
基労管発施行簿

文書番号 決裁日 名 起担当・ 起 起案日 施一 施一 考

基労管発0401第1号 H25.3.29 傷.の病作本成の格業の実務労施起民につ病因い性院て等等にに関対すするる意依見頼 労都聾働第労基一虫準係管局理労韓盟機補織慣飼 鷹中康博 H25.3.28 都働道基準府部県労長働局労 労民管理課長

基労管発0401第2号 H25.4.1 r別(平伺対成い策2}5事年業産」CにO悟中る毒再患軍者託にに係つるい特て 労部聾働第費基一出準係管局理労謀提機補楕償掴 能堀北斗 H25.4.1 一会吉県般社社野財会会病団院保保法険険長人大医徳療牟岡協図支出負官担理行課急担当官
労虫 呈

基骨菅発0402第1号 H25.4.2 研に畳関究方す開式る発に入つ、圃札い査にて係、[協広る議報結)の合業評務価垂落託札 労部働労S挺基準菅局理労器民提補理世臨 増田俊哉 H25.4.2 厚生労働大臣 労提管理課長

基骨菅発0403第1号 H25.4.3 畳託費確定通知書 労部働化基学準物局質安対全策衛謀生 樋口政輔 H25.3.29 垂託事業畳託者 支出負管担理行局担当宮
骨挺 課長

基労管発0404第1号 H25.4.4 者研に聾の関究方の確す勤立開式るに務の発入つ環た、調札いめ浸査にてのの悟、[調改協広る査善議報輯に)の研合向『業究評医け務J価療た量落世手託札事法 労都働労基虫準管局理労躍提経補理償冊 増図俊哉 H25.4.3 厚生労働大臣 苦虫管理課長

基労管発0404第2号 H25.4A 
研聾に所関究方見開す式者る発にに入つ対、田札いす査にてる、係(教協広る育議報総指)の合針「業評じの務ん価普肺霊落且託有札定

労都働労基虫機管局理肯器挺睦補理慣係 増図憧裁 H25.4.4 厚生労働大臣 労提管理課長

着事業」

lI;労管発04田第1号 H25.4.8 情達プに係ト報の電シる実算総ス施処テ合に理ム評つシの価いス掴て落テ直札(ム協に方措の関式軍)す『に労用るよ業虫入る務レ調札セー 労都働労基虫翠管局理労課虫程補理償係 増田俊哉 H25.4.6 厚生労働大臣 労提管理醒長

式J

基労菅発0409第1号 H25.4.9 研に方防闇買止式す開に対るつ策発入い推、調札て進査に(事協、罷業描広る(]報造結『聖の船合書業業評務)面転J畳落落託札等 労都働労基虫準管局理労串挺桂繍理償係 構図俊銭 H25.4.8 厚生労働大臣 封提管理課長

基労管発0409第2号 H25.4.9 研方労進に究聞事式働す開に者業る発つに』入い係、調札てる査に『肯林、係働広業る阻に報韓害新の合防盟業評止参務価対入垂落策す託札推る 労都働労基提準管局理労器提桂補翠慣保 増回世哉 H25.4.8 厚生労働大臣 労民管理謀長

基賢官発04凹第3号 H25.4.9 研に方策買関式推す開に進るつ発事入い.業調札て(建査に「墜設、係落広業る報・総)転』の合落業評等務価防垂落止庇札対 労部働肯基虫準管局理労課虫程補理償係 増田俊哉 H25.4.8 厚生労働大臣 労提管理謀長

基卦管発0409第4号 H25.4.9 高研に方業聞究式所」す開に作るつ発業入いで、調札ての査に『墜足罷、落場広る防の報韓止設の合対置業評策が務価普困費落及難託札率な 労都働労基虫拳管局理由韓民桂補理慣係 増図俊哉 H25.4.8 厚生骨働大臣 労虫管理語長

基肯管発0412第1号 H25.4.12 書託費確定通知書 世部働労基働準衛局生安理全衛生 寺島友子 H25.4.8 産協般業会社カ代ウ団表ン理法セ人事ラ会日ー本長 労支虫出負管担理行課翁長担当官

lI;労官発0412第2号 H25.4.12 聾託費確定通知書 労部働労基働2衛R局生宮課全衛生 寺島友子 H25.4.10 一産協般会業社カ代ウ団表ン法理セ人事ラ会日ー本長 支出負管担理行為担当官
骨虫 謀長

基労管発0415第1号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労部軍室働盟基会準謀局建安畠全宝衛生生対 高松遺朗 H25.4.9 呈託者 労虫管理課長

基労菅発0415第2号 H25.4.15 聖託費確定通知書 労部対務働策第補基室二慣慌準課職局業職骨病業虫認病補定認慣業定 新弁紀子 H25.4.9 祉【独機)労情働理者健康福
車長

骨働基導管理局青韓虫補償
都労提 長

基労管発0415第3号 H25.4.15 畳託費確定通知書 労部働化基学準物局置安対策全衛謀生 山口久雄 H25.3.29 垂託事業畳証者 支労出虫負管担理行課局長担当官
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文書目 決裁日 名 起担当 起 起日 S哲，-先 施一者 備考

基労管発0415第4号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労部働化4学基準物局質安対全策衛課生 増岡宗一郎 H25.3.29 畢託事業畳託者 主出負管担理行課為担当官
労提 長

基骨管発0415第5号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労都働宮基全準操局業安務全第衛生係 嘉蔵逮郎 H25.3.29 畳託者 労虫管理課長

基労管発0415第6号 H25.4.15 量託費確定通知書 労部働安基全準課局業安務全第衛一生係 徳武清人 H25.4.1 畳託者 肯民管理課長

liI肯菅発0415第7号 H25.4.15 書託費確定通知書 労部働安基全準耳局*安帯全第衛一生係 檀武清人 H25.4.1 畳託者 労捉管理課長

基肯管発0415第8号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労部マネ働安ー基全ジ準課メ局物ン安流ト班サ全衛ー生ビス 小宮山弘樹 H25.4.1 畳託者 骨提管理課長

基労菅発0415第9号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労部働安基全準操局業安務全第衛一生係 檀武清人 H25.4.9 畳託者 労括管理課長

基封管発0415第10号 H25.4.15 量託費確定通知書 卦郡マネ働安ー基全ジ第器メ局物ン安提ト直全サー衛生ビス 中島賢一 H25.4.3 呈証者 労提管理課長

基労管発0415第11号 H25.4.15 重託費確定通知書 労マ部ネ働盟ー基会ジ準課メ局物ン安琉ト班全サ衛ー生ビス 中島賢一 H25.4.9 畳託委 労括管理課長

基労管発0415第12号 H25.4.15 垂託費確定通知書 世部働計基固準課局安全衛生 猿 渡 敬 H25.3.29 協中会灸労会働長挺害防止 理宜厚局労出生課労虫負長担補働行省償労都急担働労虫当基官準管

基労管発0415第13号 H25.4.15 岳託費確定通知書 労部境働改化善基学室準物局環質湯宮対改全策善衛課係生環 虫思幸次 H25.3.29 重証事業呈託者 支出負担理行課為担当官
肯提管 長

基骨管発0415第14号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労都境働改化善基学室準物局環質犠官対改会策善微課係生環 安図幸次 H25.3.29 垂託事業亜託者
主出負担行為担当官
労提管理課長

基労管発0415lf;15号 H25.4.15 垂託費確定通知書 労部境働改化基善学準室物局環質機安対改全策善衛課係生環 安田幸次 H25.3.29 聾託事業畳託者 主出負管担行為担当官
労虫理課長

基労管発0416第1号 H25.4.16 
新法施型イ行ン令フ等ルのエ公ン布ザ及等び対施策行特に別つ措い置 骨部聾働第労基一虫B係管R局理骨課誕機補構慣爾 掴図浩組 H25.4.15 肯構働理者事鑓長康福祉機 労虫曹理課長
て

基骨管発0416軍2号 H25.4.16 量託費確定通知書 肯部律改働化善基学準室物局測質安対定策技全衛課術生係理 加稼1itB H25.4.10 東ク株世コ社京式ン湾会長サよ社ル代自テ動表ィンリ取スグ輔 支出負管担理行課お長担当官
労虫

基労管発0416第3号 H25.4.16 垂託費確定通知書 労部境働改化善基学室準物局測質宮対定全策桂課術衛生保環 加藻草己 H25.4.10 柴代表図科取学締株世式会社 支出負管担理行課ゐ長担当官
労提

封定働分基野準労局働条監件督対課策特係
株研世究社式会社日通結合 苦虫補償部労挺管理基労管発0416第4号 H25.4.16 書託費確定通知書 柴国明手 H25.4.9 所畏 代表取締 器量
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文書番号 決裁回 {名 起担当ー 起案者 起案回 施先 純一者 備考

雇用均寄与政・児策童謀家政直策局 銭基入徴収官労働基労管発0520第1号 H25.5.20 債権発生通知書 雇用均等 越沼綾乃 H25.5.2 労虫管理窟長
冊

構局長

垂託事業費確定通知且び遭遇命令 雇用均等政田児策童謀家政庭策局 一般財団法人女
iI!;労管発0520第2号 H25.5.20 

書
雇用均等 陸沼綾乃 H25.5.2 

性労働協会
労提管理謀長

冊

基労管発0520第3号 H25.5.20 情遣行に理係報の政シスシる実情韓テス施報テム合にシム評にスつの部テ個い調ム品落て改達・札(労協修に方虫議等関式行]業す『に政労輯るよ情働入-る報基調札il:曹準J 労働基準局労謀見経補理償係
部費出管理

地図俊哉 H25.5.20 厚生封働大臣 労民管理謀長

基労管発0522第1号 H25.5.8 債権発生通知書 労働払事基導局監督謀立 小向島三喜雄 H25.4.30 歳準局入徴長収官労働基 苦虫楠慣都労提管理
替 業慌 謀長

iI!;労菅発0522第2号 H25.5.21 債権発生通知書 労部働計基画準韓局国安体全監衛理生係 鈴木信幸 H25.5.8 
織入徴収官封働基

労民管理器畏
第局長

基労管発0528第1号 H25.5.28 垂休タ研にー関究方眠、す取開式リるに得発ー入つ、梶フ調札いレ進査にッてにト悟、(係の協広るる企議報総広画)の合報「・業評年作事務価次成業垂落有}(jポ託札桔ス 労都働労基提準管局理労課誕軽械理慣師 増岡俊哉 H25.5.27 厚生骨働大臣 労提管理課長

研究開発、調査、広報の業務垂託

垂に関方す式るに入つ札いにて係[協る櫨暗)合「評価落札疾
労部働労基虫準管局理労鵠提桂繍理慣係事S労菅発0528第2号 H25.5.28 業務上 増図俊銭 H25.5.27 厚生骨働大臣 肯提管理課長

病る調に査関研す究る医J学的知見の収集に係

住宅地等における農車使用につい 労都盤第働労基一虫準係管局理労鵠虫機繍摘償岡 独立行政徳法祉機人労織働理
基労管発0528第3号 H25.5.2B 

て(通知}
福岡揚盟 H25.5.2B 者健康 労提管理課長

Z医長

基労管発田31第1号 H25.5.29 
「に労係担る保事障務に処お理けにるつ訪い問て看』の聾の部結改付 肯部働補基慣拳課局匿労事虫係繍償 黒川真太郎 H25.5.27 

都働道基府準都県告労側虫局補骨償 労働基拳局労提長繍慣

正について 課長
都労提管理臨

iI!;労官発0531第2号 H25.5.31 書託費確定通知書 労理働保基虫駆局監督課管 瀬戸邦夫 H25.5.31 
公労益働社基団法人全団国体 労提補慣都労虫管理
連合会準会関長係 課長

基労管発0531第3号 H25.5.31 債権発生通知書 労働基準局監督課管
瀬戸邦夫 H25.5.31 

歳入徴収官労倒基 労提補償都労挺管理
理係 準局長 臨長

基労官発0612第1号 H25.6.12 研に方聞究式す開にるつ発入い、調札て査に(協、悟撞広る)報韓「機の合械業評の務価リ聾落ス置札ク 労却働由基民準管局理労器民経繍理償係 増図俊哉 H25.6.12 厚生労働大臣 骨虫管理揮畏

アセスメント等の但進等事業」

労部働化基学準物局質安全衛謀生 支出負菅担理行課ゐ長担当官基背管発0617第1号 H25.6.17 書託費確定通知書 部 対 策 化 中西さやか H25.5.8 垂託事業畳託者
学物質評価室

世史

基労管発0617第2号 H25.6.17 垂託費確定通知書 労部学働物化基質学評準物局価質室安対全策衛課生化 中西さやか H25.5.8 聾託事業畳託者 世支出史負菅担理行課為長担当官

基労管発0617第12号 H25.6.17 債権発生通知書 労部働労基働準衛局生安課全衛生 寺島友子 H25.5.17 歳入徴担官労働基 支出負管担理行謀急長担当官
準局長 労提

基労管発0626第1号 H25.6.20 畳託費確定通知書
労部働安基全調醒車局物安流サ全衛ー生ビス

小宮山弘樹 H25.4.10 畳託者
労挺補慣部由民管瑳

マネージメント班 課長
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文番号 決裁日 名 起案担当課 起案者 起因 施zー先 総ー者

基労管発0701第2号 H25.7.1 債権発生通知書 労部働計基画準揮局団安体全監衛理生係 鈴木信幸 H25.6.17 館準局入徴長収官労働基 労虫管理課長

基労管発0702第1号 H25.7.2 研方原報に聞虫式発の開す作固にるつ酷発業入い者、発調札て等信査に(のに協.保罷強措広るる化)報総『肱事東の合射業電業評線」福務価関島岳落連第託札情一 肯都働労基虫準管局理労課虫綾補翠慣保 地図俊哉 H25.7.2 厚生労働大臣 労挺管理醒長

基労官発0702第3号 H25.7.2 
速情に労係報の働るシ実局総ス胞にテ合おにム評けつの価るい鋼次落て連期札(協に厚方議関生式)す労Fに都る働よ道入る省府札調県

骨部働労基虫準管局理骨課誕程捕理慣係 増図佳哉 H25.7.2 厚生骨働大臣 労虫管理課長

ネットワークシステムのクライアント
環積一式

基労菅発0709i事1号 H25.7.8 垂託費確定通知書 労働化基学準物局質安全衛課生
部 対策

増岡宗一郎 H25.5.t4 霊託率業畳託者 支出負担行語翁長担当官
労虫管理

基労管発07凹第2号 H25.7.8 債権発生通知書 労部働化』学基準物局質安全衛生 地問宗一郎 H25.5.14 
歳入徴収官労働基 労支出負管担行J負担当官

対策課 準局長 盟理課長

基労菅発0716第1号 H25.7.16 物品の亡失報告書 労働3基準局労虫問補屋慣保 山 崎 聡 H25.7.10 厚生労働大臣
物局労品管虫理補官慣労都労働基提準管

部骨提管理課
理謀長

基労管発0722第1号 H25.7.22 「平成25型年的度の中方小針企」業の実者施に関にすついるて 労部働労基虫準管局理労課提機補織壇田
福図浩盟 H25.7.22 独者理健担立行康当政福理法祉事機人労織働経 労提管理謀長国等の

聾第一時

基労菅発0723草1号 H25.7.23 研に方指関究標式す開に白るつ開発入い、発調札て・普査に『働及、悟き広率る方銀業総・の」合休業評み務価方量落改託札善 労働基準局労虫繍償
構図俊哉 H25.7.23 厚生労働大臣 労虫管理謀長部骨提管理課経理係

基労官発田02第1号 H25.B.1 債権発生通知書 労部働計基画準臨局団安体全監衛理生係 鈴木信幸 H25.7.16 
歳入徴収官労働基

労虫管漫課長
準局長

基貴管発0802第2号 H25.8.1 債権発生通知書 労部働計基画準韓局国官体会監衛理生係 鈴木惜幸 H25.7.16 
歳入徴収官封働基

労虫管理課長
'"局長

基肯管発0802第3号 H25.8.1 債権発生通知書 世部働計基画準韓局国安体全監衛理生係 鈴木惜幸 H25.7.16 
歳入徴収官労働基

肯虫管理課長
場局長

義労菅発田02第4号 H25.8.1 債権発生通知書 労部働計基圏準韓局団安体全監衛理生慌 鈴木恒幸 H25.7.16 
歳入徴収官労働基

骨提曹理課長
準局長

ll¥肯菅発田02第5号 H25.8.1 債権発生通知書 労部働計基画調課鹿島団安体全監衛理生係 鈴木恒幸 H25.7.16 
歳入徴収官骨働基

骨虫管理課長
準局長

基肯菅発凹02第6号 H25.B.1 債後発生通知書 労部働計基画局課鹿島団盟体会監衛理生慌 鈴木恒幸 H25.7.16 
歳入徴収官労働基

労民管理課長
準局長

基世管発0830第1号 H25.8.30 情達プシにョ係ト報の電ンシる実県算総ス施守処テ合に等理ム評つ集シの価い務ス調落てテ一達札(協ム式に方議の』関式ア)す「にプ労るよリ提入るケレ札調ーセ 労部働労基虫準管局理由器民提補翠償係 増図俊策 H25.8.30 厚生骨働大臣 労提管理課長

基労管発OB30第2号 H25.B.30 研方クに関究式セ開すにミるナつ発入ーい、調札実て査に「施平、係事成広る業2報総5」年の合度業評予務価レ量落ワ託札ー 労都働由基民準管局理労課虫繍慣
経理保

構図俊哉 H25.B.30 厚生労働大臣 由民管理課長



基労管発施行簿

文書号 決裁日 牛名 起担当一 起案者 起 因 施z 先 施一者 備考

基労管発田27第1号 H25.9.27 官職註明書の発行申請について 労働基準局官民補償
小舟勇紀 H25.9.27 大臣官房長 労民管理課長

都労民管理課経理係

基肯菅発1001第2号 H25.9.30 労す世働る正省基に令つ準のい法施て施行行に盟伴則うの事一務部連を絡改の正 労働基準局労虫補慣
松浦和久 H25.9.25 都道府県労働局長 骨盟管理課長部費民管理課法現時

基労管発1001第3号 H25.10.1 
F虫害事例等作成事業Jの再壷託に

労部働安基全準課局象盟輯全第衛一生係 檀茸清人 H25.9.27 呈託者 労提管理課長ついて

基労官発1001第4号 H25.10.1 
「損害事倒等作成草案Jの再霊1<1こ

労部働安基全準課局業安務全第衛生障 檀武清人 H25.9.27 呈託者 骨虫管理課長ついて

基肯菅発1107軍1号 H25.11.7 労した挺物特品別の介処謹分慢に謹つ事い業てにより取得 背部金働福労基祉虫準第樟局一障係労業務提捕眠慣年 久保図章 H25.10.31 
一サポ般ー財ト団セ法ン人タ労ー虫 労課提長補慣部苦虫管理

会長

基労管発1108第1号 H25.11.8 情に達行台守係報由政帳業る実情シ管務総ス報理施一テ合にシサ式ム評スつー』のテ価いバ鋼ム落て軍連に札(改協おに方、議け聞惜式)るす入に「車事る車よ用業入るぴ均場札調保等労働基準局労虫経補理償冊
都労民管理課

地図俊哉 H25.11.7 厚生労働大臣 労挺管理課長

基労管鐙1119第1号 H25.11.19 世研に方法克聞式康のす取開ににるつ着発り入入い.目調札れてし査た等にr平職係、に成広場関る2報総のす5の合年リる集ス事評度ク輯業価『評精岳』落価」神託札手的 労部働労基虫準管局理骨器虫経補理償係 地図俊哉 H25.11.19 厚生封働大臣 労提管理課長

基労管発1126第1号 H25.11.26 今冬の節電対策について(要請〉 労部聾働第苦基一虫準係管局理肯課民揖補檎慣調 循図培揖 H25.11.26 
独立行康政福法祉機人労構働翠
者事健長

苦虫管理課長

基労管発1212第1号 H25.12.t2 独見立直行しに政つ法い人ての職員宿舎使用料の 労却聾働第昔基提準匝管局理労課虫揖補構償調 福岡語規 H25.12.12 労構働総者務健部康長循祉機 労虫管理醒長

基労菅発1213第1号 H25.12.13 情遠行一に係報の政式るシ翼情(平結ス胞報成テ合に~四ム評つコ年の価ンい度調サ落て開遣ル札(協始テに方描ィ)聞式Jン)すに「グ労るよ等働入る業基札飼務掌 肯都働労基虫準管局理労課民経措理置係 地図龍哉 H25.12.13 厚生労働大臣 骨提管理課長

基労官発1220第1号 H25.12.20 労た物虫品ケアのサ処ポ分ーにトつ事い業てにより取得し
労働基準島由務民楠課慣年

育実昌隆司 H25.11.25 
サ一般ポー財団トセ法ン人タ労ー虫 労虫補慣都苛提管理

部金福肯祉民第保一障時集
会長

課長

基労管発1225軍1号 H25.12.25 
研方いに属職究式開す場にるつ環発入い境、調キて形U査「成こ平、係事成広る業2報総6(年の周合度業知評働務個目広き書落報や証札す 労部働骨基挺準菅局沼 労虫補償

管理課程理保
増図俊哉 H25.12.25 厚生労働大臣 労虫管理謀長

多目j

基労管発0110第1号 H26.1.10 E偶者同行休業の事入について 封都豊働富労基一出準係管局理骨聾民櫨捕構慣掴 福図浩盟 H26.1.10 封構働総者輯健担康当福理祉事機 肯提管理謀長

労働等基印準刷局報所告要側臨担調菅402用紙日帳 労働基準局労提捕慣 悪i線灘霊堂E 
物局肯品管挺理繍慣官部肯働労基虫準菅基荷管発0110第2号 H26.1.10 簿 物 の報告につ

部費民管理課調度慌
今野貴守 H26.1.I0 

いて 理課長

基労管発0117第1号 H26.1.17 研に方防虫聞止式す対開にるつ発策入い宜、調札て揖査fに事第、係業三広る(次報保総産の健合業業衛評労輯価生働岳業落虫託)札」害 労部働労基提準管局理労課型経補理償係 地図俊哉 H26.1.t6 厚生労働大臣 労提管理課長



基労管発施行簿

文書番号 決畿日 名 起担当 起案者 起日 施行先 純一 考

基労管発0123第1号 H26.1.21 
平度成に対係す25るる年周医度学知f右的業綿務知健」見に康のお被医け害療る救聞職済係員制者の

派に対遣すにるつ周い知て
労部働労基虫準管局理労醒提2表補現償係 松浦和久 H26.1.17 環策圏対境局課策環室省石綿総機長保健合環康健境部被企害政労虫管理課長

基労管発0127第1号 H26.1.27 
研方にいド(閉職究式缶す湯開に称るつ環発)策入い境‘調札定て形査に『に成平係向、事成広るけ業2報総た6(年のサ調合度業ポ評査働務ー価研き垂ト宜落ガや託札イす

労都働労基虫準管局理労課提程補理慣係 増田俊議 H26.1.23 厚生労働大臣 労虫管理課長

分)J 

基労管発0129第1号 H26.1.29 研に方ク相究関式韻開すにセるつ発ン入い、タ調札てー査に「平事、悟成業広る2報J韓6年の合度業評予務価レ霊落ワ託札ー 肯働基準局労虫提補翠償係
都労提管理課

増田俊哉 H26.1.28 厚生労働大臣 労虫管理課長

労働基準局肯提繍慣 物品管理補官慣労部働骨基準管
基肯官発0129軍4号 H26.1.29 物品不用決定勇氏認申情書

部骨虫管理課調度保
今野貴守 H26.1.20 厚生労働大臣 局労虫 虫

理課長

基世管発0130第4号 H26.1.30 消費滑韓か原っ適田引よげに伴う消費税の 労都働労基出準管局理労課虫機補情償調
福田清規 H26.1.30 独者理立健担行康当政福理事法祉機人骨構働軽 労虫管理課長円 正な転嫁について

聾第一係

基労管発0131第1号 H26.1.31 研方業陣に関究式者発す等開に信るつ発にの入い係強、調札てる化査『放に事東.係射業電広る線」福報韓関島の合連第業評情一務価報席聾落の発託札固作 労都働世基民準管局理労課提軽繍漫慣保 会省図俊哉 H26.1.30 厚生労働大臣 労提管理課長

基卦管発0203第1号 H26.2.3 研に方管究関式理す開に推るつ発進入い宜、調札て揖査に『事平悟.業成広る」四報韓年の合度業評母務価性量藩健話札康 封都働労基虫掌管局理労課提経繍理慣係 増回世議 H26.1.31 厚生労働大臣 労虫管理課長

研に方究聞式す開にるつ発入い、調札て査に【協、係議広る)報韓の合業評務恒畢落託札
雇軍用絢等政・児策童課家政庭策局 支出負担理行課為長担当官基肯菅発0203第2号 H26.1.31 用均等 越沼韓乃 H26.1.23 厚生労働大臣
係

肯提管

基労管発0205第1号 H26.2.5 量託費確定通知書 労政働策課基拳設局定労改働善係条件 竹和さやか H26.2.5 株セン式タ会ー社日本統計 労課提長繍慣部労民管理

基骨管発0206第1号 H26.2.6 詰研に方関究断式す開に等るつ発事入い業、調札て」査に「平、係成広る2報韓8年の合度幾評石務価綿畳落確託札定労部働労基虫準管局理由課民経補理償係 増図俊哉 H26.2.4 厚生肯働大臣 労虫管理謀長

基肯管発0207第1号 H26.2.7 物品不用決定承認申請書 骨都働労基虫導管島理労課提調補度慣係 今野貴守 H26.2.7 厚生労働大臣
物局労品管虫理禰官慣労都働労基虫事菅

理課長

基労菅発0207第2号 H26.2.7 
研方に聞究式す開にるつ発入い、調札て査rに危.障陣広る有報結害の合業業評務務価に聾藩従託札事

世都働世基誕準管局理肯器提経補理償係 増田俊哉 H26.2.7 厚生骨働大臣 労提管理課長

する家内労働者の実醒把握調査j

革労官発0207第3号 H26.2.7 
研方に聞究式す開にるつ発入い、調札て査に『パ、悟ー広るト報韓告の合イ携ム評帯肯個聾働落託者札

世都働労基虫準管局理由韓民軽情理慣係 増回世量 H26.2.7 厚生苛働大臣 世提管理課長

等の健康管理事業』

基封官発0212第1号 H26.2.12 研に方モデ聞究式ルす開に実るつ発入証い、調札て事査にr業平、保J成広る田報詑年の合度業評在務価宅彊落勤託札f 務 卦部働封基提翠管局理苛聾提軽補理慣係 増田世哉 H26.2.12 厚生骨働大臣 労提管理課長

基肯菅発0214第1号 H26.2.14 
研に方究関式開すにるつ発入い、調札て査に「平、係成広る2報輯6年の合度集評職輯価場畳落意託札臨

労働基準局労虫経補理償悟 治図俊哉 H26.2.14 厚生労働大臣 労挺管理課長
改善助広報成金子レワークョースに罷る

部労提菅理課

周知 J 

基官官発0217第1号 H26.2.17 研に方ル究聞式事開すに業るつ発』入い、調札て査に「労、係働広る条報韓件の合相業評観務価ダ垂落イ託札ヤ 労部働封基虫調管降局狸労醒誕軽補理償係 増図俊哉 H26.2.17 厚生労働大臣 労提管理課長



基労菅発施行簿

文書番号 決裁日 {名 起担当 担者 起因 施“先 施一者

111;労官発0217第2号 H26.2.17 
研方環に関究式境す開に聾るつ発備入い、草調札て案査に「新罷、規広る起報韓業の合事業評業務価場岳落就託札業

骨却働労基提準管局理労醒民躍補理償係 増田俊銭 H26.2.17 厚生労働大臣 労虫管理謀長

」

基労菅発0219第1号 H26.2.19 
研に方復克聞式18す開に・復るつ発興入い、工調札て事査に『東安、係広日全る本報衛韓大の生合量業確評務虫保価に垂宝落係託撞札る

労都働労基虫準管局理封躍民桂補理慣係 増回世裁 H26.2.1B 厚生労働大臣 労虫管理謀長

事業j

基労管発0225第1号 H26.2.25 研に方た聞虫式労開す働にるつ発条入い件、調札てセ査にrミ大ナ.悟学広ーる生報事総等の業合を集j評対器価象量落と託札し 昔働基準局労虫補慣
地図俊哉 H26.2.24 厚生肯働大臣 骨挺菅理謀長

部労質管理謀総理時

基労管発0225第2号 H26.2.25 方広研にえた関究式報年す開事に次るつ発業入有いJ、調キて輯U査「休こ平、係暇成広る取四鰻総得年の合担度業評進時務面に季量落係を託札る据 労部働骨基盟準管局理肯器民提措理置保 増図俊哉 H26.2.24 厚生肯働大臣 骨質管理器長

111;労官発0226~事1号 H26.2.26 平成田イト年「ζ度ζメろンの9).へJレス・ポータ
ルサイ 耳』事業

労都働労基虫2管R局理封器提提補理慣係 増田住吉章 H26.2.25 厚生労働大臣 労提管理謀長

基労管発0227第1号 H26.2.27 研に方荷防Z聞盤止式Eす開に作対るつ策発業入い推、に調札てお進査に「け事陸悟、る業上広る墜j貨報韓落物の合・転置業評議造務価事虫葺落害業託札等の 労都働労基虫場管局理苦器虫桂楠理慣係 増困俊哉 H26.2.26 厚生労働大臣 労提管理課長

基労管発0227第2号 H26.2.27 止研に方関究式対す開に策るつ後発入い進、鋼札て事査に『業聖係、(書広建る報・設輯転の業合落業)評虫』務価害聾落等置札防 労都働労基虫準管局理世課提経補理償係 増国俊哉 H26.2.26 厚生労働大臣 労虫管理課長

基世管発0227第3号 H26.2.27 方研に質悠関究式の調す査開にリスるつ発)Jク入い、評岡札て価査に『職推、係場広進るに報事韓おの業合け業評(ばる務価化〈聾冒落学託実札物 労都働労基虫場管局理労課提程楠理慣係 増田俊哉 H26.2.27 厚生労働大臣 労民管理器長

基労管発0227第4号 H26.2.27 研方価に質聞買式の書す開作にリスるつ発成ク入い等.評調札て)価」査にr職推‘係場広進るに報事韓おの業合け祭評(有る器価化害量落学性託札物評 労都働労基虫調管鹿島理肯器捉提補寝慣係 増図俊哉 H26.2.27 厚生労働大臣 労出管理課長

基労管発.3回第1号 H26.3.3 匿車対応品等に悟る消費税率引上げへ
の 等について

労都聾働第労一基虫準悟管局理肯課虫機補構償調 福図語調 H26.3.3 労構働経理者健担康当福理祉事機 労民管理課長

基労管発0304第1号 H26.3.4 研方進に聞究式事す開に業るつ発』入い、調札て査に「ラ、悟ベ広るル報総・のS合O業評S務活価垂用落託但札 労都働基準局賀県繍償
骨提管理課桂理係

地図俊哉 H26.3.4 厚生労働大臣 労虫管理課長

基労管発0305第1号 H26.3.5 研方な臨にい関宜式等化開す実に学るつ施発入物い事、調札て質業査に「に』発、保対が広るすん報総る性の合まが業評奥明務価原ら垂落性か託札試で 労都働労基虫準管局理世課民桂舗理慣係 増回世哉 H26.3.5 厚生骨働大臣 労虫管理露呈

基肯管発0305第2号 H26.3.5 テ独ィ立対行策政に法つ人いにてお(依け頼る情)報セキュリ 肯部聾働第骨基一提準保管局理労課虫機繍構慣調 能堀北斗 H26.3.5 独者宮立健企行康画福担政法祉当機理人労構車軽働芳賀管理謀長

基骨管発0307第1号 H26.3.7 研に方物見究聞式質のす開にの収るつ発有集入い害事.調札て性業査に『情J海係、報外広るに等報結係に町合るお集評新け輯価たる垂落な化託札知学 労都働労基盟準管局理封謀民桂補理慣係 増田龍哉 H26.3.6 厚生労働大臣 芳賀管理謀長

基労管発0310第1号 H26.3.10 平医成車田晶年の度読過車に価つ改い定てに(伴依う頼E)療用
世部働労基提準管局理労躍民機捕構慣調

福図培農 H26.3.7 独者事健立長行康福政法祉機人肯構働理労虫管理課長
聾第一保

基労菅尭0311第1号 H26.3.11 
研に方聞究式す開にるつ発入い.調札て査に「建、係盟広る業報結聴の合畏業評等務価指垂落噂託札カ

肯却働労基提準管局理労課民程補理償係 増図俊哉 H26.3.11 厚生労働大臣 労盟管理謀長

肉よ事業j
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基労管発0311，事3号 H26.3.ll 
高研に方集聞涜所式Jす開に作るつ発業入いで、調本てのU査「堕こ足、係落場広る防の報総止設の合対置業評策が務価普困壷落及難託札率な 労都働労基虫準管局理労課提程繍理償係 増困俊哉 H26.3.11 厚生労働大臣 労盟管理課長

基労管発四11第4号 H26.3.11 方研にの関究式セミす開にナるつ発ー入い、事調キてU業査「こ過J、保重広る労報総働の合解業評，務個同の量落た託札め 労都働労基提準管局理労課虫軽補理償係 増田俊哉 H26.3.11 厚生肯働大臣 労誕管理課長

基労管発0317第1号 H26.3.17 研に方賀実究関式をj向す図開に上るるつ発マた入い、ネ調め本てUジの査「こメ匡調、係ン嫌広査るト分報シ結研野スの合克のテ業評ムJr務価雇~垂落用の託札の充 肯都働労基E準局肯虫繍慣
民管理課経理係

h韓国俊哉 H26.3.14 厚生骨働大臣 骨虫管理課長

義労管発0317第2号 H26.3.17 方研に置関買式」向す開に上るつ発に入い、向調札てけ査に『医た係.療広情る分報報韓野発の合の黛信評『輯事価雇書業落用託」札の 労都働世基誕傘管局理労提補慣
課桂理悟

憎図俊哉 H26.3.14 厚生労働大臣 労虫管理課長

基骨管発0318第1号 ト~26.3.18 研方特めに聞究式性のす環開にを活るつ発境入いか畳.調本てし備Uた査「事こ平休、係業成広暇る(2報静取総6年由岡合得度業評県促器進)価地」量落の撲託た札の 労都働労基虫記管事局理労器提軽補理置時 櫓田俊哉 H26.3.17 厚生労働大臣 骨虫管理語長

基労管発0318第2号 H26.3.18 板研に方特め究聞本式性のす環を町開に活るつ発唆)J 入かい聾.調キてし備Uた査「事こ平休.係業成広暇る(2報島総取6年の得田合度業市評担務且進価地畢びの落域託川た札の 労都働労基毘準管局理労躍挺経繍理園係 治国俊哉 H26.3.17 厚生労働大臣 青虫管理謀長

基労管発田18第3号 H26.3.18 研に方指関宜標式す開に由るつ活発入い用.調キて・U普査「こ働及、係き広率る方報業総・の』合休業評み務価方量落改託普札 労都働労基誕翠管局理労器提経補理償係 増田世議 H26.3.17 厚生労働大臣 労虫管理課長

基労曹発0320第1号 H26.3.20 研方防に関止究式す開に対るつ発策入い主‘調札て損査に『事第係、業三広る(次報飲能産の食合業業評届労輯価)J働垂落虫託札害 労都働労墓虫場管局理肯課民補償
経理係

増図俊哉 H26.3.18 厚生労働大臣 労民管理理長

基卦管発0320第2号 H26.3.20 研に方防究聞止式す対開にるつ発策入い宜.調キて揖U査「事こ第、係業三広る(次報総小産の売合業業評集労務〉価」働垂落提託札害 労都働労基虫準管局理労器虫経繍理慣係 地図俊哉 H26.3.18 厚生労働大臣 労虫管理謀長

基肯菅発0325第1号 H26.3.25 頼面律皆の「国様にに求に陣関基つめ所的づいすのになてる〈関管子外条す理の務拍る者奪大実のに取臣実施対のに要施す民よ領にるる事関情」病の上す報院周のる提又知制法供は依 労却聾働第労基一提準係管局理労課虫機補構償調 福図浩盟 H26.3.25 労構働理事者健長康福祉機 労虫管理器畏

基骨菅発回28第1号 H26.3.28 薬医口療品の用卸設匡売置車等販売品に購つ業い者入てのに(聞取依す引頼るが)絹あ韻る窓医 労都聾働第労基一提場係管局理労器虫機偏構償調 領国浩規 H26.3.28 世構働理者事健長康福祉機 労挺管理器量

(分佳)物品管理官

平書書挺成勘J」E等2定5ぴの年徴『提物度担出労品勘に働地つ定滅保い)及障『て物び特品現別曹在会理額計計報[労算告

労虫保障業務課

基骨管発田28軍2号 H26.3.28 労都働労基虫準管局理官器民決繍算慣保 森朔太郎 H26.3.27 
務長業県輯労‘(会労室働計働長局)毘、総課障都務長徴道部収府総

労虫管理謀長

第三者行治自動虫害車樺にお障け等るに自対賠す責る保求 労働基準局労虫調補度慣係 都道府準部県労長働局労 厚生封働補省慣骨部骨働基提準菅
基労管発0331第1号 H26.3.28 陸慣等，，[ま 山崎臨 H26.3.28 局骨挺

白取担いについて 部労虫管理器 働基
理謀長

基労菅量四31第3号 H26.3.31 
平成25年度肯働惇陣特別会計決 労働基準局労虫決補算慣係 察閉太郎 H26.3.27 都道府県労働局長 労誕管理課長算について 部労虫管理窟


