
決裁目 {牛名 S課係 起業者 起裏目

1第1号 H26.3.26 合器凱 l
J ‘，、 |量産ー

L菅課
小嶋 喜雄 H26.3.25 

第2号 H26.3.2B E昌1 lて 時i監間督諜軒 柴田明子 H26.3.2B 

瞳霊第3号 H26.3.2B |杭田 λ ， ， !基準 i監督課特定分E
柴田明子 H26.3.2B 圃桝凶e~

第4号 H26.3.2B |。、塩"聞官 t昌t ‘』
!基準 ;'1:;'首謀

柴田明子 H26.3.2B 都道府県労働局長

第5号 H26.3.2B 自動車運転者時間管理等指導員の配置等について 閣繋1E首謀 柴田明子 H26.3.2B 都道府県労働局長

瞳龍一第6号 H26.3.31 労働基準局監督課管理係 瀕戸邦央 H26.3.29 E官

" 
、

第7号 H26.3.31 lて 労働基準局監督課管理係 灘戸邦夫 H26.3.29 ，......1訓四品

屡鍾品"現出。ヲミF H26.3.25 日司 bt"I7....t'I+日労働協定点検指導員の配置について
" 

...監督謀管理係 灘戸邦央 H26.3.24 関係労働局長

‘2るて健留康意障す・
、園，士

t遺

"見出羽ヲ吉 H26.3.31 -こLつJいVJてE 首相曙1_ 171 ...監督課監笥係 中井隆裕 H26.3.31 E匡

局監督課長|羽，.且局
1来宅3ノヨ -/J.JI 

l首 l H26.3.31 闇棒高 E田監督課監督係 申井隆裕 H26.3.31 l車内 ..~岡'
， ， .，.品“

首 1 |労働基準局監督課監督係 t労管働課局喜F 1厚部生監督労働課省長1 
t推

E同 11号 H26.4.1 
について

W 円 l 中井隆裕 H26.4.1 

甘1 1第12号 H26.4.1 白， E田監督謀監督係 五十嵐勇樹 H26.4.1 
" |羽V岨n可

廿 ミる第1次試験会 労i 島誕謹E 監督課監督係
1， i局人材局 ，車

勺 H26.4.7 
場につ"て

中井隆裕 H26.4.7 時巨斗世組訓問闘 E員

H26.4.4 ，e 監督課監察係 米谷未希 H26.4.2 d開切" 契印省略
にコ L圃思ヲ こついて

甘
14第1号 H26.4.14 品'0' ついて 世 a品誕進国監督課 加藤博之 H26.4.14 ヨ叩~ 隠匿

耳

、E H26.4.14 社会保険労務土の懲戒処分について 監督課 加藤博之 H26.4.14 ...阜 品凪甘r信 i督課長

"事，. H26.4.21 
デ

H改ω抽正1に苧つ.，岨いて'"、 CJ且回開~ 監督諜監督係 中井隆裕 H26.4.1B f.e..E. 

H26.4.21 hて 監督課 加藤博之 H26.4.17 |公印省略

つ H26.4.21 、て 監督課 加藤博之 H26.4.17 こ阪労働局長 |公印省略

Ir自 l2-i :関して留意す l監督課特定分野
小岸圭太 ~g.E. 一一H26.4.22 

J 、~'-C 宜正について
H26.4.1 B 

基監発0422第4号 H26.4.22 |改『自正動に車つ運い転て司
管理等指導員の活用について』の 部 労労働働基準局監督課特定分野 小岸圭太 H26.4.1B 1刷凪E 匡 厚生労働省労働基準

働条件対策係
W 品川 局監督課長

基監発0424第1号 H26.4.24 
いて

t白 J 労働基準局監督課監察係 上田雅之 H26.4.24 司骨"陸"H自'iJ'! 



基監発0515第1号

墜t会重保蓋験

!m 
監督謀監督係 五十嵐勇樹 H26.5.14 h 匡;!，~H26.5.15 " 

基監発0522第1号 H26.5.22 
l監督課

上野諭 H26.5.21 h匡主主主

|警箪察札庁回、A法も務省及庄びス厚冒生品労働省の 省庁による「不法就労 監督課特定分野 国甘且F盤 n血，mE 厚生労働省労働基準 ゴ=守e.J..LI
基監発0527第1号 H26.5.22 、て』の策定について

IJ、岸圭太 H26.5.21 
局監督課長 まとめ

" 

基監発0529第1号 H26.5.29 
|について

同日 [1次詰験の実施等 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.5.29 
長 "'" 

基監発0530第1号 H26.5.21 
Uて

E月間Jの実施に当たっ i監督諜特定分野
小岸圭太 H26.5.20 司曽U惜""骨守l

H26.6.2 135 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.6.2 
都道府! J剛 5局手Z監3督3課間宮長ヨヨ副書'H 可 、

雇用保険の統計機能のプログラムミスによる毎月勤労統計 謀官 労災補償部監智
h匡;!，o.!ol齢

叩理品課長同町 、労災管主1号雪 H26.6.13 の訂正による平均賃金の算定について(その1) 理係
小永光邦彦 H26.6.13 

"手雪 H26.6.25 監督課監督係 中井隆裕 H26.6.24 
品』

ー(依頼)

基監発0630第1号 H26.6.30 目 L闘恒 監督課監督係 中井隆裕 H26.6.30 
長

県労働局 厚生労働省労働基準
|ついて 局監督課長

基監発0701第1号 H26.6.24 3 自負、~.衝田è;;f!.{>Ð:P'l tll"'l UJ 労働基準局監督課監察係 米谷未希 H26.6.23 1甘W 晶惟血Il'l"l"匡 'J"'J剛 厚生労働省労働基準
局監督課長

号 H26.7.9 、て 労働基準局監督課社会保険
上野諭 H26.7.9 |吉田音富'"一雇用位均労務土係

15第1号 H26.7.15 
み Eについて ''''監督諜監察係 米谷未希 H26.7.11 1;;;盗品百

議室 回

t;g 監督課社会保険 |厚昂生監労督働課省喜電

ド信

号 H26.7.23 ".ーリ凶，町、 、 |召 よ野諭 H26.7.22 
J=畠日耳E 且

H26.7.23 いて 労労働務基士係準局監督課社会保険 上野諭 H26.7.22 =， 厚生労働省労働基準
局監督課長

H26.7.23 
|芋ZdE韮l:

労働基準局監督課社会保険
上野諭 H26.7.22 ~ 

}‘ー 労務士係

H26.7.23 ""監督諜社会保険 上野諭 H26.7.22 京都労働局長
IIll:倖I

~ 

lヲ l、
I"'J'~~~'" 

H26，7.23 に対 ，，，..監督課社会保険
よ野諭 H26.7.22 h E!.~ 

ヲ 、

l可 H26.7.25 A 、て(照会)Jに対する回答について
" 

E串監督課箆察係 米谷未希 H26.7.24 !務日総長間

H26.7.28 
I (略一).時w 五J仇AZτ hitltt局監督課特定分野

小岸圭太 H26.7.14 
E司E T " 

っ H26.7.30 I~イ〉ド最主ネ件2シ墨のア星履人与行看2確護じ保師エのー寄 母D部出改方入正E国にZ管つ天理い著機て覆関面」 監督課監察係 米谷未希 H26.7.25 |都道回一畑山m 
，~且 l ヨ肺品



基監発0801第1号 H26.8.1 社会保険労務士の懲戒について
労働基準局監督課社会保険

上野諭 H26.7.31 全国社会保険労務土 厚生労働省労働基準
労務士係 会連合会長 局監督課長

基監発0801第3号 H26.8.1 社会保険労務士の懲戒について 労働基準係局監督課社会保陵 上野諭 H26.7.31 広島労働局長
厚生労働省労働基準

労務士 局監督課長

基監発0808第1号 H26.8.7 
平成26年度労働条件相談ゲイヤル事業の実施に係る留意

労働基準局監督課監督係 藤中基之 H26.8.6 
都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準

事項について 基準部監督課長 局監督課長

医請部求改が正師行につわいれてた扇事業面場岬町精神障害に係る労災 厚生労働省労働基準
基監発0829第2号 H26.8.29 に対する当面の対応について」のー 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.8.29 都道府県労働局長 局監督課長

基監発1001第1号 H26.10.1 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督課 加藤博之 H26.9.30 全国社会保険労務土 厚生労働省労働基準
公印省略

会連合会会長 局監督課長

基監発1001第2号 H26.10.1 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督課 加藤博之 H26.9.30 沖縄労働局長
厚生労働省労働基準

公印省略
局監督課長

基監発1001第3号 H26.10.1 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督謀 加藤博之 H26.9.30 全国社会保険労務士 厚生労働省労働基準
公印省略

会連合会会長 局監督課長

基監発1001第4号 H26.10.1 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督課 加藤博之 H26.9.30 茨城労働局長
厚生労働省労働基準

公印省略
局監督課長

意強る外地制す国方べ労人入き働労事国等働項管技者理に能巷つ雇局実いと用習てのす生合るの同事人監業権督場侵に・害調対が査す疑のるわ実監れ施督るに指事当導案たのにっE 対す
厚生労働基準局監督基監発叩03第1号 H26.10.1 て留 労働基準局監督課監察係 上回雅之 H26.9.30 都道府県労働局長
謀長

基監発叩03第2号 H26.10.1 
働者を雇す事業場対す 督指導実施

労働基準局監督課監察係 津田恵史 H26.9.30 都道府県労働局長 厚局監生督労働課省長労働基準
について

基監発1003第3号 H26.10.1 平成田労年働度解過消重相労5働解消キャンベーンにおける全国一斉 労働基準件局底督課特定分野 小嶋三喜雄 H26.10.1 
都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準

「過重 談ダイヤル』の実施について 労働条対策係 基準部長 局監督課長

基監発叩03第4号 H26.10.2 |過若業者場重なの等労隔に働対すによるでる重繭過点労監死耐督等由に実係企施る業等労等に災且つ請ぴい求て長が時行間わにれわたた事る 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.10.1 都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準
基準部長 局監督課長

基監発1010第1号 H26.10.10 「人身取引マニュアル』の送付について 労働基準局監督課監察係 津田恵史 H26:10.10 都道府県労働局長 厚局生監労督働課省長労働基準

基監発1104第1号 H26.10.28 
第461ii1社会保険労務士試験の合格者受験番号一覧表につ 労働基準局監督課社会保険

上野諭 H26.10.28 都道府県労働局長
厚生労働省労働基準

いて 労務土係 局監督課長

基監発1111第1号 H26.11.10 
平成27年度労働基準監督官採用詰験に係る積極的な受験

労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.10.22 
都道府県労働局総務 厚生労働省労働基準

勧奨・広報の実施について 部長 局監督課長

基監発1112第1号 H26.11.14 社会保険労務士の懲戒処分について
労働基準局監督課社会保険

よ野諭 H26.11.11 
全国社会保険労務士 厚生労働省労働基準

労務士係 連合会会長 局監督課長

基監発1112第2号 H26.11.14 社会保険労務士の懲戒処分について
労働基準局監督課社会保険

上野諭 H26.11.11 佐賀労働局長
厚生労働省労働基準

労務土係 局監督課長

基監発1112第3号 H26.11.12 社会保険労務士の懲戒処分について
労働基準局監督課社会保険

上野諭 H26.11.11 
全国社会保険労務士 厚生労働省労働基準

/ 労務士係 会連合会会長 局監督課長

基監発1112第4号 H26.11.12 社会保険労務士の懲戒処分について
労働基準局監督諜社会保険

上野諭 H26.11.11 島根労働局長
厚生労働省労働基準

労務土係 局監督課長



基監発1112第5号 H26.11.12 社会保険労務土の懲戒処分について
労働基準局監督課社会保険

上野諭 H26.11.11 全連国社Aロ会A冨 保険労務士 厚生労働省労働基準
労務土係 会 会長 局監督課長

基監発1112第6号 H26.11.12 社会保険労務士の懲戒処分について
労働基準局監督課社会保陵

上野諭 H26.11.11 東京労働局長
厚生労働省労働基準

労務士係 局監督課長

基監発1121第1号 H26.11.21 平に係成る26被年表度彰社者会決保1険労務士制度功労者厚生労働大臣表彰 労働基準局監督課社会保険
上野諭 H26.11.19 全国社会会保長険労務士 厚生労働省労働基準

定の通知について 労務士係 会連合会 局監督課長

基監発1121第2号 H26.11.21 平に係成る26被年表度彰社者会決保定険の労通務知土に制つ度い功て労者厚生労働大臣表彰 労労働務基士準係局監督課社会保険 上野諭 H26.11.19 滋賀労働局長
厚生労働省労働基準
局監督課長

基監発1203第1号 H26.12.3 労働条件ポ一事Jレサイトの開設に係る周知用ポス事ー掲出 労働基準局監督課自動車労
安田悠太 H26.12.2 東京地下鉄株式会社 厚生労働省労働基準

依頼について 務改善係 広報課長 局監督課長

基監発1204第1号 H26.12.4 本年度における最低賃金の履行確保に係る主眼監督の実
労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H26.12.3 都道府県労働基準部 厚生労働省労働基準

施等について 長 局監督課長

基監発1210第1号 H26.12.10 労いて働留基意準す監べ督き機事関項がに保つ有いすてる捜査資料の管理の徹底にお 労働基準局監督課監督係 五十嵐勇樹 H26.12.10 都道府県労働局長 厚局生監労督課働省長労働基準

基監発1222第1号 H26.12.18 
長時間労働が行われている事業場に対する監督指導の徹

労働基準局監督課監督係 五十嵐勇樹 H26.12.17 都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準
底に当たって留意すべき事項について 基準部長 局監督課長

基監発1222第2号 H26.12.11 監督業務の遂行に当たって生じた法令等の疑義照会につい
労働基準局監督謀監督係 五十嵐翼樹 H26.12.8 都基道府県労働局労働 厚生労働省労働基準

て 準部長 局監督課長

基監発0108第1号 H27.1.8 平成27年4月から適用される社内預金の下限利率について 労働基準局監督課監察係 米谷未希 H27.1.6 都道準府部県労働局労働 厚生労働省労働基準
基長 局監督課長

長時間にわたる過重な労働等の労働条件に問題があると考
都基道府県労働局労働 厚生労働省労働基準

基監発0108第2号 H27.1.8 えられる事業場に対するイン事ーネットを活用した当面白取 労働基準局監督課監督係 五十嵐勇樹 H27.1.8 
組について

準部長 局監督課長

基監発0109第1号 H27.1.9 平成26年度全国監督課長会議分科会のテーマ等について 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H27.1.9 都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準
基準部監督課長 局監督謀長

競争の導入による公共サービfIこス関改す革るに関する法律に基づく
警察庁刑事局組織犯 厚生労働省労働基準

基監発0119第1号 H27.1.19 
民間競争入札の落札事業者 意見聴取について

労働基準局監督謀管理係 米村慎二 H27.1.19 罪対策部暴力団対策
局監督課長

課長

労働基準局監督課社会保険 情報公開・個人情報
厚生労働省労働基準

基監発0126第1号 H27.1.22 情報公開・個人情報保護審査会への資料の提出について
労務士係

よ野諭 H27.1.22 
保護審査会 局企監画督課課長長、年金局

基監発0202第1号 H27.2.2 平成2奨7年・広度幸労働基準監督官採用詰験に係る積極的な受験 労働基準局監督課監督係 中井陵裕 H27.2.2 都道府県労働局総務 厚生労働省労働基準
の勧 広報の実施に当たって留意すべき事項について 部長 局監督課長

基監発0212第2号 H27.2.12 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督課 加藤博之 H27.2.10 全国社会保険労務土 厚生労督働省労働基準 公印省略
会連合会会長 局監課長

基監発0212第3号 H27.2.12 社会保険労務士の懲戒処分について 労働基準局監督課 加藤博之 H27.2.10 大阪労働局長
厚生労働省労働基準

公印省略
局監督課長

基監発0213第1号 H27.2.13 平出成巨墨27畳年公度共労割働引基申準込監に督つ官い採て用詰験ポス舎 の駅への掲 労働基準局監督課監督係 中井隆裕 H27.2.10 各鉄道会社ほか 厚局監生労督課働省長労働基準

基監発0218第1号 H27.2.13 「の企一業部単改位正監に督つのL実施に当たって留意すべき事項についてJ労働基準局監督課監督係 豆十嵐勇樹 H27.2.12 都道府県労働局長
厚生労働省労働基準

、て 局監督課長



基監発0218第2号 H27.2.13 
行政実績の把握並びに行政効果把握及び評価等に関する

労働基準局監督課監督係 E十嵐勇樹 H27.2.13 都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準
報告について 基準部長 局監督課長

基監発0305第1号 H27.3.5 監督事務補佐員の配置について 労働基準局監督課管理係 米村慎ニ H27.2.27 
関係労働局労働基準 厚生労働省労働基準
部長 局監督課長

基監発0306第1-1ま H27.3.5 意「障事害項者にでつあいるて労J働者の労働条件の確保・改善等に係る留 労働基準局監督課監督係 五十嵐翼樹 H27.3.2 都道府県労働局労働 厚生労働省労働基準
の一部改正について 基準部長 局監督課長

基監発田25第1号 H27.3.25 過重労働撲滅特別対策班に係る設置要綱について 労働基準局監督課管理係 米村慎二 H27.1.29 東京労働局長、大阪 厚生労働省労働基準
労働局長 局監督課長

基監発0331第2号
子E整F備に手関言すでる支省援令活(等労め働施基行準I法E伴施う行厚規生則労の働一省部関改係正省)令 労働基準局監督課企画・法 厚生労働省労働基準

H27.3.31 のの 福岡優一 H27.3.31 都道府県労働局長
施行に当たって留意すべき事項について

規係 局監督課長


