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第0414001号
r未手続事業場に対する資用徴収の拡大の効果と影響に関
する調査研究Jの委託賛確定退知奮 秋菓大輔 4月8日

4月14日 労働基準局労災補償部 補償課 4月14日
労災管理課長 社団法人日本労

務研究会会長

第o414002号
平成1 6年度じん肺診斬技術等研修事業の香託費の額の確
定について 山本行彦 4月6日

4月14日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月14日
労災管理課長 独立行攻払人労佃耕

蝕放桁枇横構理平長

第0414003号
平成16牢度rじん肺所有者に対する数育指針の普及定着事
菜lの垂託費の額の絶定について 山本行彦 3月1日

4月14日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月14目
労災管理秩長 中央労働災壱防

止協会会長

第o418001号 菅谷其姦美 4月8日

4月18日 政策統括官 労働政策担当参事官室 4月18日

労災管理課長.
雇用保険課長

三Jr11Lll刊1閃発株式全

宇t代衣取締役手上良

第0419001号
平成16牢度林業巡回特殊睡康診断事業委託額の縫定につ
いて 高橋嘉寿満 4月4日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19日
労災管理浪艮 林其.水材鮎iErX-労伯

災宵妨1L他会会長

第o419002号 宮内尚宏 4月8日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19日
労災管理課長

中央労働災害防
止協会会長

第0419003号
平成16年度r符殊健廉診断に関する睡診項目の評価.検
討J外2件の委託研究済の確走について 宮内尚宏 4月8日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19日
労災管ヨ型税長

中央労働災筈防
止協会会長

第o419004号

4月19日

第o419005号
平成16年度r特殊健康診断に関する随診項目の評価ー検
討J外2件の萎託研究額の確定につb -て 宮内尚宏 4月8日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19日
労災管理課長 祉田旭人Fl本作兼頗

収軸l定協会会妓

第o419006号
平成16牢度F労働安全街生マネジメントシステムの普及促進
事業Aの委託研の確定について

船井雄-郎 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理課長

中央労働災害防
止協会会長
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第0419007号
平成16牢度r危倹再舌容純致育普及宰業Jについての垂託資
の確走の適知について 東好宣 4月14日

4月19目 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管て型課畏

杜田寸と人全し引壁奴敬
門機F廷l胞全会長

第0419008号
平成16年度F構連規格の見直しの推進に関する調査研究d
の垂託額の確定について 井上栄貴 4月1日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理諌長 社団法人日本ボ

イラ協会会長

第0419009号
平成16年JW構造規格の見直しの推進に関する詞査研究Eq
の垂託額の確定について 井上栄貴 4月1日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19目
労災管つ塁課畏

社団法人日本ク
レ-ン協会会長

第o419010号
平成16年度r安全優良職長ネットワーク事業Jについての垂
託費の確定の通知について 東好宣 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理課長

中央労働災害防
止協会会長

第0419011号
平成16牢度F成長産業における安全衛生l昔動基盤整備串
築且の黍託領の確定について 船井雄-郎 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理課最 中央労働災客防

止協会会長

第o419012号
平成1 6年度r符殊健康診断に関するt建診項日の評価J検
討J外2件の香託研究宅責の確走について 宮内尚宏 4月8日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19目
労災管理裸長 中央労働災害防

止協会会長

第0419013号
r過重労働による健康障害防止対策の堆進jの黍託費の宅頁
の確定について 平山奈央子 4月8日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19日
労災管-埋課畏

中央労働災害防
止協会会長

第0419014号
平成16年度F睦眠時無呼吸症候鮮が労働安全に及ぽす影
響に係る嗣査研究Jjの垂託額の権走について

船井雄-郎 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19目
労災管理課長 筑波大学社会医

学系助数授

第0419015号
平成16年度r熱中症の発生防止に係る調査研究Jの垂託額
の確定について 高橋茅寿満 4月15日

4月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 4月19目
労災管理竜県畏

中央労働災害防
止協会会長

第0419016号 東好宣 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理諜兵
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第o419017号
平成16年度r安全優艮職長ネットワ-ク事業Jについての香
託費の推定の通知について 東好宣 4月14日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理課長 建設業労働災害

防止協会会長

第o419018号
平成16年度F棉造規格の見直しの推進に関する調査研究.D
の委託顎の確定について 井上栄貴 4月1日

4月19日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19日
労災管理課長 社団法人産業安

全技術協会会長

第o419019号

4月19目

第o420001号
r賃金不払残業と労働暗間管理の適正化に関する意沌調
査ー研究Jの精3劉こついてく何いJ 津田恵史 4月13目

4月20日 労働基準局 監督課 4月20日
労災管理課長

株式会祉El木fli2畔協

会総合研究所代次取
析綬祉良

第o420002号
r管理監督者の適用除外制度の在り方に関する調査研究J
の委託資の糟算について-何いl 藤森恵子 4月14日

4月20日 労働基準局 賃金時間課 4月20日
労災管理課長 社団法人日本労

務研究会会長

第0420003号
r貨金の支払代行に関する調査研究Jの香託費の精算につ
いてH司い1 藤森恵子 4月14日

4月20日 労働基準局 賃金時間課 4月20日
労災管理課長

昧式会祉ユ-エフジL
イ絶合研究所取締役

杜畏

第o420004号
平成16年度固際安全衛生センタ-運営事業の精算につい 倉重澗-郎 4月9日

4月20日 労働基準局安全衛生部 計画課 4月20日
労災管理課長 中央労働災害防

止協会会長

第o427001号
平成16年度災宰科学に関する委託研究の秦託費の確定に
ついて 丸山彰憲 4月14日

4月27日 労働基準局労災補償部 補償課 4月27日
労災管理課長

主任研究
者

第o428001号
平戚16牢度r中小絵合工革業者拾尊力向上こ寧業Jについて
の委託費の確走について 東好宣 4月8目

4月28日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月28目
労災管理課長 建設業労働災害

防止協会会長

第o428002号
平成16牢度r林禁等における作菓の変化に対応した安全対
策推進事業Jについての垂託資の確定について 東好宣 4月8目

4月28日 労働基準局安全衛生部 安全課 4月28日
労災管理課長 仲誤.木H製i旨芙労伽

災宙防止臨会会艮
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第o506001号
平成16年度F交通労働災宰防止対策推堪事業Aの香託額の
確定について 船井雄-郎 4月14日

5月6日 労働基準局安全衛生部 安全課 5月6日
労災管理諜長 姓上f5物iF送三II文労

仙災窃防1ヒ路会会姥

第o509001号
医学文献情報のRICホ-ムペ-ジでの公
表について 斎藤直故 4月25日

5月9目 労働基準局労災補償部 補償課 5月9日

労災管理課長 く肘1 Jji.災侭険伯報セ

ンタ-PJi ijf艮

第o517001号
平成16牢度官公需契約実績額及び平成17年度官公需契
約見込額等のとりまと桝こついてく回答J 伊東規雄 5月17日

5月17日 労働基準局労災補償部 労災管埋課 5月17日
労災管理訣長 厚生労働省大臣

官房会計課長

第o520001号
平成16年度通鞠泡雑緯和等に向けた相談.接助事業の香
託費の指算について

竹中広治郎 4月26日

5月20日 労働基準局 賃金時間課 5月20日
労災管理裸長

祉団法人全国労助益
神関仔田休辿食会会

良

第0525001号
平成1 6年度林薬チェ-ンソ-取扱労働者健診促進事業香
托額の確定について

高橋嘉寿満 4月4日

5月25日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 5月25日
労災管理課長 林果.ホ村刑逝策労働

災不防止協仝会艮

第o530001号 小山毅土 5月27日

5月30日 労働基準局労災補償部 労災保険業務重 5月30目

労働保険徴収裸
長一労災管理課

長

アクセンチュア扶式会
杜代夫瞭締役祉症

第o531001号
平成16年度産業保睡関係者に対するC型肝炎に関する正
しい知粍の普及亭業の委託費の額の確定について 大村朝常 4月1日

5月31日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 5月31目
労災管理課長

財団法人産業医
学振興財団理事

長
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第o606001号 中野公義 4月22日

6月6日 労働基準局労災補償部 補償課 6月6日
労災管コ型課長

財団法人国際研
修協力機構会長

第o615001号
平成16年度母性健康サ-ビス事業の精
算について 香取徹 4月28日

6月15日 雇用均等.児童家庭局 職業家庭両立課 6月15日

労災管埋課長
財団法人女性労
働協会会長

第o617001号
平成16牢度小規横事葉場における健廉診断の亭後措置等
の賀的向上事集の垂託費の額の確定について 大村朝常 4月1日

6月17日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 6月17日
労災管理課長

財団法人産業医
学振興財団理事

長

第0621001号
平成16年庶労災特別介護施設等竣譲宰築の垂託契約に係
る精算についてく伺いl 小川修平 6月13日

6月21日 労働基準局労災補償部 労災保険業務室 6月21日
労災管理況長

財同法人労災ケ
アセンタ-埋事

長

第o627001号
平成16年度優良な睡康診断機関の育成宰築の垂託費の領
の権定について 大村朝常 4月1日

6月27日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 6月27日
労災管理孟果長

祉rn法人全EEW,LL助符f

JJI団作迎合全会長

第0630001号
平成1 6牢度災害科学に関する香託研究の委詑費の確定に
ついて 竹下洋介 4月25日

6月30日 労働基準局労災補償部 補償課 6月28日
労災管理課長

日本産業精神保
健学会理事長
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%071500.1%
石締による睡康陣害防止対鰐の緊急的な対応の具体的な
進め方について 小宮山弘樹 7月14日

7月15日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 7月15日

監僻訊綻ー化苧物質対
筋課良.芳働争7i生ま兜

艮,ガ災腎確裸良.祁
甘il雅長

都道府県労働局
労働基準部長

第o727001号
平成16年度労働安全鮮生関係広鞄事業委託費の額の確定
について 島田淳朗 4月20日

7月27日 労働基準局安全衛生部 計画課 7月27日
労災管理課長 中央労働災害防

止協金会長

第o728001号
平成1 6年庶r労災年金受給者等に対する福祉宰業Jの香託
にかかる精算についてくイ司い1

かぶら木勝 6月20日

7月28日 労働基準局労災補償部 労災保険業務室 7月28日
労災管理謙長 財団法人労災年

金福祉協会会長

第o728002号
平成16年度r在宅介護支援事業Jの萎託にかかる持算につ
いてく何い1

かぶら木勝 6月20日

7月28日 労働基準局労災補償部 労災保険業務室 7月28日
労災管理課長 財Eil法人労災年

金福祉協会会長

第o728003号
労災年金福祉協会乎務所移転等による敷金等返遼爾の確
定及ぴ返コ畳詔求についてく伺い1

かぶら木勝 6月20日

7月28日 労働基準局労災補償部 労災保険業務重 7月28日
労災管理抹長

財団法人労災年
金福祉協会会長

第o729001号
平成16年度ノト規模事柴所の母性健康管理に関する相談体
制の整備事業の套託費の確定について 香取徹 6月21日

7月29目 雇用均等.児童家庭局 職業家庭両立課 7月29日
労災管理課長 社Ej3法人El本産

婦人科医会会長
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第o815001号 畑武志 5月17目

8月15日 職業能力閑発屈 梅外協力課外国人研修推進墓 8月15日
労災管理課長 財団法人国際研

修協力機構会長
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第o909001号
労災1Jハビリテ-ション愛知作業所付設自動車教習所にかか
る県有地の取旗いについてく協力依緒J 後藤尚 9月9日

9月9目 労働基準局労災補償部 労災管理課 9月9日
労災管理課長 愛知県産禁労働

都理事

第o912001号
平成16年度女性と仕琴の未来館運営事業の垂託に係る精
箕について 高橋行紀 6月10日

9月12目 雇用均等.児童家庭局 雇用均等政策課 9月12日
労災管理課長 財田法人女性労

働協会会長

第o912002号
平成16牢度F構造規格の見直しの推進に関する調査研究J3
の呑託額の確定について 安部敏志 4月1日

9月12目 労働基準局安全衛生部 安全課 4月19目
労災管理謙長

労働促険特別会計歳
入徴収官T7生労働箭

労伸益聯JFJ艮

第0915001号
特定調達契約等に関する統計について
く回答J

富田圭哉 9月15日

9月15目 労働基準局労災補償部 労災管理課 9月15日

労災管理課長 大臣官房会計課
長

第o926001号
平成16年度rメンタル-ルス対策の推進Jの委託資の額の確
定について 平山奈央子 4月8日

9月26日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 9月22日
労災管理説長 中央労働災害防

止協会会長

第0926002号
平成16年度中小規模事業場睡康づくり事業の香託費の額
の確定について

平山姦央子 4月8日

9月26日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 9月22日
労災管理課長 中央労働災害防

止協会会長
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第1007001号 政府調達に関する統計等についてく回答l 富田圭哉 10月7日

10月7日 労働基準局労災補償部 労災管理課 10月 7日
労災管埋課長

大臣官房会計課
長

第1020001号
労働基準行攻関係功労者表彰候補者の推薦についてく伺
いI

小宮山彰活 10月20目

10月20日 労働基準局労災補償部 労災管理課 10月20日
労災管理課長 労働基準局総務

課長



基労管発 発議文書台帳

文書番号 件名 起案者 起案月
日

施行月 日 起案部署 決裁月
日

発 信者 受信者 備考

第1109001号

11月9日

第1 109002号
平成17年度r安全衛生情鞭センター運営等委託事業Jの変
更契約の締結について 最田暁 11月7日

11月9日 労働基準局安全衛生部 安全課 11月9日
労災管理課長 中央労働災寄防

止協会会長

第1115001号
平成1 6年度rノト規模事業場等団体安全衛生活勤揺助事
業Jの香託費の額の確定について 武知正文 4月8日

11月15日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 11月15日
労災管理課長 中央労働災害防

止脇会会長

第1118001号
平成1 7年度官公需契約実績領中間取りまとめについてく回
%l 伊東規雄 11月15日

11月18日 労働基準局労災補償部 労災管理課 11月18日
労災管理課長 厚生労働省大臣

官房会計課長

第1121001号
平成16年度ト作業環境測走機関の統-拷度管理事果Jの黍
託資の領の確定について 武知正文 4月8日

11月21日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 11月21日

労災管理課長 祉団払人Fl木作菜段
境aP促臨会会娃

第1121002号
平成16年度r呼吸用供護具の性能の確保のための買政り試
験Jの実施に関する委託費の額の確定について 武知正文 4月8日

11月21日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 11月21日
労災管理課長 社EE法人産業安

全技術協会会長



基労管発 発議文書台帳

文書番号 件名 起案者 起案月
日

施行月 目 起案部署 決裁月
日

発 信 者 受信者 備考

第1221001号
CO中毒息者に係る特別対策革業の委託先候補との確認寄
の締結について 小川明紀 12月15日

12月21目 労働基準局労災補償部 労災管理課 12月20日
労災管理課長 触立行攻ih人労伽好

鯉砧福祉扱構理JJf艮

第1222001号 杉森貴志 12月16日

12月22日 職業安定局 労働市場センタ-業務室 12月22目

労災管理課長一
雇用保険課長

第1227001号
平成1 6年度快適碗場形成促進事業の香託費の額の確走に
ついて 武知正文 4月8日

12月27日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 12月27日

労災管理課長 中央労働災害防
止協会会長



基労管発 発議文書台帳
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日

施行月 日 起案部署 決裁月
日

発 信 者 受信者 備考

第0123001号
平成17年度化学物質による労働災香防止対策宰菓の委託
契約の変更について 牧宣彰 1月23日

1月23日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 1月23日
労災管理課最 中央労働災奮防

止協会会長



基労管発 発議文書台帳

文書番号 件名 起案者 起案月
日

施行月 日 起案部署 決裁月
日

発 信 者 受信者 備考

第0201001号
蔵王スカイパレスく山形県売却分lの価格評定及ぴ随意契約
による売払いに係る厚生労働大臣申請について 麦倉洋之 1月31日

2月1日 労働基準局労災補償部 労災管理課 2月1日
労災管理課長 厚生労働大臣

第o203001号
平成17牢度専門工亭業者安全管理括動等促進事業の案施
計画の変更について 東好宣 1月4日

2月3日 労働基準局安全衛生部 安全課 2月3日
労災管理課長 建設禁労働災害

防止協会会長

第o208001号
平成17牢度r作業畏境軌定機関の耗一精度管理等率菜Jの
変更契約の締結について 米倉隆弘 1月30日

2月8日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課 2月8目
労災管理課長 く杜I日本作業環

境測定協会会長



基労管発 発議文書台帳

文書番号 件名 起案者 起案月
日

施行月 日 起案部署 決裁月
目

発 信 者 受信者 備考

第o303001号
石鰍こよる健康被客の救済に関する法律の施行に係る周知
広報について 斉藤将 3月2日

3月3目 労働基準局労災補償部 労災管理課 3月3日
労災管-哩課長

都道府県労働局
労災補償課長

第o309001号
r厚生労衝省上石神井庁舎で使用する電気Jにかかる官鞭
公告く落札者の公示1等についてく伺J 加藤美雪 3月9日

3月9日 職業安定局 労働市場センタ-業務童 3月9日

労災管理課長.
雇用保険課長

入札参加
者

第o314001号

3月14日

第o315001号
平成1 7年庶r交通労働災害防止対策推堪事業Jの変更契約
の締結について 船井雄-郎 2月16日

3月15日 労働基準局安全衛生部 安全課 3月15日
労災管理課長 陸上托物躍迭EJf菜労

仙災寄Gjl止仏全会長

第o316001号
石綿による健康被害の救済に関する法律
の施行について 野中祥子 3月16目

3月16日 労働基準局労災補償部 労災管理課 3月16目

労災管-哩課長
法務省民事局民
事第-課長

第o317001号
石鼻削こよる健庚被育の救済に関する法律に基づく請求書の
受付管理について 秋菓大輔 3月16日

3月17日 労働基準局労災補償部 補償課 3月16日

労災管瑚誹長.祁q与孟黙

良.労災促鹸究扶某良
耶道Jrf軌労倒桶労働
拡準部Jj3.災納仔て孤長

第o317002号
平成16年度r専門工事業者安全管理括敵等促進事業J lこつ

いての香託費の確走及ぴ返還について 東好宣 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 安全課 3月17日
労災管理況長 建設柴労働災害

防止協会会長

第o白17003号 東好宣 4月8日

3月17目 労働基準局安全衛生部 安全課 3月17目
労災管理課長 建設業労働災書

防止協会会長

第0317004号
平成16年度r手すり先行工法安全対策推進モデル琴業Jに
ついての委託費の確定及び返遼について 東好宣 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 安全課 3月17日
労災管理課長 建設業労働災害

防止協会会長

第o317005号
平成16年度F安全衛生情胡センタ-運営香託事業Jの梓算
について 異田暁 4月11目

3月17日 労働基準局安全衛生部 安全課 3月17日
労災管理況長 中央労働災害防

止協会会長
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日
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第o317006号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8目
労災管理課長 中央労働災書肪

止協会会長

第o317007号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理税長 中央労働災害防

止協会会長一

第o317008号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理課長 中央労働災害防

止協会会長

第o317009号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理諜長 中央労働災害防

止協会会長

第o317010号 牧宣彰 4月8日

3月17目 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理課長 中央労働災害防

止協会会長

第o317011号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管埋課長 中央労働災害防

止協会会長

第o317012号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理紋長 中央労働災害防

止協会会長

第o317013号 牧宣彰 4月8日

3月17日 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 4月8日
労災管理課長 中央労働災害防

止協会会長

第0317014号
r石綿救済法の相談対応の手引Jの作成
について

. 西村政也 3月16日

3月17日 労働基準局労災補償部 補償課 3月16目

労災管理課長.
補慣課長

都道府県労働局
労働基準部長

第0317015号
特別遺族給付金の支給請求書に添付する死亡届書記戟事
項証明番の交付依頼について 高田正樹 3月16日

3月17日 労働基準局労災補償部 補償課 3月16日

労災管理課長.
縮償課長

排道FFf爪労仙局労働
盛畔知労災祁桁況艮
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第0317016号
平成16年度F中小企業における自主的安全衛生管理括勅
の椎進Jjの垂托額の推定について 船井雄-郎 4月14日

3月17日 労働基準局安全衛生部 安全課 3月17日
労災管理課最

祉団払人R木労肋安
仝鞘生コンサルタント

会会良

第o328001号 北里尚寿 3月7日

3月28日 労働基準局 労働保険徴収課 3月15日

ガ付カ保険徴収訊良.労
災背理詑艮ー屈JIH早険

説良

都道府県労働局
長

第o329001号 田山純- 3月27日

3月29日 労働基準局労災補償部 労災管理課 3月29日

労働保険徴収冨果
長一労災管理課

長

第0330001号
r有期契約労働者の処胤こ関する調査研究Jの精劉こつい
てく伺いl 藤井健介 3月13日

3月30日 労働基準局 監督課 3月30日
労災管-哩課長

抹式会祉uFJ総合研
兜所恥締役祉良




