労働条件政策課施行簿

文書番号

決裁日

件名

起案担当課・係

起案者

時間外・休日労働に関する協定届に係る情報の
データ管理について

労働条件政策課 企画係

福海 優太

H28.3.24 都道府県労働局長

西久保 史明

H28.3.30

基政発0401第1号

H28.3.28

基政発0401第2号

都道府県労働局雇用環境均等部（室）における企
H28.3.30 業指導業務の実施にあたって留意すべき事項に 労働条件政策課 設定改善係
ついて

起案日

施行先

施行者
労働基準局監督課長ほ
か

都道府県労働局 雇用 労働基準局労働条件政
環境・均等部（室）長
策課長ほか

基政発0401第3号

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の設置に
H28.4.1
労働条件政策課 企画係
伴う通達等の改正について

関 晶夫

都道府県労働局雇用環
労働基準局労働条件政
H28.4.1 境・均等部（室）長、労
策課長
働基準部長

基政発0401第4号

ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメン
H28.4.1 タルヘルス対策の推進に当たっての具体的手法 労働条件政策課 企画係
について

大野 由里子

H28.4.1

都道府県労働局労働基 安全衛生部労働衛生課
準部長
長ほか

基政発0404第1号

H28.4.4

労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって
労働条件政策課 設定改善係
留意すべき事項について

西久保 史明

H28.3.31

労働基準局労働条件政
都道府県労働局雇用環
策課長・勤労者生活課
境・均等部（室）長
長

基政発0408第1号

H28.4.7

全国労働時間等設定改善等業務担当者会議の開
労働条件政策課 設定改善係
催について

西久保 史明

H28.4.7

都道府県労働局雇用環 労働基準局労働条件政
境・均等部（室）長
策課長

都道府県労働局雇用環 労働基準局労働条件政
境・均等部（室）長
策課長

基政発0520第6号

「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルー
労働条件政策課 労働条件確保改
H28.5.20 ルの定着」事業の実施に当たっての周知広報活
山田 恭大
善対策室 労働条件改善係
動及び職員派遣への協力について

H28.5.17

基政発0520第7号

「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルー
労働条件政策課 労働条件確保改
H28.5.20 ルの定着」事業の実施に当たっての周知広報活
山田 恭大
善対策室 労働条件改善係
動について

都道府県労働主幹部
労働基準局労働条件政
H28.5.17 長、政令指定都市労働
策課長
主幹部長

基政発0531第1号

H28.5.31

基政発0603第1号

「働き方改革」及び「夏の生活スタイル変革（ゆう
活）」の推進について

労働条件政策課 労働条件確保改
堀場 靖史
善対策室 法規係

H28.5.31

H28.5.27 夏季における年次有給休暇の取得促進について

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.5.20 都道府県労働局長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0603第2号

H28.5.27 夏季における年次有給休暇の取得促進について

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.5.20 都道府県労働主管部長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0603第3号

H28.5.27 夏季における年次有給休暇の取得促進について

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.5.20 熊本県労働主管部長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0623第1号

H28.6.23 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 管理係

H28.6.22

東奥日報社代表取締役 労働基準局労働条件政
社長
策課長

松田 裕史

都道府県労働局雇用環 厚生労働省大臣官房地
境・均等部（室）長
方課長ほか

基政発0711第1号

H28.7.8 職場意識改善助成金の改正に係る周知について 労働条件政策課 設定改善係

西久保 史明

H28.7.8

労働基準局労働条件政
全国社会保険労務士会
策課長・勤労者生活課
連合会会長
長

基政発0711第2号

H28.7.8 職場意識改善助成金の改正に係る周知について 労働条件政策課 設定改善係

西久保 史明

H28.7.8

全国中小企業団体中央 労働基準局労働条件政
会会長
策課長

公益社団法人日本青年
会議所２０１６年度次世 労働基準局労働条件政
H28.7.7
代グループトップラン
策課長
ナー委員会委員長
H28.7.8

基政発0713第1号

H28.7.12 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 労働条件確保改
堀場 靖史
善対策室 法規係

基政発0713第2号

H28.7.12 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 労働条件確保改
堀場 靖史
善対策室 法規係

基政発0801第1号

H28.7.26 10月における年次有給休暇の取得促進について

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.7.19 都道府県労働局長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0801第2号

H28.7.26 10月における年次有給休暇の取得促進について

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.7.19 都道府県労働主管部長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0822第1号

H28.8.22 働き方・休み方改革シンポジウムの周知について

労働条件政策課 労働条件確保改
佐々木 洋平
善対策室 労働条件改善係

H28.8.22

基政発0831第2号

都道府県における地方公共団体及び労使等の関
H28.8.30 係者から構成される会議の開催に当たって留意す 労働条件政策課
べき事項について（通知）

基政発0916第1号

都道府県における地方公共団体及び労使等の関
労働条件政策課 労働条件確保改
H28.9.14 係者から構成される会議の開催に当たって留意す
堀場 靖史
善対策室 法規係
べき事項について

H28.9.14

都道府県労働局雇用環 厚生労働省大臣官房地
境・均等部（室）長
方課長ほか

基政発0916第2号

H28.9.16 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 管理係

松田 裕史

H28.9.15

東京商工会議所労働委 労働基準局労働条件政
員会委員長
策課長

基政発0916第3号

H28.9.16 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 法規係

榎 孝謙

H28.9.15

日本労働組合総連合会 労働基準局労働条件政
総合労働局長
策課長

基政発0930第1号

「過重労働による健康障害防止のための総合対
H28.9.30 策の具体的な実施に当たって留意すべき事項に
ついて」の一部改正について

労働条件政策課 管理係

大園 淳司

H28.9.29 都道府県労働局長

西本 直哉

全国高等学校進路指導 労働基準局労働条件政
協議会会長
策課長

全国社会保険労務士会 労働基準局労働条件政
連合会会長
策課長

都道府県労働局総務部
長、雇用環境・均等部 労働基準局労働条件政
H28.8.29
(室）長、労働基準部
策課長
長、職業安定部長

労働基準局監督課長ほ
か

基政発1005第1号

H28.10.5 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 労働条件確保改
佐々木 洋平
善対策室 労働条件改善係

一般財団法人学生サ
ポートセンター学生情
労働基準局労働条件政
H28.9.21 報センターグループ、株
策課長
式会社ナジック・アイ・
サポート

基政発1006第1号

H28.10.5 職員派遣の依頼について（回答）

労働条件政策課 労働条件確保改
堀場 靖史
善対策室 法規係

H28.9.21

埼玉県立浦和商業高等 労働基準局労働条件政
学校校長
策課長

備考

労働条件政策課施行簿
文書番号

決裁日

件名

起案担当課・係

起案者

労働条件政策課 法規係

東 洋平

起案日

施行者

一般社団法人全国建設 労働基準局労働条件政
業協会会長
策課長

基政発1006第2号

H28.10.5 職員派遣の依頼について（回答）

基政発1011第1号

H28.10.5

年末年始における年次有給休暇の取得促進につ 労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
いて
善係

H28.10.3 都道府県労働局長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発1011第2号

H28.10.5

年末年始における年次有給休暇の取得促進につ 労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
いて
善係

H28.10.3 都道府県労働主管部長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発1011第3号

H28.10.7 職員派遣の依頼について（回答）

基政発1020第1号

H28.10.20 職員派遣の依頼について（回答）

基政発1107第1号

H28.11.7 職員派遣の依頼について（回答）

基政発1115第1号

H28.11.15 職員派遣の依頼について（回答）

基政発1216第1号

労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
善係

H28.9.23

施行先

H28.10.4

東京都社会保険労務士 労働基準局労働条件政
会会長
策課長

労働条件政策課 労働条件確保改
独立行政法人日本学生 労働基準局労働条件政
佐々木 洋平 H28.10.17
善対策室 労働条件改善係
支援機構理事長
策課長
労働条件政策課 法規係

榎 孝謙

H28.11.7

日本労働組合総連合会 労働基準局労働条件政
総合労働局長
策課長

労働条件政策課 法規第二係

遠藤 百合子 H28.11.15

日通関係労働組合東京 労働基準局労働条件政
都連合会会長
策課長

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協
H28.12.8 議会における平成29年度のパイロット事業の実施 労働条件政策課 法規第二係
等について

遠藤 百合子

都道府県労働局労働基
労働基準局労働条件政
H28.12.8 準部監督課長、各運輸
策課長ほか
局自動車交通部長ほか

基政発1227第1号

H28.12.27

各都道府県労働主管部
「働き方改革実践ノウハウ獲得セミナー」の開催に 労働条件政策課 労働条件確保改
労働基準局労働条件政
佐々木 洋平 H28.12.26 局長、各政令市労働主
ついて（周知依頼）
善対策室 労働条件改善係
策課長
管部局長

基政発1227第2号

H28.12.27

「働き方改革実践ノウハウ獲得セミナー」の開催に 労働条件政策課 労働条件確保改
全国社会保険労務士会 労働基準局労働条件政
佐々木 洋平 H28.12.27
ついて（周知依頼）
善対策室 労働条件改善係
連合会会長
策課長

基政発0117第1号

H29.1.17 職場意識改善助成金担当者会議の開催について 労働条件政策課 設定改善係

西久保 史明

基政発0119第1号

医療勤務環境改善支援センターにおける「医療労
労働条件政策課 働き方・休み方改
H29.1.18 務管理支援事業」及び「医療労務管理相談コー
寺脇 悠太郎
善係
ナー事業」の運営について
労働条件政策課 労働条件確保改
佐々木 洋平
善対策室 労働条件改善係

H29.1.17

都道府県労働局雇用環 労働基準局労働条件政
境・均等部（室）長
策課長

H29.1.16 都道府県労働局長

H29.1.27

労働基準局労働条件政
策課長

一般社団法人愛媛県法 労働基準局労働条件政
人会連合会会長
策課長

基政発0206第1号

H29.2.6 職員派遣の依頼について（回答）

基政発0216第1号

H29.2.7

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得 労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
促進について
善係

H29.2.2 都道府県労働局長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0216第2号

H29.2.7

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得 労働条件政策課 働き方・休み方改
寺脇 悠太郎
促進について
善係

H29.2.2 都道府県労働主管部長

労働基準局労働条件政
策課長

基政発0301第2号

H29.3.1 職員派遣の依頼について（回答）

基政発0315第1号

H29.3.15 職員派遣の依頼について（回答）

基政発0322第1号

労働条件政策課 労働条件確保改
堀場 靖史
善対策室 法規係

H29.2.27

一般社団法人日本旅行 労働基準局労働条件政
業協会関東支部支部長 策課長

労働条件政策課 法規係

H29.3.14

日本経済団体連合会労 労働基準局労働条件政
働法制本部長
策課長

平成29年度の「アルバイトの労働条件を確かめよ
労働条件政策課 労働条件確保改
H29.3.22 う！」キャンペーンの実施に当たって留意すべき事
佐々木 洋平
善対策室 労働条件改善係
項について

H29.3.21

都道府県労働局雇用環 労働基準局労働条件政
境・均等部（室）長
策課長

基政発0324第1号

平成30年４月へ向けた労働契約法の「無期転換
H29.3.24 ルール」の周知啓発に当たって留意すべき事項に 労働条件政策課 企画係
ついて

都道府県労働局 総務
部長、雇用環境・均等 労働基準局労働条件政
H29.3.24
部（室）長、労働基準部 策課長
長、職業安定部長

基政発0327第1号

H29.3.24

榎 孝謙

岡崎 暁

平成29年度の「アルバイトの労働条件を確かめよ 労働条件政策課 労働条件確保改
佐々木 洋平
う！」キャンペーンに係る御協力のお願い
善対策室 労働条件改善係

H29.3.23

一般社団法人国立大学 労働基準局労働条件政
協会会長ほか
策課長

備考

