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文書番号 件名 起 案 者
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決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0401001号 ポイラ 等の開放検査周期認定要領に係る留意事 伊藤秀
3月25日項について 厚司防生局安労全働全深衛省長労生働部安庄

都道府県労働局労

働法術郎以安上を全主務

4月 1日 労働基準局安全衛生部安全課 4月 l日

第0401002号 ボイ ラ ー 等 の 開 放 措 周 期 臨 時 四 る 留意事 伊藤秀 3月25日
厚m生局安労全働全総衛省長労生働部安E 項について 登録性能検査

機関の長

4月 1日 労働基準局安全衛生部安全課 4月 1日

第0401003号 ボイラー等σ澗放検査周期認定要聞に関する質疑 伊藤秀 3月25日
厚生安労全働全線衛省長労生働法 都働道I1府叩I県労働l品労応答について
準局 郎安 師;安全主務

労働基準局安全衛生部安全課
課長

4月 1日 4月 l日

第0401004号 ボイラー等の開放検査周期腕聞に関する質疑 伊藤秀 3月25日厚m生局労働省労働E応答について 登録性能検査
安全全課衛長生的安 機関の長

4月 1日 労働基準局安全衛生部安全課 4月 l日

第0401005号 「畳母性能横査融闘が行う性町一能部検改査正の適正な実施 伊藤秀 3月25日原生労働省労働!li郎道府県労働局主労務に保る留意事項についてJ について 一ー
!I!>局安全全線衛長生郎安 働接触郎安全

労働基準局安全衛生部安全課
割0)是

4月 l日 4月 1日

第0401006号 ボイラー等の開放検査周期認定要領に係る留意事 伊藤秀
3月25日項等の一部改正について 厚懲生局安労全働全課省衛長労生働部安組 登録性能検査

機関の長

4月 l日 労働基準局安全衛生部安全課 4月 1日

第0403001号 交通柑蹄防止のためのガイドラインに係る留意 若林和 3月27日都道府県労働
事項について 也

局労働基準部 時柏生崎安労全働全m衛省H毛労生働部安反

4月 3日 労働基準局安全衛生部安全課 4月 1日
長

第0417001号 疎対する開耐浬「化透学性問試験服方一桂防護也4服件のj液の体制化定学に保物質に 稲毛健 3月 7日 都道府県労働る公
厚削生局安労全働全課省衛長労生働部安基示について 局労働基準部

4月17日 労働基準局安全衛生部安全課 3月10日
長

第0424001号 報「安告街(4そ0の4技能講習等実施Eび修了証交付状況 岩津俊 3月19日厚生労働省労働培 都道府県労働
一)J等の醐いについて 輔

司自局安全全奴衛J;!生部安 局労働基準部

4月24日 労働基準局安全衛生部安全課 3月26日
長

第0430001号 「畳罷免許税晴樹こ伴う呈韓関樺関等の畳揖 稲毛健 3月25日
厚準長画生局謀労安労長働働全、衛衛省安生労生全謀働部線長基計 都働道基府準主侃県務安課労働全長衛局労生に評る事詰処理等についてJの一部改正について 一一

4月30日 労働基準局安全衛生部安全課 4月30日
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日

第0512001号
災害調査等への協力に係る依頼に 若林和

5月12日
ついて 也 師郁生局労安全働全総省術長労生働侃基12 総安全立行衛所理政生法総事人合長労研働究

5月12日 労働基準局安全衛生部安全課 5月12日

第0516001号 ポイラ 等の開放検査周期認定要領における停止 伊藤秀
5月13日時横査の取扱いについて 厚生労働省労働瓜 街道府部県労安働全局労

構局安全術生部安 働基懲 主務

5月16日 労働基準局安全衛生部安全課 5月16日
全政長 課長

第0516002号 ボイラー等の開融検査周期認定耳慣における停止 伊藤秀
5月13日時横査の取担いについて FmF生m安労全働全課省術長労生働部支基 歪録性能検査

機関の長

5月16日 労働基準局安全衛生部安全課 5月1613

第0519001号
災害調査等への協力に係る依頼に 岩j撃俊

5月19日
ついて 輔

I~生労働省労働基
独安全立行衛政生総法人合研労働究

"宅局安全衛生部安

5月19日 労働基準局安全衛生部安全課 5月19日
全課長 所理事長

第0529001号 派遣肯曲者に当のた労っ働て脂留置肪す止べ対き第事四項にるつ自b主時 若林和 5月26日
厚生安労全働全課省衛長労生働部安基

都道府県労働
等の実施 、て 也

市周 局労働基準部

5月29日 労働基準局安全衛生部安全課 5月28日
長
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日

第0604001号
災害調査等への協力に係る依頼に 小川裕

6月 4日
ついて 由

厚生労働省労働底 強立行政法人労働
準局安全衛生部安 安全衛生総合研究

全線長 所J'p. 'r~長

6月 4日 労働基準局安全衛生部安全課 6月 4日

第0606001号
製造業における請負の状況等の把 若林和

6月 4日 都道府県労働
握について 也 厚生労安全働全開省衛長労生働部基Z終局 安 局労働基準部

6月 6日 労働基準局安全衛生部安全課 6月 6日
長

第0606002号 平成田年度措労働能害防止に関する指導実施 若林和 6月 2日
厚準生局労安金働全銭衛省民労生働部安E 

都道府県労働
轄の円滑な実施について 也

局労働基準部

6月 6日 労働基準局安全衛生部安全課 6月 6日
長

第0606003号 平成田年度主連労働提害防止に関する指導実施 若林和 6月 2日
厚生安労全働全謀衛省長労生働部!. 陸上貨物運防送協事業事業について 也
附局 安 労働災?f!lJill: 会

労働基準局安全衛生部安全課
会長

6月 6日 6月 6日

第0606004号
研削盤等構造規格第31条に基づく岩津俊

4月 1日
厚制生局安労働全衛'11生労働部安法適用除外について 輔 広明島部労安働全衛M労生働線3長正

全謀長

6月 6日 労働基準局安全衛生部安全課 6月 6日

第0606005号
研削猿等構造規格第31条に基づく 岩津俊

4月 1日
適用除外について 輔 厚準生局安労全働全電県衛省民生労働部安基

郡道府県郎労安働局穏労
働基'" 金主

労働基準局安全衛生部安全課
総長

6月 6日 6月 6日

第0606006号
研削盤等構造規格第31条に基づく岩津俊

4月 l日
適用除外等について 輪 厚司降生局安労全働全課省衛長労生働節安庄 広島労働局労働語

階部安全lIi生，aR長

6月 6臼 労働基準局安全衛生部安全課 6月 6日

第0606007号
研削盤等構造規格第31条に基づく 岩津俊

4月 l日
適用除外等について 輪 厚準生局安労全働全課衛省長生労働偲安1li 

都道府県労働局労

働基準課的安長全主務

6月 6日 労働基準局安全衛生部安全課 6月 6日

第0616001号 平成20年岩手害宮防城止内陸地震による路軍旧工事 小)11裕 6月16日
厚噂生局安労全働全課術省長生労働部安基

建設業労働災
における労働民 対揮の欄底について 由

害防止協会会

6月16日 労働基準局安全衛生部安全課 6月16日
長外

第0616002号
研削盤等構造規格第31条に基づく岩津俊

6月 9日
厚檎生局安労全働全謀衛省長生労働都女基

愛知労働局労
適用除外について 輔 働基準部安全

6月16日 労働基準局安全衛生部安全課 6月16日
課長
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第0616003号
研削盤等構造規格第31条に基づく 岩j宰俊

6月 9日
適用除外について 輔 n市ï. ~J 安労全働全~術行t労働L島働都道1<府m郎縦県労安長働全局主労妨

局 長生部安

6月16日 労働基準局安全衛生部安全課 6月16日

第0619001号 スライディング積層足場の落下事故を防止するため 小川裕
6月12日 建設業労働災

の当面白措置について
由

厚生労働行労働訴
構局安全衛生同l安 害防止協会会

労働基準局安全衛生部安全課
金波及 長外

6月19日 6月19日

第0619002号 スライディング積層足場の落下事故を防止するため 小J11裕 6月12日
厚観生局安労令働全」県行衛民労生働部安島の当面の措置について 由 社団法人仮設

工業会会長

6月19日 労働基準局安全衛生部安全課 6月19日

第0619003号 スライディング積層足場の落下事故を防止するため 小J11裕 6月12日1!jUt'，ii'jo崎町労働基 都道府県労働
の当面白措置につ川 由

包抱防安令全，，1眼衛生部安 局労働基準部

6月19日 労働基準局安全衛生部安全課 6月19日
長

第0620001号 独立行政法人労働安全智生韓合萌究所に対する 岩津俊 6月20日
厚生安労全働全:.r米省衛兵労生働部基安 独安全立行衛所政理生怯人労働見害調査への協力に揺る依頼について 輔
相局 総合研究

労働基準局安全衛生部安全課
事長

6月20日 6月20日

第0625001号
平成田年度安全面良職長厚生労働大臣顕彰[第，1IJサ11裕 6月23日厚生安労働省労生働師基安 働都道島府郡部課県労安長働全局主務労l回}の実施につ円 由

僧局全~(i

労働基準局安全衛生部安全課
全"'長

6月25日 6月25日

第0625002号 平成四年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰(第1 小川裕 6月23日
厚噌生向安労全働全路衛省島労生働部安基

建設業労働災
1回}の実埴について 由

害防止協会業

6月25日 労働基準局安全衛生部安全課 6月25日
務部長

第0625003号 平成四の実年施度に安つ全い面て開長厚生労働大臣顕彰(飢 小川裕 6月23日
厚.. 局生労安全働全県省衛長労生働郎安基

中央労働災害
1回 }由

防止協会総務

6月25日 労働基準局安全衛生部安全課 6月25日
部長

第0625004号 平四成2時問促進中聞州に胴係柑闘傘候を開補事と闘したの危犯険胴性又問同時、て間 若林也和 6月13日
聞衛制生損労働安化首全問相.，削E同"罰岡時則崎先金

都道府県労働

局労働基準部

6月25日 労働基準局安全衛生部安全課 6月25日
長
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施行月日 起案部署
日

第0702001号 都道府県労働局臨時の検査措に撮る特定自 岩津俊 6月27日I草生労働省労働基 都働道J，~府m県侃課労安長働全問主労務主検査の実抱状況の報告について 輔
市局安全全:f~衛R長生郎安

7月 2日 労働基準局安全衛生部安全課 7月 2日

第0716001号 組立行政法人協労働安全衛生誌合研究所に討する 芳司俊
7月16日見害調査への カに係る依頼について 自日 厚m局生安労働全衛省労働基 4虫夜行術政生法人労研働究

生部安 安全 誌合

労働基準局安全衛生部安全課
全E波長 所理事長

7月16日 7月16日

第0723001号
コンクリートポンプ車による労働災害 芳司俊

7月 4日
の防止について 民日 厚準生局安労全働全課省術長労生働部安瓜 社団法人也技長設術荷協役

H(I可安全 会

労働基準局安全衛生部安全課
会

7月23日 7月23日

第0723002号
コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊

7月 4日
の防止について 虫日 厚生労働省労働瓜 社団法人日本

T管局安会全d課衛長生節安 建設機械化協

7月23日 労働基準局安全衛生部安全課 7月23日
会会長

第0723003号
コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊

7月 4日 社団法人日本
の防止について 自日 厚制生局安労全働全保省衛提労生働飢安法 建設機械工業

7月23日 労働基準局安全衛生部安全課 7月23日
会会長

第0723004号
コンクリートポンプ車による労働災害 芳司俊

7月 4日
の防止について 自日 厚割引管生局安労働全衛省労生働郎A広E ク~J:Fリ体H迎法トl合人干送会全事会国業長コン団

全謀長

7月23日 労働基準局安全衛生部安全課 7月23日

第0723005号
コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊

7月 4日 建設業労働災
の防止について 郎 厚m生局安労全働全i飢省術長労生働保安E 害防止協会会

7月23日 労働基準局安全衛生部安全課 7月23日
長

第0723006号
コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊

7月 4日 都道府県労働
の防止について 郎 稽厚生労働省労働基

局安全全話謀衛長生部安 局労働基準部

7月23日 労働基準局安全衛生部安全課 7月23日
長
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日

第0805001号 局地的な大雨等による河川下水道管内等におけ 小}11裕由 8月 5日
厚司B生I;，j安労令働全必省衛思民労生働部安庄 t会P合J123工位2食 問f協EhRA4hぽ"isが持M 

る労働出害の防止について

8月 5日 労働基準局安全衛生部安全課 8月 5日

第0805002号 局地的な大雨等による荷)11-下水道管内等におけ 小}11裕由 8月 5日厚生7例制官労働広-各都道府県労
る労働担害の防止について

n隣同安令全訓tRbi是q郎安 働局労働基準

8月 5日 労働基準局安全衛生部安全課 8月 5日 部長

第0812001号
平成四年度中小規模事業場開象とした危険性又 若林和

7月28日は有害性等回調査等普及促進事業実施細目につ 出
M…削m 町Mtb時.. 町2 M -印刷H 

都道府県労働時労
いて 働基増部安全衛生

労働基準局安全衛生部安全課
主務』世長

8月12日 8月12日

第0812002号
平成20時中小規模事車場開象とした危険性Z 若林和

7月28日は有害性等の調査等普及怪進事業実施細目につ 也
H制刊rq1，2S1Z川4化~~i相zn唱Ithz附s3fq可例t時n衛安Q生全

衛(社生)日本労働安全
いて ヨンサルタン卜

会会長

8月12日 労働基準局安全衛生部安全課 8月12日

第0819001号 弁護士陸軍23条の2に基づく弁護士照会に対する 岩津俊
8月 1日回答について 輔

)."t'J~労働省労働法 東京弁護士会
羽山崎安全衛生節安

会長全総長

8月19日 労働基準局安全衛生部安全課 8月19日

第0829001号 温泉ガス掘に削よ等るの爆ポ罪ー・火リン提グ出作奮業の等防に止おにけつるい可て燃性支 芳司 俊 7月 7日 都道府県労働
然 郎 厚m生局労安全働全総省衛長労生働鮒安!¥ 局労働基準部

8月29日 労働基準局安全衛生部安全課 8月29日
長

第0829002号
災害調査への協力に係る依 岩津俊

8月29日
頼について 輔 厚m生岡労安働全衛省労生働郎安基 徐安全立行術所政理生法総、J'人合長研労働究

労働基準局安全衛生部安全課
全総長

8月29日 8月29日



基安安発発議文書台帳

文 書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0916001号
災害調査等への協力に係る依頼に 小)11裕

9月16日即巾生労働'If労働基 独立行政法人労研働究ついて 由
局安全全収衛録生郎安 安全衛生総合

労働基準局安全衛生部安全課
所埋も匹見

9月16日 9月16日

第0922001号 クレ ン等安全規則第154条に規定する定期自主 増岡宗ー郎 9月 8日厚生'労長働省労働経 都道府県労働ι，jJj・検査について
削局 全衛生用:安 働基増部安全主務

9月22日 労働基準局安全衛生部安全課 9月22日 令"l~民 課長

第0922002号
電鉄塔工事における安全確 ノl、)11裕

9月19日
保について 由

即m位労働省労働!J;電気事業連合
局安全衛生部安

会会長令J球児

9月22日 労働基準局安全衛生部安全課 9月22日

第0922003号
電鉄塔工事における安全確 小川裕

9月19日
保について 由 厚巾生局労安働全術省労'"働都安基 (社)日本電設

全課長 工業協会会長

9月22日 労働基準局安全衛生部安全課 9月22日

第0922004号
電鉄塔工事における安全確 小川裕

9月19日 都道府県労働
保について 由

Fm Z生労働省労働経
局安全衛生部安 局労働基準部

9月22日 労働基準局安全衛生部安全課 9月22日
全線長 長



基安安発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第1006001号
研削盤等構造調臨時の規定に基づく適用除 岩津俊

9月29日
厚'"生防労安全働全課衛符長労生働部1LC2 外について 輔 r~労働同労働J，~

司:lJ吊i安全衛生保長

10月 6日 労働基準局安全衛生部安全課 10月 6日

第1010001号 局地的な大雨による下水道管摂内工事等における 芳司俊
10月 8日 都道府県労働

労働良害の防止について 自日
厚生労働省労働組
準局安全衛生前ib;局労働基準部

10月10S 労働基準局安全衛生部安全課 10月10日
全課長 長

第1010002号 局地的な大雨による下水道管車内工事等における 芳司俊 10月 B日厚局生安労働宵労働市労働捉害の防止について 郎 建設業労働災
全衛生前;安全

害防止協会課長

10月10日 労働基準局安全衛生部安全課 10月10日

第1020001号
日本工業規格りJS68265圧力容器の構造一 般 耳UゴJJj宰巴召主F手主仇

10月17日I!/-生労働省労働法 都道府県労働
事項J制改正について(公示) 輔

郁同安全全県衛長生的安 局労働基準部

10月20日 労働基準局安全衛生部安全課 10月20日
長

第1021001号 工業標制準定斜に面つ・い法て面工事用仮設 小川|裕 10月15日 都道府県労働
設備の 由 E前Z生局労安全働全謀省衛長労生働郎安眼 局労働基準部

10月21日 労働基準局安全衛生部安全課 10月21日
長



基安安発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第1125001号
コンクリートポンプ車による労働災害 芳司俊

11月18日の防止について 自日
厚生労働省労働基 社団法人也設荷協役
1担局安全衛生部安 車両安全技術会

労働基準局安全衛生部安全課
金総長 会長

11月25日 11月25日

第1125002号 コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊 11月18日 !~7生局安労金働全総衛省長労生働部広 社ト圧団送法事人業コンタリの防止について 今 郎 郁安 団体迎

労働基準局安全衛生部安全課
合会会長

11月25日 11月25日

第1125003号
コンクリートポンプ車による労働災害 芳司俊

11月18日 建設業労働災
の防止について 自日 昭鍛生局労安働全衛省労生働部安基

害防止協会会

労働基準局安全衛生部安全課
全課長

長
11月25日 11月25日

第1125004号
コンクリートポンプ車による労働災害芳司俊

11月18日 都道府県労働
の防止について 郎 厚生労働省労働基

準局安全全保衛長生部安 局労働基準部

11月25日 労働基準局安全衛生部安全課 11月25日
長

第1126001号 弁護士法第2時間こ基づく弁護士法照会に貯 小J11裕 11月26日厚生労働省労働基
る回答について 由 機浜弁護士会

憎局安全全課衛長生部安
会長

11月26日 労働基準局安全衛生部安全課 11月26日



基安安発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信
受信者

決裁月 者
備考

施行月日 起案部署
日

第1219001号
災害調査等への協力に係る依績に 小}II裕

12月18日
ついて 由

厚生労働省労働基 独立行政法人研労働究
市局安全全衛線生郎安 安全衛生総合

所鹿市長

12月19日 労働基準局安全衛生部安全課 12月19日

第1225001号 平成19年度特定自主検査実施班況報告の集計結 岩j宰俊
12月19日果について 輔 厚司容局生安労働全衛省労生働部庄安 都道府県労安働局労務

働基準部全主

12月2513 労働基準局安全衛生部安全課 12月25日
全課長 探i是



基安安発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0116001号
研再IJ盤等構造規格第31条に基づく 岩j撃俊

1月14日
適用除外について 報 限生安労全働全保衛23t労生働1.

同制句働J州m説明認肺諸可E銅j府t山t間F事n制Fを金明同 部安

tミ

l月16日 労働基準局安全衛生部安全課 l月16日

研自IJ盤等構造規格第31条に基づく 岩津俊
第0116002号

適用除外について 輔 l月14日厚生労働省労働掠
M同2日同噛EUUR肘E師C官叫色自主民明協労調働日長時i官1品安全衛生前i安

労働基準局安全衛生部安全課
全課長

1月16日 1月16日

第0116003号 研削盤等構造規格第31条の揖定に基づく適用時 岩j峯俊
l月14日外について 輔 厚生安労全働全式集衛省長労生働節安" I枇Z育島園同情時.. 同修制費t剛K町.. 労z働"局建全間際局

l月16日 労働基準局安全衛生部安全課 1月16日

第0116004号
曙削盤等構造規格第31条町規定に甚づく適用時 岩津俊

1月14日外について 輔
厚生労働省労働基

仏同3町幼問労農働民時時M湾帥側，時meaz副安R全
準局安全全ゴ謀衛長生節安

1月16日 労働基準局安全衛生部安全課 1月16日

第0123001号
災害調査等への協力に係る依頼に 若林和

l月23日
ついて 也 厚準生局安労全働全班衛省長労生働郎2広2 独立行衛政生法人労研働究

安全所盟総事合長

1月23日 労働基準局安全衛生部安全課 l月23日



基安安発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受 信 者 備考

施行月日 起案部署
日

第0202001号
平成21年度全国安全週間のスロー 田中幸

1月 30日
ガンの募集について 彦 I巾RJ町t労長全働全，.，衛首長労生働剖l安搭

都迅府県労働局労

働尼僧J的E安i是全一上務

2月 2日 労働基準局安全衛生部安全課 l月 30日

第0202002号
平成21年度全国安全週間のスロー 田中幸

l月 30日ガンの募集について 彦
j引I~労働行芳働基 中央及び各開業阻
司，同安全i前生前i安別労'i>o誕百防止団

労働基準局安全衛生部安全課

全課長 体総務部長

2月 2日 l月 30日

第0203001号
研削盤等構造規格第31条に基づく 岩 j宰俊

l月 29日
適用除外について 輔 民tdhli労安全働全J!Il衛省1毛労生働部第 広島飼:安労働全衛局労働経"安 司.!Iím~1tf?.j ~!:'I'課長

2月 3日 労働基準局安全衛生部安全課 2月 3日

第0203002号
研削盤等構造規格第31条に基づく岩津俊

1月 29日厚生労働省労働集
適用除外について 輔 III道府県労働企局主労務

，pw局安全衛生郎女 働1.1;即興部A忠安良

労働基準局安全衛生部安全課

全占拠"

2月 3日 2月 3日

第0220001号
建設業における龍合的労働賠防止対策推進事 稲毛健

2月 16日
Fm14局安労全働全線衛省長労生働部a安a 国全国立の立大科大学学学研法安究人心櫛教安育浜業等に揺る外部委員の就任依頼等について ーー

2月 20日 労働基準局安全衛生部安全課 2月 20日
センター教授

第0220002号 建設業における結合的労就働任依賠頼防等止に棉推進事 稲毛健 2月 16日
原2位当向労安働全省衛労生働部安2 国全国立め立大科大学学学法研安人究心検教・安育浜業等に係る外部書員の ついて 一一

労働基準局安全衛生部 安 全 課

全総長 センター長
2月 20日 2月 20日

第0223001号
日本工業規格りIST8125-2手持ちチェーンy 岩津俊

2月 18日一世用者のための防護服J等の制定[公示)につい

輔
厚生労働省労働基 都道府県労働

て 都府安全衛生部安 局労働基準部

2月 23日 労働基準局安全衛生部 安 全 課 2月 23日

全設長 長

第0223002号 保院fしaよ仕う様猛d畑zr』TのS縫B伎6に2つ"い6て縫{公械示吸}の安全性 人を倹出する防縄忽備 岩津俊
2月 19日 都道府県労働

輔
厚生労働省労生働節活
準局安全術 安 局労働基準部

2月 23日 労働基準局安全衛生部安全課 2月 23日

全線長 長

第0224001号 企「第画三評次価産委業員の会肯J由民害防止対策推進事業に係る 稲毛健 2月 24日 隊生労働省労働安基等の昏員への就任依頼について 一一
協同安全全課衛長生部 国院立エ白大押軸7Vmげ人間n附z同イ醐"岬w 

2月 24日 労働基準局安全衛生部安全課 2月 24日

第0224002号
企「第画三書次評産髄業書の員労会働J賠防止措推進事業に問 稲毛健

2月 24日
東エ学ン京系タ大研ニ学究ア大科リ学パン院グイオ専工

会J等の書員就任の承認依頼につ
厚生労働省衛生労働部基安いて m局安全

全当限長

2月 24日 労働基準局安全衛生 部 安 全 課 2月 24日
攻長



基安安発発議文書台帳

文書番号 イ牛名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0302001号 生平成労2働1木年悩度『m安i全a府衛県生労に働備局制長衣弔~IjJ問の'"団g 体-係又るは市蛸防に配つb肘‘て研 稲毛 健 2月28日
厚巾全生l課，百安労長倒全‘労衛省働労生衛働部生安基

都道府県労働日労

働基準J郎務女全術生
総長

3月 2日 労働基準局安全衛生部安全課 3月 2日
農民

第0319001号 木付加間車工用販絡九の第こ"盤条投にぴ"づこそ〈の週反間t除kつ外了'.~Ij市民及び紛の"触予防市 大村倫
3月10日世の について(凶器}

久 厚憎生局安労働全衛省労生働部安基 俗同労働純労生働組
前副;安全世i課長

労働基準局安全衛生部安全課
全謀長

3月19日 3月19日

第0319002号 木抵材の杭"造組削幡Lの宮'"こ2間条に山基づそ〈の適即刷まつ刑問問伽棚予防袋 大村倫 3月10日FfJaヨ局労働省労当働"都働道嶋府市総県郎安労長働全街局ヨ労刷出いて 久
安全術師安

労働基準局安全衛生部安全課
全J~長

3月19日 3月19日

第0323001号 研削盤等構造規格第31粂の規定に基づく適用除 岩津俊 3月19日
外について 輔 I;V主安労色働全』県省時長I労生働基 千焼労働局労働法

市町 詞l安
箪部安全衡化，，¥lI!l'毛

3月23日 労働基準局安全衛生部安全課 3月23日

第0324001号 ぴつHい偽て工作(業一公鵬書示館I】SZrm健覚間、聴切覚及lび随触岡frシ山グ安寸全ル性の略師取事項マJ'事キのン制グ定及に 右Ji5-i一辛""主M主h 3月19日際納生労働省労生働郎基 働街道基府郡県労安長働局労輔 局安全術 安 部全主筋

労働基準局安全衛生部安全課
全総長 a米

3月24日 3月24日

第0324002号 エレベタ設置工事におけるゴンドラの落下によ 増岡宗一郎 3月23日
厚m生m安労全働全紋省街長労生働節基安 4山即をm軍閥人日胸mi中u叩mm吋醐脚眠9 

る労働県害防止対東について

3月24日 労働基準局安全衛生部安全課 3月24日

第0324003号 ター防設止置叶工買事ににつおいけてるゴンドラの落下によ 増岡宗 郎 3月23日車生労働省労働"
日M提耐回tLsM時震附B岨金U柑H剛~附gペ零時ー炉削タ-

る労働虫害

3月24日 労働基準局安全衛生部安全課 3月24日
11'局安念全総衛長生郎安

第0324004号 エレベタ設置工事におけるゴンドフの落下によ 増岡宗一郎 3月23日
厚生労安全働全総省衛長労生働部基安 見町協会日U並会..人長間Z峠E蜘金制書即附旬附異日臼ー民叫ト阿

る労働捉害防止対買について
羽島防

3月24日 労働基準局安全衛生部安全課 3月24日

第0325001号 危険 性又 は有 害性 等の 調査 等の 甜促 進に 当たり 若林和 3月24日 都道府県労働
当面留意すべき事項について 也 1Z2ME2化2時31間z羽g田tf健E 局労働基準部

3月25日 労働基準局安全衛生部安全課 3月25日
長

第0325002号
登録製造時等検査機関等の登録の岩津俊

3月23日
更新について 輔 厚m生局安労働全省衛労生働部安a 働都道盆府畑県部課安労長働全局主労務

労働基準局安全衛生部安全課
全課長

3月25日 3月25日



基安安発発議文書台帳

文 書番号 件名 起案者
起案月

日 発信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0325003号
厚生労働大臣登録の検査業者に対 岩津俊

3月18日
する要請について 輔 J!l. 1局2安?j4-全働i~，!'I!宵柑i主労'1:働}正 所叩管部安労働全局主労務働限J長Z 市 部安

3月25日 労働基準局安全衛生部安全課 3月25日

第0331001号
指定外国検査機関の基準適合証明書が障付され 伊藤秀

3月30日た輸入ボイラー等の使用検査及び個別検定の実施 厚準生労働符労働J.~ 都道府県労働局古
について 局安全1首位向;'i<'{曲活情部安全主務

労働基準局安全衛生部安全課
全謀長 課長

3月31日 3月31日

第0331002号
指定外国検査機関の基準適合証明書が添甘され 伊藤秀

3月30日た輸入ポイラ 等の使用検査及び個別検定の実施 I草生労l助計巧働時 "録製造時等検在
について 準局安全全諜術従叶部安 機別関検の定長機、凶登の録長個

3月31日 労働基準局安全衛生部安全課 3月31日

第0331003号 措た輸定入外ボ国イ検ラ査ー権等問のの使基用準検適査合及証び明個書別が検添定付のさ実れ施 伊藤秀 3月30日厚生労働行'1)'f'崎明 指定外国検査
について 削I高安全I~，j生 i'fl;安

機関の長全訓!U

3月31日 労働基準局安全衛生部安全課 3月31日

第0331004号 独立行政法人労働安全閣生結合研究所に対する 稲毛健
3月24日虫害調査等への協力依頼について

町酷互生制活醐断帥盟柑明艮既柚岬'"抗Js' e t 
都道府県労働局労

働基準主締務安謀全長衛生

3月31日 労働基準局安全衛生部安全課 3月31日


