
基安化発 発議文書台帳  

文一書番号   名   起奏者  起案月 日  発信者   
受信者   備考   

施行月 日 起一案部署  決裁月＿．▲日   

第0401dol号・、  化学物質対策課の設置に伴う事務の所 輩について   
川越俊治   3月29日  序生対数錨ぬ遊撃烏買貪l着生 勘買免償姦．抑胴鰻劇嵐佗   

事㈹賞付票揮兵   

4月1日   労働基準局安全衛生部 化学物質調査課  3月31日   

第0401002号  独立行政法人定策安全研究所に対する災春闘査等への協 カ依頼に係る手続等の策定について   
4月1日  厚生労働省労働墓碑 局安全衛生部化学物  

全研究所理事長  

4月1日   労働基準局安全衛生部・化学物質対策課  質対策課疫   

第0415001号  ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の結果に係る指一 持寄項について  ′若林和也   4月9日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

4月15日   労働基準局安全衛生部イヒ学物質対策課  質対策課長  

第0415002号  ほ乳類培養細瀾を用いる染色体異常試験の結果に係る指 終審頓について   
4月9日  厚生労働省労働基準 局資金衛生部化学物 質対策課長  届出事業者  

4月15日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  4月15、日   

第0415003号  ほ乳類培養細胞を用いる染色体兵営試歌の結果に係る指 輪番項について  若林和也   4月9日  厚生労執着労働基準  
局資金衛生部化学物  

4月15日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質舟策課長   

ほ乳類培嚢細胞を用いる染色体異常試験の結果に係る緒  
第04150b4号   締事項について   4月9日  厚生労働省労働基準  

局資金衛生部化学物  

4月15日   労働奉準局安全衛生部化学物質鱒策課  質対策課長 

第0415005号  ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の結果に係る指 締事項について′   
4月9日  厚生労働省労働基礎  

局資金衛生部化学物  

4月15日   労働拳準局安全衛生部化学物質対策課  質対策環長   

第0415006号   厚生労働省労働基準  
局資金街生熱化学物  

4月15日   質対策課長   



基安化発発意文書台帳  

文書番号   ．膏名   起案者  起案月 日  発信者   
受信者   備・考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第0担2001号  汝令達用事前確認手続（通知書）   高橋真奈美   5月11日  厚生労働省労働基準  
局安全蘇生部化学物  

5月12月   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課牽   

第b513001号  平成16年度労働災審防止特別安全衛生診断事葉に係る 対象事業場喋の把捉について・   
4月27日  安全課長、労働衛生 課長 

5月13日   労働基準局安全衛隼部安全裸  、化学物質対韓  課長－   長  

第0526001号   
t  

5月26日  

第0526002号   暮  

5月26日  

第0526003号■  石綿含有製品の代替化の促進についてl高橋真奈美  5月25日  厚生労働省労働基準  
局安全率生部化学物  

5月26日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  ・■質対策課長   長  

第0526004号  石綿含有製品の代替化の促進にづいてl高椿真奈美  5月25日  厚生労働省労働基準  
局資金術生卸化学物  

5月26日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   究開発課長  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  ．起案月 日  発信者   
受信者   備考   

施行月 日   起案部署  決顔月日   

第0609001号  独立行政魔人産発受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  城井裕司   8月一9日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物 質対策課長  独立行政法人産発安 全研究所理事長  

6月9日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  6月9日   

微生物を用いる変異原性試験の結果に  

第0611001号   係る指摘事項   
若林和也   6月細  厚生労働省労働基礎  

局安全衛生部化学物   届出事業者  

6月11日   労働基準局安全衛生部．化学物質対策課  6月 
質対策課長  

微生物を用いる変異原性試験の結果に  

第0611002号   係る指摘事項   
6月8日  厚生労働省労働基準  

局資金衛生部化学物  

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

第0611003号，  微生物を用いる変異原性試験の結果に 係る指摘事項   
若林和也   6月8日  厚生労働省労働基準   

局安全軒生部化学物   届出事業者  

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

第0611004号  微生物を用いる変異原性試験の結果に る摘事項   

係指   
若林和也   

6月・8日  厚生労働省労働基準 局資金押生飾化学物 質対策課長  届出事業者  

6月11日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  6月11日   

第0618001号   
l  

6月18日  

第062400i号  コーヒー綬の抽出工程における一酸化炭素中毒の防止に ついて   

6月24日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月日   
琴信者  受信者  備考   

施行月日   起案部署  汝裁月 日   

第070加01号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石綿の定盈分析につ いて   
6月30日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物  

7月2日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   

第0702002号  石綿を含有することが明らかとなった蛇紋岩系モルタル混 
7月，1日  厚生労働省労働基準  

局資金衛生部化学物  

7月2日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   主務課長  

インジウム・スズ酸化物撃取扱い作孝引こおける当面のばく霞  
第0713001音．   防止対策について   若林和也   7月9日  厚塵労働省労働基準  

局安全衛生部化学物  

7月・13日   労働基準局安全衛生乳化学物質対策琴  質対策狭長   諾課長  

第0722001号  平成16年度労働災客防止特別安全衛生診断事業実施細 目について   7月15日  洋生芳田省茅助逐年局買金持生 m完全媒まL弄出植生部長 

7月22日   労働基準局安全衛生部安全課  7月22日   
．化  寧撫g対放任長   ンサルタント会会長  

第0722002号  平成16年度労働災容防止特別安全蘇生診断事業実施細 目について  船井雄一郎   7月15日  厚生弟酎省算出お準用買金持生 釘買全度長．芳郎綽生江畏．化  

7月22日   労働基準局安全衛生部安全課  7月22日   
・け：・・t・   課長  

し   



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  ，起案月日  発 信者   
受信者 備考   

施行月 日 嘩案部署  決裁月 日   

第0806001号  蛇紋岩系左官用モルタ／レ混和材中の石綿の分析が可能な 機関について  高橋真奈美   8月5日  度生労働省労働基準  
局資金衛生部化学物  

8月6日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   課長  

第0806002号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石線の分析が可能な 機関について   
8月5日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物  

8月6日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   

第0806003号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石綿の分析が可能な 機関について  高橋真奈美   8月5日  厚生労痴省労働基準  
局安全衛生酎ヒ学物   分析機関  

8月6日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課           8月5日   

第0826001号  蛇紋岩系混和材を使用した製品に係る指 導について  高橋真奈美   8月24日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物  

8月26日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  8月26日   
質対策課長   主務課長  

第0827001号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   8月4日  厚生労働省労働基準  
風姿皇衛生部化学物  

8月27日   質対策課長 

第0827002号  微生物を用いる変異原性試験の琴異に係る指摘事項につ いて  吉見友弘   8月4日  厚生労働省労働基準  
局資金揮生熱化学勧 質対策課長  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課   8月27日   

第0827003号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指掃事項につ いて   吉見友弘   8月4日  厚生労働省労働塵渾  
局資金衛生部化学物   届出事業者  

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

第0827004号  微生物を用いる変鼻原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   書見友弘   
8月4日  厚生労働省労働基準 局資金衛生部化学物 資財策課長  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課   8月27日   

第0827005号一  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   8月4日  厚生労働省儲働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

8月27日   質対策課長  

8月4日  厚生労働省労働基準  
・第0827006号  微生物を用いる’変異原性試験の結果に係る指摘率頓につ いて  吉見友弘  局安全衛生部化学物   届出事業者  

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



基安化発．発議文書台帳  

草書番号   件名   起案者  起素月日  発 信者   
受信者   備考 

施行月 日   起案部署 決裁月 日   

第0827007号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項’につ いて   
吉見友弘   8月4日  厚生労働省労働基準  

局資金衛生部化学物   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課  質対策課長           8月・27日   

第0827008号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   
8月4日  厚生労働省労働基準  

局安全野生部化学物   届出事業者  
8月27日   労働基準局賓全衛生部化学物質対策課  質対策課及           8月27日   

第0827009号  変異原性が藤められた化学物質に関する 情報について   若林和也   8月24日  厚生労働省労働基準  
局資金衛生部化学働  

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   
貿対策課長   

第08曳7010号  変異原性が認められた化学物質に関する 報につて  若林和也   

噂い  
8月24日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物  

8月27日   労働寒準局安全衛生部化学物質対策課  8月27日   
質対策課畏   務課長  

第0831001号  パンフレット及びポ不ターの送付について  牧宣彰   8月26日  厚生労働省労働基準  

8月31日   
盾安全衛生部化学物  

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対僑課長   主務課長  

第0831002号  パンフレット及びポスターの送付について  牧貫彰   8月26日  厚生労働省労働基準  

白月’31日   

局資金衛生部化学物  
労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   陸細長  

第0831003号  パンフレット及びポスターの送付についてl牧宣彰  8月26日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物  

8月31日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  常対策課長   止協会総務部長          8月27日  



基安化発 発議文書台帳  

文書・番号   件名   起案者  起案月 日  発 信者  受信者   
備考   

施行月 日   起案部署  決裁月日   

第090ナ001号  国が実施した再試験の結果、強度の変異原傾が認められた 化学物質の取扱いについて   8月30日  厚生労働省労働基準 属安全衛生部化学物  

9月7日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   

国が実施した再試験の結果、強度の変異原儀が認められた  
若林和也   8月30日  厚生労働省労働雇擢  第090700Z号   化学物質の取扱いについて  

風姿全衛生部化学物  

9月7日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  許対欝課長   

に係る依頼について   9月9日  厚生労働省労働基準 風安全衛生部化学物  

9月10日   第0910001号  独立行政法人蓬莱安全研究所に対する災啓開査への協力   城井裕司      質対策課長  独立行政法人定発 

第0921001号  アーク溶接作業における一酸化炭素中毒 の防止について  若林和也   9月9日  厚生労働省労働基準 風安全衛生部化学物  

関係団体の長  

質対策課及  9月21日   

第0921002号  アーク溶接作業における一酸化炭素中毒 の防止について  若林和也   
9月9日  厚生労働省労働基準 局全衛生化学物  

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   9月21日   
安部 質対策課長   労働基準部長  

9月21日  

第0921003号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   9月16日  厚生労働省労働基準  
局安全群生部化学物 栄対策課長  関係事業者  

9月21日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課   9月21日   

第0921004号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   9月16日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物  

9月21日   質対策課長   

第0921005号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   9月16日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物 質対策 

9月21日   課長   

第0921006号  新規化学物質の無届製造について   卜若林和也  9月16日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物  

9月21日   質対策課長   

第0921007号  新規化学物質の無届琴逓について   若林和也   9月16日  厚生労働省労働基準  
局安全種生部化学物  

9月21日   質対策課長   



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発倍一着  受借着   
備考   

施行・月声   起案部署 決裁月 日   

第0921008号  新規化学物質の無届製造に？いて   若林和也   9月16日  ．厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学勒 質対策課長  愛媛労働局労働基準 部費金衛生課長．  
9月写1日   労働基準局安貪衛生部化学物質対策課   9月21日   

第0921009号  新規化学物質の無届製時についで   若林和埠   9月16日  厚生労働省労働基準 全崖化学物  

9月21日   風安裾部 質対策課長  大阪労働局労働基 

第0921010号  新規化学物質の無届製造について   暮若林和也  9月16日  厚生労働省労働基準 局全生部化学物  

9月・21日   安群 ・野村策課長、  静岡労働局労働基 
第0921011号  新規化学物質の無届製造について l革林和也’   9月16日   

9月21日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課   9月21日   

第0921012号  新規化学物質の無届製造について  l若林和也  9月16日  厚生労働省労働基準  
局安全群生部化学勧 質対策課長  長 

9月21日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課   9月21日  



基安化発 発議文書台帳  

文．蕃番号   件名   起案者  起案月 日  発信者   受信者   考   

施行月 日   起案部署 決裁月日   

第1007001号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   9月30日  厚生労働省労働基遡 局安全衛生部化学物  

10月・7日   質対策課長   

第1007002号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   9月30日  揮生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物   ■届出事業者  
10月7日   質対策課長        労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   10月7日   

・第1007003号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指輪事項宜つ いて．   
9月30日  厚生労働省労働基準  

局安全腐生部化学吻  

10月・7日   質対策課長   

第1007004号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   
9月30日  厚生労働省労働基準  

周安全衛生部化学物   届出事業者  
10月7日   質対策課長        労働基準局安全衛生部化学物質対策課   10月7日   

第1007005号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   9月30日  厚生労働省労吻基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

10月7日   質対策課長        労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   10月7日   

第1PO7006号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   
9月30日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物 質対策課長  届出事業者  
10月7日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   10月7日   

第1007007号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る持株事項につ いて  吉見友弘   9月30日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

10月7日   雫対策課長  

第1007008号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   ▲吉見友弘   9月30日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物  

質対策課長  届出事業者  
10月7日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   10月・7日   

第1007009号  微生物を用いる変異原性耗験の結果に係る指摘事項につ いて  書見友弘   9月30日  厚生労働省労励基準  
風安全衛生部化学物   届出事喪者  

10月7日   質対策課長        労働基準鱒安全衛生部化学物質対策課   10月7日   

第10d7010号  微生物を用いる変異原性琴放の結果に係る指摘事項につ いて   
9月30日  厚生労働省労働基準  

風姿全衛生部化学物   届出事業者  
10月7日   質対策覿長        労働基準局安全衛生部化学物質対策課   10月7日  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者．  ・受信者 備考   

施行月 自   起案部署  決裁月 日   

第1007011号  微生物を用いる変異原性試儀の結果に係る指輪事項につ いて   吉見友弘   9月30日  厚生労働省労働基準  
局資金狩生部化学物  

10月7日   質対策領長   

第1007012号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘率頓につ いて   書見友弘   9月30日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物 質対策課長  届出事業者  

10月7日   労働基準鱒安全衛生部化学物質対策課   10月7日   

書見友弘   9月30日  厚生労働省労働基準  廉1007013号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   局安全術生部化学勧   届出事業者  
10月7日   質対策課長        労働基準局安全衛生部化学物質対策課   10月7日   

第1012001号  安衛絵GLP査察に基づく指摘事項につ いて  若林和也   
10月4日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物 質対策課長  申請事業者  

労働基準局安全衛生部化学物質対策課   10月5日  10月12日  



基安化発一発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起素月 日  発信者  受信者   備考   

施行‘月 日   起案部署  決裁月 日   

第1102001号  新規イヒ学物質の無尽製造について   

11月2日   若林和也  、10月19日  厚生労働省労働基準 愚衆全額生劇化学物 質対策課長・  事業者      労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   10月2与日   
第1102002号  新規化学物質の無届製造について   ．革林和也   10月19日  厚生労働省労働基準 風姿全衛生部化学物  

11月2日   質対策課長  神奈川労働局労働基 準部労働再生課長  

高橋真奈美   11月4日  厚生労働省労働基準  第1IO8001号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石繰の分析が可能な 機関について（追加）  愚衆全衛生部化学物 質対策課長   

11月8日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   11月8日   課長  

高橋真奈美   11月4日  厚生労働省労働基準  第1108002号  蛇餅岩系左官用モルタル混和材中の石綿の分析が可能な 機関について（追加）  局安全衛生部化学物  

1 質対策課長   

第1ユ09001号  新規化学物質の無届製造にづいて   暮若林和也  10月29日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物 質対策課長  事業者  

11月9日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   11月1日   

第1109■002号  新規化学物質の無届製造について  1若林和也  10月29日  厚生労働省労働基準 風安全衛生部化学物  

11月9日   質対策課長   

第1130001号  石綿含有製品の代替化計画の促進に係る説明会の開催に ついて  高橋真奈美   
11月26日  厚生労働省労働基準  

属安全衛生部化学物  

11月30日   質対策課長   



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者■  起案月 日  発信者  受信者   
備考   

施行月 日   琴案◆部署  決裁月・首   

第1213001号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘率項につ いて  書見友弘   12月9日  厚生労働省労働基建  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

12月13日   質対策課長        労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   12月13日   

第1217001号  石碑含有製品の代替化の一層の促進に ・？いて  高橋真奈美   
12月9日  厚生労働省労働基準  

局安全群生熱化学物  

12月17日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   12月9日   
質対策課長   

第1228001号   暮  

12月28日  



基安化発 発議文書台帳  

廼行月日   起案部署  決裁月 日 

第0128001号  廃棄物処理寄集におけるク如レビクタン中毒の防止に？い て・   1月25日  厚生労働省労働基準   
属安全衛生部化学物  

1月28日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  
若林和噂 

質対策課長   
業会会長  

第0128002号  廃棄物処理事業におけるタロルビタリン中毒甲防止につい て   若林和也   1月25日  厚生労働省労働基準  
局安全裾生部化学物 ー   

1月28日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   

第0128003号  廃棄物処理事業におけるタロルビタリン中毒の防止につい て  若林和也   1月2与日  厚生労働省労働基準  
局資金鮮生部化学物  

1月28日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   諾課長  

第0131dol号  資料転載の許諾についてのお願い   暮高橋革奈美  1月28日  厚生労働省労働壷準  

1月31日   
局安全符生餌化学物   書籍発行者  

労働基準局安全衛生部化学物質対策課  常対策課及           1月31日  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名 起案者  起案月 日  発 信者   
受信者   備考   

施行月日   起案部署  決裁月 日   

第0207001号  新規化学物質甲無届製造について   若林和也   1月20日  厚生労働省労働基準  

2月7日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  局資金揮全部化学物 質対策課長  事業者          2月3日   

第0207002号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   1月20日  厚生労働省労働基準  

2月7日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  局安全衛生部化学物 質対策課長  埼玉労働局労働基準 部安全衛生課長         2月3日   

第0210001号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   1月26日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   事業者  

2月10日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長            2月3日   

第0210002号  新規化学物質の無届製造について  l若林和也  1月26日  厚生労働省労働基準  

2月10日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  局安全衛生部化学物 質対策課長  千葉労働局労働基準 部安全衛生課長          2月3日   

第02．10003号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   1月17日  厚生労働軍労働基準  
局安全衛生部化学物   事業者  

2月10日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長            2月3日   

第0210004号  新穣化学物質の無届製造笹ついて   若林和也   1月17日  厚生労働省労働基準  

2月10日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  局安全衛生部化学物 質対策課長  千葉労働局労働基準 軸受全衛生課長         2月3日   

局安全衛生部化学物  

2月10日   
第021？∞5号  PCB廃棄物の処理イ乍業等における安全衛生対策に係る留 意すべき事項について  城井裕司  12月15日  厚生労働省労働基準  質対策課長  各都道府県労働 局労働基準部長      労働基準局安全衛生部 化学物質対策課   12月22日   

第0214001号  新規化学物質の無届製造について   若林和也 1月26日  厚生労働省労働基準  
局資金衛生部化学物   事業者  

2月14日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対鮮課長            2月3日   

第0214002号  新規化学物質の無届製造について   若林和也   1月26日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物  

2月14日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   

第0221001号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

2月21日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長            2月21日  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発 信者   
受信者   備考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第0221002号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指輪事項につ いて■   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物  

2月21日   労働基準局琴全衛生部化学物質対策課  質対策課長   

第0221003号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指輪事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生馴ヒ学物  

2月21‘日   労働基準局安全衛生部化学物質対策琴  質対策課長   

第0221004号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指輪事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

2月21日   労働基準局安全衛生部化学物質対策琴  質対策級長           2月21日   

第0221005号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

2月21日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長  

第0221006号  微生物を用いる変異原性試魔の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
属安全衛生部化学物  

2月21日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   

寅0221007号  微生物を用いる変異原性試験の結果に係る指摘事項につ いて   吉見友弘   2月15日  厚生労働省労働基準  
局安全衛生部化学物   届出事業者  

2月21日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長            2月21日   

第0223．001号  安衛汝GLP査察に基づく指摘事項につ いて  若林和也   2月9日  厚生労働省労働基準  
愚資金額生部化学物   申請事業者  

2月23日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  2月23日   
質対策課長  

安衛汝GLP査察に基づく指摘事項につ  
第0223002号   いて   若林和也   2月9日  厚生労働省労働基準  

局安全衡生部化学働   申請事業者  

2月23日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  2月23日   
質対領課長  

大淵和代   第0224001号  医療枚関におけるグルタルアルヂヒドによる労働者の陵康 陪審防止について  

2月24日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   
2月24日  厚生労働省労働基準 馬安全衛生糾ヒ学物   文部科挙省高等教育 軍医学教育課及          22  



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発 信者 
受信者   嘩考   

施行月 日 起案部署  決裁月 日   

第0308001号  新規化学物質の無届製造について  l若林和也  3月1日  厚生労働省労働基準  

3月8日   
局資金軒生部化学物   事業者  

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長  

第0308002号  新規化学物質の無届製造について  l若林和也  

3月8■日   労働基準局安全衛生部化学物質対策顕  3月1日  厚生労働省労働基準 局安全祥生部化学物 質対策課長  三重労働局労働基準 飾安全衛生課長         3月3日   

鹿家皇帝生部化学物  

3月16日   

第0316001号  エビクロロびジンの生殖蛮性に係る有害性調琴の結果及び 健康障害を防止するための措置について  大淵和代   

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   

3月8日  厚生労働省労働基準  

第0316002号  エビタロロヒドリンの生殖蛮性に係る有客性調査の結果及び 健康陣容を防止するための措置について   
3月8日  厚生労働省労働基準 局資金衛生部化学物  

3月16日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  質対策課長   
労働基準部長  

第0323001号  石綿陣容予防規則の周知に当たって留意すべき事項につ いて   
3月14日  厚生労働省労働基準  

局安全衛生部化学物  

3月23日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  質対策課長   課長  

第0323002号  石綿陣容予防規則の施行について（協力   高橋真奈美   

依頼）  3月14日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物  

3月23日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  3月23日   
質対策課長   物課長  

第0323003号  石綿障害予防規則の施行について（協力 頼）  高橋真奈美   

依  
3月14日  厚生労働省労働基準 局安全衛生部化学物  

3月亭3日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  3月23日   
質対策課長   指導課長  

第0323004号  個別指定請習等に係る帳辞の写しの引碓等の明線化につ いて   巻幡由里   3月16日  厚生芳他省茅出基準局支全相生  
前言全作長．算出稲生沫長．化  単軸訂対貿諜墓   

3月23日   労働基準局安全衛生部 安全課  3月23日   
課長  

第0323005号  個別指定路習専に係る帳辞の写しの引継等の明確化につ いて   
巻幡由里   3月16日  厚生岩出甘露揖汚軍馬支食植生 掛買愛玩畏 

．芳田祈生江姦．化   

3月23日   労働基準局安全衛生部 安全課  翠加削胡闊ほ   

第0324001号  製造発における自主的な安全衛生管理活動の促進対策の 葵施に当たって留意すべき事項について   3ガ18日  厚生労働省労働基灘 局安全紳生鮮安全課  

3月24日   労働基準局安全衛生部 安全課  3月24日  
長、化学物質対策課  

長   



基安化発 発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   
備考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第0329001号  蛇紋岩系左官用モルタル浪和材中の石綿の分析が可能な 機関について（追加）   3月28日  厚生労働省労働基準  
局資金衛生部化学物  

3月29日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  野村策課長   課長  

第0329002号  蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石綿の分析が可能な 機関について   
3月28日  厚生労働省労働基準  

局安全鮮生鮮化学物  

3月29日   労働基準局安全衛生部イヒ学物質対策課  許対策課長   




