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第0409001号 Z22Z55内労働者巡回特殊健鹿語断事業書 渡遺拓 4月 2日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

4月 9日
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労

4月 9日
(社団)体全連国合労会働会衛長生

働課

第0411001号 委託事業費確定通知書 高 須 賀 左 知 4月 7日
支働官部出基労厚負準災全担局管労行労理働為災課省担補長労償当雇用均等・児童家庭局職業家庭両立

独者立健行康政福法祉人機労構働

4月11日 4月11日 理事長

課

第0414001号 委託事業費確定通知書 高須賀左知 4月 8臼
働支官出基厚負箪生局担労行労働ゐ災省径繍労慣当l財団法人女性

4月14日
雇用均等・児童家庭局職業家庭向立

4月14日 労働協会会長

課
郎労災管理課長

第0414002号 平トワ成ー1ク9事年業度J'の製精造算業に等つにいおてける安金融鵬ネッ 小川由 裕 3月25日働支官出基厚負箪生担局労行労働為災省担補労償当 中央労働災害

防止協会会長

4月14日 労働基準局安全衛生部安全課 4月14日
部労災管理課長

第0415001号 境「個に人闘業す務る請調負査契研約究のJ委名託称費で確就定業遇す措る者の就業環 楠田夫暁 4月10日支出負宮仔為担当 株リ式サ会ー社チ三&コ菱ンUサFJ 

官基厚績労生局災労労管働理災省繍課俊長労働郎

4月15日 労働基準局監督課 4月15日
ルティン社グ長取締役

第0416001号 研平成究事19年業度』の「産委託業費匡のの額育成の確の定ありに方つにU関する調査 イサ11明 4月11日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災線省抱補長労当償

学技法人産業
、 て良

医科大学理事

4月16日 労働基準局安全衛生部計画課 4月16日
長

第0417001号 入平成事業19年Jに度係「石テ委レヲ託ー費ク確共定同通利知用書型ンステム試行導 石津顕太郎 4月15日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 社レワ団ー法ク人協会日会本長テ

4月17日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月17日

第0417002号
平成19年度「特殊健脚断の僻項目に関する調 吉見友

4月10日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災錬省担補畏労償当

査研究事業』の委託費の額の確定について(楕草 ヲム
中央労働災害

払)
防止協会会長

4月17日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月17日

第0418001号 平成19時「仕事と舗の調和のとれ た働訪に係川遠洋 4月15日
働支官都出基労厚負準災生銀局管労行労理働為災曙省担補長労償当 働社基団準合法関会人係会全団長国体労遺る普及啓話事業Jの書託費の精揮について(向い} 一

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418002号

4月18日
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第0418003号

4月18日

第0418004号

4月18日

第0418005号

4月18日

第0418006号 平産成につ岬いて度(国欄際安払全い商)生セミナー開催事業の生 武知文正 4月15日
支働官部出第労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担繍長労償当 中央労働災害

防止協会会長

4月18日 労働基準局安全衛生部計画課 4月18日

第0418007号 委託費確定通知書 吉田圭 4月10日
支働官都出益労厚負構災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

社団法人日本労
佑 働ル安タ全ン衛ト会生会コン長サ

4月18日 労働基準局安全衛生部計画課 4月18日

第0418008号 平成19年度労働時間等設定改善撞助事業の書託 茂田正 4月16日支出負担行為担当
社働団基法単人協会北会長海連合道会労費精草について(伺い) 和

働官都基労厚構災生局管労労理働災課省補長労償

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418009号 平成19年度労働時間等設定改善援助事業の番託 茂田正 4月16日
支働官節出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当

北海道中小企
費精算について{伺い) 和

業団体中央会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418010号 平成19年度労働時間報定改善撞助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官都出基労厚負準災生径局管労行労理働為災課省担補長労償当

社団法人青森
費精算について{向い} 和

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会 会 長

第0418011号 平成19年度労働時間報定改善撞助事業の委託 茂田正 4月16日支出負担行為担当 財団法人岩手
費糟草について({司い} 和

働官却基労厚調書災生屍管労労理働災団省補長労償 労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418012号 費平成精草19に年つ度い棚て(時向間い報}定改善援助事業白書託 茂田和正 4月16日支出負担行為担当 社団法人宮城

働官節基労厚調開災生局管労労理働災課省補長労償 労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長
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第0418013号 平費成精算19に年つ度い労て骨{時伺間等設定改善援助事業の垂託 茂田正 4月 16日
支働官部出基労厚負構災生担局管労行労理働為災課省担締長労償当

社団法人秋田
い )和 県労働基準協

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月 18日
会会長

第0418014号 平費成精算19に年つ度い労て閣(時伺間い等)設定改善援助事業の委託 茂田和E 4月 16日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 働社団基法準人協会山形逮県合労会

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月 18日

会長

第0418015号 平費成槽算四に年つ度い労て働(時向間い報)定改善援助事業の委託 茂田和 正 4月 16日
支働官部出主主労厚負翠災生担局管労行労理働為災課省担繍長労健当

社団法人福島
県労働基準協

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月 18日
会会長

第0418016号 平成19年度肯閣時間等置定改善援助事業白書託 茂田正 4月 16日
支働官都出基労厚負準災生局担管労行労理働為災課省担補長労償当

社国法人茨総労働費靖揮について(向い) 和 基償協会連合会会

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課

長

4月 18日

第0418017号 平成19年度者閣時間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月 16日 働支宮出基厚負準生担局労行労働為災省担補労償当 働社団基法種人協会宿会長木連県合労会費精算について[伺い) 和

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月 18日
郁労災管理課長

第0418018号 費平成精算19に年つ度い矧て(時伺間い報)定改輯助事業の委託 茂田和 正 4月 16日
支働官都出基労厚負箪災生担局管労行労理働ゐ災煤省担補畏労償当 社基団準法協人会長群迎馬合労会働会

4月 18日 労 働 基 準 局 勤 労 者生活部企画課 4月 18日

第0418019号 費平成精算四に年つ度い労て働(時伺間い報)定改善援助轄の甜 茂目和玉 4月 16日 支働官出纂厚負準生担局労行労働ゐ災省担補労償当 社基罰権法協人会梅連玉合会労働会

長

4月 18日 労 働 基 準 局 勤 労 者生活部企画課 4月 18日
部労災普理線長

第0418020号 平費成精算19に年つ度い労て働(時向間い等)設定改善援助一事業白書託 茂田軍日正 4月 16日
支働官部出基労厚負筆災生担局管労行労理骨為災課省担繍長労償当 社働団基法準人協会千会長祭連合県労会

4月 18日 労 働 基 準 局 勤 労 者生活部企画課 4月 18日

第0418021号 平費成精算19に年つ度い労て由(時伺間い等}設定改善援助事業の委託 茂田和正 4月 16日 支働官出基厚負懲生局担労行労働為災省担補労償当 社基団準法絡会人長東進京合労会働会

4月 18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月 18日
脅苦労災管理課長

第0418022号 平成19年度矧時間報定改善援助事業の委託 茂田正 4月 16日
支働官部出基労厚負市災生抱局管労行労理働為災課省担補長労償当

東京都中小企
費精草について{伺い) 和

業団体中央会

4月 18日 労 働 基 準 局 勤 労 者生活部企画課 4月 18日
会長
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第0418023号 平費成精算19に年つ度い労て働(時伺間い等)設定改善援助事業の寄託 茂田和 正 4月16日支出負抱行為担当 社団法人神奈

働官郁基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償 川労務安全衛

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
生協会

第0418024号 費平成糟算19に年つ度い開て(時伺間い報)定改善援助事業の委託 茂田和 正 4月16日支出負担行為担当
働社団基箪法人会協新会長潟連合県労会

働官部基労厚準災生局管労労理働災課省繍長労償

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418025号 平費成糟算19に年つ度い労て閣(時伺間い等)設定改善援助事業の書託 茂田和 正 4月16日
支働官部出基労厚負構災生担局管労行労翠傍為災措課担補長労償当

社団法人富山

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長

第0418026号 平成19年度棚時間報定改善援助事業の蹴 茂田正 4月16日
支働宮鶴出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当費情草について{伺い) 和 富山県商工会

連合会会長

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418027号 平費成精算19に年つ度い労て働{時何間特定改輯助事業の輯 茂田正 4月16日
支働官都基出労厚負箪災生担局管労行労理働災為課省担補長労償当 社働団基法準人会協石会長川遮合県労会い )和

4月18日 労働基準局勤労者生活部企商課 4月18日

第0418028号 平費成精揮19に鞭つい労て働(時閣間報定改善援助轄の委託 茂田正 4月16日支働官出基厚負摺生抱局労行労働為災省担補労当償
社団法人福井

い )和 県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
喜怒労災管理謀長 ~~* 

第0418029号 平費成精揮19に年つ度い労て働(時向間特定改善援助輔の委託 茂田正 4月16日
支働官郁出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当働社団基法単人協会山梨連合県労会い }和

労働基準局勤労者生活部企画課
会長

4月18日 4月18日

第0418030号 費平成精揮19に年つ度い労て働(時伺間い報}定改善援助事業の翻 茂田和 正 4月16日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災螺省担繍長労償当

山梨県中小企

業団体中央会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418031号 平費成精揮19に年つ度い労て働(時同間等設定改善援助事華町委託 茂田正 4月16日
働支官都出基労厚負調医災生担局管労行労理働為災錬省担補畏労償当 働社団基惣法人会協長会長野連合県労会い )和

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418032号 費平成糟草19に年つ度い労て働(時伺間い等)設定改善援助事業の香託 茂田和 正 4月16日支働官出基厚負準生担局労行労働為災省担縮労機当 社働団基法準人協岐会阜連合県労会

労働基準局勤労者生活部企画課
鶴労災管理線長

会長

4月18日 4月18日
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第0418033号 平費成糟算四に時つい開て(時伺間特定改輯助事業の委託 茂田正 4月16日支働官出基厚負管生担局労行労働為災省補担労当償 社働団基懲詮人会協静会長連岡合県労会い ) 和

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
部労災管理課長

第0418034号 平費成精草1時につ間いて協(時向間い等)設定改善援助轄の委託 茂田和E 4月16日
支働官部出基労厚負畑災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

社団法人愛知

労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418035号 平費成精算1時につ度い昔て働(時向間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省包織長労償当

愛知県中小企
い} 平日 業団体中央会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418036号 平成19年度労働時間等設定改善強助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官部出基労厚負猶災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当費精草について(伺い) 和 愛知県商工会

連合会会長

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418037号 平費成精揮19に年つ度い労て骨(時伺間い等)設定改善侵助事業白書託 茂田和E 4月16日
働支宮郎出基労厚負讃災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 社基団箪法協人会三連合重労会働会

労働基準局勤労者生活部企画課
長

4月18日 4月18日

第0418038号 費平成精揮19に年つ度い棚て(時伺間い特)定改輯助事業の翻 茂田和 正 4月16日
働支官部出基労厚負種災生担局管労行労理働為災課省偲補是労償当

社団法人滋賀

労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418039号 平費成精揮19に年つ度い労て働(時伺間い等)設定改善援助事業の委託 茂田和 正 4月16日
働支官出基厚負勉生偲局労行労働為災相省補労償当 社基団準楼也人会京連都合労会働会

労働基準局勤労者生活部企画課
部労災管理課長 長

4月18日 4月18日

第0418040号 費平成精草19に年つ度い労て働(時冊間、等)設定改善援助事業の委託 茂田和E 4月16日働支宮出基厚負増生銀局労行労働為災省補担労償当
社団法人大阪

労働基準連合

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
部労災管理課長 ム官ム官官臣

費平成精揮19に年つ度い矧て(時向間い報)定 改 輯 助 轄 の委託 茂田和 正

、、

第0418041号 4月16日
働支官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課相省補長労償当

社団法人兵庫

労働基準連合

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長

第0418042号 平成19年度矧時間報定改観助事業の委託 茂田 E 4月16日
支働官郎出基労厚負懲災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

社団法人奈良
費精算について(伺い) 和

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長
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第0418043号 平費成精算19に年つ度い労て働{時伺間報定改善援助事業の鞘 茂目玉 4月16日支出負担行為担当
い }和

働官部基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償
社労働団法基人準和協歌会会山長県

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418044号 平費成精算19に年つ度い哲て働(時向間い等}設定改善援助事業の番託 茂田和 正 4月16日
支働宮都出益労厚負準災生担局管労行労理働為災探省箔補長労償~. 社団法人島根

労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418045号 平費成糟算19に年つ度い労て閣(時伺間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働ゐ災課省担補長労償当

社団法人岡山
い )和 県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長

第0418046号 平費成靖揮19に年つ度い労て閣(時伺間い等)設定改善援助事業の委託 茂田和 正 4月16日
働支宮郎出茎労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担締長労当俊

社団法人広島
県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
4官 4官以E 

第0418047号 平成四年度労働時間輔定改輯助事業の委託 茂田正 4月16日
働支宮出基厚負準生担局労行労働為災省担補労当償

社団法人山口
費精算について(向い) 和

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
郁労災管理課長 会会長

第0418048号 平費成情算19に年つ度い労て働(時伺間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官却出隼労厚負継災生担局菅労行労理働為災線省担補長労当償 社働図基調法償人協会徳会長島進合県労会い )和

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418049号 平成四年度矧時間報定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官郎出茎労厚負準災生担局管労行労理働為災課省繍担長労当償

社団法人香川
費精算について(伺い) 和

労働基準協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418050号 平費成精算19に暗つい背て骨(時伺間い報)定改善援助事業の委託 茂田和 正 4月16日
支働官節闘基労厚負箪災生局銀管労行労纏働為災謀省繍担長労償当 社基団準棒協人会長愛連媛合労会働会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418051号 平費成糟19年度矧時間報定改善援助事 耕輔 茂田正 4月16日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災線省担繍長労償当 社団法準人協会長高会知連県労会算について{伺い 手口

働基 合

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418052号 平成19年度糊時間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日
支働官節出基労厚負箪災生鍾局管労行労理働為災線省担補長労償当 社団法準人協会福会長岡連合県労費精算について{伺い} 和

働基 会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
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第0418053号 平成19年度労働時間等設定改善援助事業の委託 茂田正 4月16日支出負担行為担当 社団法人佐賀
費精算について(伺い) 和

働官却基労厚箪災生局管労労理働災課省繍長労償 県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
~~ß: 

第0418054号 平費成糟算19に年つ度い労て働(時{司間い等)設定改善援助事業の書託 茂田和 正 4月16日支官出厚負生担労行働各省担労当 社団法人長崎

働宮市基労準災局管労理災課繍長償
県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
ム~~~

第0418055号 平費成精算19に年つ度い労て働(時伺間い報)帥輯助事業の翻 茂田和 正 4月16日
働支官餌出基労厚負穆災生担局管労行労理働為災課省担繍長労償当

長崎県中小企

業団体中央会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会長

第0418056号 平費成靖算19に年つ度い矧て(時伺間特定改善援助事業の輯 茂田正 4月16日
支働宮蔀溢出労厚負準災生担局管労行労理銚為災課省担補長労償当

社団法人熊本
い )和 県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長

第0418057号 費平成精算19に年つ度い労て働(時伺間い報)定改善援助事業の臨 茂田和 正 4月16日
支働官都出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省握補長労償当

社団法人大分

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
4宮 4古賀巨

平費成靖揮19に年つ度い労て閣(時向間い等)設定改善擾助事業の垂託 茂田和 正第0418058号 4月16日支出負担行為銀当 社団法人宮崎

働官部基労厚摺災生局管労労理働災課省補長労償 県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
会会長

第0418059号 平費成精算四に年つ度い労て曲{時伺間い等)設定改善援助事業の垂託 茂田和 正 4月16日支働官出基厚負単生担局労行労働務災省担補労償当
社団法人宮崎

県トラック協会

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
節労災管理課長 会長

第0418060号 平費成精揮1押につ車い労て働(時伺間い等)設定改善援助事業の書託 茂田和 正 4月16日
支働官係出基労厚負惣災生担局管労行労理働棒災課省担補長労償当 社労働団法基人償鹿協会児会島長県

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日

第0418061号 平成19竿度労由時間等設定改善援助事業白書詑 茂田正 4月16日
支働官部出基労厚負構災生操局管労行労理働為災課省担繍長労償当

社団法人沖縄
費精算について{関川 和

県労働基準協

4月18日 労働基準局勤労者生活部企画課 4月18日
~g;* 

第0418062号 平メン成ト1デ昨サ度集「機作械成設事備業円」安の委全化託費に係の確初定ス町ク通アセ知ス 岩津輔俊 4月 9日支出負担行為担当
気社制団御法会機人器長日工本業電会

働官都基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償

4月18日 労働基準局安全衛生部安全課 4月18日
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第0418063号 平方成に関岬する度高「野機檀措会設実備施の事安業全jの対委粛託の費具の体確的定なの進通め 岩津一 俊 4月 9日支出負担行為担当
中央労働災害知 輔 働官基厚準生局労労働災省補労償
防止協会会長

4月18日 労働基準局安全衛生部安全課 4月18日
部労災管漫謀長

第0418064号 促平成遊の四た時めの『第支三復次事盛業期』の出委総け領出抽険確臨定につ時い融て制割問均実施 若林和 4月11日支出負担行為担当
中央労働災害也

働官郁基労厚準災生局管労労理働災課省儒長労償 防止協会会長

4月18日 労働基準局安全衛生部安全課 4月18日

第0418065号
平成岬町ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛 若林和

4月11日
支働官邸出基労厚負準災生担局管労行労翠働為災課省担補長労償当

生管理手法の調査研究事業』の委託額回確定につ 稼式会社R表通取総締合
いて 也 研究所代

4月18日 労働基準局安全衛生部安全課
役社長

4月18日

第0418066号 平桂成の構19築年配事業IT』のを活委用託額したの新確し定い安全描生管理手 若林和 4月11日
支偽官部出造労厚負猶災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当について 也 社団法人日本

鉄鋼連盟会長

4月18日 労働基準局安全衛生部安全課 4月18日

第0418067号 時に闘す酔る検度討目事ん実腕J健の康委経診断費の叩舗デの確ジタ定ルにつラいジオてグラフイ聞の聞 佐藤 寿 4月10日支出負担行為担当
中央労働災害幸

働官部基労厚喰災生局管労労理働災課省補妥労償 防止協会会長 、

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日

第0418068号 平普成及啓19年尭度事業「じJん暗肺有託明費見輔者同の確す定おにつ育い指て針の 佐藤幸寿 4月10日支出負担行為担当
中央労働災害

働官郎基労厚準災生局管労労理働災課省織長労償 防止協会会長

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日

第0418069号 平費成の額19の年度確定「じにんつ鵬いて冊技術等研憧事業問委託 佐藤幸寿 4月10日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災操省担補長労償当

独立行政注入労働

者健康理福事祉長機構

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日

第04I8070号 備平成すべ"竿き要度件『メにン隠タルするへ検ル討ス事対業策をJの文委録総す費るの事鰍業の績R外"のzに伺つ絞い機て関が晃 品E骨ん三寸ι三 告民む』 4月10日
働支官部出基労厚負調債災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当

中央労働災害

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日 防止協会会長

第0418071号 す平成る研四修年等度支『メ提ン事タ実ルヘ』のル委ス経対費舞の金額実の値協す定るに事つ業い緑て川依制盤備等に閲 品E恰ん-三B信R冒J 4月10日支出負担行為担当 全国中小企業

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日
働宮郎基労厚調降災生局管労労理働災課省補長労償 団体中央会会

長

第0418072号 職た平め成場の復"教年帰育度劃研練メ修等y事にタ業ルにのつヘ書いル院てス繍費不調導のの舗助の労言確働金定者行ののう通再こと知チのサでレきンるν産支業援医の育た成めのの pj(;司=B毛 h胃戸特円マー 4月 1日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働ゐ災課省担篠長労当償

学技法人産業

医科大学理

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日 事長
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第0418073号 平の成傍規1昨事夜業『』の醐委託榊費の凶訴の措檎間定につ約巾、てン績の労働者Aの 問 時 仁木真 4月10日
支出負担行為担当司
働官部基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償

中央労働災害

労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止協会会長

4月18日
課

4月18日

第0418074号
平成畔度『石綿の代替化等促進事業」の書簡 仁木真 4月10日の額の確定について 弓

働支官部出基労厚負準災生局担管労行労理働為災課省補担長労繍当
中央労働災害

労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止協会会長

4月18日
課

4月18日

第0418075号 平専成門四家派年度遣事メ業ンのタル委《託ル費スの不額舗のの磁労定働に者つのい再てチャレ〉ジ支援のための pんE幸三ーZ口二 信広宮」 4月10日支出負担行為担当
衛社団生注図入体全連合国労会働会

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日
働官部基労厚準災生局管労労理働災採省繍畏労償

長

第0418076号 22zzf品'議寝室tgJ242ZEEロヤ基本的事 成毛節 4月10日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省綿担長労償当

日本商工会議

4月18日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 4月18日 所 会 頭

第0421001号

4月21日

第0425001号
平成時宜「械における労働阻防止対 策の克 イサ11裕 4月14日

支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当 労林働梁災木害会材防長製止造協業会案事業」の精算につ吋 由

4月25日 労働基準局安全衛生部安全課 4月25日

第0425002号 塁君主菜3?る語、Zi謀長すJE需主)合評置 遠藤香奈映 4月16日
支働官節出基労厚負穆災生担局管労行労理働為災謀省鐙繍長労償当労働基準局労災補償部労災保険業務 厚生労働大臣

4月25日
室

4月25日

第0425003号 諸ZZE認ZEtTff芳見勘定時る物 岸邦之 4月25日
労労理働労官災保災勘労険管定働特理物基別課品調会長障管局計 会計検査院長

4月25日 労働基準局労災補償部労災管理課 4月25日

第0425004号 語ZZ5謹2152Z2芸 能 空 間 係る物 岸邦之 4月25日
労労理働官災保勘労険定働特物基別品箪会局管計

厚生労働大臣

4月25日 労働基準局労災補償部労災管理諜 4月25日 労災管理課長

第0428001号 平自成主的畔改醐善事重業費労確閣定によ通る知臨書及時び返防還止命の令た書めの 米村慎 4月14日
働支官節出基労厚負準災生担局管労行労理働治災課省担術長労償当

中央労働災害

防止協会会

4月28日 労働基準局監督課 4月22日
長
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第0428002号 債権発生通知書
米村慎

4月14日
支災官補出労負償働担都課基行労長準為災局担管労理当 歳入徴収官

労働基準局長

4月28日 労働基準局監督課 4月22日



基労管発発議文書台帳

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0508001号 平成19年度「建設業における総合的矧賠防止 小)11裕 4月17日
働支官都基出労厚負信災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

建設業労働災
対荒推進事業」の精算について 由

害防止協会会

5月 8日 労働基準局安全衛生部安全課 5月 8日
長

第0508002号 債権発生通知書 小川裕 4月17日
働支官部出基労厚負輩災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 歳入徴収官由

労働基準局長

5月 8日 労働基準局安全衛生部安全課 5月 8日

第0508003号 平成業19」年香度託「額林の業確チ定ェーにつンソいーて取扱労働者齢促 堀内克 4月 8日
働支官爾出基労厚負翠災生担局管労行労渥働為災課省担補長労償当 労休働業災木寄会材防長製止造協業会進事 浩

5月 8日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月 B日

第0512001号 債権発生通知書
土田容

4月23日
支働官部出基労厚負準災生銀局管労行労理働為災課省担繍長労償当 労歳労働働入保徴省険局収労特長宮働別厚昼会生準E十子

5月12日 労働基準局監督課 5月12日

第0512002号 平成19年庄官公需契約美清額且び平成20年度 斎藤寛
5月 9日官公需契約見込額等の取りまとめについて[図書) 孝 労災補償部労 大臣官房会計

災管理課長 課長

5月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 5月12日

第0516001号 平助成事業19年の度委託小費説損幡事町業確揖定等及団E体増安額全の宿返生還活に動つ援 渥、一美、移J 4月15日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災採省担械畏労当慣 中央労働災害

いて
防止協会会長

5月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月15日

第0516002号 雲監言語耳鼻立嘉誠器開体渥美彩 4月15日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省補担長労当償 労歳働入基徴準収局官長

5月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月15日

第0516003号 平成1昨度闘職場形成促進轄の垂託費の額 渥美彩 4月15日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

の確定及び残額の返還について 中央労働災害

5月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月15日
防止協会会長

第0516004号 塁昔話喜2rzz:f度快適職場形成促進事渥美彩 4月15日支働官出基厚負箪生局担労行労働為災省補鍵労償当 歳入徴収官

5月16日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 5月15日 部労災管獲課長
労働基準局長

第0522001号 平成岬の度額の「化確学定物に質つにいよてる有害性調査事業jの 仁木真 4月21日
委託費 司

支働官都出基労厚負調慣災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 中央労働会災害長

労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止協会

5月22日
課

5月22日



基労管発発議文書台帳

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0522002号 債査権事量業生書通託知費書の確[平定成の1た9竿め車)化学物質の有害性調
仁木真

4月21日
司

厚憎生局災労労管働災理省補課償労長働部基労 労歳働入基徴準収局官長

5月22日
労働基準局安全衛生部化学物質対策

課
5月22日

第0522003号 平駒成賞対岬策度事業「職j制の委こお託費けるのシ額ッのク確ハ定ウスに症つ候い群て原因 仁木真 4月22日
働支官部出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災謀省補但長労償当

司 中央労働災害

5月22日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止協会会長

課
5月22日

/ 

第0522004号 慣権措生質通対知策事書業(聴書域託に費おのけ確る定シのックたハめウ)ス症侯群
仁木真

4月22日原因物 司 厚箪生局労労働災省補償労働部話労 歳入徴収官

5月22日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 災管理課長 労働基準局長

課
5月22日

第0526001号 平の成確定時につ度い「化て学 物 質 盟 諸 事 業J委託費の額 仁木真 4月28日
の確 司

働支官都出基労厚負箪災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 中央労協働会災害

5月26日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止 会長

課
5月26日

第0526002号 慣櫨措生通知書(平成19年度化学物費管理支援 仁木真
4月28日事業委託費の確定のため) 司

厚箪局生災労労管働災理補省課償労長働節労基 労歳働入基徴準収局官長

5月26日
労働基準局安全衛生部化学物質対策

課
5月26日

第0526003号 平露成防止岬対度策事「建業築j物吾解託体費作の額業等の確に定おける石綿ぱく 仁木真 4月30日について 司
支働官的基出労厚負穆災生担局管労行労理働為災課省組補長労償当

建設業労働災

労働基準局安全衛生部化学物質対策
害防止協会会

5月26日 5月26日
長

課

第0526004号 債権発生通知書{建築物解体作業等における石綿 仁木真 4月30日ばく露防止対掃事業委託費の確定のため) 司
厚穆生局災労労管働災理補省課労償長働部労基 労歳働入基徴準収局官長

5月261=1
労働基準局安全衛生部化学物質対策

課
5月26日

第0526005号
平成岬度「職場におけ靴学物質のリスク評恒推 仁木真

4月28日進事業J委託費の額の確定について 司
働支官郵出基労厚負準災生担局管労行労理働為災輝省担補長労償当 中央協労働会災害

5月26日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止 会長

課
5月26日

第0526006号 檀質撞のリ尭ス生ク通評知価書推進(平事成業19垂年託度費職の場確に定おのけたるめ化)学物
仁木真

4月28日
可

厚箪生局災労労管働災理補省線償労長働却基労 歳入徴収官

5月26日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 労働基準局長

課
5月26日

第0526007号
平成四年度「硝分析機関能力向上事業J委託費 仁木真

4月25日の額の確定について 司
働支官郎出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省控繍長労償当

社団法人日本作

労働基準局安全衛生部化学物質対策
業環境測定悔会会

5月26日 5月26日
長

課
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文書番号 件名 起案者
起案月
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決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0526008号 蹄託費位の確置定の知た書め{石)綿分析機関能力向上事業番 仁木真 4月25日
司

厚準生局災労労管働災理省補課労償長働都労基
歳入徴収官

5月26日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 労働基準局長

課
5月26日

第0527001号 委託費確定通知書及び返還 赤尿真弥子 5月15日
支働官部出基労厚負猶災生担罵管労行労淫働為災県省担補長労償当

社団法人日本労

命令書 使関係研究悔会会

5月27日 大臣官房地方課 5月27日
長

第0527002号 債権発生通知書 |赤塚真弥子 5月16日
労償働部基労構災局管理労災課犠長

歳入徴収官
5月27日 大臣官房地方課 5月27日 労働基準局長

第0528001号 震翠ま言語脇信号明する入札に 岡満 5月19日
支働官部基出労厚負猶災生担局管労行労理働為災課省担橋長労償当

5月28日
労働基準局労災補償部労災保険業務 厚生労働大臣

室
5月28日



基労管発発議文書台帳

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0604001号
平成1り昨試験宜』「呼眼用保護具の性能の確保のための 杉山彰

4月16日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

社 団法人産買取 の実施に関する委託費の額の確定に 1、ロι 

ついて 業安全技術協

6月 4日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月 4日
会会長

第0613001号
時 1昨度『判、規模事業湯を対象とした危障性 若林和

5月12日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担繍長労償当

J<Iま有害性等の調査普及促進事業』の委託額の確 也 社団法人日本労
定について 働安全衛生コンサ

6月13日 労働基準局安全衛生部安全課
Jレタント会会長

6月12日

第0613002号 輔グ開催"事時業』『の安委全託衛績生のマ確ネ定ジメにンつトいシてステムに閣内崎酬+附アロ 若林和 5月 2日
支働官部出基労厚負構災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

財団法人日

也 本ILO協会会

6月13日 労働基準局安全衛生部安全課 6月11日
長

第0613003号 耐"""強N姐Hダ知イ書ア問ログ開催9年事度第f』安の全寄衛託生費マのネ檎ジ定メのYたMめ}テム!こ関する 若林 和 5月 2日
支働官郎出基労厚負調債災生担局管労行労理働為災課省担繍長労償当

歳入徴収宮也
労働基準局長

6月13日 労働基準局安全衛生部安全課 6月11日

第0613004号 平成19の年墨度託「費究遇の額措の確虫定害に防つ止い個て別指導等実施 若林和 5月12日支働官出基厚負皐生犯局労行労働為災省総補労償当 陸上貨物運送事業
事業J 也

労働災害会防長止悔会

6月13日 労働基準局安全衛生部安全課 6月11日
部労災管理課長

第0613005号 債個権別融指導通等知実書施事(平業成」の岬委託度費f交の通確労定働の提た害め防)止 若林也和 5月12日
支働官路出基労厚負'"災生抱局管労行労理働為災課省繍担長労償当

歳入徴収官
労働基準局長

6月13日 労働基準局安全衛生部安全課 6月11日

第0618001号 平定成及岬度女性と仕事結合支援事業委託費の瞳 岸野友 5月28日L'購輔の返還につ川 香
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労当償

財団法人女

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策
性労働協会会

6月18日 6月18日
畏

課

第0618002号 慣擢尭生通知書(平成19年度女性と仕事韓合支援 岸野友 5月28日事業委託費の確定のため) 香
支働官尚基厚負箪生担局労行労働為災省担補労償当 歳入徴収官

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策 労働基準局長

6月18日 6月18日
部労災管理線長

課

第0625001号 憤安樟全智昌生生総通知合研書究(平所成施19設年整度備費組補立助行金政の法確人定労の骨 小川 明 6月20日支官出労負働担基行準為局担労当 歳入徴収官
ため) 良

災補償部課労長災管理 労働基準局長

6月25日 労働基準局安全衛生部計画課 6月25日

第0626001号 間?ff主主212翠2Z型車号荒事業」 杉山満 5月16日
支働官節出基労厚負車災生担馬管労行労理働為災操省担補長労償当

中央労働災害

6月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月25日
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 発 信

決裁月 者
受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0626002号 需主鑓言語書課島22525向 杉 山 満 5月16日
働支官部出萎労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

歳入徴収官

6月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月25日 労働基準局長

第0626003号 22間(号諸島註2EAifすザ杉山満 5月16日
支働官部出基労厚負構災生担局管労行労理働ゐ災課省担補長労償当 学財援国興法財人団産理業事医長

6月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月25日

第0626004号 憤権塾生通知畜(平成19年度産業医等匡師等を 杉山満 5月16日支出負担行為担当
対象とした駅~等事業垂託費の額の確定のため}

働官節基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償
歳入徴収官

6月26日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 6月25日 労働基準局長

第0630001号 情報システムの調達に闘する入札に儲融合評価 今福智 6月13日落札方式による調達町実施について(協議) 博
支働官都出基労厚負準災生担局管労行労理働為災操省担補長労償当

労働基準局労災補償部労災保険業務
厚生労働大臣

6月30日 6月30日
孟{主



基労管発発議文書台帳

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0703001号 平成19曜特別な伽毘制度普及促進事業委託費 松本匡 6月 6日
確定通知書 史

支働官部出基労厚負準災生担局菅労行労理働為災県省担補長労償当
財団法人さわ

労働基準局勤労者生活部勤労者生活
やか福祉財団

7月 3日 7月 3日
理事長

課

第0703002号 債権発生通知書
松本匡

6月 6日
史

厚準生局災労労管働災理省補探労償長働節基労 歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活 労働基準局長

7月 3日
課

7月 3日 . 

第0703003号 債権発生通知書
松本匡

6月 6日
史

厚準生局災労労管働災理省補課労償長働部基労 歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活 労働基準局長

7月 3日
課

7月 3日

第0703004号 慣撞発生通知書(平成19年度産業匡学助成費補 小)11明 6月18日
支災官出補労負償働担部課益行労長準為災局担管労理当助金の確定のため) 良 歳入徴収宮

労働基準局長

7月 3日 労働基準局安全衛生部計画課 7月 3日

第0725001号 古曲者虫害補慣保暁における職員による不正受給 横山靖 7月25日に関する返還請求について(伺い) 訟1ロと 労働基準局労災繍 各都道府県労働局編

償郎労災管理県長
労働基箪鄭労災

7月25日 労働基準局労災補償部労災管理課 7月25日
償謀長



基労管発発議文書台帳

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0801001号 慣費権補晃助金生遇町確知定書の(平た成め1}昨E労骨虫害防止対買 小j良I1 明 6月27日支出負担行為担当
歳入徴収官

災官補労償働部課基労長準災局管労理
労働基準局長

8月 l日 労働基準局安全衛生部計画課 8月 lS

第0801002号 憤費補擢措助生金通の確知定書の(平た成め1)9年度労働虫害防止対粛 イサ良I1 明 6月27日
支災官出補労負償働銀部課基行労長準為災局担管労理当 歳入徴収官

労働基準局長

8月 l日 労働基準局安全衛生部計画課 8月 l日

第0801003号 債権発生通知書 福田浩 7月 8日
働支官部出基労厚負調医災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 労労歳働働入保省検険労収長働符官別溢厚会準生局計

規

8月 1日
労働基準局労災補償部労災保険業務

8月 l日
室

第0801004号 重平成託費岬の確度定労及提特峨別輔介謹の施返設還援護につ事い業てにかかる 福田規浩 7月 8日
働支宮都出基労厚負傘災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当

財団法人労災

労働基準局労災補償部労災保険業務
ケアセンター

8月 1日 8月 1日
理事長

室

第0801005号 債権発生通知書 田母神圭司 7月25日
支働官部出基労噛厚準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 労歳働入省徴直労長働宮纂厚準生局

8月 1日 労働基準局勤労者生活部企画課 8月 1日

第0801006号 委託費確定通知書 田母神圭司 7月25日
働支宮節出基労厚負構災生担局管労行労理働為災課省補担長労償当 働社基司事合法会関人会係全団長国体労選

8月 1日 労働基準局勤労者生活部企画課 8月 1日

第0818001号 平成四年度開ケアサボト事業にかかる垂託費 岡満 8月 4日の確定及び残額等の返還について

支働官部出基労厚負箪災生局担管労行労理働為災課省担繍長労償当
財団法人労

労働基準局労災補償部労災保険業務 災年金福祉協

8月18日
室

8月13日 4官官4 品巨

第0818002号 債権発生通知書 岡満 8月 4日
支働官部出基労厚負調医災生怨局管労行労理働為災課省組補長労償当 労労歳働働入保省徴険労収長働特官別基厚会調医生局計

8月18日
労働基準局労災補償部労災保険業務

8月13日
室

第0822001号 平業成」に昨つい度て「の安委全託智費生の情確報定セのン通ター知運及営び番残託額事四返 田中 幸 5月20日
支働官出基品厚箪生担局労行労働為災省怨繍労償当 中央労働災害

還について 彦
訪止協会会長

8月22日 労働基準局安全衛生部安全課 8月22日
鉱労災管理課長

第0822002号 タ世一権軍措童生委通託知事書業(平」書成託四費年の度確「安定企の画た生め情)報セン 田中 幸 5月20日
支災宮繍出労負償働担部課基行長労準為災局担管労理当理 彦 歳入徴収官

労働基準局長

8月22日 労働基準局安全衛生部安全課 8月22日
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日

第0902001号 苦当た虫っ報て告のの留適意正点化lに関する地方唖談会の開催に 下野豊
8月28日こついて 和 融提制出，守備時棺酎師融.輔開師自同毘問雌2・語管 都道府県労働

局長
9月 2日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月 2日

第0903001号

9月 3日

第0903002号
母性憧鹿管理サピス事業及び働く女性の妊娠・

8月20日出産に関する健康管理支援事業垂託費に係る遭 高須賀左知 支出負担行為担当 財団法人女還請求書

雇用均等・児童家庭局職業家庭向立 働官部基労厚準災生局管労労理働災線省補長労償性労働協会会

9月 3日 8月29日
長

諜

第0903003号 債権発生通知書 晶須賀左知 8月20日
支働官部出基労厚負調陣災生担局管労行労理働為災謀省担繍長労償当雇用均等・児童家庭局職業家庭両立

歳入徴収官

9月 3日 8月29日 労働基準局長
課

第0903004号 女性と仕事総合支援事業委託費に 工藤信 8月15日
働支官都出基労厚負箪災生担局管労行労狸働翁災線省担繍畏労償当

財団法人女係る返還請求書

雇用均等・児童家庭局庭用均等政策
性労働協会会

9月 3日 9月 2日 長
課

第0903005号 債権発生通知書 工藤伝 8月15日支出食生昆行為怨当

9月 3日 庭用均等・児童家庭局雇用均等政策課 9月 2日
災官補労償働部課基労長準災局管労理労歳働入基徴準収局官長

第0904001号 委託費確定通知書 伊東雄規 8月 6日働支官出基厚負傘生担局労行労働為災省担繍労倹当財険団情法報事人セ長ン労ター災理保

9月 4日 労働基準局労災補償部補償課 9月 4日
郎労災管理課長

第0904002号 債権発生通知書 伊東規 8月 6日
支働官都出基労厚負僧災生担局管労行労理働為災線省補担長労償当歳入自労民収働官基厚準生局労雄 働省 長

9月 4日 労働基準局労災補償部補償課 9月 4日

第0905001号
「タクシー乗車券使用規程Jの策定 中村昭

9月 5日 内部部局について 彦 労償働部労基調災医局管理労災課補長

9月 5日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月 5日
長

第0910001号 債権発生通知書
松本匡

8月 6日
史 厚準生局労労働災省補労償働鶴基労歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活 災管理課長 労働基準局長
9月10日

課
9月 8日
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第0910002号 平成19年度委託費の確定に 岸邦之 8月14日
支働官部出基労厚負箪災生担局管労行労寝働為災課省担補長労償当 財社会団会野保法保病険人険院医絹大療院岡牟協長県回会社吉ついて

9月10日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月10日

第0911001号

9月11日

第0924001号
特定調達契約等に関する統計等に 斎藤寛

9月19日
ついて(回答) 孝 労働基準局労災禍 大臣官房会計

償部労災管理課長 課長

9月24日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月24日

第0926001号 平成び19返度還棚命令時書間鞘読センター事業費確定通 片平寛 5月 7日支出負担行為担当

社基団準法関人係全団国体労連働合知及 士
働官部基労厚構災生局管労労理働災課省補長労償

労働基準局監督課
会会長

9月26日 9月25日

第0926002号 債権発生通知書
片平寛

5月 7日
支働官郁出基労厚負準災生担局管労行労理働ゐ災線省担補長労償当土 歳入徴収官労

働基準局長

9月26日 労働基準局監督課 9月25日

第0926003号 平成費19確度定新通規知溜及耕び返輔還命就令業書環境整惜サポート 片平寛 5月 7日
働支官出基厚負準生担局労行労働為災省担補労償当 社益団準法関会人係会全団長国体労連働合輔 士

9月26日 労働基準局監督課 9月25日
部労災管理課長

第0926004号 債権発生通知書
片平寛

5月 7日
働支官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担繍長労償当土 歳入徴収官労

働基準局長

L_  
9月26日 労働基準局監督課 9月25日
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第1001001号 お『健け康る保個険人不情支緯給の決n定.. 者b呼にこ対つすいるて労』の災一保部険改給日付このっ待求、てに係る勧戚等に
下野豊

9月25日
和 厚準生局労労働災補省償労働都基労 都働道基府務部県労労働災補局償労

10月 1日 労働基準局労災補償部労災管理課 9月25日
災管漫課長 線長

第1008001号
委託事業費確定通知及び返 小J11貴

7月18日
働支官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

財 団法人国

還命令書 志 際研修協力機

10月 8日 職業能力開括局海外協力説外国人研修推進室 10月 8日
構 会 長

第1008002号 債権発生通知書 小川貴 7月18日
支災官補関労負償働担都課基行労長稽為災局担管労理当 歳入徴収官志

労働基準局長

10月 8日 職業能力開発局海外協力課外国人研信推進室 10月 8日

第1016001号
労働基準行政関係功労者表彰候補 北原利

10月16日者の推薦について 恵 労償働部基労災惣局管理労災課補長
労働基準局総

務 課 長

10月16日 労働基準局労災補償部労災管理課 10月16日

第1021001号
政府調達に関する統計等について 斎藤寛

10月20日
(回答) 孝 償労働部基労準災局管理労災課繍長

大臣官房会計

課長

10月21日 労働基準局労災補償部労災管理課 10月21日

第1021002号 石綿による憧康被害時期こ関する法 齢 世 渡辺駿 10月16日
厚準生局災労労管働災理省補課労償長働部基労 都働道茎府準部課県労労長働災局繍償労改正する法律の描行に揺る周知広報について

10月21日 労働基準局労災補償部労災管理課 10月21日

第1029001号 説話三レス対東の撞港関連事業委託費時る 杉山満 10月21日支出負担行為担当
中央労働災害

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日
働官部基労厚穆災生局管労労理働災課省補長労償 防止協会会長

第1029002号 債権発生通知書 杉山満 10月21日
支働官出基厚負準生担局労行労働為災省短禍労償当 歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 部労災管理課長
労働基準局長

第1029003号 債権発生通知書 杉山満 10月21日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働待災課省値補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029004号 債権発生通知書 杉山満 10月21日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災線省担補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長
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第1029005号 債権発生通知書 杉山満 10月21日
支働官鰐出基労厚負箪災生担局管労行労混働為災線省担舗長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029006号 債権発生通知書 杉山満 10月21日
支働官部出基労厚負憎災生担局管労行労理働為災課省担繍長労慣当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029007号 小規模事業場等団体安全措生活動援助事業番託 渥美彩 10月17日
支働官却出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

費に係る返還誇求書 中央労働災害

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日
防止協会会長

第1029008号 債権発生通知書 渥美彩 10月17日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029009号 債権発生通知書 渥美彩 10月17日
働支官訴側基労厚負構災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029010号 債権発生通知書 渥美彩 10月17日
支働官都出基労厚負箪災生鑑局管労行労理働ゐ災錬省担繍長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029011号 債権発生通知書 渥美彩 10月17日
支働官部間基労厚負準災生局担管労行労理働為災課省担補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029012号 債権発生通知書 渥美彩 10月17日
支働官舗出基労厚負準災生担局管労行労理働為災観省抱補長労償当

歳入徴収官

10月29日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 10月29日 労働基準局長

第1029013号 化学物置による労働民害防止持事業に間観仁木真 9月30日
費}鳴る返還請求書 司 支出負担行為担当

働宮郎基労厚箪災生局管労労理働災課省補長労償
中央労働災害

労働基準局安全衛生部化学物質対策 防止協会会長

10月29日
課

10月29日

第1029014号 債権発生通知書 仁木真 9月30日
支出負担行為担当司
働官節基労厚準災生局管労労理働災課省補長労償

歳入徴収官

労働基準局安全衛生部化学物質対策 労働基準局長

10月29日
課

10月29日
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第1029015号 債権発生通知書 仁木真 9月30日
司

働支官部出基労厚負調医災生担局管労行労理働為災線省担犠長労償当
歳入徴収官

10月29日
労働基準局安全衛生部化学物質対策 労働基準局長

課
10月29日

第1029016号 債権発生通知書 仁木真 9月30日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

司
労歳働入基徴準収局官長

10月29日
労働基準局安全衛生部化学物質対策

謀
10月29日
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日

第1104001号
証票の無効公告の官報掲載につい北原利

11月 4日
て(依頼) 恵 厚生局災労労管働災理省補課労償長働部基

強印刷立行局政官法報人グル国ー立
" 労

11月 4日 労働基準局労災補償部労災管理課
プ長

11月4日

第1104002号 労 骨 基 準 局 報 告 倒 規f菅402用紙帳簿等印刷物所 嘉藤達
11月4日要望止調」の報告について 良日 物品管労理災宮繍償労働部基 物県品労働管理局官総都務道郎府総

準局 労

11月 4日 労働基準局労災補償部労災管理課
災管寝線長 務課(会計課)長

11月4日

第1112001号 者知舗広に報よにる係健る康交俊通奮広の告教割夜引に適閣用すのる注取舗律のにつ簡いてを改{伺正もす町}る訟律の周 1ずε陀えWl向跨が号え也 11月12日
厚箪生局災労労管働災理省補課償労長働部労基

株式会社ジェイア

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日
ニルケー西シ日ョ本ンコズミ北ュ

陸支底長

第1112002号 省初総広Iこ絡よにる係健る康交健通審広の告投割前引に麹周周すのる法.舗掃のにつー巾舗、てを改{伺宣いす}る法律の周 守，'-'的之=~点ζ7エ1乙 疋夜汐和ζ 11月12日
厚懲生局災労労管働災理省補課労償長働郁基労

京王電鉄株

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日 式会社

第1112003号 宥知鋭・広に聴よにる係健康る交被通害広の告敷割設引に適翻淘すのる桧申輸律のにつ-ゆ~、Hてを改{伺正いす}る法律の周 1守5話ζ予2ぷ21句腎務。也ζ 11月12日
厚準生局災労労管働災理省補課労償長働部基労

株式会社小

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日
田急エージェ

ンシー

第1112004号 石知綿広に報よにる係櫨る康交被通奮広の告秩割演引に適閲用すのるお申色律簡のにつ-いm金て政〈向ζいす}る法律の周 7ll区えF2Aζl寸t尾蒔ヨ砂也に 11月12日
厚種生馬災労労管働災理省補限償労長働都基労

東武鉄道株

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日 式会社

第1112005号 石知舗広に報よにる係健る康安被通害広ゆ告敏割演引に適関用すのる法申"律のにつ一い郎会て改(伺正いす}る法律の周 ず1l:i隠之[ill疋露宕務え也 11月12日厚生労働省労働基 九州旅客鉄道徐式

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日
準局災労管災理補謀償長部労 会社代社表長取締役

第1112006号 右知舗広に舗よにる係健る康交篠遇警広の告教割済引に瑠隠周すのる訟申賜俸のにつ日部いてを改{伺正いす}る法律の局 i乙隠え522J乙7毛寸 向穿。号也ζ 11月12日
厚僧生局災労労管働災理補省限労償長働部基労

株式会社ジ

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日
ェイアーノレ北

海道

第1112007号 石知舗広に報よにる係健る康交篠通畜広初告救割訴引に適関用すのる法申律舗のにつ一部い会て改{伺正いす}る法律の凋 守1e的え=.::;ぷζ7乙1 R陪M和え 11月12日
厚準生局労労働災省補労償働部基労

株式会社ジェ

ー 11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課
イアール四国

11月12日 災管理課長 企画

第1112008号 有知線広に織よにる係健る康交篠通害回広告数割~引に着闘用すのる注申俸簡のにつー認いをて改(伺Eいす)る法律の掬 t守~定f':::点21 花陪玖和ζ 11月12日厚生労働省労働基
株式会社クェイア
-"東海エージェ

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日
準局災労管災理補課償長部労 ンシー静岡支E

畏

J 
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第1112009号 石知厳広に報よ位る係健tる義交援通警広の告4庶割務引に適関用すのる法亭律舗のについ続て金改{伺正いす〉る法律の関 守w恰え=-::必τa寸t疋隊砂出ミ 11月12日
厚準生局災労労管働災理省補課労償長働部労基 妹ンルシ式ー東会部施社交長zン通ェ-広イJ告アェ

11月12日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月12日

第1114001号 望号古語義222?、2メノレアドレス追加構 吉田重量 11月14日
働支官訴出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当 富ュ士-通宿，嗣営f~事盆飾実佐曾家.師官飾M畏茸Yヲ

11月14日 大臣官房地方課 11月14日

第1126001号 医薬品に間取引価格の相臨時臨時 新井裕 11月26日
厚準生局災労労管働災理省補課償労長働締労基 独者健立理行康担可福攻当祉法理徴人事格労働経正について 規

11月26日 労働基準局労災補償部労災管理課 11月26日
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第1203001号 平g早A成Zl毒gE竿E費度の『中簡小の企確集定鋤通労知者及福び祉返サ還ー命ピ令ス書センタ 指導径功業努1に λI苦司言、 すフ立て;5汰1: 8月28日
支働官出基厚負箪生担局労行労働為災省補担労償当 社企団業ピ法勤ス人労セ全者〆タ福国祉中会小サ

12月 3日
労働基準局勤労者生活部勤労者生活

12月 3日
課

郁労災管理録長 長

第1203002号 債権発生通知書 原英史 8月28日
支働官出基厚負構生担局労行労働為災省担繍労償当

労働基準局勤労者生活部勤労者生活
歳入徴収官

12月 313 12月 3日 労働基準局長

課
郎労災管理曜長

第1217001号 債権発生通知書 秋山英 12月12日
司

厚増生局災労労管働災理補省課労償長働都基労
歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活 労働基準局長

12月17日
課

12月17日

第1217002号 債権発生通知書 秋山英 12月12日
司 厚生労労働災省補労償働部溢 歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活
準局 労

労働基準局長

12月17日 12月17日
災管理謀長

課

第1217003号 債権発生通知書 秋山英 12月12日
司

厚準生局災労労管働災理省補課労償長働部基労 歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活 労働基準局長

12月1713
課

12月17日

第1217004号 債権発生通知書 秋山英 12月12日
司 厚生労働省労働基 歳入徴収官

労働基準局勤労者生活部勤労者生活
司降局労災補償都労

労働基準局長

12月17日 12月17日
災管理課長

課

第1219001号 平成19年度委託事業における委託費幡町確定 武知正 5月27日
支働官却出基労厚負準災生担局管労行労理働為災線省担補長労償当について 文 中央労働災害

防止協会会長

12月19日 労働基準局安全衛生部計画課 12月19日

第1224001号 平ー成ト事14業年委度託新費規の起返業抽事に業つ場bの労酎条件整備サボ 友住弘一郎 12月19日支出負担行為担当
、て(命令)

働官額基3労厚箪災生局管労労理働災曙省補長労償

(社)全国労働基準
関係団体i皇合会会

12月24日 労働基準局監督課 12月24日 長

第1224002号 平成15年度新t費規の起返業s事業場の、て労(命骨令条)件整備サボ 12月19日
支働官部出基労厚負準災生担局管労行労理働為災明省担補長労償当

ート事業委託の返納につu 友住弘一郎 (社)全国労働盆草
関係団体連合会会

12月24日 労働基準局監督課 12月24日 長

第1224003号 zfPEESE古Z52EEZ品主主主1Z〈品?ZiTお2?め 友住弘一郎 12月19日
支働官都出基労厚負構災生担局管労行労理働為災目省黒担補長労償当

(社)全国労偽造懲

12月24日 労働基準局監督課 12月24日
関係団体連合会会

長
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第1224004号 Z2251fZZ鰐 3E2252主主主税rfmzzf 友住弘一郎 12月19日支官出厚負生担労行働為省担労当 (社)全国労働基惜

12月24日 労働基準局監督課 12月24日働却基労準災局管労理災謀繍長償
関係団体長連合会会

第1224005号 債権発生通知書 友住弘一郎 12月19日
働支官額出基労厚負箪災生担局管労行労寝働為災課省担補長労償当

歳入徴収官

12月24日 労働基準局監督謀 12月24日 労働基準局長

第1224006号 債権発生通知書 友住弘一郎 12月19日
働支官出基厚負憎生局担労行労働為災省担繍労償当 歳入徴収官

12月24日 労働基準局監督課 12月24日 都労災管理課長
労働基準局長

第1224007号 債権発生通知書 友住弘一郎 12月19日
支働官前出基労厚負穆災生担局管労行労理働ゐ災現省補担長労食当

歳入徴収官

12月24日 労働基準局監督課 12月24日 労働基準局長

第1224008号 債権発生通知書 友住弘一郎 12月19日
働支官出基厚負壇生担局労行労働災為省補抵労償当 歳入徴収官

12月24日 労働基準局監督課 12月24日 部労災管理線長
労働基準局長
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第0107001号器禁ZP通勤推進協議会J岬る報告書 松本匡 l月 6日
史

支働官鶴出基労厚負準災生担局管労行労理働為災課省担補長労償当

l月 713労働基準局勤労者生活部勤労者生活

支出負担行為担当

1月 7日
官匡官国房土会交計通課省長大

課
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第0316001号 平る物成品昨管理度換用計紙画・帳に簿つ等い印て糊(労組定)同時 嘉藤達 3月13日
基物E品R局管劣理災官補労償働部自日 労分災佳保物険品業管務理室官長
労災管理保長

3月16日 労働基準局労災補償部労災管理課 3月16日

第0316002号 平成21年度用紙帳簿等印刷物償提勘定 ) に か か 嘉 藤 達 3月13日
益物準労品局災管労管理忽災官補篠労償長働郎 府物品県労管鋤理局官絵都務道部る物品管理換計画について 郎

労働基準局労災補償部労災管理課
l<務{会計)眼長

3月16日 3月16日

第0325001号 債権発生通知書 東幸宏 3月23日支出M負担行為担当
歳入徴収官

3月25日 労働基準局労災補償部労災管理課 3月24日
災官補労償働部限基労長調災医局管労理

労働基準局長

第0327001号
繰越計算書(明許繰越しの 小森茂

3月26日
分) 春 相拙害事酎醐脅災幽問審理刷問..労官t帥RE'D厚生慣 厚生労働大臣

3月27日 労働基準局労災補償部労災管理課 3月27日

第0331001号
平及成び岬「物品酎増減働及時び険現特在別額会報許告「物書品管理計算書」 嘉藤達

3月25日J等の提出につ
労労物働災品省補管理労償理課働部官長労基厚準災生局管 島帥t相健闘晒時総展省間総開関L【宮会削批労閣畑畑長いて 郎

3月31日 労働基準局労災補償部労災管理課 3月31日

第0331002号 平成20年度労働保険特別会計決 崎浜淳
3月27日

算について 太 償労働部基労準災局管理労災課補長
都道府県労働

局長

3月31日 労働基準局労働保険徴収課 3月31日


