
基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0401001号

4月 1日

第0404001号

4月 4日

第0404002号

4月 4日

第0423001号
熱中症による死亡災害発生状況 堀内克

4月17日(平成19年)について f告
厚生労働省労働基 都道府県労働局労
準局安全衛生部労 働基準部労働衛生

4月23日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月23日
i車両衛生課長 主務課長

第0424001号 平成20年度「世界禁煙デ」及び「禁煙週間」の協 渥美彩 4月23日厚生労働省労働基 都道府県労働局労カ依頼について
構局安全衛生部労 働基準部労働衛生

4月24日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月24日 働衛生課長 主務課長

第0424002号 平成20年度「世界禁煙デーJ及び「禁煙週間Jの協 渥美 彩 4月23日厚生労働省労働基力依頼について
準局安全衛生部労 関係団体

4月24日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月24日 働衛生課長

第0424003号
労働基準局報告例規の取扱仁木真

3月19日 都道府県労働
いについて 司 厚衛課生生長労節、働安化省全学郎謀物等長質基、対労事策局働課安衛長全生局労働基準部

4月24日 労働基準局安全衛生部安全課 3月26日
長

第0430001号 「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録 渥美 3月25日厚生労働省労働基
都道府県労働局労に係る事務処理等についてJの一部改正について 耳切予ノr 準局安全衛生部計

画謀長、安全課
働基準部安全術

長、労働術生課長
生主務課長

4月30日 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月30日
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文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0507001号

5月 7日

第0516001号 日本工業規格rT8141遮光保護具」の確認に係る 杉山彰
5月14日 都道府県労働

公示について 況1ロと
厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 局労働基準部

働衛生課長 長
5月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月16日

第0529001号

5月29日

第0530001号
エックス線写真等の個人情報を含む書類の送付に 林田淳

5月30日 都道府県労働
係る留意事項について 厚生労働省労働基

準局安全衛生部労 局労働基準部

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 長

5月30日 5月30日

第0530002号
歯周疾患の予防等に関する労働者 吉見友

5月22日
への配慮について 5ム

厚生労働省労働基 社団法人日本
準局安全衛生前1労

歯科医師会長働衛生課長

5月30日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月30日



基安労発発議文書台帳

文 書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

ぐ¥
第0609001号

石原産業側四日市工場への調査等 堀内克
6月 9日

に係る依頼について 1況口と
厚生労働省労働基 独立行政法人労働
準局安全衛生部労 安全衛生総合研究

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 所理事長

6月 9日 6月 9日

第0610001号 企画書等評価結果通知書(平成20年度呼吸用保 杉山彰
6月 6日 社団法人産業

議具の性能の確保のための買取り試験事業) f告
厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 安全技術協会

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 会長

6月10日 6月10日

第0616001号 岩手・宮城内陸地震による災害復旧工事における 小川裕
6月16日労働災害防止対策の徹底について 由 厚衛生生生労課郎働長省安物全労質働課対基長策瑠労謀局働長安衛全 建長長設{(業社社労)}全働日合本国災会建総音会訟設防長業業止団協協会体会辿会会

6月16日 労働基準局安全衛生部安全課 6月16日

第0619001号 メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携 杉山満 6月 5日厚生労働省労働基 都道府県労働
の促進について

準局安全衛生部労 局労働基準部

6月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月12日 働衛生課長 長

第0619002号 メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携 杉山満 6月 5日厚生労働省労働基の促進について
準局安全衛生部労 関係団体の長

6月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月12日 働衛生課長

第0619003号 メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携 杉山満 6月 5日厚生労働省労働基の促進について
準局安全衛生部労 関係団体の長

6月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月12日 働衛生課長

第0619004号 メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携 杉山満 6月 5日厚生労働省労働基の促進について
準局安全衛生部労 関係団体の長

6月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月12日 働衛生課長

第0619005号 メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携 杉山満 6月 5日厚生労働省労働基の促進について
準局安全衛生部労 関係団体の長

6月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月12日 働衛生課長

第0623001号
ずい道等建設工事における指導等実施状況の報 佐藤寿 6月17日厚生労働省労働基 都道府県労働
告について 幸 準局監督課長、安

局労働基準部全衛生部労働衛生

6月23日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月23日
謀長 長

第0625001号 即時度中小醐職場を対象とした危険性又は有害性等の調査 若林和 6月13日 都道府県労働
等普及促進等事業に係る対紳耕の把闘について 也

厚術課生生長労部.働安化省全学労謀物働長質基.対労準前働局線衛安畏生全 局労働基準部

6月25日 労働基準局安全衛生部安全課 6月25日
長



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 ，者 受信者 備考
施行月日 起案部署

日

第0701001号
酸素欠乏症等の労働災害発生状況 堀内克

6月24日の分析について f告
厚生労働省労働法 都道府県労働局労
司自局安全衛生部労 働基準部労働衛生

7月 1日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 7月 1日
働衛生課長 主務部長

第0716001号
じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけ 清本芳

7月14日るDR(FPD)写真使用に関するメーカー追加承認

史
厚生労働省労働基 都道府県労働

について 準局安全術生部労 局労働基準部

7月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 7月16日
働衛生課長 長



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0812001号
平成20年度中小規模事業場を対象とした危険性又 若林和

7月28日は有害性等の調査等普及促進事業実施細目につ
也 厚衛課生生長労部.働安化省全学労課物働長質基、対労事策働局課衛安長生全

都道府県労働局労
いて 働基準部安全衛生

主務課長

8月12日 労働基準局安全衛生部安全課 8月12日

第0812002号
平成20年度中小規模事業場を対象とした危険性又 若林来日

7月28日は有害性等の調査等普及促進事業実施細目につ

也 厚衛課生生長労部.働安化省全学労課物働長質集、対労噂策働局線衛安長生全

社団法人日本労働
いて 安全術生コンサノレ

タント会会長

8月12日 労働基準局安全衛生部安全課 8月12日



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0925001号 長時間労働者に対する面接指導制 成毛節 9月17日厚生労働省労働基 都道府県労働
度の周知について 準局安全衛生部労 局労働基準部

9月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 9月25日
働衛生課長 長

第0926001号
じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけ 清本芳

9月26日 都道府県労働るDR(FPD)写真使用に関するメーカー追加承認に

史
厚生労働省労働基

ついて 準局安全衛生部労 局労働基準部

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 長

9月26日 9月26日



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信
受信者 備考

施行月日 起案部署
決裁月 者

日

第1009001号 平成20年度地域・職域連携推進事業関係者会議に 吉見友
10月 7日ついて ヲム

厚生労働省労働基 都道府県労働局労
準局安全衛生部労 働基準部労働衛生

10月 9日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月 9日
働衛生課長 主務課長

第1017001号
平成20年度原子力総合防災訓練の堀内克

10月17日厚生労働省労働基
実施について ?告 福島労働局労働基

準局安全衛生部労
準部安全衛生課長

10月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月17日
働衛生課長



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第1104001号 平成20年度「手持動力工具の振動レベル状況調査 堀内克 10月31日厚生労働省労働基等事業」に係る協力依頼文について ご1生口 手持動力工具
準局安全衛生部労

メーカーの長働衛生課長

11月 4日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 11月 4日 /、~

第1114001号 地域産業保健センター事業の平成20年度成果目 吉見友
11月10日標に係るアンケートの実施のついて ヲム

厚生労働省労働基 都道府県労働局労
時II局安全i桁生部労 働基準部労働1111生

11月14日 労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生謀長 主務課長

11月12日

第1114002号

11月14日



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信
決裁月 者

受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第1225001号 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の 、清本芳
12月22日周知について 史

厚生労働省労働基 都道府県労働局生労
準局安全衛生部労 働基準部労働術

12月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 12月25日
働衛生課長 主務課長

第1225002号 労働者に対する(依肝頼炎)ウイルス検査の受診勧奨等の 清本芳
12月22日周知について 史

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 関係団体の長

12月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 12月25日
働衛生課長

第1225003号 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の j青本芳
12月22日周知について(依頼) 史

厚生労働省労働基労
準局安全衛生部 関係団体の長

12月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 12月25日
{助衛生課長

第1225004号 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の 清本芳
12月22日周知について(依頼) 史

厚生労働省労働基 社団法人全国労働
帯主局安全衛生剖i労 衛生団体連合会

12月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 12月25日
働衛生課長 会長



基安労発発議文書台帳

文 書番号 件名 起案者
起案月

日 発 信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0130001号 現下の経済情勢を踏まえた緊急の 宇多山 I荷 1月29日
厚労長課働生、長労労衛、働働生労基総省課働指務長y;大局課、準安級臣長局官乗全監易衛安首地生定謀部局方

都道府県労働局

自殺予防対策について 総務部長、労働基
1jl!部長、職業安定

1月30日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 1月30日 部長

第0130002号
中央じん肺診査医への就任(再任) 佐藤寿

1月21日厚生労働省労働基
依頼について 幸 中央じん肺診

準局安全衛生部労
査医候補者働衛生課長

1月30日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 1月27日

第0130003号
中央じん肺診査医の候補手続につ 佐藤寿

1月21日 中央じん肺診
いて(依頼) 幸

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 査医候補者所

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 属長

1月30日 1月27日



基安労発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0210001号
産業保健推進センター所長候補者 吉見友

2月 9日
の推薦について 弘 厚生労働省労働基

栃良基木.第香節崎川労玄.働長富衛崎山生労主働山奇局梨課労長働宗準局安全衛生部労
働衛生課長

2月10日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月10日

第0212001号
「林業チェーンソー取扱労働者健診促進事業に係 堀内克

2月 9日る企画書評価委員会jの外部委員の就任依頼につ
1ごと同ヒ

厚生労働省労働基 独立行政法人安全
いて 準局安全衛生部労 衛生総合研究所

2月12日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月12日
働衛生課長 研究企闘調整部長

第0212002号
「林業チェーンソー取扱労働者健診促進事業に係 堀内克

2月 9日る企画書評価委員会Jの外部委員の就任依頼につ
1ご生同

厚生労働省労働基 独立行政法人労働
いて 準局安全衛生部労 安全衛生総合研究

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長 所理事長

2月12日 2月12日

第0213001号
「トンネル建設工事における粉じん対策推進事業に 杉山彰

2月10日係てる企画評価委員会」の委員への就任依頼につい f可ι口 厚生労働省労働基

外部委員準局安全衛生部労

労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月12日
働衛生謀長 l

2月13日

第0213002号
「トンネル建設工事における個人ばく露測定等推進 杉山彰

2月10日事業に係る企画評価委員会」の委員への就任依頼 1、生同 厚生労働省労働基

外部委員について 準局安全衛生部労
働衛生課長

2月13日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月12日

第0213003号
「トンネル建設工事における粉じん対策推進事業に 杉山彰

2月10日係る企画書評価委員会jの委員就任の承認依頼に 、1比ロ 厚生労働省労働基 外部委員の所
ついて 融局安全衛生前1労

属長倒I衛生謀長

2月13日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月12日

第0213004号 re"'*ル建設工事における個人民側関推進事業に係る企画書評 杉山彰 2月10日厚生労働省労働基価委員会Jの昏員就任の車認依額について と1止ロと 外部委員の所
準局安全衛生前i労

属長働衛生課長

2月13日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月12日

第0217001号 「快適職場形成促進事業に係る企画書評価委員 渥美彩 2月16日厚生労働省労働基 建設労務安全
会」の委員への就任依頼について

準局安全衛生部労 研究会事務局

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長 長

第0217002号 「快適職場形成促進事業に係る企画書評価委員 渥美彩 2月16日厚生労働省労働基会」の委員就任の承認依頼について 建設労務安全
準局安全衛生部労

研究会理事長
2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長

第0217003号
r Iト規模事業場等団体安全衛生活動援助事業に係
る企画書評価委員会Jの委員への就任依頼につい 渥美彩 2月16日厚生労働省労働基 建設労務安全
て 準局安全衛生部労 研究会事務局

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日
働衛生課長 長
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日

第0217004号
「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業に係
る企画書評価委員会」の委員就任の承認依頼回 渥美彩 2月16日厚生労働省労働基 建設労務安全
いて 準局安全衛生部労

研究会理事長

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日
働衛生課長

第0217005号 「メンタルヘルス対策支援センタ事業に係る企画 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基書評価委員会Jの委員への就任依頼について
準局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長

第0217006号 「メンタルへ/レス対策支援センター事業に係る企画 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基書評価委員会Jの委員就任の承認依頼について 外部委員の所

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日
準局働安衛全生衛課生長部労 属長

第0217007号 メンタ/レヘルス対策支援センタ一事業に係る企画書 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基評価委員会の開催について
首li局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 1目指衛生課長

第0217008号 「産業医等医師等を対象とした研修事業に係る企 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基画書評価委員会Jの委員への就任依頼について
準局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長

第0217009号 「産業医等医師等を対象とした研修事業に係る企 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基画書評価委員会」の委員就任の承認依頼について
準局安全衛生部労

外部委員の所

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 i曲衛生課長 属長

第0217010号 産業医等医師等を対象とした研修事業に係る企画 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基書評価委員会の開催について
準局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長

第0217011号 「労働者の健康の保持増進対策事業に係る企画書 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基評価委員会jの委員への就任依頼について
準局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長

第0217012号 「労働者の健康の保持増進対策事業に係る企蘭書 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基評価委員会」の委員就任の承認依頼について
準局安全衛生部労

外部委員の所

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長 属長

第0217013号 労働者の健康の保持増進対策事業に係る企画書 杉山満 2月 5日厚生労働省労働基評価委員会の開催について
準局安全衛生部労 外部委員

2月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月17日 働衛生課長
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第0218001号 fjo/?，ルへJv7.;;r;:調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣 杉山満 2月16日厚生労働省労働基事業に係る企画書評価書員会jの委員への就任依頼について

外部委員
労働基準局安全衛生部労働衛生課

準局安全衛生部労

2月18日 2月18日 働衛生課長

第0218002号 r :J. ':/~1…ス不調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣 杉山満 2月16日厚生労働省労働基事業に係る企画書評価委員会」の吾員就任の承認依頼について 外部委員の所

労働基準局安全衛生部労働衛生課
準局安全衛生部労

属長2月18日 2月18日 i曲衛生課長

第0218003号 M ルへJVA/F調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣 杉山満 2月16日厚生労働省労働基事業に係る企画書評価委員会の開催について

外部委員
労働基準局安全衛生部労働衛生課

準局安全衛生部労

2月18日 2月18日 働衛生課長

第0218004号 業に『メつにン係いタルてる企ヘ指画ル導ス書・助不評言調価をの署行労員う働こ会と者」ののので委再き員チるへャ産のレ業ン就医ジ任葺の依成た頼めのにのたつ職めいの場て教恒育帰研訓修練事等 不工いJノ〆~ 、、・A商r ー 2月16日厚生労働省労働基

外部委員準局安全衛生部労

2月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月18日 働衛生課長

第0218005号
「メンタルヘルス不調の労働者の再チャレンジのための職めの場教直育帰研司嚇修事等 宋..;夕 、4両. 

2月16日について指導・助言を行うことのできる産業医義成のた
業に係る企画書評価委員会jの委員就任の承認依頼について 山 厚生労働省f労働墨

外部委員の所
準局安全衛生部労

2月18日2 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月18日 働術生課長 属長

第0218006号
「メンタJレへノレス不調の労働者の再チャレンジのための職めの場教苗育帰研司修練等 束仁三J己 、U両4・

2月16日について指導助言柿うことのできる産業医糊のた 事 山 厚生労働省労働基労

外部委員業に係る企画書評価委員会の開催について
準局安全衛生部

2月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月18日 i助術生課長

第0218007号 「職域対象のM ル~レス対策についてのポータルサイトの開設事業 杉山満 2月17日厚生労働省労働基に係る企聞書評価善員会Jの主主員への就任依頼について

外部委員
労働基準局安全衛生部労働衛生課

構局安全衛生部労

2月18日 2月18日 働衛生謀長

第0218008号 「職域対象のメンタルへルス対策についてのポータルサイトの開設事業 '七ルノノ『トムLr ~主F主q 2月17日厚生労働省労働基に係る企聞書評価委員会Jの委員就任の承認依頼について 外部委員の所

労働基準局安全衛生部労働衛生課
準局安全衛生部労

属長2月18日 2月18日 働衛生課長

第0218009号
職域対象のメンタルヘルス対策についてのポ タ

ルサイトの開設事業に係る企画書評価委員会の開 杉山満 2月17日厚生労働省労働基

外部委員催について 準局安全衛生部労

2月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月18日
働衛生課長

第0219001号 林業チェーンソー取扱労働者健診促進事業に係る 堀内克 2月16日厚生労働省労働基
企画書評価委員会の開催について ?止ロ

準局安全衛生部労 外部委員

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長

2月19日 2月19日
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第0223001号 快適職場形成促進事業に係る企画書評価委員会 渥美彩 2月20日厚生労働省労働基 建設労務安全
の開催について

準局安全衛生部労 研究会事務局

2月23日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月23日 働i前生課長 長

第0223002号 小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業に係 渥美彩 2月20日厚生労働省労働基 建設労務安全
る企画書評価委員会の開催について

準局安全衛生部労 研究会事務局

2月23日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月23日 働衛生課長 長

第0224001号
「精神障害等による労働災害を踏まえた職場環境等の改善によるメンタ 杉山満

2月19日ルヘノレス不調の予防を推進するための事業に係る企画書評価書員会」 厚生労働省労働基

外部委員の書員への就任依頼について
準局安全衛生部労

2月24日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月24日 働衛生課長

第0224002号
「精神障害等による労働踏を踏まえた職場環境等の改善に出ンタ 杉山満

2月19日ルヘルス不調の予防を推進するための事業に係る企画書評価委員会」 厚生労働省労働基 外部委員の所の委員就任の承認依頼について 司M局安全衛生部労

2月24日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月24日 働衛生課長 属長

第0224003号 精神障害等調のに予よる防労を働推災害を踏まえた職場環境等の改善によるメンタル 雫仁ZjF山0-!y~両... 
2月19日へノレス不調 進するための事業に係る企画書評価委員会の開 厚生労働省労働基

外部委員{置について
準局安全衛生部労

2月24日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月24日 働衛生課長

第0226001号 「健康診断におけるデジタルレントゲン撮影に閲する研修事業に係る企 吉見友
2月25日画書評価委員会問委員への就任依頼について 弘 厚生労働省労働基

外部委員準局安全衛生部労

働衛生課長

2月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月26日

第0226002号 「健康診断におけるデジタルレントゲン撮影に関寸一る研修事業に係る企 吉見友
2月25日画書評価委員会同組就任の承認依頼について 弘 厚生労働省労働基 外部委員の所

準局安全衛生部労
属長働衛生課長

2月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月26日
「健康診断におけるデジタルレントゲン撮影に関す 吉見友

第022，6003号 る研修事業に係る企画書評価委員会」の開催につ

ヲム
2月25日厚生労働省労働法

外部委員いて 準J司安全衛生部労

働衛生課長

2月26，日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月26日

第0226004号
「産業医の実践的な能力向上のための研修事業に 吉見友

2月25日係る企画書評価委員会」の委員への就任依頼につ

ヲム
厚生労働省労働基

外部委員いて 準局安全衛生部労

働衛生課長

2月26日 、労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月26日

第0226005号、
「産業医の実践的な能力向上のための研修事業に 吉見友

2月25日係る企画書評価委員会Jの委員就任の承認依頼に

ヲム
厚生労働省労働基 外部委員の所

ついて 準局安全衛生部労
属長働衛生課長

2月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 2月26日
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第0226006号 「産業医の実践的な能力向上のための研修事業に 吉見友
2月25日係る企画書評価委員会jの開催について 弘

厚生労働省労働基

外部委員準局安全衛生部労

労働基準局安全衛生部労働衛生課
働衛生課長

2月26日 2月26日
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第0302001号
平成21年度「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚 手午交旧子一三t乙コ{J!毛

2月28日厚生労働省労働基
都道府県労働局労生労働大臣・都道府県労働局長表彰」の推摘に係る事務について 一一 準局安全衛生部安

全課長、労働衛生
働基準部安全衛生

主務諜長

3月 2日 労働基準局安全衛生部安全課 3月 2日
課長

第0311001号
産業保健推進センター所長候補者 吉見友

3月11日の推薦について ヲム
厚生労働省労働基 独立行政法人労働
準局安全衛生部労 者健康福祉機構総

3月11日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月11日
働衛生課長 務担当理事

第0319001号 石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大等に関 清本芳
3月 2日する周知を図るためのリーフレットの送付について 史

厚生労働省労働基 都道府県労働基準
準局安全衛生部労 局労働基準部労働

3月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月18日
働衛生課長 衛生主務課長

第0319002号 石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大等に関 清本芳
3月 2日する周知を図るためのリーフレットの送付について 史

厚生労働省労働基
耳y局安全ttt.r生部労 関係団体の長

3月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月18日
働1//，生課長

第0319003号 石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大等に関 清本芳
3月 2日する周知を図るためのリーフレッ卜の送付について 史

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 関係団体の長

働衛生課長

3月19日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月18日

第0323001号 改訂版「心の健康問題により休業した労働者の職 阿部泰
3月 2日 都道府県労働

場復帰支援の手引きjの送付について 幸
厚生労働省労働基
準局安全衛生部労 局労働基準部

3月23日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月23日
働衛生課長 長

第0325001号
「ニッケル化合物」及び「枇素及びその化合物」に係 吉見友

3月17日る健康診断の実施に当たって留意すべき事項につ

ヲム
厚生労働省労働基 都道府県労働局労

いて 準局安全衛生部労 働基準部労働衛生

3月25日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月18日
働衛生課長 主務課長

第0325002号 危険性又は有害性等の調査等の実施の促進に当 若林和 3月24日 都道府県労働
たり当面留意すべき事項について 也

厚衛課生生長労節、働安化省全学労課物働長質孟対労単策働局課衛安長生全 局労働基準部

3月25日 労働基準局安全衛生部安全課 3月25日
長

第0326001号 国が実施したがん原性試験の結果がん原性析す証拠が認められた化 武部憲 3月16日学物質による労働者の健康障害防止対策の徹底について 和 厚生労働省労働基 都道府県労働
準局安全衛生部労

局労働基準部

労働基準局安全衛生部化学物質対策
働衛生課長、化学

3月26日 3月26日
物質対策課長 長

課

第0326002号 国が実紐したがん原性試験の結果がん原性を示寸証拠が認められた化 武部憲
3月16日学物質による労働者の健康障害防止対粛の徹底について

来日 厚生労働省労働法
耳!i局安全衛生部労

関係団体の長

労働基準局安全衛生部化学物質対策
働衛生課長、化学

3月26日 3月26日
物質対策aR長

課
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第0326003号 平成21年度のメンタノレヘノレス対策に関する委託事
杉山満 3月23日厚生労働省労働基業について 都道府県労働局労

準局安全衛生部1i働基準部労働術生

3月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 3月26日 働衛生課長 主務良県長

第0331001号 独立行政法人労働安全衛生総合研究所に対する 稲毛健 3月24日 都道府県労働局労災害調査等への協力依頼について 一一
厚衡課生生長労部、働安化省全学労謀物働長質革‘対労準策働局課衛安長生全 働基準部安全衛生

3月31日 労働基準局安全衛生部安全課 3月31日
主務課長


