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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0401001号 い平成て20年度第1四半期予算の示達につ目黒彰一 3月28日
厚局生安労全働衛省生長郎労働計画基準課 相:道府県労働局労主働務

基準部安全衛生

4月 l日 労働基準局安全衛生部計画課 3月28日
課長

第0422001号

4月22日

第0430001号 事I畳務揖処免理許等税にのつ課い税てにj伴の一う畳部揖改教正習に機つ関い等ての畳録に係る 、iJiブ当缶ミ 詰方~ 3月25日厚局長生安、労全安働衛全省生課労郎長働計労益画働準課 者基ち道準府部県安労全働衛生局労主働務

4月30日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月30日 衛生課長
課長
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0605001号
夏季の省エネルギ一対策につい

小川明良 6月 2日
て 厚局安生全労働衛省生労働基箪

中会央総労務働路災長害他防6止件協部計画課

労働基準局安全衛生部計画課
長

6月 5日 6月 5日

第0616001号 謹話Z242t醤習得提酬における監督津田恵史 6月16日
厚局生監生労管郁働課計省長爾労課安働長全基衛準

会告手労働局長官労織働

6月16日 労働基準局監督課 6月16日
労働局長局.長秋伺

第0630001号

6月30日
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0701001号 平成20年度第2四半期予算の不達に 目黒彰一
ついて 6月30日厚局生安労全働衛省生労部働計基画準課 街基:道準府部安県労全働衛局労働

生主務

7月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 6月30日
長 課長

第0724001号 岩君沿岸北部を震源とする地震の被民地域における監樋口政純 7月24日
厚周生監生労督部働課計省長画労課安働長全基衛種 労青森働局労働長局局、長宮長城、岩労働手督 業務等の当面の運営について

7月24日 労働基準局安全衛生部計画課 7月24日
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基安計発発議文書台帳

件名
起案月

文書番号 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0901001号 平成20年度第2四半期予算の示達(追加分)について 目黒彰一 9月 1日厚局生安全労働衛省生労鶴働卦基商準課 都基道調陸府郎安県課労全長働衛局生労主働務

9月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 9月 1日 長

第0902001号 労民報告の適正化に関する地方懇談会¢開催!こ当たつ 下野豊和 8月28日ての留意点について
E開E安綱盆閉慣術隊生労自軍山災併.副首，鍵局m長自g受労a災

都道府県労働

9月 2日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月2日
局長

第0904001号 zfき常生 雑 音 珊 究 中 間 ・ 事 桂 評 僻 員 会 の評価結川越俊治 8月26日厚局生安労全働衛省生労節働計基闘讃課 通知対象研究

9月 4日 労働基準局安全衛生部計画課 9月4日 長 者

第0904002号 労働安全面生韓合研究中間・事館面委員会の評価緒 川 越 俊 治 8月26日厚局生安労働省労働基箪果について
全衛生部計画課 事前評価委員

9月 4日 労働基準局安全衛生部計画課 9月4日 長

第0930001号

9月30日

第0930002号

9月30日
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受 信 者 備 考

施行月日 起案部署
日

第1001001号 平成20年度第3四半期予算の不達に 目黒彰一 9月30日
厚局生安労全働衛省生長労部働計基画箪銀 お基道準府郎安県課労全長働衛局生労主務働ついて

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日

第1001002号 平成20年度第3四半期予算不達につい 目黒彰一 9月30日
厚局生安全労働衛省生長労部働叶基画課準 岩手認労安働全f局衛労生働課長基準て

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日

第1001003号 平成20年度第3四半期予算不達につい 目黒彰一 9月30日厚生労働省労郎働計基種
愛部知安労全働生課課局長労長労働働基衛準て 局安全衛生 画課

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日
長

第1001004号 平成20年度第3四半期予算不達につい 目黒彰一 9月30日
厚局安生労全働衛省生長労部働貯基画準課 徳部島安労働全局労働基準て

衛生課長

10月 113 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日

第1001005号 平成20年度第3四半期予算不達につい 目黒彰一 9月30日厚局安生労働省労働基箪
香川節安労働全衛局労生課働基長準て 全衛生部計画謀

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日
長

第1001006号 免許管理業務の集中化等に伴う事務処 長谷川匡男 9月30日
厚局安生労全働衛生省労部働計注爾準摂

都道府県労働
理等について 局労働基準部

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日
Eを 長

第1001007号 免許管理業務の集中化等に伴う事務処 長谷川匡男 9月30日
厚局安生労全働衛省生労部働計画基調課開 (財)安全衛生後術試理等について

Z三
験協会事務局長

10月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 10月 1日

第1030001号 冬季の省エネルギー対策につい 小川明良 10月29日厚生労全働衛省生労部働計画法権 各安総労全務働衛郎総災生長務害総、部防(合独長止研)労協究働会所て 局安 課

労働基準局安全衛生部計画課
長

10月30日 10月30日
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第1101001号

11月 113

第1104001号 平成20年度第3四半期予曹の示達(追加分}について 目 黒 彰 一 10月30日厚生労金働衛省生労部働計基準 都基道調陣府郎安県課労全長働衛局生労主働務局安 問課

11月4日 労働基準局安全衛生部計画課 10月31日 長

第1114001号 平成19竿度決算検査報告等の結果を踏まえた 開防止高野修一 11月 7日厚局安生労全衛働省生労部働計商基準疎 中央労協働会総災害務荒田措定について
紡止

11月14日 労働基準局安全衛生部計画課 11月14日 長 部長

第1119001号 平成21年度厚生労働科学研究費補助金の継続申請の 吉田圭佑 11月12日厚局生安労全働衛生省労郎働計商基課準 通知対象研究手続きについて

11月19日 労働基準局安全衛生部計画課 11月19日 長 者
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第1201001号 平成20年度第3四半期予算不遠につい 目黒彰一 11月28日
厚局生安労全働衛省生労節働計基画準課

福節井労安働全局衛労生働課基長噂て

12月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 12月 1日
長

第1201002号 平成20年度第3四半期予算市達につい 目黒彰一 11月28日
厚局生安労全働衛省生労部働計溢商種根 愛部知労安衛働全生局課課労長長働、労基働準て

12月 l日 労働基準局安全衛生部計画課 12月 1日
長

第1201003号 平成Z岬度第3四半期予草の示遣(追加分)について|目黒彰一 11月28日
厚局生安労全働衛省生労部働計画益課増 都築道懲府部安県課労全長働衛生問労主働務

12月 1日 労働基準局安全衛生部計画課 12月 1日 長
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受 信 者 備考

施行月日 起案部署
日

第0105001号 平成20年度第四四半期予算の不達ド」目黒彰一 12月25日
厚局生安労全働衛省生長労節働目時基画課準 都基道準U府部安県課労全長働衛局生労主働務ついて

1月 5日 労働基準局安全衛生部計画課 12月25日

第0130001号

1月30日

第0130002号

1月30日
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基安計発発議文書台帳

文書番 号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0202001号
平成20年度第4・四半期予算の不達

目黒彰一 2月 2日厚生労全働衛省生労節働計基準 都基道準府部安県探労全長働衛局生労主働務について 局安 岡諜

2月 2日 労働基準局安全衛生部計画課 2月 2日
長

第0206001号 厚にか生治労活働研科究学代研表究者費の術維助胸金に労つ働安、て金{依衛願生j総合研究事業における指定型の研究 イ寸レい士19十 t化入作ニJヱ二 2月 5日
厚局生安労全働衛生長省労総働計基画準課 合酎町柑明窃究注人グ入間ル.工ー断プ学.念問.樹掛問

2月 6日 労働基準局安全衛生部計画課 2月 6日

第0210001号

2月10日

第0212001号 E532P222主ffJ詰里5tF生総合研究 事 業 北 村 牧 子 2月10日原局生安労働省労働基準
開前附究閉グル…ー刷プ町民主工2怪学E… 研-，究秒員間. 

2月12日 労働基準局安全衛生部計画課 2月12日
全衛生長郎計画課

第0216001号

2月16日

第0216002号

2月16日

第0227001号 認話語)器科室22鵠艶31P全衛生北村牧子 2月27日
厚局生安労全働衛省生長部労働酔困基準線

事前評価委員

2月27日 労働基準局安全衛生部計画課 2月27日

第0227002号 2す羽詰士誘税篠宮炉開促進特第四る企画開価 武知正文 2月24日厚局生安労働省労働基壇

労働基準局安全衛生部計画課
全衛生部計画現 外部委員候補

2月27日 2月27日 長

第0227003号 諜 ;22民営努鮮♂ヅ普及促進特歩に臨企開制価 武知正文 2月24日
厚局生安労全働衛省生長労部働計画基準録 外部委員候補

2月27日 労働基準局安全衛生部計画課 2月27日 の所属長
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0302001号 平成20年度第4四半期予算不達につい 目黒彰一
て

3月 2日厚局生安全労働衛生省労働基構
東京労働局労

部計画I課 働基準部安全

3月 2日 労働基準局安全衛生部計画課 3月 2日
長 課長

第0302002号 平成20年度第4四半期予算不達につい 目黒彰一 3月 2日厚生労働省労働基車 長郎崎安労働全諜局労働基郁て 局安全衛生部計画課 長、労働

3月 2日 労働基準局安全衛生部計画課 3月 2日
長 衛生課長

第0302003号 平成20時期四半期予草師遣(追加分)について 目黒彰一 3月 2日都基道準府郎安県労働局労働 厚生労働省労働基準
全衛生主務 局安全衛生部計画探

3月 2日 労働基準局安全衛生部計画課 3月 2日 課長 長

第0310001号 厚生労働科学研究{労働安全衛生総合萌究)推進轄の北村牧子 3月 9日
厚局生安労全働衛省生郁労働計選画準課

中央労働災害
実施について(通知}

防止協会理事

3月10日 労働基準局安全衛生部計画課 3月10日 長 長

第0310002号 臨f路12222惣222長官官jス ク の 醐 後 退 事 抗 陥 北村牧子 3月10日厚局生安労全働倫生省鰐労働計基構
爾課 外部委員候補

3月10日 労働基準局安全衛生部計画課 3月10日 長

第0317001号 E2222tzzzszfzzi立芸品自主??3tt低北村牧子 3月17日厚生労働省労働基噂

外部委員局安全衛生部計画課

3月17日 労働基準局安全衛生部計画課 3月17日 長

第0318001号

3月18日

第0318002号 RF安全智生韓合研究事前評価委員会の評恒結 果につ北村牧子 3月10日厚生労働者労働基捌 研究代表
局安全衛生部計画課

者3月18日 労働基準局安全衛生部計画課 3月18日 長

第0318003号 fF安 全 衛生総合研究事前評価要員会の評個結 果 に つ 北 村 牧 子 3月10日
厚局生安労全働衛省生長労部働肝法画準課 独全主立衛任行生研政総r究盈法合宏員人研労中究働村所安

3月18日 労働基準局安全衛生部計画課 3月18日

第0330001号 石綿届出等点検指導員の配置等に関して留置すべき事 仁木真司 3月17日厚生労働省労働益準項について 都道府県労働
局安全衛生部計聞課

局長3月30日 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 3月27日 長
L 
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基安計発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0330002号 石綿障害防止結合相龍員設置要領の部改正iこ当たつ仁木真司 3月17日厚局生安労働省労部働計基準て留意すべき事項について 都道府県労働全衛生 画謀
局長3月30日 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 3月27日 長

第0331001号 労働安全衛生総合研究事業に保る継続研究の中間評価
井上仁 3月31日

厚局生安全労働衛生省長労部働計基画準銀結果について 中間・事後評価

3月31日 労働基準局安全衛生部計画課 3月31日
委員
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