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施行月 日 起秦部署  
決裁月  者   
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化学物質対策艶の設置に伴う事務  
第0401001号   の所輩について   3月29日   

治  厚生芳田省芳胎写準庖芳念  
桁象訂買念珠姦．葺飴袴生 拝具．仕手相打幻双沫其   

4月1日   
労働基準局安全衛生部化学物質調査           3月31日   長  

課  

甘彗鞍  
l、乞   
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起案月  

起案者  
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施行月 日   起●案部署  
者            汲裁月  

日   

第05130Pl号  平成16年庶労働災審防止特別安全衛生診断事業 に係る対象事襲蓼専の把握について  船井肇十郎  4月27日  厚生労働省労働霊 準局資金衛生部労  
働基準部安全衛生  

5月13日   
働衛生課長   

第8517001号  熱中症の発生状況（平成15年分） につヤ、て  吉田貴 則  5月13日  渾生労働省労働基 準局資金押生部労  
働基準部労働衛生 ’  

潮解生課長   主務課長  

5月17日  労働基準局安全衛生部’労働衛生課   5月17日  



基安労発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発■信   受信者  鹿考   

施行月 日   起案部署  
者  

日   

第0609001号  登録教習機関等に係る個人情報の 保護について  眞田暁  5月17日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部労  
働基準部安全衛生  

6月9日   労働基準局安全衛生部 安全課   6月9日   
働衛生課長   主議課長  

第0614dpl号  平成15年の酸素欠乏症等の発生 状況について  吉田貴 則  6月9日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  
倒基軽部労働衛生  

働帝生課長   主務課長  

6月14日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   6月14日   
君島誠  6月21日  厚生労働省労働基  

第0629001号  平成16年庶厚生労働省参託亭策ー砕石業・建設業・鉱業薫請雀率労倣 者巡回群殊陰鹿診断事業Jの来施予定者掛こついて  

準局安全衛生部労  
働衛生課長   主務課長  
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日   

第0722001号  平成16年庶労働災客防止特別安全衛生診断事簾 実施細目について  船井雄一郎  7月15日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部労  
コンサルタント全会   

7月22日   健衛生課長   長  

第0722002号  平成16年度労働災賓防止特別安全衛生診断寄集 実施細目について  船井雄一郎  7月15日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  
働基準部安全据生  

7月22日   働綽生課長   
主務課長  
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起案■者  

発信－′   受信者  ′備考   

施行月 日   串案部署  
決裁月   者  

日   

第0806qOl号  熱中症の予防につ」、て 吉田貴－   8月6日  厚生労勘省労働基  
則  準局資金衛生部労  

働衛生課   主務課長  

8月6日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   ・8月6日  
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堪素月  

起案者  
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施行月 日   起案部署  
決裁月  者 

日   

第090100．1号  精神科医を対象とした産業保健に関する研修の周 知について   藤本奈央子  7月23日  厚生労働省労働基 準局安全群生部労  

働衛生課長   

第0901002号  精神科医を対象とした産菜保健に関する研修の葵 施について  藤本姦央子  7月23日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  

働基準部労働揮生  

働軒生課長   
主務課長  

第0902001号  平成16年庶十政界エイズデーJポスターの掲示につ いて（依演）  山本英 舵   8月24日  厚生労倒省労働基 準局資金衛生部労  

働衛生課長   

9月2日  労働基準局安全衛生部労働衛隼諌   9月2日   

第0906001号  熱中症甲発生状況について （速報）  吉田貴 則  9月6日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部労  
働基準部労働鮮生  

働衛生課長   主務課長  

9月6日  労働基準局安全衛生部労働衛生課   9月6日   

第0910001号  産業保健推進センター所長候補者 の推せんについて  ヰ野晴 夫  9月9日  厚生労働省労働基 準局安全帝生鮮労  
働輝生課長 

9月10日  労働基準局安全衛生部労働衛生琴   9月10日   

第0917001号  産業保健推進センター所長候細者 の推せんについて  中野晴 夫  9月16日  厚生労励省労働基 準局安全揮生部労  
祉稔横紙議担当理   

働衛生課漫   事  
9月17日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月17日   

第0924001号  第4窟回及び第44回じん肺診断技術研修の受終着 募集についで  
／   広   準局安全絨毯部眉  

磯節生課長   主務課長  

9見24日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月22日   

第0924002●号  第43回及び第44回じん肺技術研修の受持普茶集 について  松野明 広   9月22日  将生労働省労働基 準局安全備生部労  

働狩生課長   会会長  

9月24日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月22日   

第0924003号  第43匡l及び第44回じん肺診断技術研修の受持巷 について  松野明 広   9月22日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  

働衛生課長   

9月24日・  ●労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月22日   

第0928001号  第31回地方じん肺診査医研修の受 清音募集について  一松野明  広  9月28日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  
働基準部労働衛生  

働衛生課長   主務課長  

9月28日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   9月28日  
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文書番号   件孝   
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101．4001号  心の健康問題により休菜した労働者の職認復帰支 援の手引きの送付について  藤本奈央子  10月12日  厚生労働省労働基 準局安全群生部労  
働基準部労働衛生  

働衛生課長   
主務課長 
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文書番号   鱒率   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  備室   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

自 

第1116001号  中央じん蝉審賓医への就任（再任） 依頼について  山本英 紀  11月12日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  

働禅生課長   査医（候補者）  

11月16日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   11月16日   

第11・16002号  中央じん肺審査医への就任（再任） の承認依頼について  山本英 紀  11月12日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部労  
働衛生課長   査医（所属長）  

11月16日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   11月16日  



基安労発 発議文書台帳  



基安労発発議文書台帳  

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■案部署  
決裁月  

日  

厚生労働省労働基 準患安全衛生部労  
働衛生課長  福岡労働局労働基 準部労働衛生課長  

2月18日   



基安労発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

堪案者  
冒   発信   受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
者            決裁月  

日   

第0304001号  

3月4日  

第0307001号  産業保健推進センター所長候補者 の推せんについて  中野暗・ 夫 
準局安全僻生部労  

働衛生課長   事  

3月7日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   3月7日   

第0307002号  平成17年度「資金額生に係る佳良亭梁場、団体又は功労利こ好ナる瓜      b  吉岡健   2月24日  厚生労働省労働放  籾道府県労働局労  
準局安全衛生部労  

働衛生課長   主務裸長 

3月7日   労働基準局安全衛生部 安全課   3月7日   

第0323001号  個別指定絆習等に係る帳簿の写しの引継等の明確 化について  巻嘩由 里   3月16日  厚生労働省労働基  
準局安全衛生部労  

働衛生課長   主務課長  

3月23日   労働・基準局安全衛生部 安全課   3月23日   

第0323002号  個別指定絆習辱に係る帳辞の写しの引継等の明確 化はっいて  巻幡由 里   

3月23日   労働基準局安全衛生部 安全課   3月23日   
3月■16日  厚生労働省労働甚 準局資金衛生部労 働衛生課長  中央労働災書 防止協会理事  長’  

第0325001号  平成17年虔地域産業保健センター啓発の委託契 約額について  中野暗  
夫   

3月15日  厚生労働省労働基  
準局資金衛生部労  

働衛生課長   主義課長  

3月25日  労働基準局安全衛生部 労働衛生課   3月25日   

第0331001号  登録免許税め裸税に伴う登録数習接関等の登録に 係る事務処理等について  川端輝 夢  3月29日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部労  
働基準部安全衛生  

働禅生課長   主誘課長  

3月31日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月31日  




