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平成21年4月16日 平成21年4!l21日 平成21年4月21日 基卦菅尭 事0421叩3号 書証置確定通知書 労安全働基閣生準局部 労働晴生楳 杉山満 支生補出労償負働部担省労行労災a働管理担基調当操事官局畏労厚災 独働構立者健行理政車事福法長祉人労極

平成21年4月16日 平属21年4月23日 平成21年4月23目 基骨曹量 軍0423001号 平事確る成労業定働j田2虫通にo年害つ知度防いに止てつ「林対のい業曜垂て託にの充置お実のけ 骨安働全基衛準生局省略 安全課 野上浩一 支生補出労償負働都担省労行労災ゐ働管理担器準当課局長官労厚災 林協業業労会働会・木虫長材害製防造止

平成21年4月16日 平成21年4月23目 平成21年4月23日基労曹尭 事0423002-号 慣揮発生通知書 骨安働全基衛生準榔局 安全課 野上浩一 厚災補生労償働都労省労災働管理基準課局長労 歳入基徴収官 労
働準局長

平成21年4月21日 平成21年4月23日 平成21年4月23日基労官発 事04230田号 垂託費確定通知書 労肯挺働補基準慣局都 補慣醒 害事埴慎太 支生補労償出負働都担省労行労災ゐ働管理担基準当線局長官労厚災 財保ター険団法情報理人セ事由長ン民

平成21年4月21日 平成21年4月23日 平成21年4月23日 基卦官発 軍0423004号 慣権発生通知書 労労働挺基補準慣局部 捕慣疎 蓄積増慎太 支補生労償出負働制担省労行労災2働管島理根基当準課長官局労厚災 生官署骨支働省出官労働厚基

準局長

平成21年4月21日 平成21年4月23目 平成21年4月23目 基労苦尭 軍0423005号 慣橿尭生通知書 労卦虫働基楠a慣n局部 補慣謀 幸増慎太 生補支労償出働都負担省労行労災ゐ働管理担l;当皐際官局長労厚災 量生入労徴働収省官労働厚基

ilI局長

平成21年4月16日 平成21年5月8日 平成21年5月8日 基労管尭 軍国08001号 垂託費確定通知書 労安働全基衛生準部局 労働衛生標 杉山事浩 補支生労償幽働郁負担省労労災行働過管担基理当準線官局長労厚災 社安会全長団法技人術協産会業

平成21年5月8日 平成21年5月11日 平成21年5月11日 基骨菅尭 事0511001号 平摘需め成額契に及2毘びい0年平込て度成碩(官等図2書公の1取需年)契度約官実公 首費出働基補準償局郁 労提背理課 斎藤寛孝 災労管働S理S準課局長労災補償都労 厚官生爵労会働計省課大長臣
約 りまと
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平成21年4月27日 平成21年5月18日 平属21年5月15日基労管発 第0518001号 慣櫨発生通知書 世働基準局 監督標 土田容子 舗支生労出償働都負担省労労災行為働管担基理準解当官局畏労厚災 労計厚働働量生基労保入準険徴働局収特省長別官会労

平成21年4月28日 平成21年E月四日 平成21年5月19日基労菅尭 第0520001号 聾命託令費書確定通知書及び韮遭 大臣官房 地方課 丹野草子 補支生労出償働舗負担省労労災行働為管担基理当準課官局長労厚災 社労世団法人研人究日本協
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平成21年4月四日 平成21年5月初日 平成21年51!19日基労菅尭 箪0520002号 置櫨尭生通知書 大臣官房 地方課 丹野奉子 支働管糧出基事負課担局長労行局災補担当償部官労労災 車働入基撤準収周官畏 労

平成21年4月13日 平成21年5月25日 平成21年5月22日基労官発 第O盟国01号 量託費確定通知書 卦安働全曲基準生局郵 化課学物質対策 吉見友弘 補支生労出償働都負担省労労災行治働管理担菖当準県長官局労厚災 止中央協労会働会提害長防

平成21年4月13日 平成21年5月四日 平属21年5月22日基肯官尭 第0525002号 垂託置確定通知書 労安働全衛基準生局部 化謀学物質対策 吉見友弘 僧支生労償出働責負5担省労行労災為働管理担基当準課局長官労厚災 t中央協労会働会損害長防I

平成21年4月13日 平成21年5月25日 平成21年5月22日基肯曹尭 軍0525003号 慣権尭生通知書 肯宮働全衛基準生局部 化課学物質対策 吉見友弘 生繍支労O出R働部負担省労行労災ゐ働管理担基課当噂局長官労厚災 館働入基徴準収局官長 労

平成21年5月13日 平成21年5月25日 平成21年5月22日 基労管発 箪0525004号 垂託費確定通知書 労安働全衛基生調医局部 化学物質対策
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支為労労担提盟出負舗管当担官理慣行都操
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財団法人

労災特別介た護物援品護目経処費分によ
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為支労労担斑提出負補管当担官償理行部謀

基労曹尭1110軍1号 H21. 11. 10 務韓[合協委託評議価}に関落札す方る入札に係る 労労働災基管準理局課経労理挺繍係慣都 遠藤書棄眠 H21. 11. 10 
厚生労働

式について 大臣

長

『公一用般車競売争参払加』由入札に係
労労働提基管準理局瞬間労鹿虫補係償鶴 大会計臣官課房畏

労災管理課
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労働基用J準紙由局帳報報揮告告等に例印つ規刷い物て『曹4 労部骨労基災準管局理労課災調補度償係 労章災務室樺険長
労災管理課

基労菅発0120軍1号 H22. 1. 20 02 所要 嘉藤遣部 H22. 1. 20 
数調

長

都道府県

労働基用』準紙の報局帳報簿告等告に例印つ規刷物「曹4 労都圃労基災準管局理課労災調補度償係
労働局総

労災菅理課
基労管尭0120第Z号 H22. 1. 20 02 所要 事藤達郎 H22. 1. 20 

務課課部}(総会畏計務数聞 いて
畏

総研務(協究量合託議開評価発}に落聞、調す札査、 広報白書
支ゐ出担負当担官行る入札に係る

部労働労基災準管局理労課災経補理償悟 厚大生臣労働基労官発0121!1'i1号 H22. 1. 21 方式について 遺藤香華眼 H22. 1. 21 労災補償郁
労挺管理醒
長

財団法人

労災特別介た護物援品護目経処費によ
労部金働福労基祉災曹準樺局二険係労輩災務補室償年 労ポー災サトセ

労災補償部
基労菅発0128軍1号 H22.1.28 り取骨し 分につ 福田浩規 H22. 1. 15 労災曹理課

いて ンタ一会 長
畢

研究開量関落、調す札方査る入式、広報由章 支為労労担提盟出補負管当担官理償行都韓
基労曹発0204軍1号 H22. 2. 4 務委託に 札に憧る

労部骨労基災準管局理労課災経補理償係 遠藤香華映 H22.2.4 厚生労働
総合評価 について 大臣
(協議) 長

基労曹発0217軍1号 H22.2. 17 研務総(協史聾合議開挺評量価}に、関落調札す査方る、入式広札に報につ悟白い書てる 労部働労基鋭準管局理課労災経補理償悟 遠藤寄書映 H22.2.17 
厚生労働 克為労労担提提也補負管当担理官償部行課
大臣

長

車松院京沢長都病立院

基骨管発0223第2-4号 H22.2.23 由合員頼r会治主評に療懐価』つ手落のいと職法札外て方部章の生開式聾技員活発田術由に係審就両立査恒る寄総彊依 労部働労基災準管局理労課災企補画償調 藤代岳志 H22. 2. 19 学杏神医林学神教大部経室学精科教 労災菅理課

壷憧
長

授

学杏校林法宇人圃

理穆畏

研務総(究協垂合評議開託量価)に、関落調すキL査、 広報の業
支為出担負当担官行

基労菅尭0301揮1号 H22. 3. 1 る入札に悟る 労労働盟基管理講局課労経提理補係償際 遠藤香章暁 H22. 2. 25 厚大生臣労蝿
労誕挺補管理償鶴聾方式について
世畏

研究開発、調査、広報白書
支ゐ労労長出担誕挺繍負管当担理宮慣都行謀基労曹尭0301軍Z号 H22.3.1 務総{合協重評擁託価に)関落札す方る入式札ににつ悟いるて 労労働民管基理犠周課経労理型補係慣締 遠藤書量映 H22. 2. 26 厚大生臣労醐

繰越計算書(明許繰越しの
労部働労基災準菅局理労課災予補算償悟 厚大生臣労働

支為担出負当担官行

基労菅尭0308箪1号 H22. 3. 8 小森茂春 H22. 3. 5 労挺補償却
分} 労虫管理課

長

独立行政

厚労労生働虫労基補働率償省局部平成22年医度薬薬価改斑通定に伴
労部豊働富労基一災準係管局理労課災機補構償間 法者祉理事健機担人構労置当働福経理基労菅発03日9軍1号 H22. 3. 9 う医療用 晶の につ 西久樺雄司 H22. 3. 8 

いて(依頼) 労提管理醒
長

基労管聾0311軍1号 H22. 3. 11 物品平用決定患認申情書 労労働挺基管理準局臨倒労災産補係慣鶴 嘉藤達郎 H22.3. 11 
厚生労働 労災管理課
大臣 長

研究開量関落、間す札査方る入式、広札報に悟の叢 支泊労担提出負補当担官償行部
基労菅尭0312軍1号 H22.3.12 務垂続に る 労労働挺基管理準局理労経提理補係償都 遠藤香華映 H22. 3. 11 厚大生臣労働

総合評価札方式について
労量提管理書(協鰻}

」一



文書番号 揖畿日 件名 超寮担当謀・悟 起草者 起草田 施行先 施行者 備考

車官労入徴働収基

支為担出負当担官行

基労曹発0315第1号 H22. 3. 15 債権発生通知書 労部働計基画準課局団安体全監衛理生樺 磯村真意 H22.3.8 労労働虫補基調慣鹿部島
拳局長 91虫管理課

墨

基労官発0319軍l号 H22.3.19 債権発生通知書 労部働計基画準課局団安体全監摘理生悟 磯村真志 H22. 3. 8 歳官労入骨圃収基 主為労労労長働担提挺出負補当基管担官準理償都行局聾

準局長

基労菅発0319軍2号 H22. 3.19 債権量生通知書 労部働計基画準標局団安体全監衛理生怪 磯村真志 H22. 3. 8 
車官労入徴働収基 支急労労労長働出担挺提補負管当基担翠理官曲局部謀行

準局畏

労働基準局安全衛生
量入徴収 支為労担働出負基当担官準局行

基費官発0319聾3号 H22. 3. 19 債権量生通知書
部計画課団体監理悟

磯村真志 H22. 3. 8 官労働基
労労盟提補管理慣古聾都準局畏

長

基労曹発0319揮4号 H22.3.19 債権量生通知書 労部働計基画準課局安全衛生 磯村真意 H22.3.8 轟官労入撤働収基 支ゐ労労労長担働挺提出繍負基管当担理官準慣局都行課
団体監理揮

準局長

基労菅尭0326曹1号 H22. 3. 26 繰越計算書(明許輯越しの
労部働労基災準菅局理労課災予補算償係 小轟茂春 H22. 3. 26 厚生労働

支急労担盟出補負当担官償部行

分} 大臣 労虫管理課
畏

基労菅発0331曹3号 H22. 3. 31 計平成決算21年つ度い労て働保険特別会 都労圃労基災準管局理費課災決補事償怪 富 樫 明 H22. 3. 30 都労働道府局長県
労提管理課
畏


