
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

基安発旧01草1号 H26.4.1 ウに係メ依輪る頼紋情にウ報つイ収いル集スに感関染す植る物協 労働基準局安全衛
野村幸代 H26.4.1 

独立行政法人労働安全衛生
安全衛生部長

力 て(通知)
生部計国課 総合研究所理事長

建設工事関係者連絡会議 労働基対安準策全局室課安全衛基安発0411第1号 H26.4.9 生部 建設 磯崎里太 H26.3.25 都道府県労働局長 安全衛生部長の設置について
安全 指導係

基安発0415第1号 H26.4.14 機カ提一械供等ユのへー促のザ進災ーに害かつ情いら機報て械等メの 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.3.20 関係事業者団体等の長 安全衛生部長

生部安全課

基安発0415第2号 H26.4.14 機力提一械供等ユのへー促のザ進災ーに害かつ情いら機報て栂等メの 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.3.20 各都道府県労働局長 安全衛生部長

生部安全課

基安発0415第3号 H26.4.14 
設理計者技に対術す者る、生機産械技安術全管に 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.3.20 関係事業者団体等の長 安全衛生部長
係る教育について

生部安全課

設計技に対術す者る、生機産械技安術全菅に 労働基準局安全衛
基安発0415第4号 H26.4.14 理者

生部安全課
野田悦朗 H26.3.20 骨都道府県労働局長 安全衛生部長

係る教育について

「第13回Zの足効場果か中らの墜落価防検 労働基準局安全衛
止措置 検証評

基安発0417第1号 H26.4.16 
討会Jの開催及び経費由主 生部全 安全課建設 磯崎勇太 H26.4.10 参集者 安全衛生部長

出について
安対策室指導係

止「第措13置Jの回のE開効場催果か及検びら証の経・墜費評落価の防支検 労働基安準全局課安全衛
基安発0417第2号 H26.4.16 

討会 生部全 建設 磯崎里太 H26.4.10 オブザパー 安全衛生部長

出について
安 対策室指導係

中華人化門民(作プ共家業ロ和(有環ジ国機境ェ・ク職溶管ト剤理業短衛症)期)例生の能力強
労働基準局安全衛 中央労働災害防止協会理事

基安発0423草1号 H26.4.23 派遣専
生部計画課

野村幸代 H26.4.22 
長

安全衛生部長
検討会( 環境 ) ) 
推薦について(依頼)

中章人民共和国・職華街生

能遣力専強化ブロジェウト短期

基安発0423第2号 H26.4.23 
派 門家 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.4.22 
中央労働災害防止協会理事

安全衛生部長
康((依有管機頼理溶)} 剤症例検討会(健

生部計画課 長
)の推薦について

東ける電医福師島に第よ一る原支発援等ににつおい
労働基準局安全衛

基安発0425軍1号 H26.3.11 
生部労働衛生課

伊藤秀 H26.3.7 関係医療機関の長 安全衛生部長電離放射線労働者
て(要請)

健康対策室

基安発0502第1号 H26.5.2 
派検能中華遣討力専強会人(化民門健プ家共康ロ和(管有ジ国理機ヱ・)ウ職港)トの業剤短推衛症期薦生例 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.4.30 大臣官房国際課長 安全衛生部長
生部計画課

について(回答)

中華人民プ共家ロ和(有ジ国機ェ・ウ職溶ト剤業短衛症期生例
能遺力専強化

労生部働基計準画局課安全衛基安発0502草2号 H26.5.2 派門 野村幸代 H26.4.30 大臣官房国際課長 安全衛生部長
検討会(作業環境管理))の
推薦について(回答)

基安発0508軍1号 H26.5.8 
独立行政法人等における 労働基準局安全衛 船井雄一

H26.5.7 独立行政法人労働安全衛生
安全衛生部長女性IJ)畳用推進について 生部計画課 郎 総合研究所理事長

ウト短期

百五議声
基安発0512軍1号 H26.5.12 

労働基準局安全衛
野村幸代 H26.5.12 

中央労働災害防止協会理事
安全衛生部長

詳の細推指薦導に
生部計画課 長

基安発0512軍2号 H26.5.12 

議l 謹F
労働基準局安全衛

野村幸代 H26.5.t2 
中央労働災害防止協会理事

安全衛生部長生部計画課 長



文書番号 決裁日 件名 起案担当 起案者 起因 施行先 施行者

中華人民共和国職業衛生
能力強化プロジヱヴト短期

基安発0512第3号 H26.5.12 
派遣専門軍 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.5.12 中央労働災害防止協会理事
安全衛生部長(労働の場における振動に 生部計画課 長

関する規制の世界的動向)
の推薦について(依頼)

中華人民化共プ和国・ヴ職ト業短衛期生
能力強化ロジェ

基安発0512第4号 H26.5.12 
派遣専門家 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.5.12 中央労働災害防止協会理事
安全衛生部長(モデル企業政善詳細指導 生部計画課 長

(アーウ溶接粉塵対策11))
の推薦について(依頼)

中華人民共和国・職?ト業短衛期生
能力強化ブロジェ

基安発0512第5号 H26.5.12 
派遣専門軍 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.5.12 独立行政法人労働者健康福
安全衛生部長(塵肺症例検討指導1/2)の 生部計画課 祉機構理事長

推薦について(依頼)

中華人民共プロ和ジ国ェ・職業衛生
能力強化 ウト短期

労働基準局安全衛 独立行政法人労働者健康福基安発0512第6号 H26.5.12 派遣専門軍
生部計画課

野村幸代 H26.5.12 
祉機構理事長 安全衛生部長

(塵肺症例検討指導212)の
推薦について(依頼)

償労働基準局労災補

基安発0522第1号 H26.5.20 講師の派遣について
部労災管理課

山崎一郎 H26.5.15 全国造船安全衛生対策推進 労災補償部長
労災保険財政数理 本部長 安全衛生部長
室料率係

平成田年の職場における 労働基準局安全衛
基安発0529第1号 H26.5.28 熱中症予防対策の重点的 生部労働衛生課 藤井佐江 H26.5.21 都道府県労働局長 安全衛生部長

な実施について 業務第四係

平成田年の職場における 労働基準局安全衛
基安発0529第2号 H26.5.28 熱中症予防対策の重点的 生部労働衛生課 藤井佐江 H26.5.21 関係団体の長 安全衛生部長

な実施について 業務第四係

「第14回足の場効か果らの墜落 労働基準局安全衛
基安発0529第7号 H26.5.28 防止措置 果E及検び証車・評価 生部安全課建設 磯崎車太 H26.5.20 参集者 安全衛生部長検討会」の開催 経費の

安全対策室指導係支出について

「第14回足の場効か果らの墜落 労働基準局安全商
基安発0529第8号 H26.5.28 防止措置 果m検び証車・評価 生部安全課建設 磯崎車太 H26.5.20 オブザーパ 安全衛生部長検討会」の開催 経費の

安全対策室指導係支出について

大規模建設工事計画審査
労働基準局安全衛

基安発0603第1号 H26.5.29 
委員会(平成26年度第1回)

生部安全課建設 磯崎重太 H26.5.20 参集者 安全衛生部長の開催及び経費の支出に
安全対策室指導係ついて

大規模建設工事計画審査
労働基準局安全衛

委員会(平成26年度第2回)
基安発0603第2号 H26.5.29 

の開催及び経費の支出に
生部安全課建設 磯崎勇太 H26.5.20 参集者 安全衛生部長

ついて 安全対策室指導係

移動式ウレーン由使用検査
労働基準局安全衛

基安発0606第1号 H26.6.5 に係る手数料について(困
生部安全課

野田悦朗 H26.6.3 神奈川労働局長 安全衛生部長
答)

基安発06凹第1号 H26.6.9 
業「安を全評衛価生・公に表関すするる制優度良に企

労働基準局安全衛
野村幸代 H26.6.9 参集者 安全衛生部長関いすてる検討会」への参加に 生部計画課

つ -

「安全衛生に関する優良企

基安発0609草2号 H26.6.9 
講を評価・公表する制度に 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.6.9 所属の長 安全衛生部長関する検討会」への参加に 生部計画課
ついて

基安発0612第1号 H26.6.12 
優「第良1企回業安を全評衛価生・に公関表すするる

労働基準局安全衛
野村幸代 H26.6.12 参集者 安全衛生部長仕組みに関する検討会」の 生部計画課

開催について

ジメチル 2.2 ジクロロピ
ニルホスフエイト等に係る労 労働基準局安全衛

基安発0619第1号 H26.6.19 働安全衛生法関係法令の 生部化学物質対置室 高村亜紀
H26.6.18 大臣官房国際課長 安全衛生部長見直しに関するWTO事務 課化学物質評価 子

局への通報について(依 評価係
頼)



文書号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案目 施行先 施行者

大規模建設工事計画審査
労働基安準全局課安全衛

基安発0620第1号 H26.6.20 
委員会(平成26年度第3回)

生部 建設 磯時車太 H26.6.13 事集者 安全衛生部長の開催及び経費の支出に
安全対策室指導係ついて

中幸人民共和国職業衛生
能力強化ブロジェウト短期

労働基準局安全衛 独立行政事法人労働者健康福基安発0623第1号 H26.6.23 派遣専門軍(塵肺症例検討
生部計画課

野村幸代 H26.6.23 
祉機構理長 安全衛生部長

指につ導い(塵て肺(依合頼併)症))の推薦

三菱マテリアZ故ルを(踏株ま)四え日た市保労働基準局安全衛
基安発0626第2号 H26.6.24 

工場爆発事
生部化学物質対軍 増岡宗一

H26.6.24 
都道府県労働局労働基準部

安全衛生部長守点検時等の事故防止対 郎 長
策について 課

三菱マテリアル(株踏ま)四え日た市揮
工場爆発事故を 保 労働基化準学局物安全衛 増岡宗 一般社団法人新金属協会会基安発0626第1号 H26.6.24 守点検時等の事故防止対 生部 質対語

郎
H26.6.24 

長 安全衛生部長
策等を踏まえた行動計画の 諜
策定について(要請)

平成26年度夏期の電力需
労働基準局安全衛

基安発0630第2号 H26.6.27 
給対策を受けた事務所・作

生部労働衛生課 蓋盛拓海 H26.6.27 都道府県労働局長 安全衛生部長業場の室内温度等の取扱
業務第二係いについて

平成26年度け亘温た期度事の等務電の所取力需扱作 労働基準局安全衛
基安発0630第3号 H26.6.27 

給対策を受
生部労働衛生課 蓋盛拓海 H26.6.27 関係団体の長 安全衛生部長業場の室内
業務第二係いについて

中華人民共和国・職業衛生
能力強化プロジェウト短期

基安売0701第1号 H26.7.1 
派遣専門家(労働の場にお 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.7.1 大臣官房国際課長 安全衛生部長ける振動に関する規制の世 生部計国課
界的動向)の推薦について
(回答)

中華人民共和国・職業衛生
能力強化プロジヱウト短期

労働基準局安全衛基安発0701第2号 H26.7.1 派遣専門家塵肺症例検討
生部計画課

野村幸代 H26.7.1 大臣官房国際課長 安全衛生部長
指導1/2)の推薦について
(回答)

中華人民共プ家ロ和塵ジ国肺ェ症・ク職例ト業短検衛期討生能力強専化 労働基準局安全衛基安発0701第3号 H26.7.1 派遣門
生部計画課

野村幸代 H26.7.1 大臣官房国際課長 安全衛生部長
指導2/2)の推薦について
(回答)

中華人民化共プロ和ジ国ェ・職業衛生
能力強 ウト短期

労働基準局安全衛基安発0701第4号 H26.7.1 派遣専門家(塵肺症例検討
生部計画課

野村幸代 H26.7.1 大臣官房国際課長 安全衛生部長
指導(塵肺合併症))の推薦
について(回答)

大規模会建(平設成工2事6年計度画第審4査回
基安発0701第5号 H26.7.1 

委員 ) 労働基準局安全衛
磯崎車太 H26.6.16 参集者 安全衛生部長の開催及び経費の支出に 生部安全課

ついて

基安発0710第1号 H26.7.10 

|中能派華力遣強専人民化門プ共軍ロ和(モジ国デヱウル職ト企業短業衛期改生
労働基準局安全衛

野村幸代 H26.7.10 大臣官房国際課長 安全衛生部長善詳細指導(7-7溶接粉 生部計画課

|塵(回対答策)I M推薦について

中華人民共プロ和ジ国ェ・職業衛生

能力強専化 ヴJレト企短業期改
基安発0710第2号 H26.7.10 

派遣門軍(壬デ 労生部働基準局安全衛 野村幸代 H26.7.10 大臣官房国際課長 安全衛生部長善詳細指導[有機溶剤対 計画課
策))の推薦について〔回
答)



文書蕃寄 決裁日 牛名 記蚕彊当課・係 記蚕吾 起案日 施行先 施行者

優「第良2回安全衛生に関する
労働基準局安全衛

基安発0718第1号 H26.7.22 仕組企み業に関を評す価る検・公討表会す」のる
生部計画課

野村幸代 H26.7.18 書集者 安全衛生部長

開催について

大規模建設工事計画審査
労働基安準全局課安全衛

基安発0722第1号 H26.7.7 
委員会(平成26年度第5回)

生部 建設 磯崎重太 H26.7.1 書集者 安全衛生部長
の開催及び経費の支出に

安全対策室指導係
ついて

労働安全衛生法第88条第3労働基安準全局課安全衛
基安発0722第2号 H26.7.6 項の規定に基づく計画届の 生部 建設 磯崎勇太 H26.6.18 届出者 安全衛生部長

審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3
労生働部基安準全局課安建全設衛

基安発0722第3号 H26.7.8 項目規定に基づく計画届の 磯崎勇太 H26.6.18 届出者
審査について 安全対策室指導係

基安発0722第4号 H26.7.8 
労働安全定衛に基生づ法第88条第3
項の規定 〈計画屈の

労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯崎里太 H26.6.18 届出者 安全衛生部長

審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3労働基安準全局課安全衛
基安発0722第5号 H26.7.8 項の規定に基づく計画庖の 生部 建設 磯崎勇太 H26.6.18 東京労働局長 安全衛生部長

審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3労働基安準全局課安全衛
基安発0722第6号 H26.7.8 項の規定に基づく計画届の 生部 建設 磯崎畢太 H26.6.18 ，中縄労働局長 安全衛生部長

審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生;去軍88条第3労働基安準全局課安全衛
基安発0722第7号 H26.7.22 項の規定に基づく計画届の 生部 建設 磯崎勇太 H26.6.24 届出者 安全衛生部長

審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3
労働基対安準策全局室課安全衛基安発0722第8号 H26.7.22 項の規定に基づく計画届の 生部 建設 磯崎勇太 H26.6.24 届出者 安全衛生部長

審査について 安全対策 指導係

労働安全衛に基生づ法く第計88条第3労働基対安準策全局室課安全衛基安発0722第9号 H26.7.8 項の規定 画届の 生部 建設 磯崎勇太 H26.6.18 静岡労働局長 安全衛生部長
審査について 安全対策 指導係

労働安全衛に基生づ法く第計回条第3労働基対安準策全局室課安全衛基安発0722第10号 H26.7.8 1頁の規定 画届の 生部 建設 磯崎車太 H26.6.18 愛知労働局長 安全衛生部長
審査について 安全 指導係

基安発0724第1号 H26.7.24 
例第3実自施発許散可防に止関抑す制る措専置門特 労働基化準学局物安全衛

生部 質対策 工藤俊平 H26.7.18 事集者 安全衛生部長
家検討会の開催について 課環境改善室

第3回発散防止抑制措置特 労働基化準学局物安全衛
基安発0724第2号 H26.7.24 例実施許可に関する専門 生部 質対策 工藤俊平 H26.7.18 害集者 安全衛生部長

軍検討会の開催について 課環境改善室

基安発0724第3号 H26.7.24 
例第3実回施発許散可防に止関抑す制る措専置門特 労働基化準学局物安全街

生部 質対策 工藤俊平 H26.7.18 参集者 安全衛生部長
家検討会の開催について 課環境改善室

第3回発散防止抑制措置特 労働基準局安全衛策
基安発0724第4号 H26.7.24 ~I実施許可に関する専門 生部化学物質対 工藤俊平 H26.7.18 参集者 安全衛生部長

家検討会の開催について 課環境改善室

発散防可止(平抑成制2措6年置度特)例へ実
労働基準局安全衛

基安発0724第5号 H26.7.24 施許 の 生部化学物質対策 工臓俊平 H26.7.18 害集者の所属組織の長 安全衛生部長
参加について 課環境改善室

移動式ウレンの使用検査
労働部基準局安全衛基安発0801第1号 H26.8.5 に係る手数料について(回
生安全課

野田悦朗 H26.7.28 神奈川労働局長 安全衛生部長
答)

労働け災た害緊の急な要い請職に場つづいくりて 労生働部基安準全局課安業全務衛 労働災害防止団体及び関係
基安発0805第1号 H26.8.20 に向 武部憲和 H26.8.4 

業界団体の長
安全衛生部長

(伺い) 第一係

労働災害のない職場づくり 労働基準局安全衛
使用者団体体、労等働の組長合、安全基安発0805第2号 H26.8.20 に向けた緊急要請について 生部安全課業務 武部憲和 H26.8.4 
衛生関係団

安全衛生部長
(伺い) 第一係

基安発0805第3号 H26.8.20 
労働災けた害緊の急な要い職請場づくり
に向 について

労働基準局安業全務衛
生部安全課 武部憲和 H26.8.4 都道府県労働局長 安全衛生部長

(伺い) 第一係

基安発0805第4号
労働災害防止に向けた集 労働基準局安全衛

H26.8.20中的取組の実施について 生第部一係安全課業務 武部署和 H26.8.4 都道府県労働局長 安全衛生部長
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「職場の健康診断実施強化 労働基部準労局働安全
基安発0807第1号 H26.8.7 

月間Jの実施について
衛生 衛生 繁野北斗 H26.8.7 都道府県労働局長 安全衛生部長
課

基安発0807第2号 H26.8.7 
「職場の健康診関断す実る施協強力化
月間JO)実施に

労働部基準労局働安全
衛生 衛生 繁野北斗 H26.8.7 中央労働災害防止協会会長 安全衛生部長

依頼について 課

基安発0807第3号 H26.8.7 
f職場の健施康診に関断す実る施協強力化
月間」由実

労働基部準労局働安全
衛生 衛生 繁野北斗 H26.8.7 関係災害防止協会会長 安全衛生部長

依頼について 課

「職場の健康診関断す実る施協強力化 労働基準局安全
基安発0807第4号 H26.8.7 月間」の実施に 衛生部労働衛生 繁野北斗 H26.8.7 関係団体の長 安全衛生部長

依頼について 課

「職場の健康診断実施強化
労働基準局安全

独機立構行政法人労働者健康福基安発0807第5号 H26.8.7 
月間」の実施について

術主部労働衛生 繁野北斗 H26.8.7 
祉 理事長

安全衛生部長
課

基安発0808第1号 H26.8.19 

優「第良3企目業安を全評衛価生に公関表すするる
労働基計準画局課安全衛 野村幸代 H26.8.8 事集者 安全衛生部長仕組みに関する検討会」の 生部

開催について

大規模建設工事計画審査

基安発0811第1号 H26.8.11 
委員会(平成26年度第6回)労生働部基安準全局課安全衛 磯崎車太 H26.8.5 事集者 安全衛生却長の開催及び経費の支出に
ついて

基安発0811第2号 H26.8.11 
労303項働審の査安規全に定つ衛にい生基て法づ(第平く8計成8条画26第眉年 労生働部基安準全局課安全衛 磯晴翼太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長

度第2回)

基安発0811第3号 H26.8.11 
労3の項働審の安査規全に定衛つにい生基て法づ(第平く8計成8条画田第届年 労生働部基安準全局課安全衛 磯崎員太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長

度第2由)

労働安全衛生法第88条第

基安発0811草4号 H26.8.11 
3項の規定に基づく計画庖 労働基安準全局課安全衛 磯崎重太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長の審査について(平成田年 生部
度第2回)

労働安全衛生こ基法づ第く8計8条画第眉
労働基対安準策全局室課安全衛基安発0811草5号 H26.8.11 

3項の規定i
生部 建設 磯崎重太 H26.7.29 沖縄労働局長 安全衛生部長の審査について(平成田年

度第2由)
安全 指導係

労3項働の安規全定衛に生基法づ第く8計8条醤第届
労働基対安準策全局室課安全衛基安発0811第6号 H26.8.11 

0)審査について(平成田年 生安部全 指建導設係
磯崎車太 H26.7.29 神奈川労働局長 安全衛生部長

度第2回)

マレーシア・ラオス・ミャン

基安発0813箪1号 H26.8.19 講マ全安いー衛師て全・生衛((ベ依建管生ト頼設ナ理法)業ム在令に向外)おのけ技け推労術る薦働研労に安修働つ
労働基準局安全衛

野村幸代 H26.8.13 独総立合行研政弐法所人理労事働長安全衛生 安全衛生部長
生部計画課

労働安全衛に基生づ法く第計四条第3

労生安働部全基対安準策全室局課安指建全導設衛係基安発0818第1号 H26.8.18 
項の規定 函屈の

磯崎重太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長審査について[平成26年度
第1回)

労働安全衛に基生づ法く第計団長第3
労働基安準全局課安全衛項の規定 閏届の

基安発0818草2号 H26.8.18 
審査について(平成26年度 生安部全 建設 磯崎車太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長

第1回)
対策室指導係

労働安全衛生法第88条第3

労生安部働全基対安準策全局室課安指建全導設衛係基安発0818第3号 H26.8.18 
項の規定に基づく計画眉の

磯崎勇太 H26.7.29 届出者 安全衛生部長審査について[平成田年度
第1回)

労項審働査の安規につ全定い衛にて基生(づ法平く第成計82画86条年閣第度の3 労働基安準全局課安全衛
基安発0818宮4号 H26.8.18 生部全 建設 磯崎里太 H26.7.29 大阪労働局長 安全衛生部長

第1回)
安対策室指導係
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労働安全衛に基生づ法く第計BB最軍3労働基準局安全衛
基安発田1B第5号 H26.8.18 

項目規定 画届の
安生部全対安策全室課指建導設係

磯崎車太 H26.7.29 北海道労働局長 安全衛生部長
審査について(平成26年度
第1回)

労働安全衛生法第BB条第3
f 

基安発叩1B第6号 H26.B.1B 項の査規につ定に基づく計画届の 労安生働部全基対安準策全局室課安指建全導設衛係 磯崎勇太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長審 いて(平成26年度
第3@J)

労働安全衛に基生づ法く第計B8条第3
労働基安準全局課安全衛

基安発0818第7号 H26.B.1B 
項の規定 薗届の

生部 建設 磯崎車太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度

安全対策室指導係
第3固)

労働安全衛に基生づ法く第計BB条第3
項の規定 函届の 労働基安準全局課安全衛

基安発0818第8号 H26.B.1B 
審査について(平成26年度 生安部全 建設 磯崎彊太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長

第3回)
対策室指導係

労働安全衛生法第BB条第3

労生安働部全基対安準策全局室課安指建全導設衛係基安発0818第9号 H26.B.1B 
項の規定に基づく計画屈の

磯崎重太 H26.7.30 大阪労働局長 安全衛生部長審査について(平成26年度
第1回}

労働安全衛生法第BB条第3
労働基準局安全衛

基安発0818第10号 H26.B.1B 
項の規定に基づく計画届の

生安部全 安全課建設 磯崎車太 H26.7.30 三重労働局長 安全衛生部長
審査について(平成26年度

対策室指導係
第1回)

労働安全衛生法第BB条第3
労働基準局安全衛

基安発0818第11号 H26.8.18 
項の規定に基づく計画届の

生安部全 安全課建設 磯崎車太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度
第4回) 対策室指導係

労働安規全定衛に生法第四条第3労働基準局安全衛
基安発OB1B第12号 H26.8.18 

'.0:の 基づく計画届(J)
生部安全課建旨導設係 磯崎里太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長

審査について(平成26年度
安全対策室指

第4回)

労働安全衛生法第BB条第3
労働基準局安全衛

基安発0818第13号 H26.8.18 
項の規定に基づく計画届(J)

生部安全課建設 磯崎車太 H26.7.30 届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度
第4回)

安全対策室指導係

労働安全衛生法第BB条第3
労働基安準全局課安全衛

基安発OB1B第14号 H26.B.1B 
項の規定に基づく計画届の

磯崎里太 H26.7.30 北海道労働局長 安全衛生部長
審査について(平成26年度 生安部全対策室指建導設係
第4回)

労働安全衛生法第開条第3
労働基安準全局課安全衛

基安発OB1B第15号 H26.B.1B 
項の規定に基づく計画届の

生部 建設 磯崎勇太 H26.7.30 東京労働局長 安全衛生部長審査について(平成26年度
第4回)

安全対策室指導係

労働安全衛生法第四条第3

労生安部働全基対安準策全局室課安指建全導設衛係 安全衛生部長|基安発OB1B第16号 H26.B.1B 
項の規定に基づ〈計画届の

磯崎車太 H26.7.30 沖縄労働局長
審査について(平成26年度
第4回)

平成27年春の褒章推薦予 労働基準局安全
基安発OB19軍1号 H26.B.19 定者に係る住民票の写しの 衛生部労働衛生 丸山彰憲 H26.B.1B 千葉市美浜区長 安全衛生部長

交付について(依頼) 課

平定成者2に7係年る春戸の籍褒抄章本推及薦び予
労働基準局安全衛

基安発OB25第1号 H26.B.25 刑て罰(依等頼調)書の受付につい 生部労働衛生課 丸山彰憲 H26.B.21 品川区長 安全衛生部長
業務第一係

マレーシア・ラオス・ミャン

マー・生ベ管トナ理ム在向外け技労術働研安

基安発OB25第2号 H26.B.26 
全衛 研修 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.B.25 大臣官房国際課長 安全衛生部長
講師衛(建生設法業4における労働 生部計画課
安全 令)の推薦につ
いて(回答)

指定外国検査機闘の指定
労働基準局安全衛

基安発0902第2号 H26.9.1 
について

生部安全課業務 野田悦朗 H26.8.27 申請者 安全衛生部長
第ー係

基安発凹02第3号 H26.9.1 
指定外国検査機聞の指定 労生第働部二係基安準全局課安業全務衛 野田悦朗 H26.B.2 7都道府県労働局長 安全衛生部長について
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指定外国検査機闘の指定 労働基安準全局課安全衛
基安発0902第4号 H26.9.1 生部 業務 野田悦朗 H26咽8.27畳録製造時等検査機聞の長 安全衛生部長

について 第ー係

基安発凹02第5号 H26.9.1 
指定外国検査機関白指定 |労生第働部二基係安準全局課安業全務衛 野田悦朗 H26.B.27 畳録個別検定機関の長 安全衛生部長について

中華人民化共ロ和[モジ国デェ・ウ職ルト企業短業衛期政生能力強{ブ

基安発0902第6号 H26.9.4 派遣専指I門I)家( 企業改 労働基計準画局書 安全衛 野村幸代 H26.9.2 大臣官房国際課長 安全衛生部長善詳 導(7ーウ溶接粉 生部 課
塵対総策 )の推薦について
(回答)

平成田年度rw見える』安全
労働基安準全局課安全衛

基安発0905第1号 H26.9.30 
活動コンヲ-)レ」等の実施

生部 業務 徳武清人 H26.8.19 
団体の長

安全衛生部長について(協力依頼)
第一係

平成26年度rw見える』安全
労働基準局安全衛

基安発0905第2号 H26.9.30 
活動コンウールJ等の実施

生部安全課業務 徳武溝人 H26.B.19 団体の長 安全衛生部長
について(協力依頼)

第一係

移動式ウレーンの使用検査 労働基準局安全衛

|基安発帥噂4号 H26.9.4 に係る手数料について(回 生部安全課業務 野田悦朗 H26.8.29 神奈川労働局長 安全衛生部長
答) 第二係

|基安発脚5第5号
職員の渡航手続吉について 労働基安準全局課安業全務衛

H26.9.4 生部 野田悦朗 H26.B.29 大臣官房国際課長 安全衛生部長
(依頼) 第ー係

労働安全衛生法第BB条第3
労働基準局安全衛

基安発0919第1号 H26.9.18 1審買の査規に定に基づく計画届白 生部安全課建設 磯崎葺太 H26.9.9 届出者 安全衛生部長
ついて(平成26年度

安全対策室指導係
第5回)

労働安全衛に基生づ法く第計BB条第3労働基準局安全衛
基安発凹19第2号 H26.9.18 

lJiO)規定 画届の
生安部全対安策全室課指建導設係

磯崎車太 H26.9.9 届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度
第5回)

労働安全衛生法第BB条軍3
労働基安準全局課安全衛

基安発0919第3号 H26.9.18 
項の規定に基づく計薗眉の

磯崎重太 H26.9.9 届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度 安生部全対策室指建導設係
第5回)

労働安全衛生法第BB条第3

労働基対安準策全局室課安全衛基安発0919第4号 H26.9.18 
項の規定に基づく計画届の

安生部全 指建導設係
磯崎車太 H26.9.9 神奈川労働局長 安全衛生部長

審査について(平成26年度
第5回)

労働安全衛生法第四条第3
労働基準局安全衛

基安発0919第5号 H26.9.1B 項審の査規に定に基づく計画届の
生部対安策全室課建設 磯崎勇太 H26.9.9 愛知労働局長 安全衛生部長l

ついて(平成26年度
安全 指導係

第5回)

労働安全定衛に基生づ法く第言BB条第3労生働部基準局安全衛
基安発0919第6号 H26.9.1B 

項の規 計画届の
磯崎勇太 H26.9.9 東京労働局長 安全衛生部長審査について(平成26年度 安全対安策全室課指建導設係

第5回)

労働安全衛生法第BB条第3

労働基対安準策全局室課安全衛基安発凹19第7号 H26.9.1B 
項の規定に基づく計画屈の

生安部全 指建導設係
磯崎車太 H26.9.9 届出者 安全衛生部長

審査について〔平成26年度
第6回)

労働安全衛に基生づ法く第計BB条第3
労働基安準全局課安全衛

基安発田19第8号 H26.9.1B 
項の規定 画届の

生部 建設 磯崎里太 H26.9 9届出者 安全衛生部長
審査について(平成26年度

安全対策室指導係
第6回)

労働安全衛に基生づ法く第計BB条第3労働基準局安全衛
基安発0919第9号 H26.9.1B 項の査規に定 画届の 生部安全課建設 磯崎里太 H26.9.9 宮城労働局長 安全衛生部長審 lついて(平成26年度

安全対策室指導係
第6回)

労働安全衛に基生づ法く第計四条第3労働基準局安全衛
基安発0919第10号 H26.9.1 

項の規定 画屈の
生部安全課建設 磯崎重太 H26.9 9茨城労働局長 安全衛生部長8審査について(平成26年度

第8固)
安全対策室指導係



文書番号 決裁目 件名 起案担当課係 起案者 起案目 施行先 施行者

大規模建設工事計画審査
労働基安準全局課安全衛

基安発0929第3号 H26.8.11 
委員会(平成26年度第7回)

生部 建設 磁崎勇太 H26.9.22 参集者 安全衛生部長
(J)開催且び経費の支出に

安全対策室指導係
ついて

指定外国検査機聞の指定 厚基部生準安労局全働安課者全労働基安発叩03第1号 H26.10.2 
について 衛生 野田悦朗 H26.10.1 申請者 安全衛生部長

指定外国検査機関の指定 厚基部生準安労局全働課安省全労働基安発1003第2号 H26.10.2 
について

衛生 野田悦朗 H26.10.1 都道府県労働局長 安全衛生部長

指定外国検査機関白指定
厚生労働省労働

基安発叩03第3号 H26.10.2 基準局安全衛生 野田悦朗 H26.10.1 登録製造時等検査機関の長 安全衛生部長について
部安全課

指定外国検査機聞の指定
厚生労働省労働

基安発1003第4号 H26.10.2 基準局安全衛生 野田悦朗 H26.10.1 登録個別検定機関田長 安全衛生部長について
部安全課

厚生労働省労働

労働安全衛生こ基法づ第く5製6条造第許 基部準化局d 安全衛生 大野百合
基安発1008第1号 H26.10.8 1項目規定l 学学物物質対策 H26.9.25 申請事業者 安全衛生部長

可について 諜化 質評価
車

室審査係

「第4目安全衛生に関する

基安発1010第1号 H26.10.8 
優良企業を評価公表tする 労働基準局安全衛

野村幸代 H26.10.6 検討会審集者 安全衛生部長
仕組みに関する検討会」の 生部計画課
開催について

大規模建設工事計画審査 労働基安準全局課安全衛
基安発1010第2号 H26.10.9 

委員会の開催について 生安部全 建設 磯崎車太 H26.10.3 審査委員 安全衛生部長
対策室指導係

大規模建設工事計画審査
労働基準局安全衛

基安発1010第3号 H26.1O.9 
委員会の開催について 生部全安全課指建導設係 磯崎勇太 H26.10.3 審査委員 安全衛生部長

安対策室

厚生労働省労働基
基安発叩16第1号 H26.10.2 監査指導の実施について 準安局全課安全衛生部 野田悦朗 H26.9.30 監査対象事業場代表者 安全衛生部長

厚生労働省労働基
基安発1020第1号 H26.10.2 監査指導由実施について 準局安全衛生部 野田悦朗 H26.9.30 監査対象事業場代表者 安全衛生部長

安全課

厚生労働省労働基
基安発1029第1号 H26.1O.2 監査指導由実施について 準局安全衛生部 野田悦朗 H26.9.30 監査対象事業場代表者 安全衛生部長

安全課

基安発叩29第2号 H26.10.23 
大規模建設工事計画審査

厚基部安生準全安労局対全働策安課省室全建労衛指設働生導 磯崎車太 H26.10.15 審査委員 安全衛生部長
委員会の開催について

労働安全衛生こ基法づ第く8計8条直第 労働基準局安全衛
基安発1105第1号 H26.11.4 3項の規定1 函届 生部全 安全課建設 磯崎勇太 H26.10.23 届出者 安全衛生部長

(J)審査について 安対策室指導係

労働安全衛生法第88条第 労働基準局安全衛
基安発1105第2号 H26.11.4 3項の規定に基づく計画届

生安部全対安策全室課指建導設係
磯崎車太 H26.1023 届出者 安全衛生部長

の審査について

労3項働の安規全定衛に生基法づ第く8計8条画第届
労働基準局安全衛

基安発1105第3号 H26.11.4 生部全 安全課建設 磁崎勇太 H26.10.23 届出者 安全衛生部長
の審査について 安対策室指導係

労3項働の安規全定衛に生基法づ第く8計8条画第届 労働基対安準策全局室課安指建全導設衛係基安発1105第4号 H26.11.4 生部 磯崎勇太 H26.10.23 沖縄労働局長 安全衛生部長
の審査について 安全



基安発1105第5号 H26.11.4 生-部A 安a全課E指建導設係 磯崎勇太 H26.10.23 安全衛生部長
いて

基安発1105第6号 H26.11.4 
書iてJ、白T幽".労安生働部全基対安準策全局室課安指建全導設衛係 磯崎勇太 H26.10.23 安全衛生部長

基安発1110第1号 H26.10.2 ‘L 
F準安局-全課J安dぷ省定労L 働M 基 野田悦朗 H26.9.30 安全衛生部長

H26.11.41!山f同関「こ二参臓係主す加場るる主この技尊ニつ受術弘門し勤的二家て理: 
l頁lrl、こ(J) 

労働基
基安発1111第1号 準局 加藤草己 H26.10.2B |参集者 安全衛生部長

刀剛1制エ開

リ局ミ

準庁一局 労働基
|書集者基安発1111第2号

::騨::
加藤草己 H26.10.28 安全衛生部長

"剛問=師

労働基
基安発1111第3号 |準雪 加藤革己 H26.10.28 事集者の所属の長 安全衛生部長

"".II""JI"f'....I...関川

IH26.11.10 止事辛l弟対項lσ1策に国一関に鞘山係す晴るるιlU葺荷【て的要留産司意百
l胃 4 労働基

基安発1111第4号 l準扇 加藤草E H26.11.4 検討会参集者 安全衛生部長

の指定
l労働基

申請者基安発1111第5号 H26.11.4 1-4'て 野田悦朗 H26.10.21 安全衛生部長

基安発1111第6号 H26.11.4 
について

|厚基部生準安労局全ー安課全衛働生 野田悦朗 H26.10.21 安全衛生部長

l指につ定い外て国
厚生労働省労働

基安発1111第7号 H26.11.4 基準局安全衛生 野田悦朗 H26.10.21 安全衛生部長
部安全課

厚生労働省労働
基安発1111第8号 H26.11.4 2ー~"ず 基準局安全衛生 野田悦朗 H26.10.21 安全衛生部長

基安発1113第1号 1H26. 11.121の長期健康管理等に闘す エ電離同P放対刀射策闇線室1刷労企工働時画者係 費藤暢記 H26.11.10 検討会参集者 安全衛生部長
る検討会」白書集について

健康

基安発1113第2号 H26.1l.12
「の車長電期福健島康軍菅一理原等発に作閉業す員 労生電働部離基放労準射働局線衛労安生働課全者衛

斉藤暢記 H26.11.t 0 検討会事集者の所属長 安全衛生部長
る検討会」白書集について

健康対策室企画係

指定外国検査機関白指定
厚生労働省労働基

基安発1125第1号 H26.11.11 準局安全衛生部 野田悦朗 H26.10.30 申請者 安全衛生部長
について

安全課

厚基準生労局働省労働基安発1125第2号制26.1 1.1 1 指，-~定い外ず国検査機闘の指定 安全衛生 野田悦朗 H26.10.30 都道府県労働局長 安全衛生部長

基安発1125第3号 H26.11.11 T目ム己7r~剖'"''且~1J.It 1膏;， v.... 'T目 Aι 基準局安全衛生 野田悦朗 H26.10.30 畳録製造時等検査機関の長 安全衛生部長
について

部安全課

............】問抽守品目聞_............厚生労働省骨働
野田悦朗 H26.10.30 畳録個別検定機閣の長 安全衛生部長

t‘ー-..、. 部安全課

基安発1125第5号 H26.11 .25Ir~空片里検査機関の指定書聖主tE安全衛 三浦玲 H26.11.t 7 登録個別検定機関の長 安全衛生部長

基安発1125第6号 H26.11.25 T日』ζ7rl:出'"''且官軍i吾"v....r日』ι 3コ 1l国'Jæ~干司自」五Eニ:t:.1'軒
三浦玲 H26.11.17 都道府県労働局長 安全衛生部長について 生部安全課

基安発1125第7号 H26.1 1.25 指，-~定い外ず国検査機聞の指定 労仲働血基血準品局調安全衛 三浦玲 H26.1t.t7 登録個別検定機関田長 安全衛生部長

野田悦朗 H26.11.10 申請書 安全衛生部長



文書号 決裁目 件名 起案担当ー・，、 起案者 日 施行先 施行者

指定外国検査機関の指定 厚生労働安省全労働
基安発1126第2号 H26.11.11 基準局 衛生 野田悦朗 H26.11.10 都道府県労働局長 安全衛生部長について

部安全課

指定外国検査機聞の指定 厚生労働安省全労働
基安発1126第3号 H26.11.11 基準局 衛生 野田悦朗 H26.11.10 登録製造時等検査機関の長 安全衛生部長

について
部安全課

指定外国検査機関白指定 厚生労働安省全労働
基安発1126第4号 H26.11.11 基準局 衛生 野田悦朗 H26.1l.10 登録個別検定機関1])長 安全衛生部長lこっし、て

部安全課

防じんマスク[使い捨て式 労働基化準学局物安全衛
基安発1203第1号 H26.12.3 防じんマスウ)の規格不適 生部 質対策 大淵和代 H26.12.2 事業者 安全衛生部長

合の再発防止について 課環境改善室

労働安全衛生法第88条軍 労働基安準全局課安全衛
基安発1205第1号 H26.12.4 3項の規定に基づく計画届 生部 建設 磯暗勇太 H26.11.21 届出者 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

基安発1205第2号 H26.12.4 
労3項働の安規全定衛に生基法づ第く8計8条画第届 労生働部基安準全局課安建全設衛

磯崎重太 H26.11.21 届出者 安全衛生部長
の審査について 安全対策室指導係

基安発1205第3号 H26.12.4 
労3項働の安規全定衛l生法第88条第

ニ基づく計画届
労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯時車太 H26.11.21 新璃労働局長 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

基安発1205第4号 H26.12.4 
労働安全衛生二基法づ第く四討条第
3J~頁の規定l 計画届

労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯崎車太 H26.1121 岩手労働局長 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生二基法づ第〈四計条画草届 労働基対安準策全局室課安全衛基安発1205第5号 H26.12.4 3項の規定l 生部 建設 磯時車太 H26.11.29 届出者 安全衛生部長
の審査について 安全 指導係

基安発1205第6号 H26.12.4 
労働安全衛生こ基法づ第く四計条第
3項の規定l 計画届

労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯崎勇太 H26.11.29 届出者 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

基安発1205第7号 H26.12.4 
労働安全衛生二基法づ第く四計条画第届
3項の規定l

労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯崎車太 H26.11.29 届出者 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

労働安全衛生法第88条軍 労働基安準全局課安全衛
基安発1205第8号 H26.12.4 3項の規定に基づく計画届 生部 建設 磯崎勇太 H26.11.29 愛知労働局長 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

基安発1205第9号 H26.12.4 
労3項働の安規全定衛に生基法づ第く8計8条画第届 労働基安準全局課安全衛

生部 建設 磯崎車太 H26.11.29 山梨労働局長 安全衛生部長
の審査について 安全対策室指導係

大規模建設工事計画審査 労働基安準全局課安全衛
基安発1205第10号 H26.12.4 

委員会の開催について 生部 建設 磯崎車太 H26.11.21 審査委員 安全衛生部長
安全対策室指導係

第42回生(平コ成ン2サ6年ル度タン)労ト詰働 労働基準局安全衛
各労働安全衛生コンザルタン

基安発1210第1号 H26.12.10 安全衛 生部計薗課企画 山田恭大 H26.12.3 
ト試験委員 安全衛生部長

験委員会の開催について 係

基安発1212第1号 H26.12.12 
労働安全衛生二基法づ第く8計8条直聾
3項の規定l 函届

労働基安準全局課安全衛
生部 建設 磯崎量太 H26.12.5 届出者 安全衛生部長

の審査について 安全対策室指導係

2労3項働の安規全定衛に生基法づ第〈8計8条画第届
労働基準局安全衛

基安発1212第2号 H26.12.1 生部安吋策全室課建設 磯崎勇太 H26.12.5 届出者 安全衛生部長
の審査について 安全対 指導係



文書番号 決裁日 J生35 起案担当課係 起案者 起墨田 施行先 施行者

労3項働の安規全定衛に生基法づ第〈回計条画第届
労働基準局安全衛

基安発1212第3号 H26.12.12 生部全安全課指建導設係 磯崎翼太 H26.12.5 宮城労働局長 安全衛生部長
の審査について 安対策室

労働安全衛生二基法づ第く四計条画第届 労働基準局安全衛
基安発1212第4号 H26.12.12 3項の規定1

生安部全対安策全室課指建導設係
磯崎重太 H26.12.5 福井労働局長 安全衛生部長

の審査について

労働基準局安全衛
基安発1222第1号 H26.10.2 監査指導の実施について

生部安全課
野田悦朗 H26.9.30 監査対車事業場代表者

止事会「第項対Jの2策に回開関に職催係す場にるるのつ技専受い術門動て的軍喫検留煙意討防
厚生労働省労働基

基安発1224第1号 H26.12.24 準労局安全衛生部 加藤革己 H26.12.16 検討会参集者 安全衛生部長
働衛生課

「第Z回職場の受動喫煙防
厚生労働者労働基

基安発1224第2号 H26.12.24 止事会対項」の策に開に関催係すにるるつ技専い術門て的軍留意 準労局働衛安生全課衛生部 加藤革己 H26.12.16 普参考人 安全衛生部長
検討

」

基安発1225第1号 H26.12.25 
器型られ式具た検に防係定爆る上構回回造収問電・題交気が換機認の械め徹 労働基準局安全衛

三浦玲 H26.12.25 事業者 安全衛生部長
生部安全課

底について

基安発1225第2号 H26.12.25 
型らにれ係式たる検防回定爆収上構・白交造問換電題の気が徹器認底具めに 労働基準局安全衛

三浦玲 H26.12.25 事業者 安全衛生部長
生部安全課

ついて

有物害物ぱく7年露対作車業報告対象
労働基準局安全衛

基安発1226第1号 H26.12.26 〔平成2 ・平成田 生課部化化学学物物質質対策 大野百合恵 H26.12.24 関係事業者団体等の長 安全衛生部長
年報告)について

評価室
審査係

労働基準局安全衛

基安発1226第2号 H26.12.26 有害物徹ぱ底く露に作つ業い報て告制度
(J)周知 生課審部査化係学化学物物質質対策評価室

大野百合恵 H26.12.24 都道府県労働局長 安全衛生部長

指定試験機関及び指定畳
労働基準局安全衛

基安発0107第1号 H27.1.6 録機関としての適正な業務
生部安全課

野田悦朗 H26.12.17 畳録機闘の代表者 安全衛生部長
運営について

基安発0107第2号 H27.1.6 登録性能業務検運査営機に関つとしての 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.t7 登録機聞の代表者 安全衛生部長

適正な業 営 いて 生部安全課

基安発0107第3号 H27.1.6 畳適録正個な業別検定機関としての 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 畳録機闘の代表者 安全衛生部長

務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛
基安発0107第4号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課
野田悦朗 H26.12.t7 検査業者(J)長 安全衛生部長

基安発0107第5号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労生働部基安準全局課安全衛 野田悦朗 H26.12.17 検査業者(J)長 安全衛生部長
務運営について

基安発0107第6号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基安準全局課安全衛 野田悦朗 H26.12.17 検査業者由長 安全衛生部長
務運営について 生部

基安発0107第7号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基安準全局課安全衛 野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長
務運営について 生部

基安発0107第8号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基安準全局苦 安全衛 野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長
務運営について 生部 課

基安発0107第9号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.t7 検査章者の長 安全衛生部長
務運営について 生部安全課

基安発0107第10号 H27.1.6 
検務査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査章者の長 安全衛生部長
運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基安準全局課安全衛基安発0107第11号 H27.1.6 
務運営について 生部

野田悦朗 H26.12.17 検査業者町長 安全衛生部長

基安発0107第12号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査業者(J)長 安全衛生部長務運営について 生部安全課
」ー
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検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者町長 安全衛生部長基安発0107第13号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第14号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安尭0107露15号 H27.1.6 

覇軍宮について 生部安全課

H27.1.6 
検査章者としての適正な章 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第16号
務運営について 生部安全課

基安尭0107第17号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査章者の長 安全衛生部長務運営について 生部安全課

基安発0107第18号 H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長務運営について 生部安全課

H27.1.6 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第19号
務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第四号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第21号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な輩 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安尭0107第22号 H27.1.6 

務運富について 生部安全課

H27.1.6 
検査章者としての適正な華 労働基準局安全衛

野田悦朗 H26.t2.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第23号 務運富について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.17 検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第24号 H27.1.6 

務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛 野田悦朗 H26.12.t7 検査章者の長 安全衛生部長基安発0107第25号 H27.1.6 
務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な叢 労働部基安準全局書 安全衛 野田悦朗 H26.12.17 検査業者IJ)長 安全衛生部長基安発0107第四号 H27.1.6 
務運営について 生課

6検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.1 7検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第27号 H27.1 

務運営について 生部安全課

6検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H26.12.1 7検査華者の長 安全衛生部長基安発0107第四号 H27.1. 

務運営について 生部安全課

基安発0107第四号 H27.1 
6検査業者としての適正な業
覇軍宮について

労生働部基安準全局課安全衛 野田悦朗 H26.12.1 7検査章者の長 安全衛生部長

基安発0107第30号 H27.1 
6検査章者としての適正な業
輯運営について

労生部働基安準全局課安全衛野田悦朗 H26.12.1 7検査業者の長 安全衛生部長

基安発0107第31号 H27.1 
6検査章者としての適正な業
務運営について

労生働部基安準全局課安全衛野田悦朗 H26.12.1 7検査業者の長 安全衛生部長

6検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛野田悦朗 H26.12.1 7検査業者の長 安全衛生部長基安発0107第32号 H27.1 
務運営について 生部安全課

東電福島第 原管発作業員
労働基準局安全衛北田昇平 6公益財団法人放射線影響研の長期的健康理システ

H27.1 安全衛生部長基安発0107第33号 H27.1 
7ムに登録された情報の提供生部労働衛生課 究所理事長
について

第12次労働災害防止計画
の目標達成に向けた労働

労働基準局安全i衛
基安発0120第1号 H27.1 

災害対策の推進について
生部安全課業務 武部憲和 H27.1 16関係業界団体の長 安全衛生部長161(協力要請トrSTOP!転倒
第係

災害プロジェウト2015Jによ
る転倒災害の防止ー



文書番号 決裁日 件名 起案担当課係 起案者 起案目 施行先 施行者

第白災災(協害害1自2力次標対プ要ロ労達策請ジ働成のトェ推災にヴ「害向進SトT2け防にO0たP1止つ5労」い!計に転働て面よ倒
労働基準局安全衛

基安発0120第2号 H27.1.16 生部安全課業務 武部憲和 H27.1.16 協力要請団体の長 安全衛生部長
第一係

る転倒災害の防止

rSTOP!転倒災害ブロジェ 労働基安準全局課安全衛
基安発0120第3号 H27.1.16 

クト2015Jの実施について
生部 業務 武部憲和 H27.1.16 関係労働災害防止協会の長 安全衛生部長
第一係

rSTOP !転倒災害ブロジェ
労働基準局安全衛

基安発0120第4号 H27.1.16 
ウト2015J由実施について 生第部一係安全課業務 武部憲和 H27.1.16 関係協会の長 安全衛生部長

転倒災害防止対策の推進 労働基安準全局課安全衛
基安発0120第5号 H27.1.16 生部 業務 武部憲和 H27.1.16 都道府県労働局長 安全衛生部長について

第一係

「第3回職場の受動喫煙防

基安発0123草1号 H27.1.22 
止対策に係る技術的留意 労働基準局安全衛

加藤革己 H27.1.20 検討会事集者 安全衛生部長
事会項」のに開関催すにるつ専い門て家検討

生部労働衛生課

平成27年秋田褒章推薦予 労働基準局安全衛
基安発0129第1号 H27.1.29 定者に係る住民栗田写しの 生業部務 労働衛宜課 丸山彰竃 H27.1.28 岡山市南区長 安全衛生部長

交付について(依頼) 第一係

労働安全車定衛に生基法づ第く8i8条第 労働基準局安全衛
基安発0205第1号 H27.2.4 

3項の規 計画届
生部全安全課指建導設係 磯崎重太 H27.1.27 届出者 安全衛生部長

の審査について(平成田年
安対策室

度第11回)

労働安全直定衛に生基法づ第く開i条第
労働基対安策準全局室課安全衛基安発0205草2号 H27.2.4 

31貰の規 計画届
生部 指建導設係

磯崎車太 H27.1.27 届出者 安全衛生部長
の審査について(平成田年

安全
度第11回)

労3項働目安規全定衛に生基法づ第く8計8条画第届 労働基準局安全衛
基安発0205第3号 H27.2.4 生部全安全課指建導設係 磯崎車太 H27.1.27 栃木労働局長 安全衛生部長

(J)審査について(平成田年
安対策室

度第11回)

労3の項働審の安査規全に定つ衛にい生基て法づ(第平く四計成条画田第屈年 労働基対安準策全局室課安全衛基安発0205第4号 H27.2.4 生部 指建導設係
磯崎費太 H27.1.27 岩手労働局長 安全衛生部長

度第11回)
安全

基安発0209第1号 H27.2.4 るの針「独個た」立の人め行一情の部政報措法改の置人正適に等に切関つのなすい保管るて有指理す 労働基計準画局課安全衛 薄田京樹 H27.1.29 
独立行政法人労働安全衛生

安全衛生部長
生部 総合研究所理事長

基安発0212軍1号 H27.2.12 
平等害成に防基2止6づ年対く度策労リの働ス徹者ウ底評のに価健つ結康い果障 労生働部基化準学局物安質全対衛策

高村亜紀子 H27.1.28 都道府県労働局長 安全衛生部長
課化学物質評価室

て 評価係

基安発0212茸2号 H27.2.12 l-等害て防に基止づ対く…策労の働徹者底のに価健つ結康い果障 労課評生1部価納化基係化学準学物局物質冒質評室対価開室策 高村亙紀子 H27.1.28 関係団体の長 安全衛生部長

平定刑者成罰2等に7係年調棋る書戸のの籍褒交抄章付本推に及薦つびい予
労働基準局安全衛

基安発0213草1号 H27.2.13 生部労働衛生課 丸山彰憲 H27.2.12 勝央町長 安全衛生部長
業務第一係

安全衛生業務の推進につ
労働基準局安全衛

基安発0219第1号 H27.2.19 生部計箇課企画 勝井健人 H27.2.18 都道府県労働局長 安全衛生部長
いて

係

労働安全衛生法第96条第 労働部環基化境準学改局物善室安質全衛
基安発0220第1号 H27.2.20 11買に基づ〈立入検査につ 生課 対環境策 工藤俊平 H27.2.12 検査対象事業主 安全衛生部長

いて
改善係

基安発0227第1号 H27.2.27 
型器られ式具た検に防係定爆ょる構回の造収問電・題交気が換機認の械め徹 労働基安準全局課安全衛

生部
三浦玲 H27.2.23 事業者 安全衛生部長

底等について



文書号 決裁日 件名 起案担当課 起案者 目 施行先 施行者

大規模建設工事計画審査 労働基準局安全衛
基安発0303第1号 H27.2.25 垂員会(平成26年度第12 生部安全課指建導設係 磯崎勇太 H27.2.17 審査委員 安全衛生部長

回)の開催について 安全対策室

大規模建設工事計画審査
労働基準局安全衛

基安発0303第2号 H27.3.2 生部安全課指建導設係 磯崎翼太 H27.2.23 参集者 安全衛生部長
委員会の開催について

安全対策室

基安発0310第1号 H27.3.9 
検査業者としての適切な聾 労働基安準全局課安全衛 岩津俊輔 H27.3.6 検査業者の長 安全衛生部長
務運営について 生部

基安発0313第1号 H27.3.12 
交通労働災害防止対策の 労働基安準全局課安全衛 三浦玲 H27.3.10 都道府県労働局長 安全衛生部長
推進について 生部

基安発0313第2号 H27.3.12 
交通労働災害防止対策の 労働基安準全局課安全衛 三浦玲 H27.3.10 

中央労働災害防止協会理事
安全衛生部長

推進について 生部 長

基安発0313第3号 H27.3.12 
交通労働災害防止対策の 労働基安準全局課安全衛 三浦玲 H27.3.10 

陸よ貰物運送事業労働災害
推進について 生部 防止協会会長

基安発0313第4号 H27.3.12 
交通労働災害防止対策の 労働基準局安全衛

三浦玲 H27.3.10 
一般社団法人日本新聞協会

安全衛生部長
推進について 生部安全課 会長

基安発0313第5号 H27.3.12 
交通労働災害防止対策の 労働基準局安全衛

三浦玲 H27.3.10 
公益社団，去人日本新聞販売

安全衛生部長
推進について 生部安全課 協会会長

基安発0313第6号 H27.3.12 交推通進労に働災害防止対策の 労生働部基安準全局課安全衛 三浦玲 H27.3.10 
建設業労働災害防止協会会

安全衛生部長
ついて 長

f畳録tす製る造監時査等指検導査の機実関施等
に対

労働基安準全局課安全衛基安発0319第1号 H27.3.19 に当たって留意すべき事項
生部

岩薄俊輔 H27.3.18 都道府県労働局長 安全衛生部長
について」の一部改正につ
いて

東電福島第一原発におけ
労働基準局安全衛

基安発0320第1号 H27.3.19 る医師による支援について
生部労働衛生課

北田昇平 H27.3.17 関係医療機関白長 安全衛生部長
(要請)

車電福島第一原発におけ
労働基準局安全衛

基安発0320第2号 H27.3.19 る医師による支援について 北田昇平 H27.3.17 関係医療機関町長 安全衛生部長
(要請)

生部労働衛生課

移動式ヴレーンの過負荷防
労働基準局安全衛

基安発0324第1号 H27.3.24 止装置につのい不て具(合要事請案)への 生部安全課
岩薄俊輔 H27.3.19 事業者 安全衛生部長

対応

労働災害防止団体運営評 労働基準局安全衛
基安発0330第1号 H27.3.30 価会議(通最知終)評価結果につ 生監部理係計画課団体 木村圭佑 H27.3.30 各災害防止団体の長 安全衛生部長

いて

基安発0331第1号 H27.3.31 
畳とし録て製の造適時正等な検業査務機運関宮等に 労生働部基安準全局課安全衛 野田悦朗 H27.3.27 畳録機関の代表者 安全衛生部長
ついて

基安発0331第2号 H27.3.31 
畳とし録て製の造適時正等な検業査務機運関営等に 労生働部基安準全局課安全衛 野田悦朗 H27.3.27 畳録機閣の代表者 安全衛生部長
ついて

畳録製造時等検査機関等
労働基準局安全衛

基安発0331第3号 H27.3.31 としての適正な業務運営に
生部安全課

野田悦朗 H27.3.27 登録機関の代表者 安全衛生部長
ついて

基安発0331第4号 H27.3.31 
畳ての録適製正造な時業等務検運査営機に関つとし 労働基安準全局課安全衛 野田悦朗 H27.3.27 畳録機閣の代表者 安全衛生部長
いて

生部

畳録製造時等検査機関とし
労働基準局安全衛

基安発0331第5号 H27.3.31 ての適Eな業務運営につ
生部安全課

野田悦朗 H27.3.27 登録機関の代表者 安全衛生部長
いて

畳録製適正造な時業等務検査機関とし
労働基安準全局課安全衛基安発0331第6号 H27.3.31 ての適 務運営につ
生部

野田悦朗 H27.3.27 畳録機閣の代表者 安全衛生部長
いて

畳録製造時等検査機関等
労働基準局安全衛

基安発0331第7号 H27.3.31 としての適正な業務運営に
生部安全課

野田悦朗 H27.3.27 登録機聞の代表者 安全衛生部長
ついて

基安発0331第8号 H27.3.31 
検査章者としての適正な業 労生部働基安準全局課安全衛 野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長
務運吉について

基安発0331第9号 H27.3.31 
検査業者としての適正な業 労生働部基安準全局課安全衛 野田悦朗 H27.3.27 検査章者の長 安全衛生部長
務運営について
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検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第10号 H27.3.31 

務運営について 生部安全課

基安発0331第11号 H27.3.31 
検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛 野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長
務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第12号 H27.3.31 

務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第13号 H27.3.31 

務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛 野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第14号 H27.3.31 
務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第15号 H27.3.31 

務運吉について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査章者の長 安全衛生部長基安発0331第16号 H27.3.31 

務運営について 生部安全課

検査章者としての適正な業 労働基準局安全衛 野田悦朗 H27.3.27 検査業者自長 安全衛生部長義安発0331第17号 H27.3.31 
務運営について 生部安全課

検査業者としての適正な業 労働基準局安全衛 野田悦朗 H27.3‘2 7検査業者の長 安全衛生部長基安発0331第18号 H27.3.3 
1務運営について 生部安全課

1検査業者としての適正な華 労働基準局安全衛
野田悦朗 H27.3.27 検査章者の長 安全衛生部長基安発0331第四号 H27.3.3 

務運営について 生部安全課


