
地方課施行簿 平成26年度（4月～3月）

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成26年度職名別・会計別幽級
大臣官房地方課人

H26.4.1 地発0401第7号 別定数の配付について（職業安 増田晋太郎 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
定行政）

事・給与第二係

H26.4.2 地発0402第1号
職員の懲戒処分の実施につい

小川明紀
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長て（通知） 事・給与第一係

H26.4.2 地発0402第2号
職員の兼業許可について（宮城

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

宮城労働局長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第二係

H26.4.3 地発0403第3号
職員の兼業許可について（愛知

熊坂潤太郎
大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第二係

大臣官房地方課地方
H26.4.4 地発0404第1号 職員の兼業許可について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 四国厚生支局長 大臣官房地方課長

整係

H26.4.4 地発0404第3号
職員の兼業許可申請について

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人

大阪労働局長 大臣官房地方課長
（大阪労働局） 事・給与第二係

H26.4.9 地発0404第2号
「心の健康づくり計画』の一部改

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
正について 事・給与第一係

H26.4.9 地発0409第1号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.4.9 地発0409第2号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.4.10 地発0410第1号
普通財産の貸付について（通

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
知）（＝次南畠敷町宿舎） 厚生局管理室経理係



H26.4.10 地発0410第2号
職員の兼業家認申請について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長（福岡労働局） 事・給与第一係

H26.4.11 地発0411第3号
復職時における俸給月額の調整

増田晋太郎
大臣官房地方課人

東京労働局長 大臣官房地方課長
について（伺い）（東京局） 事・給与第二係

H26.4.14 地発0414第1号
身分証明書発行等申請につい

鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
て（依頼） 係

H26.4.16 地発0415第2号 職員の兼業許可について 熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

滋賀労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

H26.4.16 地発0416第1号
損害賠償金の支出依頼につい

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
て 厚生局管理室経理係

国家公務員退職手当法の一部を改正す 各地方厚生（支）局

H26.4.16 地発0416第2号
る法律（平成17年法律第115号）の施

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長行後の退職手当の取扱いについてのー 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局
部改正について（通知）等 長

H26.4.16 地発0416第3号
国家公務員退職手当実態調査

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長
について（依頼） 事・給与第二係 都道府県労働局長

H26.4.16 地発0416第4号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
代理の命免） 事・給与第一係

H26.4.16 地発0416第8号
職員の兼業許可申請について

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（東京労働局） 事・給与第二係

各地方厚生（支）局

H26.4.17 地発0417第1号
諸手当支給状況等調査につい

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
て（依頼） 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

大臣官房地方課地方 北海道厚生局長、東北厚

H26.4.17 地発0417第2号
給与簿監査の実施について（通

埋田ゆかり 厚生局管理室企画調
生局長、関東信越厚生局

大臣官房地方課長
知） 長、東海北陸厚生局長、

整係 四国厚生支局長



大臣官房地方課地方
H26.4.17 地発0417第3号 数次公用旅券の返納について 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長

整係

数次往復公用旅券発給の依頼
大臣官房地方課地方

H26.4.17 地発0417第4号 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長について
整係

平成26年度管区（道）警察学校 大臣官房地方課地方
H26.4.17 地発0417第5号 委託教養研修の決定について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 東北厚生局長 大臣官房地方課長

（通知） 整係

仕事と家庭の両立支援関係制 大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局
H26.4.21 地発0421第2号 度の利用状況の調査について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 長、各都道府県労働 大臣官房地方課長

（依頼） 整係 局長

H26.4.22 地発0421第1号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

地発0331第2号／
平成26年度新任指導医療官事

大臣官房地方課地方
H26.4.23 地発0331第3号／ 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長

地発0331第4号
務打合会の開催について

整係

平成26年度新規採用職員（一般 大臣官房地方課地方
H26.4.23 地発0331第5号 職試験合格者等）研修の研修員 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長

の決定について 整係

平成26年度医療行政基礎研修
大臣官房地方課地方

H26.4.23 地発0416第7号 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
の研修員の決定について

整係

各地方厚生（支）局

H26.4.23 地発0418第1号
給実甲第576号の一部改正に

中島静香
大臣官房地方課人 長

大臣官房地方課長
ついて（通知） 事・給与第一係 各都道府県労働局

長
各地方厚生（支）局

H26.4.23 地発0418第2号
人事院規則の公布等について

中島静香
大臣官房地方課人 長

大臣官房地方課長
（通知） 事・給与第一係 各都道府県労働局

長

H26.4.24 地発0424第1号
人事異動の内申について（休職

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課 大臣官房地方課長
期間の更新） 事・給与第一係



普通財産の貸付について（通 大臣官房地方課地方
厚生労働省所管国

H26.4.25 地発0425第1号
知）（＝次南畠敷町宿舎） 一之瀬清大

厚生局管理室経理係
有財産部局長中国 大臣官房地方課長
四国厚生局長

H26.4.28 地発0428第1号 超過勤務の縮減について 小川明紀
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長、

大臣官房地方課長事・給与第一係 都道府県労働局長

H26.4.28 地発0428第2号 超過勤務縮減対策について 小川明紀
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長事・給与第一係

H26.4.30 地発0430第1号
官職署名符号等の発行申請等

宮原真司
大臣官房地方課情報

富山労働局長 大臣官房地方課長について システム係

H26.4.30 地発0430第2号
身分証明書発行等申請につい

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長て（依頼） 係

H26.5.1 地発0501第1号
公務災害報告書の提出につい

熊坂朔太郎
大臣官房地方課入

大臣宮房人事課長 大臣官房地方課長
て 事・給与第二係

短期集中特別訓練事業の入札

H26.5.8 地発0508第4号
に関する厚生労働省監察本部

田口正人
大臣官房地方課地方 地方厚生（支）局長、

大臣官房地方課長
の検証結果を踏まえた再発防止 支分部局法令違守室 都道府県労働局長
策の徹底について

各地方厚生（支）局

H26.5.9 地発0509第1号
年次休暇の計画的使用の促進

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

H26.5.12 地発0512第1号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係

H26.5.12 地発0512第8号
期間業務職員の採用における適

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房長 大臣官房地方課長
切な能力実証について（伺い） 事・給与第二係

H26.5.12 地発0512第9号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係



各地方厚生（支）局

H26.5.13 地発0513第2号
職場における風しん対策につい

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長て（通知） 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局
長

H26.5.13 地発0513第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.5.13 地発0513第4号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

地発0512第6号／ 職員の無報酬兼業の許可につ
大臣官房地方課地方

大臣官房人事課長、
H26.5.14 

地発0514第1号 いて
埋回ゆかり 厚生局管理室企画調

東北厚生局長
大臣官房地方課長

整係

地発0515第3号／
平成26年度の管理事務及び企
画調整事務に関する中央監察 大臣官房地方課管理

H26.5.15 地発0515第4号／
及び地方監察における主要監察

鈴 木 威 至
第二係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
地発0515第5号

事項について

H26.5.15 地発0515第6号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

「厚生労働省に置かれる官職の
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長

H26.5.20 地発0401第8号 属する職制上の段階等につい 増田晋太郎
事・給与第二係 都道府県労働局長

大臣官房地方課長
て」の一部改正について

各地方厚生（支）局

H26.5.21 地発0521第1号
振り込め詐欺等の撲滅に向けた

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
注意喚起活動について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

地方厚生（支）局職員に係る昇
大臣官房地方課地方

H26.5.22 地発0415第1号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
格について（内申）

整係

H26.5.22 地発0522第1号
人事評価における指導者養成研

小川明紀
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
修の実施について 事・給与第一係

地方厚生（支）局職員に係る昇
大臣官房地方課地方

H26.5.23 地発0523第1号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
任について（内申）

整係



H26.5.23 地発0523第3号
キー局総務部長会議等の開催

鈴木威至
大臣官房地方課管理

都道府県労働局長 大臣官房地方課長について 第二係

H26.5.23 地発0523第4号
第9回キ一局労働局長会議の開

鈴木威至
大臣官房地方課管理

都道府県労働局長 大臣官房地方課長催について 第二係

行政機関の保有する情報の公開に関す

H26.5.26 地発0523第2号
る法律に基づく行政文書開示請求にお

伊 作 城 青 大臣官房地方課 都道府県労働局長 大臣官房地方課長ける処分説明書等の不開示情報の取扱
いについて

H26.5.26 地発0526第3号
職務調査の実施について（依

篠田雅史
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
頼） 事・給与第一係

国家公務員倫理法等の遵守及
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長、

H26.5.26 地発0526第4号 ぴ利害関係者との飲食の取扱い 小川明紀
事・給与第一係 都道府県労働局長

大臣官房地方課長
について

H26.5.26 地発0526第5号
損害賠償金の支出依頼につい

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
て 厚生局管理室経理係

地発0527第2号／ 地方厚生（支）局健康管理者研修 大臣官房地方課地方 第2,3号は各地方
H26.5.27 地発0527第3号／ 会並びに上席総務管理官及び 大下俊幸 厚生局管理室企画調 厚生（支）局長。第4号 大臣官房地方課長

地発0527第4号 総務課長会議の開催について 整係 は福利厚生室長

H26.5.27 地発0527第9号 職員の兼業許可について（伺い） 熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

H26.5.29 
地発0529第1号／ 職務調査の実施について（依

篠田雅史
大臣官房地方課人 徳島労働局長青森

大臣官房地方課長
地発0529第2号 頼） 事・給与第一係 労働局長

精神及び行動の障害による長期 大臣官房地方課地方
地方厚生（支）局長

H26.5.29 地発0529第3号 病休者調査等の実施について 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調
都道府県労働局長

大臣官房地方課長
（依頼） 整係

地方労働行政における行政事務
大臣官房地方課管理

H26.5.30 地発0521第2号 の簡素・合理化に関する回答に 稲田啓介
係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
ついて



H26.5.30 地発0530第1号 講師の派遣について 小川明紀
大臣官房地方課人 人事院事務総局人

大臣官房地方課長事・給与第一係 材局研修推進課長

H26.5.30 地発0530第3号
職員の兼業許可について（東京

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

東京労働局長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第二係

H26.5.30 地発0530第4号
職員の兼業許可について（大阪

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大阪労働局長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第二係

H26.6.3 地発0603第1号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.6.3 地発0603第2号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.6.3 地発0603第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.6.3 地発0603第4号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.6.2 地発0602第1号
俸給の特別調整を行う官職の指

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局

大臣官房地方課長
定について（通知） 厚生局管理室管理係 長

平成26年度医療行政基礎研修
大臣官房地方課地方

H26.6.4 地発0604第1号 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
の終了通知について

整係

H26.6.5 地発0605第4号
平成26年度勤務時間・休暇制度

中島静香
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長
等運用状況調査について 事・給与第一係 都道府県労働局長

平成26年度国家公務員安全週 大臣官房地方課総務
地方厚生（支）局長

H26.6.5 地発0605第5号 鈴木光子 及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
聞の実施について 係

長



人事異動について（内申）【平成
大臣官房地方課地方

H26.6.5 地発0605第6号
26年7月1日付】 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H26.6.9 地発0609第1号 電子決裁の推進について 伊 作 城 青 大臣官房地方課 都道府県労働局 大臣官房地方課長

第27回人事院総裁賞候補の推 大臣官房地方課地方
地方厚生（支）局長

H26.6.9 地発0609第2号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房地方課長薦について（依頼）
整係

都道府県労働局長

大臣官房地方課地方
H26.6.10 地発0610第1号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H26.6.10 地発0610第4号
公務災害発生報告書の提出に

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
ついて 事・給与第一係

地方厚生（支）局企画調整課当会
大臣官房地方課地方

H26.6.11 地発0610第3号 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
議の開催について

整係

平成26年度新規採用職員（ー

H26.6.11 地発0611第1号
般職試験合格者等）研修（平成2

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局

大臣官房地方課長
6年4月28～4月4日）の終了 厚生局管理室管理係 長
について

捜査関係事項照会書への回答 一H26.6.11 地発0611第2号 大下俊幸 厚生局管理室企画調 大臣官房地方課長
について

整係

H26.6.11 地発0611第3号
梅雨期及び台風期における防災

左藤倫子
大臣官房地方課企画 地方厚生（支）局長、

大臣官房地方課長
体制の強化について 係 都道府県労働局長

H26.6.11 地発0611第4号
贈与等報告書の提出遅延につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（報告） 事・給与第一係

故宜仁親王御喪儀の当日にお 大臣官房地方謀総務
地方厚生（支）局長

H26.6.12 地発0612第1号 鈴木光子 及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
ける弔意表明について 係

長



H26.6.16 地発0616第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

秋田労働局長 大臣官房地方課長、 事・給与第一係

H26.6.16 地発0616第2号 職員の兼業承認申請について 中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長事・給与第一係

H26.6.16 地発0616第3号
職員の自営に係る兼業の承認

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長について 事・給与第一係

施設等機関及び地方支分部局

H26.6.17 地発0617第1号
の指定職職員に係る平成26年

増田晋太郎
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長6月期の勤勉手当の成績区分等 事・給与第二係 都道府県労働局長
について

健康管理手帳の交付申請につ
大臣官房地方課地方 大臣官房会計課福

H26.6.18 地発0618第1号
いて（依頼）

埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 利厚生室長 大臣官房地方課長
整係 中国四国厚生局長

大臣官房地方課地方
H26.6.19 地発0619第1号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H26.6.19 地発0619第2号 永年勤続表彰の内申について 鈴木光子
大臣官房地方謀総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
係

夏季休暇等の取得の促進、在庁
各地方厚生（支）局

H26.6.19 地発0619第3号 時間の縮減に向けた取組につい 宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

て 長

H26.6.19 地発0619第4号
職員の育児休業承認申請につ

鈴木光子
大臣官房地方謀総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（内申） 係

H26.6.19 地発0619第5号 職員の兼業許可について（伺い） 熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

愛媛労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

H26.6.19 地発0619第6号 県て温舗晶画幽ー 熊坂初太郎
大臣官房地方課人

兵庫労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係



H26.6.20 地発0620第1号
ブロック労働局長会議の開催に

鈴 木 威 至
大臣官房地方課管理

都道府県労働局長 大臣官房地方課長ついて 第二係

国家公務員の給与等実態調査 大臣官房地方課地方
H26.6.23 地発0623第4号

について（依頼） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
整係
， 

H26.6.23 地発0623第5号
人事異動について（事務代理命

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長免） 事・給与第一係

平成25年度における研修実施
大臣官房地方課地方

地方厚生（支）局長H26.6 24 地発0624第1号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房地方課長状況の報告について（依頼）
整係

都道府県労働局長

H26.6.24 地発0624第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

和歌山労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

平成26年7月1日付け職員の昇
大臣官房地方課人

H26.6.24 地発0624第3号 格について（職業安定行政系 増田晋太郎 事，給与第二係 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
統）

H26.6 27 地発0627第6号
障害者である職員の任免に関す

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
る状況の通報等について（回答） 事・給与第二係

H26.7.1 地発0701第1号 職員の兼業承認申請について 中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

都道府県労働局における文書管

H26.7.1 地発0701第2号
理に係る点検及び監査並びに公

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
印管理に係る点検の実施につい システム係
て

『厚生労働省における今夏の節 大臣官房地方課地方
H26.7.1 地発0701第4号 電対策」にかかる地方厚生（支） 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生支）局長 大臣官房地方課長

局の節電対策について 整係

大臣官房地方課地方
H26.7.1 地発0701第5号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係



H26.7.2 地発0702第2号 請負契約の解除について 増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

H26.7.2 地発0702第3号 職員の永年勤続表彰について 鈴木光子
大臣官房地方課総務

愛知労働局長 大臣官房地方課長
係

H26.7.4 地発0704第1号
国家公務員の給与等実態調査

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
について（依頼） 事・給与第一係

H26.7.7 地発0618第3号
災害補償審査申立事案の判定

中島静香 大臣官房地方課人
北海道労働局長 大臣官房地方課長

書について（通知） 事・給与第一係

H26.7.7 地発0707第1号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

平成26年度における人事管理 大臣官房地方課地方
各地方厚生（支）局

H26.7.7 地発0707第2号 宮内勇輝 長 大臣官房地方課長
運営方針について 厚生局管理室管理係

都道府県労働局長

H26.7.7 地発0707第3号
『病気休暇の取扱いについて」の

熊坂朔太郎
大臣宮房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
一部改正について（通知） 事・給与第二係

H26.7.7 地発0707第4号
公務災害の非該当認定につい

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

福岡労働局長 大臣官房地方課長
て 事関給与第二係

地発0707第5号／
平成26年度管区（道）警察学校委 大臣官房地方課地方

近畿厚生局長、四国
H26.7.7 

地発0707第6号
託教養研修の決定について（通 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調

厚生支局長
大臣官房地方課長

知） 整係

H26.7.8 地発0707第7号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

全国戦没者追悼式の実施につ 大臣官房地方課総務
地方厚生（支）局長

H26.7.8 地発0708第1号 鈴木光子 及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
いて 係

長



健康管理手帳の交付申請につ
大臣官房地方課地方 大臣官房会計課福

H26.7.9 地発0618第1号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 利厚生室長 大臣官房地方課長いて（依頼）
整係 中国四国厚生局長

健康管理手帳の交付申請につ
大臣官房地方課地方

H26.7.9 地発0709第3号 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 中国四国厚生局長 大臣官房地方課長いて（依頼）
整係

消防団を中核とした地域防災力の充実強化
地方厚生（支）局長に関する法律第10条第1項の規定による国家 大臣官房地方課人H26.7.9 地発0709第5号 公務員の消防団員との兼職等に係る職務尊 中島静香

事・給与第一係
及び都道府県労働局 大臣官房地方課長

念義務の免除に関する政令等の交付につい 長
て（通知）

H26.7.10 地発0710第1号 人事異動の内申について 中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.7.11 地発0711第1号 指定代理人の指定等について 小川明紀
大臣官房地方課人

静岡地方法務局長 大臣官房地方課長事E給与第一係

H26.7.16 地発0716第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

山口労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

各地方厚生（支）局

H26.7.17 地発0717第1号 業務適正化の推進について 鈴木威至
大臣官房地方課管理 長

大臣官房地方課長
第二係 各都道府県労働局

長

H26.7.18 地発0718第1号
公益通報等に適切に対処するた

左藤倫子
大臣官房地方課企画 地方厚生（支）局長、

大臣官房地方課長
めの取組の実施について 係 都道府県労働局長

H26.7.22 地発0722第10号
一元的な文書管理システムの更

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
改について システム係

勤務成績が著しく不良な職員に
大臣宮房地方課人 地方厚生（支）局長、

H26,7.22 地発0722第3号 対する改善措置等について（通 小川明紀
事・給与第一係 都道府県労働局長

大臣官房地方課長
知）

H26.7.22 地発0722第4号
人事異動の内申について（広島

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係



「個別労働紛争関係紛争解決制度に係
大臣官房地方課企画

外務省中東アフリカ
H26.7.22 地発0722第5号 る来局依頼についてJの南アフリカ共和 本安貴登 局アフリカ部アフリカ 大臣官房地方課長

国大使館への取次について（依頼） 室業務指導係
第二課長

H26.7.23 地発0723第2号
人事異動の内申について（東京

篠田雅史
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長労働局併任） 事・給与第一係

「短時間労働者の雇用管理の改

H26.7.24 地発0724第1号
善等に関する法律J等の施行に

左藤倫子
大臣官房地方課企画

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
係る都道府県労働局における業 係
務の推進について

H26.7.24 地発0724第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.7.24 地発0724第4号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

c、

H26.7.25 地発0725第2号
人事異動について（事務取扱命

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
免） 事・給与第一係

保健スタッフ派遣事業の実施に 大臣官房地方課総務
各地方厚生（支）局

H26.7.28 地発0728第1号 鈴木光子 長、各都道府県労働 大臣宮房地方課長
ついて 係

局長

H26.7.28 地発0728第2号
復職時における俸給月額の調整

熊坂知太郎
大臣官房地方課人

福岡労働局長 大臣官房地方課長
について（伺い） 事・給与第二係

法令遵守の徹底に係る取組の実施状況
大臣官房地方課地方

H26.7.30 地発0730第1号
等についての評価結果等の通知及び厚

田口正人 都道府県労働局長 大臣官房地方課長生労働省ホームページへの掲載につい 支分部局法令遵守室
て（伺い）

H26.7.30 地発0730第6号
賠償償還金の支出依頼につい

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
て 厚生局管理室経理係

平成26年度退職手当支給制限 大臣官房地方課地方
地方厚生（支）局長

H26.7.30 地発0730第7号 等処分調査の実施について（依 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調
都道府県労働局長

大臣官房地方課長
頼） 整係



法令遵守の徹底に係る取組の実施状況
大臣官房地方課地方H26.7.30 地発0730第8号 等についての評価結果等の通知及び厚

一之瀬清大 地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長生労働省ホームページへの掲載につい 厚生局管理室経理係
て（伺い）

都道府県労働局に勤務する地
大臣官房地方課人H26.8.4 地発0804第1号 方籍職員に係る早期退職募集 小川明紀
事・給与第一係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
の実施について

平成26年度における都道府県
大臣官房地方課人

H26.8.4 地発0804第2号 労働局に勤務する地方籍職員に 小川明紀
事・給与第一係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
係る早期退職募集について

H26.8.5 地発0724第2号
人事異動の内申について（病気

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
休職更新発令） 事・給与第一係

H26.8.5 地発0725第1号
職員の自営兼業承認申請につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて 事・給与第一係

H26.8.5 地発0728第3号 人事異動の内申ついて（復職） 中島静香
大臣官房地方謀人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.8.5 地発0805第1号
官職証明書の発行申請につい

岸上航
大臣官房地方諜地方

大臣官房長 大臣官房地方課長
て 厚生局管理室経理係

H26.8.6 地発0806第1号
一元的な文書管理システムの運

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
用開始日の変更について システム係

各地方厚生（支）局

H26.8.6 地発0806第3号 セクシャル・ハラスメントの防止
宮内勇輝

大臣官房地方課地方 長
大臣官房地方課長

等について（通知） 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局
長

H26.8.7 地発0807第1号
会計検査院法第27条の規定に

田口正人
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
基づく報告について 支分部局法令遵守室

H26.8.7 地発0807第2号
行政機関等が保有する個人情

伊 作 減 青 大臣官房地方課
地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長
報の適切な管理の徹底について 都道府県労働局長



職員の自営に係る兼業の許可
大臣官房地方課地方

H26.8.8 地発0808第6号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長について
整係

H26.8.11 地発0811第1号
損害賠償金の支出依頼につい

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長て 厚生局管理室経理係

地発0815第1号／ 数次往復公用旅券発給の依頼
大臣官房地方課地方

H26.8.15 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長地発0815第2号 及び返納について
整係

H26.8.18 地発0818第1号 臓員の兼業許可申請について 中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.8.18 地発0818第2号
人事異動の内申について（事務 中島静香． 大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
代理命免） 事・給与第一係

H26.8.18 地発0818第3号
セクシュアル・ハラスメントの防

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
止等について（通知） 事・給与第一係

H26.8.18 地発0818第5号
復職時における俸給月額の調整

中島静香
大臣官房地方課人 千葉労働局長

大臣官房地方課長
について 事・給与第一係 神奈川労働局長

H26.8.18 地発0818第6号
公務災害発生報告書の提出に

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
ついて 事・給与第二係

H26.8.19 地発0819第1号
第148回会計事務職員研修生

宮内勇輝
大臣官房地方課地方

近畿厚生局長 大臣官房地方課長
の決定について 厚生局管理室管理係

H26.8.19 地発0819第2号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.8.19 地発0819第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係



近畿財務局が管理する庁舎にお
大臣官房地方課地方H26.8.19 地発0819第4号 ける計施機設関管の理委・任運協営議業l務に係る 岸上航 大臣官房会計課長 大臣官房地方課長

会 二ついて
厚生局管理室経理係

H26.8.20 地発0820第1号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係

H26.B.21 地発0821第1号
職員の自営にかかる兼業の承

中島静香
大臣官房地方課人

長崎労働局長 大臣官房地方課長認について 事・給与第一係

H26.8.21 地発0821第2号
職員の自営にかかる兼業の承

中島静香
大臣官房地方課人

大分労働局長 大臣官房地方課長
認について 事・給与第一係

H26.8.21 地発0821第3号 職員の兼業許可について 中島静香
大臣官房地方課人

福岡労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.8.21 地発0821第4号
人事異動について（事務代理命

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
免） 事・給与第一係

H26.8.21 地発0821第5号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
取扱命免） 事・給与第一係

H26.8.22 地発0822第2号
官職署名符号等の発行申請に

高 林 孝 吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係

地発0825第7号／
平成26年度医療事務研修の実

大臣官房地方課地方
H26.B.26 地発0825第8号／

施について
大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長

地発0825第9号 整係

H26.8.26 地発0826第2号
人事異動の内申について（石川

熊坂潤太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局・事務取扱） 事・給与第二係

H26.8.26 地発0826第3号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

大分労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係



地方厚生（支）局長会議の開催に
大臣官房地方課地方

H26.8.27 地発0826第1号 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長ついて
整係

H26.8.27 地発0827第1号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
代理の免） 事・給与第一係

各地方厚生（支）局

H26.8.27 地発0827第2号
管理職員等の範囲に係る変更

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局
長

H26.8.27 地発0827第3号
人事異動の内申について（沖縄

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局・事務代理免） 事且給与第二係

H26.8.27 地発0827第4号 職員の兼業許可について 中島静香
大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

地方分権（事務・権限移譲）Iこ伴 大臣官房地方課地方
H26.8.27 地発0827第5号 う担当者連絡会議の開催につい 大下俊幸 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長

て 整係

職員の自営に係る兼業の許可
大臣官房地方課地方 （案1）大臣官房人事

H26.8.28 地発0828第1号 埋困ゆかり 厚生局管理室企画調 課長 大臣官房地方課長
について

整係 （案2）近畿厚生局長

平成26年度保健スタッフの派遣 大臣宮房地方課総務
地方厚生（支）局長

H26.8.29 地発0829第3号
事業について

鈴 木 光 子
係

及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
長

平成26年度保健スタッフの派遣 大臣官房地方課総務
地方厚生（支）局長

H26.8.29 地発0829第4号 鈴 木 光 子 及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
事業について 係

長

H26.9.1 地発0901第1号
児童手当関係諸用紙の毘布申

鈴 木 光 子
大臣官房地方謀総務 大臣官房会計課福

大臣官房地方課長
請について 係 利厚生室長

各地方厚生（支）局

H26.9.1 地発0901第2号
第10回厚生労働省会計事務職

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
員研修について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長



H26.9.2 
地発0902第1号／

永年勤続表彰の内申について 鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長地発0911第2号 ｛系

H26.9.2 地発0902第2号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.9.3 地発0903第3号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

H26.9.8 地発0730第3号
人事異動の内申について（沖縄

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長労働局開事務代理） 事・給与第二係

国家公務員法第108条の6第1
大臣官房地方課人

H26.9.8 地発0731第2号 項ただし書きの規程による在籍 熊坂朔太郎
事・給与第二係

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
専従の承認について

H26.9.8 地発0908第1号
超過勤務の縮減及び勤務時間

小川明紀
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
管理の徹底について 事・給与第一係

H26.9.8 地発0908第2号
官職署名符号等の発行につい

宮原真司
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
て（通知）（各労働局更新分） システム係

地発0908第3号／ 官職署名符号等の発行につい
大臣官房地方課情報

北海道労働局長、京
H26.9.8 地発0908第4号／ て（通知）（雇用保険電子申請事 宮原真司

システム係
都労働局長及び福岡 大臣官房地方課長

地発0908第5号 務センター分） 労働局長

H26.9.8 t也発0908第6号
官職署名符号等の発行につい

宮原真司
大臣官房地方課情報

静岡労働局長 大臣官房地方課長
て（通知）（静岡労働局分） システム係

H26.9.8 地発0908第7号
官職署名符号等の発行につい

宮原真司
大臣官房地方課情報

愛媛労働局長 大臣官房地方課長
て（通知）（愛媛労働局分） システム係

H26.9.8 地発0908第8号
官職署名符号等の発行につい

宮原真司
大臣官房地方課情報

広島労働局長 大臣官房地方課長
て（通知）（広島労働局分） システム係



消防団を中核とした地域防災力の充実

H26.9.8 地発0908第9号 強化に関する法律第10条第1項の規程
熊坂矧太郎

大臣官房地方課人
大臣官房人事課長 大臣官房地方課長による兼職請求及び職務専念義務免除 事・給与第二係

承認請求の承認について（大分労働局）

H26.9.9 地発0909第1号
平成26年度における内部点検

田口正人
大臣官房地方課地方

都道府県労働局長 大臣官房地方課長の実施方法について（伺い） 支分部局法令遵守室

「地方厚生（支）局における法令
大臣官房地方課地方

H26.9.9 地発0909第2号 遵守の徹底について」の一部改 一之瀬清大
厚生局管理室経理係

各厚生（支）局長 大臣官房地方課長
正について

平成26年度国家公務員健康週 大臣官房地方課総務
地方厚生支（局）長

H26.9.9 地発0909第3号
聞の実施について

鈴木光子
係

及び都道府県労働局 大臣官房地方課長
長

平成26年度管理事務及び企画調整事

H26.9.10 地発0910第1号 務に係る中央監察におけるこれら事務
左藤倫子

大臣官房地方課企画
都道府県労働局長 大臣官房地方課長を的確に遂行するために参考になると 係

思われる事項等について

H26.9.10 地発0910第2号 人事異動の内申について 熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

《

H26.9.11 
地発0902第1号／

永年勤続表彰の内申について 鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

兵庫労働局長 大臣官房地方課長
地発0911第2号 係

H26.9.11 地発0911第1号
人事異動の内申について（広島

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H26.9.16 地発0916第10号
人事異動の内申について（秋田

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

平成26年度地方支分部局及び 大臣官房地方課地方
地方厚生（支）局長、

H26.9.16 地発0825第1号 施設等機関係長研修の実施に 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調
都道府県労働局長

大臣官房地方課長
ついて 整係

H26.9.16 地発0916第1号 公印の改刻について（報告） 鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係



平成26年度管区（道）警察学校
大臣官房地方課地方

北海道厚生局長外H26.9.16 地発0916第2号
委託教養研修の決定について

埋回ゆかり 厚生局管理室企画謂
2件

大臣官房地方課長
整係

普通財産の貸付について（健康
大臣官房地方課地方

H26.9.16 地発0916第7号 保険直方中央病院・福岡県直方 一之瀬清大
厚生局管理室経理係

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
市）

普通財産の貸付について（健康
大臣官房地方課地方H26.9.16 地発0916第8号 保険直方中央病院九州電力 一之瀬清大
厚生局管理室経理係

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
（株））

H26.9.16 地発0916第9号
人事異動の内申について（福岡

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長労働局） 事＝給与第二係

H26.9.17 地発0917第1号
人事異動の内申について（事務

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長取扱命） 事・給与第二係

平成26年10月1日付け職員の昇
大臣官房地方課人

H26.9.17 地発0917第2号 格について（職業安定行政系 増田晋太郎 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
統）

事・給与第二係

H26.9.18 地発0918第4号
全国労働局長会議等の開催に

左藤倫子
大臣官房地方課企画

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
ついて 係

国家公務員法第108条の6第1 大臣官房地方課地方
H26.9.22 地発0922第2号 項ただし書きの規定による在籍 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 近畿厚生局長 大臣官房地方課長

専従の承認について 整係

H26.9.24 地発0924第1号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
係

H26.9.24 地発0924第2号
人事異動の内申について（平成

小林順一
大臣官房地方謀総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
26年lO月1日付） 係

平成26年度地方支分部局及び
大臣官房地方謀総務

地方厚生（支）局長
H26.9.26 地発0926第1号 施設等機関係長研修の研修員 鈴木光子 及び都道府県労働局 大臣官房地方課長

の決定について
係

長



H26.9.26 地発0926第3号
身分証明書発行等申請につい

鈴木光子
大臣宮房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
て 係

厚生労働省組織規則第800条

H26.9.26 地発0926第5号
の規定に基づく北海道厚生局等

宮内勇輝
大臣官房地方課地方

大臣宮房人事課長 大臣官房地方課長
の組織細則の一部改正につい 厚生局管理室管理係
て（内申）

H26.9.30 地発0930第3号
人事異動の内申について（岡山

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣宮房地方課長労働局） 事・給与第二係

「都道府県労働局等における専
大臣官房地方課管理

H26.10.1 地発0929第5号
門官職』のの一所部掌改事正務に等つにし関する 稲田啓介 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
準則J 、て

係

H26.10.1 地発1001第2号 審査の申立てについて（通知） 熊坂朔太郎
大臣官房地方謀人

福岡労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

「厚生労働省に置かれる官職の
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局

H26.10.1 地発1001第5号 属する職制上の段階等につい 宮内勇輝 大臣官房地方課長
て」の一部改正について

厚生局管理室管理係 長

H26.10.2 地発1002第4号
一元的な文書管理システムの運

高 林 孝 吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
用開始日について システム係

H26.10.3 地発0924第3号
人事異動の肉申について（平成

小林順一
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
26年10月1日付） 係

H26.10.6 地発1006第1号
公務災害発生報告書の提出に

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
ついて 事 E給与第二係

普通財産の貸付について（通
大臣官房地方課地方

厚生労働省所管国
H26.10.7 地発1007第3号 知）（健康保険直方中央病院：福 一之瀬清大 有財産部局長九州 大臣官房地方課長

同県直方市）
厚生局管理室経理係

厚生局長

普通財産の貸付について（通
大臣官房地方課地方

厚生労働省所管国
H26.10.7 地発1007第4号 知）（健康保険直方中央病院：九 一之瀬清大

厚生局管理室経理係
有財産部局長九州 大臣官房地方課長

州電力（（株））） 厚生局長



H26.10.7 地発1007第5号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.10.7 地発1007第6号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

人事異動について（内申）【平成
大臣官房地方課地方

H26.10.8 地発1008第8号
26年9月24日付け】

埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
整係

H26.10.8 地発1008第9号
文書管理監査結果に係る要改

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房長 大臣官房地方課長善事項について（報告） 係

H26.10.9 地発1008第11号
身分証明書発行等申請につい

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
て 係

H26.10.9 地発1009第5号
職員の兼業許可について（愛媛

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H26.10.9 地発1009第B号
平成26年度医療事務研修の研

柏山卓智
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局

大臣官房地方課長
修員の決定について 厚生局管理室 長

H26.10.10 地発0918第1号
職員の自営兼業承認申請につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて 事・給与第一係

H26.10.10 地発0918第2号
人事異動の内申について（休職

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
期間更新） 事・給与第一係

H26.10.10 地発0918第3号
職員の兼業許可申請について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（宮城労働局） 事・給与第一係

H26.10.10 地発0918第6号
復職時における俸給月額の調整

中島静香
大臣官房地方課人

青森労働局長 大臣官房地方課長
について 事・給与第一係



消防団を中核とした地域防災力の充実
大臣官房地方課人H26.10.10 地発0922第1号

強化に関する法律第10条第1項の規定
中島静香 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長による兼職請求及び職務専念義務免除 事・給与第一係

承認請求の承認について（京都労働局）

消防団を中核とした地域防災力の充実

H26.10.10 地発0929第3号 強化に関する法律第10条第1項の規定
中島静香

大臣官房地方課人
大臣官房人事課長 大臣官房地方課長による兼職請求の承認について（千葉労 事・給与第一係

働局）

国家公務員法第108条の6第1項
大臣官房地方課人H26.10.10 地発0930第7号 ただし書きの規定による在職専 中島静香 都道府県労働局長 大臣官房地方課長

従の承認について
事・給与第一係

H26.10.10 地発1002第2号 海外渡航承認申請書の進達に
中島静香 大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長ついて 事・給与第一係

H26.10.10 地発1002第3号
国家公務員の再就職の適正化

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
について（通知） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1003第3号
職員の兼業許可について（宮城

中島静香
大臣官房地方課人

宮城労働局長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1007第1号
職員の兼業許可申請について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（愛知労働局） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1007第2号
職員の自営兼業主罪認申請につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（兵庫労働局） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1008第1号
職員の消防団員との兼職につい

中島静香
大臣官房地方課人

千葉労働局長 大臣官房地方課長
て 事・給与第一係

H26.10.10 地発叩08第7号
職員の消防団員との兼職の認め

中島静香
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
について 事・給与第一係

H26.10.10 地発1009第2号
人事異動について（事務代理命

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
免） 事・給与第一係



H26.10.10 地発1009第3号
災害補償審査申立事案の判定

中島静香
大臣官房地方課人

群馬労働局長 大臣官房地方課長書について（通知） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1009第4号
人事異動の内申について（休職

中島静香
大臣官房地方課人

青森労働局長 大臣官房地方課長更新） 事・給与第一係

H26.10.10 地発1010第2号
公務災害発生報告書の提出に

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長ついて（愛知局） 事E給与第一係

数次往復公用旅券の発給につ
大臣官房地方課地方

H26.10.14 地発0918第8号 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長いて
整係

大臣官房地方課地方
H26.10.14 地発0918第9号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

大臣官房地方課地方
H26.10.14 地発0918第10号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

地方厚生（支）局職員に係る昇
大臣官房地方課地方

H26.10.14 地発0926第2号
格について（肉申）

埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
整係

数次往復公用旅券発給の依頼
大臣官房地方課地方

H26.10.14 地発1006第3号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長
及び返納について

整係

「使用者による障害者虐待の防 大臣官房地方諜労働
H26.10.15 地発1015第1号 止等に関する対応要領Jの一部 樫村竜太 紛争処理業務室労働 都道府県労働局長 大臣官房地方謀長

改正について 紛争係

H26.10.16 地発1016第4号
厚生労働省人事評価実施規定

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
の一部改正について（通知） 事・給与第一係

H26.10.16 地発1016第7号
「職員等利用者共通認証基盤

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
(G!MA）」の更改について システム係



H26.10.17 地発1017第1号
障害等級の決定に係る協議につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長いて（高知） 事・給与第一係

H26.10.20 地発1020第2号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣宮房人事課長 大臣官房地方課長
代理の命免） 事・給与第一係

H26.10.21 地発1021第1号
「障害者任免状況通報Jの総点

増田晋太郎
大臣官房地方課人 地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長
検及び報告依頼について（依頼） 事・給与第二係 都道府県労働局長

H26.10.21 
地発1021第2号／ 公印の新刻について（承認方依

鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
地発1205第3号 頼） 係

H26.10.22 地発1021第4号
復職時における俸給月額の調整

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

東京労働局長 大臣官房地方課長
について（伺い）（東京局） 事・給与第二係

H26.10.23 地発1023第1号
国家公務員の再就職の適正化

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局

大臣官房地方課長
について（通知） 厚生局管理室管理係 長

H26.10.23 地発1023第2号
平成26年度訪問カウンセリング

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
及び研修事業の実施について 事・給与第一係

H26.10.23 地発1023第8号
「障害者任免状況通報」の総点

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
検及び報告依頼について（回答） 事・給与第二係

H26.10.23 地発1023第9号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.10.24 地発1023第7号
官職証明書及び利用者証明書

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
の発行申請について システム係

『人事院規則14-8（営利企業
各地方厚生（支）局長

H26.10.24 地発1024第2号
の役員等との兼業）の運用につ

宮内勇輝
大臣官房地方課地方

各都道府県労働局 大臣官房地方課長
いてJの一部改正について（通 厚生局管理室管理係

長
知）



地発1028第1号／地発
1028第2号／地発1028
第3号／地発1028第4

復職時における俸給月額の調整号／地発1028第5号／
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

H26.10.28 地発1028第6号／地発 について（伺い）（北海道局～京 熊坂淘太郎 大臣官房地方課長
1028第7号／地発1028都局）

事・給与第二係 長
第8号／地発1028第9
号／地発1028第10号／
地発1028第11号

職員の自営に係る兼業の許可
大臣官房地方課地方

H26.10.29 地発1029第1号 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 近畿厚生局長 大臣官房地方課長
について

整係

地発1030第1号／ 官職署名符号等の発行につい
大臣官房地方課情報

H26.10.30 地発1030第2号／ て（通知）（雇用保険電子申請事 高林孝吏 埼玉労働局長 大臣官房地方課長
地発1030第3号 務センター分）

システム係

地発1030第1号／ 官職署名符号等の発行につい
大臣官房地方課情報

H26.10.30 地発1030第2号／ て（通知）（雇用保険電子申請事 高林孝吏 東京労働局長 大臣官房地方課長
地発1030第3号 務センター分）

システム係

地発1030第1号／ 官職署名符号等の発行につい
大臣官房地方課情報

H26.10.30 地発1030第2号／ て（通知）（雇用保険電子申請事 高林孝吏 大阪労働局長 大臣官房地方課長
地発1030第3号 務センター分）

システム係

H26.10.31 地発1031第6号
職員の自営にかかる兼業の承

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
認について（兵庫） 事・給与第一係

H26.10.31 地発1031第7号
災害補償審査申立事案の判定

中島静香
大臣官房地方課人

兵庫労働局長 大臣官房地方課長
書について（通知） 事・給与第一係

国家公務員法第108条の6第1
大臣官房地方課人

H26.10.31 地発1031第9号 項ただし書きの規程による在籍 熊坂朔太郎
事・給与第二係

神奈川労働局長 大臣官房地方課長
専従の君主認について

H26.11.4 地発1104第1号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
取扱命） 事・給与第一係

H26.11.4 地発1104第2号
職員の兼業許可申請について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（福岡労働局） 事・給与第一係



H26.11.4 地発1104第5号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長厚生局管理室経理係

H26.11.4 地発1104第6号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H26.11.5 地発1105第1号
官職証明書の発行申請につい

岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房長 大臣官房地方課長て 厚生局管理室経理係

H26.11.6 地発1106第1号
公務災害の非該当認定につい

熊坂矧太郎
大臣官房地方課人

山形労働局長 大臣官房地方課長て（通知） 事・給与第二係

地発1107第3号／
復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人

北海道労働局長、東
H26.11.7 地発1107第1号／

につて
中島静香

事・給与第一係
京労働局長、広島労 大臣官房地方課長

地発1107第2号 働局長

H26.11.7 地発1107第8号
復職時における俸給月額の調整

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

鳥取労働局長 大臣官房地方課長について（伺い）（鳥取局） 事・給与第二係

H26.11.10 地発1104第4号
職員の兼業許可について（愛媛

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

愛媛労働局長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

地発1111第1号f地発1111第Z号
各市町長／東京都知事／八／地発1111第3号／地発1111第4

号／地発1111第5号／地発1111第 雲町長／倶知安町長／釜石

B号／地発1111第色1発i'第号，｛号1地／第尭地，＇発1号11:
市長／二戸市長／神戸市長

第S号／地発11
／美浜町長／岡山市長／安

1111第10号／地発
芸市長／福岡市長／天草市地売1111第12号／地尭1111第四

号／地尭1111第14号／；地尭1111 長／稚内市長／二戸市長／
第15号／地発1111第16号／地尭

平成27年度固有資産等所在市
秋田市長／文館市長／白河

1111第17号／地売1111第四号／
市長／所沢市長／松戸市長地売1111第四号／地尭1111第四

町村交付金に係る固有財産台 大臣官房地方課施設 ／東京都知事／武灘野市長
H26.11.11 

号／地尭1111第21号／地莞1111
伊藤和太郎 大臣官房地方課長第22号／地尭1111第四号／：地売 帳価格及び交付金対象外財産 係 ／新潟市長／小諸市長／名

1111第四号／：地発1111第25号／
古屋市長／岡山市長／北島

地発1111第四号／地発1111第四 の通知について
号第／四地号発／地11尭11第11四11号第~－地号発t'地1尭11 町長／二戸市長／奥州市長

／福島市長／松戸市長／所
1111第31号／地発1111第32号／ 沢市長／東京都知事／武蔵
地発1111第33号／地売1111第34

野市長／堺市長／神戸市長号f地発1111第35号／地発1111
第四号／地発1111第37号／地発 ／川本町長／吉野川市長／
1111第＂号／地発 1111第39号／ 高松市長／高知市長／安芸
地売1111第40号／地発1111第41

市長／飯塚市長
号



平成26年度医療事務研修の終
大臣官房地方課地方

H26.11.11 地発1111第48号
了通知について

柏山卓智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
整係

H26.11.13 地発1113第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

愛媛労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.11.13 地発1113第2号
官職署名符号等の失効及び発

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長行申請について システム係

H26.11.13 地発1113第2号
宮職署名符号等の失効及び発

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長行申請について システム係

国家公務員法第108条の6第1
大臣官房地方課人

H26.11.13 地発1113第3号 項ただし書きの規程による在籍 熊坂翻太郎
事・給与第二係

東京労働局長 大臣官房地方課長
専従の承認について

有効期限満了及び暗号更新に
大臣官房地方課情報

H26.11.17 地発1117第1号 伴う官職署名符号等の発行につ 高林孝吏 宮城労働局長 大臣官房地方課長
いて（通知）

システム係

有効期限満了及び暗号更新に
大臣官房地方課情報

H26.11.17 地発1117第1号 伴う官職署名符号等の発行につ 高林孝吏 宮城労働局長 大臣官房地方課長
いて（通知）

システム係

地方労働行政関係功労者に係る表彰者

H26.11.17 地発1117第2号
の決定（通知）、並びに表彰状・感謝状

鈴木光子
大臣官房地方課総務 該当都道府県労働

大臣官房地方課長の作成、紙筒の購入及び委託発送につ 係 局長
いて

地発1117第4号／
秋田労働局長、栃木

地発1117第5号／
労働局長、山梨労働

地発1117第6号／
復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 局長、愛知労働局

H26.11.17 地発1117第7号／
について

中島静香
事・給与第一係 長、大阪労働局長、

大臣官房地方課長
地発1117第8号／

香川労働局長、福岡
地発1117第9号／

労働局長
地発1117第10号

H26.11.18 地発1118第3号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係



H26.11.18 地発1118第3号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長ついて システム係

H26.11.19 地発1119第8号 物品損傷報告について 宮内勇輝
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

厚生労働省組織規則第800条の規定
大臣官房地方課地方H26.11.20 地発1120第1号 に基づく北海道厚生局等の組織細則の 宮内勇輝 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

一部改正について（内申） 厚生局管理室管理係

H26.11.20 地発1120第4号
海外渡航承認申請書の進達に

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長ついて 事・給与第一係

平成26年度一般職の職員の給
大臣官房地方課地方

H26.11.20 地発1120第5号
与に関する法律の改正に伴う退

埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
職手当の追加支給について（肉
申）

整係

平成26年度国家公務員セク
各地方厚生（支）局

H26.11.20 地発1120第6号 シュアル・ハラスメント防止週間 中島静香
大臣官房地方課人 長

大臣官房地方課長
事・給与第一係 各都道府県労働局

の実施について
長

H26.11.21 
地発1121第1号／ 労働法制の普及等に関する取

鈴木威至
大臣官房地方課管理

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
地発1121第2号 組の強化について 第二係

文部科学省生涯学習政策
局生涯学習推進課長、高

H26.11.21 
地発1121第1号／ 労働法制の普及等に関する取

鈴木威至
大臣官房地方課管理 等教育局大学振興課長、

大臣官房地方課長
地発1121第2号 組の強化について 第二係 口頭教育局専門教育課

長、高等教育局学生・留
学生課長

H26.11.21 地発1121第3号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

滋賀労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H26.11.25 地発1125第1号
人事異動の内申について（青森

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H26.11.25 地発1125第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

大阪労働局長 大臣官房地方課長
事 a給与第一係



H26.11.25 地発1125第3号 職員の兼業許可について（伺い） 熊坂朔太郎 大臣官房地方課人
大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

事・給与第二係

H26.11.26 地発1126第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

宮崎労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

地発1127第3号／
施設等機関及び地方支分部局

宮城労働局長、東京
の指定職職員に係る平成26年 大臣官房地方課人

H26.11.27 地発1127第4号／
12月期の勤勉手当の成績区分

増田晋太郎
事・給与第二係

労働局長、大阪労働 大臣官房地方課長
地発1127第5号

について
局長

H26.11.28 地発1128第1号
厚生労働省における今冬の節電

馬場信也
大臣官房地方課施設

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
対策について 係

平成26年度国家公務員倫理遇 大臣官房地方課人
各地方厚生（支）局

H26.11.28 地発1128第2号
聞の実施について

熊坂朔太郎
事・給与第二係

長、各都道府県労働 大臣官房地方課長
局長

衆議院議員総選挙における国家
各地方厚生（支）局

H26.11.28 地発1128第5号 公務員の服務規律の確保につ 宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方謀長
厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

いて
長

平成26年度情報セキュリティ対
大臣官房地方課情報

H26.12.1 地発1201第3号 策の実施状況に係る自己点検 高林孝吏 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
の実施について（依頼）

システム係

地発1201第5号／
職員の自営兼業承認申請につ 大臣官房地方課人

H26.12.1 地発1201第6号／
いて（長崎・京都・岡山局）

熊坂翻太郎
事・給与第二係

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
地発1201第7号

都道府県労働局に勤務する地方籍職員 大臣官房地方課人
H26.12.3 地発1203第2号 に係る阜期退職募集の実施に当たって 小川明紀

事・給与第一係
都道府県労働局長 大臣官房地方課長

の基本的な取扱いについて

平成26年度における都道府県労働局に 大臣官房地方課人
H26.12.3 地発1203第3号 勤務する地方籍職員に係る早期退職募 小川明紀

事・給与第一係
都道府県労働局長 大臣官房地方課長

集（2回目）について

地方厚生（支）局企画調整課長会
大臣官房地方課地方

H26.12.3 地発1203第4号
議の開催について

相山卓智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
整係



地発1204第12号／地
発1204第13号／地発
1204第14号／地発

復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 各都道府県労働局H26.12.4 
1204第15号／地発

熊坂掬太郎 大臣官房地方課長1204第16号／地発 について（伺い）（静岡～宮崎局） 事・給与第二係 長
1204第17号／地発
1204第18号／地発
1204第19号

H26.12.4 地発1204第21号
育児休業承認の内申について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長（大阪局） 事・給与第一係

H26.12.4 地発1204第22号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長取扱の免） 事・給与第一係

厚生労働省における今冬の節電
大臣官房地方課地方

H26.12.4 地発1204第31号 柏山卓智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長対策について
整係

H26.12.4 地発1204第32号
人事異動について（事務代理命

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
免） 事・給与第一係

H26.12.4 地発1204第33号
人事異動の内申について（石川

熊坂矧太郎
大臣官房地方課人

石川労働局長 大臣官房地方課長
労働局・休職） 事・給与第二係

H26.12.5 
地発1021第2号／ 公印の新刻について（承認方依

鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大阪労働局長 大臣官房地方課長
地発1205第3号 頼） 係

各地方厚生（支）局

H26.12.5 地発1205第1号
衆議院議員総選挙の選挙当日

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
における便宜供与について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

H26.12.5 地発1205第2号
職員の自営兼業承認について

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

福井労働局長 大臣官房地方課長
（福井労働局） 事・給与第二係

H26.12.8 地発1208第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係



H26.12.8 地発1208第4号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長厚生局管理室経理係

地方厚生（支）局職員に係る昇
大臣官房地方課地方

H26.12.9 地発1209第1号
格について（内申）

埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
整係

各地方厚生（支）局

H26.12.9 地発1209第3号
行政手続き法の一部を改正する

左藤倫子
大臣官房地方課企 長

大臣官房地方課長法律の施行について 画係 各都道府県労働局
長

H26.12.10 地発1210第1号 永年勤続表彰の内申について 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
係

地方厚生（支）局職員に係る昇
大臣官房地方課地方

H26.12.11 地発1110第2号 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長任について（内申）
整係

平成26年度管区（道）警察学校 大臣官房地方課地方
H26.12.11 地発1204第1号 委託教養研修の決定について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 関東信越厚生局長 大臣官房地方課長

（通知） 整係

H26.12.11 地発1211第1号
職員の自首兼業承認について

熊坂朔太郎
大臣官房地方諜人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（長野労働局） 事・給与第二係

大臣官房地方課地方
H26.12.11 地発1211第3号 人事異動について（内申） 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

地方厚生（支）局職員に係る人
大臣官房地方課地方

H26.12.11 地発1211第4号 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣宮房地方課長
事異動及び昇格について（肉申）

整係



地発1215第10号／地
発1215第11号／地発
1215第12号／地発
1215第13号／地発
1215第14号／地発

復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 各都道府県労働局H26.12.15 1215第15号号／／地地発 熊坂翻太郎 大臣官房地方課長1215第16 発 について（伺い）（青森～福岡局） 事・給与第二係 長
1215第17号／地発
1215第四号／地発
1215第19号／地発
1215第20号／地発
1215第21号

H26.12.15 地発1215第1号
官職署名符号等の発行につい

高林孝吏
大臣官房地方課情報

長崎労働局長 大臣官房地方課長て（通知） システム係

H26.12.15 地発1215第22号
官職証明書及び利用者証明書

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
の発行について（通知） システム係

H26.12.15 地発1215第22号
官職証明書及び利用者証明書

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
の発行について（通知） システム係

地方厚生（支）局職員の昇給に 大臣官房地方課地方
H26.12.15 地発1215第25号 ついて（内申）【平成27年1月1日 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

付け】 整係

大臣官房地方課人
各地方厚生（支）局

H26.12.15 地発1215第27号 綱紀の厳正な保持について 熊坂掬太郎
事・給与第二係

長、各都道府県労働 大臣官房地方課長
局長

H26.12.15 地発1215第2号 通つい勤て災．害．補．償．． 等．の．決．定．． 通．知．に．． 熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

高知労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

H26.12.15 地発1215第3号
職員の自営に係る兼業の承認

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
について 事・給与第二係

H26.12.15 地発1215第5号
育児休業承認の内申について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（大阪） 事・給与第一係



H26.12.15 地発1215第6号
職員の自嘗兼業承認申請につ

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（京都労働局） 事・給与第二係

H26.12.15 地発1215第8号
公務外の目的による海外渡航の

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
承認について（香川） 事・給与第一係

平成27年1月1日付け職員の昇
大臣官房地方課人

H26.12.18 地発1218第4号 格について（職業安定行政系 増田晋太郎
事・給与第二係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
統）

地発1219第1号／
大臣官房地方課地方 保険局長

H26.12.19 
地発1219第2号／ 平成26年度訴訟事務等研修の

柏山卓智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長地発1219第3号／ 実施について
地発1219第4号 整係 大臣官房総務課長

H26.12.19 地発1219第5号
人事異動の内申について（石川

熊坂矧太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
局・休職期間更新） 事・給与第二係

H26.12.22 地発1222第2号
全国労働局長会議等の開催に

左藤倫子
大臣官房地方課企

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
ついて 画係

H26.12.22 地発1222第3号
職員の自営兼業許可について

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
（群馬労働局） 事・給与第二係

H26.12.24 地発1224第15号
身分証明書の貸与替申請につ

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて 係

H26.12.24 地発1224第1号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
代理命免） 事・給与第一係

地発1224第E号／地発
1224第3号／地発1224
第4号／地発1224第5
号／地発1224第6号／

復職時における俸給月額の調整地発1224第7号／地発 大臣官房地方課人 各都道府県労働局
H26.12.25 1224第8号／地発1224について（伺い）（北海道～沖縄 熊坂湖太郎

事・給与第二係 長
大臣官房地方課長

第9号／地発1224第10局）
号／地発1224第11号／
地発1224第12号／地
発1224第13号／地発
1224第14号



H26.12.25 地発1225第18号
人事異動の内申について（事務

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長取扱免） 事・給与第一係

大臣官房地方課地方
H26.12.25 地発1225第1号 兼職請求書の提出について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H26.12.25 地発1225第21号
職員の兼業許可について（福岡

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第二係

H26.12.25 地発1225第2号 復職時における俸給月額の調整
熊坂朔太郎 大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長について（伺い）（愛知局） 事・給与第二係

大臣官房地方課地方
H26.12.25 地発1225第4号 人事異動について（内申） 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H26.12.26 
地発1226第4号／ 官職署名符号等の発行につい

高林孝吏
大臣官房地方課情報

東京労働局長 大臣官房地方課長地発1226第5号 て（通知） システム係

H26.12.26 
地発1226第4号／ 官職署名符号等の発行につい

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大阪労働局長 大臣官房地方課長地発1226第5号 て（通知） システム係

H26.12.26 地発1226第8号
職員の兼業許可について（岐車

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長労働局） 事・給与第一係

H27.1.5 地発0105第1号
職員の兼業許可について（愛媛

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.1.5 地発0105第2号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方謀総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

H27.1.5 地発0105第4号 職員の兼業許可について（伺い） 熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
事・給与第二係



H27.1.5 地発0105第5号
人事異動の内申について（神奈

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
川労働局・事務代理命免） 事・給与第二係

労働局長の助言・指導の申出に係る文書助
大臣官房地方課企画

外務省中東アフリカ
H27.1.6 地発0106第1号

言及び扮す調整委員会によるあっせん開始
本安貴登 局アフリカ部アフリカ 大臣官房地方課長通知書の外務省を通じた南アフリカ共和国大 室業務指導係

使館への取次について（依頼） 第二課長

職員の自首に係る兼業の承認
大臣官房地方課地方

H27.1.6 地発0106第5号
について

埋田ゆかり 厚整生係局管理室企画調 東海北陸厚生局長 大臣官房地方課長

平成27年春の『園遊会」及び
大臣官房地方課人

H27.1.6 地発0106第8号 『桜を見る会」に係る招待者の推 中島静香 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
薦について

事・給与第一係

H27.1.7 地発0107第1号
損害賠償金の支出依頼につい

一之瀬清大
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
て 厚生局管理室経理係

平成26年度訴訟事務等研修の
大臣官房地方課地方

H27.1.8 地発0108第2号
研修員の決定について

柏山車智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
整係

「総合労働相談員（一般）執務準則」及 大臣官房地方課企画
H27.1.8 地発0108第3号 ぴ「総合労働相談員（困難事案担当）執 植村浩明

室
都道府県労働局長 大臣官房地方課長

務準Jiil」の改Eについて（伺い）

H27.1.8 地発0108第4号
職員の兼業許可について（滋賀

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.1.8 
地発1226第2号／ 職員の自営に係る兼業の承認

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

大臣官房地方課長
地発1226第3号 について 事・給与第二係 長

H27.1.9 地発0109第1号
職員の兼業許可について（長野

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

「特定疾病に係る災害の認定手続等に
大臣官房地方課人

H27.1.12 地発0112第1号
ついて（平成20年4月1日職補ー115職員

中島静香 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長福祉局長）」の記の第1の1に係る報告 事・給与第一係
について（宮崎）



厚生労働省組織規則第800条の規定
大臣官房地方課地方H27.1.13 地発0113第1号 に基づく北海道厚生局等の組織細則の 宮内勇輝 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

一部改Eについて（内申） 厚生局管理室管理係

H27.1.14 地発0114第5号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

「厚生労働省に置かれる宮職の
大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局H27.1.15 地発0115第1号 属する職制上の段階等につい 宮内勇輝
厚生局管理室管理係 長

大臣官房地方課長
て』の一部改正について

H27.1.21 地発0121第1号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長ついて システム係

H27.1.21 地発0121第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.1 21 地発0121第3号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
0 厚生局管理室経理係

H27.1.22 地発0122第1号
職員の消防団員との兼職の認め

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
について 事・給与第二係

H27.1.22 地発0122第2号
職員の兼業許可について（長崎

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.1.22 地発0122第7号
公務災害の非該当認定につい

中島静香
大臣官房地方課人

宮城労働局長 大臣官房地方課長
て（宮城） 事・給与第一係

H27.1.23 
地発0121第4号／ 職員の自営に係る兼業の承認

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

大臣官房地方課長
地発0121第5号 について 事・給与第二係 長

H27.1.23 地発0123第2号 均等待遇実現キャンペーン 左藤倫子
大臣官房地方課企画

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
係



「行政機関の保有する個人情報の適切
な管理のための措置に関する指針』及

地方厚生（支）局長H27.1.23 地発0123第3号 ぴ「独立行政法人等の保有する個人情 伊作城青 大臣官房地方課 大臣官房地方課長
報の適切な管理のための措置に関する 都道府県労働局長
指針」の一部改Eについて（通知）

H27.1.23 地発0123第4号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

北海道労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.1.23 地発0123第6号
官職証明書等の発行申請につ

岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房長 大臣官房地方課長
いて 厚生局管理室経理係

H27.1.23 地発0123第7号
平成27年『桜を見る会」招待者の

中島静香
大臣官房地方課人

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
推薦について 事・給与第一係

H27.1.23 地発0123第9号
人事異動の内申について（愛知

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局・事務代理） 事・給与第二係

第148回会計事務職員研修の
大臣官房地方課地方

H27.1.27 地発0105第3号
修了通知等について（通知）

埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 近畿厚生局長 大臣官房地方課長
整係

H27.1.27 地発0127第2号
職員の兼業許可について（愛

中島静香
大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長
知） 事・給与第一係

国家公務員給与等実態調査の
大臣官房地方課地方

地方厚生（支）局長、
H27.1.27 地発0127第3号

実施について（依頼）
埋田ゆかり 厚生局管理室企画調

都道府県労働局長
大臣官房地方課長

整係

H27.1.27 地発0127第7号
身分証明書発行等申請につい

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
て 係

大臣官房地方課地方
H27.1.27 地発0127第8号 兼職請求書の提出について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 近畿厚生局長 大臣官房地方課長

整係

人事異動について（内申）【平
大臣官房地方課地方

H27.1.27 地発1225第5号
成27年1月12日付け】

埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
整係



労働行政退職職員感謝状交付
大臣官房地方課総務H27.1.28 地発0128第3号 申請（第3条第2項）に係る承認 鈴木光子
係

静岡労働局長 大臣官房地方課長
について

H27.1.29 地発0129第2号
職員の兼業許可申請について

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長（岐車労働局） 事・給与第二係

H27.2.3 地発0203第1号
職務調査の実施について（依

増田晋太郎
大臣官房地方課人 香川労働局長、福岡

大臣官房地方課長頼） 事・給与第二係 労働局長

H27.2.4 地発0204第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.2.4 地発0204第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

京都労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.2.5 地発0203第2号
都道府県労働局LANの機器更

高林孝吏
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
改について システム係

国家公務員倫理法第22条の規定に基
大臣官房地方課人

H27.2.5 地発0205第3号
づく端緒の報告及び同法第23条第1項

小川明紀 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長の規定に基づく調査開始の通知につい 事・給与第一係
て

H27.2.5 地発0205第4号
官職署名符号等の発行につい

高林孝吏
大臣官房地方課情報

長崎労働局長 大臣官房地方課長
て（通知） システム係

H27.2.5 地発0205第5号
平成26年度補正予算の執行に

田口正人
大臣官房地方課地方 地方厚生（支）局長、

大臣官房長
当たっての留意点について 支分部局法令遵守室 都道府県労働局長

平成26年度訴訟事務等研修の
大臣官房地方課地方

H27.2.5 地発0205第6号 柏山車智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
終了通知について

整係

H27.2.5 地発0205第8号
職員の自営に係る兼業の承認

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

長崎労働局長 大臣官房地方課長、 について 事・給与第二係



H27.2.5 地発0205第9号
職員の消防団員との兼職の認め

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人

宮崎労働局長 大臣官房地方課長について 事・給与第二係

H27.2.6 地発0206第1号 永年勤続表彰の内申について 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
係

H27.2.10 地発0210第1号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長ついて システム係

H27.2.10 地発0210第8号
人事異動の内申について（石川

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長局・休職期間更新） 事・給与第二係

H27.2.16 地発0216第3号
職員の兼業許可について（福

中島静香
大臣官房地方課人

福岡労働局長 大臣官房地方課長岡） 事・給与第一係

H27.2.17 地発0217第1号
職員の自営兼業承認申請につ

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（和歌山） 事・給与第一係

H27.2.17 地発0217第2号
職員の非違行為に係る懲戒処

小川明紀
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
分協議について 事・給与第一係

平成27年度における厚生労働省の障害
大臣官房地方課地方 地方厚生（支）局長、

H27.2.17 1也発0217第4号 者就労施設等からの物品等の調達の推 田口正人
支分部局法令遵守室 都道府県労働局長

大臣官房地方課長
進を図るための方針について

「厚生労働省における女性活躍
大臣官房地方課人

各地方厚生（支）局
H27.2.17 地発0217第5号 とワークライフバランス推進のた 熊坂朔太郎

事・給与第二係
長、各都道府県労働 大臣官房地方課長

めの取組計画Jについて 局長

省内長時間労働削減推進チー 大臣官房地方課人
各地方厚生（支）局

H27.2.17 地発0217第6号 熊坂淘太郎 長、各都道府県労働 大臣官房地方課長
ム報告書について 事・給与第二係

局長

地方厚生（支）局長会議の開催
大臣官房地方課地方

H27.2.17 地発0217第8号 柏山車智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
について

整係



H27.2.19 地発0219第7号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長厚生局管理室経理係

H27.2.19 地発0219第8号 物晶損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H27.2.19 地発0219第9号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H27.2.19 地発0219第10号
公印の新刻について（承認方依

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長頼） 係

H27.2.19 地発0219第11号
公印の新刻について（承認方依

鈴 木 光 子
大臣官房地方謀総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
頼） 係

H27.2.19 地発0219第12号
職員の兼業許可について（神奈

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

神奈川労働局長 大臣官房地方課長
川局） 事・給与第二係

H27.2.19 地発0219第13号
職員の自営にかかる兼業の承

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人 群馬労働局長 大臣官房地方謀長

認について（群馬局） 事・給与第二係

H27.2.19 地発0219第15号
職員の自営兼業承認申請につ

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（愛知労働局） 事・給与第二係

H27.2.19 地発0219第16号
職員の兼業許可について（佐賀

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

労働局） 事・給与第二係

H27.2.19 地発0219第1号
都道府県労働局における保有個

伊作城青 大臣官房地方課 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
人情報漏えい防止等について

H27.2.19 地発0224第2号
通勤災害補償等の決定通知に

中島静香
大臣官房地方課人

高知労働局長 大臣官房地方課長
ついて（高知） 事E給与第一係



国家公務員倫理法第23条第3項
大豆官房地方課人

H27.2.20 地発0220第1号 の規定に基づく任命権者による 小川明紀
事・給与第一係

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
調査結果の報告について

捜査関係事項照会について（回 一一圃圃H27.2.20 地発0220第2号
答）

柏山卓智 厚生局管理室企画調 大臣官房地方課長
整係

地発0220第3号
平成26年度指導医療官事務打

大臣官房地方課地方
各地方厚生（支）局長

H27.2.20 ／ 
合会の実施について

柏山卓智 厚生局管理室企画調
人事課長

大臣官房地方課長
地発0220第4号 整係

平成26年度個別労働紛争業務
大臣官房地方課労働

H27.2.23 地発0223第1号
に係る業務指導結果について

樫村竜太 紛争処理業務室労働 都道府県労働局長 大臣官房地方課長
紛争係

H27.2.23 地発0223第2号
職員の非違行為に係る処分協

小川明紀
大臣官房地方課人

福島労働局長 大臣官房地方課長
議について（依頼） 事・給与第一係

H27.2.23 地発0223第3号
職員の非違行為に係る懲戒処

小川明紀
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
分協議について 事・給与第一係

H27.2.23 地発0223第4号
官職証明書等の発行申請につ

岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房長 大臣官房地方課長
いて 厚生局管理室経理係

H27.2.24 地発0224第3号
通勤災害補償等の決定通知に

中島静香
大臣官房地方課人

東京労働局長 大臣官房地方謀長
ついて（東京） 事・給与第一係

地発0224第5号／ 数次往復公用旅券の返納及び
大臣官房地方課地方

H27.2.24 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房国際課長 大臣官房地方課長
地発0224第6号 発給依頼について

整係

地方労働行政関係功労者に係

H27.2.24 地発0224第7号
る表彰者の決定（通知）、厚生労

鈴木光子
大臣官房地方謀総務 秋田労働局長、岐車

大臣官房地方課長
働大臣惑謝状の作成及び紙筒 係 労働局長
の購入について

地発0224第8号／地発 福島労働局長、千葉労働
0224第9号／地発0224復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 局長、静岡労働局長、兵

H27.2.24 第10号／地発0224第
について

中島静香
事・給与第一係 庫労働局長、福岡労働局 大臣官房地方課長

11号／地発0224第12
号

長



地発1111第42号／地
発1111第43号／地発

復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人
福島労働局長、茨城労働

H27.2.24 
1111第44号／地発

中島静香
局長、群馬労働局長、埼

大臣官房地方課長1111第45号／地発 について 事・給与第一係 玉労働局長、静岡労働局
1111第46号／地発 長、京都労働局長
1111第47号

H27.2.25 地発0225第1号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

群馬労働局長 大臣官房地方課長事E給与第一係

H27.2.25 地発0225第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

群馬労働局長 大臣官房地方課長事 z給与第一係

H27.2.25 地発0225第4号
職員の職務専念義務免除承認

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
請求について（大分局） 事・給与第二係

H27.2.25 地発0225第9号 職員の永年勤続表彰について 鈴木光子
大臣官房地方謀総務

愛知労働局長 大臣官房地方課長
係

H27.2.26 地発0225第8号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

H27.2.27 地発0227第1号 職員の処分の通知について 小川明紀
大臣官房地方課人

奈良労働局長 大臣官房地方謀長
事・給与第一係

H27.2.27 地発0227第2号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人 福島労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.3.2 地発0302第1号
職員の自営に係る兼業の承認

熊坂矧太郎
大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長
について（愛知局・承認） 事・給与第二係

H27.3.3 t也発0303第1号 職員の処分の通知について 小川明紀
大臣官房地方課人

福島労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.3.4 地発0212第2号
職員の自営に係る兼業の承認

中島静香
大臣官房地方謀人 北海道労働局長 大臣官房地方課長

について（売電） 事・給与第一係



H27.3.5 地発0128第2号
職員の消防団員との兼職の認め

中島静香
大臣官房地方課人

佐賀労働局長 大臣官房地方課長について 事・給与第一係

H27.3.5 地発0216第2号
職員の自首兼業承認について

中島静香
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長（愛知） 事・給与第一係

大臣官房地方課地方
H27.3.5 地発0305第3号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係

H27.3.5 地発0305第4号
官職署名符号等の発行申請に

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
ついて システム係

「使用者による樟害者虐待の防 大臣官房地方課労働
H27.3.6 地発0306第1号 止等に関する対応要領」の一部 樫村竜太 紛争処理業務室労働 都道府県労働局長 大臣官房地方課長

改正について 紛争係

H27.3.6 地発0306第5号
公印の新衷I］について（承認通

鈴 木 光 子
大臣官房地方課総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
知） 係

H27.3.6 地発0306第6号
公印の新刻について（承認通

鈴 木 光 子
大臣官房地方謀総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
知） 係

H27.3.6 地発0306第7号 公印の改刻について（報告） 鈴木光子
大臣官房地方謀総務

大臣官房総務課長 大臣官房地方課長
係

H27.3.6 地発0309第5号
職員の自営兼業承認について

中島静香
大臣官房地方課人 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

（滋賀） 事・給与第一係

H27.3.9 地発0306第B号
新暗号移行に伴う官職署名符号

高林孝吏
大臣官房地方課情報

大臣官房長 大臣官房地方課長
等の発行申請について システム係

H27.3.9 地発0309第3号
統一地方選挙における国家公務

中島静香
大臣宮房地方課人 都道府県労働局長 大臣官房地方課長

員の服務規律の確保について 事・給与第一係



地発0310第1号／地発
岩手労働局長、秋田労働0310第2号／地発0310

第3号／地発0310第4 局長、茨城労働局長、群

号／地発0310第5号／ 復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 馬労働局長、神奈川労働
H27.3.10 地発0310第6号／地発 について

中島静香
事・給与第一係

局長、富山労働局長、福 大臣官房地方課長
井労働局長、岡山労働局0310第7号／地発0310
長、香川労働局長、佐賀

第自号／地発0310第9
号／地発0310第10号

労働局長

H27.3.11 地発0311第11号
職員の改姓、旧姓使用及び本籍

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
変更の申出について（内申） 係

「人事院規則15ー15（非常勤職員の勤
各地方厚生（支）局

H27.3.11 地発0311第4号 務時間及び休眼）の運用について』のー 宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣官房地方課長
部改Eについて（通知） 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

地発0311第6号／
厚生労働省公印規程第3条第2

大臣官房地方課地方
H27.3.11 

地発0311第7号
項の規定に基づく公印の新刻の 宮内勇輝

厚生局管理室管理係
大臣官房総務課長 大臣官房地方課長

承認申請等について（進達）

H27.3.11 地発0311第8号
職員の職務専念義務免除の承

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大分労働局長 大臣官房地方課長
認について（大分局） 事・給与第二係

H27.3.11 地発0311第9号
職員の兼業許可について（東京

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣宮房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.3.13 地発0313第1号
職員の兼業許可について（島根

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.3.16 地発0316第1号
人事異動の内申について（石川

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局・復職、事務代理免） 事・給与第二係

人事交流により採用された職員 大臣宮房地方課人
各地方厚生（支）局

H27.3.16 地発0316第2号 熊坂翻太郎 長、各都道府県労働 大臣官房地方課長
が受ける住居の貸与について 事 a給与第二係

局長

H27.3.16 地発0316第3号
人事異動の内申について（福島

熊坂潤太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局・休職期間更新） 事・給与第二係



H27.3.17 
北海道労働局の紛につ争い調て整日・委・員・

地蜘17第9号楢融解任 村岡輝慶 大臣官房地方課 北海道労働局長 大臣官房地方課長

H27.3.18 地発0309第4号
職員の自営に係る兼業の承認

中島静香
大臣官房地方課人

鹿児島労働局長 大臣官房地方課長
について（鹿児島） 事・給与第一係

国家公務員倫理法第22条の規定に基
大臣官房地方課人

H27.3.18 地発0318第1号
づく端緒の報告及び同法第23条第1項

小川明紀 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長の規定に基づく調査開始の通知につい 事・給与第一係
て

H27.3.18 地発0318第3号
物品管理換（分類換）承認申請

岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
について 厚生局管理室経理係

H27.3.19 地発0319第36号
職員の兼業許可について（大阪

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.3.19 地発0319第37号
職員の兼業許可について（大分

熊坂翻太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

国家公務員倫理法第23条第3項
大臣官房地方課人

H27.3.19 地発0319第38号 の規定に基づく任命権者による 小川明紀
事・給与第一係

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
調査結果の報告について

H27.3.19 地発0319第39号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H27.3.19 地発0319第40号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

H27.3.20 地発0320第1号 職員の処分の通知について 稲田剛
大臣官房地方課人

群馬労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第二係

大臣官房地方課地方
H27.3.20 地発0320第2号 人事異動について（内申） 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長

整係



大臣官房地方課地方
H27.3.20 地発0320第5号 職員の兼業許可申請について 埋回ゆかり 厚生局管理室企画調 四国厚生支局長 大臣官房地方課長

整係

H27.3.23 地発0323第11号
身分証明書の貸与替申請につ

鈴木光子
大臣官房地方課総務

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて 係

H27.3.23 地発0323第7号
人事異動の内申について（事務

熊坂銅太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長代理免） 事・給与第二係

地発0323第8号／
官職署名符号等の発行につい 大臣官房地方課情報

H27.3.23 地発0323第9号／ 高林孝吏 宮城労働局長 大臣官房地方課長
地発0323第10号

て（通知） システム係

地発0323第8号／
官職署名符号等の発行につい 大臣官房地方課情報

H27.3.23 地発0323第9号／ 高林孝吏 山形労働局長 大臣官房地方課長
地発0323第10号

て（通知） システム係
にJ

地発0323第8号／
官職署名符号等の発行につい 大臣官房地方課情報

H27.3.23 地発0323第9号／
て（通知）

高林孝吏
システム係

愛知労働局長 大臣官房地方課長
地発0323第10号

H27.3.24 地発0309第1号
職員の自営に係る兼業の主主認

中島静香
大臣官房地方課人

愛知労働局長 大臣官房地方課長
（愛知） 事・給与第一係

各地方厚生（支）局

H27.3 24 地発0323第13号
統一地方選挙の選挙当日にお

宮内勇輝
大臣官房地方課地方 長

大臣宮房地方謀長
ける便宜供与について 厚生局管理室管理係 各都道府県労働局

長

平成27年4月1日付け職員の昇
大臣官房地方課人

H27.3.24 地発0324第12号 格について（職業安定行政系 増田晋太郎
事・給与第二係

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
統）

H27.3.24 地発0324第13号
人事異動の内申について（職業

増田晋太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
安定行政系統） 事・給与第二係

H27.3.24 地発0324第16号
職員の自営に係る兼業の承認

中島静香
大臣官房地方課人

岐車労働局長 大臣官房地方課長
について（岐阜） 事・給与第一係



H27.3.24 地発0324第17号
職員の兼業許可について（佐賀

熊坂淘太郎
大臣官房地方課人

佐賀労働局長 大臣官房地方課長局） 事・給与第二係

H27.3.24 地発0324第20号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方諜人

茨城労働局長 大臣官房地方課長
事・給与第一係

H27.3.24 地発0324第21号 職員の処分について 小川明紀
大臣官房地方課人

福岡労働局長 大臣官房地方課長事・給与第一係

地発0324第2号／地発 北海道労働局長、青森労
0324第3号／地発0324
第4号／地発0324第5 復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人

働局長、栃木労働局長、

H27.3.24 号／地発0324第6号／ 中島静香
新潟労働局長、山梨労働

大臣官房地方課長
地発0324第7号／地発 について 事・給与第一係 局長、愛知労働局長、三

0324第8号／地発0324
重労働局長、京都労働局

第9号 長

H27.3.25 地発0325第2号 全国企画室長会議 松永学
大臣官房地方課企画

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
係

一般職の職員の給与に関する法律等の 大臣官房地方課地方
H27.3.25 地発0325第7号

一部を改正する法律（平成26年法律第 埋田ゆかり 厚生局管理室企画調 大臣官房人事課長 大臣官房地方課長105号）附則第7条の規定に基づく経過
措置額の支給について（内申） 整係

地発0325第B号／地発
0325第9号／地発0325
第10号／地発0325第
11号／地発0325第12
号／地発0325第13号／ 厚生労働省公印規程第3条第2

大臣官房地方課地方 各地方厚生（支）局
H27.3.25 

地発0325第14号／地
項の規定に基づく公印の新刻の 宮内勇輝 大臣官房地方課長発0325第15号／地発 厚生局管理室管理係 長

0325第16号／地発 承認等について
0325第17号／地発
0325第18号／地発
0325第19号／地発
0325第20号

H27.3.26 
地発0109第3号／ 職員の自営に係る兼業の承認

熊坂掬太郎
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

大臣官房地方課長
地発0109第4号 について 事・給与第二係 長



地発0319第13号／地発

0319第14号／地発0319
第15号／地発0319第16
号／地発0319第17号／地
発0319第18号／地発

0319第四号／地発0319
第四号／地発凹19第21
号／地発0319第22号／地

復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 各都道府県労働局
H27.3.26 

発0319第23号／地発
熊坂朔太郎 大臣官房地方課長0319第24号／地発0319 について（伺い） (22局） 事・給与第二係 長

第25号／地発0319第26
号／地発田19第27号／地

発0319第28号／地発

0319第29号／地発0319
第30号／地発田19第31
号／地発田19第32号／地

発0319第33号／地発

0319第34号

地発0319第1号／地発

0319第2号／地発0319第
3号／地発0319第4号／地
発0319第5号／地発0319復職時における俸給月額の調整

熊坂淘太郎
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

H27.3.26 第6号／地発0319第7号／
について（伺い） (12局） 事・給与第二係 長

大臣官房地方課長
地発田19第8号／地発

田19第9号／地発0319第
叩号／地発0319第11号／
地発0319第12号

地発0324第18号 職員の自営に係る兼業の承認
大臣官房地方課人 福岡労働局長・長野

H27.3.26 ／地発0324第19 について（福岡局及び長野局・承 熊坂朔太郎
事・給与第二係 労働局長

大臣官房地方課長
、目ヨ 認）

H27.3.26 地発0325第21号
職員の兼業許可について（鳥取

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事関給与第二係

児童扶養手当支給事務指導監
大臣官房地方課地方

H27.3.26 地発0326第1号 柏山卓智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長
査実施マニュアルについて

整係

H27.3.26 地発0326第2号
次期都道府県労働局LANの運

宮原真司
大臣官房地方課情報

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
用開始について（通知） システム係

H27.3.26 地発0326第4号
職員の自営兼業承認申請につ

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
いて（群馬労働局） 事・給与第二係



地発0327第1号／地発 千葉労働局長、愛知労働

H27.3.27 
0327第2号／地発0327復職時における俸給月額の調整

中島静香
大臣官房地方課人 局長、大阪労働局長、広

大臣官房地方課長第3号／地発0327第4 について 事・給与第一係 島労働局長、山口労働局
号／地発0327第5号 長

東京国税局が管理する庁舎における施

H27.3.27 地発0327第7号
設管理・運営業務に係る会計機関の委

岸上航
大臣官房地方課地方

大臣宮房会計課長 大臣官房地方課長任協議について（関東信越厚生局神奈 厚生局管理室経理係
川年金審査分室分）

厚生労働省保有個人情報管理規程の

H27.3.30 
地発0330第1号／ 一部改正及びこれに伴う都道府県労働

伊作城青 大臣官房地方課
地方厚生（支）局長

大臣官房地方課長
地発0330第2号 局におけ右個人情報管理規程の改正に 都道府県労働局長

ついて

地発0330第20号／地
発0330第21号／地発

国家公務員法第108条の6第10330第22号／地発
大臣官房地方課人 各都道府県労働局

H27.3.30 0330第23号／地発 項ただし：書きの規程による在籍 熊坂朔太郎 大臣官房地方課長
0330第24号／地発 専従の承認について

事・給与第二係 長

0330第25号／地発
0330第26号

H27.3.30 地発0330第27号
職員の兼業許可について（大阪

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
労働局） 事・給与第二係

H27.3.30 地発0330第7号 物品損傷報告について 岸上航
大臣官房地方課地方

大臣官房会計課長 大臣官房地方課長
厚生局管理室経理係

地発0330第8号／地発
0330＇第9号／地発0330
第10号／地発0330第

復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 各都道府県労働局
H27.3.30 

11号／地発0330第12
熊坂淘太郎 大臣官房地方課長

号／地発0330第13号／ について（9局） 事・給与第二係 長
地発0330第14号／地
発0330第15号／地発
0330第16号

H27.3.31 地発0331第1号
都道府県労働局文書取扱規則

左藤倫子
大臣官房地方課企画

都道府県労働局長 大臣官房地方課長
準則の一部改正 係



地発0331第6号／地発
0331第7号／地発0331第
8号／地発0331第9号／地
発0331第叩号／地発 復職時における俸給月額の調整 大臣官房地方課人 各都道府県労働局

H27.3.31 0331第11号／地発0331
について（伺い） (11局）

熊坂朔太郎
事・給与第二係 長

大臣官房地方課長
第12号／地発0331第13
号／地発0331第14号／地
発田31第15号／地発
0331第四号

H27.3.31 地発0331第17号
懲戒免職処分取消請求事件に

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

香川労働局長 大臣官房地方課長
かかる判決の回報について 事・給与第二係

H27.3.31 地発0331第18号
職員の消防団員との兼職の認め

熊坂朔太郎
大臣官房地方課人

大臣官房人事課長 大臣官房地方課長
について（千葉労働局） 事・給与第二係

平成27年度新規採用職員（一般 大臣官房地方課地方
H27.3.31 地発0331第19号 職試験合格者等）研修の研修員 柏山車智 厚生局管理室企画調 各地方厚生（支）局長 大臣官房地方課長

の決定について 整係


