
労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第1号 H25.3.26 出納官吏等の任命について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

貝渕　文哉 H25.3.26

労働保険特別
会計官署支出
官労働基準局
長ほか

労働基準局長

基発0401第2号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.21
歳入徴収官
厚生労働省労
働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第3号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.21
歳入徴収官
厚生労働省労
働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第4号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.21
歳入徴収官
厚生労働省労
働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第5号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.21
歳入徴収官
厚生労働省労
働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第13号 H25.3.26 交替検査の実施について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

貝渕　文哉 H25.3.26

分任物品管理
官厚生労働省
労働基準局労
災補償部労災
保険業務課長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第14号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第15号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第16号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第17号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第18号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第19号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第21号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.25

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第22号 H25.3.26
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.26

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第23号 H25.3.25
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.21

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第24号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22 都道府県知事 厚生労働省労働基準局長

基発0401第25号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
中小企業庁長
官

厚生労働省労働基準局長

基発0401第26号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
国土交通省海
事局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第27号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
日本商工会議
所会頭

厚生労働省労働基準局長

基発0401第28号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国商工会連
合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第29号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国中小企業
団体中央会会
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第30号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国社会保険
労務士会連合
会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第31号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22

一般社団法人
全国中小企業
勤労者福祉
サービスセン
ター会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第32号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22

社団法人全国
労働保険事務
組合連合会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第33号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22

社団法人全国
労働基準関係
団体連合会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第34号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国青色申告
会総連合会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第35号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
日本税理士協
同組合連合会
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第36号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
TKC企業共済
会専務理事

厚生労働省労働基準局長

基発0401第37号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国銀行協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第38号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
一般社団法人
信託協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第39号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
一般社団法人
全国地方銀行
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第40号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
一般社団法人
第二地方銀行
協会会長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第41号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
信金中央金庫
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第42号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
全国信用協同
組合連合会理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第43号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
労働金庫連合
会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第44号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22

株式会社商工
組合中央金庫
代表取締役社
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第45号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22
国土交通省建
設流通政策審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0401第46号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22 国税庁長官 厚生労働省労働基準局長

基発0401第47号 H25.3.26
平成25年度中小企業退職金共済制度の
普及及び加入促進について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.3.22 林野庁長官 厚生労働省労働基準局長

基発0401第48号 H25.3.27
平成２５年度労災ケアサポート事業の委
託について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H25.3.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第49号 H25.3.27
平成２５年度労災特別介護援護事業の委
託について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H25.3.25

厚生労働省労
働基準局長、
北海道労働局
長、宮城労働
局長、愛知労
働局長、大阪
労働局長、広
島労働局長、
愛媛労働局
長、熊本労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第50号 H25.3.27
平成２５年度労災特別介護援護事業の委
託について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H25.3.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第51号 H25.3.28
平成２５年度一般会計及び特別会計予算
の実行計画について

労働基準局 総務課 予算
係

小坂　幸司 H25.3.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第52号 H25.3.28
平成25年度労働保険特別会計徴収予算
（労働保険適用徴収業務関係経費に係る
もの）の示達について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

田山　純一 H25.3.26
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第53号 H25.3.29
労働者災害補償保険法施行規則の一部
を改正する省令の施行について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

渡邊　圭彦 H25.3.28
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第54号 H25.3.29

平成２５年度　労働保険特別会計労災勘
定予算（労災補償行政関係費に係るも
の）の支出負担行為計画示達及び支払計
画示達について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 予算係

渡辺　智史 H25.3.29
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第55号 H25.3.26
雇用保険再審査請求事案に係る専門的
事項に関する業務の委嘱について(依頼）

労働基準局 総務課 労働
保険審査会事務室 庶務
係

佐々木　美津
子

H25.3.25 受託者 労働基準局長

基発0401第56号 H25.3.28
労災保険再審査請求事案に係る医学的
専門事項に関する業務の委託について
(依頼）

労働基準局 総務課 労働
保険審査会事務室 庶務
係

佐々木　美津
子

H25.3.25 受託者 労働基準局長

基発0401第57号 H25.3.28
労災保険再審査請求事案に係る専門的
事項に関する業務の委嘱について（依
頼）

労働基準局 総務課 労働
保険審査会事務室 庶務
係

佐々木　美津
子

H25.3.25 受託者 労働基準局長

基発0401第58号 H25.3.27
平成２５年度地方雇用保険監察官が行う
監察・監査及び中央雇用保険監察官の監
察計画について

職業安定局 雇用保険課
雇用保険監察官室

磯村　誠司 H25.3.25
各都道府県労
働局長

職業安定局長、労働基準局
長

基発0401第60号 H25.3.29
「最低賃金に関する実態調査」の実施に
ついて

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.3.26
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第61号 H25.4.1
「今後の労働時間等設定改善業務の進め
方について」の一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

樋下　慶 H25.3.25
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0401第62号 H25.4.1
「今後の労働時間等設定改善業務の進め
方について」の一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

樋下　慶 H25.3.25 都道府県知事 労働基準局長

基発0401第63号 H25.3.29
「働き方・休み方改善コンサルタントの設
置について」等の一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

樋下　慶 H25.3.25
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0401第64号 H25.3.29
国有財産の使用承認に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.28

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0401第65号 H25.3.29
国有財産の使用承認に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.3.28

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第66号 H25.4.1
平成２５年度東日本大震災復興特別会計
歳出予算の移替えについて

労働基準局 監督課 管理
係

瀬戸　邦央 H25.4.1
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0401第68号 H25.4.1 労働基準局の組織の変更等について
労働基準局 総務課 総務
係

中村　隆 H25.4.1
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第69号 H25.4.1 交替検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1

労働保険特別
会計労災勘定
歳入歳出外現
金出納官吏

労働基準局長

基発0401第71号 H25.4.1 交替検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1
労働保険特別
会計労災勘定
収入官吏

労働基準局長

基発0401第73号 H25.4.1 定期検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 徴収係

澁谷　広記 H25.4.1
労働保険特別
会計徴収勘定
収入官吏

労働基準局長

基発0401第75号 H25.4.1
平成２５年度労働保険適正加入促進事業
委託契約の実施について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.3.29
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発0401第76号 H25.4.1 職員の無報酬兼業について
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H25.4.1
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0401第77号 H25.4.1 兼任講師の委嘱について（回答）
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H25.4.1
東京医科大学
学長

労働基準局長

基発0402第1号 H25.4.2 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1
歳入徴収官
岩手労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0402第2号 H25.4.2
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0402第3号 H25.4.2
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0402第4号 H25.4.2
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0402第5号 H25.4.2
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.1

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0403第1号 H25.4.3
労災補償保険審査専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.2

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0403第2号 H25.4.3
化学物質のリスク評価検討会の「第１回
ばく露評価小検討会」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

伊藤　聖 H25.3.18
小検討会参集
者

厚生労働省労働基準局長

基発0404第1号 H25.4.3
労働基準法第８９条に規定する就業規則
及び同法第９５条に規定する寄宿舎規則
の電子媒体による届出について

労働基準局 監督課 企
画・法規係

遠藤　勇樹 H25.3.12
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0404第2号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 札幌法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第3号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 東京法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第4号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 東京法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第5号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4
静岡地方法務
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0404第6号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4
京都地方法務
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0404第7号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第9号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第10号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0404第11号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4
神戸地方法務
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0404第12号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 福岡法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第13号 H25.4.4 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第14号 H25.4.4 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0404第15号 H25.4.4 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 札幌法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第16号 H25.4.4
訴訟救助の付与決定に対する即時抗告
について（回報）

労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.4.4 東京法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0404第17号 H25.4.4
北朝鮮に対する国際連合安全保障理事
会決議第２０９４号の採択について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.4.2
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0404第18号 H25.4.4
平成２４年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.3.26
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0404第19号 H25.4.4
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.4.4
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0405第1号 H25.4.5 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.4.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0408第1号 H25.3.15
労災保険指定医療機関に係る事務取扱
いの一部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課

猿渡　隆樹 H25.3.8
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0408第2号 H25.3.15
労災保険指定医療機関に係る事務取扱
いの一部訂正について

労働基準局 労災補償部
補償課

猿渡　隆樹 H25.3.8
社団法人　日
本医師会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0408第3号 H25.4.8
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.3.28
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0409第1号 H25.4.9
第1回化学物質のリスク評価に係る企画
検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

伊藤　聖 H25.3.18
企画検討会参
集者

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0409第2号 H25.4.9
化学物質のリスク評価検討会の「第２回
ばく露評価小検討会」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

伊藤　聖 H25.3.18
小検討会参集
者

厚生労働省労働基準局長

基発0409第3号 H25.4.9
第１回化学物質のリスク評価検討会の開
催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

伊藤　聖 H25.3.18 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0410第1号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第2号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第3号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第4号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会及び
勤労者生活分科会中小企業退職金共済
部会臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第5号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会及び安全衛生分科会じん肺部会
臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第6号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会中小
企業退職金共済部会臨時委員への就任
について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第7号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第8号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会及び勤
労者生活分科会臨時委員への就任につ
いて（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第9号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第10号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

9



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0410第11号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第12号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第13号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会中小
企業退職金共済部会臨時委員への就任
について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第14号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第15号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第16号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第17号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会及び
勤労者生活分科会中小企業退職金共済
部会臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第18号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第19号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会及び労働条件分科会最低賃金部
会臨時委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第20号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第21号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第22号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0410第23号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員への就任について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第24号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第25号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第26号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第27号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第28号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会及び安
全衛生分科会じん肺部会臨時委員への
就任について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者

労働基準局長

基発0410第29号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第30号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第31号 H25.4.9

労働政策審議会勤労者生活分科会及び
勤労者生活分科会中小企業退職金共済
部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第32号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会及び安全衛生分科会じん肺部会
臨時委員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第33号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会中小
企業退職金共済部会臨時委員に係る承
認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第34号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0410第35号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会及び勤
労者生活分科会臨時委員に係る承認に
ついて（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第36号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第37号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第38号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第39号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会中小
企業退職金共済部会臨時委員に係る承
認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第40号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第41号 H25.4.9
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第42号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第43号 H25.4.9

労働政策審議会勤労者生活分科会及び
勤労者生活分科会中小企業退職金共済
部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第44号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第45号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会及び労働条件分科会最低賃金部
会臨時委員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第46号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会労災保
険部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0410第47号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第48号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第49号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第50号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第51号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第52号 H25.4.9
労働政策審議会労働条件分科会臨時委
員に係る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第53号 H25.4.9
労働政策審議会安全衛生分科会及び安
全衛生分科会じん肺部会臨時委員に係
る承認について（依頼）

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.8
労働政策審議
会臨時委員候
補者所属長

労働基準局長

基発0410第57号 H25.4.10
建設施工管理技術検定試験委員の選任
について（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室

高松　達朗 H25.4.4 団体の長 労働基準局長

基発0410第58号 H25.4.10
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.4.2
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0410第59号 H25.4.10
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.9
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0410第60号 H25.4.10
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.9
関東財務局東
京財務事務所
立川出張所長

厚生労働省労働基準局長

基発0410第61号 H25.4.10
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.9
関東財務局千
葉財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0410第62号 H25.4.10
国有財産の使用許可に伴う債権の発生
について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.10

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0411第3号 H25.4.10
「資料の提出について」の一部改正につ
いて

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.4.10

北海道、新潟
県、長野県、静
岡県、沖縄県
知事

厚生労働省労働基準局長

基発0411第4号 H25.4.11
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

遠藤　秀剛 H25.3.27
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0411第5号 H25.4.11
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.4.4
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0411第6号 H25.4.9
平成25年度新規起業事業場就業環境整
備事業について

労働基準局 監督課 監察
係

小川　哲典 H25.4.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0411第7号 H25.4.11
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.4.8
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0411第8号 H25.4.11
平成24年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の交付額の確定について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

遠藤　秀剛 H25.4.8
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0412第1号 H25.4.11
電離放射線障害防止規則の一部を改正
する省令の施行等について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0412第2号 H25.4.11
事故由来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の放射線障害防止のためのガイド
ラインの制定について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0412第3号 H25.4.11
事故由来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の放射線障害防止のためのガイド
ラインの制定について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係省庁担当
者

厚生労働省労働基準局長

基発0412第4号 H25.4.11
事故由来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の放射線障害防止のためのガイド
ラインの制定について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係都道府県
知事

厚生労働省労働基準局長

基発0412第5号 H25.4.11
事故由来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の放射線障害防止のためのガイド
ラインの制定について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0412第6号 H25.4.11
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドラインの改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0412第7号 H25.4.11
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドラインの改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係省庁担当
者

厚生労働省労働基準局長

基発0412第8号 H25.4.11
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドラインの改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係都道府県
知事

厚生労働省労働基準局長

基発0412第9号 H25.4.11
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドラインの改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.4.12
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0412第13号 H25.4.12
労働安全衛生規則の一部を改正する省
令の施行について

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.4.11
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0412第14号 H25.4.12
安全衛生特別教育規程等の一部を改正
する告示の適用について

労働基準局 安全衛生部
安全課

高松　達朗 H25.4.12
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0415第1号 H25.4.11 地方じん肺診査医の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.4.2 新潟労働局長 労働基準局長

基発0415第2号 H25.4.15
労働基準監督署長研修の講師派遣につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.10

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0415第3号 H25.4.15
新任労働保険適用徴収業務担当者専門
研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.12

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

労働基準局長

基発0416第3号 H25.4.16
タクシー乗車券（平成25年3月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.4.16
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0416第5号 H25.4.16 平成25年度中央監察の実施について
労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H25.4.15
10局の都道府
県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0416第6号 H25.4.16 平成25年度中央監察の実施について
労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H25.4.15
13局の都道府
県労働局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0416第7号 H25.4.16
賃金指導業務専門研修の講師派遣につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.12

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

労働基準局長

基発0416第8号 H25.4.15
人事院規則9-8第44条の適用を受ける職
員の復職時調整について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.4.12
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0416第9号 H25.4.16
公務員宿舎明渡猶予の承認について（通
知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.4.16
公務員宿舎明
渡猶予申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0417第1号 H25.4.17
「発がん性評価ワーキンググループ」への
参加依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0417第2号 H25.4.17
「遺伝毒性評価ワーキンググループ」への
参加依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0417第3号 H25.4.17
「発がん性評価ワーキンググループ」への
参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12
検討会参集者
の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0417第4号 H25.4.17
「遺伝毒性評価ワーキンググループ」への
参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12
検討会参集者
の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0417第5号 H25.4.17
第1回「発がん性評価ワーキンググルー
プ」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12 参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0417第6号 H25.4.17
化学物質のリスク評価検討会の「第1回有
害性評価小検討会」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.12 参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0418第1号 H25.4.17
食品機械JIS改正委員会に係る委員委嘱
の承認について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.4.12
日本食品機械
工業会会長

労働基準局長

基発0419第1号 H25.4.19
平成２５年度全国安全週間の実施につい
て

労働基準局 安全衛生部
安全課

武部　憲和 H25.4.15
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0419第2号 H25.4.19
平成２５年度全国安全週間の実施につい
て

労働基準局 安全衛生部
安全課

武部　憲和 H25.4.15
中央労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0419第3号 H25.4.19
平成２５年度全国安全週間の実施につい
て

労働基準局 安全衛生部
安全課

武部　憲和 H25.4.15
各種労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0419第4号 H25.4.18
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理手引の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

長井　政樹 H25.4.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

16



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0422第1号 H25.4.8
九州労働金庫に対する立入検査の実施
について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室

橋本　正人 H25.4.5
九州労働金庫
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0422第2号 H25.4.22 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.4.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0422第3号 H25.4.22 貸与替報告書
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.4.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0422第4号 H25.4.19
平成２５年度適正化事業指導員全国研修
「初級研修」に係るご担当官のご派遣方
お願いについて（回答）

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.4.17
公益社団法人
全日本トラック
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0422第5号 H25.4.18
ISO/TC199部会及びIEC/TC44部会に係
る委員委嘱の承認について（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.4.12
日本機械工業
会委員長

労働基準局長

基発0422第6号 H25.4.18
労働保険事務組合の都道府県単位の連
合団体に対する厚生労働大臣感謝状の
被授与団体の決定について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.4.2

社団法人全国
労働保険事務
組合連合会会
長

労働基準局長

基発0422第7号 H25.4.22
特級ボイラー技士免許試験員の委嘱依
頼の承認について（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.4.15
安全衛生技術
試験協会会長

労働基準局長

基発0422第8号 H25.4.22
労災補償訟務専門研修の講師派遣につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0422第9号 H25.4.22 訴訟に係る代理人の指定について
労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.4.19
名古屋法務局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0422第10号 H25.4.22
第８６回日本産業衛生学会への職員派遣
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.4.15
第８６回日本産業
衛生学会企画運
営委員長

労働基準局長

基発0424第2号 H25.4.24
労働政策審議会臨時委員等の任命等に
ついて

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.4.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0425第1号 H25.4.18
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.4.18 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0425第2号 H25.4.25
安全管理士・衛生管理士に係る資格確認
及び選任協議に対する回答について

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H25.4.23
港湾貨物運送
事業労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0425第3号 H25.4.18
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.4.18 山梨労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0425第4号 H25.4.18
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.4.18 富山労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0425第5号 H25.4.18
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状の贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.4.18 静岡労働局長 厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0426第1号 H25.4.24
化学プラントの爆発火災災害防止のため
の変更管理の徹底等について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

増岡　宗一郎 H25.4.22 関係団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発0426第2号 H25.4.24
化学プラントの爆発火災災害防止のため
の変更管理の徹底等について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

増岡　宗一郎 H25.4.22
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0426第4号 H25.4.25 訴訟事件の調査回報について
労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.4.24
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0426第5号 H25.4.25 訴訟事件の調査回報について
労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.4.24
名古屋法務局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0426第6号 H25.4.25
「労働基準行政情報システム・労災行政
情報管理システム管理規程」の改定につ
いて

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

佐藤　淳 H25.4.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0426第7号 H25.4.25
「労働基準行政情報システム・労災行政
情報管理システム運用管理要領」の改定
について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

佐藤　淳 H25.4.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0426第8号 H25.4.24
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.4.23 滋賀労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0501第1号 H25.5.1 契約に係る指名停止について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 経理係

武田　耕児 H25.4.19 厚生労働省労働基準局長

基発0501第2号 H25.5.1 指名停止報告書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 経理係

武田　耕児 H25.4.19
大臣官房会計
課長

厚生労働省労働基準局長

基発0502第1号 H25.5.2
フォークリフトトラックJIS原案作成委員会
委員の委嘱について（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

中島　賢一 H25.4.24
社団法人日本
産業車両協会
会長

労働基準局長

基発0502第2号 H25.5.2
放射線管理（基礎）専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.4.26

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0507第1号 H25.5.7
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.4.30
官署支出官
職業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0507第5号 H25.5.7
労働基準監督署課長（Ａ）研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.5.1

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0508第1号 H25.5.8
児童手当関係書用紙の配布申請につい
て

労働基準局 総務課 秘書
人事係

小林　瑞穂 H25.5.8
大臣官房会計
課福利厚生室
長

労働基準局長

基発0508第2号 H25.5.8
安衛法GLP査察専門家の委嘱依頼につ
いて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.1 査察専門家 厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0508第3号 H25.5.8
安衛法GLP査察専門家の委嘱依頼につ
いて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.1
査察専門家の
所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0508第4号 H25.5.8
安衛法GLP査察専門家の委嘱依頼につ
いて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.1
査察専門家の
所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0508第5号 H25.5.8 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.5.8 厚生労働大臣 労働基準局長

基発0509第3号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9 日本銀行本店 厚生労働省労働基準局長

基発0509第4号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行仙台
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第5号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行仙台
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第6号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行仙台
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第7号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第8号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第9号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第10号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第11号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第12号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行福島
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第13号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行甲府
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第14号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行甲府
支店

厚生労働省労働基準局長

基発0509第15号 H25.5.9 訂正請求書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.5.9
日本銀行大阪
支店

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0509第16号 H25.5.9
労働安全・労働衛生コンサルタント試験員
（筆記試験）の委嘱について

労働基準局 安全衛生部
計画課 企画係

山崎　太一 H25.4.16

公益財団法人
安全衛生技術
試験協会理事
長

労働基準局長

基発0510第1号 H25.5.9 中央じん肺診査医会の開催について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.4.5
中央じん肺診
査医

労働基準局長

基発0510第2号 H25.5.10 貸与替報告書
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.5.10
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0510第3号 H25.5.10
平成25年度（上期）の雇用保険関係業務
等に係る中央監察の実施について（伺い）

職業安定局 雇用保険課
雇用保険監察官室

磯村　誠司 H25.5.8

（雇用保険業務
及び適用徴収
業務実施対象
労働局）労働局
長

職業安定局長、労働基準局
長

基発0510第4号 H25.5.10
平成25年度外国人労働者問題啓発月間
について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.5.9
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第5号 H25.5.10
平成25年度外国人労働者問題啓発月間
実施に対する協力依頼について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.5.9

日本経済団体
連合会会長、
日本商工会議
所会頭、全国
中小企業団体
中央会会長、
経済同友会代
表幹事、全国
商工会連合会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第6号 H25.5.10
平成25年度外国人労働者問題啓発月間
実施に対する協力依頼について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.5.9
公益財団法人
国際研修協力
機構理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第8号 H25.5.10
旧女性と仕事の未来館に係る使用調整
進行管理表の提出について

雇用均等・児童家庭局 雇
用均等政策課 雇用改善

高木　洋司 H25.5.9 関東財務局長
会計課長、基準局長、安定
局長

基発0510第9号 H25.5.10
新任労働基準監督官1（前期）研修の講師
派遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.5.8

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第10号 H25.5.10
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.5.7
神奈川労働局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0513第1号 H25.5.13
在外公館に対する便宜供与方依頼につ
いて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H25.4.30
外務省経済局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0513第2号 H25.5.13
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.5.13
大臣官房人事
課長

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0514第1号 H25.5.14
第１回遺伝毒性評価ワーキンググループ
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.24 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0514第2号 H25.5.14
第１回遺伝毒性評価ワーキンググループ
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.24
検討会追加参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0514第3号 H25.5.14
化学物質のリスク評価検討会の「第１回
遺伝毒性評価ワーキンググループ」への
参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.24
検討会追加参
集者の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0515第1号 H25.5.15
平成２５年度東日本大震災復興特別会計
歳出予算の移替えについて

労働基準局 監督課 管理
係

瀬戸　邦央 H25.5.15
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0515第2号 H25.4.1
「今後の労働時間等設定改善関係業務の
進め方について」の一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係 竹和　さやか H25.3.25

都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0515第3号 H25.5.15
平成２５年（行ウ）第７号情報開示閲覧等
請求事件に係る指定書及び調査回報の
送付について

労働基準局 労災補償部
補償課 労災保険審理室
訟務係

村川　雄一郎 H25.5.10

法務省大臣官
房訟務総括審
議官、東京法
務局長

労働基準局長

基発0515第4号 H25.5.14
第２回化学物質のリスク評価検討会の開
催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.25 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0515第5号 H25.5.14
第２回化学物質のリスク評価検討会の開
催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.4.25
検討会追加参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第6号 H25.5.15
第４４回クレーン運転及び玉掛け技能競
技全国大会への職員派遣について(回
答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.5.8
（公社）ボイラ・
クレーン安全協
会会長

労働基準局長

基発0516第1号 H25.5.14 労災保険調査員の配置について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

小川　明紀 H25.5.9
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0516第2号 H25.5.13
義肢等補装具費支給要綱等の一部改正
について

労働基準局 労災補償部
補償課 福祉係

中屋敷　聡 H25.5.10
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0516第3号 H25.5.14
平成25年度地方労働行政運営方針につ
いて

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.5.14
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0516第4号 H25.5.14

「「有期契約労働者等のキャリアアップに
関するガイドライン～キャリアアップの促
進のための助成措置の円滑な活用に向
けて～」について」の改正について

労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.5.14
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0516第5号 H25.3.29
「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施
について」の一部改正について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室 測定技術係

藤井　哲朗 H25.3.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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基発0516第6号 H25.3.11
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補
助金（業種別中小企業団体助成金）交付
要領の一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.2.26

助成中小企業
事業主団体
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0516第8号 H25.3.11
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補
助金（業務改善助成金）交付要領の一部
改正について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

斉藤　将 H25.2.15

助成中小企業
事業主
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0516第9号 H25.3.11
「最低賃金引上げにより影響を受ける中
小企業への支援事業の実施について」の
一部改正について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

斉藤　将 H25.2.15
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0516第11号 H25.5.16
労働紛争調整官専門研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.5.15

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第1号 H25.5.16
労働保険事務組合に対する報奨金に関
する省令の一部を改正する省令の施行に
ついて

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 法規係

上田　勇起 H25.5.14
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第2号 H25.5.16
独立行政法人勤労者退職金共済機構運
営委員会の運営委員の任免について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.5.15
大臣官房人事
課長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第4号 H25.5.16 地方じん肺診査医の任免について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.5.2 福井労働局長 労働基準局長

基発0517第5号 H25.5.7
平成25年度専門課程自動車監査業務〔基
礎〕（Ⅰ期）研修の講師派遣依頼について
（回答）

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.4.24

国土交通省国
土交通大学校
柏研修センター
所長

労働基準局長

基発0517第7号 H25.5.17
原子力施設に対する監督指導等につい
て

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.5.15
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0520第2号 H25.5.17 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.9 査察専門家 厚生労働省労働基準局長

基発0520第3号 H25.5.17 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.9 査察専門家 厚生労働省労働基準局長

基発0520第4号 H25.5.17 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.9
査察専門家の
所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0520第5号 H25.5.17 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.9
査察専門家の
所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0520第6号 H25.5.17 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.9 申請者 厚生労働省労働基準局長

22



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0520第7号 H25.5.20
平成２５年度安衛法GLP査察専門家会合
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.5.14 査察専門家 厚生労働省労働基準局長

基発0521第1号 H25.5.20 地方じん肺診査医の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.5.14 愛知労働局長 労働基準局長

基発0521第2号 H25.5.21
平成２５年秋の叙勲推薦予定者に係る住
民票の写しの交付について（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.5.20 我孫子市長 労働基準局長

基発0521第3号 H25.5.21
平成25年度労働基準監督官採用試験試
験専門委員の一部変更等について

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.5.21
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0522第1号 H25.5.22
タクシー乗車券（平成２５年４月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.5.22
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0522第2号 H25.5.22
平成２５年度第１回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.13 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0522第3号 H25.5.22
平成２５年度第１回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.13
検討会追加参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0523第1号 H25.5.23
移動式クレーンの使用検査に伴う検査官
の派遣について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.5.15
神奈川労働局
長

労働基準局長

基発0523第2号 H25.5.23 職員の渡航手続きについて(依頼)
労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.5.15
大臣官房国際
課長

労働基準局長

基発0523第3号 H25.5.23
第４５回産業医学講習会への講師派遣に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.5.13
公益社団法人
日本医師会長

労働基準局長

基発0523第5号 H25.5.23 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.5.20

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0523第6号 H25.5.23 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.5.20

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0523第7号 H25.5.23
労働衛生専門官研修の講師派遣につい
て

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.5.22

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

労働基準局長

基発0524第3号 H25.5.24
労働政策審議会労働条件分科会最低賃
金部会臨時委員の任命について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.5.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長
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基発0524第4号 H25.5.24
中央最低賃金審議会委員の任命につい
て

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.5.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0524第5号 H25.5.24 職員の自営兼業承認申請について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.5.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0524第6号 H25.5.21
平成２５年度秋の叙勲推薦予定者に係る
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.5.20
名古屋市北区
長

労働基準局長

基発0524第8号 H25.5.24
労災診療費審査専門研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.5.22

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

労働基準局長

基発0527第1号 H25.5.24
「平成25年度　安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰選考委員会」の開催について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

徳武　清人 H25.5.21 選考委員 厚生労働省労働基準局長

基発0527第2号 H25.5.24
「平成25年度　安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰選考委員会」の開催について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

徳武　清人 H25.5.21
選考委員の所
属長

厚生労働省労働基準局長

基発0527第4号 H25.5.27 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.5.20
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0527第5号 H25.5.27 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.5.20

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0527第6号 H25.5.27 無償貸付承認書
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

樋口　政純 H25.5.24
委託事業受託
者

厚生労働省労働基準局長

基発0527第7号 H25.5.27
安全管理士及び衛生管理士に係る資格
認定及び選任に係る協議について

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H25.5.23
中央労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0527第10号 H25.5.27
労働保険事務組合報奨金交付要領の改
正について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.5.17
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0527第11号 H25.5.27
労働保険事務組合報奨金（電子化分）交
付要領の作成について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.5.17
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0528第2号 H25.5.28
交通労働災害防止のためのガイドライン
の改正について

労働基準局 安全衛生部
安全課

中島　賢一 H25.5.24
都道府県労働
局長

労働基準局長
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基発0528第3号 H25.5.28
交通労働災害防止のためのガイドライン
の改正について

労働基準局 安全衛生部
安全課

中島　賢一 H25.5.24

中央労働災害
防止協会会
長、陸上貨物
運送事業労働
災害防止協会
会長、公益社
団法人日本バ
ス協会会長、一
般社団法人日
本経済団体連
合会会長、日
本労働組合総
連合会会長

労働基準局長

基発0528第5号 H25.5.28 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.5.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0528第7号 H25.5.28
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転
者の配置基準の周知等について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.5.23
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0528第8号 H25.5.28
自治医科大学環境医学「衛生行政（労働
衛生）」講義への講師派遣について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第一係

宮内　尚宏 H25.5.21
自治医科大学
学長

労働基準局長

基発0529第1号 H25.5.29

労働者災害補償保険法施行規則第46条
の18第２号ロに掲げる作業に従事する者
に係る特別加入の取扱いの一部改正に
ついて

労働基準局 労災補償部
補償課 通勤災害係

小森　茂春 H25.5.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第2号 H25.5.28
独立行政法人勤労者退職金共済機構運
営委員会の運営委員の任免について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.5.27
大臣官房人事
課長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第3号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
全国食肉生活
衛生同業組合
連合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第4号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本アパレル・
ファッション産
業協会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第5号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本米穀小売
商業組合連合
会　理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第6号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
繊維産業流通
構造改革推進
協議会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第7号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本帆布製品
販売協同組合
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第8号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本ボウリング
場事業協同組
合理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第9号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本プラスチッ
ク日用品工業
組合　理事長

厚生労働省労働基準局長
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基発0529第10号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
全国乳業協同
組合連合会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第11号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
全国室内環境
改善事業協同
組合　理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第12号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
全国麺類生活
衛生同業組合
連合会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第13号 H25.5.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.5.27
日本添乗サー
ビス協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0530第1号 H25.5.29
平成２５年度全国課室長会議の開催につ
いて

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.5.28
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0530第2号 H25.5.30
変異原性試験等結果検討委員会合（有害
性調査結果の審査基準に関する会合）の
開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.20 検討委員 厚生労働省労働基準局長

基発0530第3号 H25.5.30
平成25年度安全衛生管理研修の実施に
ついて（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室

高松　達朗 H25.5.10
林野庁森林総
合研修所長

労働基準局長

基発0531第1号 H25.5.29
「労災保険における訪問看護の取扱いに
ついて」の一部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H25.5.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0531第2号 H25.5.29
「労災訪問看護費用審査点検等事務取扱
手引」の一部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H25.5.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0531第3号 H25.5.29
「休業補償特別援護金支給制度の創設に
ついて」の一部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 業務係

宮崎　かさね H25.5.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0531第4号 H25.5.31 職員の有報酬兼業について
労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.5.31
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0603第1号 H25.5.27 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.5.23
東北労働金庫
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0603第2号 H25.5.27 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.5.23
東北労働金庫
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0603第3号 H25.6.3 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.6.3 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0604第1号 H25.5.28
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.5.27
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0604第3号 H25.6.4 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.6.4
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0604第4号 H25.6.4
係争事件の訴えの一部取下げに対する
同意に関する意見について

労働基準局 労災補償部
補償課 労災保険審理室
訟務係

村川　雄一郎 H25.5.31 東京法務局長 労働基準局長
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基発0605第1号 H25.5.13

労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理事務手引
の改訂について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム最適化推進室 システ
ム最適化第一係

吉川　浩二 H25.4.24
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0605第2号 H25.6.5
平成２５年度第２回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.28 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0605第3号 H25.6.5
平成２５年度第２回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.28
検討会追加参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0605第4号 H25.6.5
第３回化学物質のリスク評価検討会の開
催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.27 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0605第5号 H25.6.5
第３回化学物質のリスク評価検討会の開
催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.5.27
検討会追加参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0605第6号 H25.6.5 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.6.3
北海道労働局
長　他

労働基準局長

基発0606第1号 H25.6.6
車両系建設機械(解体用)運転技能特例
講習の基準について

労働基準局 安全衛生部
安全課

釜石　英雄 H25.6.4
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0606第3号 H25.6.6
賃金構造基本統計調査に係る調査票情
報の提供について（申出）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.6.6
大臣官房統計
情報部長

労働基準局長

基発0607第1号 H25.6.5 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.6.4
沖縄県労働金
庫理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0607第2号 H25.6.5 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.6.4
沖縄県労働金
庫理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0607第3号 H25.6.7
平成25年秋の叙勲推薦予定者にかかる
住民票の写しの交付について（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.6.7 江戸川区長 労働基準局長

基発0611第1号 H25.6.10
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員の任免について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.4
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0612第1号 H25.6.12
平成２５年秋の叙勲推薦予定者に係る戸
籍抄本及び刑罰等調書の交付について
（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.6.12 南相馬市長 労働基準局長

基発0612第3号 H25.6.12
労働政策審議会勤労者生活分科会臨時
委員の就任依頼内容の確認書について

労働基準局 勤労者生活
課 調査係

前田　武宏 H25.6.7

労働政策審議
会勤労者生活
分科会臨時委
員の就任につ
いて

厚生労働省労働基準局長
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基発0612第5号 H25.6.12
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.5 大阪労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0612第6号 H25.6.12
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.5 福島労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0612第7号 H25.6.12
産業保健師リーダー養成研修への講師
派遣について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.6.3
公益社団法人日
本看護協会神戸
研修センター長

労働基準局長

基発0613第1号 H25.6.13

「国有林野の有する公益的機能の維持増
進を図るための国有林野の管理経営に
関する法律等の一部を改正する等の法
律」施行後の国有林野事業の一般職に属
する職員に対する労働基準法の適用につ
いて

労働基準局 監督課 企
画・法規係

遠藤　勇樹 H25.6.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0613第2号 H25.6.13
平成２５年４月１日付け職員の昇格につ
いて（内申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.6.12
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0614第1号 H25.5.22 中央じん肺診査医会の開催について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.5.16
中央じん肺診
査医

労働基準局長

基発0614第3号 H25.6.13
平成２５年７月１日付け職員の昇格につ
いて（内申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.6.11
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0614第4号 H25.6.14
平成25年7月1日付け一般昇格内申につ
いて（局課長等）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.12
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0617第1号 H25.6.13
医療労働専門相談員等研修の講師派遣
依頼について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.6.13 講師依頼先 労働基準局長

基発0617第2号 H25.6.13
医療労働専門相談員等研修の講師派遣
依頼について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.6.13
講師派遣依頼
先

労働基準局長

基発0617第4号 H25.6.17
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.6.11
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0617第5号 H25.6.17
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.6.13
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0617第6号 H25.6.17
管理濃度等検討会への参加依頼及び平
成25年度第１回検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H25.6.7 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0617第7号 H25.6.17 管理濃度等検討会への参加について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H25.6.7
参集者の所属
長

厚生労働省労働基準局長

基発0617第8号 H25.6.17
安全管理士に係る資格認定及び選任協
議に対する回答について

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H25.6.13

陸上貨物運送
事業労働災害
防止協会　会
長

厚生労働省労働基準局長
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基発0618第1号 H25.6.18
職場における腰痛予防対策指針の推進
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.6.13
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第2号 H25.6.18
職場における腰痛予防対策指針の推進
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.6.13 関係団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発0618第3号 H25.6.18
職場における腰痛予防対策指針の推進
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.6.13

厚生労働省医政
局長、雇用均等・
児童家庭局長、
社会・援護局長、
老健局長、
国土交通省土
地・建設産業局
長、鉄道局長、自
動車局長、港湾
局長、官公庁長
官
総務省自治行政
局長、情報流通
行政局長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第4号 H25.6.18
職場における腰痛予防対策指針の推進
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.6.13
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第5号 H25.6.18
職場における腰痛予防対策指針の推進
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.6.13
人事院事務総
局職員福祉局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第6号 H25.6.14
平成25年度「安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰」について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

武部　憲和 H25.6.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第7号 H25.6.14
平成25年度「安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰」について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

武部　憲和 H25.6.5
中央労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第8号 H25.6.14
平成25年度「安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰」について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

武部　憲和 H25.6.5
一般社団法人
日本経済団体
連合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第9号 H25.6.14
平成25年度「安全衛生に係る優良事業
場、団体又は功労者に対する厚生労働大
臣表彰」について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

武部　憲和 H25.6.5

独立行政法人
労働安全衛生
総合研究所理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0618第10号 H25.6.18 訴訟事件の調査回報について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.6.13

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
大阪法務局長

労働基準局長

基発0618第11号 H25.6.18
平成25年7月1日付け一般昇格内申につ
いて（7級以上）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.18
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

29



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0620第1号 H25.6.18
米国の外国口座税務コンプライアンス法
への対応について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.6.13

一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0620第2号 H25.6.18
米国の外国口座税務コンプライアンス法
への対応について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.6.13
労働金庫連合
会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0620第3号 H25.6.20
平成２５年度圧力容器技術委員会に係る
委員委嘱の承認について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.6.18
一般社団法人
日本規格協会
理事長

労働基準局長

基発0621第1号 H25.6.21
タクシー乗車券（平成25年5月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.6.21
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0621第2号 H25.6.21
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.6.21
官署支出官
職業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0621第3号 H25.6.21
平成25年7月2日付け異動昇格内申につ
いて（7級以上）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.21
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0621第4号 H25.6.21
平成25年7月2日付けをもって俸給表の適
用を異にして異動する職員の職務の級及
び号俸の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.21
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0621第5号 H25.6.21

平成25年7月1日付け、平成25年7月2日
付け及び平成25年7月16日付け人事院規
則9－8第17条の適用を受ける職員の初
任給の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.21
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0621第6号 H25.6.21
労災保険柔道整復師施術料金算定基準
の一部改定について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H25.6.21
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0621第7号 H25.6.21
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり
師及びきゅう師施術料金算定基準の一部
改定について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H25.6.21
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0624第1号 H25.6.21
都道府県労働局における厚生労働省防
災業務計画の留意点及び業務継続計画
について

労働基準局 総務課 総務
係

宮地　延幸 H25.6.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0624第2号 H25.6.21
「労災就学援護費の支給について」の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

渡邊　圭彦 H25.6.19
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0624第4号 H25.6.24
平成25年7月1日付け一般昇格内申につ
いて（7級以上）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.21
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0624第5号 H25.6.24 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.6.20
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0624第6号 H25.6.24 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.6.24
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0625第2号 H25.6.25
平成２４年度収支実績表の提出について
（回答）

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 徴収係

澁谷　広記 H25.6.24
財務省理財局
長

労働基準局長

基発0625第3号 H25.6.25 争訟事件の係属について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.6.14

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
京都法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0625第4号 H25.6.25 争訟事件の係属について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.6.14

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
京都法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0625第5号 H25.6.25
管区警察学校における委託研修候補者
の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.6.19
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0625第6号 H25.6.25 平成２４年度収支実績表の提出について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 決算係

今西　克仁 H25.6.25
財務省理財局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0626第1号 H25.6.26
使用停止等処分基準及び緊急措置基準
の改正について

労働基準局 監督課 監督
係

宮本　靖大 H25.6.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0626第2号 H25.6.25
第11回　東日本大震災の復旧工事に係る
アスベスト対策検証のための専門家会議
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

大内　崇徳 H25.6.18 参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0626第3号 H25.6.26
平成２４年度委託事業実施結果報告書、
委託事業費精算報告書及び委託事業費
精算報告書（入居費等）について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H25.6.24

支出負担行為
担当官厚生労
働省労働基準
局労災補償部
労災管理課長

厚生労働省労働基準局長

基発0627第4号 H25.6.27
第２回発がん性評価ワーキンググループ
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.6.14 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0627第5号 H25.6.27
平成25年度労働基準監督官採用試験第
１次試験合格者の発表について

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.6.27
関係都道府県
労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0628第1号 H25.6.28
平成２４年度委託事業実施結果報告書及
び委託事業費精算報告書について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

青天目　隆司 H25.6.25

支出負担行為
担当官厚生労
働省労働基準
局労災補償部
労災管理課長

厚生労働省労働基準局長

基発0701第1号 H25.6.28
車両系建設機械の定期自主検査指針（労
働安全衛生規則第167条の自主検査に係
るもの）の公表について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室

高松　達朗 H25.6.27
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0701第2号 H25.6.27
東日本大震災に係る勤労者財産形成持
家融資制度の特例貸付の拡充について
（情報提供）

労働基準局 勤労者生活
課 財形融資係

渡辺　竜 H25.6.26
都道府県労働
局長・都道府県
知事

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0701第3号 H25.6.27
東日本大震災に係る勤労者財産形成持
家融資制度の特例貸付の拡充について
（情報提供）

労働基準局 勤労者生活
課 財形融資係

渡辺　竜 H25.6.26
都道府県労働
局長・都道府県
知事

労働基準局長

基発0701第4号 H25.6.27
平成25年度専門課程自動車監査業務〔基
礎〕（Ⅱ期）研修の講師派遣依頼について
（回答）

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.6.25

国土交通省国
土交通大学校
柏研修センター
所長

労働基準局長

基発0701第5号 H25.6.28
決算検査報告に掲記した事項に対する処
置状況について（回答）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

渡邊　圭彦 H25.6.27
会計検査院事
務総局第２局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0702第1号 H25.7.2
産業保健調査研究検討委員会委員の委
嘱について（回答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.7.2
独立行政法人
労働者健康福
祉機構理事長

労働基準局長

基発0702第5号 H25.7.2 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.7.2 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0702第11号 H25.7.2 出納官吏の任命について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.7.2
労働基準局長
等

厚生労働省労働基準局長

基発0703第2号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0703第3号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第4号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第5号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第6号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0703第7号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第8号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第9号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第10号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0703第11号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第12号 H25.7.3 指定代理人の指定等について
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.2

札幌法務局長
東京法務局長
静岡地方法務局
長
京都地方法務局
長
大阪法務局長
神戸地方法務局
長
福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0703第13号 H25.7.3
試験施設等に関する安衛法GLP適合確
認について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.6.26 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発0703第14号 H25.7.3
第11回OECD　GLP査察官のためのトレー
ニングコースへの参加依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.6.21 査察専門家 厚生労働省労働基準局長

基発0703第15号 H25.7.3
第11回OECD　GLP査察官のためのトレー
ニングコースへの参加依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.6.21 査察専門家 厚生労働省労働基準局長

基発0703第16号 H25.7.3
第11回OECD　GLP査察官のためのトレー
ニングコースへの職員の派遣依頼につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.6.21
査察専門家の
所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0704第1号 H25.7.1 講師の派遣について
労働基準局 監督課 企
画・法規係

関口　洸哉 H25.6.20

一般社団法人
日本経済団体
連合会労働時
間制度等検討
ワーキンググ
ループ座長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0704第2号 H25.7.4 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.7.4
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0704第3号 H25.7.4
労働基準監督署課長（B）研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.3

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0704第4号 H25.7.4
独立行政法人日本原子力研究開発機構
原子力人材育成センター研修の受講につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.4

独立行政法人
日本原子力研
究開発機構原
子力人材育成
センター長

厚生労働省労働基準局長

基発0704第5号 H25.7.4
産業安全専門官研修の講師派遣につい
て

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.3

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0704第6号 H25.7.4
労災保険求償債権専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.3

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0705第1号 H25.7.5
決算検査報告に掲記した事項に対する処
置状況について（回答）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

山崎　聡 H25.7.4
会計検査院事
務総局第２局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0705第2号 H25.7.4
平成25年7月8日付けをもって俸給表の適
用を異にして異動する職員の職務の級及
び号俸の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.4
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0705第3号 H25.7.5

労働時間等設定改善推進助成金及び職
場意識改善助成金に係る会計検査院法
第３６条の規定により意見を表示した事項
に対する措置状況の回答について

労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

深山　大智 H25.7.2
会計検査院事
務総局第２局
長

労働基準局長

基発0705第4号 H25.7.5
決算検査報告に掲記された事項に対する
処置状況について（回答）

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H25.7.4
中央労働災害
防止協会　会
長

厚生労働省労働基準局長

37



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0705第5号 H25.7.5
人事院規則9-8第44条の適用を受ける職
員の復職時調整について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.7.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0705第6号 H25.7.5
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.5
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0705第9号 H25.7.5
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.5
関東財務局東
京財務事務所
立川出張所長

厚生労働省労働基準局長

基発0705第10号 H25.7.5
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.5
関東財務局千
葉財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0708第1号 H25.7.5
平成２５年度労働保険年度更新に伴う債
権の発生について（通知）

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.7.4

労働保険特別
会計歳入徴収
官　厚生労働
省労働基準局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0708第2号 H25.7.5
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.4
北海道労働局
長

労働基準局長

基発0708第3号 H25.7.5
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.4 広島労働局長 労働基準局長

基発0708第4号 H25.7.5
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.4
鹿児島労働局
長

労働基準局長

基発0709第1号 H25.7.9
平成２５年度主要港督励巡視結団式への
職員派遣について（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

小宮山　弘樹 H25.7.5
港湾貨物運送
事業労働災害
防止協会会長

労働基準局長

基発0710第1号 H25.7.10
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.6.26
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0710第2号 H25.7.10
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.6.26
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0710第3号 H25.7.10
年次有給休暇算定の基礎となる全労働
日の取扱いについて（伺い）

労働基準局 監督課　企
画・法規係

中村　徹 H25.7.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0710第4号 H25.7.10
第２回化学物質のリスク評価に係る企画
検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.7.4 参集者 労働基準局長

基発0710第5号 H25.7.10 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.2 査察専門家 労働基準局長

基発0710第6号 H25.7.10 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.2 査察専門家 労働基準局長

基発0710第7号 H25.7.10 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.2
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0710第8号 H25.7.10 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.2
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0710第9号 H25.7.10 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.2 申請者 労働基準局長

基発0711第1号 H25.7.10
「新たな作業環境測定方法の実証的検証
事業」における成果の公表について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H25.7.2
中央労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0711第2号 H25.7.11
第41回（平成25年度）労働安全コンサルタ
ント試験員（筆記試験）の異動に伴う委嘱
について

労働基準局 安全衛生部
計画課 企画係

山崎　太一 H25.7.8

公益財団法人
安全衛生技術
試験協会　理
事長

労働基準局長

基発0711第4号 H25.7.11 転写書類等の利用後の処置について
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

深山　大智 H25.7.9
総務省統計局
統計調査部長

労働基準局長

基発0711第5号 H25.7.11 調査票情報の利用による成果について
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

深山　大智 H25.7.9
総務省統計局
統計調査部長

労働基準局長

基発0712第1号 H25.7.9
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.7.5
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0712第2号 H25.7.12 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.7.12
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0712第3号 H25.7.12
賃金構造基本統計調査に係る調査票情
報の提供について（申
出）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.7.12
大臣官房統計
情報部長

労働基準局長

基発0716第1号 H25.7.16
「産業医学ジャーナル」編集委員の委嘱
について（回答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.7.10
公益財団法人
産業医学振興
財団理事長

労働基準局長

基発0716第2号 H25.7.16
「産業医学調査研究委員会」委員の委嘱
について（回答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.7.10
公益財団法人
産業医学振興
財団理事長

労働基準局長

基発0719第1号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
北海道労働局
長

厚生労働省労働基準局長

40



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0719第2号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
埼玉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第3号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
神奈川労働局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第4号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第5号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第6号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第7号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
高知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第8号 H25.7.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.18
歳入徴収官
沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第9号 H25.7.19
平成２５年度　第３回化学物質の健康障
害防止措置に係る検討会の開催につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.7.10 検討会参集者 労働基準局長

基発0719第10号 H25.7.19
平成２５年度　第３回化学物質の健康障
害防止措置に係る検討会の開催につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.7.10 検討会参集者 労働基準局長

41
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基発0719第12号 H25.7.19
平成２４年度物品増減及び現在額報告書
の提出について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 決算係

森　翔太郎 H25.7.16
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0722第1号 H25.7.22 電磁的記録提出票
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.17 会計検査院長 厚生労働省労働基準局長

基発0722第2号 H25.7.22
平成２４年度国有財産増減及び現在額計
算書等の附属証拠書類の提出について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.17 会計検査院長 厚生労働省労働基準局長

基発0722第3号 H25.7.19
労働政策審議会安全衛生分科会の臨時
委員の任免について

労働基準局 安全衛生部
計画課 企画係

藤崎　優太 H25.7.18
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0723第2号 H25.7.23
独立行政法人勤労者退職金共済機構運
営委員会の運営委員の任免について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.7.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0724第1号 H25.7.23
裁判上の行為を行う職員の解除及び指定
について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.7.10
名古屋法務局
長

労働基準局長

基発0724第2号 H25.7.24
「胆管がん問題を踏まえた化学物質管理
のあり方に関する専門家検討会」への参
加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.22 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0724第3号 H25.7.24
「胆管がん問題を踏まえた化学物質管理
のあり方に関する専門家検討会」への参
加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.22
検討会参集者
の所属の長

厚生労働省労働基準局長

基発0724第4号 H25.7.24
「第１回胆管がん問題を踏まえた化学物
質管理のあり方に関する専門家検討会」
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.22 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長
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基発0724第5号 H25.7.24
平成２５年度「全国フォークリフト運転競技
大会」への職員派遣について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

中島　賢一 H25.7.16
陸上貨物運送
事業労働災害
防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0724第6号 H25.7.24
JIS A1481建材製品中のアスベスト含有
率測定方法に関する改正原案作成委員
会委員の委嘱について（回答）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H25.7.19
公益社団法人
日本作業環境
測定協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0724第7号 H25.7.24
JIS A1481建材製品中のアスベスト含有
率測定方法に関する改正原案作成分科
会委員の委嘱について（回答）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H25.7.19
公益社団法人
日本作業環境
測定協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0725第2号 H25.7.25
平成25年8月1日付け及び平成25年8月5
日付け異動昇格発令内申について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.24
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0725第3号 H25.7.25
平成２５年度厚生労働科学研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）の支出負
担行為について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.6.21
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0726第1号 H25.7.26 省庁別宿舎現状調査表の提出について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.24 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0726第2号 H25.7.26 省庁別宿舎現状調査表の提出について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.24 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0726第3号 H25.7.26 省庁別宿舎現状調査表の提出について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.24 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0726第4号 H25.7.26 省庁別宿舎現状調査表の提出について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.7.24 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0729第1号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25
北海道労働局
長

労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0729第2号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 青森労働局長 労働基準局長

基発0729第3号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 秋田労働局長 労働基準局長

基発0729第4号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 山形労働局長 労働基準局長

基発0729第5号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 群馬労働局長 労働基準局長

基発0729第6号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 埼玉労働局長 労働基準局長

基発0729第7号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 千葉労働局長 労働基準局長

基発0729第8号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 東京労働局長 労働基準局長

基発0729第9号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25
神奈川労働局
長

労働基準局長

基発0729第10号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 新潟労働局長 労働基準局長

基発0729第11号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 富山労働局長 労働基準局長

基発0729第12号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 長野労働局長 労働基準局長

基発0729第13号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 岐阜労働局長 労働基準局長
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基発0729第14号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 三重労働局長 労働基準局長

基発0729第15号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 滋賀労働局長 労働基準局長

基発0729第16号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 大阪労働局長 労働基準局長

基発0729第17号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 奈良労働局長 労働基準局長

基発0729第18号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 鳥取労働局長 労働基準局長

基発0729第19号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 島根労働局長 労働基準局長

基発0729第20号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 広島労働局長 労働基準局長

基発0729第21号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 山口労働局長 労働基準局長

基発0729第22号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 香川労働局長 労働基準局長

基発0729第23号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 福岡労働局長 労働基準局長

基発0729第24号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 長崎労働局長 労働基準局長

基発0729第25号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 大分労働局長 労働基準局長
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基発0729第26号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25
鹿児島労働局
長

労働基準局長

基発0729第27号 H25.7.26
地方じん肺診査医、粉じん対策指導医及
び労働衛生指導医の任命について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.6.25 沖縄労働局長 労働基準局長

基発0729第29号 H25.7.29
平成２５年度（第６４回）全国労働衛生週
間の実施について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第二係

藤井　健人 H25.7.26
都道府県労働
局

労働基準局長

基発0729第30号 H25.7.29
平成２５年度（第６４回）全国労働衛生週
間の実施について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第二係

藤井　健人 H25.7.26
中央労働災害
防止協会

労働基準局長

基発0729第31号 H25.7.29
平成２５年度（第６４回）全国労働衛生週
間の実施について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第二係

藤井　健人 H25.7.26 災害防止団体 労働基準局長

基発0730第1号 H25.7.30
労災診療費に関する会計実地検査の結
果に対する回答について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

山崎　聡 H25.7.30
会計検査院事
務総局第２局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0730第2号 H25.7.30 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.22 査察専門家 労働基準局長

基発0730第3号 H25.7.30 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.22
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0730第4号 H25.7.30 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.22
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0730第5号 H25.7.30 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.7.22 申請者 労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0731第1号 H25.7.29
平成25年6月21日付ＦＡＴＦ声明を踏まえ
た犯罪による収益の移転防止に関する法
律の適正な履行等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.7.24
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0731第2号 H25.7.30
労働保険審査会負担金の繰入れについ
て

労働基準局 総務課 予算
係

伊東　規雄 H25.7.25

労働保険特別
会計（労災勘
定）官署支出官
厚生労働省労
働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第3号 H25.7.30
労働保険審査会負担金の繰入れについ
て

労働基準局 総務課 予算
係

伊東　規雄 H25.7.25

労働保険特別
会計（雇用勘
定）官署支出官
厚生労働省職
業安定局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第4号 H25.7.31 訴訟告知について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.30
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0731第5号 H25.7.31 訴訟告知について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.7.30
岡山地方法務
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第6号 H25.7.31
義肢等補装具費支給要綱に定める完成
用部品の価格等について

労働基準局 労災補償部
補償課 福祉係

阿部　敏洋 H25.7.29
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第7号 H25.7.31
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

大塚　晃二 H25.7.31 渋谷区長 厚生労働省労働基準局長

基発0731第8号 H25.7.31
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

大塚　晃二 H25.7.31
千葉市若葉区
長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0801第1号 H25.7.31
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.7.30
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0801第3号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.5
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0801第4号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18

全国食鳥肉販
売業生活衛生
同業組合連合
会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第5号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
全国米穀販売
事業共済共同
組合理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第6号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
全国食肉生活
衛生同業組合
連合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第7号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18

「民間事業者の
質を高める」一
般社団法人
全国介護事業
者協議会理事
長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第8号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
全日本婦人子
供服工業組合
連合会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第9号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）不採択通知書

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
全国菓子工業
組合連合会理
事長

厚生労働省労働基準局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0801第10号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
一般社団法人
日本人形協会

厚生労働省労働基準局長

基発0801第11号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18
日本観賞魚進
行事業協同組
合代表理事

厚生労働省労働基準局長

基発0801第12号 H25.8.1
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）交付予定額の通知について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.18

一般社団法人
全国ハイヤー・
タクシー連合会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第14号 H25.8.1

労働者災害補償保険法施行規則及び労
働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則の一部を改正する省令の施行
について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.7.29
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0801第15号 H25.8.1 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.8.1
厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

基発0802第2号 H25.8.2
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金(業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.2
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0802第3号 H25.7.9
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.7.9
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0805第1号 H25.8.1
「建築物の解体等における石綿ばく露防
止対策等技術的検討のための専門家会
議」への参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.30 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0805第2号 H25.8.1
「建築物の解体等における石綿ばく露防
止対策等技術的検討のための専門家会
議」への参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.30 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0805第3号 H25.8.1
「建築物の解体等における石綿ばく露防
止対策等技術的検討のための専門家会
議」への参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.7.30
検討会参集者
の所属の長

厚生労働省労働基準局長

基発0805第4号 H25.8.2
「第１回建築物の解体等における石綿ばく
露防止対策等技術的検討のための専門
家会議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.8.1 検討会参集者 労働基準局長

基発0805第6号 H25.7.30
管区警察学校における委託研修候補者
の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.7.29
厚生労働省大
臣官房人事課
長

労働基準局長

基発0805第7号 H25.8.5 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.8.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0805第8号 H25.8.5 貸与替報告書について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.8.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0805第10号 H25.8.5 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.8.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0806第1号 H25.7.29
中央労働金庫に対する立入検査の実施
について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室

橋本　正人 H25.7.12
中央労働金庫
理事長

労働基準局長

基発0807第1号 H25.8.7
平成25年度地域別最低賃金額改定の目
安について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.8.7
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0807第2号 H25.8.7
労働保険の保険料の徴収に関する会計
検査院実地検査の結果に対する回答に
ついて

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 業務係

奥山　浩行 H25.8.5
会計検査院事
務総局第２局
長

労働基準局長

基発0808第2号 H25.8.8
若者の「使い捨て」が疑われる企業等に
対する取組の強化について

労働基準局 監督課 企
画・法規係

遠藤　勇樹 H25.8.8
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0808第3号 H25.8.8
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.8.8 小平市長 労働基準局長
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基発0809第1号 H25.8.7
静岡県労働金庫の定款の変更認可申請
について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.8.6 静岡県知事 労働基準局長

基発0809第2号 H25.8.8 職員派遣の依頼について（回答）
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.7.30 講師派遣先 労働基準局長

基発0809第7号 H25.8.9 公聴会における公述の依頼について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.8.8 公述人 厚生労働省労働基準局長

基発0809第8号 H25.8.9 公聴会における公述の依頼について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.8.8 公述人 厚生労働省労働基準局長

基発0809第9号 H25.8.9 公聴会における公述の依頼について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.8.8 公述人 厚生労働省労働基準局長

基発0809第10号 H25.8.9 公務外の海外渡航について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.8.8
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0809第11号 H25.8.9
放射線管理（上級）専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.8

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第12号 H25.8.9 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.8.9
北海道労働局
長　他

労働基準局長

基発0819第2号 H25.8.19 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.8.16
歳入徴収官
兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0819第3号 H25.8.19
第４１回産業医学講習会への講師派遣に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.7.18
公益社団法人
日本歯科医師
会会長

労働基準局長

基発0819第4号 H25.8.19
平成２５年度第4回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.8 検討会参集者 労働基準局長
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基発0819第5号 H25.8.19
平成２５年度第4回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.8 検討会参集者 労働基準局長

基発0819第6号 H25.8.19
平成25年度労働基準監督官採用試験最
終合格者の発表について

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.8.15
関係都道府県
労働局長

労働基準局長

基発0819第7号 H25.8.19
平成２５年度第５回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.8 検討会参集者 労働基準局長

基発0819第8号 H25.8.19
平成２５年度第５回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.8 検討会参集者 労働基準局長

基発0819第9号 H25.8.19
「多様な正社員」の普及・拡大のための有
識者懇談会委員に係る就任について（依
頼）

労働基準局 労働条件政
策課 政策係

森下　宏樹 H25.8.9

「多様な正社
員」の普及・拡
大のための有
識者懇談会参
集者

厚生労働省労働基準局長

基発0819第10号 H25.8.19
「多様な正社員」の普及・拡大のための有
識者懇談会委員に係る承認について（依
頼）

労働基準局 労働条件政
策課 政策係

森下　宏樹 H25.8.9

「多様な正社
員」の普及・拡
大のための有
識者懇談会参
集者の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0819第11号 H25.8.19
中央じん肺診査医会の開催について（通
知）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.7.30
中央じん肺診
査医

労働基準局長

基発0821第1号 H25.8.6
労働金庫連合会に対する立入検査の実
施について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室

清水　章宏 H25.7.31
労働金庫連合
会理事長

労働基準局長

基発0821第5号 H25.8.21
新たな産業保健支援事業における情報
提供等の在り方検討委員会委員の委嘱
について（回答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.8.9
独立行政法人
労働者健康福
祉機構理事長

労働基準局長
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基発0822第1号 H25.8.21 粉じん対策指導委員の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.8.1 徳島労働局長 労働基準局長

基発0822第2号 H25.8.21
在外公館に対する便宜供与方依頼につ
いて

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

岡本　沙希子 H25.8.20
外務省アジア
大洋州局長

厚生労働省労働基準局長

基発0822第5号 H25.8.21
労働基準監督署課長（Ｂ）研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0822第6号 H25.8.21
労働基準監督署課長（Ｂ）研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0822第8号 H25.8.22
労働契約法等活用支援事業の実施につ
いて

労働基準局 労働条件政
策課 政策係

森下　宏樹 H25.8.22
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0823第1号 H25.8.23
平成25年8月26日付けをもって俸給表の
適用を異にして異動する職員の職務の級
及び号俸の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.21
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0826第1号 H25.8.23
「第２回胆管がん問題を踏まえた化学物
質管理のあり方に関する専門家検討会」
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.8.21 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発0826第2号 H25.8.23 作業環境測定士試験員の委嘱について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室 測定技術係

加藤　革己 H25.8.7

公益財団法人
安全衛生技術
試験協会　理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0826第3号 H25.8.26
平成25年度中小来牛最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

平本　隆浩 H25.8.12
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長
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基発0827第3号 H25.8.22
「洗浄又は払拭の業務等において事業者
が講ずべき化学物質のばく露防止対策」
の改正等について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

搆　健一 H25.8.22
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0827第4号 H25.8.22
「洗浄又は払拭の業務等において事業者
が講ずべき化学物質のばく露防止対策」
の改正等について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

搆　健一 H25.8.22 関係団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発0827第6号 H25.8.27
労働安全衛生法施行令の一部を改正す
る政令及び労働安全衛生規則等の一部
を改正する省令の施行について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室 評価係

高村　亜紀子 H25.8.22
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0827第7号 H25.8.27
労働安全衛生法施行令の一部を改正す
る政令及び労働安全衛生規則等の一部
を改正する省令の施行について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室 評価係

高村　亜紀子 H25.8.22 関係団体 労働基準局長

基発0828第1号 H25.8.28
JIS T 8131産業用安全帽改正原案作成
委員会に係る委員委嘱の承認について
(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.8.14

公益社団法人
日本保安用品
協会
会長

労働基準局長

基発0828第2号 H25.8.26
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理手引の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

長井　政樹 H25.8.16
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第3号 H25.8.28
試験施設等に関する安衛法GLP適合確
認について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.9
申請者

労働基準局長

基発0828第5号 H25.8.28
労働基準監督官１（後期）研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第6号 H25.8.28
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.19 石川労働局長 厚生労働省労働基準局長
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基発0828第7号 H25.8.28
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.19 滋賀労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0828第9号 H25.8.28
労働保険適正加入促進事業に係るブロッ
ク会議への職員の派遣について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.8.26
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発0829第1号 H25.8.28
「第２回建築物の解体等における石綿ばく
露防止対策等技術的検討のための専門
家会議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.8.23 検討会参集者 労働基準局長

基発0829第2号 H25.8.28
「第２回建築物の解体等における石綿ばく
露防止対策等技術的検討のための専門
家会議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

加藤　革己 H25.8.23
ヒアリング対象
者

労働基準局長

基発0829第3号 H25.8.29 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.8.26
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0829第4号 H25.8.29
平成２５年９月４日付けをもって俸給表の
適用を異にして異動する職員の職務の級
及び号俸の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.28
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0829第5号 H25.8.29
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.8.12
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0830第1号 H25.8.29 地方じん肺診査医の任免について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.8.9 佐賀労働局長 労働基準局長

基発0830第2号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27 都道府県知事 労働基準局長

基発0830第3号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0830第4号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
中小企業庁長
官

労働基準局長
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基発0830第5号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
国土交通省 海
事局長

労働基準局長

基発0830第6号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
日本商工会議
所会頭

労働基準局長

基発0830第7号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
全国商工会連
合会会長

労働基準局長

基発0830第8号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
全国中小企業
団体中央会会
長

労働基準局長

基発0830第9号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
全国社会保険
労務士会連合
会会長

労働基準局長

基発0830第10号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27

一般社団法人
全国中小企業
勤労者福祉
サービスセン
ター会長

労働基準局長

基発0830第11号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27

一般社団法人
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発0830第12号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27

公益社団法人
全国労働基準
関係団体連合
会会長

労働基準局長

基発0830第13号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
一般社団法人
全国青色申告
会総連合会長

労働基準局長

基発0830第14号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
日本税理士協
同組合連合会
理事長

労働基準局長

基発0830第15号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
TKC企業共済
会専務理事

労働基準局長
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基発0830第16号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
一般社団法人
全国銀行協会
会長

労働基準局長

基発0830第17号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
一般社団法人
信託協会会長

労働基準局長

基発0830第18号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
一般社団法人
全国地方銀行
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第19号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
一般社団法人
第二地方銀行
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第20号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
信金中央金庫
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第21号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
全国信用協同
組合連合会理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第22号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
労働金庫連合
会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第23号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27

株式会社商工
組合中央金庫
代表取締役社
長

厚生労働省労働基準局長

基発0830第24号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27
国土交通省建
設流通政策審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0830第25号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27 国税庁長官 厚生労働省労働基準局長

57



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0830第26号 H25.8.29
中小企業退職金共済制度加入促進活動
の実施について（依頼）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.8.27 林野庁長官 厚生労働省労働基準局長

基発0830第27号 H25.8.30

平成２５年度「社会環境整備型規格開発
事業」安全靴　作業靴の耐滑性能に関す
る試験方法及び評価方法に関するJIS開
発委員会に係る委員委嘱の承認につい
て(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.8.14
公益社団法人
日本保安用品
協会会長

労働基準局長

基発0830第28号 H25.8.30
第2回雇用保険専門研修の講師派遣につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.8.29

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0902第1号 H25.9.2
職場適応訓練従事者の給付基礎日額に
ついての一部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 通勤災害係

本田　真由美 H25.8.29
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0903第1号 H25.9.3 法人口座開設に係る取引時確認ついて
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.9.2
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0903第2号 H25.9.3 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.9.3 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0904第1号 H25.9.3
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 監督課 社会
保険労務士係

田中　幸彦 H25.8.27 湯前町長 労働基準局長

基発0904第2号 H25.9.4
平成25年度中小企業最低賃金引上げ支
援対策費補助金（業種別中小企業団体助
成金）の支出負担行為について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

遠藤　秀剛 H25.8.30
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0904第3号 H25.9.4 官署支出官の通知について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.9.3 センター支出官 厚生労働省労働基準局長

基発0905第1号 H25.9.5 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.9.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0905第2号 H25.9.5
中国・職業衛生能力強化プロジェクト中間
レビュー調査団（労働衛生政策）に係る調
査団員の推薦について（回答）

労働基準局 安全衛生部
計画課

野村　幸代 H25.8.27
大臣官房国際
課長

労働基準局長
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基発0906第1号 H25.9.6

第23回日本産業衛生学会産業医・産業看
護全国協議会及び第25回産業医学推進
研究会全国大会への職員の派遣につい
て

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.8.26

第23回日本産
業衛生学会産
業医・産業看護
全国協議会企
画運営委員長

労働基準局長

基発0906第2号 H25.9.6

第23回日本産業衛生学会産業医・産業看
護全国協議会及び第25回産業医学推進
研究会全国大会への職員の派遣につい
て

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.8.26

第25回産業医
学推進研究会
全国大会　第
25回全国大会
実行委員長

労働基準局長

基発0906第3号 H25.9.6
平成２５年度最低賃金周知広報の実施に
ついて

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0906第4号 H25.9.6
平成25年9月10日付け異動昇格内申につ
いて（7級以上）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.4
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0909第1号 H25.9.6 指定測定機関指定書の送付について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室 測定技術係

加藤　革己 H25.8.1 東京労働局長 労働基準局長

基発0909第2号 H25.9.9
平成25年度東京高等検察庁管内第2回検
察事務官中等科研修への聴講生の推薦
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.6 山梨労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0909第3号 H25.9.9
管区警察学校における委託研修候補者
の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.5
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0909第4号 H25.9.9
OECD GLP現地訪問調査への参加依頼
について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.29
GLP査察専門
家

労働基準局長

基発0909第5号 H25.9.9
OECD GLP現地訪問調査への職員の派
遣依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.29
GLP査察専門
家の所属長

労働基準局長
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基発0910第1号 H25.9.9
平成２５年度第６回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.26 検討会参集者 労働基準局長

基発0910第2号 H25.9.9
平成２５年度第６回化学物質の健康障害
防止措置に係る検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.8.26 検討会参集者 労働基準局長

基発0910第3号 H25.9.10
「標準部会」の「標準化会議」、「国内標準
委員会」等の委員への委嘱承認について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室

高松　達朗 H25.8.26 団体の長 労働基準局長

基発0910第4号 H25.9.10
平成２６年度労働基準監督官採用試験試
験専門委員の推薦について

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.9.10
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0911第1号 H25.9.5 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.9.4
九州労働金庫
理事長

労働基準局長

基発0911第2号 H25.9.5 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.9.4
九州労働金庫
理事長

労働基準局長

基発0911第4号 H25.9.11 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.9.11
三重労働基準
局長

労働基準局長

基発0911第7号 H25.9.11 過年度支出の承認申請依頼について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

森田　幸乃 H25.9.10
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0912第2号 H25.9.12 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.28 査察専門家 労働基準局長

基発0912第3号 H25.9.12 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.28
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0912第4号 H25.9.12 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.28
査察専門家の
所属長

労働基準局長

基発0912第5号 H25.9.12 安衛法GLP査察の実施について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.8.28 申請者 労働基準局長

基発0912第6号 H25.9.12 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.9.12
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0913第1号 H25.9.12
「第３回胆管がん問題を踏まえた化学物
質管理のあり方に関する専門家検討会」
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.9.9 検討会参集者 労働基準局長

基発0917第1号 H25.9.17 公務外の海外渡航について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.9.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長
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基発0917第2号 H25.9.17
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.9.17
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0917第3号 H25.9.17
労災保険業務機械処理事務手引（年金・
一時金業務）の一部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金業
務係

大内　理沙 H25.9.11
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0918第1号 H25.9.18 児童手当の認定等について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.9.18
大臣官房会計
課福利厚生室
長

労働基準局長

基発0918第2号 H25.9.18
人事院規則９－８第１１条及び第１２条の
適用を受ける職員の初任給決定について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.9.18
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0918第3号 H25.9.18
平成２５年１０月１日付け職員の昇格につ
いて（内申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.9.9
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0918第4号 H25.9.18 職員の表彰について（内申）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.9.6
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0918第5号 H25.9.18
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.9.18 東村山市長 労働基準局長

基発0919第1号 H25.9.12
「第３回建築物の解体等における石綿ばく
露防止対策等技術的検討のための専門
家会議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.9.10 検討会参集者 労働基準局長

基発0919第2号 H25.9.19 公用旅券発給依頼について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 機構調整第
一係

福田　浩規 H25.9.19
外務省アジア
大洋州局長

厚生労働省労働基準局長

基発0919第3号 H25.9.19
平成25年10月1日付け一般昇格内申につ
いて（局課長等）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.18
厚生労働省大
臣官房人事課

厚生労働省労働基準局長

基発0919第4号 H25.9.19
騒音計・振動レベル計JIS原案作成委員
会委員へのご協力方のお願いについて
（回答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.9.9

一般社団法人
日本計量機器
工業連合会会
長

労働基準局長

基発0919第5号 H25.9.19
平成２５年度東京高等検察庁管内第２回
検察事務官中等科研修への聴講生の推
薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.18
東京高等検察
庁検事長

厚生労働省労働基準局長

基発0920第1号 H25.9.19
独立行政法人勤労者退職金共済機構運
営委員会の運営委員の任免について

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H25.9.10
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0920第2号 H25.9.20
賃金構造基本統計調査に係る調査票情
報の提供について（申出）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

佐藤　祐哉 H25.8.30
大臣官房統計
情報部長

労働基準局長

基発0920第3号 H25.9.20
平成２５年度　労働保険の適用促進の実
施について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 業務係

奥山　浩行 H25.9.18
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0920第4号 H25.9.20
平成２５年度　労働保険の適用促進の実
施について（要請）

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 業務係

奥山　浩行 H25.9.18
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発0920第5号 H25.9.20
平成２５年度　労働保険の適用促進の実
施について（要請）

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 業務係

奥山　浩行 H25.9.18
全国社会保険
労務士会連合
会会長

労働基準局長
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基発0920第6号 H25.9.20
労働保険適用徴収専門研修（専門応用・
専門基礎）の講師派遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0920第7号 H25.9.20
労働保険適用徴収専門研修（専門応用・
専門基礎）の講師派遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.19

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0924第2号 H25.9.24
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.9.24

岩手労働局長
埼玉労働局長
滋賀労働局長
愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0925第3号 H25.9.24
人事院規則9-8第44条の適用を受ける職
員の復職時調整について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.9.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0925第6号 H25.9.25 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.9.25
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0926第1号 H25.9.26
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.9.25
官署支出官
厚生労働省労
働基準局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0926第2号 H25.9.26
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.9.25
官署支出官
厚生労働省職
業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0926第3号 H25.9.26
健康管理手帳所持者及び船員健康管理
手帳所持者に対する健康診断の実施に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.9.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0926第4号 H25.9.26
健康管理手帳所持者及び船員健康管理
手帳所持者に対する健康診断の実施の
運営について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.9.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0926第5号 H25.9.26
「健康管理手帳者及び船員健康管理手帳
交付等関係事務取扱要領」の策定につい
て

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.9.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0926第6号 H25.9.26
「労働基準局の内部組織に関する細則」
の一部改正について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

和田　雅弘 H25.9.25 厚生労働大臣 労働基準局長

基発0926第7号 H25.9.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.9.26 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0926第8号 H25.9.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.9.26 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0926第9号 H25.9.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.9.26 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0926第10号 H25.9.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.9.26 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0926第11号 H25.9.26 官職証明書の発行申請について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.9.24 大臣官房長 労働基準局長
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基発0927第1号 H25.9.27
安全管理士に係る資格認定及び選任協
議に対する回答について

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H25.9.24
建設業労働災
害防止協会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発0927第2号 H25.9.27
勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し
に係る書類について

労働基準局 勤労者生活
課 財形管理係

水野　陽介 H25.9.24

各都道府県知
事
独立行政法人
勤労者退職金
共済機構理事

労働基準局長

基発0927第3号 H25.9.27
勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し
に係る書類について

労働基準局 勤労者生活
課 財形管理係

水野　陽介 H25.9.24

各都道府県知
事
独立行政法人
勤労者退職金
共済機構理事

労働基準局長

基発0927第4号 H25.9.27
労働者災害補償保険審査参与辞令の交
付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.9.19
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0927第7号 H25.9.27
「都道府県労働局等における専門官職の
所掌事務等に関する準則」の一部改正に
ついて

労働基準局 総務課 総務
係

宮地　延幸 H25.9.24
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0930第1号 H25.9.27
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課　医事係

勝見　達也 H25.9.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0930第2号 H25.9.27
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課　医事係

勝見　達也 H25.9.27
公益社団法人
日本医師会長

厚生労働省労働基準局長

基発0930第3号 H25.9.27
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課　医事係

勝見　達也 H25.9.27
独立行政法人
労働者健康福
祉機構理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0930第4号 H25.9.30
平成25年度安全衛生技術系職員の大学
委託聴講制度等の受講生の決定につい
て

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.9.20 奈良労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0930第5号 H25.9.30
試験施設等に関する安衛法GLP適合確
認について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.9.24 申請者 労働基準局長

基発1001第1号 H25.9.26

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令第25条3
の4第１項に基づく指定保存機関の更新
について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

徳武　清人 H25.9.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1001第2号 H25.9.26

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令第25条3
の4第１項に基づく指定保存機関の更新
について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第一係

徳武　清人 H25.9.20 関係団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発1001第4号 H25.9.19
特定化学物質障害予防規則の規定に基
づく厚生労働大臣が定める性能等の一部
を改正する告示の適用等について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H25.8.15
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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基発1001第6号 H25.10.1

「労働安全衛生法第28条第３項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める化学物質
による健康障害を防止するための指針」
の周知について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.9.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1001第7号 H25.10.1

「労働安全衛生法第28条第３項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める化学物質
による健康障害を防止するための指針」
の周知について（協力依頼）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.9.25
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発1001第8号 H25.10.1

「労働基準法施行規則の一部を改正する
省令」の施行及び「労働基準法施行規則
の規定に基づき厚生労働大臣が指定す
る単体たる化学物質及び化合物（合金を
含む。）並びに厚生労働大臣が定める疾
病を定める告示」の適用について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.9.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1002第1号 H25.10.2
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.10.1 茨城労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1003第1号 H25.10.3 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.10.3
歳入徴収官
北海道労働局
長

厚生労働省労働基準局長

基発1003第2号 H25.10.3 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.3 茨城労働局長 労働基準局長

基発1004第1号 H25.10.3 職員派遣の依頼について（回答）
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.9.26 講師派遣先 労働基準局長

基発1004第2号 H25.10.4
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.10.4
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発1004第3号 H25.10.4
平成２５年度第２回遺伝毒性評価ワーキ
ンググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.9.24
ワーキンググ
ループ参集者

厚生労働省労働基準局長

基発1004第4号 H25.10.4
平成２５年度第３回遺伝毒性評価ワーキ
ンググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.9.24
ワーキンググ
ループ参集者

厚生労働省労働基準局長

基発1004第5号 H25.10.4
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.10.4
関東財務局東
京財務事務所
立川出張所長

厚生労働省労働基準局長

基発1004第6号 H25.10.4
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.10.4
関東財務局千
葉財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長
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基発1008第1号 H25.10.8
一般財団法人職業教育・キャリア教育財
団「管理者研修会」における講演への職
員派遣について

労働基準局 労働条件政
策課 政策係

森下　宏樹 H25.10.8

一般財団法人
職業教育・キャ
リア教育財団理
事長
全国専修学校
各種学校総
連、全国学校
法人立専門学
校協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発1008第2号 H25.10.8 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.10.8
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1008第3号 H25.10.8 損害賠償金の支出依頼について
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H25.10.7
官署支出官厚
生労働省大臣
官房会計課長

厚生労働省労働基準局長

基発1008第4号 H25.10.8 検査業務専門研修の講師派遣について
労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.10.4

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

労働基準局長

基発1009第1号 H25.10.8 全国監督課長会議の開催について
労働基準局 監督課 企
画・法規係

遠藤　勇樹 H25.10.2
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発1009第2号 H25.10.9 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.9 東京労働局長 労働基準局長

基発1010第1号 H25.10.9
中央じん肺診査医会の開催について（通
知）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.9.20
中央じん肺診
査医

厚生労働省労働基準局長

基発1010第2号 H25.10.10
平成26年春の叙勲推薦予定者に係る住
民票の写しの交付について（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.9
現住所の市区
町村長

労働基準局長

基発1010第3号 H25.10.10
労働行政職員（基礎）研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.10.4

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1010第4号 H25.10.10
第1回労災保険給付専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.10.4

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1010第5号 H25.10.10 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.10 該当労働局長 労働基準局長

基発1011第1号 H25.10.8
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.10.4
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発1015第2号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて(協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
内部部局及び
外局の長

労働基準局長
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基発1015第3号 H25.10.15 安衛法GLP適合確認について
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H25.10.10 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1015第4号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
関係行政機関
の長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第5号 H25.10.15 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.10.15
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1015第6号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2 都道府県知事 厚生労働省労働基準局長

基発1015第7号 H25.9.6
平成２５年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
政令指定都市
長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第8号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2 所管法人の長 厚生労働省労働基準局長

基発1015第9号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
事業主団体代
表者

厚生労働省労働基準局長

基発1015第10号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
教育機関団体
の長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第11号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
社団法人日本
民間放送連盟
会長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第12号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
社団法人日本
新聞協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第13号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
日本放送協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第14号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
社団法人日本
民営鉄道協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第15号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2
各旅客鉄道株
式会社代表取
締役社長

厚生労働省労働基準局長

基発1015第16号 H25.9.6
平成25年度最低賃金周知広報の実施に
ついて（協力依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.9.2

日本郵政株式
会社取締役兼
代表執行役社
長

厚生労働省労働基準局長

基発1016第1号 H25.10.15
日経ビジネスイノベーションフォーラムへ
のパネリスト派遣について（回答）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

岡本　沙希子 H25.10.1
日本経済新聞
社クロスメディ
ア営業局長

厚生労働省労働基準局長
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基発1017第1号 H25.10.16
平成24年度厚生労働科学研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）の交付額
の確定について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発1017第2号 H25.10.16 債権発生通知書
労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
歳入徴収官
大臣官房会計
課長

債権発生通知義務者労働
基準局長

基発1017第3号 H25.10.16 債権発生通知書
労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
歳入徴収官
大臣官房会計
課長

債権発生通知義務者労働
基準局長

基発1017第4号 H25.10.16
平成24年度厚生労働科学研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）の交付額
の確定について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発1017第5号 H25.10.16 債権発生通知書
労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
歳入徴収官
大臣官房会計
課長

債権発生通知義務者労働
基準局長

基発1017第6号 H25.10.16
平成24年度厚生労働科学研究費補助金
（厚生労働科学特別研究事業）の交付額
の確定について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.9.10
官署支出官
大臣官房会計
課長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発1021第1号 H25.10.21
労災保険給付事務取扱手引の一部改正
について

労働基準局 労災補償部
補償課 通勤災害係

小森　茂春 H25.10.11
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1021第2号 H25.10.10 職員派遣の依頼について（回答）
労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室

神子沢　啓司 H25.7.9
東京人権啓発
企業連絡会理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発1021第3号 H25.10.21 職員の自営に係る兼業の許可について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.10.21
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1022第1号 H25.10.21
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.10.16
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1022第2号 H25.10.22
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.22 金沢市長 労働基準局長

基発1022第3号 H25.10.21
争訟事件に係る資料の送付について(回
報)

労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H25.10.10
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発1023第1号 H25.10.22
労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会臨時委員の任免について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.10.10
大臣官房人事
課長

厚生労働省労働基準局長

基発1024第1号 H25.10.23
財団法人中小企業災害補償共済福祉財
団に対する指導について

労働基準局 総務課 監理
係

千葉　秀樹 H25.10.22

財団法人中小
企業災害補償
共済福祉財団
代表者

労働基準局長

基発1025第1号 H25.10.24
「第４回建築物の解体等における石綿ばく
露防止対策等技術的検討のための専門
家会議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.10.16 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発1028第1号 H25.10.25
平成２５年１１月１日付け人事院規則９－
８第１７条の適用を
受ける職員の初任給の決定について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.10.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1028第2号 H25.10.24
技術検討委員（建設機械施工）の就任に
ついて（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.10.17
国土交通省総
合政策局長

厚生労働省労働基準局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発1028第3号 H25.10.25
第40回原子力・放射線入門講座受講希望
者の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.10.23 対象労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1028第4号 H25.10.28
タクシー乗車券（平成25年9月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.10.25
支出負担行為
担当官　大臣
官房会計課長

労働基準局長

基発1029第1号 H25.10.29
平成２４年度特別会計財務書の提出につ
いて

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 徴収係

澁谷　広記 H25.10.29
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発1029第2号 H25.10.29 職員の有報酬兼業について
労働基準局 総務課 企画
法令係

澤田　京樹 H25.10.25
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1030第1号 H25.10.30
安全衛生専門（前期）研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.10.24

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1030第2号 H25.10.30
労働政策審議会勤労者生活分科会幹事
への併任について（照会）

労働基準局 勤労者生活
課 企画係

堤　光一郎 H25.10.28
関係省庁人事
担当課長

労働基準局長

基発1030第3号 H25.10.30
平成26年春の叙勲推薦予定者に係る住
民票の写しの交付について（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.10.30
東久留米市長
他

労働基準局長

基発1101第1号 H25.10.30
「第12回東日本大震災の復旧工事に係る
アスベスト対策検証のための専門家会
議」の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.10.17 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発1101第4号 H25.11.1
平成２５年度（第６３回）全国工作責任者
大会への職員の派遣依頼について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.10.24
日本ボイラ協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発1101第6号 H25.11.1

「労働者災害補償保険法施行規則の一部
を改正する省令」の施行及び「労働者災
害補償保険法の施行に関する事務に使
用する文書の様式を定める件の一部を改
正する件」の適用について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.11.1
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1105第1号 H25.10.31
義肢等補装具支給要綱の一部改正につ
いて

労働基準局 労災補償部
補償課 福祉係

阿部　敏洋 H25.10.29
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1105第2号 H25.10.24
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理事務手引
等の新規作成及び一部改訂について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 企画調
整係

太田　祥雄 H25.10.24
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発1105第3号 H25.11.5
平成２５年度(第５１回)全日本ボイラー大
会における特別講演への職員の派遣に
ついて（回答）

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.10.24
日本ボイラ協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発1105第4号 H25.11.5
第２回労災保険給付専門研修の講師派
遣について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.11.1

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1105第5号 H25.11.5 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H25.11.1 厚生労働大臣 労働基準局長

基発1106第1号 H25.11.6 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.11.6
大臣官房人事
課長

労働基準局長
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基発1106第2号 H25.11.6
労働基準監督官専門研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.11.1

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1107第2号 H25.11.7
平成25年度最低賃金支援事業全国コー
ディネーター会議の開催について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.11.6
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1107第3号 H25.11.7
平成25年度最低賃金支援事業全国コー
ディネーター会議について（依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H25.11.6 講師派遣元 厚生労働省労働基準局長

基発1107第4号 H25.11.7
第１１０回検察事務官高等科研修への聴
講生の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.11.5 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1108第1号 H25.11.8
「労働安全衛生法の規定による免許の取
消しの申請に関する事務の実施につい
て」の一部改正について

労働基準局 安全衛生部
計画課 企画係

山崎　太一 H25.11.7
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1111第2号 H25.11.8
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.11.8
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1111第3号 H25.11.8
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.11.8
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1112第1号 H25.11.12
第110回検察事務官高等科研修への聴講
生候補者の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.11.11
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発1113第1号 H25.11.12
「安全優良職長厚生労働大臣顕彰審査委
員会」の開催及び経費の支出について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.10.30 参集者 厚生労働省労働基準局長

基発1114第1号 H25.11.14
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.11.12
岐阜労働局長
宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1115第1号 H25.11.15
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.11.14

環境省大臣官
房長
環境省水・大気
環境局長

厚生労働省労働基準局長

基発1115第2号 H25.11.15
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.11.14

国土交通省総
合政策局長
農林水産省技
術会議事務局
長

厚生労働省労働基準局長

基発1115第3号 H25.11.15
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.11.14
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発1115第4号 H25.11.15
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.11.14
関係都道府県
労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1115第5号 H25.11.15 過年度支出の承認申請依頼について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

森田　幸乃 H25.11.15
大臣官房会計
課長

労働基準局長
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基発1115第6号 H25.11.15
日本耳鼻咽喉科学会産業・環境保健委員
会全国委員長会議講師派遣について（回
答）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H25.11.5
一般社団法人
日本耳鼻咽喉
科学会理事長

厚生労働省労働基準局長

基発1118第1号 H25.11.18

労働基準法第３６条第１項の協定で定め
る労働時間の延長の限度等に関する基
準の新規制基準適合性審査に関する業
務への適用について

労働基準局 監督課 企
画・法規係

遠藤　勇樹 H25.11.15
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1118第2号 H25.11.18
「労働者災害補償保険法施行規則の一部
を改正する省令」の施行等に伴う関係通
達の改正について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H25.11.7
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1119第1号 H25.11.19 職員派遣の依頼について（回答）
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.11.8 講師派遣先 労働基準局長

基発1119第2号 H25.11.19 職員派遣の依頼について（回答）
労働基準局 労働条件政
策課 設定改善係

竹和　さやか H25.11.8 講師派遣先 労働基準局長

基発1119第3号 H25.11.19
労働政策審議会勤労者生活分科会幹事
の任命等について

労働基準局 勤労者生活
課 企画係

堤　光一郎 H25.11.14
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1119第5号 H25.11.19 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H25.11.19
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1119第6号 H25.11.19
労働政策審議会勤労者生活分科会中小
企業退職金共済部会臨時委員の任免に

労働基準局 勤労者生活
課 企画係

堤　光一郎 H25.11.18
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1120第1号 H25.11.20 無償貸付承認書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.11.19

独立行政法人
高齢・障害・求
職者雇用支援
機構理事長

厚生労働省労働基準局長

基発1120第2号 H25.11.20
平成２５年度労働基準行政関係功労者表
彰に係る表彰者の決定について

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.11.20
該当都道府県
労働局長

労働基準局長

基発1120第3号 H25.11.20
平成25年度第２回有害性評価小検討会
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.11.8 検討会参集者 厚生労働省労働基準局長

基発1120第4号 H25.11.20
平成25年度全衛連運営研究協議会にお
ける講演依頼について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第五係

蓋盛　拓海 H25.11.11

公益社団法人
全国労働衛生
団体連合会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発1121第1号 H25.11.18 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.11.14
労働金庫連合
会理事長

労働基準局長

基発1121第2号 H25.11.21
第40回原子力・放射線入門講座の受講に
ついて（申請）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.11.19

独立行政法人
日本原子力研
修開発機構原
子力人材育成
センター

厚生労働省労働基準局長

基発1122第1号 H25.11.22
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.11.22
官署支出官
厚生労働省労
働基準局長

歳入徴収官　労働基準局長
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基発1122第2号 H25.11.22
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.11.22
官署支出官
厚生労働省職
業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発1125第1号 H25.11.22
労働基準局におけるテレワーク実施に係
る留意事項について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.11.18 各部・課長 労働基準局長

基発1125第2号 H25.11.25

JIS T 8030「化学防護服－防護服材料の
耐透過性試験」改正原案作成委員会
JIS T 8115「化学防護服」改正原案作成
委員会委員就任の承認について（回答）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H25.11.20
公益社団法人
日本保安用品
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発1126第1号 H25.11.26
タクシー乗車券（平成25年10月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.11.25
支出負担行為
担当官　大臣
官房会計課長

労働基準局長

基発1128第1号 H25.11.28
変異原性が認められた化学物質の取扱
いについて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.11.21 届出事業者 厚生労働省労働基準局長

基発1128第2号 H25.11.28
変異原性が認められた化学物質の取扱
いについて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.11.21 団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発1128第3号 H25.11.28
変異原性が認められた化学物質の取扱
いについて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.11.21
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1129第1号 H25.11.25
平成25年10月18日付ＦＡＴＦ声明を踏まえ
た犯罪による収益の移転防止に関する法
律の適正な履行等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.11.21
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発1129第2号 H25.11.29
庁舎等及び省庁別宿舎整備予定一覧表
の提出について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.11.29 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発1129第3号 H25.11.29

特定地域における一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法等の一部を改正する法律の
公布等について

労働基準局 労働条件政
策課 法規係

川崎　由季子 H25.11.28
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発1202第1号 H25.11.21 検査結果通知
労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.11.19
中央労働金庫
理事長

労働基準局長

基発1203第1号 H25.11.29
労働政策審議会臨時（専門）委員の任免
について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 企画調整係

平岡　徹也 H25.11.28
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1203第2号 H25.12.2 訴訟告知に関する回報について
労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.11.26
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発1203第3号 H25.12.2 訴訟告知に関する回報について
労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H25.11.26
金沢地方法務
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1203第5号 H25.11.20
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.11.5 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1203第6号 H25.11.20
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その62）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.11.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

71



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発1203第7号 H25.12.3
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.11.5 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1203第8号 H25.12.3
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その63）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.11.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1204第2号 H25.12.4
平成２５年度全国労働基準部長会議等の
開催について

労働基準局 総務課 総務
係

宮地　延幸 H25.12.2
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1204第3号 H25.12.4
「労働保険事務組合制度功労者厚生労働
大臣表彰実施要領」の一部改正について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H25.11.29
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発1206第12号 H25.12.6
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.12.5
宮城労働局長
熊本労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第15号 H25.12.6
平成２４年度特別会計財務書類に関する
訂正報告について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 徴収係

澁谷　広記 H25.12.5
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発1206第16号 H25.12.6
特別司法警察職員の人員及び捜査活動
状況について（回答）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.12.4
法務省刑事局
長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第17号 H25.12.5
平成26年1月1日付け一般昇格内申につ
いて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.12.4
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第18号 H25.12.5
平成２５年度厚生労働科学研究費補助金
（厚生労働科学特別研究事業）の支出負
担行為について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H25.11.22
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発1209第5号 H25.12.9
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.12.6 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発1209第6号 H25.12.9
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H25.12.6 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発1210第1号 H25.12.9
中央最低賃金審議会公益代表委員の委
嘱に係る内諾書及び所属長の承認につ
いて

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

藤田　靖 H25.12.6 専修大学長 厚生労働省労働基準局長

基発1211第1号 H25.12.10
中央じん肺診査医会の開催について（通
知）

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H25.11.25
中央じん肺診
査医

厚生労働省労働基準局長

基発1211第2号 H25.12.11 過年度支出の承認申請依頼について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

森田　幸乃 H25.12.11
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発1212第1号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1212第2号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その64）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1212第3号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1212第4号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その65）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1212第5号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5 申請者 厚生労働省労働基準局長
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基発1212第6号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その66）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1212第7号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1212第8号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その67）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.5
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1212第9号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第68条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.6 申請者 厚生労働省労働基準局長

基発1212第10号 H25.12.10
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第68条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その8）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.6
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1213第1号 H25.12.10
解散登記に係る登記事項証明書の交付
申請について（依頼）

労働基準局 総務課 監理
係

千葉　秀樹 H25.12.10
東京法務局港
出張所長

労働基準局長

基発1213第2号 H25.12.10
財団法人日本勤労者健康開発協会の解
散について

労働基準局 総務課 監理
係

千葉　秀樹 H25.12.10
東京地方裁判
所長

労働基準局長

基発1213第4号 H25.12.24

研究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の
効率的推進等に関する法律及び大学の
教員等の任期に関する法律の一部を改
正する法律の施行について

労働基準局 労働条件政
策課 政策係

森下　宏樹 H25.12.13
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発1213第5号 H25.12.13
平成２５年１月１日付け昇給発令内申に
ついて

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.12.13
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1213第6号 H25.12.13
平成２６年１月１日付け職員の昇格につ
いて（内申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.12.13
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1213第7号 H25.12.13
人事院規則9-8第44条の適用を受ける職
員の復職時調整について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.12.13
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1217第1号 H25.11.25
労働者災害補償保険審査官に係る証票
の交付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H25.11.21
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1217第2号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会委員への就任について（依
頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17 候補者 厚生労働省労働基準局長

基発1217第3号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会委員への就任について（依
頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17 候補者 厚生労働省労働基準局長

基発1217第4号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会臨時委員への就任について
（依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17 候補者 厚生労働省労働基準局長

基発1217第5号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会委員への就任について（依
頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17 候補者 厚生労働省労働基準局長

基発1217第6号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会に係る承認について（依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17
候補者の所属
長

厚生労働省労働基準局長

73



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発1217第7号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会に係る承認について（依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17
候補者の所属
長

厚生労働省労働基準局長

基発1217第8号 H25.12.17
労働政策審議会労働条件分科会有期雇
用特別部会に係る承認について（依頼）

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H25.12.17
候補者の所属
長

厚生労働省労働基準局長

基発1217第9号 H25.12.17 講師派遣について
労働基準局 労働条件政
策課 法規係

大和　稔弘 H25.12.2

一般社団法人
日本経済団体
連合会労働法
規委員会労働
法企画部会長

労働基準局長

基発1217第10号 H25.12.17 産業医研修会における講師派遣について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H25.11.27
一般社団法人
茨城県医師会
長

厚生労働省労働基準局長

基発1218第1号 H25.12.9
米国・外国口座税務コンプライアンス法に
係る対応期間の６ヶ月繰延等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.12.6
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発1218第2号 H25.12.9
米国・外国口座税務コンプライアンス法に
係る対応期間の６ヶ月繰延等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.12.6
労働金庫連合
会理事長

労働基準局長

基発1218第3号 H25.12.17
平成２６年１月１日付け人事院規則９－８
第１７条の適用を受ける職員の初任給の
決定について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.12.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1218第4号 H25.12.13
平成25年度安全優良職長厚生労働大臣
顕彰の受賞者の決定について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.3 受賞者 厚生労働省労働基準局長

基発1218第5号 H25.12.13
平成25年度安全優良職長厚生労働大臣
顕彰の受賞者の決定について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.3 事業場代表者 厚生労働省労働基準局長

基発1218第6号 H25.12.13
平成25年度安全優良職長厚生労働大臣
顕彰の受賞者の決定について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.3 推薦団体 厚生労働省労働基準局長

基発1218第7号 H25.12.13
平成25年度安全優良職長厚生労働大臣
顕彰の受賞者の決定について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.3
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1218第8号 H25.12.13
平成25年度安全優良職長厚生労働大臣
顕彰の受賞者の決定について

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H25.12.3

安全優良職長
厚生労働大臣
顕彰審査委員
会委員長

厚生労働省労働基準局長

基発1218第9号 H25.12.18
除籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.12.18 市川市長 労働基準局長
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基発1219第1号 H25.12.17
働く人が活躍しやすい職場環境の改善の
取組に関する要請について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.12.17

経営者団体の
長、一般社団
法人日本経済
団体連合会会
長、日本商工
会議所会頭、
全国中小企業
団体中央会会
長

厚生労働省労働基準局長

基発1219第2号 H25.12.17
働く人が活躍しやすい職場環境の改善の
取組に関する要請について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H25.12.17
日本労働組合
総連合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発1220第1号 H25.12.13
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H25.12.12
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発1220第2号 H25.12.20
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.12.20
官署支出官
厚生労働省労
働基準局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発1220第3号 H25.12.20
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H25.12.20
官署支出官
厚生労働省職
業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発1220第4号 H25.12.20 埋蔵文化財の取扱いについて（協議）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H25.12.20
千葉県教育委
員会教育長

厚生労働省労働基準局長

基発1220第6号 H25.12.20
中央最低賃金審議会委員の任命につい
て(伺い)

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 賃金・
退職金制度係

藤田　靖 H25.12.20
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1220第7号 H25.12.20 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H25.12.18
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1220第8号 H25.12.20
高齢者叙勲推薦予定者に係る住民票の
写しの交付について（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.12.20
千葉県佐倉市
長

労働基準局長

基発1220第9号 H25.12.20
平成２４年度政策別コスト情報の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 決算係

今西　克仁 H25.12.20
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発1224第1号 H25.12.24 公務外の海外渡航について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.12.20
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発1224第2号 H25.12.20
産業用ロボットに係る労働安全衛生規則
第150条の４の施行通達の一部改正につ
いて

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H25.12.6
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1225第1号 H25.12.20
「労災レセプト電算処理システム」の全国
稼働の実施について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム最適化推進室 システ
ム最適化第三係

高吉　えり H25.12.20
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発1225第2号 H25.12.25
平成26年度安全衛生技術系職員の大学
委託聴講制度等の実施について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.12.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1225第3号 H25.12.25 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H25.12.25 佐賀労働局長 労働基準局長
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基発1225第4号 H25.12.25 工事施工申請書
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H25.12.24
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発1226第1号 H25.12.25
物品の譲与に係る報告書の提出につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H25.11.15 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発1226第2号 H25.12.25 労災診療費の適正払いの徹底について
労働基準局 労災補償部
補償課

勝見　達也 H25.12.18
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第3号 H25.12.25
労務費率調査の実施及び承認申請依頼
について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 労災保険財
政数理室 料率係

山崎　一郎 H25.12.25
大臣官房統計
情報部長

労働基準局長

基発1226第4号 H25.12.26
宿舎使用料の徴収停止及び精算につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.12.26 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1226第5号 H25.12.26
宿舎使用料の徴収停止及び精算につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.12.26 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1226第6号 H25.12.26
宿舎使用料の徴収停止及び精算につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.12.26 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1226第8号 H25.12.26
宿舎使用料の徴収停止及び精算につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

伊藤　敬亮 H25.12.26 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発1226第10号 H25.12.26
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H25.12.26
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第11号 H25.12.26
使用停止処分基準及び緊急措置基準の
改正について

労働基準局 監督課 監督
係

宮本　靖大 H25.12.26
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第12号 H25.12.26
労災保険業務機械処理事務手引（年金・
一時金業務）の一部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金業
務係

大内　理沙 H25.12.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第13号 H25.12.26
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26

環境省大臣官
房長
環境省水・大気
環境局長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第14号 H25.12.26
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26

国土交通省総
合政策局長
農林水産省技
術会議事務局
長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第15号 H25.12.26
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第16号 H25.12.26
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
関係都道府県
知事

厚生労働省労働基準局長

基発1226第17号 H25.12.26
除染等業務従事者等被ばく線量登録管
理制度について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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基発1226第18号 H25.12.26
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン等の改正
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26

環境省大臣官
房長
環境省水・大気
環境局長
国土交通省総
合政策局長
農林水産省技
術会議事務局
長
復興庁統括官
内閣府原子力
災害対策本部
原子力被災者
生活支援チー
ム事務局長補
佐

厚生労働省労働基準局長

基発1226第19号 H25.12.26
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン等の改正
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
関係都道府県
知事

厚生労働省労働基準局長

基発1226第20号 H25.12.26
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン等の改正
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
関係事業者団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第21号 H25.12.26
除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン等の改正
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 電離放射線
労働者健康対策室 企画
係

齊藤　暢記 H25.12.26
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発1226第22号 H25.12.26
安全衛生専門（後期）研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H25.12.25

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発1227第1号 H25.12.20
労働安全衛生規則第九十五条の六の規
定に基づき厚生労働大臣が定める物等
の一部を改正する告示の適用について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.12.19
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

判決の言渡しについて（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0107第2号 H26.1.7 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.1.7
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0107第4号 H26.1.7
平成25年度第４回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.12.24 検討会参集者 労働基準局長
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基発0107第5号 H26.1.7
平成25年度第４回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.12.24
検討会追加参
集者

労働基準局長

基発0107第6号 H26.1.7
平成25年度第４回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.12.24
検討会追加参
集者

労働基準局長

基発0107第7号 H26.1.7
平成25年度第４回遺伝毒性評価ワーキン
ググループへの参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H25.12.24
検討会追加参
集者の所属長

労働基準局長

基発0107第8号 H26.1.7 賃料変動率について（照会）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.1.7
株式会社富士
不動産鑑定所

厚生労働省労働基準局長

基発0107第9号 H26.1.7 地価変動率について（照会）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.1.7
株式会社関不
動産鑑定事務
所

厚生労働省労働基準局長

基発0108第2号 H26.1.8 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.1.8
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0109第1号 H26.1.9
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.1.7
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0109第2号 H26.1.9
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.1.7
関東財務局東
京財務事務所
立川出張所長

厚生労働省労働基準局長

基発0109第3号 H26.1.9
処分すべき国有財産調査票等の提出に
ついて

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.1.7
関東財務局千
葉財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0109第7号 H26.1.9 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H26.1.8 鳥取労働局長 労働基準局長

基発0109第8号 H26.1.9
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H26.1.8 奈良労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0110第1号 H26.12.26
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオ
キシン類ばく露防止対策要綱」の改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.12.20
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0110第2号 H26.12.26
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオ
キシン類ばく露防止対策要綱」の改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H25.12.20 関係団体の長 厚生労働省労働基準局長
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基発0110第5号 H26.1.10
「労働基準行政情報システム・労災行政
情報管理システム管理規程」の改定につ
いて

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

藤代　丈弘 H26.1.8
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0110第6号 H26.1.10
「労働基準行政情報システム・労災行政
情報管理システム運用管理要領」の改定
について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム管理係

藤代　丈弘 H26.1.8
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0114第1号 H26.1.14
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

勝見　達也 H26.1.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0114第2号 H26.1.14
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

勝見　達也 H26.1.10
公益社団法人
日本医師会長

厚生労働省労働基準局長

基発0114第3号 H26.1.14
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

勝見　達也 H26.1.10
独立行政法人
労働者健康福
祉機構理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0114第4号 H26.1.14 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.1.14
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0114第5号 H26.1.14 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H26.1.14
神奈川労働局
長

労働基準局長

基発0115第3号 H26.1.15
「健康管理手帳所持者及び船員健康管理
手帳所持者に対する健康診断の実施の
運営」通達の一部改正について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.1.15
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0115第4号 H26.1.15
労働安全衛生規則の一部を改正する省
令の施行について

労働基準局 安全衛生部
安全課

川越　俊治 H26.1.15
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0115第5号 H26.1.15
安全衛生特別教育規程の一部を改正す
る告示の適用について

労働基準局 安全衛生部
安全課

川越　俊治 H26.1.15
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0115第6号 H26.1.15 争訟事件の係属について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.1.10
法務省大臣官
房訟務総括審
議官

厚生労働省労働基準局長

基発0115第7号 H26.1.15 争訟事件の係属について(回報)
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.1.10
さいたま地方法
務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0115第8号 H26.1.15
独立行政法人における役職員の給与の
見直しについて

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

田村　愛 H26.1.10

独立行政法人
勤労者退職金
共済機構理事
長

厚生労働省労働基準局長
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基発0117第2号 H26.1.7
人事院規則９－８第３９条第１号の規定に
よる昇給について（報告）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.1.7
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0117第3号 H26.1.7
平成２６年１月１日付け特別昇給（財務省
会計事務職員研修）発令内申について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.1.7
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0117第3号 H26.1.16
労災レセプト電算処理システム機械処理
事務手引について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム最適化推進室 システ
ム最適化第三係

高吉　えり H26.1.9
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0117第4号 H26.1.16
転写書類（賃金構造基本統計調査に係る
調査票情報）の利用後の処置について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 最低賃
金係

遠藤　秀剛 H26.1.16
大臣官房統計
情報部長

労働基準局長

基発0120第3号 H26.1.20
平成25年度JIS原案改正作成委員会に係
る委員委嘱の承認について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H26.1.15
研削砥石工業
会　会長

労働基準局長

基発0120第4号 H26.1.20 職員の渡航手続きについて（依頼）
労働基準局 安全衛生部
計画課

野村　幸代 H26.1.14
大臣官房国際
課長

労働基準局長

基発0120第5号 H26.1.20
在外公館に対する便宜供与依頼につい
て

労働基準局 安全衛生部
計画課

野村　幸代 H26.1.14
外務省アジア
大洋州局長

労働基準局長

基発0121第1号 H26.1.21
平成25年度　中央労災補償業務監察実
施結果について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 監察係

上野　邦久 H26.1.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0121第2号 H26.1.21
平成25年度　中央労働保険適用徴収業
務監察実施結果について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 監察係

椎葉　圭市 H26.1.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0122第1号 H26.1.22 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.1.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0122第2号 H26.1.22
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H26.1.22
官署支出官
厚生労働省労
働基準局長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0122第3号 H26.1.22
「特別会計に関する法律」第102条第3項
の規定に基づく徴収勘定への繰入につい
て

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H26.1.22
官署支出官
厚生労働省職
業安定局長

歳入徴収官　労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0124第1号 H26.1.24

特定地域における一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法等の一部を改正する法律の
附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃
止に係る指導等の徹底について

労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H26.1.22
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0124第2号 H26.1.24
「自動車運転者の労働時間等の労働条件
確保のための監督指導等について」の一
部改正について

労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H26.1.22
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0124第4号 H26.1.24
平成26年度検察事務官中等科研修の聴
講生の参加について（依頼）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.1.24
東京高等検察
庁検事長

厚生労働省労働基準局長

基発0127第1号 H26.1.23
労働保険の保険料の徴収等に関する法
律の規定に基づき雇用保険率を変更する
件の適用について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 法規係

上田　勇起 H26.1.22
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0127第2号 H26.1.27
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.1.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0127第3号 H26.1.24
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.1.22
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0127第4号 H26.1.27
第3回労災保険給付専門研修の講師派遣
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.1.24

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構　労
働大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0128第1号 H26.1.28 行政財産の使用承認について（申請）
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H26.1.27

厚生労働省所
管国有財産部
局長大臣官房
会計課長

労働基準局長

基発0128第2号 H26.1.28 行政財産の使用承認について（申請）
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H26.1.27

厚生労働省所
管国有財産部
局長大臣官房
会計課長

労働基準局長

基発0128第3号 H26.1.28
平成25年度中央労働基準監察結果の概
要について

労働基準局 監督課 監察
係

小川　哲典 H26.1.28
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0128第4号 H26.1.28
行政財産の使用承認申請の依頼につい
て

労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H26.1.27

厚生労働省所
管国有財産部
局長大臣官房
会計課長

労働基準局長

基発0129第5号 H26.1.29
物品不用決定承認申請書の提出につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.1.20
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0129第6号 H26.1.29
タクシー乗車券（平成25年12月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H26.1.29
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0130第1号 H26.1.28
JIS T 8005「化学防護服の一般要求事
項」改正原案作成委員会委員就任の承認
について（回答）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H26.1.21
公益社団法人
日本保安用品
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0130第2号 H26.1.27
「ワークスタイル変革フォーラム」への職
員派遣について

労働基準局 労働条件政
策課 企画係

東川　伸一 H26.1.21
日経BP社総合
マーケティング
部長

厚生労働省労働基準局長

基発0131第1号 H26.1.23
厚生労働大臣が定める現物給与の価額
について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 法規係

上田　勇起 H26.1.22
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0131第2号 H26.1.30
金沢地方裁判所平成２５年（行ウ）第８号
個人情報利用不停止処分処分取消等請
求事件に係る代理人の指定について

労働基準局 総務課 労働
保険審査会事務室

諸橋　泰介 H26.1.30
金沢地方法務
局長

労働基準局長

基発0203第1号 H26.1.31
在外公館に対する便宜供与方依頼につ
いて

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 業務係

阿部　泰幸 H26.1.17
外務省経済局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0203第2号 H26.2.3
平成26年度労働基準監督官採用試験に
係る積極的な受験の勧奨・広報の実施に
ついて

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.1.30
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0204第1号 H26.2.4 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.2.4
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0205第1号 H26.2.5
高齢者叙勲に係る軍歴証明書の交付に
ついて（依頼）

労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H26.2.5
千葉県健康福
祉部長

労働基準局長

基発0206第1号 H26.2.6
平成２５年度労災特別介護援護事業に係
る「委託事業実施計画変更承認申請書」
の承認について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.1.31

支出負担行為
担当官厚生労
働省労働基準
局労災補償部
労災管理課長

厚生労働省労働基準局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0206第2号 H26.2.6
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.1.29
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0206第3号 H26.2.6
社会保険庁転任職員研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.2.3

独立行政法人
労働政策研究・
研修機構労働
大学校長

厚生労働省労働基準局長

基発0207第1号 H26.2.7
物品不用決定承認申請書の提出につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.2.7
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0207第2号 H26.2.7
平成25年度第２回管理濃度等検討会の
開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H26.1.28 参集者 労働基準局長

基発0207第3号 H26.2.7
平成25年度全国健康安全主務課長会議
（平成26年2月20日開催）の取りやめにつ
いて

労働基準局 総務課 総務
係

宮地　延幸 H26.2.7
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0210第1号 H26.2.6
職員の育児休業承認請求について（内
申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.2.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0212第1号 H26.2.10 災害発生報告書の提出について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.2.5
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0213第2号 H26.2.13 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.2.13
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0213第3号 H26.2.13
独立行政法人労働者健康福祉機構に係
る公用旅券の発給依頼について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 機構調整第
一係

能堀　北斗 H26.2.12
外務省アジア
大洋州局長

厚生労働省労働基準局長

基発0213第4号 H26.2.13 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H26.2.13 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0214第1号 H26.2.12 労働衛生指導医の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.1.28
神奈川労働局
長

労働基準局長

基発0214第3号 H26.2.14
厚生労働省所管会計事務監査規程第５
条第２項に基づく一般監査指導結果の措
置報告について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H26.2.13
厚生労働省大
臣官房会計課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0217第1号 H26.2.13
地方労働基準監察監督官制度の運営に
ついて

労働基準局 監督課 監察
係

小川　哲典 H26.2.10
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0217第2号 H26.2.7
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H26.2.6
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0217第3号 H26.2.14
「福島県の一部の地域における社会保険
料及び労働保険料等の納期限等を指定
する件」の制定について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 法規係

上田　勇起 H26.2.13
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0217第4号 H26.2.14

金沢地方裁判所平成２５年（行ウ）第８号
個人情報利用不停止処分処分取消等請
求事件に係る調査回報書の送付につい
て（伺い）

労働基準局 総務課 労働
保険審査会事務室

諸橋　泰介 H26.2.13
金沢地方法務
局長

労働基準局長

基発0217第5号 H26.2.14
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.2.7
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0217第6号 H26.2.17
今後における一般労働条件の確保・改善
対策の推進に関する基本方針について

労働基準局 監督課 監督
係

宮本　靖大 H26.2.14
都道府県労働
局局長

厚生労働省労働基準局長

基発0217第7号 H26.2.17
今後における労働衛生対策の推進に関
する基本方針について

労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H26.2.13
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0217第8号 H26.2.17
労働衛生対策における監督指導等に当
たって留意すべき事項について

労働基準局 監督課 監察
係

五十嵐　勇樹 H26.2.13
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0217第9号 H26.2.17 関係通達の整備について
労働基準局 監督課 監督
係

宮本　靖大 H26.2.14
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0218第1号 H26.2.17
監督指導業運営に当たって留意すべき事
項について

労働基準局 監督課 監督
係

宮本　靖大 H26.2.14
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0219第1号 H26.2.19
第３回化学物質のリスク評価に係る企画
検討会の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.2.10 検討会参集者 労働基準局長

基発0219第2号 H26.2.19
化学物質のリスク評価に係る企画検討会
への参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.2.10
検討会参集者
の所属長

労働基準局長

基発0219第3号 H26.2.19
平成２５年度JIS原案作成委員会（高視認
性衣服－試験方法及び要求事項）に係る
委員委嘱の承認について(回答)

労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H26.2.4
公益社団法人
日本保安用品
協会会長

労働基準局長

基発0219第4号 H26.2.19 熱中症対策研究会の講師派遣について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第四係

吉岡　生博 H26.2.12
熱中症対策研
究会代表者

労働基準局長

84



労働基準局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

基発0219第6号 H26.2.19
職員の育児休業承認請求(育児休業の期
間の延長)について(内申)

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.2.10
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0220第1号 H26.2.19
第53回労働問題講習会における講師派
遣依頼について（回答）

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H26.2.14
公益社団法人
日本バス協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発0220第2号 H26.2.19
中央じん肺診査医会の開催及び経費に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.1.30
中央じん肺診
査医

労働基準局長

基発0220第3号 H26.2.20
第41回原子力・放射線入門講座受講希望
者の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.2.20 対象労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0224第1号 H26.2.21 地方じん肺診査医等の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.2.10 福島労働局長 労働基準局長

基発0224第2号 H26.2.21 地方じん肺診査医等の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.2.10 栃木労働局長 労働基準局長

基発0224第3号 H26.2.21 地方じん肺診査医等の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.2.10 東京労働局長 労働基準局長

基発0224第4号 H26.2.21 地方じん肺診査医等の任命について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.2.10 長崎労働局長 労働基準局長

基発0224第5号 H26.2.24
エレベーター構造規格第４３条に基づく適
用除外について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第二係

岩澤　俊輔 H26.2.7 東京労働局長 労働基準局長

基発0224第6号 H26.2.24
エレベーター構造規格第４３条に基づく適
用除外について

労働基準局 安全衛生部
安全課 業務第二係

岩澤　俊輔 H26.2.7
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0224第7号 H26.2.24
平成25年度労働保険特別会計労災勘定
歳入予算科目の設置について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 決算係

今西　克仁 H26.2.21
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0225第1号 H26.2.25 決定の告知について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.2.24 大阪法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0226第2号 H26.2.26
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.2.25 富山労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0226第3号 H26.2.26 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H26.2.26 岩手労働局長 労働基準局長
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基発0226第4号 H26.2.26
人事院規則9-8第44条の適用を受ける職
員の復職時調整について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.2.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0226第5号 H26.2.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 監督課 社会
保険労務士係

田中　幸彦 H26.2.25 東郷町長 厚生労働省労働基準局長

基発0226第6号 H26.2.26
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 監督課 社会
保険労務士係

田中　幸彦 H26.2.25 徳島市長 厚生労働省労働基準局長

基発0226第7号 H26.2.26
タクシー乗車券（平成２６年１月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H26.2.26
大臣官房会計
課長

労働基準局長

基発0227第1号 H26.2.25
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.2.20
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0227第2号 H26.2.27 非常勤講師の委嘱について（回答）
労働基準局 安全衛生部
計画課 管理係

新井　裕規 H26.2.24
学校法人産業
医科大学理事
長

労働基準局長

基発0228第1号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12 申請者 労働基準局長

基発0228第2号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その68）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0228第3号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12 申請者 労働基準局長

基発0228第4号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第25条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その69）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0228第5号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第9条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12 申請者 労働基準局長

基発0228第6号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第9条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その69）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0228第7号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第9条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12 申請者 労働基準局長
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基発0228第8号 H26.2.24
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第9条の規定に基づく適用除外の申請に
ついて（その70）

労働基準局 安全衛生部
安全課 建設安全対策室
指導係

磯崎　勇太 H26.2.12
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0303第1号 H26.3.3 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.3.3
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0303第2号 H26.3.3
「労働安全衛生法改正特別セミナー」への
職員派遣について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第二係

関　一郎太 H26.2.21
職場のメンタル
ヘルス対策推
進研究会会長

労働基準局長

基発0304第1号 H26.3.4
行政財産の使用許可に係る協議につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.2.24
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長

基発0304第2号 H26.3.4
平成２５年度厚生労働科学研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）の支出負
担行為の変更について

労働基準局 安全衛生部
計画課

佐保　隆 H26.2.18
官署支出官大
臣官房会計課
長

支出負担行為担当官労働
基準局長

基発0305第1号 H26.2.25
第13回東日本大震災の復旧工事に係る
アスベスト対策検証のための専門家会議
の開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

金子　隆太朗 H26.2.17 検討会参集者 労働基準局長

基発0305第2号 H26.3.5 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.2.24

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0305第3号 H26.3.5 争訟事件の係属について（回報）
労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.2.24

法務省大臣官
房訟務総括審
議官
札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0305第4号 H26.3.5
平成２６年度産業医学基本講座への講師
派遣について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H26.2.13
産業医科大学
学長

労働基準局長

基発0305第5号 H26.3.5
管区警察学校における委託研修研修生
の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.3
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0305第6号 H26.3.5
管区警察学校における委託研修の実施
について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.3 山形労働局長 厚生労働省労働基準局長
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基発0306第1号 H26.3.3
タリバーン関係者等と関連すると疑われ
る取引の届出等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H26.2.26
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0306第2号 H26.3.5
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.3.3
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第3号 H26.3.6
「JIS T 8141遮光保護具及びJIS T 8147
保護めがね」改正原案作成委員会委員就
任の承認について（回答）

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改
善室環境改善係

沖田　秀之 H26.2.19
公益社団法人
日本保安用品
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第4号 H26.3.5 職員の有報酬兼業について
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 管理係

木勢　智一 H26.2.21
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0307第1号 H26.3.4 地方じん肺診査医の任免について
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 業務第三係

小川　直紀 H26.2.21 東京労働局長 労働基準局長

基発0307第2号 H26.3.7 労働基準監督官証票の交付について
労働基準局 総務課 人事
係

松田　恵太郎 H26.3.6 福島労働局長 労働基準局長

基発0307第3号 H26.3.7
バス運転者の労働時間管理等の徹底に
関する要請について

労働基準局 監督課 特定
分野労働条件対策係

柴田　明子 H26.3.7
公益社団法人
日本バス協会
会長

厚生労働省労働基準局長

基発0310第1号 H26.3.10 印紙損傷通知について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 総務係

寺内　大弐 H26.3.10 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0310第2号 H26.3.10 平成２５年度意見交換会の開催について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H26.3.5
全国労働保険
事務組合連合
会会長

労働基準局長

基発0311第10号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第11号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第12号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第13号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第14号 H26.3.11
行政財産の使用許可に係る通知につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
関東財務局東
京財務事務所
長

厚生労働省労働基準局長
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基発0311第1号 H26.3.11 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.3.11
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0311第2号 H26.3.11 国有財産の使用について（承認）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
大臣官房会計
課長

厚生労働省労働基準局長

基発0311第3号 H26.3.11 国有財産の使用について（承認）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
大臣官房会計
課長

厚生労働省労働基準局長

基発0311第4号 H26.3.11 国有財産の使用承認について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0311第5号 H26.3.11 国有財産の使用承認について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11 東京労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0311第6号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第7号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第8号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0311第9号 H26.3.11 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
使用許可申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0312第1号 H26.3.12
平成26年度「ナノマテリアルの吸入ばく露
試験事業」の委託について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H26.3.7
中央労働災害
防止協会会長

労働基準局長

基発0312第2号 H26.3.12
平成26年度「化学物質の長期吸入試験等
事業」の委託について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

大淵　和代 H26.3.7
中央労働災害
防止協会会長

労働基準局長

基発0312第3号 H26.3.12
職員の育児休業承認請求(育児休業の期
間の延長)について(内申)

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.9
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0312第4号 H26.3.12 行政財産の用途廃止について（報告）
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局長

基発0312第6号 H26.3.12
厚生労働省名義の使用等の許可につい
て

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H26.3.5
一般社団法人
日本ボイラ協会
会長

労働基準局長
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基発0314第2号 H26.3.11
労働基準行政関係功労者に対する厚生
労働大臣の感謝状贈与について

労働基準局 労働条件政
策課 賃金時間室 指導係

小川　沙織 H26.3.10 秋田労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0314第4号 H26.3.14
労働者災害補償保険審査参与指名等辞
令の送付について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 管理係

田中　紀也 H26.3.12
鹿児島労働局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0314第5号 H26.3.14
一般社団法人全国労働保険事務組合連
合会の都道府県単位の支部に対する厚
生労働大臣感謝状授与要綱について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H26.2.28
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0314第6号 H26.3.14
一般社団法人全国労働保険事務組合連
合会の都道府県単位の支部に対する厚
生労働大臣感謝状授与要綱について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 適用係

竹下　洋介 H26.2.28

一般社団法人
全国労働保険
事務組合連合
会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0317第1号 H26.3.13
平成２６年度中央労災補償業務監察及び
平成２６年度中央労働保険適用徴収業務
監察について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 監察係

岡安　文夫 H26.3.11
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0317第3号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11
北海道労働局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0317第4号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 宮城労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0317第5号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 愛知労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0317第6号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 大阪労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0317第7号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 広島労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0317第8号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 愛媛労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0317第9号 H26.3.17 行政財産の使用について（申請）
労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 年金福
祉第一係

久保田　章 H26.3.11 熊本労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0318第1号 H26.3.17
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H26.3.17 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0318第2号 H26.3.17
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H26.3.17 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0318第3号 H26.3.17
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H26.3.17 対象市区長 厚生労働省労働基準局長
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基発0318第4号 H26.3.17
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につい
て

労働基準局 労災補償部
労災管理課 総務係

佐藤　絵美 H26.3.17 対象市区長 厚生労働省労働基準局長

基発0318第6号 H26.3.18
「労働基準局の内部組織に関する規則」
の一部改正について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

和田　雅弘 H26.3.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0318第7号 H26.3.18
「石綿による健康被害の救済に関する法
律」第34条の規定に基づく労働保険特別
会計徴収勘定への繰入について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 予算係

住田　幸隆 H26.3.18
官署支出官
環境省大臣官
房会計課長

歳入徴収官　労働基準局長

基発0319第1号 H26.3.18 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0319第2号 H26.3.18
平成２６年４月１日付け職員の昇格につ
いて（内申）

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0319第3号 H26.3.18
平成２６年４月１日付け人事院規則９－８
第１７条の適用を受ける職員の初任給の
決定について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.17
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0319第4号 H26.3.19
人事院規則９－８第１１条及び第１２条の
適用を受ける職員の初任給決定について

労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.19
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0319第5号 H26.3.19 賠償金の支出依頼について
労働基準局 安全衛生部
安全課

佐久間　敦之 H26.3.17
官署支出官大
臣官房会計課
長

労働基準局長

基発0319第6号 H26.3.19
平成26年4月1日付け一般昇格及び異動
昇格内申について（局課長）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.18
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第7号 H26.3.19
平成26年4月1日付け一般昇格及び異動
昇格内申について（7級以上）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.19
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第8号 H26.3.19
平成26年度新任労働基準監督官研修に
ついて

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.18
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第1号 H26.3.20
「労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則の一部を改正する省令」等の
施行等について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 法規係

松浦　和久 H26.3.19
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第2号 H26.3.17
「平成26年度ＣＯ中毒患者に係る特別対
策事業」に係る受託依頼について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 機構調整第
一係

能堀　北斗 H26.3.12

一般財団法人
福岡県社会保
険医療協会社
会保険大牟田
吉野病院長

厚生労働省労働基準局長
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基発0320第3号 H26.3.20 宿舎使用料の精算について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.18 島根労働局長
維持管理機関厚生労働省
労働基準局長

基発0320第4号 H26.3.20 宿舎使用料の精算について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.18 青森労働局長
維持管理機関厚生労働省
労働基準局長

基発0324第1号 H26.3.24
第87回日本産業衛生学会への職員派遣
について

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H26.3.10
第87回日本産
業衛生学会会
長

労働基準局長

基発0324第2号 H26.3.20
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理事務手引
の作成について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 システ
ム最適化推進室 システ
ム最適化第一係

堀池　岳 H26.3.20
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0324第3号 H26.3.24 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.3.24
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0324第4号 H26.3.24
平成26年度安全衛生技術系職員の大学
委託聴講制度等の研修生の決定につい
て

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.19 埼玉労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0324第5号 H26.3.24
新任労働基準監督官の実地訓練につい
て

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0325第11号 H26.3.25 定期検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.25

労働保険特別
会計労災勘定
歳入歳出外現
金出納官吏

労働基準局長

基発0325第12号 H26.3.25 定期検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.25

労働保険特別
会計会計労災
勘定　収入官
吏

労働基準局長

基発0325第1号 H26.3.18
平成26年2月14日付ＦＡＴＦ声明を踏まえ
た犯罪による収益の移転防止に関する法
律の適正な履行等について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H26.3.17
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0325第2号 H26.3.24
求償債権の回収業務委託実施要綱の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 通勤災害係

小森　茂春 H26.3.19
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0325第3号 H26.3.12
外部委託先社員による不正出金等の発
生を踏まえた点検について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H26.3.7
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0325第4号 H26.3.24 退職手当の支給発令内申について
労働基準局 総務課 秘書
人事係

岡　満 H26.3.23
大臣官房人事
課長

労働基準局長

基発0325第5号 H26.3.25
安全管理士に係る資格認定申請及び選
任協議について（回答）

労働基準局 安全衛生部
計画課 団体監理係

鈴木　信幸 H26.3.5
中央労働災害
防止協会会長

労働基準局長

基発0325第6号 H26.3.25
タクシー乗車券（平成２６年２月使用分）の
点検結果について

労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H26.3.25
大臣官房会計
課長

労働基準局長
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基発0325第7号 H26.3.25
管区警察学校における委託研修候補者
の推薦について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.19
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0325第8号 H26.3.25
平成26年4月1日付け人事院規則9－8第
11条及び第17条の適用を受ける職員の
初任給の決定について

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.25
厚生労働省大
臣官房人事課
長

厚生労働省労働基準局長

基発0325第9号 H26.3.25
庁舎等及び省庁別宿舎整備予定一覧表
の提出について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.25 関東財務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0326第1号 H26.3.24
労災保険特別加入関係事務取扱手引に
ついて

労働基準局 労災補償部
補償課 通勤災害係

小森　茂春 H26.3.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第2号 H26.3.3
労働安全衛生法に係る有害物等の輸入
監視協力依頼について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

樋口　政純 H26.2.24
財務省関税局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第3号 H26.3.26
第41回原子力・放射線入門講座の受講に
ついて（申請）

労働基準局 総務課 給
与・職員係

芦川　佳子 H26.3.24

独立行政法人
日本原子力研
究開発機構原
子力人材育成
センター長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第4号 H26.3.26
転写書類等の利用後の処置について（報
告）

労働基準局 労働条件政
策課 法規係

大和　稔弘 H26.3.20
総務省統計局
統計調査部長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第5号 H26.3.26
調査票情報の利用による成果について
（報告）

労働基準局 労働条件政
策課 法規係

大和　稔弘 H26.3.20
総務省統計局
統計調査部長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第6号 H26.3.26
争訟事件に関する一部取下げについて
(回報)

労働基準局 安全衛生部
計画課 石綿対策室 企画
調整係

福岡　優一 H26.3.26 福岡法務局長 厚生労働省労働基準局長

基発0326第7号 H26.3.25
建設業における労働基準法等違反事業
場について（通報）

労働基準局 監督課 監督
係

中井　隆裕 H26.3.17
国土交通省土
地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第2号 H26.3.24
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理事務取扱
手引の一部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 企画調
整係

太田　祥雄 H26.3.24
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0327第3号 H26.3.27
茨城県産業医研修会への職員派遣につ
いて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H26.3.20
一般社団法人
茨城県医師会
長

労働基準局長

基発0327第4号 H26.3.27 定期検査の実施について
労働基準局 総務課 庶務
経理係

廣田　圭揮 H26.3.27
資金前渡官吏
他

労働基準局長
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基発0328第1号 H26.3.20
振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚
起活動について

労働基準局 勤労者生活
課 労働金庫業務室 指導
係

小川　武史 H26.3.18
一般社団法人
全国労働金庫
協会理事長

労働基準局長

基発0328第2号 H26.3.27
平成26年度における中小企業退職金共
済制度の周知について（協力要請）

労働基準局 勤労者生活
課 機構調整係

神田　将伸 H26.3.17
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第4号 H26.3.28
労働基準局報告例規の一部改正につい
て

労働基準局 総務課 総務
係

宮地　延幸 H26.3.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第6号 H26.3.28
労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲
げる業種における安全推進者の配置等に
係るガイドラインの策定について

労働基準局 安全衛生部
安全課

小宮山　弘樹 H26.3.25
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0328第7号 H26.3.28
労働災害を防止するための安全の担当
者の配置等について（要請）

労働基準局 安全衛生部
安全課

小宮山　弘樹 H26.3.25 関係団体の長 労働基準局長

基発0328第8号 H26.3.28
労働基準行政情報システム事務処理手
引（概要・共通編、監督関連編、安全衛生
関連編）の改訂について

労働基準局 監督課 監察
係

小川　哲典 H26.3.25
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第9号 H26.3.28
労働基準行政情報システム・労災行政情
報管理システムに係る機械処理手引の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
労災保険業務課 情報シ
ステム運用係

上田　雅之 H26.3.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0331第10号 H26.3.31
労災保険における看護料算定基準の一
部改定について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H26.3.28

公益社団法人
日本医師会
長、公益社団
法人全国民営
職業紹介事業
協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0331第11号 H26.3.31
平成26年度第１回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.3.18 検討会参集者 労働基準局長

基発0331第12号 H26.3.31
平成26年度第１回ばく露評価小検討会の
開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.3.18 検討会参集者 労働基準局長

基発0331第13号 H26.3.31
平成26年度第１回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.3.18
検討会追加参
集者

労働基準局長

基発0331第14号 H26.3.31
平成26年度第１回遺伝毒性評価ワーキン
ググループの開催について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.3.18
検討会追加参
集者

労働基準局長

基発0331第15号 H26.3.31
平成26年度第１回遺伝毒性評価ワーキン
ググループへの参加について

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 化学物
質評価室

北村　牧子 H26.3.18
検討会参集者
の所属長

労働基準局長

基発0331第16号 H26.3.31 身分証明書発行等申請について（依頼）
労働基準局 総務課 秘書
人事係

中島　幸 H26.3.31
大臣官房人事
課長

労働基準局長
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基発0331第17号 H26.3.31
義肢等補装具費支給要綱の一部改正に
ついて

労働基準局 労災補償部
補償課 福祉係

中屋敷　聡 H26.3.27
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0331第18号 H26.3.31 無償貸付承認書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.28
無償貸付申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0331第19号 H26.3.31 無償貸付承認書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.28
無償貸付申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0331第1号 H26.3.31
平成２６年度からの産業保健活動総合支
援事業の実施及び当該事業への支援に
ついて

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課

穴見　翠 H26.3.18
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0331第20号 H26.3.31 無償貸付承認書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.28
無償貸付申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0331第21号 H26.3.31 無償貸付承認書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

今野　貴守 H26.3.28
無償貸付申請
者

厚生労働省労働基準局長

基発0331第22号 H26.3.31 国有財産使用許可書
労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.11
国有財産使用
許可申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0331第24号 H26.3.31
除籍抄本及び刑罰等調書の公布につい
て（依頼）

労働基準局 監督課 社会
保険労務士係

田中　幸彦 H26.3.31 吉見町長 厚生労働省労働基準局長

基発0331第2号 H26.3.31 定期検査の実施について
労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 徴収係

澁谷　広記 H26.3.31

労働保険特別
会計徴収勘定
収入官吏労働
基準局労災補
償部　労働保
険徴収課長補
佐　杉良太

労働基準局長

基発0331第30号 H26.3.31
建材中の石綿含有率の分析方法につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

樋口　政純 H26.3.31 関係団体の長 労働基準局長

基発0331第31号 H26.3.31
建材中の石綿含有率の分析方法につい
て

労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課

樋口　政純 H26.3.31
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0331第3号 H26.3.28
労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則の一部を改正する省令の施
行について

労働基準局 労災補償部
労働保険徴収課 法規係

上田　勇起 H26.3.25
都道府県労働
局長

労働基準局長

基発0331第5号 H26.3.31
平成２６年度厚生労働省所管一般会計か
ら労働保険特別会計労災勘定への費用
の一部受入要求について

労働基準局 労災補償部
労災管理課 調度係

成嶋　建人 H26.3.25

支出負担行為
担当官　厚生
労働省労働基
準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0331第6号 H26.3.31 労災診療費算定基準一部改定について
労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H26.3.31
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0331第7号 H26.3.31
労災保険における看護料算定基準の一
部改正について

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H26.3.31
都道府県労働
局長

厚生労働省労働基準局長
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基発0331第9号 H26.3.31
労災診療費算定基準の一部改定につい
て

労働基準局 労災補償部
補償課 医事係

黒川　真太郎 H26.3.28

公益社団法人
日本医師会
長、独立行政
法人労働者健
康福祉機構理
事長

厚生労働省労働基準局長
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