
基安計発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月   

起案者  
日   発●信   受信者  備室   

施行月 日   起案■部署  
者            決裁月   

日 

第04010ql号  平成16年度第1四半期予算の示達 について  ・安達公 ・克  3月18日  労働基準局安 全衛生部計画  
働局総務部総  

4月1＼日   労働基準局安全衛生部計画課   3月30日   
課長 務課長  

第0408001号  藁洋語認諾慧怨霊霊詔至芸漂監 ■ついで  虎薄茂 ・樹   4月1日  厚生労働省労働基  

準局資金衛生部計  画課長  参集者  
4月8日   労働基準局安全衛生部 計画課   4月．8日   

第0419001号  平成l6年度厚生科学研究費補助金労働安全衛生 給食研究軍楽中間・事後評価重点会の評価結果に  

ついて 
4月14日  厚生労働省安  

．樹  全衛生部計画  

4月■19日   労働基準局安全衛生部■計画課   4月19日  
課長   

■ 第0419002号  平成16年疫厚生科学研究費補助金労働衰金額生 総合研究事業中間・事後評価資長会の評価結果に  

ついて 樹   4月14日  厚生労働省安 会得生部計画  

4月19日   労働基準局安全衛生部計画課   4月19日  
課長   



基安計発・発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信 者一  受信者  鹿考   

施行月 日   起案部署  
決裁月   

日   

第0519001号  個人情報の保護に関する基本方針 等について  虎澤茂 樹  5月19日  労働基準局安 全衛生部計画  
者、公益故人  

5月19日   労働基準局安全衝撃部計画課   5月19日   
課長 等の長  

第0519002号  個人情報の保護に関する基本方針 等について  原簿茂  
樹   全衛生部計画  

5月19日   労働基準局安全衛生部 計画課   5月19日   
課長   等の長  

第0521001号  平成16年度厚生労佃科挙研究費論功金【労働安全衛生給食研究率 翻軍役評価垂旦会の開低及び首謀評伝の実地びに邑買の支出に ついて  虎澤茂 樹   5月18日  厚生労働省労働基  
準局安全衛生部計  画級長  琴筆者  

5月21日   労働基準局安全衛生部計鱒課   5月21日  



基安計発 発議文書台帳  

文書番号   件◆名   
起案月  

起案者  
日   魂信  

駄裁月   者   
受信者  備   

施行月 日   起案部署  
日   

第0607001号  平成16年虔厚生労働科学研究費補助金労働安全 帝生総合研究事嚢中間・事後評価委員会の評価結 異に 

ついて   樹   6月1日  安全衛生部計 画課長▼  参集者  

6月7巨】   労働基準局安全衛生部 計画課   6月7日   

第0607002号  平成16年度厚生労働科学研究費檎助金労働安全 衛生給食研究啓発中間・事後評価夢見会の評価結 異に 

樹   
6月1日  安全衛生部計  

ついて   医学総合研究所理  
画韓長   事長他11名  

6月 7日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月7日   

第0609001号  個人情報の薇護に関する基本方針  高野修  6月2日  労働基準局安  中央労働災専     等について     全衛生部計画   

6月9日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   
課長  防止協会総 琴部長  

個人情報の保護に関する基本方針  高野修   
第0609do2号  

6月 9日   労働畢準局安全衛生部計画課   ・6月8日   
6月2日  労働基準局安  建設業労働災審防 止協会総務部長 ／  

第0609003号  個人情報の保護に関する基本方針  高野修  6月2日  労働基準局安  陸上貨物、託送事業     等について     全衛生部計画   
労働災審防止協会  

課長   総鋲部長   

6月19日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   

第0609004号  個人情報の保護に関する基本方針  高野修  6月2日  労働基準局安  林業・＊材晰仙鵬     等について     全衛生部計画   
労働災審防止協会  

課長  総務部鼻   
6月 9日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   

第06d9005号  個人情報の保護に関する基本方針  高野修  6月2日  労働基準局安  港湾貨物花、仏事蓑     等について     全衛生部計画   
労働災容憐止牒会 長 

課長   総務部 

6月 労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日   

第0609006号  個人情報の保護に関する基本方針  高野修  6月 2日  労働基準局安  鉱業労働災審     等について     全衛生部計画   
防止協会総  

6月 9日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月8日  
課長  務部長  



基安計発 発議文書台帳  

文書番号   件率   
起案月  

起案者  
日   発信   重信者  備考   

施行月 日   起案部署  
泳裁月  者  

日   

平成16年度第2四半期予算の示達  
第0701001号   について   

克   
6月16日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部計   

・・－   

7月1日   労働基準局安全衛生瓢計画課   6月17日   

第0701002与  平成16年度第2四半期予算の示達 について  安達公 尭  6月16日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部劇   
画課長   

7月ご1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

第0701003号  平成16年度第2四半期予算の示達 について  安達公 克  6月16日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部計   
画課長   

7月1日   労働拳準局安全衛生部計画課   6月17日   

平成16年度第2四半期予算の示達  
第0701004号   にノ⊃いて   

克   
6月16日  厚生労働省労ぬ基 準局安全衛生部劇   

画課長   

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

第0701005号  平成16年度第軍国半期予算の示達 について  安達公 克  6月16日  厚生労働省労働基 準局安全葡生部計   
画課長   

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

平成16年度第2四半期予算の示達  
第07blOO6号   について   

克   
6月16日  厚生労働省労働基 準局安全群生部計   

軒課長   

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

第0701007号  平成16年度第2四半期予算の示達 について  安達公 克  6月16日  厚生労働省労働芸 雛鳥安全衛生部計   
画課長   務部総務殊長  

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

第0701008号  平成16年度第2由半期予算の示達 について、  安達公 克  6月16日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部計   
画課長   務部総務課長  

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日   

平成16毎度第2四半期予算の示達  
第0701009号   についで   

克   
6月16日  厚生労働省労働基  

準局安全締生部計   
画駁長   

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   ・6月17日   
院長  

第0701010号  平成16年度第2四半期予算の示達 について  安達公 克  6月16日  厚生労馳省労働基 準局安全帝生部計   
働基準部監督  

画課長   

7月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日  
課長  



基安計発．発議文書台帳  

文・書番号   件各   
起案月  

起案者   日   
発信   受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0701011号  平成16年度琴2匹】半期予算の示達 について  安達公 克   
6月16日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部計   

画狭長   

7月1・日   労働基準局安全衛生部 計画課   6月17日  



基安計発．発議文書台帳  

文書番‘号 件一名   
起案月   

起案・者   
日   廃信  

決裁月   者   
受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
日 

安全衛生指導結集を登録するための労働基準行  
第0824001号   政情報システムの改修等について   

人   
8月23日  厚生労働省労働基 準局安全群生部計   

画課長   

8月24日   労働基準局安全衛生部計画課   8月24日  
長 



基安計発 発議文書台帳  

文書番号 件名   
起案月  

起案者  
日   発信  

受信者・  備考   

施行月1日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第1001001号  平成16年度第3四半期予算の示達 について  安達公  
克   

雄局安全衛生部計  画課長   

10月1日   労働基準局安全衛生部計画課   、10月1日   

第1001002号  平成16年度第3匹I半期予算の示達 について・  安達公 克  9月21日  厚生労働庵労働基 軍属安全衛生部計   

画課長   

10月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   10月1日   

第1001003号  平成16年度第3四半期予算の示達 について  安達公 克・  9月21日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部軒   

画課長●   働基準部長  

10月1日   労働基準局安全衛生部計画課   10月1日   

克   第1001004号  平成16年度第3四半期予算の示達 についで  安達公   9月21日  厚生労働省労働雀 軍属安全衛生部計  
画課長   

10月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   10月1日   

平成16年度第3四半期予算の示達  
第1001005号   について   

克   
9月21日  厚生労働省労働甚 準局資金衛生部計   

画課長   務部総務課長  

10月1日   労働基準局安全衛生部計画課   ′10月1日   

第1001006号  平成16年度第3四半期予算の示達 について．  安達公 克  9月21月  厚生労働省労働基 準局安全衛生部計   
t■■－－   務部総務課長  

10月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   10月1日   

第10PlOO7号  車成16年度第3四半期予算の示達 について  安達公 克  9月21日  厚生労働省労働基 準局安全種生部計   

画課長   務部総革課長  

10月1日   労働基準局琴全衛生部 

第1001008号  平成16年度第3四半期予算の示達  安達公  9月21日  生労働省労働基  ・滋賀労働局労     について  克   厚 準局安全衛生部計   
働基準部監督  

画課長  

10月1日   労働基準局安全衛生部計轡課   10月1日   
課長  

第1001009号  平成16年度第3四半期予算の示逢  安達公  9月21日t  厚生労働省労働基  大阪労働局労     について  克   準局安全衛生部計   
働基準部監督  

画課長  

10月1日   労働基準局安全衛生部∴計画課   10月1日   
課長  

平成16年度東3匹l半期予算の示達  
第1001010号   について 

克   
9月21日  厚生労働省労働基  

準局安全斯生翻計  画課長  餅肌錮ほ 

10月1日   労働基準局安全衛隼部計画課   、10月1日  



基安計発発議文書台帳  

文書番号   件名   
隠素月  

起案者  
牒   発信  

者   
受信者  ・廟考   

施行月 日   起案部署  
月   

第1109001－号  労倒基鹿野鋸育報システムにおける抜監禁春光録状況傍輩管望の畿 能追加に係る初期データベースの構熱こ当たっての庸等量附こついて  井上栄 貴  11月4日  厚生労働省労働基  都道府県労働局労     （位訴）    準局安全揮生部計  個基準部安全主務  長   
面談長  課   

11月9日   労働基準局安全衛生部 安全課’   11月9日  



基安計発 発議文書台帳  

文書番号   鱒名   
桓素月  

起案者  
日   発信   ー受・信者  鹿考   

施行月 日   起案部署  
泳裁月  者  

日   

第1201001号  平成16年度第3四半期（変更）予算 の示達について  安達公 克  11月19日  厚生労働省労働基 翠局安全衛生部計   
画課長   務部長  

12月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   11月30日   

第1201002号  平成16年度第3四半期（変更）予算 の示達について  安達公 克  11月19日  停生労働省労働基 準局安全衛生部計   

画課長   

12月1日   労働基準局安全衛隼部 計画課   11月30日   

第1201003号  平成16年度夢3四半期（変更）予算 の示達について  安達公 克■－  ■ 11月19日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部計   

画課長   

12月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   11月30月   

第12qlOO4号  平成16年度第3四半期（変更）予算 の示達について  安達公 克  11月19日  厚生労働省労働基 準局安全術生部計   

画課長   務部総務課長  

12月1日   労働基準局安全衛生部 

平成16年度第3四半期（変更）予算  
第120王005号   の示達について   

克   
11月19日  厚生労働省労働基  

準周安全腐生部計  ＝．■・亭  吼離別舶用摘服ぶ訓封 焦長ノ臥乱闘賜芳田局儀朝 き終前言全！n生島罷班長  

12月1日   労働基準局穿全衛生部計画課   11月30日  



基安計発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案・者  
日   発信   受信者  備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

日   

第0112001号  安全衛生指導策桑を労倒置準行政傍輩システムに萱致するための改修  今井義  ・1月12日  野生野馳省労働基  都道府県労働     及び安全樟生染諸道営要顔の改正に係る追加意見現金について  人    力 準局安全藤生部計   

局労働基準部   
画課長  

1月12日   労働基準局安全衛生部計画課■   1月12日   
長  

平成17年虔厚生労働科学研究費補助金研究計画 つ 

第0121001号－   審（継続申請用）の提出期間の設定及び通知に 
樹   

1月20日  野生労働省労働基  帝京大学医学  
いて  

軍属安全衛生部酎  画課長  部教授他7名   

1月21日   労働基準局安全衛生部計画課   1月20日   

第0126001号  安全りi生姿見会の構成員に閉ナる昭和47年9月18日付け霞焚努802・ 号の行政解読に係る疑義について怪答）  川端輝 彦  1月21日  厚生労働省労働基 準局資金衛生部計   

山形労働局長  
画課長  

，1月26自 労働基準局安全衛生部計画課   ・1月26日   

安全衛生委員会の構成員に関する昭和47年9月1  

第0126002号   8日付け基発第602号の行政解釈に係る疑義につ   彦   
1月21 

1月26日   労働基準局安全衛生部 計画課   1月26．日  



基安計発 発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
日   発信   受信者  慮考   

施行月 日   起案部署  
泳裁月  者  

日   

平成16年度第4匹l半期予算の示達  
第0201001号   について   

克   1月24日  厚生労働省労働基 準周安全符生部計  

薗課長   

2月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   1月25日   

第0201002号  平成16年度第4四半期予算の示達  安達公  1月24日  僅生労働省労働基  北海道労働局     について  克   カ‾カ＜£F 準局安全衛生部計   
総務部総務牒   

画課長  

2月1日   労働畢準局安全衛生部計画課   1月25日   
長  

平成16年度第4四半期予算の示達  
第02010P3号   について   

克   1月24日  厚生労働省労働基 準局安全衛生部計  面貌長  勒述爵爪労l出馬l£汚甜皇拓 課長．罰近椚瓜芳けi原告出 翠堰釘貢全判i生去舘法条  
2月1日   労働基準局安全衛生部 計画課   1月25日   

平成17年庶厚生労働窮学研先買補助金（労働費会衛生給食研究耶 鼓）野信会 

第0203001号   耳前手鼻の閉位及び音石野岱の英施政U【に箆頁の支出に ついて   

樹   
1月24日  厚生労軌省労働基  

準局安全衛生部計  画課長  参集者  
2月 3日 労働基準局安全衛生部 計画課   2月 3日  



基安計発 発意文書台帳  

文書番号   件名   
起案月  

起案者  
発信  受信■者  考   

施行月 日   起案部署  
決裁月  者  

月   

克   
第0301001号  平成16年度第4匹‡半期（変更）予算 の示達について  安達公   2月22日  厚生労働省労側基 準局安全衛生部計  画課長  滋賀労働局労 働基準部長  

3月1日 労働基準局安全衛生部 計画課   2月23日   

第0308001号  独立行政法人逗発条全研究所監亭への放任に係る承取舵罰につい て、独立行政法人造基医学組合研究所竪琴への託任に係る承㍑位甥 について  虎澤茂 、樹  3月8日  厚生労働省労 働基準局計画  
所属長  

3月8日   労働基準局安全衛生部‾計画課   ．3月8日   
課長  

第0308002号  独立行政法人琵柴安全研究所監事への放任紋頂について、独立行政 法人志斐医学抱合1野末所監亭〈の就任位矧こついて  虎澤茂 樹  3月8日  厚生労働省労 働基準局計画  監事就任候補  者  

課長  
3月 8日   労働基準局安全衛生部 計画課   ．3月8日   

第0■31（氾01号  指定試験機関等における個人情報 の保護について  今井義 人・  3月11日  厚生労働省労働基 準局安全据生部計   
画課長  財団法人安全渾生 技術試験協会会長   

3月16日   労働基準局翠全衛生部計画課   3月16日   

緒定試験機関等における個人情報  
第03ユ6002号   の保護について   

人   
3月11日  厚年分偽者労嘲基  

準高安全種鹿部酎   
画策及   タント会会長  

3月16日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月16日   

第0316003号  厚生労働科学研究（労働費全衛生絵金研究）推進 啓発の実施について（通知）・  虎澤茂 樹  3月16日  厚生労働省労働基 準局安全押生部計   防止協会理事   
画課長   

3月16日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月16日   
長  

第0322001号  厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研 究事集客前評価葬具会の評価結果について  虎澤茂 ‘樹  － 3月 3日  厚生労働省安 全衛生部計画  

申請者  

3月22日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月22日   
課長  

第0325001号  安全衛生指尊結果を登録するための労働基準行 政情報システムの改修等にっいて  川越俊 治  ．3月24日  厚生労働省労働基 準用安全籍生部酎   
画課長   

3月25日   労働基準局安全衛生部 計画課   3月25日   
長  

・第0声31001号  登録免許税の課税に伴う登録数習接関等に係る事 務処理等について  川端輝 夢  3月29日  厚生労働省労働基 埜局安全禰生部計   働基準部安全衛生  
画課長   主務課長  

3月31日   労働基準局安全衛生部計画課    3月31日  




