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H22.4.12 定に基づく計画眉の審査について
建安全霞課安全対策室指導係
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H22.4.12 定に基づく計画眉の審査について 安建全陵課安全対策室指導係
野上浩

大規模建陵工事針酉審査委員会の
労働基準局安全衛生部

野上浩H22.4.13岡目田園山田甲守，.. 山4曹V由--占........1，について
建安全設課安全対策室指導係
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労働基準局安全衛生部

野上浩安全課H22.4.13 開催及び経費の支出について
建股安全対策室指導係
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安全課 野上浩第1号 H22.6.11 定に基づく計画届の審査について
建設安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3項の規
労働基準局安全衛生部

野上浩安全謀第2号 H22.6.11 
定に基づく計画届の審査について

建霞安全対策室指導係
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文書番号 決裁目 件名 起事担当・ 起案者 起 E 行先 行者 備考

労働安全衛生法第88粂第3項の規 労安建働設全課基安準局安全衛生部 東京労働 安全衛生
基安発0728第3号 H22.7.28 

定に基づ〈計固届の審査について
野上浩一 H22.7.8 

局長 部畏
全対策室指導係

ヲ守働安全づく衛計生画法届第の8審8条査第に3つ項い目て規
労働基準局安全衛生部 東京労働 安全笥生

基安発0728第4号 H22.7.28 安全課 野上浩一 H22.7.8 
定に基

建設安全対策室指導係
局長 部長

基安発0802第1号 H22.7.30 
移動式ウレーンの使用検査に係る手 労働基準局安全衛生部

島崎祐希 H22.7.23 
神奈川労 安全衛生

数料について 安全課 働局 部長

基安発0803第1号 H22.8.3 職員の海外渡航手続について〔依頼)労働基課準国局際室安全衛生部 安部敏志 H22.8.3 
大臣官房 労局働安基全衛準

計画 国際課畏
生部長

『足場からの墜落防止措置の効果検 労働基準局安全衛生部
委員の所 安全衛生

基安発0811第1号 H22.8.11 証・評価
安建最全課安全対集室指導係

野上浩一 H22.7.16 
属長 部長

委員会』の開催について

「足場からの墜落防止搭置の効果検 労働基準局安全衛生部
安全衛生

基安発0811第Z号 H22.8.11 証・評価 安全課 野上浩一 H22.7.16 参集者
部長

委員会』の開催について 建設安全対策室指導係

大規催模及び建設工事計画審査委員会の 労働基準局安全衛生部
安全衛生

基安発0812第1号 H22.8.12 安全課安全 野上浩一 H22.8.9 審査委員
開経費の支出について 建設 対策室指導係

部長

労定働に基安づ全〈衛生法第88粂第3項目規 労働基準局安全衛生部
E支大・庖阪Eガ・ス陸H〈線Oラ】閣イン酉 安全衛生

基安発0820第1号 H22.8.20 安全課 野上浩一 H22.7.29 
部長

計画届の審査について 建最安全対集室指導係 エH 星野珊.

労定働に基安づ全く衛生法第88条第3項の規
労安建働全設課基安準全局対 安全衛生部

兵庫労働局

基安発0820第Z号 H22.8.20 野上浩一 H22.7.29 
長 安全衛生
岡山労働局 部長

計画届の審査について 策室指導係 長

平成22年度中小企業者に関する園等
労働基準局安全衛生部

独立行政法衛生人 労働基準
基安発0827第1号 H22.8.27 の契約の

計図謀団体監理係
磯村真志 H22.8.27 総理労働合事研長安究全所 局安全衛

方針の実施について 生部長

事業場における産業保健活動の拡充 労働基準局安全衛生部
安全衛生

基安発0831第1号 H22.8.31 に関する 労働衛生課 山崎琢也 H22.8.26 参集者
検討会へ由参加依頼について 業務第五係

部長

第関のす拡1回る充事検に業討場会に由お開ける産業保健活動
労働基準局安全衛生部

安全衛生
基安発0831第2号 H22.8.31 労働務第衛生課 山崎琢也 H22.8.26 事集者

部長
開催について 業 五係

第の2拡国充事に業場における産業保健活動 労働基準局安全衛生部
部安全長衛生基安発0831第3号 H22.8.31 労働衛生課 山崎琢也 H22.8.26 参集者

関する検討会の開催について 業務第五係

事業場における産業保健活動の拡充 労働基準局安全衛生部
参集者の 安部全長衛生基安発0831第4号 H22.8.31 に関する 労働衛生課 山崎琢也 H22.8.26 
畏

検討会への参加について 業務第五係

労定働に基安づ全く衛生法第88条第3項の規
建労安働全霞課基安準全局対 安全衛生部 舟扇川.崎2木，Ka災豆蹄青同反府木体図長aらlす'"なZ筑る 安全衛生

基安発0907第1号 H22.9.7 野上浩一 H22.8.26 
部畏

計画届の審査について 策室指導係

特適別民間法人の職員の給与水準の
労働基準団局体監安理全衛係生部 労局生働部安基全長準衛基安発田凹第3号 H22.9.8 正化等
計画課

磯村真志 H22.9.8 団体由畏
について

労働安全衛生法第88粂第3項の規 労働基準局安全衛生部
神奈川労 安全衛生

基安発0907第2号 H22.9.7 定に基づ〈 安全課安全 野上浩一 H22.8.26 
働局長 部長

計画届の審査について 建設 対策室指導係

『交流7ーヲ溶接機用自動電撃防止

基安発0908第4号 H22.9.8 
装置』の 労働基準局安全衛生部

中島賢一 H22.8.27 
大臣官房 安全衛生

見直しに関するwro事務局への通報 安全課 国際課長 部長
について

再生砕石の石綿含有産業廃棄物の 労働基準局安全衛生部
村よ健太 関係業界 厚省生労働

基安発0909第1号 H22.9.1 
混の徹入防底止につ等いて

化学物質対策課
部

H22.8.31 
団体

安全衛
化学物質評価室 生部長

再混生入砕防止石の等右綿吉有産業廃棄物の 労働基準局安全衛生部
村上健太 都道府県

厚生労働
基安発0909第2号 H22.9.1 化学物質対策課

郎
H22.8.31 

労働局長 省生部安全長衛
の徹底について 化学物質評価室

「足場からの墜落防止措置の効果検 労働基準局安全衛生部
安全衛生

基安発0916第1号 H22.9.9 証・評価
安建全設課安全対策室指導係

野上浩一 H22.9.3 害集者
部畏

検討会」の開催について

『足場からの墜落防止措置の効果検 労働基準局安全衛生部
部安長全衛生基安発0916第2号 H22.9.9 !iE'評価 安全謀 野よ浩一 H22.9.3 参集者

検討会』の開催について 建設安全対策室指導係

「足場からの墜落防止措置の効果検
労働基準局安全衛生部

基安発0916第3号 H22.9.9 
置・評価

安全謀 野上浩一 H22.9.3 団体町長
安全衛生

検討会」に当たっての意見聴取につ
建態安全対策室指導係

部長
いて
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