同意確執 にっいて  眞田暁  9月15日  厚生労働省労働基 準用安全衛生部安   第0915004号  
全課   所代表取締役  

9月15日   労働基準局安全衛生部安全課   9月15日   

第0915005号  調査嘱託書に係る同意確欝 について  眞田暁  9月15日  厚生労働省労働基 準局衰全衛生部安  全課   追放  

9月15日   労働基準局安全衛生部安全課   9月15■日   

9月18日   
夢0918001号  独立行政懐人立党安全研究所に対する災害調査 への協力に係る依頼について  眞田’暁  9月18日  厚生労働省労働基 準局安全備生部安  全課長  独立行政倭人蕊業 安全研究所理事長      ●労働基準局安全衛生部安全課   9月18日   

第09去8001号  災害調査復命書の写しの送  吉岡健  9月27日  痩生労働省労働基  都道府県労働局労     付について     準局資金衛生部安  全課長  働基準覿安全衛生  主諌課長   

9月28日   労働基準局安全衛生部安全課   9月28日   

裁判所からの調査嘱託にかかる回  眞田暁  9月27日  厚生労働省労働 準局安全禅生部   

第0929001号   答につ‘いて  全   

労働基準局安全衛生部安全課   9月28日  
課長   

9月29日  
喜代参   
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第1001001号  弁護士綾第23粂の2に基づく漁会にかかる回答に  眞田暁  9月288  野生労鞄省労働甚  第二東京弁謹     ついて    準局資金腐生部安   士会会長山  

10月1日   全課長  田勝甲j  

第1012001号  独立行政法人定兼安全研究所に対する災奮闘査 への協力に係る依頼について   農田暁  10月12日  厚生労働省労働基 準馬糞全衛生部安  

労働基準局安全衛生部安全課   10月12日   
全課長   

10月12日  

平壌16年虔労働災客防止特別安食衛生診断事業  
第1019001号   （出稼ぎ労働者に限る。）に係る対象事業場等の選  ・兼好宣  10月13日  野生労働磯労働基  都道府県労働局労  

定について  準局安全衛生部安   

労働基準局安全衛生部安全課   10月19日   
全課及   課長   

10月Ⅰ9・日  

第1019002号  平成16年虔労働災看防止韓別安全新生診断平針出扱ぎ労働者に取 る．）に係る対象車菓場等の追走等にりいで   兼好宣  10月13日  厚生労働省労働基 軍属安全備生郡安  

安全衛生コンサル  

10月19日 全課長   タント全会長  
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起案者  
日   発信   受信者一  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第1105001号  クレーン及び移制式クレーンの構造部分に用いる 銅材の名称の変更について   成毛節  11月1日  渾生労働省労働基 準局安全衛生部安   

11月5日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月5日   
全課長   

第1105002号’  クレーン及び移動式クレーンの構造部分に用いる 銅材の名称の変更について   硬毛節  11月■1日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安  

11月5日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月5日   
全課長   

第1105003号  クレーン及び移動式クレーンの構造部分に用いる 銅材の名称の変更について  成毛節  11月1日  厚生労働省儀働慮 準局衰金術生部安  全課長  軒江府凧言出慕嘩前菜皇≡ 布陣畏．景況芳艶良策出番 捧掛買会江藁．生け憶染抜   
11月5日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月5日   E吐囲の集  

第1125001号  研削盤等構造規格第31粂の規定に基づく適用除■ 外について  井上栄 貴●   10月18日  厚生労働省労働基  
笹原安全衛生部安  全課長  広芳 ．荘毘．帆江野鼠弄わ岸罪虻 霹筆跡芸急呈罷拝藁  

11月25日   労働基準局安全衛生部 安全課   11月25日   

第1125002号  研削盤等親達観格第31粂の規定に基づく適用除 外について  井上栄 貴  10月18日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部安  
全課長  広£芳島芳田罫年月菜食 露長．耶が川虜軌郎紺 昔増訂夏生怠市区基  

11月25日   労働基準局安全衛生部安全課   11月25日  
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施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0201001号  平成17年度全国安全週間のスロー  吉岡健  1月14日  厚生労働省労働層  都道府県労働     ガン募集について     準用安全衛生部安   局安全主務課  
全課長  

2月1日   労働基準局安全衛生部 安全課   1月14日   
長  

ガンの募集について  第0201002号  平成17年度全国安全週間のスロー  吉岡健  1月14日  厚生労働省労働甚  中央及び各般覆          準局資金衛生部安   別労働災魯防止周  
全課長  件総務部長   

2月1日   労働基準局安全衛生部安全課   1月14日   

第0202091号  独立行政滋人直覚安全研究所に対する災啓開査 への協力に係る依頼について   眞田暁  2月2日  厚生労働省儀働儲 準局安全衛生部安  全裸長  独立行政法人定糞 安全研究所理事長  

2月2日   労働基準局安貪衛生部安全課   2月2日   

第0210001号  クレーンの構造部分に使用する鋼 材の照会について  成毛節－  1月28日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部変 一会課長  広あ努静馬労出苺半群買皇 三精江藁．軒江田爪貰わ局 ◆：汽 ・－・Jl・  

2月10日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月10日   

第0210002号  クレーンの構造部分に使用する鋼 材の照会について  成毛節  1月28日  厚生労働省労働基 準局資金群生部安  全課長  広島罪艶烏芳掛声捧餅更全 ，・■▲ 仙仙 嘉静碁埠折完全主和洋畏  
2月10日   労働基準局安全衛生部 安全課   2月10日   

第0223001号  隆設党労働災客防ヰ協会に対する適正な技能許 習の徹底に係る要請について  井上栄 貴  1月18日  厚生労働省労働基 準用安全衛生部安  
審防止協会専  

課長   

2月23日   労働拳準局安全衛生部・安全課   2月23日   
務理事  

眞田暁  2月28日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   
第0228001号  独立行政億人産凝安全研究所に対する災客間査 への協力に係る依頼について  

労働基準局安全衛生部安全課    2月28日  
全課長  独立行政準人定菜 安全研究所理事長  

2月28日  
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第0301001号  クレーンの構造部分に使用する鋼 材の照会についてl  成毛節  2月16日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部安   全課長  皮 

労働基準局安全衛生部 安全課   3月1日・   3月1日  

準局安全備生部安 全課長   第0301002号  クレーンの構造部分に使用する鋼 材の照会について  成毛節  2月16日  厚生労働省労働基    ー「■一・■－●－・◆ 江長．軒江府鼠算出馬劣出 遊堵耶三食主行住藁  
3月1日   労働基準局安全衛生部 安全課   3月1日   

施化亭勒打田先昭   
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第0331002号  平成15年度における特定自主検査 の実施状宣即こついて  ・井上栄 貴  3月30日  厚生労働省労働甚 準局安全衛生部安   
働基準部費金主読   

全課長   課長  

3月31日   労働基準局安全衛生部安全課   3月・31日  




