
労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課係 起案者 起業目 施行先 施行者 備考

「労働者災害補償保険法施行規~IJ
及び炭鉱災害による 酸化炭素中

労働基準局労災梢償部労災 都道府県労 厚生労働省労
基尭0401第1号 H23.3.15 毒症に関する特別措置法施行規則

管理課法規係
田中里愛子 H23.3.9 

働局長 働基準局長
田一部を改正する省令」の施行につ
いて

基発0401第2号 H23.3.24 身分証明書発行等申請について 労係働基準局総務課秘書人事 向所美樹 H23.3.24 
大臣官房人

労働基準局長
事課長

基発0401第3号 H23.3.30 
平成23年度一般会計及び労働探検

労働基準局総務課予算係 阜 河宏昭 H23.3.30 
都道府県労 厚生労働者労

特別会計予算由実行計聞について 働局長 働基準局長

賃金調査員規程等の 部改正に係
厚生労働

労働基準局労働条件政策課 都道府県労 厚生労働省労 省大臣官
基発0401第5号 H23.3.17 る都道府県労働局への通知につい

賃金時間意指導係
子安成人 H23.3.14 

働局長 働基準局長 震地方課
て 長と連名

労働政策審議会勤労者生，舌分科会
公立大学法
人名古屋市 厚生労働省労

基発0401第6号 H23.3.24 臨時委員に係る承諾依頼について 労働基準局勤労者生活課 草処哲也 H23.3.22 
立大学学長 働基準局長

(伺い)
戸苅創

労働政策審議会勤労者生活分科会
公立大学法
人名古屋市 厚生労働省労

基発0401第7号 H23.3.24 中小企業退職金共済部会臨時霊員 労働基準局勤労者生活課 草処哲也 H23.3咽22
立大学学長 働基準局長

に係る承諾依頼について〔伺い) 戸苅創

基発0401第8号 H23.3.29 
過重労働防止対策アド1¥イザーの廃 労労働働基条準件局対策監係督諜特定分野 渡 蓮吉徳 H23.3.23 都働道局府長県労 厚生労働省労
止について 働基準局長
自動車運転者時間管理等指導員L

労働働基準件眉監督課特定分野 都道府県労 厚生労働者労
基発0401第9号 H23.3.29 係る設置要領及び執務準則田作成

労条対策係
渡 遺吉徳 H23.3.23 

働局長 働基準局長
について
「自動車運転者の労働時間等の労 都道府県労 厚生労働省労

基発0401第10号 I H23 3 29 働条件確保のための監督指導等に 労働基準局監督課監察係 岡 崎陽平 H23.3.23 
働局長 働基準局長

ついてjの 部改正について
全国乗用自
動車連合

基発0401第11号 H23.3.29 
自動車運転者時間管理等指導員に 労働基準局監督諜特定分野

渡 遺吉徳 H23.3.23 
会、全日本卜 厚生労働省労

関する要請について 労働条件対策係 ラッウ協会及 働基準局長
び日本パス
協会の長

基発0401第13号 汁23.3.30
「最低貫主に関する実態調査JI:つ 労働基準局労働条件政策課

小池栄太郎 H23.3.29 
都道府県労

労働基準局長
いて 賞金時間室最低貫金係 働局長

平成23年度労働保険特別会計徴収

基発0401第15号 H23.3.31 
勘定予算〔労働保険適用徴収業務 労働基準局労災梢償部労働

小 川明良 H23.3.31 
都道府県労

労働基準局長
関係経費に係るもの)の示達につい 保険徴収課予算係 働局長

て



基発0401第17号

基発0401草18号

基発0401第19号

基尭0401第四号

基発0401草21号

基発0401草22号

基発0401第四号

基発0401第24号

基発0401草25号

基発0401第27号

基発0401第四号

基発0401草30号

基尭0401輩出号

基発0401草32号

基発0401第35号

H23.3.31 

H23.4.1 

平成23年度労災ケアサポート事業
の垂託等について

労働基準局施行簿

労働基準局労災補償部労
災保険華務課年童福祉第1
係

労働基準局労災補償部労
働保険徴収課予算係

政木隆

政木陵

政木隆

芦川佳子

明良

章子

章子

章子

友子

圭佑

美津

美津

美津

清巳 H23.3.31 

H23.4.1 
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北海道労働
局長富城
労働局長
愛知労働馬
長大阪労

基発0401第36号 H23.3.31 
平成23年度労災特別介護援議事 労働基準務局労災補償部労災 嘉藤達郎 H23.3.2B 

働局長広 厚生労働省労

業の委託について 保険業課年金福祉第係 島労働局長 働基準局長

愛媛労働局
長熊本労
働局長厚
生労働省労
働基準局長

基尭0401第四号 H23.4.1 
平成23年度新規起業事業場就業環

労働基準局藍督課監察係 岡 崎陽平 H23.3.30 
都道府県労 厚生労働省労

境整備事業について 働局長 働基準局長

平成23年度労働保険適正加入促進 労働基準局労災補償部労 都道府県労
職業安定

基尭0401第四号 H23.4.1 
事業由実施について 働慢険徴収課草務係

新 井紀子 H23.3.31 
働局長

労働基準局長 局長と連
名

特例民法法人L対する立入検査結
特例民法法

基尭0404革2号 H23.3.31 果の報告及び改善勧告書の交付に 労働基準局総務課監理係 冨 田裕介 H23.3.31 
人代表者

労働基準局長
ついて

特例民法法人に対する立入検査結
特例民法法

基尭0404第3号 H23.3.29 果の報告及び改善勧告書の交付に 労働基準局総務課監理係 立花 剛 H23.3.29 
人代表者

労働基準局長
ついて

基尭0404第7号 H23.4.4 身分~iI明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.4.4 
大臣官唐人

労働基準局長
係 事課長

基尭0404第9号 H23.4.4 労働政策に係審る議承会労働条件分科会臨 労働基準局労働条件政置課
黒川真太郎 H23.3.16 

各委員の所
労働基準局長

時委員 認の依頼について 企画係 属長

基尭0404第10号 H23.4.4 指定代理人の指定等について 労働石基綿準対局策安全衛生部計画 前 田憲孝 H23.4.4 大阪法務局
労働基準局長

課 室 長

基尭0404第11号 H23.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局安全衛生部計画

前 田憲孝 H23.4.4 神戸地方法
労働基準局長

課石綿対策室 務局長

基尭0404第12号 H23.4.4 指定代理人の指定等について 労働石基綿準対局策安全宵生部計画 前 田憲孝 H23.4.4 神戸地方法
労働基準局長

課 宣言 務局長

基尭0404草13号 H23.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局安全商生部計画

前 田憲辛 H23.4.4 
東京法務局

労働基準局長
課石綿対策室 長
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基発0404草14号 H23.4.4 指定代理人の指定等について 労働省基綿準対局策安全宵生部計画 前田憲辛 H23.4.4 
車京法務局

労働基準局長
課 票 長

基尭0404第15号 H23.4.4 指定代理人の指定等について 労課働石基綿準対局策室安全衛生部計画 前田憲孝 H23.4.4 
横浜地方法

労働基準局長
務局長

基尭0404第16号 H23.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局安全衛生部計画

前回憲孝 H23.4.4 静岡地方法
労働基準局長

課石綿対策室 務局長

基発0404第17号 H23.4.4 指定代理人の指定等について 労課働石基綿準"局安全衛生部計画 前田憲孝 H23.4.4 
大阪法務局

労働基準局長
対置室 長

労働政策審議会勤労者生活分科会
厚生労働省労

基発0405第1号 H23.4.4 臨時垂員に係る承諾依頼について 労働基準局勤労者生活課 草 処哲也 H23.4.1 所属長
働基準局長

(伺い)

労働政策審議会勤労者生活分科会
厚生労働省労

基尭0405第3号 H23.4.4 中小企業退職金共済部会臨時委員 労働基準局勤労者生活課 草 処哲也 H23.4.4 所属長
働基準局長

に係る軍諾依頼について(伺い)

平成23年2月25臼付lナFATF声明を
社団法人全

基尭0405第6号 H23.4.5 
踏まえた犯罪による収益の移転防止 労働基準局室勤労者生活課労 小 林玲子 H23.4.4 毘労働金庫

厚生労働省労

に関する法律の適正な履行等につ 働金庫業務 指導係
協会理事長

働基準局長

いて

車日本大震bサ災ー被ビ災ス地揺のハロ ワ 岩手、宮城、

基発0405第6号 H23.4.5 ウにおける 提供時聞の拡大 労働基準局総務課総務係 中 村 隆 H23.4.5 福島労働局 労働基準局長

について 長
独立行政法

厚生労働省新規採用職員研修の講 労働基準局総務課秘書人事
人労働政策

基発0406草i号 H23.4.6 
師派遣について {革

小 川明紀 H23.4.5 研究研修 労働基準局長

機構校労働大
学長

基発0406草2号 H23.4.6 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.4.6 
大臣官居人

労働基準局長
{弔 事課長

労働安全衛生法及びこれl、基づく命

基尭0406草3号 H23.4.6 令に係る畳録且び指定に関する省 労働基準局安全宵生部安全
島崎祐希 H23.4.1 

都道府県労 厚生労働省労

令の 郁を改正する省令の施行及 課 働局長 働基準局長

び関係告示の適用等について

独立行政法

労働基準監督署長研修の講部派遣 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基尭0406草8号 H23.4.6 

について 係
小川修平 H23.4.5 研究，研修

働基準局長
機構校労長働
大学
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「第1国職場におけるリスヴL基のたづく

基発0407第1号 H23.4.6 合理的な化学物質管理の促進 労働基準局安全智生部労働
秋 元篤史 H23.4.5 参集者 労働基準局長

めの検の討変会重Jilこ係る開催日時、調催 衛生課
場所 こついて

基発0407第3骨 H23.4.7 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.4.7 
大臣官屠人

労働基準局長
係 事課長

基発0407草5号 H23.3.30 戸籍抄本及び刑罰等調書のま付に
労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.3.30 該当市区町

労働基準局長
ついて(依頼) 村長

独立行政法

労災補償保険審査専門研修の講師 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0407第6号 H23.4.7 

派遣について {系
小川修平 H23.4.6 研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長

I~のレス機 又はシヤの安全装置等 労働基準局安全衛生部安全
関係畳録型 厚生労働省労

基発0407第8号 H23.4.6 型式検定に係る検定の方法等改
課

怯久間敦之 H23.3.28 式検定機関
働基準局長

正について の代表者

防爆構造機械器具に係る機械等市 労働基準局安全衛生部安全
社団法人産

基発0407第11号 H23.4.7 中島賢 H23.4.6 業安全技術 労働基準局長
令の発令について 諜

協会室長

基尭0407第12号 H23.4.7 
防爆構造機械器具に係る機械等命 労課働基準局安全衛生部安全 中島賢 H23.4.6 

都道府県労
労働基準局長

令の発令について 働局長

基発0408第1号 H23.4.8 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.4.8 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

基発04凹草2号 H23.4.8 東日本大震災に伴う解雇、雇止め等
労働基準局監督課監督係 中村祐樹 H23.4.8 

都道府県労 厚生労働省労
に対する対応について 働局長 働基準局長

歳入徴収官

基発04田第4号 汁23.3.31債権発生通知書
労働基準局労災補償部労災

小 暮清巳 H23.3.31 厚生労働省 厚生労働省労
管理課調度係 |主働基準局 働基準局長

化学物質のリスク評価検討会の「第
労働基準局安全衛生部化学 検討会事集

基発0408第7号 H23.4.8 2回有害性評価小検討会」由開曜に
物質対量課化学物質評価室 寺 島友子 H23.4.4 

者
労働基準局長

ついて

歳入徴収官

基発0408第8号 H23.4.8 国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償都労
小 暮清巳 H23.3.30 

厚生労働省 厚生労働省労
発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長

長

公務員宿舎等の模様替等工事承認 労働基準局労災補償部労災
国家公務員

厚生労働省労
基発0408第9号 H23.4.8 

について 管理課調度係 神杉枝里子 H23.4咽7宿舎等被貰
働基準局長

与者
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みずほ情報

基発0408第10号 H23.4.8 委託費確定通知書
労働基準局鷺督課特定分野

渡遺吉徳 H23.4.7 
総研株式会 厚生労働省労

労働条件対策係 社代表取 働基準局長
締役社長

東日本大震災の復旧工事において
労働基準策局安全簡生部化学 関係団体の

基発0411第1号 H23.4.8 使用する呼吸用保護異の取扱いに 樋松宗久 H23.4.6 労働基準局長
関する特例について

物質対課業務係 長

務「労に働係金る庫「資且料びの労提働金庫連合会由業 労働基準局勤労者生活課労 関係道県知 厚生労働省労
基発0411第3号 H23.4.8 出について」の

働金庫業務室指導係
小 林玲子 H23.4.7 

事 働基準局長
一部改正について

基尭0411第6号 H23.4.11 
労働政策審議会安全衛生分科書等 労働基準局安全晴生部計画

坂田裕二 H23.4.8 所属長 労働基準局長
臨時委員に係る承諾依頼について 課企画係
労働政策審議会安全衛生分科書じ

労働基準業局務安全衛生部労働 参集者の所
基発0411第8号 H23.4.11 ん肺部会臨時霊員に係る承諾依頼 衛生課 第ご係 神田将仲 H23.4.8 

属長
労働基準局長

について(伺い)

基発0411第9号 H23.4.11 
人事臭動発令内申について(平成2

労働基準局総務課人事係 中井裕胃 H23.4.11 
大臣官房人

労働基準局長
3年4月21日付け) 事課長

基発0411第10号 H23.4.11 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所要樹 H23.4.11 
大臣官居人

労働基準局長
係 事課長

基発0411第11号 H23.4.11 
平成23年度産業医学暴本講座への 労働基準局安全宵生部労働

磁崎重太 H23.4.6 
産業医科大

労働基準局長
職員派遣について 衛生課 学学長

「労働金庫の業務に聞するリスウ間
労働基準局勤労者生活課労 関係道県知 厚生労働省労

基発0412第1号 H23.4.8 連資料の提出について」等の一部改
働金庫業務室指導係

小 林玲子 H23.4.7 
事 働基準局長

正について

歳入徴収官

基発0412第3号 H23.4.12 
国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償都労

小 暮清巳 H23.4.8 
厚生労働省 厚生労働省労

発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長
長

歳入徴収官

基発0412第4号 H23.4.12 
固有財産の使用許可に伴う責権の 労働基準局労災補償部労

小 暮清巳 H23.4.8 
厚生労働省 厚生労働省労

発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長
長
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歳入徴収富

基発0412第5号 H23A.12 
国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労

小暮清巳 H23.4.B 
厚生労働省 厚生労働省労

発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長
長

歳入徴収官

基発0412第6号 H23.4.12 
固有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労 '1、暮清巳 H23.4.6 

厚生労働省 厚生労働省労
発生について(通知) 災管理課劃度係 労働基準局 働基準局長

長

歳入徴収官

基発0412草7号 H23.4.1 
国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労

小暮，青巳 H23.4.6 
厚生労働省 厚生労働省労

発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長
長

独立行政法

基発0412第8号 H23.4.12 
産業保健調査研究検討委員会委員 労働基準局安全衛生部労働

磯崎重太 H23.4.6 
人労働者健

労働基準局長
の委嘱(更新)について 衛生課 康福祉機構

理事長

基発0412草9号 H23.4.12 
労働者災害補償保枝審査書与指名 労働基準管局理労災補償部労災 上 野継敏 H23.4.11 

山口労働局 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 悟 長 働基準局長

基発0412草10号 H23.4.12 
労働者災害補償保険審査事与指名 労働基準局労災補償部労

上野継敏 H23.4.11 
島根労働局 厚生労働省労

等辞令の送付について 災管理課官理係 長 働基準局長

蓋UFJリ

労働基準件局監督課特定分野
サチ&コ

厚生労働省労
基発0413第2号 H23.4.13 委託費確定通知書 渡建吉徳 H23.4.8 ンサルティン

労働条対策係
ゲ株式会社

働基準局長

取締役社長

支出負担行

平成2び2委年託度事霊業託費事精業算実報施告結書果l報告
為担当官厚

基発0413第3号 H23.4.13 書及 こっ 労働基準務局労災補償部労災 伊 東規雄 H23.4.B 
生労働省労 厚生労働省労

保挨業課年童福祉第一係 働基準償局労 働基準局長
いて

災補部労
災官理課長

東日本大震災Lより労働安全衛生

基発0413第5号 H23.4.13 
法に基づく免許を滅夫等した被災者 労働基準局安全衛生部計画

藤 井健人 H23.4.8 
都道府県労

労働基準局長
への免許を取得していることを翫す 課企画係 働局長
る書面白発行等について
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車京海上回
動リスクコン

基発0414草1号 H23.4.14 「労働契約法等活用支援事業」の精 労働基準局労働条件政策課
内舘友理 H23.4.11 

サルティング 厚生労働省労
算について(伺い) 政策係 株式会社 働基準局長

代表取締役
社長
独立行政法

賃金指導業務専門研修の講師派遣 労働基準局総務課給与圃職員
人労働政策

厚生労働省労
基尭0414第2号 H23.4.14 

について {系
小川修平 H23.4.12 研究ー研修

働基準局長
機構労働
大学校長

化学物質のリスウ評価検討会の「第
労働基準策局安全衛生部化学 検討会参集

基発0415箪1号 H23.4.15 3田1;:く露評価小検討会jの開催に
物質対課化学物質評価室 寺島五干 H23.4.4 

者
労働基準局長

ついて

基発0415箪2号 H23.4.15 |労時働委政員革の審任議会労働条件分科会臨 労働基準局労働条件政策課
黒川真太郎 H23.4.14 

大臣官唐人
労働基準局長

免について 企画係 事課長
独立行政法

新任労働保険適用徴収業務担当者 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0415第3号 H23.4.15 小川修平 H23.4.13 研究・研修

研修の講師派遣について {系
機構労働

働基準局長

大学校長

労働政策審議会労働条件分科会労
労働基準企局画労災補償都労災 大臣官房人

基発0418第1号 H23.4.18 災保険部会臨時垂員の任免につい
管理課 調整係

藤井潤 H23.4.14 
事課長

労働基準局長
て

基発0418草2号 H23.4.18 数次公開旅券の返納l、ついて(依 課労働国基際準室局安全衛生部計画 有 賀康雄 H23.4.15 大際課臣官長層圏 労働基準局長
穏)

「労働安全衛生規則の一部を改正す
る省令、ボイラー及び圧力容器安全

都道府蟻労
基発0418第4号 H23.4.18 

1貯 IJの 昔日を改Eする省令及び有 労働基準局安全衛生部化学
大 淵和代 H23.4.6 働局長、関 労働基準局長

機溶剤予防規則等由一部を改正す 物質対置課化学物貫評価室
る省令の施行についてJの一部の改

係団体の長

正について

基発0418第6号 ト~23.4. 18|労寄働辞者災の害送補付償保険審査書与指名 労働基準官局理労災補償部労災 上 野継敏 H23.4.14 
福井労働局 厚生労働省長労

令 について 管理課 係 長 働基準局

歳入徴収官

基発0418第7号 H23.4.18 固有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労
小 暮清巳 H23.4.15 

厚生労働省 厚生労働省労
発生について(通知) 災管理課調度係 労働基準局 働基準局長

長
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基尭0419軍1号 H23.4.18 
「第3回安全から元気を起こす懇談 労働基準局安全智生部安全

岡満 H23.4.18 参集者
厚生労働省労

会jの開催について 課業務第係 働基準局長

基発0419第2号 H23.4.18 
労働政策審議会勤労者生活分科会

労働基準局勤労者生活課 草処哲也 H23.4.15 
大臣官房人

労働基準局長
臨時委員の任命について(伺い) 事課長
労働政策審議会勤労者生活分科会

大臣官屠人
基発0419第3号 H23.4.18 中小企業退職金共済部会臨時垂員 労働基準局勤労者生活課 草処哲fu H23.4.15 

事課長
労働基準局長

の任命について〔伺い)

労働政策審議会安全衛生分科金じ
労働基準局安全衛生部労働 大臣官房人

基発0419第4号 H23.4.19 ん1市部会委員及び臨時垂員の任命
衛生課業務第三係

神田将岬 H23.4.18 
事諜長

労働基準局長
について(伺い)

基尭0419第5号 H23.4.19 菅区警察学校Lおける霊託研修の 労働基準局総務課給与職員
小 川修平 H23.4.8 

大阪労働局 厚生労働省労
実施について 係 長 働基準局長

基尭0419第6号 H23.4.19 
管区警察学校における委託研修の 労働基準局総務課給与ー職員

小 川修平 H23.4.8 
福岡労働局 厚生労働省労

実施について 係 長 働基準局長

基尭0419草7号 H23.4.19 除籍抄本及び刑事罰等調書の交付
労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.4.19 八街市長 労働基準局長

について(依頼)

労働政策審議会労働条件分科会最
労働金基準局労働条件政策課 大臣官房人

基発0419第8号 H23.4.19 低貰全部会臨時委員の怪命につい
買時間室最低賃金係

小池栄太郎 H23.4.19 
事課長

労働基準局長
て

基尭0419第9号 H23.4.19 
中喪じん肺診査医吉田開催及び経 労働生基課準業局務安全衛生部労働 神 田将悼 H23.4.7 

中央じん肺 厚生基労準働局省労
費の支出について 衛草=係 診査医 働長

基尭0420草1号 H23.4.20 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向 所美樹 H23咽4咽20
大臣官屠人

労働基準局長
係 事課長

基尭0420第3号 H23.4.20 労働基準監督官証棄の交付Lつい
労働基準局総務課人事係 佐々木津平 H23.4.19 

該当都道府
労働基準局長

て 県労働局長

基発0420第4号 H23.4.20 
除籍抄本及び刑罰等調書の交付L

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.4.20 
札幌市中央

労働基準局長
ついて 区長

基葺0420第5号 H23.4.20 第3固化学物質のリスウ評価に係る 労働基準局安全学衛物生質部化干 寺 島友子 H23.4.12 
検討会参集

労働基準局長
企画横討会の開催について 物質対策課化 評価室 者

都道府県労

平成23年春田全国交通安全運動実
働局長及び

基尭0420第6号 H23.4.20 
施計画について

労働基準局総務課総括係 還 藤里樹 H23.4.15 関害係労働災 労働基準局長
防止協会

室長

基尭0421第1号 H23.4.21 
労働政策審議会安全衛生分科会臨 労働基準局安全智生昔日計顕

坂 田裕二 H23.4.19 
大臣官爵人

労働基準局長
時委員等の任命等について 課企画係 事課長
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労働基準馬労災補償部労災
大臣官居統

基発0421第2号 H23.4.21 労務費率調査の実施について 管理課労災保険財政数理室 伊 藤医人 H23.4.21 
計情報部長

労働基準局長
料車協

基発0421第3号 H23.4.21 
第3固化学物質のリスヲ評価l、係る 労働基準局安全衛生部化学

寺 島友子 H23.4.21 
検討会事集

労働基準局長
企画検討会田開催について 物質対策課化学物質評価室 者

技術審議会委員垂嘱のお願いにつ 労働基準局安全衛生部安全
社団法人日

厚生労働省労
基発0422第1号 H23.4.22 

いて E果 佐久間敦之 H23.4.11 本クレーン
l働基準局長

協会会長
ISO/TC96圏内委員会及びJIS原案

労働基準局安全衛生部安全
社団法人目

厚生労働省労
基発0422第2号 H23.4.22 作成委員会委員霊鴫のお願いにつ 5果 佐久間敦之 H23.4.11 本ヴレン

働基準局長
いて 協会会長
移動式ウレ ンの構造部分L使用す 労働基準局安全衛生部安全 香川労働局 厚生労働省労

基発0422草3号 H23.4.22 る説鋼材委の石溶接部に係る許容応力に 課
島崎祐希 H23.3.24 

長 働基準局長

レ ンの構造部分に使用す 労働基準局安全衛生部安全 都道府県労 厚生労働省労
基発0422草4号 H23.4.22 る報鋼材告の再溶接百部に係る許容応力に 課

島崎祐希 H23.3.24 
働局長 働基準局長

月1日付け人事院規則9
労働基準局総務課秘書人事 大臣官房人

基発0425第1号 H23.4.25 8第17条の適用を受ける職員の
{系

嶋村貴紀 H23.4.25 
事課長

労働基準局長
初任給の決定について

独立行政法

労災補償訟務専門研修の講師派遣 労働基準局総務課給与・職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0425第2号 H23.4.25 

について 係
'1リ11 修平 H23.4.22 研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長

平成23年度業務研修安全衛生 労働基準局安全衛生部安全
林野庁森林

基発0425草4号 H23.4.22 山口昌平 H23.4.18 技術総合研 労働基準局長
の実施について(回菩) 課

修所長

EUにおけるアスベスト問題の対応状
労働基準局安全衛生部計画

基発0425第5号 H23.4.20 況に係る調査業務の委嘱について
課石綿対策室

前田憲孝 H23.4.25 委嘱者 労働基準島長
(依頼)

Eur=おけるアスベスト問題の対応状
労働基準局安全衛生部計画

基発0425第6号 H23.4.20 況に係る調査業務委嘱に係る承認
謀石綿対策室

前 田憲孝 H23.4.25 所属長 労働基準局長
依頼について(依頼)

基発0426第1号 汁23.4.22
第1固化学物置のリスヲ評価検討会 労働質基準局安全衛生部化学

寺 島友子 H23.4.11 
検討会事草

労働基準局長
の開催について 物対置課化学物質評価室 者

基尭0426第2号 H23.4.22 
草1固化学物質の')スウ評価検討会 労働基対準策課局安学全衛物生質部化子 寺島友子 H23.4.11 

検討会参集
労働基準局長

の開催について 物質 化 評価室 者

基発0426第3号 H23.4.22 第2固化に学つ物い置てのリスウ評価検討会 労働基準局安全衛生部評価化室学 寺 島友子 H23.4.12 
検討会参集

労働基準局長
の開催 物質対策課化学物質 者

基発0426草4号 H23.4.22 
第2固化学物質田リスヴ評価検討会 労働基準局安全衛生部化学

寺 島友子 H23.4.12 検者討会事集 労働基準局長
の開催について 物質封策課化羊物置評価室
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基発0426茸6号 H23.4.26 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.4.26 
大臣官唐人

労働基準局長
係 事課長

基発0426第7号 H23.4.26 賞与替報告書について
労{動基準局総務課秘書人事

同所美樹 H23.4.26 
車都労働局

労働基準局長
係 長

基発0426草8号 H23.4.26 労働者災の害送補付償保険審査書与指名 労働基準管局理労災補償部労災 上 野継敏 H23.4.21 
鹿児島労働 厚生労働局省長労

等辞A について 管理課 係 局長 働基準

基発0426第9号 け23.4.26管区営察決学定校ににおける垂託研修受 労働基準局総務課給与職員
小川i修平 H23.4.26 

大臣官属人 厚生労働眉省長労
講者の ついて {系 事課長 働基準

財団法人安

コンサルタント誌験員(筆記誌験)の 労働基準局安全衛生部計
全衛生技術

基発0426箪10号 H23.4.26 
霊嘱について(回筈) 画 課 企 画 係

藤井健人 H23.4.22 試験協会理 労働基準馬長
事長大竹邦

生

基発0427第1号 H23.4.26 
平成23年度全国安全週間の実施i、 労働業基務準第局一安全衛生部安全 岡満 H23.4.15 

都道府県労 厚生基労準働局省労
ついて 課 係 働局長 働長

平成23年度全国安全週間の実施に 労働業基務準第局安全衛生部安全
中央労働災

厚生労働省労
基発0427第2号 H23.4.26 

ついて 課 慌
岡満 H23.4.15 害防止協会

働基準局長
会長

平成23年産全国安全週間由実施に 労働業基務準第局一安全衛生部安全
各種労働災

厚生労働省労
基発0427箪3号 H23.4.26 

ついて 課 係
田満 H23.4.15 害防止協会

働基準局長
会長

タリバーン関係者等と関連すると疑 労働基準局務 勤労者生活課労
社団法人全

基発0427第4号 HZ3.4.26 
われる取引の届出等について 働金庫業主指導係

小林玲子 H23.4.26 国労働金庫 労働基準局長

協会理事長

各都道府県

『日本はひとつ』しごとプロジェヴト 労働局長府、

基発0427第6号 H23.4.27 (フェーズ1)を踏まえた取組について 労働基準局総務課総指係 武部憲和 H23.4.27 
各都道県

労働基準局長
(伺い)

知事及び告
関係団体の
長

労働基準局労災補償都労災
厚生労働省

維持管理機関
基発0427第9号 H23.4.27 宿舎使用料の徴収停止について

管理課調度係
神杉枝里子 H23.4.26 労働基準局

労働基準局長
長

緊急作業l、従事した労働者のその
労働基準局安全荷生部労働 都道府県労

基発0428第1号 H23.4.27 桂の緊急作業以外の放射線業務に
衛生課業務第四係

片野圭介 H23.4.26 
働局長

労働基準局長
よる被ぱく線量限度について

福事島第 原子力発電所で従事する
労働基準局安全衛生部労働

東京電力株
基発0428第3号 H23.4.28 従 する労働者の被ぱく線量管理等 片野圭介 H23.4.27 式役会社社長取締 労働基準局長

の徹底について
衛生課業務第二係

基発0428第4号 H23.4.28 
東日本大震災1=1半う監督指導業務

労働基準局監督課皇室督係 小林夏樹 H23.4.26 
都道府県労 厚生労働省労

等の当面の運営について 働局長 働基準局長



労働基準局施行簿

国土交通大学校への講師の派遣に
国道交通省

厚生労働省労
基尭0502第1号 H23.5.2 

ついて〔回答)
労働基準局監督課監督係 小 林夏樹 H23.4.28 国土交通大

働基準局長
学校長

東日本大震1量災l、対処するため由特

基発0502箪2号 H23.5.2 
別の財政 助及び助成に関する法 労働基準局労災補償部労働

西直樹 H23A.28 
都道府県労

労働基準局長
律等の施行について(労働基準局関 保険徴収課法規係 働局長
係)

東日本大震災L対処するための特

基尭0502第3号 H23.5.2 別の財施法政行関援係に助及び助成に聞する法 労働基準局勤労者生活課 草 処哲也 H23.4.28 
都道府県知 厚生労働省労

律の ついて(中小企業退職金 事 働基準局長
共済 ) 

独立行政法

放射線管理(基礎)専門研修の講師 労働基準局総務課給与且職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0502第5号 十023.5.2

派遣について 係
小 川修平 H23咽4.25研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長
独立行政，去

新任労働基準監督官1(前期)研修 労働基準局総務課給与M職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0502第6号 H23.5.2 小 川修平 H23.4.27 研究ー研修

の講師派遣について 1系
機構労働

働基準局長

大学校長

処分すべき国有財産調査票及び付 労働基準局労災補償部労
関東財務局

厚生労働省労
基発0509第2号 H23.5.9 

衰の提出について 災管理課調度係
小 暮清巳 H23.4.25 車京財務事

働基準局長
務所長

基尭0509第3号 H23.5.9 各省告庁所菅普通財産実態監査に 労働官基準局労災補償部労
小暮;青巳 H23.4.28 

関東財務局 厚生労働省労
係る報告について 災理課調度係 長 働基準局長

基発0509第4号 H23.5.9 労働基準相談員の配置について 労働基準局監督謀管理係 自 漬一雄 H23.4.27 都道局府長県労
働

厚生労働省長労
働基準局

基発05凹第5号 H23.5.9 退職手当の支給発令内申について
労働基準局総務課秘書人事

嶋村貴紀 H23.5.2 
大臣官房人

労働基準局長
イ革 事課長

暴発0509第6号 H23.5.9 身分~iE明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向 所美樹 H23.5.9 
大臣官居人

労働基準局長
慌 事課長

「東日本大震災の復旧工事L係るア
労働基準局安全衛生部労働 厚生労働省労

基発0509第8号 H23.5.9 スベスト対策検誌のための専門軍会
構生課

秋 元篤史 H23.4.28 参集者
働基準局長

議JO)開催について
「第1回東日本大震災の復旧工事

労働基準局安全衛生部労働 厚生労働省労
基発05凹第9号 H23.5.9 に係る家ア会ス議ベjスト対策検証のための 秋 元篤史 H23.4.28 書集者

専門 の開催について
衛生課 働基準局長



労働基準局施行簿

基発0510第1号 H23.5.10 人事異動発令内申について
労働基準局総務課秘書人事

小川明紀 H23.5.10 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

基発0510第2号 H23.5.10 海外渡航承認申請について(委員) 労働基事準局室総務課労働保険 佐々木美津 H23.5.2 大事課臣長官房人 労働基準局長
審査会務 庶務係 子

基発0511第2号 H23.5.11 
未払賃金立替払コンサルタントの配 労働基準局監督課立昔払事

嶋田憲嗣 H23.5.2 
都道府県労 厚生労働省労

置について 業係 働局長 働基準局長

社団法人目

基発0511第3号 H23.5.11 童品機械JIS改正委員会に係る委員 労働基準局安全需i生部安全
佐久間敦之 H23.5.2 

本童品機械 労働基準局長
委嘱の承認について(回答) 課 工業会

会長
財団法人安

基発0512第1号 H23.5.11 特級ポイラ技士免許誌験員に係る 労働基準局安全衛生部安全
佐久間教之 H23.4.22 

全衛生技術
労働基準局長

委員垂嘱の承認について(回答) S果 試験協会理
事長

圧力容器技術委員会に係る委員委 労働基準局安全衛生部安全
財団法人日

基発0512第2号 H23.5.11 佐久間敦之 H23.4.25 本規格協会 労働基準局長
嘱の承認について(回答) 諜 全長

鋼管足場用の部材及1にび基付づ属く金具の 労働基準局安全衛生部安全
長谷川工業

基発0512第3号 H23.5.11 規格第25長田規定 適用除 山 口昌平 H23.4.25 株式会社代 労働基準局長
件について 課 表取締役

鋼管足場用の部材及:にび基付づ属く金具の 労働基準局安全衛生部安全 都道府県労
基発0512第4号 H23.5.11 規格第25最の規定 適用除 山口昌平 H23.4.25 労働基準局長

外について(その54) 課 働局長

基発0513第1号 H23.5.13 
夏期の節電に向けた労使の取紐へ 労働基準局労働条件政量課

大 神裕葉 H23.5.13 
都道府県労

労働基準局長
の対応について 企画係 働局長

基発0513草3号 H23.5.13 訂E請求書
労働基準局労災補償都労

小 暮清巳 H23.5.13 
日本銀行前 厚生労働省労

災管理課調度係 橋支庖 働基準局長



基発0513第4号

基発0516第1号

基発0516草2号

基発0516第3号

基発0517草1骨

基発0517草3号

基発0517第4号

基発0518第1号

8箪6号

基発0519第1号

基発0520第1号

基発0520第2号

H23.5.1 

請求の趣旨変更の申立について

地方じん柿診査医の任命について

身分証明書発行等申請について

安衛法GLP査察の実施について

労働基準監督署課長(A)研修の講
師派遣について

人事異動発令内申について

「第2回車日本大震災の復旧工事

労働基準局施行簿

小暮清巳

大谷直人

宮崎雄介

鈴木伸太郎

前田憲章

労働基準業局務安全衛生部労働 神田将伸
衛生課 第三係

労働基準局総務課秘書人事
向 所美樹

果

労働基準局安全衛物生部化学 大 淵和代
物質対策課化学質評価室

肯1動基準周山 岡貝小川瞳平
係

労働基準局総務課秘書人事
小 川明紀

悟

に悟るアスベスト対策植証のための I~!!喜平周瓦土問:::t:.ö!l刀 1劃" I秋 元篤虫

専門家会議」の開催について

雇用保険法草び労働保険の保設料
の徴収等に関する法律の一部を班 |Zlt宮古里 itt221貝百1>刀 1剖|斬井裕規
正する法律の施行について

H23.5.1 

H23.5.1 

I H23.5.1 

厚生労働省労
働基準局長



労働基準局施行簿

基発0520第3号 H23.5.20 
職員の育児休業承認請求について 労働基準局総務課秘書人事

鳩村貴紀 H23.5.19 
大臣官唐人

労働基準局長
(内申) {呆 事課長

労働保険事務組合連合会の都道府
(社)全国労

基発0520第4号 H23.5.20 県単位の連合団体に対する厚生労
労働基準局労災補償部労働

新井紀子 H23.5.18 
働保険事務

労働基準局長
保険徴収課業務係 組合連合会

働大臣感謝状の授与について
堀笹義明

平成23年有期労働契約l、関する実
労働基準局労働条件政策課 大臣官民統

基発0520草5号 H23.5.20 態調査請(事に業つ所し調査Jの実施に係る 政策係
内舘友理 H23.5.20 

計情報部長
労働基準局長

承認申 、て

基発0520第6号 H23.5.20 
夏期の電力需給対策を畳けた事務 労働基準局安全衛生部労働

五十嵐里樹 H23.5.16 
都道府県労 厚生労働省労

所の室内温度等の取扱いについて 衛生課業務第四係 働局長 働基準局長

全国電力関

夏期の電力需給対策を受けた事務 労働基準局安全{衛系生部労働
連産業労働

厚生労働省労
基発0520第7号 H23.5.20 

所の室内温度等の取扱いについて 衛生課業務第四
五十嵐里樹 H23.5.16 組合総連合

働基準局長
会他18団体
の長

基発0523第1号 H23.2.18 
平成23年度最低貫金L関する基礎 労働基準間局労働低条件政章課 小池栄太郎 H23.2.16 事業主

厚生労働省労
調査への御協力のお願い 貴 金 時 支 最 賓 室 係 働基準局長

基発0523第3号 H23.5.23 
平23年4月1日付け一般昇格内申 労働基準局総務課給与職員

小川修平 H23.5.20 
大臣官房人 厚生労働省労

について(局課長) 係 事課長 働基準局長

基発0523第4号 H23.5.23 
平成23年4月1日付け異動昇格発 労働基準局総務課給与職員

小川修平 H23.5.20 
大臣官房人 厚生労働省労

令内申について(専門職) 係 事課長 働基準局長

平成23年6月2日付け人事院規則9
労働基準局総務課給与・報員 大臣官房人 厚生労働省労

基発0523軍5号 H23.5.23 -8第17呆の適用を受ける職員の
係

小川修平 H23.5.23 
事課長 働基準局長

初任給の決定について

行政財産(土地)の使用状況実態監
労働基準局労災補償部労 関東財務局 厚生労働省労

基発0524第1号 H23.5.24 査のフォロ アップに係る報告につ
災官理課調度係

小暮清巳 H23.5.18 
長 働基準局長

いて

タソパーン関係者等と関連すると疑 労働基準局勤労者生活課労
社団法人全

基発0525草1号 H23.5.24 
われる取引の届出等について 働金庫業務室指導係

小林玲子 H23.5.23 
協国会労理働事金庫長

労働基準局長l

車日本大震災に係る勤労者財産形
労働基準局勤労者生活課財 都道府県労 厚生労働省労

基発0525草4号 H23.5.25 成持家融資制度の特例措置の拡充
形融資係

員梅昭憲 H23.5.25 
働局長 働基準局長

について



労働基準局施行簿

東日本大震災loj*る勤労者財産形
労働基準局勤労者生活課財 都道府県知 厚生労働省労

基尭0525第5号 H23.5.25 成持軍融資制度の特例措置の拡充
形融資係

員梅昭憲 H23.5.25 
事 働基準局長

について

「石綿による健康被害の救済i、関す
環境省大臣

基発0525第6号 H23.5.25 る保法険律特I別第会34i最の規定に基づく労働 労働基準局労災禍償部労働
小川明昆 H23.5.25 官房会計諜 労働基準局長

計徴収勘定への繰入に 保険徴収課予算係
長

ついて

東日本大震災L係る被災害等の就 労働基準局保労改働善条対件策政室策課 都道府県労 厚生労働省労
基発オ0526箪1号 H23.525 労支援及び車用創出に際する雇用 労働条件確 法 山科雄志 H23.5.24 

働局長 働基準局長
の質白確保について 規係
車日本大震災に係る被災者等の就 労働基準局保労改働善条対件置政室革課 厚生労働省労

基発0526第3号 H23.5.25 労支援及び雇用創出に際する雇用 労働条件確 法 山科雄志 H23.5.24 経済面体
働基準局長

の質の確保について 規係

基発0526第4号 H23.5.26 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.5.26 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

基発0526第5号 H23.5.26 賞与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.5.26 
大臣官属人

労働基準局長
悟 事課長

東日本大震災被災地のハ口 ワ 岩手、富城、
基発0526第6号 H23.5.26 ウにおけるサービス提供時聞の毘亘 労働基準局総務課総務係 中 村 隆 H23.5.26 福島労働局 労働基準局長

しについて 長

基発0527第4号 H23.5.24 
第3団化学物質白1);スウ評価検討会 労働基準局安全衛生部化学

宮下康車 H23.5.11 
検討会事集 厚生労働省労

の開催について 物質対策課 者 働基準局長

基尭0527第5号 H23.5.24 
第3固化学物質のリスウ評価検討会 労働基準策局安全智生部化学

宮下康彦 H23.5.11 
検討会事集 厚生労働省労

の開催について 物質対課 者 働基準局長

基発0527草6号 H23.5.24 
第4由化学物質のリスク許価検討会 労働基準高安全衛生部化学

宮下康彦 H23.5.11 
検討会書集 厚生労働省労

の開催について 物質対策課 者 働基準局長

基発0527第7号 H23.5，24 第4聞化学物質のリスヲ評価検討会 労働基準策局安全衛生部化学
宮下康彦 H23.5.11 

検討会事集 厚生労働省労
の開催について 物質対課 者 働基準局長

「標準部会」の「標準化会議」、「圏内
キ土団法人日

基尭0527第9号 H23.5.27 標準委員会」等の委員への委嘱承
労働基準局安全衛生部安全

山口昌平 H23.5.18 
本建設機械

労働基準局長
認について

5果 化協会会
長

労働者が東日本大震災に伴い被災
労働基準局労災補償部労災 都道府県労

基葺0527第10号 H23.5.27 した場合の給付基礎自額の算定の 本間貴明 H23.5.23 労働基準局長
特例について

管理課法規係 働局長

鋼管足場用田部材及び付属金具の
労働基準局安全衛生部安全

株式会社国
基発0527第11号 H23.5.27 規格箪68圭の規定に基づく適用除外

課
山口昌平 H23.5.10 

表元取商締会役代
労働基準局長

について

鋼管足場用の部材及び付づ属金具の
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労

基発0527第12号 H23.5.27 規格草68条のの規7)定に基 く適用除外 課
山口昌平 H23.5.10 

働局長
労働基準局長

について(そ



16号

成23年度外国人労働者問題啓発
H23.5.271月間実施に対する協力依頼につい

H23.5.27 

H23.5.27 

労働基準局施行簿

監督課特定分野
吉徳

労災補償都労災|長井政樹
システム管理係

労災補償部労災|長井政樹
、ステム管理係 l 

武部憲和

吉徳

枝里子

枝里子



労働基準局施行簿

平成23年夏期における節議対置の

基尭0531草5号 H23.5.31 
ための労働基準法第32条の4の変 労働基準局監督課企画法

森 麻理子 H23.5.31 
都道府県労

労働基準局長
形労働時間制に関する労使協定の 規係 働局長
変更及び解約について

「交流ア ー続ク及港び接使機用用の自安動全電基撃準防に止
基発0601第1号 H23.6.1 

装置の接 労働基準局安全衛生部安全
中 畠 賢 H23.5.20 

都道府県労 厚生労働省労
闘する技術上の指針」の周知等につ 課 働局長 働基準局長
いて

基尭0601第3号 H23β1 身分証明書発行等申請について i労係働基準局総務課秘書人事 向所要樹 H23.6.1 
大臣官民人

労働基準局長
事課長

平成22年度厚生労働省所管労働保

基尭0601草4号 H23.6.1 
険特別会計労災勘定予算に係る支

労働基準局総務課予草係 住 田幸隆 H23.6.1 
大臣官房金 労働基準局長

出委任工事の実施について(変更 計課長
分)

支出負担行

労働基準業局務安全衛生部労働
為担当官労

厚生労働省労
基尭0601第5号 十-123.6.1委託事業変更通知書

衛生課 第五係 山 崎琢也 H23.5.16 働基準局労
働基準局長

災補償部労
災管理課長

社団法人巳

基尭0601第6号 H23.6.1 委託事業変更通知書
労働基準局安全衛生部労働

山崎琢也 H23.5.16 
本産業カウ 厚生労働省労

衛生課業務第五係 ンセラー協 働基準局長
会会長

支出行為担
当官厚生労

基尭0601第7号 H23.6.1 委託事業変更通知書 労働基準業局務安全衛生部労働 山崎琢也 H23.5.16 
働省労働基 厚生労働省労

衛生課 第五係 準局労災補 働基準局長

償理謀都労長災管

労働基準局安全寄生部労働
独立行政法

厚生労働省労
基尭0601第8号 H23.6.1 委託事業変更通知書

衛生課業務第五係
山崎源也 H23.5.16 人労働者健

働基準局長
康福祉機構

基尭0602第1号 H23.6.2 I~働基準監督官証票の交付IOC)い 労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.5.30 
該当都道府

労働基準局長|
県労働局長



労働基準局施行簿

基尭0602第2号 H23.6.2 安衛法GLP査察の実施について
労働基準策局安全衛生部化学

大淵和代 H23.5.23 査察専門軍
厚生労働省労|

物質対課化学物質評価室 働基準局長

暴発0602第3号 H23.6.2 安衛法GLP査察由実施について 労働基準策局安全衛生部化学
大淵和代 H23.5.23 所属長

厚生労働省労
物質対課化学物質評価安 働基準局長

基発0602第4号 H23.6.2 安衛法GLP査察由実施について
労働基準局安全衛生部化学

大 淵和代 H23.5.23 試験施設
厚生労働省労

物質対策課化学物質評価室 働基準局長

基発0602第7号 H23.6.2 「化学物質のリスヲ評価に係る企画 労物働質基対準策謀局安全筒物生部化干 寺 島友子 H23.5.25 
横討会事集 厚生労働省労

検討会」への害加依頼について 化学質評価室 者 働基準局長

基尭0602第8号 H23.6.2 「化学物質のリスヲ評価に係る企画 労働基策準局安全衛生部化学
寺 島友子 H23525 

吾参集者の 厚生労働省労
検討会」への参加について 物質対謀化学物質評価室 所属長 働基準局長

基尭0602第9号 H23.6.2 
「化学物質のリスク評価検討会」への 労働基準策局安全衛生部化学

寺 島友子 H23.5.25 
検討会参集 厚生労働省労

参加依頼について 物質対課化学物質評価室 者 働基準局長

基尭0602第10号 H23.6.2 
「化学物質のリスク評価検討会」への 労働基準局安全智生部化学

寺 島友子 H23.5.25 
各参集者の 厚生労働省労

参加について 物質対策課化学物質評価室 所属長 働基準局長

「化学物質による労働者の健康障害
労働質基準策局安全晴物生部化学 検討会事集 厚生労働省労

基発0602第11号 H23.6.2 防止措置に係る検討会」への参加依
物対謀化学買評価室 寺 島友子 H23.5.25 

者 働基準局長
頼について

I化学物質による労働者の健康障害
労働基準局安全衛生部化学 各害集者の 厚生労働省労

基発0602第12号 H23.6.2 防止措置に係る検討会」へ白書加に 寺 島友子 H23.5.25 
ついて

物質対策課化学物質評価室 所属畏 働基準局長

陸上貰物運送事業の荷役作業l、お
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労 厚生労働省労

基尭0602第13号 H23.6.2 ける労働災害防止対策の推進につ
課

中 島 賢 H23.4.27 
働局長 働基準局長

いて

労管働基準局労災補償部労災
国家公務員

維持管理機関
基尭0602第15号 H23.6.2 宿舎等賞与承認書

理課調度係
神梓枝里子 H23β.1 宿舎等被貰

労働基準局長
与者

宿舎等に係る使用料の徴収依頼に 労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基発0602第16号 H23.6.2 

ついて 管理課調度係 神杉枝里子 H23.6.1 労働基準局 労働基準局長
長



労働基準局施行簿

7号 H23.6.2 
中央じん肺診査医会の開催について 労働基準局安全晴生部労働|神田将伸 I H23.5 .231~~~N削" I労働基準局長
(通知) 衛生課業務第=係

ー品̂'墨c-.tf-'''' "" "*，占品品品よ土品
号 H23.6.2 節電行動計画等の提出について

基尭0603第2号 H23.6.3 人事異動発令内申について

基発0603第3号 H23.6.3 中虫最低貴金世間:Z:;;;. .Þ..:lJlI~貝 v，恨刀 1制苦平間刀 1制雲 師|小池栄太郎
<<< ~d.'"目=.--，、-・ -~円卓三園田.ヨ Eヨ“"，.，...，.e...tヨT

俊哉

基発0606草1号 H23.661研修「初級研修」に係るご担当官の I労労働働基条準件局対策監係督諜特定分野 渡漫吉徳

基尭0606第2号 H23.6.61争訟事件の係属について(回報) 労働石基綿準対局策安全衛生部計画 前 田憲章
課室

(回報) i労課働石基綿準対局量安室全簡生部計画 前 田憲辛

ト-..ユ b 品.，毛c..，..，...， "" ，>..l.ιぜ，"占が輔自台育品"...<{， 
継敏

自 .~O耳目.~問、

労働基準局監督課監督係 小 林夏樹
て

東北地方太平洋沖地震により被災

号 間 6計、業務上又は通勤による傷病に擢 I労働業基務準係局労災補償部梢償 l松浦亮平
患して労災保険給付を行った場合等課
における費用徴収の取扱いについて

Fgg息詰1設定暗コンサM ン|刀1割J甚半周刀町1叫黒師|金 子貴範
=ついて 桝師免品由主主，.

物品不用決定車認申請書の提出に
ついて

車州国抽出国時申守且....~'='h J.>..!.l.""C骨神田品'"抽出削品'"
継敏

貴紀



労働基準局施行簿

『青森県及び茨城県Lおける社会保

基尭0610草1号 H23，6.7 険料且びを指労働保険料等に関する軸 労働基準局労災補償部労働
西置樹 H23.6.3 

都道府県労
労働基準局長

期根等 定する件」田制定につい 保険徴収課法規係 働局長

て

基尭0610第2号 H23.6.10 
タヲシー乗車券の点検結果」ついて 労働基準局総務課庶務経理

貝油j文哉 H23.6.10 
大臣官層会

労働基準局長
(平成田年4月分) 係 計課長

日本経済団

東日本大震災の被災地におけるボラ 体連合会、

基尭0610第3号 H23.6.10 
ンティア活動に係るボランティア体暇 労働基準局労働条件政策課

楠田暁夫 H23.6.8 
日本商工会

労働基準局長
制度の整備及び活用田促進等に聞 法規係 議所、全国
する要請書について 中小企業団

体中央会

物品不用決定承認申請書の提出に
労働基準局労災補償部労働

大臣官房吉
基発0610第4号 H23.6.10 保険徴収課労働保険徴収業 田 山 純 H23.6.1O 労働基準局長

ついて
務室菅理係

計課長

建設業における労働基準法等違E
国土交通省

厚生労働省労
基尭0613草1号 H23.6.13 

事業場について(通報)
労働基準局監督課監督係 小 林夏樹 H23.6.8 総合政策局

働基準局長
長

平成23年度厚生労働科学研究費補
労働基準局安全衛生部計画 大臣官房会

基発0613第2号 H23.6.13 助金(労働安全衛生総合研究事業) 牧室彰 H23.5.9 労働基準局長
国庫補助の交付決定について

課 計課長

労働基準調局度労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基尭0614第1号 H23.6.14 宿舎使用料の徴収停止について 神杉枝里手 H23.6.8 労働基準局

管理課 係
長

労働基準局長

労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基豊田14第2号 H23.6.14 宿舎使用料の精算について

管理課調度係
神杉枝里子 H23.6.13 労働基準局 労働基準局長

畏

宿舎等に係る使用料の徴収依頼に 労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基発0614草3号 H23.6.14 

ついて 管理課調度係
神桔枝里子 H23咽6.13労働基準局 労働基準局長

長

労働基準局労災補償都労災
国家公務員

維持管理機関
基発0614第4号 H23.6.14 自動車保管場所望与承認書

管理課調度係
神杉枝里子 H23.6.13 宿舎被賞与

労働基準局長
者

労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基尭0615草1号 H23.6.14 宿吉使用料の徴収停止について 神杉枝里子 H23.6.8 労働基準局

管理課調度係
長

労働基準局長

「第2回職場l、おける')スウl、基つく
労働基準局安全衛生部化学 検討会参集 厚生労働省労

基発0615第2号 H23.6.14 合理的な化会学jの物開質催官に理つのし促進のた 秋元篤史 H23.5.23 
めの検討 、て

物質対策課 者 働基準局長



労働基準局施行簿

基尭0616第1号 H23.6.9 
第1閏化学物質のリスウ評価i、係る 労働基準策局安全衛生部化学 寺 島友子 H23.5.27 

検討会事集
労働基準局長

企画検討会の開催について 物質対課化学物置評価室 者

基尭0616第3号 H23.6.16 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.6.16 大事課臣官長房人 労働基準局長
係

労働基準局監督課企画法規
全国森林組

厚生労働省労
基葺0616第5号 H23.6.16 職員派遣の依頼について(回答)

係
大 和稔弘 H23.6.14 

合表連理事合会会代長 働基準局長

都道府県労

看護師等の「雇用の貫」の向上のた 労働基準局保労改働善条対件策政室策課 働局長、都
厚生労働省労

基発0617第1号 H23.6.15 
めの取組について

労働条件確 法 山科雄志 H23.6.14 道府県知
働基準局長

規係 事、関係匝
体の長

基発0617第4号 H23.6.17 
行政財産(産業安全会館)の使用許 労働基準局労災補償都労災

小 暮清巳 H23.6.16 東京財務事 厚生労働省労
可に係る財務協議について 管理課調度係 務所長 働基準局長

基尭0617第5号 H23.6.17 人事異動発令内申について
労働基準局総務課秘書人事

小 川明紀 H23.6.16 
大臣宮居人

労働基準局長
係 事課長

基発0620第2号 H23.6.20 戸籍謄本等交付の申請について 労働基準係局監督課社会保検
労務士

本国真由美 H23.6.20 八王子市長 労働基準局長

基尭0620第3号 H23β20 平成23年7月1日付け職員の昇格 労働基準局総務課秘書人事
嶋村貴紀 H23.6.20 

大臣官房人
労働基準局長

について(内申) 係 事課長

基発0621第1号 H23.6.21 貰与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.6.21 
岩手労働局

労働基準局長
係 長ほか

労働慕準貰督官証票の再交付につ
岩手、秋田、

労働基準局長基発0621第2号 H23.6.7 労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.6.3 愛知労働局
いて

長

基量0622第1号 H23.6.21 
平成22年度収支実績表の提出につ 労管働理基課準決局算労係災補償都労災 上田勇起 H23咽6.20財務省理財 厚生労働省労
いて 局長 働基準局長

タリバーン関係者等と関連すると疑 労働基準業局勤労者生活課労
社団法人全

基発0623第1号 H23.6.21 
われる取引の届出等について 働金庫務室指導係

小林玲子 H23.6.17 国労働金庫 労働基準局長
協会理事長

労働基準局安全衛生部計画
法務省大臣

厚生労働省労
基尭0623第2号 H23.6.23 争訟事件の係属について(回答)

謀石綿対策室
前田憲辛 H23.6.20 官房訟務総

働基準局長
括審議官

基尭0623第3号 H23.6.23 「労働基準局の内部組織に関する締 労働基準局総務課秘書人事
小 川明紀 H23.6.23 

大臣官唐人
労働基準局長

間IJの 部改正について 係 事謀長



基発0623第5号

慕発0624第1号

基発0624第2号

基発0624第3号

基発0624第4号

基発0624第5号

基発0624第7号

基発0624第8号

基発0624第10号

基発0624第11号

基発0624第12号

基発0624第14号

労働基準局施行簿

労災補償部補償
久

洋平



7号

中虫最低貫金審議会白隠催
いて

労働基準局施行簿

総務謀人事係

労働基準局総務課法規係

労災診療費等の審査点検等事務取|労働基準局労災補償部補償
扱手ヨ|について |課

刑罰等調書の交付について 労働基準局総務課人事係

平成23年度労働基準監督官採用試!
ず i労働基準局監督課監督係験第1次試験合格者の発表につし、 1 

栄太郎

小川明皇

山口久雄

嶋 村貴紀

貴紀



1号 H23.7.4 

H23.7.4 

労働基準局施行簿

総務課庶務経理 l|員淵文哉

委員 I労働基団準体局監安全衛生部計
、て(依画謀 理係

労働基準局安全衛生部計
画課団体監理係

労働基準局安全衛生部計画 松田恵太部
諜団体監理係

債権発生通知書 労働基l体準監局安全衛生部計画
課団 皇室理係

松田恵太郎

声同i置もセオ t住 e 岳佐'"'吾田 ."雪量 l 哩量

身分証明書発行等申請について

11 雄三

11 雄三

吉徳

山口久雄
厚生労働省労
働基準局長



労働基準局施行簿

基発0705第2号 H23.7.5 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準局労災補償部労災

上野継敏 H23.7.1 
愛媛労働局 厚生労働者労

等辞令の送付について 曹理課管理係 長 働基準局長

基発0705第3号 H23.7.5 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.7.5 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

労働保険特
労働保険特別

別会計労災
会計労災勘定

基発0705第4号 H23.7.5 
固有財産取り壊しに伴い発生した発 労働基謀準馬労災補償部労災 神杉枝里子 H23.7.4 勘物定 分 任 固有財産部局
生材の物品への編入について 管理 調度係 品管理官

長労働基準局
労災保険業

長
務課長

中央最低賃

中央最低賃金審議会目安に関する 労働基準局室 労働条件政策課
主審議会目

厚生労働省労
基発0706第1号 H23.7.6 

小委員会〔第2回)の開催について 貰金時間 最低賃金係
小池栄太郎 H23.7.5 安に関する

働基準局長
小委員会委
員長

基発0706第2号 H23.7.6 身分~iI明書発行等申請について 労働基準局総務課秘書人事
向所美樹 H23.7.6 

大臣官居人
労働基準局長

係 事課長
平成23年7月15日付け人事焼規則

労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0706第3号 H23.7.6 9-8第17条の適用を受ける職員の 小 川修平 H23.7.4 大臣官房人

初任給の決定について 係
事課長

働基準局

労働政策審議会安全衛生分科会指

基発0706第4号 H23.7.5 
定畳録制度改革検討委員会の確立 労働基準局安全衛生部安全

佐久間敦之 H23.7.1 東京大学学
労働基準局長

における専門委員に係る承諾依頼に 謀 長ほか
ついて

基発0706第5号 H23.7.6 人事異動発令内向について 労働基準局総務課人事係 中井裕司 H23.7.6 
大臣官房人

労働基準局長
事課長

宿舎使用料の徴収停止及び精算に 労働基準局労災補償都労災
厚生労働省

基尭0706第6号 H23.7.6 神杉枝里子 H23.7.6 職業安定局 労働義準局長
ついて 管理課調度係

長

基発0706第7号 H23.7.6 宿書使用料の徴収停止について
労働基準局労災補償部労災

神杉枝里子 H23.7.6 
大臣官房総

労働基準局長
管理課調度係 務課長

労働基準局労災梢償部労災
厚生労働省

基発0706第8号 H23.7.6 宿舎使用料の徴収停止について 神杉枝里子 H23.7.6 労働基準局 労働基準局長
管理課調度係

長



労働基準局施行簿

基発0706第10号 H23.7.6 転写書類由利用後の処置について
労働基準局労働条件政策課

小池栄太郎 H23.6.14 
統計情報部

労働基準局長
賞金時間室最低貰金係 長

基発0706第11号 H23.7.6 転写書類の利用後の処置について 労働基準局労働条賃件金政策課 小池栄太郎 H23.6.14 
統計情報部

労働基準局長
賃金時間室最低 悟 長

基発0707第1号 H23.7.7 
告省各庁所管普通財産の総点検に 労働基準局労災補償部労

小 暮清己 H23.7.4 
北海道財務 厚生労働省労

係る報告について 災管理課調度係 局長 働基準局長

平成23年度中央労災補償業務監察
労働基準局労災補償部労災 都道府県労 厚生労働省労

基発0707第3号 H23.7.7 |幽及び耐平嘩成岬度田中事央怖労に働保険適用 管理課
松書 智 H23.7.1 

働局長 働基準局長
司七 ついて

金融機関におけるシステムリスウの 労働基業準局勤労者生活課労
社団法人全

厚生労働省労
基発0708草1号 H23.7.5 

総点検について 働金庫務室指導係
小 林玲子 H23.7.1 

園カ舎労理働事金長庫 働基準局長

基発0708第2号 H23.7.8 貰与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.7.8 
大臣官民人

労働基準局長
係 事課長

東日本大震災101嘉る勤労者財産形
労働基準局勤労者生活課財 都道府県労

基発0708第4号 H23.7.6 成につ持い家て融資制度の特例貰付の実施 形融資係
貝梅昭憲 H23.7.5 

働局長
労働基準局長

東日い本家て大融震資災に係る勤労者財産形 労働基準{呆局勤労者生活課財 都道府県知
基発0708第5号 H23.7.6 成持 制度の特例貰付の実施

形融資
貝梅昭憲 H23.7.5 

事
労働基準局長

につ
平成23年度中小企業最低賃金引上 労働基準間局労働企条退件職政金策制課度 官署支出官 支出負担行為

基発0708第6号 H23.7.8 げ支援対策費補助金(業種別団体助 賞金時室賃 渡 辺章子 H23.6.23 大臣官房会 担準局当官長労働基
成金)の支出負担行為について 係 計課長

支出負担行

平成22年度王事委業託費事精業算実報施告結書果に報告
為握当官厚

基発0708第7号 H23.7.8 書及び委自 つ
労働基準局労災補償部労災

伊 東規雄 H23.6.30 
生労働省労 厚生労働省労

保険業務課年金福祉第係 働基準局労 働基準局長
いて

災補償部労
災管理課長

基尭0708第8号 H23.7.8 印紙損傷通知について
労働基準局労災補償部労働

増 田俊哉 H23.7.7 
厚生労働大 厚生労働局省長労

保険徴収課総務係 臣 働基準

労働基準局安全衛生部化学
査察専門

厚生労働省労
基発0711第1号 H23.7.11 安衛法GLP査察由実施について

物質対策課化学物質評価室
大 淵和代 H23.6.30 輩、所属長、

働基準局長
閉請者



労働基準局施行簿

港，竜貰物運

基尭0711第6号 H23.7.11 
平成23年度主要港督励巡視結図式 労働基準局安全衛生部安全

赤沢 E子 H23.6.24 
送事業労働

労働基準局長
への職員派遣について(鴎答) 課業務草=係 災会室害長防止協

地方じん肺診査医、労働衛生指導医
労働基準局安全衛生部労働 都道府県労 厚生労働省労

基発0712第1号 H23.7.12 及び粉じん対策指導委員の任先に
衛生課業務第三係

神田将伸 H23.7.4 
働局長 働基準局長

ついて

第39閉(平成23年度)労働安全コン
(財)安全衛

基発0712箪2号 H23.7.12 サルタント試験員(筆記試験)の異動 労課働企基画準係局安全衛生部計画 貰仁志 H23.7.12 
生技術試験

労働基準局長
協会理事

に伴う垂嘱について 長

中央最低賃

中央最低貰童審議会公益委員会議 労働基準馬労働条件政章課
金審議会目

厚生労働省労
基発0712第3号 H23.7.12 小池栄太郎 H23.7.12 安に属する

の開催通知について 賃金時間室最低貰金係 小委員会委
働基準局長

員長

労働政策審議会安全衛生分科書労
労働基準局安全衛生部計聞 大臣官房人

基尭0713草1号 H23.7.13 働災害防止団体改革検討専門委員 松田恵太郎 H23.7.12 労働基準局長
会専門委員の任命について

謀団体監理係 事課長

基尭0713第2号 H23.7.13 
管区警察学校l、おける委託研修の 労働基準局総務課給与ー職員

小 川修平 H23.7.12 
広島労働局 厚生労働省労

実施について {呆 長 働基準局長

宿書使用料の徴収停止及び精算に 労働基準調局度労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基発0713草3号 H23.7.13 

ついて 管理課 係
神杉枝里子 H23.7.11 労働基準局 労働基準局長

畏

独立行政法

独立行政法人日本原子力研究開発
人日本原子

労働基準局総務課給与職員 力研究開発 厚生労働省労
基発0713第4号 H23.7.13 機構原子力研修センター研修の受

樺
小川修平 H23.7.13 

機構原子力 働基準局長
講について(申請)

研修セン
ター長

東京電力福島第原子力発電所内
労働基準局安全衛生部安全 福島労働局

基発0713草5号 H23.7.13 に設置するウレーンの落成検査の取 島 崎祐希 H23.7.13 労働基準局長
担いについて 課 長

東京電力福島第 原子力発電所内
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労

基発0713第6号 H23.7.13 に設置するヲレーンの落成検査の取 島 崎祐希 H23.7.13 労働基準局長
扱いについて 課 働局長

基尭0714第1骨 H23.7.14 
「労働基準局の内部組織L関する細 労働基準局総務課秘書人事

小川明紀 H23.7.13 
大臣官居人

労働基準局長
間，jJの部改正について {主 事課長

基尭0714第2骨 H23.7.14 人事異動発令内申について
労働基準局総務課秘書人事

小 川明紀 H23.7.13 
大臣官居人

労働基準局長
{系 事課長



労働基準局施行簿

処分すべき国有財産調査票の提出 労働基準局労災補償部労
関東財務局

厚生労働省労
基尭0714第3号 H23.7.14 小暮清巳 H23.7.13 車京財務事

について 災管理課調度係
務所長

働基準局長

中央最低賃
中央最低貴金審議会目安に関する

労働基準局労働条件政荒課
金審議会目 厚生労働省労

基尭0714革4号 H23.7.14 小委員会(第3阻)の開催通知につ
賃金時間室最低貴金係

IJ、地栄太郎 H23.7.14 安に関する
働基準局長

いて 小委員会委
員長

債権法改正
と雇用労働

基尭0714第6号 H23.7.14 
債権法改正と雇用ー労働契約研究会 労働基準局労働長件政革課

新平紗恵子 H23.7.12 契約研究会 厚生労働省労
への出席依頼について(囲苔) 政策係 事務局社 働基準局長

団法人商事
法務研究会

処分すべき巨有財産調査票田提出 労働基準局労災補償部労
関東財務局

厚生労働省労
基尭0714第7号 H23.7.14 

について 災菅理課調度係
小 暮清巳 H23.7.13 千葉財務事

働基準局長
務所長

基尭0719第1号 H23.7.13 
平成23年度(第62回)全国労働衛 労働基課準局安全衛生部労働 吉 毘友弘 H23.7.5 

都道府県労
労働基準局長

生週間の実施について 衛生 業務第一係 働局長

平成23年度(箪62回)全閣労働衛 労働基準業局務安全衛悟生部労働
中央労働災

基尭0719第2号 H23.7.13 吉 見友弘 H23.7.5 害防止協会 労働基準局長
生週間の実施について 衛生課 第二

会長

平成23年度(第62回)全国労働脅i労備生基準局安全育生部労働 業種害別労働
基尭0719第3号 H23.7.13 吉 見友弘 H23.7.5 災防止協 労働基準局長

生週間の実施について 衛課業務第二係 会会長

基尭0719草5号 H23.7.19 
除籍抄本及び刑罰等調書の交付に

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.7.19 
該当市町村

労働基準局長
ついて(依頼) 長

基発0719草6号 H23.7.19 貸与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.7.19 
新潟労働局

労働基準局長
係 長

基尭0719草7号 H23.7.19 安衛法GLP適合確認について
労働基準局安全衛生部化学

大淵和代 H23.7.13 申請者 厚生基労準働局省労
物質対策課化学物質評価室 働長

基尭0720第2号 H23.7.20 身分自E明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.7.20 
大臣官居人

労働基準局長
{果 事課長



第4号

第5号

第6号

第7号

第8号

基尭0721第9号

基尭0722第1骨

H23.7.21 
点検結果について

中史最低貫主審議会自安に関する
H23.7.21I小委員会(第4回)の開催通知につ

いて

労働基準局施行簿

総務課庶務経理 i
l長淵文哉

労働条件政策課 1
|小池章太郎

最低貫金係 l 

間 7211~賄罪担保険審査会量担金|労働基準局総務課予算係 田 幸 隆 H23.7 

H23.7.21 

H23.7.21 

H23.7.21I平成22年度物品増減及び現在額報
告書の提出について

労働基準局総務課予算係

労働基準局労災補償部補償
課福祉係

幸隆 H23.7 

洋司

達郎 H23.7.1 

玲子 H23.7.11 

玲子 I H23.7.11 



労働基準局施行簿

基発0722草3号 H23.7.22 電磁的記録提出票
労働基準局労災補償部労災

神杉枝里子 H23.7.21 
会計検査院 労働基準局長

管理課調度係 長 金子順

平成22年度国有財産増減及び現在
労働基準局労災補償部労災 会計検査院 労働基準局長

基発0722第6号 H23.7.22 額計算書等の閉付属~iE拠書類の提出
管理課調度係

神杉枝里子 H23.7.21 
長 金子順一

について

労働基準局安全衛生部計画
法務省大臣

厚生労働省労
基発0722軍7号 H23.7.22 争訟事件の係属について(回報)

課石綿対置室
前田憲孝 H23.7.19 

官括房審訟議務官総 働基準局長

基発0722第8号 H23.7.22 争訟事件の係属について(間報) 労働石基綿準対局策安全種i生部計函 前田憲孝 H23.7.19 大阪法務局 厚生労働省労

課 室 長 働基準局長

医療法人財団
世貢会東京病

労働時間設定改善コンサルタント専 労働基準局保労改働善条対件置政室章諜 続院長笹栗
基発0722第9号 H23.7.22 門研修(看護師等関係)の講師派遣 労働条件確 法 山科雄志 H23.7.21 志朗 労働基準局長

依頼について 規係 塩原公認会計
士事務所所
長塩原修蔵

労働政策審議会安全衛生分科会指
労働基準局安全衛生部安全 大臣官房人

基発0722第12号 H23.7.22 定畳録制度改革検討委員会専門委
課

佐久間敦之 H23.7.15 
事課長

労働基準局長
員の任命について

「石綿Lよる健康被害の救済L関す 官署支出官
歳入徴収宮

基発0722第13号 H23.7.22 
る法裡」第34圭の規定にも基づく労 労働基準局労災補償部労働

田山純 H23.7.22 
環境音大臣

厚生労働省労
働保険特別会計徴収勘定への繰入 保検徴収課予算係 官房会計課

働基準局長
について 長

官官互警察学校における霊託研修畳 労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0722第14号 H23.7.22 

講者の決定について 係
小川修平 H23.7.21 大臣官房人

働基準局長
事課長

労働基準竹政関係功労者に対する
労働基準局労働条件政策課 静岡労働局 厚生労働省労

基発0722第15号 H23.7.22 厚生労働大臣の感謝状贈与につい
賃金時間室指導係

鍋田英生 H23.7.20 
長 働基準局長

て

基発0725第1号 十~23.7.14
平成23年度中央監察の実施i、つい

労働基準局賢督課駐繋係 岡崎暁 H23.7.13 
関係都道府

厚働基生労準働局省長労
て 県労働局長



労働基準局施行簿

労働基準局安全衛物生部化学
査察専門 厚生労働省労

基尭0725第2号 H23.7.25 安衛法GLP査察の実施について
物質対置課化学貫評価室

大淵和代 H23.7.15 章、所属長、
働基準局長

申請書

基尭0725草7号 H23.7.25 
建設業における労働基準法違反事

労働基準局監督謀監督係 小林夏樹 H23.7.19 
国土交通省 厚生労働省労

業場について(通報) 政策局長 働基準局長

平成23年7月29日付け異動昇格内 労働基準局総務課給与 a職員
厚生労働省

厚生労働省労
基尭0725草8号 H23，7.25 小 川修平 H23.7.25 大臣官房人

闘について(7級以上) f系
事課長

働基準局長

平成23年7月29日付け俸給表の遮
労働基準局総務謀給与職員

厚生労働省
厚生労働省労

基尭0725第9号 H23.7.25 用を巽にして異動する職員の職務の 小 川修平 H23.7.25 大臣官房人
級及び号俸の決定について

係 事課長
働基準局長

平成23年4月1日付け異動昇格(遡 労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0725第10号 H23.7.25 :&J向申について(7級以上) {系

小111 修平 H23.7.25 大臣官房人
働基準局長

事課長

碁尭0725草11号 H23.7.25 「監督実部務改運正営要領の改善l、つい 労働基準局監督課監督係 中村祐樹 H23.3.8 都働道局府長県労 厚生労働省労
て」の について 働基準局長

基尭0726草2号 H23.7.26 
義肢等補装具費支給要綱の一部改 労課働福基祉準係局労災補償部補償 吉田圭佑 H23.7.B 

都道府県労 厚生労働省労
正について 働局長 働基準局長

基尭0726第3号 H23.7.26 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準官局1畢労災補償都労災 上野継敏 H23.7.25 

滋賀労働馬 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 係 長 働基準局長

基尭0726箪4号 H23.7.26 
移動式ヲレーンの構造部分に使用す 労働基準局安全衛生部安全

島崎祐希 H23.7.14 
兵庫労働局

労働基準局長
る鋼材について 課 長

基尭0726第5号 H23.7.26 
移動式ヴレーンの構造部分に使用す 労働基準局安全衛生部安全

島崎祐希 H23.7.14 
都道府県労

労働基準局長
る鋼材について 課 働局長

第35国中央最低貫金審議会の開催 労働基準局労働条件政量課
中央量低貰 厚生労働省労

基尭0726第6号 H23.7.26 について 貫金時間室最低賃金係
小池栄太郎 H23.7.26 金審議会会

働基準局長
長



労働基準局施行簿

建設産業団
体の長、日
本酒造組合

独立行政法人勤労者退職金共済機
中央会会

基発0727第1号 H23.7.27 構の特定業種退職金共済業務に係
労働基準局勤労者生活課機

北原利恵 H23.7.26 
長、林業団

労働基準局長

る運営委員の推薦依頼について
構調整係l 体の長、独

立行政法人
勤労者退職
金共済機構

理事

独構る運立の宮行特委政定員法業の種人推勤退薦労職依者金頼退共に職済つ金業い共務て済に係機 労働基準係局勤労者生活課機
日本酒造組

基発0727第2号 H23.7.27 
構調整

北原利恵 H23.7.26 |言中央会会 労働基準局長

林業団体の

独立行政法人勤労者退職金共済機
長、独立行

基発0727第3号 H23.7.27 構の特定業種退職金共済業務に係
労働基準局勤労者生活課機

北原宿l車 H23.7.26 
政法人勤労

労働基準局長
る運宮委員の推薦依頼について

構詔繋係 者退職金共
済機構理事
長

独立行政法
独立行政法人勤労者退職金共済機

労働基準係局勤労者生活課機
人勤労者退

基発0727第4号 H23.7.27 構の特定業種退職金共済業務に係
構調整

北原利恵 H23.7.26 職金共済機 労働基準局長
る運営委員の推薦依頼について 構理事

畏

基発0727第5号 H23.7.27 
平成23年度地域別量低賃金額改定 労働基準局労働条件政量課

小池輩太郎 H23.7.27 
都道府県労 厚生労働省労

の巨安について 貫主時間室最低賃金係 働局長 働基準局長

基発0727第6号 H23.7.27 除籍抄本及び刑罰等詔書の交付に 労労働務基士準係局監督課社会保険 本田真由美 H23.7.27 
さいたま市

労働基準局長
ついて(依頼) 南区長

租税特別措置法第8づ0条く0:>2第1項及

び第2項の規定に基 畳るE録E明免書許の税
の税率の軽減措置に係

基発0727第7号 H23.7.27 様式並びに車日本大震災田被災者 労働基準業局勤労者生活謀労
小林玲子 H23.7.26 

法務省民事 厚生労働省労
等に係る国税関係法律の臨時特例 働金庫務室指導係 局長 働基準局長

に関するづ法ぐ律第41条の2第1r頁の規
定に基く畳録免許税の税率の軽減
措置に係る誌明書の様式について

基発0727第8骨 H23.7.26 安衛;去GLP適合確認について
労働基準局安全衛生部化学

大淵和代 H23.7.21 申請者
厚生労働省労

物置対策課化学物置評価室 働基準局長



号

10号 I H23.7 

1号 H23.7 

H23.7 

1号

労働基準局施行簿

職域におけるウイルス性肝虫対策に|労働基準局安全衛生部労働
関する協力の要諸について |衛生課

篤史

職域におけるウイルス性肝員対策に|労働基準局安全衛生部労働
関する協力の要請について |衛生課

一篤虫

篤史

宗久

宗久

宗久

申請について
総務課秘書人事 i

l前]所美樹

、て 向所美樹

正人

貴紀

指導係
玲子

H23711lEE22金|労働基準局長

労働基準局長

厚生労働省労
働基準局長



、て〔回報)

いて(回報)

指定代理人の指定等について

定等について

労働基準局施行簿

渋 谷和弘

労 l奥山浩行

労働基準局安全衛生部計画
課石綿対策室

俊哉

憲孝

議孝

憲孝

憲孝

憲孝

憲辛

憲孝

H23.7.311都道府県労!労働基準局長
働局長



労働基準局施行簿

号 いて

について

について

について

指定等についてH23.8.4 

H23.8.4 
(依頼)

号 H23.8.5 

十123.8.5

H23.8.5 

H23.8.5 

H23.8.5 

H23.8.5 

H23.8.9 

静
一
幹
一
幹
一
幹
一

木洋平

洋司

;告行

真由美

真由美

H23.8.1 

H23.8.1 

労働基準局長



H23.7 

H23.8 

H23.8 

二ついて(問答)

申請について

内申について

定否存否妄言

労働基準局施行簿

継敏

継敏

敦之

夏樹

玲子

裕介

昌平

修平

修平

真由美 IH23.8.111八尾市長



基発問16第7号

基発0817第1号

基発0817第2号

基発0818第1号

1号

基発0822草1号

基発0822第E号

労働基準局施行簿

夏樹

枝里子

裕規

出 3841E3*.，f. Iã!.~"ll1D一|程喜一一1-

継敏
国"討てV'.)'...I'J1_......"冒 L 固と厄匝本国':問主

H23.8.19 
平成23年度(下期)監の察雇の用実保施険{関係
業務等に係る中央 こっ 職畑業悼安冒と定由局申唱雇用保険課雇用 武 田幸彦

裕規

継敏
『ナ日T l' VJ  I"J I、ー J ν ・」 5~ロ Eヨ".:1:.''1' 

| 叩 8刈人事異動発令内申について
労働基準局総務課秘書人草

小川明紀
係

H23822l l l l F、ず未岨唱測定士官式験員の垂嘱につ
労働基準局安全衛生部労僻
衛生課環境改善室測定技術 藤弁哲朗

H23.8.12 

H23.8.9 



労働基準局施行簿

独立行政法

産業安全専門研修の講師派遣につ 労働基準馬総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0822第4号 H23.8.22 小 川修平 H23.8.5 研究・研修

いて 係 機構労働
働基準局長

大学校長
支出負担行

基発0822第5号 H23.8.22 
タヲシ 乗車券の点検結果について 労働基準局総務課庶務経理

貝測文哉 H23.8.22 
為担当官大

労働基準局長
(平成田年7月分) 係 臣官房会計

課長

基発0822第6号 H23.8.22 身分誼明書発行等申誇について 労係働基準局総務課秘書人事 向所美樹 H23.8.22 
大軍官居人

労働基準局長
事課長

第39困(平成23年度)労働衛生コン
(財)安全衛

基尭0822第7号 H23.8.30 サルタント試験員(筆記詰験)の異動 労課働企基画準係局安全衛生部計百 覧仁志 H23.8.22 
生技術試験

労働基準局長
!こ伴う委嘱について

協会理事
長

「産業医学ジャナJレ」編集委員の 労働基準局安全衛生部労働
財団法人産

基発0822第8号 H23.8.22 
委嘱について(困笹) 寄生課

秋 元篤史 H23.8.15 業医学振興 労働基準局長
財団理事長

「産業医学、調て査(回研笹究)委員会J委員の 労働基準局安全衛生部労働
財団法人康

基尭田22第9号 H23.8.22 
委嘱につし 衛生課

秋元罵史 H23.8.15 業医学振興 労働基準局長
財団理事長

省庁別宿舎現状調査表の提出につ 労働基準調局度労災補償部労災
関東財務局

厚生労働省労
基発0824第2号 H23.8.24 小暮清巳 H23.8.15 車京財務事いて 管理課 係 務所長

働基準局長

基発0824第3号 H23.8.24 安!tI法GLP適合確認について
労働基準局安全衛生部化学

大}浦和代 H23.8.9 申請書
厚生労働省労

物質対策課化学物質評価室 働基準局長

労係働基準局総務課秘書人事 大臣官房人基発0824第4号 H23.8.24 身分証明書発行等申請について 向所美樹 H23.8.24 
事課長

労働基準局長

基発0824第5号 H23.8.24 霊童構造基本統計調査に係る調査 労働基準局労働条件政量課
小池栄太郎 H23.8.22 大臣宮房統

労働基準局長
票情報の提供について(申出) 貰金時間室最低賃金係 計情報部長

基発0824第6号 H23.8.24 固有財産の使用承認について
労働基準局労災補償部労災

小暮清日 H23.8.15 東京労働局 厚生労働省労
管理課調度係 長 働基準局長

労働保険の保険料の徴収に関する 会計検査院

基発0825第1号 H23.8.25 会計検査院実地検査の結果に対す
労働基準局労災補償部労働

新井紀子 H23.8.15 事務総局第;竜 労働基準局長
る回答について

探険徴収課業務係 2局長川
豊



労働基準局施行簿

基発0825第E号 H23.8.25 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準局労災補償部労災

上 野継敏 H23.8.23 
滋賀労働局 厚生労働省労

等辞令の送付について 菅理諜菅理係 長 働基準局長

陸上貰物運

基発0825第3号 H23.8.25 安全管理士に係る資格認定申請及 労働基準局安全衛生部計画
松田恵太郎 H23.8.17 

送事業労働
労働基準局長

び選任協議について(図書) 課団体監理係 災害防止協
会長

基発0826第1号 H23.8.24 
第43国産業医学講習会への講師派 労働基準局安全衛生部労働

秋 元篤史 H23.8.5 
日本医師会

労働基準局長
遣について 衛生課 長

労災診療費に臆する会計実地検査 労働基準局労災補償部労災
会計検査院

厚生労働省労
基発0829第2号 H23.8.29 

の結果に対する問答について 管理課調度係 渋 苔和弘 H23.8.19 事務総局第
働基準局長

2局長

独立行政法

新怪労働基準監督官1(後期〕研修 労働基準局総務課給与職員
人芳働政策

厚生労働者労
基発0829第3号 十~23.8.29 小川修平 H23.8.19 研究・研修

の講師派遣について 保 機構労働
働基準局長

大学校長

独立行政法

雇用均等行政専門研修の講師派遣 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働局省労基発0829第4号 汁23.8.29 小JII修平 H23.8.18 研究冒研修
について 係

機構労働
働基準長

大学校長

独立行政法

第1回及び第Z回労働基準監督署課 労働基準局総務課給与・職員
人労働政策

厚生労働省労
暴発0829第5号 H23.8.29 小川i修平 H23.8.22 研究研修

長(B)研修の講師派遣について 係
機構労働

働基準局長

大学校長

平成23年度「全国フォーウリフト運転
陸上買物運

基発0829第6号 H23.8.29 競技大会」への職員派遣について
労働基準局安全衛生部安全

赤沢直子 H23.8.15 
送事業労働 厚生労働者労

(回筈)
課華務第三係 災害防止協 働基準局長

会会長

石綿l、よる健康被害の救済l、闘する

基発0830第1号 H23.8.30 
法律の 部を改正する法律の施行 労働基準局労災補償部労災

問中里量子 H23.8.29 
都道府県労 厚生労働者労 l

( r特別遺族給付金』の支給関係)に 管理課法規係 働局長 働基準局長
ついて

基発0830第2号 H23.8.30 
中央じん姉診査医会の開催及び経 労働基準局安全衛生部労働

神田将仲 H23.8.11 
中央じん柿 厚生労働省労

費の支出について 衛生課業務草=係 診査医 働基準局長



労働基準局施行簿

基発0830第3号 H23.8.30 
東京電力及び東北電力管内におけ 労働基準局労働条件政量課 大 神裕葉 H23.B.30 

都道府県労
労働基準局長

る電気の使用制限の緩和について 法規係 働局長

鋼管足L場開の部材及び附属金具の
労働基準局安全衛生部安全

(株)国z商
基発0830草4号 H23.8.29 規格第31条の規定に基づく適用除外 山 口昌平 H23.8.3 会代表取 労働基準局長

について
課 締役

鋼管足場用の部材及び附属金具の
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労

基発0830第5号 H23.8.29 規格第31最の規定に基づく適用除外
謀

山口昌平 H23.8.3 
働局長

労働基準局長
について

(社)全国労
労働保険適正加入促進事業に係る

労働基準局労災補償部労働
働保険事務

基発0830第6号 H23.8.30 ブロッウ会議への職員の派遣につい 新 井紀子 H23.8.26 組合連合会 労働基準局長

て
保険徴収課業務係

会長I!il谷
義明

鍋菅足場用の部材Eび附窟金具の
労働基準局安全衛生部安全

(株)国冗商
基発0830第7号 け23.8.24規格第48条の規定に基づく適用除外 山口昌平 H23.8.3 会代表取締 労働基準局長

について
f果

役

鋼管足場用の部規材及び附属金具の 労働基準局安全衛生部安全 都道府県労
基発0830第8号 H23.8.24 規格第判長田 定に基づく適用除外

課
山 口昌平 H23.8.3 

働局長
労働基準局長

について

鋼管足場用田部材及びづ付属金異田
アルインコ株

基発問30第9号 H23.8.24 規格第25最の規定に基く適用除外
労働基準局安全衛生部安全

山 口昌平 H23.8.11 
式会社代

労働基準局長
課 表取締役社

の申請について
長

鋼菅足場用の部材及び付属金具白
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労

基発0830草10号 H23.8.24 規格第25条の規定に基づく適用除外
課

山口昌平 H23.B.ll 
働局長

労働基準局長
の申請について

石綿Lよる健康被害の救済L関する
労働職基業準病局認労災補償部補償

基尭0830第11号 H23.8.31 
法律の 部を改正する法律の施行

課 定対策室職業病 震 回圭揮 H23.8.29 
都道府県労 厚生労働省労

に伴う特別遺族給付金に係る対象疾
認定業務第二係

働局長 働基準局長
痛の認定について

平成23年度山形大学医学部室学科
労働基準局安全衛生部労働 山形大学医

基発0830第12号 H23.8.30 授業(地域医憤学)の講師の依頼に
衛生課業務第係

宮 内尚宏 H23.8.26 
学部長

労働基準局長
ついて



労働基準局施行簿

基尭0831第1号

基発0831第3号

労働基準局安全衛生部労働
時生課

長局準基働品
刀

圭
護

団
看
長

社
本
会

益
回
全

公
人
協

篤史

に係る経費

員会の開催 1謀議官室衛生郡安全!岡満

等について

基発0831箪5号

基発0831第6号

H23.8.311実地検査の結果について(回答)
労働基準局安全衛生部計画

国体監理係

総務課秘書人事

裕介

美樹H23.8.31I身分証明書発行等申請について

第8号 H23.8.31I災保険部会臨時委員の任免lつい|労働基準局自災程償部労災 i藤井 潤
て 』 管理諜企画整

第1号 H23.9.1 和j恵

第2号 事j恵H23.9.1 

第3号 H23.9.1 利恵

第4号 H23.9.1 

第5号 H23.9.1 

第6号 H23:9.1 
V-'~声<:/J i!!. 1 、.

H23.9.1 中小企業退職金共済制度加入促進 1刀剛吾平同劃刀旬エ泊時閣|北原利恵
由実施について 樺豊田動M

について
言働基準局総務課給与職員|小川修平H23.8.31 



労働基準局施行簿

H23.9J 北原和j恵 長

利恵

10号 H23.9.1 和i恵

11号 H23.9.1 
ーr')'.u:.，*，，):昌明品:m:7t" ，7'1巾 'jj;呈 IJ~/、 μι~ 刀1制主吾""'ロ!J""J7コ d日ニc ，ロ画耳~ 1~周 北原利恵
の実施について 構調整係

基発凹01第12号 H23.9.1 
中小企業退職金共済制度加入促進 労働基準f系局勤労者生活課機 北原和l車
の実施について 構調整

Fキ冒...~ろ』毛割合、 0"占l、~~予可ケー~，' ，千τモ4唱円 ~ I~官、~ 4主ι'''L"'"←，，，，-= ... ム=ょ量忌日園、ごE喜四同 +伺融
利恵

H23.9.11工ユJtrf???ERJHFJJZN凶ハ民=1ヰ男君主四日"官ー」団師隅|北原手'1恵

H23.9.1 ，"‘=~ムと己司同晶玉"7て"司叩・』口"-IJ" .1、~~己 J葺コ調l軒』逗整佳品{干系I"'J õEJJ/J "Jゴー1::. 1ロロ市可~ 北原利恵
の実施について

16号 H23.9.1 中小企業退職金共済制度加入促進
爪申-について

労働基整準局勤労者生活課機
構調係

北原和j恵

H23.9.11:::::小企業退職金共済制度加入促進労働基準局勤労者生活課磯
-実施について 品開歯応 北原利恵

H23.9.11:::::小企業退職金共溝制度加入{)i'進刀1到甚半周到刀官エ品目木慣
の実施について 構謂襲係

北原利恵

H23.9.11:::::小企業退職金共済制度加入促進 労働基準局勤労者生活課機
北原和l恵の実施について 構調整係

第四号 H23.9.1 
中小企業退職金共済制度加入促進 労働基準局勤労者生活課機

北原利恵
(J)実施について 構調整係

第21号 H23.9.1 
中小企業退職金共済制度加入促進 労働基準局勤労者生活課機

北原利恵庁、厚t:o+k，__，、- +昌生墨聞古>=



第22号

第23号

草24号

第25号

第四号

H23.9.11中小企業退職金共済制度加入促進
由実施について

H23.9.11中小企業退職金共済制度加入促進
由実施について

H23.9.1 

身分証明書発行等申誇について

について

労働基準局施行簿

北原和l恵

和l恵

佐久間敦之

小暮清巳

中 村 字

継敏

修平

修平

俊哉

貴紀



労働基準局施行簿

独立行政法

第3凹労働基準監督署課長(8)研修 労働基準局総務課給与ー職員
人労働政策

厚生労働省労
基発0908草2号 H23.9.8 

の講師派遣について 係
小川修平 H23.9.6 研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長

基尭09田事3号 H23.9.8 
労働契約法等活用支援事業の実施 労働基準局労働条件政置課

新平紗恵子 H23.9.2 
都道府県労

労働基準局長
について 政策係 働局長

独立行政法

第1回労働保険適用徴収専門研修 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基尭09田草4号 H23.9.8 

の講師派遣について 係
小川修平 H23.9.8 研究・研修

働基準局長
機構労働
大学校長

独立行政法人勤労者退職金共済機
労働基準局勤労者生活課機 大臣官房会

基尭0909第1号 H23.9.9 構の不要財産の国庫納付に係る認
構調整係

北原利恵 H23.9.7 
計課長

労働基準局長
可について
平成23年度安全衛生技術系職員の

労働基準局総務課給与職員 神奈川労働 厚生労働省労
基尭凹凹箪2号 H23.9.9 大学委託聴講制度等の研修の免除

係
小川修平 H23.9.5 

局長 働基準局長
について

労働政策審議会勤労者生活分科会
金融庁総務

基尭0909第5号 H23.9.9 幹事の改選に係る併任照会につい
労働基準局勤労者生活謀詞

前田武宏 H23.9.7 企画局政策 労働基準局長
査係 課金融企画

て
管理官ほか

労働政策審議会勤労者生活分科会
総務省自治

基尭0909第6号 H23.9.9 幹事の政選に係る併任照会につい 労働基準局勤労者生活課調宝 前田武宏 H23.9.7 
行政局公務

労働基準局長
員部福利諜

て
長

総務省情報
労働政章審議会勤労者生活分科書 流通行政局

基尭0909第7号 H23.9.9 幹事の改選に係る併任照会につい 労働基準局勤労者生活課調室 前 田武宏 H23.9.7 郵政行政部 労働基準局長
て 貯金保険課

長

労働政策審議会勤労者生活分科会 農林水産省
基尭凹凹第8号 H23.9.9 幹事由改選に係る併任照会につい 労働基準局勤労者生活課調望 前 田武宏 H23.9.7経営局金融 労働基準局長

て 調整課長

労働政策審議会勤労者生活分科会
経済産業省

基尭0909第9号 H23.9.9 幹事の改選に係る併任照会につい 労働基準局勤労者生活課調王 前 田武宏 H23.9.7 
経済産車政

労働基準局長
量局産業人

て
材政策室長



労働基準局施行簿

労働政策審議会勤労者生活分科書
基発凹凹第10号 H23.9.91幹事由改選に係る併任照会につい|労働基準局勤労者生活課調査前田武宏 H23.9 

て

0= ~ ， -=h-..L....・ ーヲ目白日凶 一|一一一一J
麻理子

1号 H23.9.121醐法GLP査曹の実施について 1:Z皇室zztZE幸男ι|大淵和代

E一T部~改 描1=1揖jヲ匂咽I冊刀間帯宇田師、佃巨木叩首〈苧
山田 正について

小川明紀

基発0914第1号 I H23.9.1体制口底重正について
労働基準調局度労災補償都労災
管理課 係

小暮清巴

........"主，~・，.0= "" {，I.、..ヰ調同 "，司ヨ， ， 雫場r

明紀 H23.9.1 

夏樹 H23.9.1 

H23.9.141助金(背骨安全荷生総合研空事業)|Z4Z古JE吋~~押」ー山町同|中村宇一

字

ナ{ 

H23.9.151訴えの取下げについて(回報) 課m割石韮綿吾£宇対I司置室玉Eニヒ1年J二!:.J:fP日"国 前田章孝 H23.9.1 

H23.9.151人事異動発令内申について 労働基準局総務課人事係 中井裕司

H23.9141安衡法GLP適合確認について 労仏働師基品準伸局明安L 全叫寄品生陪部司r化T 由学 大淵和代

H23.9.151資格認定申請及び選任協議につい 151tLτzzftニ日エロP引田|松田恵太郎| H23.9.1 

1号 H23.9.151事業場、団体又は功労者に対する厚l品lztZ?122Z聞..:I:.I'lI'且 ~I岡満 H23.9.1ιI働局長

H23.9.151事業場』団体又は功労者に対する厚|品122L2円 ZZ聞品目"且Z 阿満 H23.9.121各来賓者
について



第3号

第4号

H23.9.1 

第三者行為災害に関する会計実弛
倹査の結果に対する回答について

受動喫煙防止対策助成金の支給の
実施について

刊

刊

H23.9.211車電呼吸用保護具フィットネス調査
の実施について

H23.9.21 

労働基準烏施行簿

岡 満

和弘

哲朗

貴紀

貴紀 1 H23.9.1 

路子

路子

啓立

啓之

長

長

厚生労働省労
働基準局長



労働基準局施行簿

労働基準局安全衛生部労働
独立行政法

車電呼吸用保護具フィットネス謂査 人労働安全 厚生労働省労
基発凹21第5号 H23.9.21 

の実施について
衛生課環境改善室環境改善 小 西啓之 H23.9.21 

衛生総合研 働基準局長
f系

究所担当者

労働基準局安全衛生部労働
独立行政法

車電呼吸用保護具フィットネス調査 人労働安全 厚生労働省労
基発0921第6号 H23.9.21 

の実施について
衛生課環境改善室環境改善 小西啓之 H23.9.21 

衛生総合研 働基準局長
係 究所担当者

労働基準環局境安全衛室生部労働
独立行政法

基発凹21第7号 H23.9.21 
車電呼吸用保護具フィットネス調査

衛生課 改善 環境改善 小西啓之 H23.9.21 
人労働安全 厚生労働省労

の実施について 衛生総合研 働基準局長
係 究所担当者

管区警察学校における委託研修畳 労働基準局総務課給与・職員
厚生労働省

厚生労働省労
基尭0921第9号 H23.9.21 小川修平 H23.9.13 大臣官房人

講者の決定について {高
事課長

働基準局長

東京高等検察庁における検察事務
労働基準局総務課給与・職員

東京高等検
厚生労働省労

基発0921第10号 H23.9.21 官中等科研修受講生の決定につい
係

4、川{事i平 H23.9.16 察庁総務
働基準局長

て 部長
平成23年度最低貴金制度等の昔

労働基準局労働条件政策課 各交通機関
基発凹21第11号 H23.9.21 且啓発事業の実施に係る交通広告 鍋田葺生 H23.9.21 労働基準局長

割引適用の申請について
貴金時間室指導係 の長

平成23年10月1日付け人事院規則
労働基準局総務課給与冒職員

厚生労働省
厚生労働省労

基発凹21草31号 H23.9.21 9-8第17長田適用を畳ける職員由 小川修平 H23.9.20 大臣官房人
初任給の決定について 係

事課長
働基準局長

平23年10月1日付け一般昇格内申 労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0921第32号 H23.9.21 

について(局課長等) 係
小川修平 H23.9.20 大事課臣官長房人 働基準局長

平成23年10月1日付け一般昇格内 労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0921草33号 H23.9.21 

申について(7級以上) {車
小川修平 H23.9.20 |事大課臣官長房人 働基準局長

労働基準局安全衛生部労働
公益社団法

基発凹21草35号 H23.9.21 
東電呼吸用保護具フィットネス調査

衛生課環境改善室環境改善 小西啓之 H23.9.20 人産業安全 厚生労働省労
の実施について 技術協会会 働基準局長

係
長

基発0922草1号 H23.9.22 職員の表彰について(内申)
労働基準局総務課秘書人事

嶋 村貴紀 H23.9.21 大豆官唐人
労働基準局長

係 事課長

平23年10月1日付け般鼻格内申 労働基準局総務課給与職員
厚生労働省

厚生労働省労
基発0922第2号 H23.9.22 

について(専門職) 係
小 川修平 H23.9.22 大臣官房人

働基準局長
事課長



労働基準局施行簿

独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法

労働基準局労災補償都労災 人労働者健 厚生労働省労
基尭凹22第3号 H23.9.22 における総人件費の削減目標が未

管理課機構調整第一係
丸 山彰憲 H23.9，20 

康福祉機構 働基準局長
達成となっている件について

理事長
「特別会計l、関する法樟J第102条第

労働基準局労災補償都労働
官署支出官

歳入徴収官
基尭0926草1号 H23.9.26 3項の規定に基づく徴収勘定への繰

保険徴収課予草係
田山純一 H23.9.26 労働基準局

労働基準局長
入について 長
「特別会計L関する法樟J第102条第

労働基準~~局労災補償部労働
官署支出官

歳入徴収官
基尭0926第2号 H23.9.26 3項目規定に基づく徴収勘定への繰

保険徴謀予算係
田山純一 H23.9.26 職業安定局

労働基準局長
入について 長

「る保石法険綿律特にJ別第よ会る四計健条徴康の収被規勘害定定のにへ救基の済づ繰にく労入闘働にす
官署支出官

基葺0926第3号 H23.9.26 
労働基準局労災補償部労働

田 山 純 H23.9.26 
環境省大臣 歳入徴収官

保険徴収謀予算係 官房会計課 強働基準局長
ついて 長

基発凹27第1号 H23.9.27 
第1由化学物質のリスウ評価検討会 労働基準策局安全衛生部化学

宮 下康章 H23.9.20 検討委員
厚生労働省労

の開催について 物質対課 働基準局長
独立行政法

第2国労働保険適用徴収専門研修 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発凹27第3号 H23.9.27 

の講師派遣について {嘉
小 川修平 H23.9.26 研究・研修

働基準局長
機構労働
大学校長

基尭0927第4号 H23.9.27 第2回化学物質のリスウ評価検討会 |労物働置基対準策局課 安全衛生部化学 富下康彦 H23.9.20 検討委員
厚生労働省労

の開催について 働基準局長

基発0927第6号 H23.9.27 貰与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.9.27 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課畏

ILOr機械操作における安全実施基
独立行政法

基発0927第7号 H23.9.27 準に関する専門家主合」への専門家
労働基準局安全衛生部計画

中村宇一 H23.9.20 
人労働安全

労働基準局長
派遣について

課園際安 衛生総古研
究所理事長

基発0928第1号 H23咽9，27平ー成ン23由年実度施労l働時間適正化キャン 労働基準局策監係督課特定分野 渡謹吉徳 H23.9.16 
都道府県労 厚生労働省労

ベ こついて 労働条件対 働局長 働基準局長

基発凹29箪1号 H23.7.29 
東海労働金庫l、対する立入検査の き甘働金基庫準業局勤労者生活課労 橋 本正人 H23.7.25 

東海労働金
労働基準局長

実施について 働 務室 庫理事長
労働安全衛生規則及び労働安全膏

基尭凹30第1号 H23.9.28 生法及びこれに基づく命令に係る 労働基準局安全智生部安全
船井雄一郎 H23.9.22 

都道府県労
労働基準局長

畳録及び指定に関する省令の一部 課 働局長
を改正する省令等の施行について

基発凹30第2号 H23.9.30 ボイラ 等の隠放検査周期認定要 労働基準局安全衛生部安全
戸田 制 H23.9.30 

都道県労働
労働基準局長

領の部改正について 課 局長
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総務課給与職員 1
1小川修平

、て

mに対する立入検査の実施に

労働基準局勤労者生活課企
画係

労働基準局勤労者生活課企
画係

第1回労働行政職員(基礎)研修の !労働基準局総務課給与職員
誼師端清について |係

検査業務研修の講師派遣について

身分証明書発行等申請について

吉 野草希

千葉秀樹
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第48回全国建設業労働災害防止大
労働団基体準整局理安全衛生部計画

建設業労働
基発1004草5号 H23.10.4 会における講演及び職員の派遣に

課慌
松聞恵太郎 H23.10.3 災害防止協 労働基準局長

ついて(回答) 会会長
労働基準局所管特例民法法人L対

特例民法法
基発1004第6号 H23.10.3 する平成23年度立入検査の実施に 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.10.3 

人代表者
労働基準局長

ついて(平成23年10月実施分)

基発1005草2号 H23.10.5 
第Z固化学物質の健康樟害前止措 労働基準局安全衛生部化学

宮下康彦 H23.9.20 検討委員
厚生労働省労

置に係る検討会の開催について 物質対策課 働基準局長
化学物質のリスウ評価検討会の「平

労働基準局安全衛生部化学 厚生労働省労
基発1005第5号 H23，10，5 成会2jの3年度第1回有害性評価小検討 物質対策課

宮下車彦 H23.9.20 参集者
働基準局長

開催について
平成23年度中小企業最低貫主引上 労働金基準局労働条件政策課 大臣官房会

基尭1005草7号 H23.1Q.5 げ支援対策費補助金(業種別団体耽 賃時間室貫金退職金制度 渡辺草子 汁23.8.22
計課長

労働基準局長
成金)の支出負担行為について 係

支出負担行

基発叩06箪1号 H23.10.6 
タクシ 乗車券の点検結果について 労働基準局総務課庶務経理

貝淵文哉 H23.10.6 
為担当官大

労働基準局長
(平成23年8月分) 係 臣官房会計

課長

基発1006箪2号 H23.10.6 印紙損傷通知について 労働基徴準局労災補償部労働 増田俊哉 H23.10.3 
厚生労働大 厚生労働局省長労

保隙収謀総務係 臣 働基準

労働基準局労働条件政策課
第42回日本

基発叩06箪4号 H23.10.6 講富市派遣について 労働条件確保改善対策室法 大和稔弘 H23.9.22 
看護学会看 厚生労働省労
護管理学術 働基準局長

規係
集会会長

基発叩07第2号 H23.10.7 人事異動発令内申についτ lF基準局総務課秘書人事 小川明紀 H23.10.6 事大課臣官長房人 労働基準局長

労働政策審議会勤労者生活分科会 労働基準局勤労者生活課謂 金融庁総務
基発1007第3号 H23，10β 幹マー事の改選に係る併任照会につい 査係

前田武宏 H23.10.4 
企画局

労働基準局長

基発1007第4号 H23.10.6 
第12回労働政策審議会勤労者生活 労査働係基準局勤労者生活課調 前田武宏 H23.10.5 勤労者会生委活員 労働基準局長
分科会の開催について 分科

職場のいじめ・嫌がらせ問ゲ題にブ関す
般社団法

人職場のハ
基発1007草8号 H23.10.7 

る円卓会議ワーキング・ ルー (草 労働基準局労働条件政策課
西川竜行 H23.10.6 ラスメン卜研 労働基準局長

3回)におけるヒアリング対象者の出 賃金時間室政策係
席、派遣依頼について 究所代表理

事

職場のいじめ開嫌がらせ問ゲ題Lプ聞す
東京人権啓

基発1007第9号 H23.10.7 
る円卓会議ワーキングー ルー (草 労働基準局労働条件政策課

西川竜行 H23.10.6 発企業連絡 労働基準局長
3回)におけるヒアリンゲ対象者の出 賃金時間安政策係

会理事長
席、派遣依頼について
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基尭1007第12号 H23.10.12 
訴訟救助の付与決定に対する即時 労働石基綿準対局置安全衛生部計画 前 田憲孝 H23.10.6 大阪法務局 厚生労働省労

抗告について 課 室 長 働基準局長

基尭1011第1号 H23.10.11 
電離放射線障害防止規則の 部を 労働基諜準業局務安第全四衛生部労働 片野圭介 H23.1 0.6 

都道府県労
苦手働基準局長

改Eする省令の施行について 衛生 係 働局長

「東京電力福島第事原者子等力の発健電康所のL 

基尭1011第2号 H23.10.11 
おける緊急作業従 労働基準局貴金書I生部労働

片野圭介 H23.10.5 
都道府県労

労働基準局長
保持増進のための指針Jの制定につ 衛生課業務第四係 働局長

いて

電気事業連
合会会長、

「東京電力福島第一原子力発電所に 社団法人目

基尭1011第3号 H23.10.11 
おける緊急作業従事者等の健康の 労働基準局安全衛生部労働

片 野主介 H23.1O.5 
本電機工業

労働基準局長
保持増進のための指針jの制定につ 衛生課業務第四係 会会長、社

いて 団法人日本

建設業連合
会会長

お保「東け持京る増電緊進力急の福作た島業め第従の一事指原者針子等」の力の制発健定電康に所のつに 労働生基準局安全衛生部労働
東京電力代

基尭1011第4号 H23.1O.11 
衛課業務第四係

片野圭介 H23.10.5 表取締役社 労働基準局長

いて
長

基発1012第1号 H23.10.12 
平成23年度最低賃金周知広報の実 労働基準閉局労働条件政輩課

鍋 田英生 H23.10.7 都働道局府長県労 労働基準局長
施について 賃金時室指導係

基尭1012第2号 H23.10.12 
平成23年度最低賃金周知広報の実 労働基準局労働係条件政策課 鍋 田草生 H23.10.7 

内部昔日馬及
労働基準局長

施について(周知広報依頼) 貫金時間室指導 び外局の長

基発1012第3号 H23.1O.12 
平成23年度最低貫主周知広報由実 労働基準局労働条件政策課

鍋 田英生 H23.10.7 
行政機閣の

労働基準局長
施について(周知広報依頼〕 貫主時間室指導係 長

基発1012第4号 H23.1O.12 
平成23年度最低賃金周知広報由実 労働基準局労指働条件政策課 鍋 田草生 H23.10.7 

都道府県知
労働基準局長

施について(周知広報依頼) 貫金時間室 導係 事

慕尭1012第5号 H23.10.t2 
平成23年度最低賃金周知広報の実 労働基準局労働条件政策課

鍋 田英生 十123.10.7
政令指定都

労働基準局長
施について(島知広報依頼) 賃金時間室指導係 市長

基発1012第6号 H23.10.12 
平成23年度最低貫主周知広報の実 労働基準局労働条件政策課

鍋田英生 H23.10.7 
公益法人の

労働基準局長
施について(周知広報依額) 貫金時間室指導係 長

基発1012第7号 H23.10.12 
平成23年度最低賃金周知広報の実 労働基準局労働条件政策課

鍋田英生 H23.10.7 
事業主団体

労働基準局長
施について(周知広報依頼) 賃金時間室指導係 代表者
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2第8号 H23.10.121 平成23年度最低賃金属知広報由実 労働条件政策課
鍋 田英生

付;:1-• __ .1、て(周知広報依頼) 指導係

2第9号 H23.10.1 労働条係件政策課
指導

鍋 田英生 労働基準局長

2第10号 H23.10.1 
平成23年度最低賃金周知広報由実 労働条件政策課

葺生
、て〔周知広報依頼) 指導係

2第11号 H23.10.1 英生

Tγ~~与""止マ-.全..ヨ ''''-4_吾岳~-，戸円 F毛-~-、巨圭ヨ 拍車"'" =，品.h'ιτ，"'向F墨田

2第12号 H23.10.1 
......... ' '-\!ロ'^"μ，明且出入平~I 見 耳工凶守l国』云.，伺ヰ干四て

H23.1 
平成23年度最低貴金周知広報の実労働基準局労働条件政策課

|鍋田英生
施について(周知広報依頼) 貫金時間室指導係

H23.1 
平成23年度最低賃金庖知広報由実労働基準局労働条件政策課

英生
施について(暦知広報依頼) 霊金時間室指導係

基発1012第16号 H23.1 島分証明書尭行等申請について 美樹

基発1012第17号 H23.1 枝里子

基発1012第18号 H23.1 枝里子

第106回検察事務官高等科研修へ
基発1012第19号 H23.1 

の聴講生の推薦について
修平

基発1013第3号 H23.1 I H23.10.1 

基発1013第5号 H23.1 武宏

基発1013第6号 H23.1 人事異動発令内申について 明紀 I H23.10.1 

基発1014第1号 H23.1 武宏 I H23.10.1 



労働基準局施行簿

「経済上由連携L関する日本国とイ
ンドネシア共和国との聞の協定JI二

基発1014第3号 H23.10.7 
基づき受け入れたインドネシア人看 労働基準局監督謀特定分野

三原 晶 H23.9.9 
都道府県労

労働基準局長
護部候補者で新たに在留期聞の許 労働条件対策係 働局長
可を受けた者の労働条件等の確保
について

独立行政法

第1回労働基準行政職員(上級)研 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発1014第4号 H23.10.14 小 川修平 H23.1O.6 研究研修

修の講師派遣について 係 機構労働
働基準局長

大学校長

第106回検察事務官高等科研修畳 労働基準局総務課給与・職員 厚事大生課臣労官長働省 厚生労働省労
基発1014第5号 H23.10.14 

講者の決定について 係
小 川修平 汁23.10.13 房人

働基準局長

独立行政法

安全衛生専門(前期)研修の講新派 労働基準局総務課給与圃職員
人労働政策

厚生労働省労
基発1014箪6号 H23.10.14 

遣について {果
小 川修平 H23.10.13 研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長

主任技術者の選任及び解任回届出 労働基準局労災補償都労災 関東東安北産 厚生労働省労
基発1014草7号 H23.10.14 

について 管理課調度係
小 暮清巳 H23.10.11 部業保長 監督 働基準局長

基発1017草1号 H23.10.14 
職員の育児休華承認請求Lついて 労働基準局総務課秘書人事

嶋 村貴紀 H23.10.14 
大臣官房人

労働基準局長
(内申) 係 事課長
第3回職場l、おけるリスクに基づく

労働基準策局安全衛生部化学 厚生労働省労
基発1017第2号 H23.10.17 合理的な化学物質管理の促進のた

物質対課
山口久雄 H23.10.11 参集者

働基準局長
めの検討会の開催について

移動式クレーンの使用検査の実施に
労働基準局安全衛生部安全 神奈川労働

基発1017草3号 H23.1O.17 係る職員の派遣及び経費の支出に
課

島崎祐希 H23.10.12 
局長 労働基準局長l

ついて

第48回全国林材業労働災害防止大
林業木材

基発1017第4号 H23.10.17 会における職員の派遣について(田 労働団基体準監局理安全衛生部計画 松田車京部 H23.10.17 
製造業労働

労働基準局長
答)

課係 災害防止協
会会長

第47回全国陸上宜物運送事業労働
陸上宜物運

基発1017第5号 H23.10.17 災害防止大会におけ回る答講)演及び職
労働基準局安全衛生部計画

松田恵太郎 H23.1O.17 
送事業労働

労働基準局長
員の派遣について(

課団体監理係 災会害会長防止協

公益社国法

基発1018草1号 H23.10.13 
全衛連運営研究協議会への講師派 労働生基準局安全衛生部労働

秋元篤史 H23.9.21 
人全国労働 厚生労働省労

遣について 衛課 衛生団体連 働基準局長
合会会長



労働基準局施行簿

(社)全国労

「全国労働保険適正加入促進会議」 労働基準局労災補償都労働
働保険事務

基発1018第2号 H23.10.18 
への職員の派遣について 保険徴収課業務係

新井紀子 H23.10.17 結合連合会 労働基準馬長
会長堀笹
義明

基尭1019第2号 H23.1O.19 
労働政策審議会安全衛生分科会臨 労働基準局安全衛生部計画

坂田裕二 H23.10，19 
大臣官房人

労働基準局長
時委員等の任命等について 課企画係 事課長

労働基準行政関係功労者に対する 労働基準馬労働条件政策課 東車労働局
基尭1020第1号 H23.10.20 厚生労働大臣の感謝状贈与につい

貫金時間室指導係
鍋田英生 H23.10.18 

長
労働基準局長

て
独立行政法

労働基準監督官(専門)研修の講師 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発1021第1号 H23.10.21 

派遣について f系 小川修平 H23.10.18 研究ー研修
働基準局長

機構労働
大学校長

労働基準局所管特例民法法人に対

基尭叩21第2号 H23.10.21 する平成23年度立入検査の実施に
芳働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.10.21 

特例民法法
労働基準局長

ついて(平成23年11月上旬実施 人の代表
分)

基尭1024第1号 H23.10.24 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.10.24 
大臣官房人

労働基準局長
f系 事課長

第32回全国ヲレ ン安全大会への職 労働基準局安全衛生部安全
(社)日本ウ

基尭1024第2号 H23.10.24 
員の派遣について(回答) 課

島崎祐希 H23.10.13 会レー長ン協会 労働基準局長

基発1024第3号 H23.10.24 産業医科大学国際シンポジウムヘ 労働基準業局務安全衛生部労働 宮内尚宏 H23.10.12 産業医科大
労働基準局長

の職員派遣について 衛生課 第一係 学学長

基発叩25第1号 H23.10.25 官職~iE明書の発行申請について |労係働基準局総務課庶務経理 貝淵文哉 H23.10.24 大臣官房長 労働基準局長

職場のいじ

職場のいじめ嫌がらせ問題にブ関す
め嫌がらせ
問題に関す

基発1025第2号 H23.10.25 る円)卓の会開議催ワ2 キング・ゲル (第 労働基準局労働条件政寵課
西川竜行 H23.10.24 る円卓会議 労働基準局長

4回 及び開催に係る経費の 貫金時間窓政策係
ワーキンゲー

支出について
ゲルプ幸
集者



労働基準局施行簿

rl日本はひとつ』しごとブロジェウト
都道府県労

基発1025第6号 H23.10.25 フェーズ3(第3段階)Jを踏まえた取 労働基準局総務課調繋係 中 川敬介 H23.10.25 
働局長

労働基準局長
組について」

rl日本はひとつ』しごとプロジェウト
都道府県知

基発1025箪7号 H23.10.25 フェーズ3(第3段猶)Jを踏まえた取 労働基準局総務課詞整係 中川敬介 H23.10.25 
事

労働基準局長
組について」

rl日本はひとつ』しこeとブロジヱウト 日本経済団
基尭1025第8号 H23.10.25 フェーズ3(第3段階)Jを踏まえた取 労働基準局総務課詞整係 中川敬介 H23.10.25 体連合会会 労働基準局長

組について」 長[まか

独立行政法

第1@]労働基準監督官(上級)研修 労働基準局総務課給与・職員
人労働政策

厚生労働省労
基発叩25第9号 H23.10.25 小 川修平 H23.10.21 研究研修

の講師派遣について {果
機構校労長働

働基準局長

大学

平成23年度中小企業最低賃金引上 労働基準間局労働条件政策課 官署支出官 支出負担行為
基発1025第10号 H23.10.25 げ支援対策費補助金(業種別中小企 貫主時室賃金退職金制度 渡 辺章子 H23.10.14 大臣宮房会 担当官労働基

業団体助成金)交付決定について 係 計課長 準局長

平成23年度中小企業最低賃金引上 労働基準局労働条件政策課 官署支出官 支出負担行為
基発1025第11号 H23.10.25 げ対策費補助金(車種別中小企業団 賃金時間室賃金退職金制度 渡 辺章子 H23.9.27 大臣官房会 担当官労働基

体助成金)交付決定について {系 計課長 準局長

基発1025第13号 H23.1025 
中央じん柿診査医会田開催について 労働生基準局安全衛生部労働 神 田将伸 H23.10.3 

中央じん肺 厚生労働省労
(通知) 持i課業務第=係 診査医 働基準局長

基発1025第14号 H23.10.25 
第3固化学物質の健康障害防止措 労働基準局安全衛生部化学

宮 下康彦 H23.10.17 検討委員
厚生労働省労

置に係る検討金の開催について 物質対策課 働基準局長

基発1025第16号 H23.10.25 安衡法GLP適合確認について 労働基準局安全衛生部化学
大 淵和代 H23.10.21 申請者

厚生労働省労
物質対置課化学物質評価室 働基準局長

「岩手県及び宮城県の 部の地域1:

基発1026第1号 H23.10.18 
おける社会保険料及び労働保険料 労働基準局労災補償部労働

新 井裕規 H23.1 0.17 
都道府県労

労働基準局長
等の納期限等を指定する件』の制定 保険徴収課法規係 働局長
について

処分すべき固有財産調査票の提出 労働基準局労災補償部労災
関東財務局

厚生労働省労基発1026第2号 H23.10.26 
について 管理課調度悟

小 暮清己 H23.10.14 車京財務事 働基準局長
務所長

処分すべき固有財産調査票の提出 労働基準局強災補償部労災
関東財務局

厚生労働省労基発1026第3号 H23.10.26 
について 管理課調度悟

小 暮清巳 H23.10.14 千葉財務事
働基準局長蒋所長



労働基準局施行簿

支出量担行

基発1026第4号 H23.10.26 
タウシー乗車券の点検結果について 労働基準局総務課庶務経理

貝淵文哉 H23.10.26 
為担当官大

労働基準局長
(平成田年9月分) 係 謀臣官長房会計

労働政策審
議会勤労者
生活分科会

第47回労働政策審議会勤労者生活
分科会長、

基発1026第6号 H23.10.26 分科会中小企業退職金共済部会の
労働基準局勤労者生活課調

前回武宏 H23.10.24 労働基準局長
開催について

査係 職金共済
会委員、中
小企業退職
金共済部会
臨時委員

基発1027第1号 H23.1O.25 
労働者災害補償保険審査書与指名 労働基準局労災補償都労災

上 野継敏 H23.10.21 
高知労働局 厚生労働省労

等辞令の送付について 管理課管理係 長 働基準局長

基発1027第2号 H23.10.27 
住民票の写しの交付について(依

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.10.20 
該当市町村

労働基準局長
頼) 長

基発1027第3号 H23.10.27 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 行23.10.27 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

基発1028草1号 H23.10.11 
労働金庫連合会に対する立入検査 労働基準局室勤労者生活諜労 橋本正人 H23.10.5 

労働金庫連
労働基準局長

の実施について 働金庫業務 合会理事長

経営団体の
長、社団法
人日本経済

労働時聞の適正化に関する斐請に 労働基準局監督課特定分野
面体連合会 厚生労働者労

基発1028第2号 H23.10.27 
ついて 労働条件対策係

渡逼吉徳 H23.10.26 会長、日本
働基準局長

商工会会
頭、全国中
小企業団体
中央会会長

労働時間の適正化に関する要請に 労働基準局監督課特定分野
日本労働組

厚生労働省労基発1028第3号 H23.10.28 渡漫吉徳 H23.10.26 古総連合会
ついて 労働条件対置係

会長
働基準局長

「労働安全衛生法第四条第3項の規 都道府県労

基発1028第4号 H23.10.28 
定に基づき厚生労働大豆が定的る 労働基準策局安全衛生部化学 宮下康車 H23.10.19 

働局長 厚生労働省労

化学物指質針に」よのる周健知康l障害を防止する 物 質 対 課 関係団体の 働基準局長
ための こついて 長



労働基準局施行簿

基発1028第6号 H23.1O.28 
平成22年度特別会計財務書類の捷 労働基準局労災補償都労災

上 田勇起 H23.10.26 
大臣官房会

労働基準局長
出について 官理課決草係 計課長

(社)全国労
「労働保険行政関係功労者に対する

労働基準収局労災補償部労働
働保険事務

基尭1028第7号 H23.10.28 厚生労働大臣感謝状授与要領Jの 新 井紀子 H23.10.25 組合連合会 労働基準局長

部改正について
保険徴課叢務係

会長堀益義
明

平成十一年東北地方太平洋沖地
震に起因して生じた事態に対応する

労働基準局安全衛生部労働 都道府県労
基尭1101第1号 H23.10.31 ための電離放射線障害防止規則の

衛生課業務第四係
片野主介 H23.1O.28 

働局長
労働基準局長

特例に隣する省令の 部を故正する
省令の施行について

基発1102第1号 H23.11.2 
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付L

労働暴準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.11.2 
該当市町村 労働基準局長

ついて(依頼) 長

基発1104第1号 H23.11.2 地方じん肺診査医の任命について
労働基準局安全衛生部労働

神田将伸 H23.10.31 
宮城労働局 厚生労働省労

衛生課業務第=係 長 働基準局長

基発1104第2号 H23.11.4 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.11.4 
大臣官属人

労働基準局長
慌 事課長

基量1104草3号 H23.11.4 
第4固化学物質の健康障害防止措 労働基準策局安全衛生部化学 富 下康彦 H23.10.17 検討委員

厚生労働省労

置に係る検討会の開催について 物質対諜 働基準局長

平成23年度(国別研修)f人身取引 独立行政法

基発1107第1号 H23.11.7 
被害者支援に関する日・タイ合間 労働基準局監督課特定分野

渡 遺吉徳 H23.10.28 
人国立女性 厚生労働省労

ワーウショップ(2011)Jの講師派遣依 労働条件対策係 教育会館理 働基準局長
頼ついて 事長

基発1107第2号 H23.11.7 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準管局理労災補償部労災 上 野継敏 H23.11.4 

岩手労働局 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 係 長 働基準局長
労働政策審議会勤労者生活分科会

労働基準局勤労者生活課調
基発1107第3号 H23.11.7 中小企業退職金共済部会臨時委員

査係
前 田武宏 H23.11.1 人事課長 労働基準局長

の怪免について

基尭1107第4号 H23.11.7 
第3回化学物質のリスウ評価検討会 労働基準局安全衛生部化学

宮 下康彦 H23.10.17 検討委員
厚生労働省労

の開催について 物質対置課 働基準局長



労働基準局施行簿

基発1107第6号 H23.11.41講師派遣について
労働基準局労働条件政策課
労働条件確保改善対置室法
規係

基発11田第1号
自動車保管場所使用料の徴収停止|労働基準局労災補償部労災
及び精算について !管理課調度係

H23.1 

基発1108第Z骨 H23.1 

1108第3号 H23.1 
講

稔弘 H23.1 

枝里子 IH23.10.31 

H23.11 

1108第4号 H23.11.81印紙損傷通知について |労保働障基徴準収課局恥総務?保岡山刀 l劃 I 増田 慢苗

1108第6号 H23.1 
開

1108第7号 H23.11.8 国有財産使用許可書
労働基準局労災檎償部労災

小暮清巳
管理課調度係

1108第8号 H23.11.8 国有財産使用許可書
労働基準局労災補償部労災

小暮 i青日
管理課調度係

1108第9号 H23.11.8園有財産使用許可喜 労働基準局労災補償部労災 IJ'暮 j青巴-，宮司王田自司同位邑=

1108第10号 H23.1 清巳 H23.t 



労働基準局施行簿

林業木材

基発11凹草11号 H23.11.8 国有財産使用許可書 労働基準局労災補償部労災 小 暮清巳 H23.11.8 
製造業労働 厚生労働省労

管理課調度係 災害防止協 働基準局長
会

基発1108箪12号 H23.11.8 固有財産使用許可書
労働基準局労災補償昔日労災

小暮清巳 H23.11.8 
鉱業労働災 厚生労働省労

管理課制度係 害防止協会 働基準局長

労働基準局所菅特例民法法人l、対

基発1108草13号 H23.11.7 
する平成23年産立入検査の実施に

労働基準局総務課監理係 干葉秀樹 H23.11.4 
特例民法法

労働基準局長
ついて(平成23年11月下旬実施 人代表者
分)

労働基準局所管特例民法法人に対

基発1108第14号 H23.11.7 する平成23年度立入月検下査旬の実実施施に 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.11.4 
特例畏法法

労働基準局長
ついて(平成23年11 人代表者
分)

労働基準局所菅特例民法法人に対

基発1108第15号 H23.11.7 
する平成23年度立入検査の実施に

労働基準局総務課賞理係 千葉秀樹 H23.11.4 
特例民法法

労働基準局長
ついて(平成23年11月下旬実施 人代表者
分)

労働基準局所管特例民法法人1=対

基尭什田草16号 H23.11.7 
する平成23年度立入検査の実施に

労働基準局総務課監理係 千 葉秀樹 H23.11.4 
特例民法法

労働基準局長
ついて(平成23年11月下旬実施 人代聾者
分)

基発1109第2号 H23.11.9 
平成22年度決算検査報告に対する 労働基準局総務課庶務経理

員掛i文哉 H23.11.9 
大臣官居会

労働基準局長
説明書について 係 百十課長

建設業における労働基準法等違反
園土交通省

厚生労働省労
基発11凹草3号 H23.11.9 

事業場について(通報)
労働基準局監督課監督係 小 林夏樹 H23.11.7 総合政策局

働基準局長
長

建設業における労働基準法等違反
国土交通省

厚生労働省労
基発11凹第4号 H23.11.9 

事業場について(通報)
労働基準局監督課監督係 小 林夏樹 H23.11.7 土地建設

働基準局長
産業局長

独立行政法

第2回労働基準行政職員(上級)研 労働基準局総務課給与・職員
人労働政策

厚生労働省労
基発1110第1号 H23.11.10 小 川修平 H23.11.7 研究研修

修の講師派遣について 係
機構労働

働基準局長

大学校長

基発1110草3号 H23.11.10 
職員の育児休業承認請求Lついて 労働基準局総務課秘書人事

嶋 村貴紀 H23.11.9 事大課臣官長房人 労働基準局長
(内申) 係

基発1110第4号 H23.11.10 身分証明書発行等申請について
労働基準局総務課秘書人事

向 所美樹 H23.11.10 
大臣官房人

労働基準局長
イ葺 事課長



労働基準局施行簿

労働基準局安全晴生部労働
東京法務局 厚生労働省労

基尭1110草5号 H23.11.10 争訟案件の係属について(回報) 衛生課環境改善室測定技術 藤井哲朗 H23.11.9 
長 働基準局長

係

基尭1111草1号 H23.11.11 訴えの取下げについて〔回報) 労働石基綿準対局策安全苛生部計画 前田憲幸 H23.11.10 
東京法務局 厚生基労準働局省労

課 室 長 働長

基尭1111草2号 H23.11.11 
労働者災害補償悔険審査参与指名 労働基準管局理労災補償部労災 上野継敏 H23.11.1O 

富山労働局 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 係 長 働基準局長

車京地裁平成23年(ワ)第33662
法務省訟務

労働基準局労災補償部補償 総括審議官 厚生労働省労
基尭1114草3号 H23.11.14 号損害賠償請求事件に係る調査団

課労災保検審理室訟務係
村瀬瓦哉 H23.11.11 

東京法務局 働基準局長
報及び指定書の提出について 長

基費1115第1号 H23.11.15 人事異動発令内申について 労働基準局総務課人事係 中井裕司 H23.11.14 
大臣官房人

労働基準局長
事課長

基尭1116第1号 H23.11.16 戸籍謄本等交付の申請について
労働基準局監督課社会保険

本田真由美 H23.11.11 八王子市長 労働基準局長
労務士係

基尭1117第1骨 H23.11.17 
職員の育児短時間勤務承認請求に 労働基準馬総務課秘書人事

嶋 村貴紀 H23.11.16 
大臣官房人

労働基準局長
ついて(内申) 係 事課長

基発1117第2号 H23.11.17 
除籍抄本及び*'1罰等調書の交付L 労働基準局監督課社会保険

本田真由美 H23.11.17 新宿区長 労働基準局長
ついて〔依頼) 労務士係

基尭1117第3号 H23.11.17 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準局労災補償部労災

上 野継敏 H23.11.16 
岐車労働局 厚生労働省労

害辞令の送付について 管理課管理係 長 働基準局長

基尭1117第4号 H23.11.17 
労働基準監督官証票の再交付につ

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.11.17 
都道府県労

労働基準局長
いて 働局長

基尭1118第2号 H23.11.18 
解雇予告除外認定に当たっての詞 労働基準局監督課企画法規

森麻理子 H23.11.18 
都道府県労 厚生労働省労

査について 係 働局長 働基準局長

労災保険業務機械処理事務手引
労働基業準局労災補償部労災 都道府県労 厚生労働省労基発1118第3号 H23.11.18 (短期給付業務、年金 時金業務) 宮地延幸 H23.11.17 

(j) 部改正について
保険務課年企業務係 働局長 働基準局長

労働石基綿準対局置安全荷生部計画
法務省大臣

厚生労働省労基発1118第4号 H23.11.18 争訟事件の係属について(回報)
課室

前田憲孝 H23.11.161官括房審訟議務官総 働基準局長

基尭1118第5号 H23.11.18 争訟事件の係属について(回報) |課労働石基和準局安全性部計画 前田憲辛 H23.11.161福長岡法務局 厚生労働者労

組対量室 働基準局長
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官署支出官
基尭1118草6号 H23.11.18 過年度支出の申請について

労働基準局労災補償都労災
小暮清巳 H23.11.16 大臣官房会 労働基準局長

管理諜調度係
計課長

基尭1118草7号 H23.11.18 職員の渡航手続きについて(依頼)
労働基準局安全衛生部安全

島 崎祐希 H23.11.11 
大臣官層国

労働基準局長
課 際謀長

支出負担行

基尭1121草1号 H23.11.21 
タヲシー乗車券の席、検結果について 労働基準局総務課庶務経理

員 淵文哉 H23.11.21 
晶担当官大

労働基準局長
(平成23年10月分) {系 臣官房会計

課長

基尭1122草2号 H23.11.22 
平成24年度宿舎設重要求参考調書 労働基準局労災補償部労災 小 暮清巳 H23.11.21 

関東財務局 厚生労働省労
等作成資料の提出について 管理課調度係 長 働基準局長

平成23年度チェーンソ一指導者技 労働基準局安全衛生部労働
林野庁森林

基発1122第3号 H23.11.22 片野圭介 H23.11.17 技術総合研 労働基準局長
術向上研修への職員派遣について 衛生課業務第四係

修所長

職員に対する〔技術)安全環境小委
社団法人目

基尭1124草1号 員会白書員への垂嘱の軍認につい
労働基準局安全衛生郡安全

山 口昌平 H23.11.16 
本トンネル

労働基準局長
課 技術協会会

て
長

東日本大震災の復旧工事l、おいて
労働基準局安全衛生部化学

都道府県労
厚生労働省労

基尭1124第2号 H23.11.24 |使属用すする呼吸用保護異の取扱いに 物質対策課華務係
山 口久雄 H23.11.17 働局長、閣

働基準局長
る特例の廃止について 係団体の長

基発1124第4号 H23.11.24 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準局労災梢償部労災

上 野継敏 H23.11.21 
千葉労働局 厚生労働省労

等辞令の送付について 管理課管理係 長 働基準局長

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全

基発1125箪1号 H23.11.22 大臣顕彰審査委員会回開催及び経 山口昌平 H23.11.17 審査委員 労働基準局長
費の支出について

言果

基尭1125第2号 H23.11.25 
ヱレベタ構造規格の部を改正 |課労働基準局安全衛生部安全 島崎祐希 H23.9.9 

都道府県労
労働基準局長

する告示の適用について 働局長
独立釘政法

労災保険求償債権専門研修の講師 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基発1128第1号 H23.11.28 

派遣について {系
小 川修平 H23.11.21 研究・研修

働基準局長
機構労働
大学校長
独立行政法

第2国労働行政職員(基礎)研修の 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労
基尭1128第2号 H23.11.28 

講師派遣について 係
小川修平 H23.11.21 研究研修

働基準局長
機構労働
大学校長

基発1129箪1号 H23.11.29 
職員に対する矯正措置の実施につ

労働基準局総務課人事係 中井裕胃 H23.11.28 
大臣官房地 労働基準局長

いて 方課長等
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基発1129第2号 H23.11.17 
変異原性が認められた化学物質の 労働基準局安全荷生部化学

宮下康彦 H23.10.24 
届出事業者 厚生労働省労

取扱いについて 物置対策課 関係団体 働基準局長

基発1129第5号 H23.11.22 
安全帯の規格第9条L基っく適用除 労主宰働基準局安全衛生部安全 佐久間敦之 H23.11.7 照会者 労働基準局長
外について

基発1129第6号 H23.11.22 
安全帯の規格第9条に基づく適用除 労働基準局安全衛生部安全

佐久間敦之 H23.11.7 
都道府県労

労働基準局長
外について 課 働局長

労働基準局所管特例民法法人に対
特例民法;去基発1129第7号 H23.11.29 する平成23年度立入検査の実施に 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.11.28 
人代表者

労働基準局長
ついて(平成23年12月実施分)

労働基準局所管特例民法法人に対
特例民法法基発1129第8号 H23.11.29 する平成23年度立入検査の実施に 労働基準局総務課監理係 千葉書樹 H23.11.28 
人代表者

労働基準局長
ついて(平成23年12月実施分)

労働基準局所菅特例民法法人に対
特例民法法基発1129第9号 H23.11.29 する平成23年度立入横査の実施に 労働基準局総務課監理係 千葉書樹 H23.11.2B 
人代表者

労働基準局長
ついて(平成23年12月実施分)

建設業における労働基準法等違反
国土交通告

厚生労働省労基発1130第2号 H23.11.3C 労働基準局監督諜監督係 小林夏樹 H23.11.21 土地建設
事業場について(通報)

産業局長
働基準局長

建設業における労働基準法等違反
国土交通省

厚生労働省労基発1130第3号 H23.11.30 労働基準島監督課監督係 小林夏樹 H23.11.21 土地建設事業場について(通報)
産業局長

働基準局長

日本工業規格JISB8201C瞳用銅製
(社)日本ポ

基発1201第1号 H23.12.1 
ボイラ 構造)改正原案作成委員会 労働基準局安全衛生部安全

佐久間敦之 H23.11.28 イラ協会会 労働基準局長
金に金口係る委員派遣の承認について(回 課 長

「高所作業車JIS原案作成委員会」由 労働基準局安全衛生部安全
社毘法人日

労働基準局長 l基発1201草2号 H23.12.1 
委員への垂嘱承認について 諜

山口畠平 H23.11.28 本建設機械
化協会会長

労働政策審議会労働条件分科会最
労働基準局労働条件政策課 大臣官房人基尭1201箪3奇 H23.12.1 低貫全部会臨時垂員の任免につい
賃金時間室最低貫主係

小池栄太郎 H23.11.23 
事課長

労働基準局長
て



第4号

回
予ヲ

209第2号

基発1212第3号

基量1213軍1号
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H23.12.11海外渡航申詰について(委員)
美津

H23.12.21第38田原子力放射線入門講座の
受講について(申詰)

労働基準局総務課給与・職員i小 川修平
{高

総務課給与・職員 l小川修平

俊哉
ロ，陪足1朝刊λE京市.，胃 1m

労働基主局勤労者生活課労小林玲子
働金庫務室指導係

労働基準局労災補償部労災|小暮清巳
管理課調度係

(伺い)
労働基準局労災補償都労災|鷹中康博
管理課機構調整第一係

東A日一本大震災の復旧工事l、労働基準策局安全衛生部化学
ト対策検証のための尊 物質対課業務係

H23 

糸

葺生

玲子

勇希

勇起
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基発1215第1号 H23.12.15 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準管局理労災補償部労災 上野継敏 H23.12.12 

長崎労働局 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 係 長 働基準局長

安衛法GLP査察の実施及びこれに 労働基準策局安全衛物生部化学
査察専門

厚生労働省労
基尭1215第2号 H23.12.15 

伴う経費の支出について 物質対諜化学質評価室 大淵和代 H23.12.6 家、所属長、
働基準局長

申請者
平成十一年東北地方太平洋沖地
震に起因して生じた事態に対応する

労働基課準局安全衛生部労働 都道府県労
基発1216第1号 H23.12.16 ための電離放射線障害紡止規則の 五十嵐里樹 H23.12.15 労働基準局長

特例に関する省令を廃止する等の省
衛生 業務第四係 働局長

令等の施行について

基発1216第2号 H23.12.16 
労災診療費の適正払いの徹底につ 労課働医基事準係局労災補償部補償 氏軍 久 H23.12.9 

都道府県労 厚生労働省労
いて 働局長 働基準局長

日本耳鼻咽喉科学会産業環境保 社団法人

基発1219第1号 H23.12.16 健委員会全国委員長会議への講師 労働基準業局務安全係商生部労働 富 内尚宏 H23.12.13 
日本耳鼻咽

労働基準局長
派遣について

衛生課 第一 喉科学会
理事長

基発1219第2号 H23.12.19 賃金構造基本統計調査L係る調査 労働基準室局最労働低条貫主件係政策課 宮 崎雄介 H23.12.19 |苦計情報部 労働基準局長
票情報提供の申出について 貴金時間

基発1219第3号 H23.12.16 中央じん肺診査医会の開催について 労働基準局安全宵生部労働
神田将伸 H23.12.12 

中央じん肺 厚生労働省労
(通知) 衛生課業務第=係 診査医 働基準局長

基発1219第4号 H23.12.19 人事異動発令内申について
労働基準局総務課秘書人事

嶋 村貴紀 H23.12.16 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

基発1219第5号 H23.12.19 
平成24年1月1日付け職員の昇格 労働基準局総務課秘書人事

嶋村貴紀 H23.12.19 
大臣官房人

労働基準局長
について(内申) 係 事課長

基発1219第6号 H23.12.19 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働基準曹局理労災補償部労災 上 野継敏 H23.12.19 

和歌山労働 厚生労働省労
等辞令の送付について 管理課 係 局長 働基準局長

自動11'車保管場所使用料の徴収博止 労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関基発1220第1号 H23.12.20 
及精算について 管理課調度係 神杉枝里子 H23.12.19 大臣官房人

労働基準局長
事課長

平成23年度労働探検特別会計労災
労働基準局労災補償部労災 大臣官房会 厚生労働省労基発122C第2号 H23.12.20 勘定の歳入予算科目白設置につい
管理課決算係

上 田勇起 H23.12.19 
計課長 働基準局長

て



労働基準局施行簿

安全管理士に係る資格認定及び選 労働団基体準質局理安全衛生部計画
中央労働災

基発1220箪3号 H23.12.20 
任協議について(回答) 課儒

松田恵太郎 H23.12.20 害防止協会 労働基準局長
会長

労働保険事務組合の都道府県単位 (社)全国労

基発1220箪5号 H23.12.20 
の連合団体に対する厚生労働大臣 労働基準局労災補償部労働

新 井紀子 H23.12.13 
働保険事務

労働基準局長
感謝状の被授与団体の決定につい 保険徴収課業務係 組合連合会
て 会長

歳入徴収官

基尭1220箪6号 H23.12.20 
国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労災

小暮清巳 H23.12.13 
厚生労働者 厚生労働省労

発生について(通知) 管理課調度保 労長働基準局 働基準局長

歳入徴収官

基発1220箪7号 H23.12.20 
国有財産の使用許可に伴う債権回 労働基準局労災補償部労災

小暮清巳 H23.12.13 
厚生労働者 厚生労働省労

発生について(通知) 官理課調度係 労長働基準局 働基準局長

歳入徴収官

基発1220第8号 H23.12.20 
園有財産の使用許可に伴う債権の 労掛基準局労災補償昔日労災

小暮清巳 H23.12.13 
厚生労働省 厚生労働省労

発生について(通知) 管理課調度係 労働基準局 働基準局長
長
歳入徴収官

基発1220第9号 H23.12.20 
国有財産の使用許可に伴う債権の 労働基準局労災補償部労災 小暮清巳 H23.12.13 

厚生労働省 厚生労働省労
発生について(通知) 管理課調度係 労働基準局 働基準局長

長
独立行政法

厚生労働省労安全衛生専門(後期)研修の講師派 労働基準局総務課給与・職員
人労働政策

基発1221草1号 H23.12.21 '1リ11 修平 H23.12.16 研史研修遣について 係
機構労働

働基準局長

大学校長

「東日本大震災の復旧檀興工事に係
労働基準策局安全衛生部化学

建設廃棄物
厚生労働省労基発1221第2号 H23.12.21 るアスベスト対策検証のための専門

物質対課業務係
山口久雄 H23.12.20 協同組合 働基準局長

京会議jへの参加について 理事長

独立行政法

第2回労働基準監督官(上級)研修 労働基準局総務課給与職員
人労働政策

厚生労働省労基発1222箪1号 H23.12.22 
の講師派遣について 係

小川修平 H23.12.16 研究研修
働基準局長

機構労働
大学校長



労働基準島施行簿

基発1222第2号 H23.12.221 タクシー乗車#の点検結果について 労働基準局総務課庶務経理
(平成田年11月分) {系

「除染等業務に従事する労働者の放
基発1222第3号 H2312.211射綿障害防止のためのガイドライン」 iZE宮主主主ZEエロ|争刀聞|五十嵐里樹 IH23.1 

について

「徐染等業務に従事する労働者の放
基尭1222草4号 H23.12.211射鯨障害防止のためのガイドラインJlZE主主主主=12エロド刀閣|五十嵐里樹

について

基発1222草5号 H23.1 

基発1222第6号 H23.12.22 射線障害防止のためのガイドライン」 刀樟i1生首相』軍課~T業"務J 第Aιニ四ヒ1儒割ニEロ，>刀幽」 五十嵐里樹
について
東日本大震災Lより生じた放射性物

主且凶..，..，.島田-^品.~品品回l

基発1222第7号 H23.1 

基発1222草8号 H23.12.22 争訟事件の係属について(回報) |Z11ttJZZ土開ヱ百"白l回|前田憲孝 I H23.121 

基尭1222第9号 H23.12.22 争訟事件の係属について(回報)

基尭1222第10号 H23.12.22 争訟事件の係属について(回報)

基発1222第11号 H23.1 

基尭1222草12号 H23，12.22 3，貢の規定に基づく徴収勘定への繰 県3コ障|劃」望撤書Z収干.，課ロ， 7予3算μ"保岡山弓ロIJ:n l~世J 田山純
入について

「特別会計l、関する法律」第102条の
労働基準局労災補償部労働

基発1222草13号 H23.12.22第3項の規定に基づく徴収勘定への
保設徴収課予草係

田山純一 I H23 

斉l

基発1222草14号 H231222l| ' F骨J斗河if. V.J規定に基づく労働|刀幽J宮中J剛刀~1'岡田剛刀四|田山純一
即時位刷会計撤収勘定への躍入に岬仲曲目l胃吾国主皆I古



労働基準局施行簿

被共済者と事実上婚姻関係と同様 独立行政法
の事情にあったこと、主として被共済 人勤労者連
者回収入によって生計を維持してい

労働基準局勤労者生活課企
職金共済機

基尭1222第15号 H23.12.22 たこと又は不正畳給の動機が生計が 小川純子 H23.12.13 構理事長、 労働基準局長
著しく貧屈であり、かっ危君、の費用

国係
都道府県労

の支出に迫られたことによることを証 働局長、都
する書類について 道府県知事

基尭1222第16号 H23.12.22 平成24年1月1日付け昇給について
労働基準局総務課秘喜人事

嶋村貴紀 H23.12.22 
大臣官房人

労働基準局長
係 事課長

東日本大モニ震タ災リのン被グ災地における石 建設廃棄物
厚生労働省労

基尭1222第17号 H23.12.22 
綿貫中 において高濃度 労働基準局安全衛生部化学

山口久雄 H23.12.22 協同組合
のアスベストが検出された現場への 物質対量課業務係

理事長
働基準局長

現地調査について

平成23年度労災特別介護援護事業
労働基準務局労災補償都労災 労災管理課

基尭1222草18号 H23.12.22 に係る書「」委の託京事認業に実つ施計画変更承認 嘉藤達郎 H23.12.22 労働基準局長
申請 いて

保険業課年童福枇第係 長

第四国(平成23年産)労働安全・労
財団法人安

基尭1222草19号 H23.12.22 働衛生コンサルタント試験(口述試
労働基準局安全簡生部計画

寛仁 志 H23.12.20 
全衛生技術 厚生労働省労

験)の試験員の委嘱について(回答)
課企聞係 試験協合理 働基準局長

事長

射「除線染障等害業防務止にの従た事めすのるガ労イ働ド者ライのン放J 
農農林水産省

基尭1222第四号 H23.12.21 
労働基準局安全衛生部労働

五十嵐里樹 H23.12.20 林水産技 厚生労働省労
衛生課業務第四係 術会議事務 働基準局長

について
局長

基発1226第1号 H23.12.26 
心理的負荷による精神障害の認定 労働職基業準病局認労災補償室部補償 及川智恵 H23.12.21 

都道府県労 厚生労働省労
基準について 課 定対置第一係 働局長 働基準局長

日中安全衛生ブラットフオ ム事業
労働基準局安全衛生部計闇 大臣官房国

基尭1226第2号 H23.12.22 の実施に向けた関係当局との協議 中村字 H23.12.21 労働基準局長
について

課園際室 際課長

財団法人安全衛生技術試験協金へ
特例民法法

基発1226第4号 H23.12.15 の立入検査結果の報告及び改善勧 労働基準局総務課監理悟 千葉秀樹 汁23.12.13
人代表者

労働基準局長
告書の交付について

管理濃度等検討会への参加につい
労働基準局安全智生部労働

参集者の所 厚生労働省労
基発1226草5号 H23.12.26 

て
衛生課環境政善室環境改善 小西啓之 H23.12.15 

属長 働基準局長f高



労働基準局施行簿

管理濃度検討会への参加依頼及び
労働基準局安全衛生部労働

厚生労働省労
基発1226第6号 H23.12.26 

第1白検討会の開催について
衛生課環境改善室環境改善 小西啓之 H23.12.15 参集者

働基準局長
係

人事院規則9-8第44条の適用を
労働基準局総務課秘書人事 大臣官房人

基発1226箪7号 H23.12.26 受ける職員の復職時調整について
係

嶋村貴紀 H23.12.26 
事課長

労働基準局長
(内申)

基発1226軍8号 H23.12.26 
行政財産の用途廃止について(報 労働基準局労災補償部労災

小暮清巳 H23.12.9 
厚生労働大 厚生労働省労

告) 管理課調度係 僅 働基準局長

平成23年度労災診療費審査体制等
労働基準局労災補償部補償

財団法人
厚生労働省労

基発1226第9奇 H23.12.26 充実強化対策事業に係る契約の変
課福祉係

吉田圭佑 H23.12.26 労災保険情
働基準局長

更について 報センター

基発1227第1号 H23.12.26 
労働者災害補償保険法施行規則の 労働基準局労災補償都労災

本間貴明 H23.12.21 
都道府県労

労働基準局長
部を改正する省令の施行について 管理課法規係 働局長

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全

労働基準局長|基発1227第2号 H23.12.26 大臣顕彰の受賞者の決定及び記者 山口昌平 H23.12.21 畳賞者
発表について

課

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全 所属事業場

基発1227第3号 H23.12.26 大臣顕彰の受賞者の決定及び記者 山口昌平 H23.12.21 労働基準局長
発表について

課 代表者

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全 推薦団体の

基発1227第4号 H23.12.26 大臣顕彰の受賞者の決定及び記者 山口昌平 H23.12.21 労働基準局長
発表について

E果 長

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労

基発1227第5号 H23.12.26 大臣顕彰の畳貰者の決定及び記者
課

山口昌平 H23.12，21 
働局長

労働基準局長
発表について

平成23年度安全優良職長厚生労働
労働基準局安全衛生部安全

基発1227第6号 H23.12.26 大臣顕彰の受賞者の決定及び記者 山口昌平 H23.12.21 審査委員長 労働基準局長
発表について

課

基発1227第8号 H23.12.27 貰与替報告書について
労働基準局総務課秘書人事

向所美樹 H23.12.27 
東京労働局

労働基準局長
係 長ほか

労働基準局所管特例民法法人に対
特例民法法

基発1227第11号 H23.12.27 する平成23年度立入検査の実施に 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.12.27 
人代表者

労働基準局長
ついて(平成24年1月実施分)



労働基準局施行簿

財団法人藤田建設労務援護金への
特例民法法

基発1227第12号 H23.12.27 立入検査結果の報告及び改善勧告 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.12.20 
人代表者

労働基準局長
書由主付について

平成23年度厚生労働省所管労働保

基発1227第13号 H23.12.27 
険特別会計労災勘定予算に係る王

労働基準局総務課予算係 住田幸隆 H23.12.27 
大臣官房会

労働基準局長
出書任工事の実施について〔変更 計課長
分)

労働保隙の保険料の徴収等に関す
労働基準局労災補償部労働 都道府県労 労働基準局長 l基発1228第1号 H23.12.13 る法律施行規則の一部を改正する
保験徴収課法規係

新井裕規 H23.12.12 
働局長

省令の施行について

労働安全衛生規則第95条の6の規
労働基準策局安全衛生部化学 都道府県労 厚生労働省労

基発1228第2号 H23.12.28 定に基づき厚生労働大臣が定める 富下康章 H23.12.19 
物等の適用について

物 質 対 課 働局長 働基準局長

財団法人中小企業災害補償共済福
特例民法法

基発1228第3号 H23.12.27 祉財団への立入検査結果の報告及 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H23.12.27 
人代表者

労働基準局長
び改善勧告書の交付について

基発1228第5号 H23.12.28 
労働基準闘係情報メ ル窓口田本 労働基準局監督課企画・法規

安武寿和 H23.12.26 
都道府県労

厚働生基労準働局長省労
格的な運用について {系 働局長

「あんぜんシンポジウム」の特別講演 労働業基務準第局安全衛生部安全
特別講潰講補 厚生労働省労

基発1228第6号 H23.12.19 岡満 H23，12.16 師担当候
講師への就任について 課係

者
働基準局長

「あんぜんシンポジウム」の開催につ 労働基準局安全荷生部安全
特別講演講

厚生労働省労
基発1228第7号 H23.12.19 岡満 H23.12.16 部担当候補

いて 課業務第係 者の所属畏
働基準局長

基発1228第8号 H23.12.28 
新規化学物質の届出等に係る調査 労働基準局安全衛生部化学

宮下康彦 H23.12.13 
都道府県労 厚生労働省労

票の廃止について 物質対策課 働局長 働基準局長

基発0105第1号 H24.1.5 
労働基準監督宮詑菓の交付につい

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H23.12.27 
大板労働局

労働基準局長
て 長

基発0110第1号 H24.1.1 0 
職員の育児休業革認請求について 労働基準局総務課秘書人事

嶋村貴紀 H24.1.6 
大臣富房人

労働基準局長
(内申) {葺 事課長



労働基準局施行簿

1第1号 H24.1 

レーシア・労働安全衛生行政支援
ロジェウト終了時評価調査団l

中 村 宇 1 H23.1 

11草2号 H24.1.l1 印紙損傷通知について
2コ.:N.1'用住宅白1)7J l'型J

俊融
総務係

2草1号 H24.1.1 講師派遣について〔回箸) 稔弘

2第2号 H24.1.1 修平

3第1号 H24.1.1 総務課総務係 車希

3第2号 H24.1.131 第3回労災保険給付専門研修の講
師派遣について

修平 H24.1.12 

3第3号 H241131~安全衛生トップセミ遣ナにーつ(い神て戸(市回)蕃~，I刀 1副甚平周玉<'" 1耳''''ロp日II!!!I I 松田 恵太郎
における講師の}JiU~:f=-:J L¥'"( (@]~)吾園田仲世間，.

3第4号 H24.1.131処分すべき国有財産調査巣の提出 1刀間甚半周刀此棚田百p刀出 l川、暮清巳
について 曲国間相官，. H24.1.1 

3第5号 H24.1.131担分すべき国有財産調査票田提出 i刀国"'"中間刀此?岡田口p刀此|小 暮 j青巳
について 曲畑幸回調~=

6第1号 H241J6l|;新'"任遣労につ働い基て準監督官2研修の講師 I~町J 阿世干叫明日陣中 勾 R ドlリ11 悼平 H24.1.1 

6草2号 H24.1.161平成24年度検察事務官中等科研修|労働基準局総務課給与職員
の聴講生白書加について(依頼樺

修平

6第3号 H24.1.1 

6草4号 1 H24.1.161職員の渡航手続きについて(依頼)

労働基準局長



労働基準局施行簿

16第5号 汁24.1.161柿"''''セツソJソ l、白い L同居ほ i労働基準局安全衛生部化学
~-胃-> A'-. [ .J..t悼山キ品ふ宜B.....'_.J，..I.物質対量課業務{果

17第1号 H24 二係る職員の派遣及び 労課働基準局安全衛生部安全 祐希

17第2号 H24， 総務課監理係 書樹

19第i号 枝里子

申請及 安全衛生昔日計画20第1骨 H24， 恵太郎
図書) 団体重理係

23第1号 H24.1.11 ー(ハ f 正人

23第2号 H24.1.23 ヂ会ィ議ネの聞タ催に会つ議い及てび臨時全国賃金課室長 珂閣l醤賃半金1司・退"職1劃金J宋制1斗度以係東訴頁耳目守
間童 渡辺章子 I H24.1 

24第1号 H24.1.24 建設業における労働基準法等違E
労働基準局監督課監督係 小林夏樹

事業場について(通報)

24第2号 H24.1.24 
労働政策審議会勤労者動1
中小企業退職金共華全臨時霊員刀1到甚半周到刀官エ油開制前田武宏

IJ)怪免について 査係

24第3号 H24.1，24 労臨働時政委策員審議会勤労者生活分科会 労働基準局勤労者生活課調
前田武宏

の任免について 査係
平成24年度労働基準監督官採用試

24第4号 H24.1.24 験に係る積極的な受験の勧奨・広報 労働基準局監督課監督係 小林夏樹
の実施について
労働保険の保険料の徴収等i、関す

労働基準局労災補償部労働 新井裕規25第1号 H24.1.20 る法律の規定に基づき雇用保険率を
変質する件の適用について

保険徴収課法規係

25第2号 H24.1.24 
平成23年度「保健帥看護師等金属 労働基準局安全問主 秋元篤史
研修会」への職員の派遣について 衛生課

化学物質のリスク評価検討会の「平
労働基準局安全衛生部化学25第3号 H24.1.25 成23年度第2固有害性評価小検討 ルh四居世」品企主吾固 宮下康彦

25第4号 H24.1.251成23年度第3固有害性評価小検討 lZE15主宰安全衛生部化学 宮下康章



労働基準局施行簿

労働基準局安全衛生部化学
物質対置課

紙の配布申請|労働基準局総務課秘書人事
{果

総務課予算係

平成23年12月分)

申について

崇徳

崇徳

美樹

清治

清治

幸陵

文哉

枝里子

枝里子

前
一
臥
一
制



労働基準局施行簿

第3回労働基準行政職員(上級)研|労働基準局総務課給与田職員
修の講師派遣について |係

修平

裕規

秀樹

の新刻について(承認方依頼) 路子

H24.2.11案作成委員会委員の霊嘱について|衛生課環境改善室環境改善|小西啓之

H24.2.1 
~宮、Jμ:::，j 1.... ....，.... 1"~"宅"' 叫主的悼F弓孟~，ザJ品品開】国 J物J 質田副d対~"量干~，課PJ ........:t:. Iヰ'J=ロl' IL.o竺「 宮下康彦
置に係る検討会の開催について

号 H24.2.1 職平成員24年度産業医学基本講座への 労衛働集車基準z局安全衛生部労働 秋元篤史
派遣について

... 司、 . ~可『丙..恒・='7"TT/"匂..戸、..、ー毒毒".τ"'，.."、玉茎E

篤史

里愛子

号 H242311ttuf 同 Jc.1I1、軍小盲目目"fi. 1~ .JI.日|三国甚平周冊4吉田明言人苧|嶋村貴紀

貴紀
開

二ついて(回報)
労働基準局安全衛生部計画

前 田憲孝
謀石綿対策室

回報)
労働基準局安全衛生前計画

前 田憲孝吾固守一也由~主.~



労働基準局施行簿

基尭0206第1号 中虫 神 田将伸

基発0206草2号 印紙損傷通知について 増 田俊哉

基葺0206第3号 身分証明書発行等閑請について

基発0206第4号
第19間有害医療廃棄物研修会へ
の講師派遣について

刀1劃苦中柑民主1耳Jエ日l'刀国|五十山車樹
衛生課業務第四係 凪

基発0206第5号 H24.2.61工事施工申請書 ま働基準局総務課庶務経理 i貝 淵文哉

基尭0207第1号 H24.1叩|行規則由一部を改正する省令の施|労働基準局安全衛生部労働
衛生課業務第=係

基尭0207第2号 H24.1叩|行規則の 部を改正する省令の施 労働基準局窓生衛生部労働
行について 衛生課業務照三係

基発0207草3号 H2427{l 乍業環境測定基準の部を改正す労働基準局安全衛~....，...…|
る告示等0)適用等について 昔牛語置捕前蕃宮閣措市善小西啓之

基発0207草4号
|作業環境測定基準の一部を改正す

H24.2.7る告示等の適用等について |衛生課環境改善室環境改善|小西啓之

基発0207第6号 H24.2.31 劃~it?レ ンの構造部分1=世間引I課刀1剖苫平周瓦土1埠'J:エ田'"王
る鋼材について 島崎祐希

基発0207第7号 H24.2.3 
移動式クレンの構造部分l、使用す労働基準局安全衛生部安全
る鋼材について 島崎祐希

基発0208革3号 H24.2.8権労働限基由行使により把握した法令違反|労働基準局監督課監督係 中村祐樹

基尭0208第4号 H24.2.81賃料変動率について(照会) |労働基準局労災梢償部労災 j¥;暮主巳
管理課調度係 ハ，月

基発02013第5号 H24.2.81地価変動率について(照会) 労働基準局労災梢償都労災 i小暮車巳
管理課調度係 '円

基発02凹第1号 H24.2.91平成23年度産業医科、て大(回学笹卒)業式へ
の職貝の派遣につL

芦働基準局安全衛生部計画|松田恵太郎
課団体監理係 叫

基尭0210第1号
生労働事2省項所に管基室づ計く一事般務監査規程

H24.2.101第5条第 皇室査指導労働基準局総務課庶務経理 1111漫 洋 二
1::-:>ハ f 係



労働基準局施行簿

中華人民共和国職業衛生能力強
労課働国基際準室局安全衛生部計画 大臣官属国

基発0213草3号 H24.2.8 化健プ康ロ管ジ理ェ)ウト短期派遣専門家(塵肺 中村宇 H24.2.6 
際課長

労働基準局長
の推薦について

基発0213草4号 H24.2.13 安衛法GLP適合確認について 労物働質基対準策課局安化全学衛物生質部評価化室学 大淵和代 H24.2.9 申請者
厚生労働省労
働基準局長

基発0213第6号 H24.2.13 
労働安全衛生規則等の 部を改正 労働基準局安全衛生部安全

戸田剛 H24.2.1 都働道局府長県労 労働基準局長
する省令の施行について 課
ガス溶接作業主任者免許規定の

基発0213第7号 H24.2.13 部を改正する{牛車びボイラー技士、 労働基準局安全衛生部安全
戸田陣l H24.2.1 

都道府県労
労働基準局長

ボイラー溶接士及びボイラー整備士 課 働局長
免許規程の 部を故正する件の適

基発0213草8号 H24.2.13 
「製造時等検査に係る検査の方法 労働基準局安全衛生部安全

戸田 剛 H24.2.1 
都道府県労

労働基準局長
等」の改Eについて 課 働馬長

「製造時等検査に係る検査の方法 労働基準局安全衛生部安全 畳検録製造時
基発0213第9号 H24.2.13 

等」の改正について 課
戸田 剛 H24.2.1 等査機関 労働基準局長

等代表者
平成24年度安全衛生技術系職員(})

労働基準局総務謀給与職員 神奈川労働 厚生労働省労
基発0213第10号 H24.2.13 大学委託聴講制度等の受講生の決

係
小川修平 H24.2.9 

局長 働基準局長
定について

基発0214第1号 H24.2.13 
監督指導業務の運嘗L当たって留

労働基準局監督諜監督係 中村祐樹 H24.2.10 
都道府県労 厚生労働省労

意すべき事項について 働局長 働基準局長

化学23物年質度の第リ4ス固ヴ有評害価性検評討価会J田「平 労働質基準局安全衛生部化学 厚生労働省労
基発0214第2号 H24.2.14 成 !、検討

物 対 策 課
宮下康彦 H24.2.1 参集者

働基準局長
会」の開催について

基発0214第3号 H24.2.14 
労働者災害補償保険審査参与指名 労働理基課準菅局理労災補償部労災 よ 野継敏 H24.2.13 

熊本労働局 厚生労働省労
等辞令の送付について 菅 係 長 働基準局長

石綿の除去作業における計画届等 労働基準局安全衛{系生部化学
前田建設株

厚生労働省労
基発0214第4号 H24.2.14 

に係る説明会での講演について 物質対策課業務
山口久雄 H24.2.14 式会社関西

働基準局長
支庖担当者

石綿の除去作業における計面白等
労働基準局安全衛{系生部化学

前田建設株
厚生労働省労

基発0214第5号 H24.2.14 に係る説明書での(依講頼演)由ための講 山口久雄 H24.2.14 式会社関西
師派遣について

物質対置課業務
支庖長

働基準局長

「国立病院・労災病院等の在り方を
独立行政法

基発0215第1骨 H24.2.14 考える検討会報告書」について(伺
労働基準局労災補償部労災

鷹中康博 H24.2.13 
人労働者健

労働基準局長
い)

管理諜機構調整第係 康福祉機構
理事長

基発0215第2号 H24.2.14 
九州労働金庫L対する検査結果の 労働基準局勤労者生活課労

小林玲子 H24.2.9 九州労事働長金 労働基準局長
通知について 働金属業務室指導係 薄1里

基発0215草3号 H24.2.15 賠償償還及払戻金の支出について
労働基準局安全衛生部安全

佐久間敦之 H24.2.6 
大臣官房会

労働基準局長
課 計課長



労働基準局施行簿

労働基準局労災補償部補償
台北駐日経

厚生労働省労
基発0216第1号 H24.2.16 職員の派遣について(回答)

課業務係
横田道明 H24.2.14 済文化代表

働基準局長
処経済部

「宮城県田 一労部働の保地険域料に等おのけ納る期社限会 労働基準局労災補償部労働 都道府県労
基発0217第1号 H24.2.8 保険料及び

保険徴収課法規係
新井裕規 H24.2.7 

働局長
労働基準局長

等を指定する件jの制定について

基発0217第4号 H24.2.17 身分証明書発行等申請について l労係働基準局総務課秘書人事 向所美樹 H24.2.17 
大臣官属人

労働基準局長
事課長

基発0220第1号 H24.2.20 在外公館に対する便宜供与依頼L 労働基準局安全衛生部計画
中 村 宇 H24.2.20 

外務省アジ
労働基準局長

ついて 課国際室 ア大洋州局

(株)化学工

基発0220第2号 H24.2.20 講師の派遣について(回答〕
労働基準局安全衛生部化学

山口氏雄 H24.2.12 
業日報社代 厚生労働省労

物質対策課業務係 表取締役社 働基準局長
長

教育委員会の委員の委嘱について 労働基準局安全衛生部安全
建設業労働

基発0221第1号 H24.3.2 山口昌平 H24.2.21 災害防止協 労働基準局長
(図書) 諜

会

「東白木大震災10対処するための特別の財
政媛勘及び助成に聞する法律第2条第2項

労働基収準局労災補償部労働 都道府県労
基発0222第1号 H24.2.20 及び第3項の市町村を定める政令の一部を

保険徴課法規係
新井裕規 H24.2.17 

働局長
労働基準局長

改Eする政令」の施行による特定被災区域
の追加指定について

環境放射能除染学会講演会への講 労働基準局安全衛生部労働
環境放射能

基発0223第1号 H24.2.23 
師派遣について 衛生課業務第四係

五十嵐里樹 H24.2.20 
除理事染学長会

労働基準局長

基発0223第2号 H24.2.23 
労働基準監督官官正義の再交付につ

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H24.2.23 
該当都道府

労働基準局長
いて 県労働局長

建設業における労働基準法等違反
国土主通省

厚生労働省労
基発0223第3号 H24.2.23 

事業場について(通報)
労働基準局監督課監督係 小林夏樹 H24.2.21 土地建設

働基準局長
産業局長

建設業における労働基準法等違反
国土交通省

厚生労働省労
基発0223第4号 H24.2.23 労働基準局鷲督課監督係 小林夏樹 H24.2.21 土地'建設事業場について(通報)

産業局長
働基準局長

建設業における労働基準法等違反
国土交通省

厚生労働省労
基発0227第1号 H24.2.27 

事業場について(通報)
労働基準局量管課監督係 小林夏樹 H24.2.21 土地ー建設

働基準局長
産業局長

支出量担行

基発0228第1号 H24.2.28 
タクシー乗車券(平成24年1月使用 労働基準局総務課庶務経理

川選洋二 H24.2.28 
為担当官大

労働基準局長
分)の点検結果について t事 臣官房金計

課長



労働基準局施行簿

、て(回答) 山口久雄

第1号

山口久雄

憲史

¥) 
車史 H24.2.28 

恒"ユ且川、l円，，-"U
労働基準局長

"待問j回』正王己'"ミ 事

'の支給発令内申について 労働基準局総務課秘書人事 嶋村貴紀
ム~-

m 

中井裕司
主世;;;:f'::JJ<; 

小池栄太郎 H24.3.6 大事課臣官長房人 労働基準局長

山口久雄 H24.2.1 害集者
厚生労働省労
働碁準局長

ム~白白人

北原利車

岡 満

H24.3.7 
目



労働基準局施行簿

労働基準行政調係功労者L対する
労働基準局労働条件政策課 群馬労働局

基発0307第7号 H24.3.7 厚生労働大置の感謝状贈与につい 鍋 日英生 H24.3.2 労働基準局長
て(伺)

貴金時間室指導係 長

労働基準行政関係功労者に対する
労働基準局労働条件政策課 広島労働局

基発田07第8号 H24.3.7 厚生労働大臣の感謝状贈与につい
賃金時間室指導係

鍋 悶英生 H24.3.2 
長

労働基準局長
て(伺)
労働基準行政関係功労者に対する

労働基準局労働条件政策課 徳島労働馬
基発0307第9号 H24.3.7 厚生労働大臣の感謝状贈与につい

賃金時間室指導係
鍋 田英生 H24.3.2 

長
労働基準局長

て(偶)

基発03凹第1号 H24.3.9 平成22年度政策別コスト情報の提出 労働基準決局算労災補償部労災 上田里起 H24.3.5 
大臣官房会

労働基準局長
について 管理課 係 計課長

基発0309第2号 H24.3.9 安衛法GLP査察専門家の委嘱につ
労働基準局安盟全学衛物星生質部化学 大 淵和代 H24.2.24 査察専門家 厚生基労準働局省労

いて 物、課化 評価室 働長

基発0309第3号 H24.3.9 
安衛法GLP査察専門家の委嘱Lつ !労物働質基準策局課 安 部化学 大淵和代 H24.2.24 査察専門軍 厚生労働者労
いて 対 化 評価室 の所属長 働基準局長

労働安全衛生法Lおける畳録検査
労働基準局安全衛生部安全 都道県労働

基発0309第4号 H24.3.9 検定機関の畳録基準に係る運用の 佐久間敦之 H24.3.2 労働基準局長
一部改正について

i果 局長

独立行政法

基発03凹第5号 H24.3.9 独立行政法人における役職員の給 労働基準{系局勤労者生活謀機 北原利恵 H24.3.9 
人勤労者退

労働基準局長
与の見直しについて 構調整 職構金理共済機

事長
労働安全衛生法第53条の2の規定に

基発0312第1号 H24.2.22 より都道府県労働局長がも製の造と時す等る 労働基準局安全樟i生部安全
戸田 剛 H24.2.15 

都道府県労
労働基準局長

検査の業務の全部を行う 課 働局長
件の制定について

基発0312第2号 H24.3.9 
職員の育児休業承認請求l、ついて 労働基準局総務課秘書人事

嶋村貴紀 H24.3.6 大重唱臣官匡房人 労働基準局長
(内申) 係
商業法人費記事項等資料を電子媒

労働基準局労災補償部労働 大臣官房会
基発0312第3号 H24.3.12 体で提供することに要する経費依に頼係) 保険徴収課予算係 回山純 H24.3.12 

計課長
労働基準局長

る金計機関の委任について(
社団法人全

平成23年度意見交換会の開催につ 労働基準局労災補償部労働
国労働保険

基発0312第4号 H24.3.12 奥山浩行 H24.3.7 事務組合連 労働基準局長
いて 保旗徴収課業務係

古会室長l!ii
谷義明

争訟事件に関する茸料の送付につ 労働基準局安全衛生部計闇
法務省大芭

厚生労働省労
基発0312第5号 H24.3.12 

いて(回報) 誤石綿対置室
浅野茂充 H24.3.9 官房訟務総

働基準局長括審議官



労働基準局施行簿

晃二

三山:;:
貴紀

修平

修平 H24.3.1 

H24.3.151表の適用を異にして異動する職員の 1;;;剛曲干四帥叩師中日?相貝|小川悼平

修平 H24.3.1 

玲子

玲干

明紀 H24咽3.1

H24.3.151法律の規定による特別遺族一時金
-'J [.申』量許干司ロ!J 7J.:N..T同信毛田" 7コh吐

本間貴明
Lし等について

管理課法規係

H24.3.1617抽 ι『守守口 1日付{す般昇格及 労働基準局総務課給与・職員小111 修平
び異動昇格内申について(7級以上)11* 

0号 H24.3.16 
公輯員1盲害損害賠償金軽減申聞い刀剛韮字削刀此明l昆日"刀出

小暮清巳 H24.3.1 
ついて(承認) 菅理課調度悟

基発0316富11号 H24.3.16 債権発生発生通知書
労働基準局労災補償部労災

小暮清巳
管理課調度係

基発0316第12号 H24，3.16 
職員の育児休業承認請求l、ついて 労働基準局総務課秘書人事

嶋村貴紀，~~句、 土方



第1号

21第2号

第3号

21第4号

基発0321第5号

基発0321第6号

基発0322箪1号

基発0322第2号

基発0322第3寺

基発0322第4号

11長及び茸12
，.=の初任給決

労働基準局施行簿

H24.3.1612:陥ι守守1;:;(.'1......叩~V，品開明ハ m剖世干同~=，平」ー」日" ，】T

自式験事業」の垂託について 物質対策課業務係
戸品』語L唱オ唱宣巨呈品、."吾国平，'，雪量，$

H24.3.1 

H24.3.1911 

国有財産使用許可書

社団法人全国労働保険事務組合連
H24.3.151合会に対する立入検査結果の報告

及び改善勧告書の交付について

嶋 村貴紀

山口久雄

山口 A雄

H24.3.19 労働者虫害補償保積審査.W-""7"J=~ 四理J保J -""'-T問岡田l'-'J-""'- 上野継融
等辞令の送付について 菅理課菅

H24.3.21 国有財産の使用承認について
労働基準局労災補償部労災

小暮清巳
管理課調度係

H24.3.21 固有財産の使用承認について
労働基準局労災補償部労災

小暮清巳
管理謀調度係

H24.3.21 還付決定通知書
労働基準局労災補償部労災

小暮清巳
管理課調度係

H24.3.21 還付決定通知書
労働基準局労災補償都労災

小暮清己~"ロ墨同司芸E司 E量.=

|告書の交付について

財団法人労働安全衛生管理協会に
H24.3.151対する立入検査結果の報告及び改|労働基準局総務課監理係 |千葉書樹

善勧告書の交付について

H24.3.221品|割 IAl..:lI，...r-占正常V..l7::lIlli品日」仙.- 1 刀四'，~平J同弘主|ヰ'J ;r:.ロl' "1 L.寸|大淵和代
I山ヱ:.ç，宣弓辛， ~τ士LlJ 1__、z、- 品-，静~主主E吾固 lF~，も出品--吾市，~暗F

労働基準局長

H24.3.19 

H24.3.19 

H24.3.1 

H24.3.1 



労働基準局施行簿

基尭0322第5号 H24.3.22 
安衛法GしP査察の実施及び」れL 労働基準局安全衛生部化学

大 淵和代 H24.3.6 査察車門軍
厚生労働省労

伴う経費(J)支出について 物質対置課化学物質評価室 働基準局長

基尭0322第6号 H24.3.22 安衛法GLP査察の実施及びこれに 労働基準策局安全衛生部化学
大 淵和代 H24.3.6 

査察専門家 厚生労働省労
伴う経費の支出について 物質対課化学物質許価軍 (J)所属長 働基準局長

基発0322第7号 H24.3.22 安衛う経法費G由LP主査t察由実施及びこれに 労働基準策局安全衛生部化学 大 淵和代 H24.3.6 
査努専門家 厚生労働省労

伴 出について 物質対謀化学物質評価室 (J)所属長 働基準局長

基尭0322第8号 H24.3.22 
安衛法GLP査察由実施及び」れl、 労働基対準置課局安学全衛物生質部面化室学 大 淵和代 H24.3.6 申請者 厚働生基労準働局省長労
伴う経費の支出について 物質 化評f
鋼管足場用田部材及び附属金異の

労働基準局安全衛生部安全 ホリー(株)
基発0322第15号 H24.3.21 規格第78棄の規定に基づく適用除外 山口昌平 H24.3.5 労働基準局長

について 課 代表取締役

鋼管足場用の部材及び附属金具の
労働基準局安全衛生部安全 都道府県労 厚生労働省労

基尭0322第16奇 H24.3.21 規格第78条の規定に基づく適用除外 山口昌平 H24.3.5 
について(その4) 課 働局長 働基準局長

財団法人中小企業衛生官理協会に
財団法人中

基発0323第1号 H24.3.19 対する立入検査結果の報告及び改 労働基準局総務課監理係 千葉秀樹 H24.3.15 小企業衛生
労働基準局長

善勧告書の交付について 管理協会理
事長

労働基準行政情報システム労災行 労働基準局労災補償部労災
都道府県労 厚生労働省労

基発0323第2号 H24.3.23 政情報管理システムに係る事務処理 保険業務課システム化最事適ニ化推 窪寺正訓 H24.3.19 
手引の改訂について 進室システム最適 係

働局長 働基準局長

支出負担行

基発0323第3号 H24.3.23 
タヲシー乗車券(平成24年2月使用 労備基準局総務課庶務経理

貝調i文哉 H24.3.23 
為担当官大

労働基準局長
分)の点検結果について 係 臣官房会計

課長
平成24年4月1日付け人事院規則9

労働基準局総務課秘書人事 大臣官屠人
基発0323第4号 H24.3.23 初任8第給1の7!i<の適用を受ける職員の 嶋村貴紀 H24.3.23 労働基準局長

決定について 係 事課長

基尭0323第5号 H24.3.23 人事院規則9-8第44条の適用を 労働基準局総務課秘書人事
嶋村貴紀 H24.3.23 

大臣官唐人
労働基準局長

受ける職員の復職時調整について 係 事課長

基発0323第6号 H24.3.23 
「今後の労働時間等設定改善業務 労働基準局労働条件政策課

菅苔真奈美 H24.3.23 
都道府県労 厚生労働省労

の進め方について」の訂正について 設定改善係 働局長 働基準局長

労働基準局労災補償部労災
ナショナル・

厚生労働省労
基発0323第7号 H24.3.23 E有財産使用許可書

管理課調度係
小暮清巳 H24.3.23 ペンディング

働基準局長
株式会社

平成24年度産業医科大学入学式へ 労働基準局安全衛生部計画
学校法人産

基発0323第8号 H24.3.23 
の職員の派遣について(回答) 課団体監理係

松田恵太郎 H24.3.22 業医科大学 労働基準局長
学長



号

(省庁別宿舎)の使用料
こついて(通知)

、て

(省庁別宿書)の使用料
こついて〔通知)

に係る使用料の徴収依頼に i

労働基準局施行簿

秀樹

枝里子

枝里子 IH24.3.21 

枝里子 IH24.3.21 

枝里子

枝里子

枝里子

枝里子

征虫

枝里子

枝里子

枝里子

枝里子

向所美樹

枝里子

枝里子

労災補償部労災 神杉枝里子
誠産係



労働基準局施行簿

宿舎等に係る使用料の徴収依頼に 労働基準局労災補償部労災
厚生労働省

維持管理機関
基発0326第四号 H24.3.26 

ついて 菅理課調度係
神#枝里子 H24.3.23 官房地方課

労働基準局長
長

基発0326第19号 H24.3.26 
宿害等l、係る使用料の徴収依頼L 労菅働理基課準調局度労係災補償部労災 神杉枝里子 H24.3.23 

東京労働局 維持基管理準機局関長
ついて 長 労働

労働基準局労災補償部労災
国軍公務員

維持管理機関
基発0326第四号 H24咽3.26宿害等賞与承認書 神杉枝里子 H24.3.23 宿舎被貰与

管理課調度係
者

労働基準局長

労働基準局労災補償部労災
国家公務員

維持菅理機関
基発0326第21号 H24.3.26 宿舎等貸与承認書

管理課調度係 神杉枝里子 H24.3.23 宿舎被貸与
労働基準局長

者

労働基準局労災補償部労災
国軍公務員

維持管理機関
基発0326第22号 H24.3.26 宿舎等賞与承認書

管理課謂度係
神杉枝里子 H24.3.23 宿与者舎等被貸 労働基準局長

労働基準局労災補償部労災
国軍公務員

維持管理機関
基発0326第23号 H24.3.26 宿舎等賞与承認書 神#枝里子 H24.3.23 宿舎被貰与

管理課調度係
者

労働基準局長

歳入徴収官

基発0326第24号 H24.3.26 債権発生通知書 労働基準局労災補償部労災
小 暮清巳 H24.3.22 

厚生労働省 厚生労働省労
管理課調度係 労働基準局 働基準局長

長

基発0327第1号 H24.3.27 平成24年度における中小企業退職金共 労働基準局勤労者生活課機
津 田車史 H24.3.16 

都道府県労
労働基準局長済制度目周知について(協力要請) 構調整係 働局長

財団法人福
岡県社会保

基発0327第6号 H24.3.27 
「平成24年度co中毒患者に係る特 労働基準機局構労災補償部労災 鷹 中康博 H24.3.13 険医療協会

労働基準局長
別対策事業」の実施について 菅理課 調整第一係 社会保険大

牟田吉野病
院

働き方体み方改善コンサルタントの
労働基準局労働条件政策課

都道府県労
大臣官居地方

基尭0327第7号 H24.3.27 労働条件確保改善対量室労 金 子貴範 H24.3.23 課長、労働基設置について
働条件改善係

働局長
準局長

基発0327第8号 H24.3.27 医療労働専門相談員の設置Lつい 労働基準局労働条件敵策課労働条
大和稔弘 H24.3.23 

都道府県労 厚生労働省労
て 件確保改善対策室法規係 働局長 働基準局長

基発0328第1号 H24.3.28 
労働基準監督官証票田交付Lつい

労働基準局総務課人事係 佐々木洋平 H24.3.26 
福島労働局

労働慕準局長
て 長

基発0328第2号 H24.3.28 
厚生労働省防災業務計闘に係る留

労働基準局総務課総務係 吉 野草希 H24.3.26 
都道府県労 厚生労働者労

意点目改正について 働局長 働基準局長

「産業医学調査研究委員会」委員の 労働基準局安全衛生部労働
財団法人産

基発0328第3号 H24.3.27 
委嘱について(回答) 衛生課

秋 元篤史 H24.3.22 業医学振興 労働基準局長
財団理事長



労働基準局施行簿

H24.3.28 当の支給尭令内申について 貴紀

H24.3.28 労働条件政策課 朗人

H24.3.29 ついて
総務課庶務経理 !貝淵文哉

安全衛生部化学
貿対策課 |大内崇徳



10号

12号

13号

1号

14号

H24.3.30 

H24.3.29 

料の徴収停止について

料の徴収停止について

、て

(承認)

(回報)

労働基準局施行簿

崇徳 H24.3.1 



8号

9号

号

労働基準局施行簿

敦之

智子

清巳

潤郎

潤一郎

潤一郎

潤郎

潤一郎

倉重潤郎

松田恵太部

松田恵太郎

松田恵太郎

監督課企画・法規l
l安 武寿和



号

号

H24.3.3C 

H24.3加|固有財産使用許可書

…| 国 有 財 産 使間書

H24叩|国有財産使用許可書

H24.3.301国有財産使用許可書

労働基準局施行簿

恵太郎

清巳

清巳

;青巳
~~ロ革国凹口三岡三

労働基準局労災補償都労災
佐市喜岡吾田由目 '1'暮 清 日

，青巴

小暮清巳

清巳

小 暮清巳

小 暮清巳

小 暮清巳

小 暮清巳



労働基準局施行簿

労働基準局労災補償部労災
国有財産使

厚生労働省労
基発0330第51号 H24.3.30 固有財産使照許可書

管理課調度係
小暮清巳 H24.3.30 用許可申請 働基準局長

者

労働基準局労災補償部労災
毘有財産使

厚生労働省労
基発0330第52号 H24.3.30 固有財産使用許可書

管理課調度係
小暮清巳 H24.3.30 用許可申請

働基準局長
者

基発0330第53号 H24.3.30 行政財産の使用許可L係る通知1= 労働基準局労災補償部労災 '1、暮清巳 H24.3.30 東京財務事 厚生労働省労
ついて 管理課調度係 務所長 働基準局長


