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基発0401第1号

H29.3.13 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 労災管理課 管理係

奈良 寿美伶

H29.3.8

群馬労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第2号

H29.3.16 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 労災管理課 管理係

奈良 寿美伶

H29.3.13 静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第3号

H29.3.21

H29.3.16 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第4号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29

基発0401第5号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29 労働基準局総務課長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第6号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29 労働基準局労災管理課長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第7号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29 労働基準局労災管理課長補佐 厚生労働省労働基準局長

基発0401第8号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29 労働基準局労働保険徴収課長 厚生労働省労働基準局長

基発0401第9号

H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29

労働基準局労働保険徴収課長
厚生労働省労働基準局長
補佐

基発0401第10号 H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29

労働保険特別会計歳入徴収官
厚生労働省労働基準局長
労働基準局長

基発0401第11号 H29.3.29 出納官吏の交替について

労働基準局 総務課 庶務経理係

原 翔平

H29.3.29 労働基準局総務課長

厚生労働省労働基準局長

基発0401第13号 H29.3.27 特別加入専門相談員配置要領の制定について

労働基準局 補償課 通勤災害係

福島 江里子

H29.3.23 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

「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 労働衛生課 業務第
一係

斎藤 寛孝

労働保険特別会計官署支出官
厚生労働省労働基準局長
労働基準局長

基発0403第11号 H29.3.27

国有財産（平成２９年度・上石神井庁舎・自動販売機）の使用許可
労働基準局 労災管理課 調度係
及び債権発生について

幸増 慎太

H29.3.21

基発0403第12号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 都道府県知事

厚生労働省労働基準局長

基発0403第13号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 中小企業庁長官

厚生労働省労働基準局長

基発0403第14号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 国土交通省海事局長

厚生労働省労働基準局長

基発0403第15号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

基発0403第16号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 国税庁長官

厚生労働省労働基準局長

基発0403第17号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 林野庁長官

厚生労働省労働基準局長

基発0403第18号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

独立行政法人高齢・障害・求職
厚生労働省労働基準局長
者雇用支援機構理事長

基発0403第19号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

独立行政法人中小企業基盤整
厚生労働省労働基準局長
備機構理事長

基発0403第20号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

公益財団法人全国中小企業取
厚生労働省労働基準局長
引振興協会会長

基発0403第21号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 日本商工会議所会頭

厚生労働省労働基準局長

基発0403第22号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 全国商工会連合会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0403第23号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 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0403第24号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

公益社団法人全国労働基準関
厚生労働省労働基準局長
係団体連合会会長

基発0403第25号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国青色申告会
厚生労働省労働基準局長
総連合会長

基発0403第26号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国労働保険事
厚生労働省労働基準局長
務組合連合会会長

基発0403第27号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

全国社会保険労務士会連合会
厚生労働省労働基準局長
会長

基発0403第28号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

日本税理士協同組合連合会理
厚生労働省労働基準局長
事長

基発0403第29号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国ハイヤー・タ
厚生労働省労働基準局長
クシー連合会会長

基発0403第30号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国中小企業勤
厚生労働省労働基準局長
労者福祉サービスセンター会長

基発0403第31号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 ＴＫＣ企業共済会会長

基発0403第32号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

基発0403第33号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 一般社団法人信託協会会長

基発0403第34号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国地方銀行協
厚生労働省労働基準局長
会会長

基発0403第35号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人第二地方銀行協
厚生労働省労働基準局長
会会長

基発0403第36号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 信金中央金庫理事長

基発0403第37号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国信用金庫協
厚生労働省労働基準局長
会会長

基発0403第38号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

全国信用協同組合連合会理事
厚生労働省労働基準局長
長

1

使用許可申請者 労働基準局 労働基準局長
長 職業安定局長
職業安定局長

国土交通省建設流通政策審議
厚生労働省労働基準局長
官

厚生労働省労働基準局長

一般社団法人全国銀行協会会
厚生労働省労働基準局長
長
厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0403第39号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

基発0403第40号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27 労働金庫連合会理事長

基発0403第41号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

一般社団法人全国労働金庫協
厚生労働省労働基準局長
会理事長

基発0403第42号 H29.3.27

平成２９年度中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進につ
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
いて

高橋 悠太

H29.3.27

株式会社商工組合中央金庫代
厚生労働省労働基準局長
表取締役社長

次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令
基発0403第43号 H29.3.31 の施行に伴う都道府県労働局における「関係法令に違反する重
大な事実」の情報共有の徹底について

労働基準局 監督課 監督係

基発0403第45号 H29.3.31 平成29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

一般社団法人全国信用組合中
厚生労働省労働基準局長
央協会会長
厚生労働省労働基準局長

齊藤 暢記

H29.3.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省職業安定局長
厚生労働省雇用均等・児童家
庭局長

三浦 玲

H29.3.30 都道府県労働局長

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46号 H29.3.31

平成29年度都道府県労働局雇用環境・均等部（室）における業務
労働基準局 総務課 総務第二係
運営について

井上 志織

H29.3.31 都道府県労働局長

基発0403第48号

交替検査の実施について

労働基準局 労働保険徴収課 徴収係

芦川 佳子

H29.4.3

基発0403第50号 H29.3.31 未払賃金等調査補助員の配置について

労働基準局 監督課 管理係

杉山 結唯

H29.3.29 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0403第51号 H29.3.31 労働基準関係法令指導員の配置について

労働基準局 監督課 管理係

杉山 結唯

H29.3.29 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

戸田 哲史

H29.3.27

H29.4.3

基発0404第1号

H29.3.29

平成29年2月24日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移 労働基準局 勤労者生活課 労働金庫業務室
転防止に関する法律の適正な履行等について
指導係

基発0404第2号

H29.4.3

職場意識改善助成金の支給要領について

労働基準局 労働条件政策課 設定改善係

基発0405第1号

H29.4.5

平成29年度地方雇用保険監察官が行う監察・監査について

労働基準局 労働保険徴収課

基発0405第3号

H29.4.3

基発0406第1号

一般社団法人全国労働金庫協
労働基準局長
会理事長

H29.3.30 都道府県労働局長

労働基準局長

堀内 光弘

H29.3.30 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

平成29年度インターネット監視による労働条件に係る情報収集事
労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係
業の実施について

杉山 結唯

H29.3.31 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.4.6

損害賠償請求事件（大阪屋内訴訟第7陣）の和解に係る賠償償還
労働基準局 総務課 予算係
及払戻金の支出について（依頼）

甲斐 晃一

H29.4.3

大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0406第2号

H29.4.6

承認書（第二東京弁護士会労働問題検討委員会会員向け研修会
労働基準局 監督課 過重労働特別監督係
の講師派遣依頼への回答）

大園 淳司

H29.3.23

第二東京弁護士会 会長
厚生労働省労働基準局長
労働問題検討委員会 委員長

基発0406第3号

H29.4.6

法令データ突合結果の認証と、E-Govへの掲載について（事業附
労働基準局 労働条件政策課 法規係
属寄宿舎規程）

榎 孝謙

H29.4.4

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0406第4号

H29.4.6

法令データ突合結果の認証と、E-Govへの掲載について（労働基
労働基準局 労働条件政策課 法規係
準法施行規則）

榎 孝謙

H29.4.4

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0406第5号

H29.4.6

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

濱田 奈緒

H29.4.6

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0406第6号

H29.4.6

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

濱田 奈緒

H29.4.6

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0410第1号

H29.4.7

身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.6

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0410第2号

H29.4.7

平成29年度「労働条件相談ほっとライン」の設置・運営事業の実施
労働基準局 監督課 管理係
について

杉山 結唯

H29.3.31 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0410第4号

H29.4.10 身分証明書発行等申請について

小林 勇気

H29.4.7

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0410第5号

H29.4.10

労働政策審議会臨時委員の任免について（労働条件分科会同一
労働基準局 労働条件政策課 企画係
労働同一賃金部会関係）

山口 昌平

H29.4.6

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0410第6号

H29.4.10

労働政策審議会臨時委員（公益委員）への就任依頼について（同
労働基準局 労働条件政策課 企画係
一労働同一賃金関係）（伺い）

山口 昌平

H29.4.6

所属長

労働基準局長

基発0410第7号

H29.4.10

労働政策審議会臨時委員（公益委員）への就任依頼について（同
労働基準局 労働条件政策課 企画係
一労働同一賃金関係）（伺い）

山口 昌平

H29.4.6

所属長

労働基準局長

基発0411第1号

H29.4.10 安全帯の規格第９条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 業務第二係

丸山 太一

H29.4.5

申請者

労働基準局長

基発0411第2号

H29.4.10 安全帯の規格第９条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 業務第二係

丸山 太一

H29.4.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0411第3号

H29.3.16

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 賃金課 指導係

中井 隆裕

H29.3.10 関係労働局長

基発0411第4号

H29.4.10

「多様で安心できる働き方」（テレワーク）の導入促進事業」の実施 労働基準局 勤労者生活課 勤労者福祉事業室
に関する委託費の額の確定について
指導係

鈴木 信幸

H29.4.6

基発0411第5号

H29.4.11 身分証明書発行等申請について

小林 勇気

H29.4.10 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0411第6号

H29.4.11

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
令の施行について

小林 沙織

H29.4.4

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

H29.4.11

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
令の施行について

小林 沙織

H29.4.4

関係団体の長

厚生労働省労働基準局長

山地 武志

H29.4.5

大臣官房国際課長
神奈川労働局長

労働基準局長

木下 紗由美

H29.4.6

中央労働災害防止協会会長

労働基準局長

労働基準局 総務課 秘書人事係

労働基準局 総務課 秘書人事係

基発0411第8号/
基安発0411第1 H29.4.11 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 業務第二係
号
平成27年度厚生労働省委託事業「職場における化学物質のリス
基発0412第1号 H29.4.11 ク評価推進事業（ばく露実態調査）」における検討結果の公表につ 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
いて

西久保 史明

労働保険特別会計徴収勘定収
入官吏労働基準局労働保険徴 労働基準局長
収課長補佐

一般社団法人日本テレワーク
協会会長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

基発0412第2号

H29.4.12

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.4.10

官署支出官厚生労働省労働基
歳入徴収官労働基準局長
準局長

基発0412第3号

H29.4.12

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.4.10

官署支出官厚生労働省職業安
歳入徴収官労働基準局長
定局長

基発0412第7号

H29.4.12 第１回及び第２回新任労働保険適用徴収業務専門研修について 労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.4.11

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0412第8号

H29.4.12 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

濱田 奈緒

H29.4.11

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0412第9号

H29.4.12 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.11 大臣官房人事課長

基発0413第1号

H29.4.13 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

濱田 奈緒

H29.4.11

2

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
厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0413第2号

H29.4.13

基発0413第4号

法令データ突合結果の認証について（中小企業退職金共済法施
行規則 ほか１件）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.4.12 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

H29.4.11 法令の公布に伴うデータの認証について（休眠預金法施行令）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.4.6

厚生労働省労働基準局長

基発0414第1号

H29.4.14 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.13 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0414第2号

H29.4.14

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
部を改正する指針等について
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.4.6

厚生労働省労働基準局長

基発0417第2号

H29.4.17

法令データ突合結果の認証について（労働者の職務に応じた待遇
労働基準局 労働関係法課 法規第一係
の確保等のための施策の推進に関する法律 １件）

三石 智世

H29.4.14 総務省行政管理局長

基発0418第1号

H29.4.17 作業環境測定士試験員の委嘱について

蓮見 由佳

H29.4.14

基発0418第2号

H29.4.18

職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の設置等に 労働基準局 勤労者生活課 労働金庫業務室
ついて
検査係

杉山 龍吾

H29.4.17 各委員

厚生労働省労働基準局長

基発0418第3号

H29.4.18

職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の設置等に 労働基準局 勤労者生活課 労働金庫業務室
ついて
検査係

杉山 龍吾

H29.4.17 各委員所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0418第4号

H29.4.18

第１回労働基準監督官（安全衛生業務基礎）研修の講師派遣に
ついて

濱田 奈緒

H29.4.14

独立行政法人労働政策研究・
研修機構 労働大学校長

基発0418第5号

H29.4.18

平成２９年度厚生労働省所管一般会計から労働保険特別会計労
労働基準局 労災管理課 調度係
災勘定への費用の受入要求について

森田 幸乃

H29.4.17

官署支出官 厚生労働省大臣
厚生労働省労働基準局長
官房会計課長

基発0419第1号

H29.3.30

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）
労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
交付要領の一部改正について

嶋村 貴紀

H29.3.29 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0419第2号

H29.4.19

平成28年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
中小企業団体助成金）の交付額の確定について

遠藤 貴志

H29.4.19 官署支出官会計課長

労働基準局長

基発0419第3号

JIS Z7252（GHSに基づく化学品の分類方法）及びJIS Z7253（GHS
H29.4.19 に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法）改正のためのJIS 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
原案作成委員会委員の委嘱について

吉澤 保法

H29.4.17

基発0419第5号

H29.4.19

宮内 一寿

H29.4.14 外務省外務報道官

労働基準局長

堀内 光弘

都道府県労働局長
（奈良、新潟、福島、石川、山
H29.4.14 梨、長野、大阪、熊本、愛知、
香川、大分、長崎、沖縄の１３
局）

厚生労働省労働基準局長

小林 夏樹

【前期】北海道、秋田、神奈川、
石川、岐阜、愛知、三重、滋
賀、京都、岡山、福岡、熊本及
び鹿児島労働局長
H29.4.19
厚生労働省労働基準局長
【後期】岩手、東京、富山、山
梨、静岡、大阪、和歌山、鳥
取、広島、山口、徳島、高知及
び長崎労働局長

基発0420第1号

基発0420第2号

平成２９年度国際労働関係事業（労働組合指導者招へいに関す
る業務）の実施に係る支援について（依頼）

H29.4.19 平成29年度雇用保険業務等に関する監察の実施について

H29.4.20 平成29年度中央労働基準監察の実施について

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
境改善室

労働基準局 総務課 給与・職員係

労働基準局 労働関係法課 法規第二係

労働基準局 労働保険徴収課

労働基準局 監督課 監察係

総務省行政管理局長

都道府県労働局長

労働基準局長

公益財団法人 安全衛生技術
労働基準局長
試験協会 理事長

厚生労働省労働基準局長

一般社団法人日本化学工業協
厚生労働省労働基準局長
会専務理事

基発0420第3号

H29.4.20 平成29年度中央労働基準監察の実施について

労働基準局 監督課 監察係

小林 夏樹

岩手、東京、富山、山梨、静
岡、大阪、和歌山、鳥取、広
H29.4.19
厚生労働省労働基準局長
島、山口、徳島、高知及び長崎
労働局長

基発0420第4号

H29.4.20 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.19 大臣官房人事課長

基発0420第5号

H29.4.20

労働基準局 労働関係法課 労働紛争処理業務
室

上野 継敏

H29.4.19 新潟労働局長、宮崎労働局長 厚生労働省労働基準局長

基発0421第2号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 さいたま地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第3号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 横浜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第4号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第5号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 広島法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第6号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第7号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 静岡地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第8号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第9号

H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第10号 H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 奈良地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第11号 H29.4.17 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.14 福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第12号 H29.4.21 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

濱田 奈緒

H29.4.19

基発0421第14号 H29.4.21 労働政策審議会臨時委員の任命について

労働基準局 総務課 企画法令係

三浦 玲

基発0421第15号 H29.4.21

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
労働基準局 安全衛生部 計画課
いて（回答）

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

厚生労働省労働基準局長

H29.4.20 厚生労働省大臣官房人事課長 厚生労働省労働基準局長

山崎 琢也

H29.4.19

（公社）安全衛生技術試験協会
労働基準局長
理事長

基発0421第17号 H29.4.21 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 補償課 福祉係

小山 毅士

H29.4.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0421第18号 H29.4.21 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.20 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0424第1号

H29.4.13 長野県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

松元 高広

H29.4.11 長野県労働金庫理事長

労働基準局長

基発0424第2号

H29.3.22 「平成29年労務費率調査」の協力依頼について

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

小梶 美幸

H29.3.21
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一般社団法人日本機械工業連
厚生労働省労働基準局長
合会会長

労働基準局施行簿

基発0424第3号

H29.4.19 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

窪田 智子

H29.4.17

一般社団法人全国労働金庫協
労働基準局長
会理事長

基発0424第4号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第5号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第6号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第7号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第8号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第9号

H29.4.21 中央最低賃金審議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第10号 H29.4.21 中央最低賃金審議会委員の委嘱承認について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第11号 H29.4.21 中央最低賃金審議会委員の委嘱承認について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第12号 H29.4.21 中央最低賃金審議会委員の委嘱承認について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第13号 H29.4.21 中央最低賃金審議会委員の委嘱承認について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第14号 H29.4.21 中央最低賃金審議会委員の委嘱承認について（依頼）

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.4.1

中央最低賃金審議会公益委員
厚生労働省労働基準局長
候補者

基発0424第15号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0424第16号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0424第17号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0424第18号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0424第19号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0424第20号 H29.4.24

【e-laws】法令突合結果の認証について（未払賃金の立替払事業
労働基準局 賃金課 政策係
に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等）

福田 寛

H29.4.24 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0425第1号

H29.3.22 「平成29年労務費率調査」の協力依頼について

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

小梶 美幸

H29.3.21

基発0425第3号

H29.4.20 労災保険給付個人番号利用事務処理手引の改定について

労働基準局 労災保険業務課 開発第二係

大津 志歩

H29.4.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0425第4号

H29.4.24 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.24 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0425第5号

H29.4.25

平川 秀樹

H29.4.14 検討会参集者の所属長

労働基準局長

基発0426第1号

H29.3.22 「平成29年労務費率調査」の協力依頼について

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

小梶 美幸

H29.3.21

一般社団法人全国建設業協会
厚生労働省労働基準局長
会長

基発0426第2号

H29.4.26 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

風間 武志

H29.4.21

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0427第1号

H29.4.25

第２回労働基準監督官（安全衛生業務基礎）研修の講師派遣に
ついて

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.4.25

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0427第2号

H29.4.11

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 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.4.5

関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0427第3号

H29.4.27

インドネシア国社会保険にかかる調査の調査団員の推薦依頼に
ついて（回答）

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

深見 裕美

H29.4.27 大臣官房国際課長

労働基準局長

基発0427第4号

H29.4.27

平成29年度 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(5/22(月)開催)

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

平川 秀樹

H29.4.25 参集者

労働基準局長

基発0428第1号

H29.4.28 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.4.27 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0428第2号

H29.4.28

勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会の設置
労働基準局 労働条件政策課 設定改善係
等について

西 直樹

H29.4.28 委員

厚生労働省労働基準局長

基発0428第3号

H29.4.28

勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会の設置
労働基準局 労働条件政策課 設定改善係
等について

西 直樹

H29.4.28 所属長

労働基準局長

基発0428第5号

H29.4.28

安全管理士に係る資格認定申請及び選任に係る協議について
（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

H29.4.24 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0428第6号

H29.4.28

衛生管理士に係る資格認定申請及び選任に係る協議について
（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

H29.4.24 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0502第1号

H29.4.28 第90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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.4.25

第90回日本産業衛生学会学会
厚生労働省労働基準局長
長

基発0502第2号

H29.5.2

死亡叙位に係る除籍抄本及び刑罰等調書の公用交付について
（依頼）

労働基準局 総務課 人事係

米村 慎二

H29.5.2

豊島区長

基発0508第1号

H29.5.8

第２回建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議の開催通
知の送付について

労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室

上田 貴一

H29.4.27 参集者

労働基準局長

基発0508第2号

H29.5.8

ボイラーの自動制御装置の認定制度について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.4.27 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0508第3号

H29.5.8

ボイラーの自動制御装置の認定制度について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.4.27 適合性証明機関の長

労働基準局長

基発0508第4号

H29.5.8

ボイラーの自動制御装置の認定制度について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.4.27 登録性能検査機関の長

労働基準局長

基発0508第5号

H29.5.8

ボイラーの自動制御装置の認定制度について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.4.27 関係業界団体の長

労働基準局長

基発0509第1号

H29.5.9

「平成29年労務費率調査」の協力依頼について

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

北原 利恵

H29.4.27 建設労務安全研究会理事長

厚生労働省労働基準局長

「化学物質のリスク評価検討会有害性評価小検討会遺伝毒性評 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
価ワーキンググループ」の参集者名簿の変更について
学物質評価室
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厚生労働省労働基準局長
会会長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0509第2号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

北海道労働局長

労働基準局長

基発0509第3号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

青森労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第4号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第5号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

長野労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第6号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第7号

H29.5.9

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

宗近 文紀

H29.5.9

福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第8号

H29.5.9

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

濱田 奈緒

H29.4.27

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0509第9号

H29.5.9

企業指導業務（雇用均等関係）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

濱田 奈緒

H29.4.27

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0509第10号

H29.5.9

損害賠償請求事件(さいたま訴訟第６陣)の和解に係る賠償償還
及払戻金の支出について(依頼)

労働基準局 総務課 予算係

基発0509第11号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

基発0509第12号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

基発0509第13号

H29.5.9

基発0509第14号

H29.4.27 大臣官房会計課長

労働基準局長

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第15号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第16号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第17号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第18号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第19号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第20号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第21号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第22号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第23号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第24号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第25号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第26号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第27号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第28号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第29号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第30号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第31号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第32号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第33号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第34号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

協議会委員

労働基準局長

基発0509第35号

H29.5.9

第６回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第５回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.5.2

調査研究受託者

労働基準局長

基発0509第36号

H29.5.9

【e-Laws】法令突合結果の認証について（炭鉱災害による一酸化
労働基準局 労災管理課 企画法令係
炭素中毒症に関する特別措置法施行規則）

佐々木 和哉

H29.5.1

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0509第38号 H29.4.28

「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」事業
労働基準局 労働関係法課 労働契約係
の実施について

基発0510第34号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

基発0510第35号

H29.5.9

労働者災害補償保険審査官に係る証票の交付について

基発0510第36号

H29.5.9

基発0510第37号
基発0510第38号

今井 晶

H29.4.27 都道府県労働局長

労働基準局長

西田 英里佳

H29.5.8

北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

岩手労働局長

厚生労働省労働基準局長

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

秋田労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

福島労働局長

厚生労働省労働基準局長

5

山田 恭大

労働基準局施行簿

基発0510第39号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

茨城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第40号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第41号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

群馬労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第42号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

埼玉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第43号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

千葉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第44号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第45号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

神奈川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第46号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

新潟労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第47号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

富山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第48号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第49号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

山梨労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第50号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

岐阜労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第51号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第52号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第53号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

三重労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第54号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第55号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第56号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第57号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

奈良労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第58号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第59号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第60号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第61号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

徳島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第62号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第63号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第64号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第65号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第66号

H29.5.9

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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.8

沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第67号 H29.5.10 【e-laws】法令突合結果の認証について（最低賃金法施行規則等） 労働基準局 賃金課 政策係

福田 寛

H29.5.9

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第68号 H29.5.10 【e-laws】法令突合結果の認証について（最低賃金法施行規則等） 労働基準局 賃金課 政策係

福田 寛

H29.5.9

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0510第69号 H29.5.10

公用旅券の発給申請について（勤労者生活課 岸川 正次郎
分）

労働基準局 勤労者生活課 管理係

水谷 正明

H29.5.10 厚生労働省大臣官房国際課長 厚生労働省労働基準局長

基発0511第1号

H29.5.9

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

窪田 智子

H29.5.1

一般社団法人全国労働金庫協
労働基準局長
会理事長

基発0511第2号

H29.5.11 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.5.2

福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0511第3号

H29.5.11 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.4.27 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0511第4号

H29.5.11 第１回新任労働基準監督官（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

濱田 奈緒

H29.5.8

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0511第5号

H29.5.11 第２回新任労働基準監督官（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

濱田 奈緒

H29.5.10

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0511第6号

H29.5.9

労働基準局 監督課 労働条件確保対策事業係

土田 容子

H29.5.2

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0511第7号

H29.5.10 法令データ突合結果の認証について（労働金庫法施行令）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.5.9

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0511第8号

H29.5.11 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.5.10 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0511第9号

H29.5.11 法令データ突合結果の認証について

労働基準局 監督課 企画・法規係

海鋒 遼

H29.5.8

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0512第1号

H29.5.12 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 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.8

中央じん肺診査医

労働基準局長

平成29年度新規起業事業場就業整備事業について

6

労働基準局施行簿

基発0512第2号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

GLP専門家

厚生労働省労働基準局長

基発0512第3号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

GLP専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0512第4号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

GLP専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0512第5号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0512第6号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

GLP専門家

厚生労働省労働基準局長

基発0512第7号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

GLP専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0512第8号

H29.5.12 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

上月 眞史

H29.5.9

申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第1号

H29.3.31

平成29年労務費率調査に係る協力依頼状及び公印の印影の印
刷について

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

小梶 美幸

H29.3.29 事業主

厚生労働省労働基準局長

基発0515第2号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第3号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第4号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第5号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第6号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第7号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第8号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第9号

H29.5.12

平成29年度第１回管理濃度等検討会の開催及び経費の支出等
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

小岸 圭太

H29.5.10 各参集者

厚生労働省労働基準局長

基発0515第10号 H29.5.15 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

宗近 文紀

H29.5.15 御船町長

労働基準局長

基発0515第11号 H29.5.15 労災診療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

濱田 奈緒

H29.5.12

基発0516第1号

H29.5.16 歳入金の年度訂正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.5.16 日本銀行本店

基発0516第2号

H29.5.16 中央最低賃金審議会委員の任命について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

基発0517第1号

H29.5.17 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

宗近 文紀

H29.5.16 港南区長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第2号

H29.5.17 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

宗近 文紀

H29.5.16 大分市長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第3号

H29.5.16 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.5.16 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0517第4号

H29.5.16 日本賠償科学会第70回研究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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.5.15

基発0517第5号

H29.5.17

労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.5.16 総務省行政管理局長

労働基準局長

基発0517第6号

H29.5.17 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 労災管理課 管理係

H29.5.15 鹿児島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第7号

H29.5.17 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

上月 眞史

H29.5.12 GLP専門家

厚生労働省労働基準局長

基発0517第8号

H29.5.17 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

上月 眞史

H29.5.12 GLP専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第9号

H29.5.17 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

上月 眞史

H29.5.12 GLP専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発0517第10号 H29.5.17 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

上月 眞史

H29.5.12 申請者

厚生労働省労働基準局長

法令データ突合結果の認証について（会社分割に伴う労働契約
の承継等に関する法律施行規則 １件）

西田 英里佳

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

H29.5.15 厚生労働省大臣官房人事課長 厚生労働省労働基準局長

日本賠償科学会第70回研究会
厚生労働省労働基準局長
長

基発0518第1号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第2号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第3号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第4号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第5号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第6号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第7号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第8号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第9号

H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第10号 H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第11号 H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長
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基発0518第12号 H29.5.17

平成29年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基 労働基準局 労災管理課 疾病調査研究補助金
準額等について
係

宮内 裕美

H29.5.16 研究代表者

労働基準局長

基発0518第14号 H29.5.18

法令データ突合結果の認証について（中小企業退職金共済法施
行規則 ほか２件）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.5.18 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0518第15号 H29.5.18 法令の公布に伴うデータの認証について（休眠預金法施行規則） 労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.5.18 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

河野 麻子

H29.5.18 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈緒

H29.5.15 長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0518第16号 H29.5.18

法令の公布に伴うデータの認証について（休眠預金法身分証明
書令）

基発0518第17号 H29.5.18

平成29年度東京高等検察庁管内第1回検察事務官中等科研修へ
労働基準局 総務課 給与・職員係
の聴講生の推薦について

労働基準局 勤労者生活課 企画係

法務省訟務局長，東京法務局
厚生労働基準局長
長及び福岡法務局長

基発0518第18号 H29.5.18 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10

基発0518第19号 H29.5.18 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0518第20号 H29.5.18 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0518第21号 H29.5.18 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0519第1号

H29.4.7

平成29年度最低賃金に関する基礎調査への御協力のお願い

労働基準局 賃金課 最低賃金係

H29.4.5

厚生労働省労働基準局長

基発0519第2号

H29.5.19

【e-Laws】法令突合結果の認証について（労働者災害補償保険法
労働基準局 労災管理課 企画法令係
施行規則）

基発0519第3号

H29.5.19

基発0519第4号
基発0519第5号

法制執務業務支援システムの法令の更新について（労働保険事
務組合に対する報奨金に関する省令）
法制執務業務支援システムの法令の更新について（失業保険法
及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険
H29.5.19
の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等
に関する省令）
「厚生労働省と全国造船安全衛生対策推進本部との意見交換会」
H29.5.19
への職員の派遣について

大原 智

福岡法務局長

佐々木 和哉

H29.5.17 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働保険徴収課 法規係

船木 保伸

H29.5.17 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働保険徴収課 法規係

船木 保伸

H29.5.17 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
料率係

北原 利恵

H29.5.19

全国造船安全衛生対策推進本
厚生労働省労働基準局長
部本部長

基発0519第6号

H29.5.19

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物
質障害予防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

平川 秀樹

H29.5.12 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0519第7号

H29.5.19

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物
質障害予防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

平川 秀樹

H29.5.12 関係団体の長

労働基準局長

基発0519第8号

H29.4.19

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 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
る性能等の一部を改正する告示の適用等について
境改善室

寺島 友子

H29.4.13 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0519第9号

H29.4.19

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 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
る性能等の一部を改正する告示の適用等について
境改善室

寺島 友子

H29.4.13 関係団体の長

労働基準局長

基発0519第10号 H29.4.19

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 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
る性能等の一部を改正する告示の適用等について
境改善室

寺島 友子

H29.4.13 関係団体の長

労働基準局長

基発0519第11号 H29.5.17

治療と職業生活の両立支援に係る「地域両立支援推進チーム」の 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
設置について
健支援室

福島 俊

H29.4.21 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0519第12号 H29.5.17

治療と職業生活の両立支援に係る「地域両立支援推進チーム」の 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
設置について
健支援室

福島 俊

H29.4.21 関係機関の長

労働基準局長

H29.5.17 中央労働災害防止協会会長

厚生労働省労働基準局長

H29.5.19 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈緒

H29.5.18 東京高等検察庁検事長

厚生労働省労働基準局長

田山 純一

H29.5.23 東京法務局港出張所長

労働基準局長

船木 保伸

H29.5.22 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 秘書人事係

岡田 麻美

H29.5.23 大臣官房会計課福利厚生室長 労働基準局長

平成２９年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の
労働基準局 労災管理課 調度係
無償貸付承認について

森田 幸乃

H29.5.24

基発0519第14号 H29.5.18 平成29年度熱中症予防対策シンポジウム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
一係

基発0519第15号 H29.5.22 法令データベースの突合結果の認証について

労働基準局 監督課 企画・法規係

平成29年度東京高等検察庁管内第1回検察事務官中等科研修へ
労働基準局 総務課 給与・職員係
の聴講生の推薦について（東京高等検察庁あて）

斎藤 寛孝
海鋒 遼

基発0522第1号

H29.5.22

基発0523第1号

H29.5.23 登記簿謄本の交付申請について

基発0524第1号

H29.5.24

基発0524第2号

H29.5.24 児童手当関係諸用紙の配布申請について

基発0524第3号

H29.5.24

基発0525第3号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第4号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第5号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第6号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第7号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第8号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第9号

H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第10号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第11号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第12号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 佐賀地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第13号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第14号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 佐賀地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第15号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 総務第二係

【e-laws】法令突合結果の認証について（労働保険の保険料の徴
労働基準局 労働保険徴収課 法規係
収等に関する法律施行規則）
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佐藤 司

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0525第16号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第17号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第18号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 さいたま地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第19号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第20号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.4.13 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第21号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第22号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 京都地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第23号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第24号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第25号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第26号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第27号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0525第28号 H29.5.22 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.10 岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災保険業務課 短期給付係

石島 大樹

H29.5.19 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

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一部改訂について

基発0526第1号

H29.5.25

基発0526第2号

H29.5.22 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
一係

斎藤 寛孝

H29.5.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0526第3号

H29.5.22 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
一係

斎藤 寛孝

H29.5.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0526第4号

H29.5.22 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
一係

斎藤 寛孝

H29.5.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0526第5号

H29.5.22 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
一係

斎藤 寛孝

H29.5.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0526第9号

H29.5.26 平成29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

川鍋 修康

H29.5.17 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係

川鍋 修康

H29.5.17

労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係

川鍋 修康

一般社団法人日本経済団体連
合会、日本商工会議所、全国
H29.5.17 中小企業団体中央会、公益社
団法人経済同友会、全国商工
会連合会

基発0526第12号 H29.5.26 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.5.25 大臣官房人事課長

基発0526第13号 H29.5.26 第27回日韓中産業保健学術会議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
一係

斎藤 寛孝

H29.5.26

韓日中産業保健学術会議日本
厚生労働省労働基準局長
側代表

基発0529第1号

H29.5.22 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

窪田 智子

H29.5.19

一般社団法人全国労働金庫協
労働基準局長
会理事長

基発0529第2号

H29.5.25 平成29年度全国賃金課室長会議の開催について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.5.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第3号

H29.5.26

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当
たっての留意事項の一部改正について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第4号

H29.5.26

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当
たっての留意事項の一部改正について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.24 総務省自治行政局長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第5号

H29.5.26

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当
たっての留意事項の一部改正について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.24 文部科学省初等中等教育局長 厚生労働省労働基準局長

基発0529第6号

H29.5.26

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当
たっての留意事項の一部改正について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.24 関係団体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0529第7号

H29.5.29

法令データの突合結果の認証について（認可特定保険業者等に
関する命令）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.5.29 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0530第2号

H29.5.8

印紙損傷通知について

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

厚美 和紀

H29.5.8

厚生労働省労働基準局長

基発0530第3号

東京地方裁判所平成２８年（ワ）第２７９１７号損害賠償請求事件
H29.5.29 (東京屋内訴訟３次)の和解に係る賠償償還及払戻金の支出につ 労働基準局 総務課 予算係
いて(依頼)

基発0530第4号

H29.5.30

基発0530第5号

H29.5.30 平成29年度管区警察学校における委託研修の実施について

基発0530第6号

H29.5.30

【e-Laws】法令突合結果の認証について（労働者災害補償保険特
労働基準局 労災管理課 企画法令係
別支給金支給規則）

基発0530第7号

H29.5.30

平成29年度管区警察学校における委託研修の実施について（文
労働基準局 総務課 給与・職員係
書番号取り忘れ案２～６）

基発0530第8号

H29.5.30 平成29年度管区警察学校における委託研修の実施について

基発0530第9号

基発0526第10号 H29.5.26

基発0526第11号 H29.5.26

平成29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

平成29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

公益財団法人国際研修協力機
構、外国人技能実習機構

厚生労働大臣

労働基準局長

今井 晶

H29.5.26 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 監督課 企画・法規係

海鋒 遼

H29.5.29 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.5.24 奈良労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.5.30 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈緒

H29.5.30 岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.5.30 愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.5.30 平成29年度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

濱田 奈緒

H29.5.30 沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0530第10号 H29.5.30 平成29年度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

濱田 奈緒

H29.5.30 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0530第11号 H29.5.30 平成29年度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

濱田 奈緒

H29.5.30 宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

河野 麻子

H29.5.31 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0531第1号

法令データベースの突合結果の認証について（厚生労働省関係
構造改革特別区法施行規則）

法令データの突合結果の認証について（犯罪利用預金口座等に
H29.5.31 係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 労働基準局 勤労者生活課 企画係
ほか１件）
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佐々木 和哉

労働基準局施行簿

基発0531第2号

H29.5.31

平成29年度労働基準監督官採用試験試験専門委員の一部変更
労働基準局 監督課 監督係
等について

大園 淳司

H29.5.31 大臣官房人事課長

基発0531第3号

H29.5.31

平成２９年度林材業ゼロ災推進中央協議会への講師派遣につい 労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室
て
料率係

北原 利恵

H29.5.30

基発0531第4号

H29.5.31

平成29年度近畿管区警察学校における委託研修候補者の推薦
について

濱田 奈緒

H29.5.30 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0531第5号

H29.5.31

労災保険再審査請求事案に係る医学的専門的事項に関する業務 労働基準局 総務課 労働保険審査会事務室
の委嘱について
庶務係

小林 伸五

H29.5.29 委嘱予定者

基発0531第6号

H29.5.30 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

風間 武志

H29.5.26

基発0601第1号

H29.5.17 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 労災管理課 管理係

基発0601第2号

H29.6.1

平成29年度介護事業場就労環境整備事業について

労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係

基発0602第1号

H29.6.2

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
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
任免について

基発0602第2号

H29.6.2

安全管理士に係る資格認定申請及び選任に係る協議について
（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

H29.6.1

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0602第3号

H29.6.2

衛生管理士に係る資格認定申請及び選任に係る協議について
（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

H29.6.1

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0602第4号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

北海道労働局長

労働基準局長

基発0602第5号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

青森労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第6号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

岩手労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第7号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第8号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

秋田労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第9号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

山形労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第10号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

福島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第11号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

茨城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第12号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第13号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

群馬労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第14号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

千葉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第15号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

神奈川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第16号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

新潟労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第17号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

富山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第18号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第19号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

福井労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第20号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

山梨労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第21号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

長野労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第22号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

岐阜労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第23号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第24号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第25号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

三重労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第26号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第27号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第28号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

滋賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第29号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第30号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

奈良労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第31号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

鳥取労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第32号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第33号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第34号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係
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西田 英里佳

労働基準局長

林材業ゼロ災推進中央協議会
厚生労働省労働基準局長
会長

国土交通省土地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

H29.5.15 佐賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

川鍋 修康

H29.5.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

高橋 悠太

H29.5.29 大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0602第35号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

徳島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第36号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第37号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第38号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第39号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

佐賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第40号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第41号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

熊本労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第42号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

大分労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第43号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第44号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

鹿児島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第45号

H29.6.2

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

宗近 文紀

H29.6.1

沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0602第46号

H29.6.2

安全管理士に係る資格認定申請およ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 機構・団体管
堀田 早紀子
（回答）
理室 団体監理係

H29.5.29

林業・木材製造業労働災害防
止協会会長

厚生労働省労働基準局長

基発0605第1号

H29.6.5

印紙損傷通知について

厚美 和紀

H29.6.1

厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

基発0605第2号

H29.6.2

労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会臨時委員の任免
労働基準局 労災管理課 調整係
について

木村 慎二

H29.5.30 大臣官房人事課長

基発0605第3号

H29.6.5

労働衛生専門官研修の講師派遣について

濱田 奈緒

H29.6.5

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0606第1号

H29.6.5

今井 晶

H29.6.5

大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0606第2号

H29.6.5

今井 晶

H29.6.5

大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0606第3号

H29.6.6

【e-Laws】法令突合結果の認証（炭鉱災害による一酸化炭素中毒
労働基準局 労災管理課 企画法令係
症に関する特別措置法施行規則）

佐々木 和哉

H29.6.2

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0606第4号

H29.6.6

産業保健調査研究検討委員会委員の委嘱について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

独立行政法人労働者健康安全
H29.5.31 機構 理事長
厚生労働省労働基準局長

基発0606第5号

H29.6.6

産業保健情報誌編集委員会委員の委嘱について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.5.31

独立行政法人労働者健康安全
厚生労働省労働基準局長
機構 理事長

基発0606第7号

H29.6.6

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 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.5.1

政策統括官（統計・情報政策担
厚生労働省労働基準局長
当）

基発0606第8号

H29.6.6

調査票情報（賃金構造基本統計調査）の提供申出に係る集計等
業務委託
契約における秘密保持義務等に関する事項の明記について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

H29.5.1

政策統括官（統計・情報政策担
厚生労働省労働基準局長
当）

基発0608第1号

H29.6.8

平成29年度中国及び四国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

濱田 奈緒

H29.6.5

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0609第1号

H29.6.8

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
ついて
策室

上田 貴一

H29.6.6

建設業者団体

基発0609第2号

H29.5.24

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
労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
体助成金）交付要領の一部改正について

遠藤 貴志

H29.5.22 助成中小企業事業主団体

労働基準局長

基発0609第3号

H29.6.9

外国型式検定機関登録審査（実地）に係る専門家委嘱について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.6.5

委嘱予定専門家

労働基準局長

基発0609第5号

H29.6.9

法令データ突合結果の認証について（雇用保険法施行規則 １
件）

労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.6.8

総務省行政管理局長

労働基準局長

基発0609第6号

H29.6.8

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
ついて
策室

上田 貴一

H29.6.6

都道府県知事

労働基準局長

基発0609第7号

H29.6.8

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
ついて
策室

上田 貴一

H29.6.6

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0612第1号

H29.6.12 障害者である職員の任免に関する状況の通報等について（回答） 労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.6.8

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0612第2号

H29.6.8

第45回産業歯科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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.6.7

公益社団法人日本歯科医師会
厚生労働省労働基準局長
会長

基発0612第3号

H29.6.8

第24回日本産業精神保健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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.6.7

第24回日本産業精神保健学会
厚生労働省労働基準局長
大会長

基発0612第4号

H29.6.12 労働基準監督官証票の再交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.6.12 愛知労働局長

基発0612第6号

H29.6.12 転写書類の利用後の処置について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

木村 愛

基発0613第1号

H29.6.12 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.6.12 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0613第2号

H29.6.12 法令データの突合結果の認証について（雇用保険法施行規則）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.6.6

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0613第3号

H29.6.13 【e-LAWS】法令情報の認証について（労働者災害補償保険法）

労働基準局 労災管理課 企画法令係

佐々木 和哉

H29.6.9

総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0613第4号

H29.6.13

窪田 智子

H29.6.7

一般社団法人全国労働金庫協
厚生労働省労働基準局長
会理事長

基発0613第5号

H29.6.13 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

基発0613第6号

H29.5.23

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

基発0613第7号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その73）
策室

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

労働基準局 総務課 給与・職員係

東京地方裁判所平成２８年（ワ）第３２６７０号損害賠償請求事件
(東京屋内訴訟４次)他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支 労働基準局 総務課 予算係
出について(依頼)
大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第４０５６号損害賠償請求事件(大
阪屋内訴訟４次)の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について 労働基準局 総務課 予算係
(依頼)

北朝鮮に対する国際連合安全保障理事会決議第2356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
労働基準局 労災管理課 管理係
労働基準局 賃金課 指導係
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H29.4.1

労働基準局長

労働基準局長

労働基準局長

政策統括官（統計・情報政策担
厚生労働省労働基準局長
当）

西田 英里佳

H29.6.12 沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

尾家 史朗

H29.5.16 関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

上田 貴一

H29.6.5

労働基準局長

申請事業場

労働基準局施行簿

基発0613第8号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その73）
策室

上田 貴一

H29.6.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0613第9号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その74）
策室

上田 貴一

H29.6.5

申請事業場

労働基準局長

基発0613第10号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その74）
策室

上田 貴一

H29.6.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0613第11号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その75）
策室

上田 貴一

H29.6.5

申請事業場

労働基準局長

基発0613第12号

H29.6.9

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 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その75）
策室

上田 貴一

H29.6.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0613第13号

H29.6.9

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第14条の規定に基づく適 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その５）
策室

上田 貴一

H29.6.5

申請事業場

労働基準局長

基発0613第14号

H29.6.9

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第14条の規定に基づく適 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外の申請について（その５）
策室

上田 貴一

H29.6.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0614第1号

H29.6.9

労働政策審議会勤労者生活分科会の臨時委員の任免について
（お伺い）

河野 麻子

H29.5.30 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0614第2号

H29.6.14 訴訟事件の係属について（回報）

労働基準局 監督課 社会保険労務士係

法務省訟務局長
青森地方法務局長

労働基準局長

基発0615第1号

H29.6.14 法令データ突合結果の認証について（労働金庫法）

労働基準局 勤労者生活課 企画係

河野 麻子

H29.6.13 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0616第1号

H29.6.1

争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.25 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0616第2号

H29.6.1

争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.25 高松法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0616第4号

H29.6.8

平成29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

早川 慎

H29.6.1

都道府県労働局長ほか

労働基準局長

基発0616第5号

H29.6.8

平成29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

早川 慎

H29.6.1

関係団体の長

労働基準局長

基発0616第6号

H29.6.8

平成29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

早川 慎

H29.6.1

関係団体の長

労働基準局長

基発0616第7号

H29.6.8

平成29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

早川 慎

H29.6.1

関係団体の長

労働基準局長

基発0616第8号

H29.6.16 第１回労働基準監督署課長（Ｂ）研修の講師派遣について

濱田 奈緒

H29.6.15

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

労働基準局 勤労者生活課 企画係

労働基準局 総務課 給与・職員係

12

立原 新

H29.6.13

労働基準局施行簿

文書番号

決裁日

件名
労災診療費等及び労災保険年金等に係る債権管理の事務引継
ぎについて（伺い）
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
ずい道等建設工事における「換気の実施等の効果を確認するた
めの空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」等の一部改正に
ついて
ずい道等建設工事における「換気の実施等の効果を確認するた
めの空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」等の一部改正に
ついて
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業
等の周知について
登録製造時等検査機関に対する処分基準の策定及び指定外国
検査機関が行う証明書作成業務の適正な実施について

起案担当課・係

起案日

施行先

山田 剛

H29.6.15 都道府県労働局長

施行者

基発0620第1号

H29.6.16

基発0621第1号

H29.6.20

基発0621第2号

H29.6.20

基発0621第3号

H29.6.20

基発0621第4号

H29.6.20

基発0621第5号

H29.6.20

基発0621第6号

H29.6.20

基発0621第7号

H29.6.20

基発0621第8号

H29.6.20

基発0621第9号

H29.6.20

基発0621第10号

H29.6.20

基発0621第11号

H29.6.20

基発0621第12号

H29.6.20

基発0621第13号

H29.6.20

基発0621第14号

H29.6.20

基発0621第15号

H29.6.20

基発0621第16号

H29.6.20

基発0621第17号

H29.6.20

基発0621第18号

H29.6.20

基発0621第19号

H29.6.20

基発0621第20号

H29.6.20

基発0621第21号

H29.6.20

基発0621第22号

H29.6.20

基発0621第23号

H29.6.20

基発0621第24号

H29.6.20

基発0621第25号

H29.6.20

基発0621第26号

H29.6.20

基発0621第27号

H29.6.20

基発0621第28号

H29.6.20

基発0621第29号

H29.6.20

基発0621第30号

H29.6.20

基発0621第32号

H29.6.21

基発0621第33号

H29.6.21

基発0621第34号

H29.6.20

基発0622第1号

H29.6.21

基発0622第2号

登録製造時等検査機関に対する処分基準の策定及び指定外国
H29.6.21
検査機関が行う証明書作成業務の適正な実施について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

基発0622第3号

H29.6.19 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

基発0622第4号

H29.6.22

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.6.21 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0622第5号

H29.6.16 ストレスチェック制度セミナーへの職員派遣について

斎藤 寛孝

H29.6.12

基発0622第6号

H29.6.22 第49回産業医学講習会への職員派遣について

斎藤 寛孝

H29.6.12 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0623第1号

H29.6.21

労働基準局 安全衛生部 計画課

川越 俊治

H29.6.20 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0623第3号

H29.6.23 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

濱田 奈緒

H29.6.22

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0623第4号

H29.6.23

労働基準局 安全衛生部 計画課

山崎 琢也

H29.5.9

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0626第1号

H29.6.26 平成29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 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.6.23 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0626第2号

H29.6.26

平成29年7月１日付け人事院規則９－８第17条の適用を受ける職
労働基準局 総務課 給与・職員係
員の初任給の決定について

濱田 奈緒

H29.6.23 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0626第3号

H29.6.26 平成29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 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.6.26 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0626第4号

H29.6.26 労働金庫の業務方法書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

窪田 智子

H29.6.16 関係道県知事（静岡、沖縄）

厚生労働省労働基準局長

基発0626第5号

H29.6.26

濱田 奈緒

H29.6.23

基発0627第1号

H29.6.16

橋本 正人

H29.6.12

基発0627第2号

H29.6.27

磯崎 勇太

H29.6.21 検討会委員

労働基準局長

基発0628第1号

H29.6.22

山地 武志

H29.6.9

労働基準局長

基発0628第2号

H29.6.28

風間 武志

H29.6.28 関係都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0629第1号

H29.6.28 職員の処分の実施について

労働基準局 総務課 人事係

米村 慎二

H29.6.27 岩手労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0629第3号

H29.6.29 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.6.27 福井労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0630第1号

H29.6.27 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

窪田 智子

H29.6.23

基発0630第2号

H29.6.30

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一部改訂について

労働基準局 労災保険業務課 短期給付係

井上 志穂

H29.6.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0630第3号

H29.6.30

厚生労働大臣の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関
する省令に基づく報告書の提出について

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

厚美 和紀

H29.6.30 厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

平成29年度北海道及び九州管区警察学校における委託研修候
補者の推薦について

「安全衛生優良企業公表制度の運営について」の一部改正につ
いて

平成２９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 労災保険業務課 年金業務係

起案者

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 日本経済団体連合会専務理事 労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 全国中小企業団体中央会会長 労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 日本商工会議所会頭

労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 全国商工会連合会会長

労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 全国ビルメンテナンス協会会長 労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16 全日本トラック協会会長

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.6.16

全国ビルメンテナンス協同組合
労働基準局長
連合会会長
日本フランチャイズチェーン協
H29.6.16
労働基準局長
会会長
新日本スーパーマーケット協会
H29.6.16
労働基準局長
会長

全国ハイヤー・タクシー連合会
会長
日本アパレル・ファッション産業
協会理事長
全国生活衛生同業組合中央会
理事長
全国理容生活衛生同業組合連
合会理事長
全日本美容業生活衛生同業組
合連合会理事長
全国旅館ホテル生活衛生同業
組合連合会会長
全国クリーニング生活衛生同業
組合連合会会長
全国興行生活衛生同業組合連
合会会長
全国公衆浴場業生活衛生同業
組合連合会理事長
全国麺類生活衛生同業組合連
合会会長
全国氷雪販売業生活衛生同業
組合連合会理事長
全国食肉生活衛生同業組合連
合会会長
全国飲食業生活衛生同業組合
連合会会長
全国すし商生活衛生同業組合
連合会会長
全国食鳥肉販売業生活衛生同
業組合連合会会長
全国喫茶飲食生活衛生同業組
合連合会会長
全国中華料理生活衛生同業組
合連合会会長
全国社交飲食業生活衛生同業
組合連合会会長
全国料理業生活衛生同業組合
連合会会長
全国生活衛生衛業指導セン
ター理事長
中小企業家同友会全国協議会
会長

労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
境改善室

寺島 友子

H29.6.12 都道府県労働局長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
境改善室

寺島 友子

H29.6.12 関係団体の長

労働基準局長

鈴木 伸太郎

H29.6.16 都道府県労働局長

労働基準部長、職業安定局長

丸山 太一

H29.6.16 都道府県労働局長

労働基準局長

丸山 太一

指定外国検査機関の長
登録製造時等検査機関の長
H29.6.16
登録個別検定機関の長
登録型式検定機関の長

労働基準局長

H29.6.16 香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 賃金課 政策係
労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

第１回及び第２回労働基準監督官（労災補償業務基礎）研修の講
労働基準局 総務課 給与・職員係
師派遣について
労働基準局 勤労者生活課 労働金庫業務室
に対する検査結果の通知について
検査係
平成29年度 第１回ばく露評価小検討会の開催について（７月４ 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
日開催）
学物質評価室
外国立地検査機関登録審査（実地）の実施に係る職員等の派遣
労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係
について
平成29年度労働基準監督官採用試験第１次試験合格者の発表
労働基準局 監督課 監督係
について

職場のメンタルヘルス対策推進
厚生労働省労働基準局長
研究会 理事長

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校
理事長

大臣官房国際課長

厚生労働省労働基準局長
労働基準局長

一般社団法人全国労働金庫協
労働基準局長
会理事長

労働基準局施行簿

基発0703第1号

H29.6.30 IECExシステム国内審議委員会委員の委嘱について（回答）

基発0703第2号

H29.6.30

基発0703第3号
基発0703第4号

平成29年度第１回有害性評価小検討会の開催について（7/13開
催）
大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第１３９３号損害賠償請求事件(大
H29.7.3 阪屋内訴訟１０次)の和解に係る賠償償還及払戻金の支出につい
て(依頼)
さいたま地方裁判所平成２８年（ワ）第３１０６号損害賠償請求事
H29.7.3 件(さいたま屋内訴訟１次)の和解に係る賠償償還及払戻金の支
出について(依頼)

大内 崇徳

H29.6.27

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

平川 秀樹

H29.6.22 参集者

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.6.26 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.7.3

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室
労働基準局 勤労者生活課 労働金庫業務室
指導係

基発0703第5号

H29.7.3 安衛法GLP適合確認について

基発0703第6号

H29.7.3 安衛法GLP適合確認について

基発0704第1号

H29.7.3 労働金庫の業務方法書の変更認可申請について

基発0705第1号

H29.7.5 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 労災管理課 調度係

基発0706第1号
基発0706第2号

公益社団法人産業安全技術協
厚生労働省労働基準局長
会会長

労働基準局 安全衛生部 安全課

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
労働基準局 勤労者生活課 機構調整係
任免について
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
H29.6.16
労働基準局 賃金課 指導係
について
H29.7.5

大臣官房会計課長

上月 眞史

H29.6.19 申請者

労働基準局長

上月 眞史

H29.6.19 申請者

労働基準局長

窪田 智子

H29.6.30 長野県知事

厚生労働省労働基準局長

尾崎 賢友

H29.6.29 会計検査院事務総局第２局長 労働基準局長

高橋 悠太

H29.7.4

尾家 史朗

H29.6.12 関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

西田 英里佳

H29.7.3

栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0706第4号

H29.7.5 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 労災管理課 管理係

基発0706第5号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

青森労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第6号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

宮城労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第7号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

山形労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第8号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

茨城労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第9号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

群馬労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第10号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

埼玉労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第11号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

千葉労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第12号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

東京労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第13号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

神奈川労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第14号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

長野労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第15号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

京都労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第16号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

大阪労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第17号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

兵庫労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第18号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

島根労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第19号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

広島労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第20号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

香川労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第21号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

高知労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第22号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

福岡労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第23号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

佐賀労働局長

厚生労働省 労働基準局長

基発0706第24号

H29.7.5 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

宗近 文紀

H29.7.3

熊本労働局長

厚生労働省 労働基準局長

労働基準局 総務課 秘書人事係

丸山 彰憲

H29.7.4

厚生労働大臣

労働基準局長

基発0707第1号
基発0710第1号
基発0710第2号

「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（内
申）
厚生労働本省の組織再編及びこれに伴う関係通達の取扱につい
H29.7.10
て
平成29年度第２回有害性評価小検討会の開催について（7/27開
H29.7.10
催）
H29.7.4

労働基準局 総務課 総務係
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

基発0710第4号

H29.7.10 物品管理官の交替に伴う検査員の任命について

労働基準局 総務課 庶務経理係

基発0710第5号

H29.6.23 平成29年度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

基発0710第6号

H29.6.23 平成29年度全国労働衛生週間の実施について

基発0710第7号

H29.6.23 平成29年度全国労働衛生週間の実施について

基発0711第1号

H29.6.30

基発0711第2号

H29.6.30

基発0711第3号

H29.6.30

基発0711第4号

佐々木 洋平
平川 秀樹

厚生労働省大臣官房地方課
長、労働基準局長

H29.7.4

労働基準局長

参集者

H29.7.10 労働基準局労災管理課長

労働基準局長

鈴木 一聡

H29.6.21 都道府県労働局長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

鈴木 一聡

H29.6.21 中央労働災害防止協会会長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

鈴木 一聡

H29.6.21 関係団体の長

労働基準局長

「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
労働基準局 総務課 人事係
要領の運用について」の一部改正について

宗近 文紀

H29.6.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

「労働基準行政関係功労者厚生労働大臣表彰実施要領」の一部
労働基準局 総務課 人事係
改正について

宗近 文紀

H29.6.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.6.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.7.6

中央じん肺診査医

労働基準局長

申請者

労働基準局長

「労働基準行政関係功労者表彰要領運用方針」の一部改正につ
いて
岐阜県内事業所の災害調査の下見調査及び局への聴取につい
H29.7.10 て
（依頼）

石上 諒

H29.7.10 都道府県労働局長

基発0712第1号

H29.7.11

型わく支保工用のパイプサポート等の規格第６条の規定に基づく 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
適用除外について
策室

上田 貴一

H29.7.3

基発0712第2号

H29.7.12

型わく支保工用のパイプサポート等の規格第６条の規定に基づく 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
適用除外について（その28）
策室

上田 貴一

H29.7.12 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0712第3号

H29.7.12 上石神井庁舎監査に係る事前資料の提出について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.11 関東財務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0712第4号

H29.7.12 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.7.7

茨城労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.7.7

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
準局長労働保険特別会計
労働基準局長
（雇用勘定）官署支出官厚生労
働省職業安定局長

今井 晶

H29.7.7

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
準局長労働保険特別会計
労働基準局長
（雇用勘定）官署支出官厚生労
働省職業安定局長

基発0712第11号

基発0712第12号

H29.7.6 平成29年度労働保険審査会の負担金繰入について

H29.7.6 平成29年度労働保険審査会の負担金繰入について

労働基準局 総務課 予算係

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

基発0713第1号

H29.7.10

平成29年度 第２回ばく露評価小検討会の開催について（７月25
日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

磯崎 勇太

H29.7.6

検討会委員

労働基準局長

基発0713第2号

H29.7.10

平成29年度 第３回ばく露評価小検討会の開催について（７月28
日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

磯崎 勇太

H29.7.6

検討会委員

労働基準局長

基発0713第3号

H29.7.13

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行につい 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環
て」の一部改正について
境改善室 環境改善係

小岸 圭太

H29.7.5

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0714第1号

H29.7.14

平成２８年度「債権現在額報告書」及び「物品増減及び現在額報
告書」の提出について

川田 奈々

H29.7.11 大臣官房会計課長

労働基準局 労災管理課 決算係

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0718第11号

H29.7.18

平成28年度国有財産関連計算書（労災勘定本省分）の提出につ
いて

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.18 会計検査院長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第13号

H29.7.18

平成28年度国有財産関連計算書（労災勘定本省分）の提出につ
いて

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.18 会計検査院長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第12号

H29.7.18 退職手当支給発令の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.7.14 退職者

労働基準局長

基発0718第15号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 さいたま地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第16号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 横浜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第17号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第18号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 京都地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第19号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 広島法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第20号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 佐賀地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第21号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第22号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 静岡地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第23号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第24号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第25号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 奈良地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第26号

H29.7.14 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.7.12 福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.6.28 中央じん肺診査医

厚生労働省労働基準局長

基発0718第1号

H29.7.4 中央じん肺診査医会の開催及び経費について

基発0718第27号

H29.7.12 移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.6.28 香川労働局長

労働基準局長

基発0718第28号

H29.7.12 移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.6.28 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0718第2号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第3号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第4号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第5号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第6号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第7号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第8号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第9号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第10号

H29.7.18 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.7.14 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第31号

H29.6.6 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.18 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第32号

H29.6.6 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.5.18 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第33号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第34号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第35号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第36号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第37号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第38号

H29.6.29 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第39号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第40号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 高松法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第41号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第42号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第43号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第44号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 さいたま地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第45号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第46号

H29.6.30 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.6.23 静岡地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0718第49号

H29.7.18

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

斎藤 寛孝

第41回日本労働衛生研究協議
H29.7.18 会学術大会大会長・実行委員 厚生労働省労働基準局長
長

基発0719第1号

H29.7.19 労働基準監督官証票の再交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.7.19 和歌山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第2号

H29.7.19 法令データ突合結果について（過労死等防止対策推進協議会令） 労働基準局 総務課 過労死等防止係

米谷 未希

H29.7.18 総務省行政管理局長

労働基準局長

基発0719第3号

H29.7.19

法令データベースの突合結果の認証について（社会保険労務士
法）

海鋒 遼

H29.7.18 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発0719第4号

H29.7.19

「産業保健活動推進のリーダーとしての保健師に必要な能力の強 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
化」研修への職員派遣について
一係

第41回日本労働衛生研究協議会学術大会への職員派遣につい
て

労働基準局 監督課 企画・法規係

斎藤 寛孝

H29.7.19

公益社団法人日本看護協会神
厚生労働省労働基準局長
戸研修センター長

労働基準局施行簿

基発0720第1号

H29.7.19 児童手当関係諸用紙の配布申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

岡田 麻美

H29.7.18 大臣官房会計課福利厚生室長 労働基準局長

基発0720第2号

H29.7.19 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

風間 武志

H29.7.18

基発0721第1号

H29.7.21

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

基発0721第2号

H29.7.21 第１回労働行政職員（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

濱田 奈緒

基発0724第1号

H29.7.21 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

基発0724第2号

H29.7.21

【e-laws】法制執務業務支援システムの法令の更新について（労
働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令他１件）

労働基準局 労働保険徴収課 法規係

基発0724第3号

H29.7.24

平成29年度主要港督励巡視結団式への職員派遣について（回
答）

基発0726第1号

国立研究開発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（第291回放射線安全管理コース）の受講について

国土交通省土地・建設産業局
厚生労働省労働基準局長
長
国立研究開発法人日本原子力
H29.7.19 研究開発機構原子力人材育成 厚生労働省労働基準局長
センター長
H29.7.19

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

H29.7.19 秋田労働局長

厚生労働省労働基準局長

船木 保伸

H29.7.20 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 安全課

大内 崇徳

H29.7.18

港湾貨物運送事業労働災害防
厚生労働省労働基準局長
止協会会長

H29.7.25 第45回産業医学講習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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.7.20

公益社団法人日本歯科医師会
厚生労働省労働基準局長
会長

基発0727第2号

H29.7.27 平成29年度の地域別最低賃金額改定の目安について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

基発0728第1号

H29.7.25

基発0728第2号

H29.7.27 職員の育児休業承認請求について（内申）

基発0728第4号

H29.7.28

基発0728第5号

木村 愛

H29.7.27 都道府県労働局長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.6.22 大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.7.25 大臣官房人事課長

労働基準局長

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.7.27

官署支出官厚生労働省労働基 歳入徴収官厚生労働省労働基
準局長
準局長

H29.7.28

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.7.27

官署支出官厚生労働省職業安 歳入徴収官厚生労働省労働基
定局長
準局長

基発0731第1号

H29.7.28

平成29年８月１日付け特別昇給（財務省会計事務職員研修）発令
労働基準局 総務課 給与・職員係
内申について

濱田 奈緒

H29.7.27 大臣官房人事課

労働基準局長

基発0731第23号

H29.7.28

上田 貴一

H29.7.12 申請者

労働基準局長

上田 貴一

H29.7.12 都道府県労働局長

労働基準局長

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

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適
用除外について
鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適
H29.7.28
用除外について（その87）
第32回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
H29.7.28
（回答）

労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室
労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室
労働基準局 安全衛生部 安全課

大内 崇徳

H29.7.24

基発0731第26号

H29.7.31 職員に対する処分の実施について

労働基準局 総務課 人事係

米村 慎二

H29.7.31 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第27号

H29.7.31 時間外労働等に対する割増賃金の解釈について（局長通達）

労働基準局 監督課 企画・法規係

本安 貴登

H29.7.31 都道府県労働局長

厚生労働省労度基準局長

基発0731第3号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第4号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第5号

H29.7.27 地方じん肺診査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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第6号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 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

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第8号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第9号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第10号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第11号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第12号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第13号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第14号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第15号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第16号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第17号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第18号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第19号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第20号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第21号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0731第22号

H29.7.27 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
一係

斎藤 寛孝

H29.7.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長
労働基準局長

基発0731第24号
基発0731第25号

陸上貨物運送事業労働災害防
厚生労働省労働基準局長
止協会会長

基発0801第1号

H29.8.1

インドネシア・社会保険実施能力強化プロジェクト長期派遣専門家
労働基準局 総務課 秘書人事係
（適用徴収実務）の推薦について（回答）

丸山 彰憲

H29.8.1

大臣官房国際課長

基発0801第2号

H29.8.1

ISO45001に基づく日本独自のＯＳＨＭＳ普及推進会議委員の委嘱
労働基準局 安全衛生部 安全課
について（回答）

大内 崇徳

H29.7.31

一般財団法人日本規格協会理
厚生労働省労働基準局長
事長

基発0802第1号

H29.8.1 検査業務専門２研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.7.31

独立行政法人労働政策研究・
研修機構 労働大学校長

基発0802第2号

H29.8.2

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.2

厚生労働省大臣官房国際課長 厚生労働省労働基準局長

派遣延長に係る数次往復用公用旅券の返納及び新規発給につ
いて

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0803第5号

H29.8.1

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

吉澤 保法

H29.7.31 団体の長

労働基準局長

基発0803第6号

H29.8.1

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

吉澤 保法

H29.7.31 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0804第1号

一般社団法人日本経済団体連合会からの依頼「『労働時間制度
H29.7.21 等検討ＷＧ・労務管理問題検討ＷＧ合同会合』へのご来席方の依 労働基準局 総務課 企画法令係
頼」に係る回答

基発0804第2号

H29.8.4 第１回新任労働基準監督官（後期）研修の講師派遣について

基発0804第3号

H29.8.4

基発0804第4号

三浦 玲

H29.7.13

一般社団法人日本経済団体連
厚生労働省労働基準局長
合会 労働法制本部長

濱田 奈緒

H29.7.31

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

尾崎 賢友

H29.8.3

一般財団法人労災サポートセ
ンター

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.7.7

都道府県労働局長

労働基準局長

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

厚美 和紀

H29.8.1

厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

丸山 光義

H29.7.31

一般社団法人全国労働保険事
厚生労働省労働基準局長
務組合連合会会長

労働基準局 総務課 給与・職員係

平成２９年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の
労働基準局 労災管理課 調度係
無償貸付承認について（一般財団法人労災サポートセンター）

H29.7.26 定期健康診断等における診断項目の取扱い等について

基発0807第1号

H29.8.7 印紙損傷通知について

基発0808第1号

H29.8.8

基発0808第2号

H29.8.8 放射線管理専門(上級)研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.8.4

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0808第3号

H29.8.8 訴訟事件の係属について（報告）

労働基準局 安全衛生部 計画課

吉田 令

H29.8.8

山口地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第24号

H29.8.9

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.9

北本市長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第25号

H29.8.9

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.9

西東京市長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第26号

H29.8.9

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.9

江戸川区長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第27号

H29.8.9

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.9

世田谷区長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第28号

H29.8.9

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.9

御所市長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第2号

H29.8.9

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光弘

H29.7.31

一般社団法人全国労働保険事
厚生労働省労働基準局長
務組合連合会会長

基発0809第3号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人全国基礎工事業
厚生労働省労働基準局長
団体連合会 会長

基発0809第4号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

日本アパレルソーイング工業組
厚生労働省労働基準局長
合連合会 会長

基発0809第5号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

公益社団法人日本ペストコント
厚生労働省労働基準局長
ロール協会 会長

基発0809第6号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

全国クリーニング生活衛生同業
厚生労働省労働基準局長
組合連合会 会長

基発0809第7号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人全国中小建築工
厚生労働省労働基準局長
事業団体連合会 会長

基発0809第8号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人日本添乗サービ
厚生労働省労働基準局長
ス協会 会長

基発0809第9号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

愛知県豆腐商工業協同組合
代表理事

基発0809第10号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

東京都公衆浴場業生活衛生同
厚生労働省労働基準局長
業組合 理事長

基発0809第11号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

名古屋タクシー協会 会長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第12号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

日本ジャガード刺繍工業組合

厚生労働省労働基準局長

基発0809第13号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

特定非営利活動法人全国在宅
リハビリテーションを考える会 厚生労働省労働基準局長
理事長

基発0809第14号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

日本優良家具販売協同組合
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0809第15号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人日本アパレル・
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0809第16号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

全国料理業生活衛生同業組合
厚生労働省労働基準局長
連合会 会長

基発0809第17号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

全国ビルリフォーム工事業協同
厚生労働省労働基準局長
組合 理事長

基発0809第18号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

全国ビルメンテナンス協同組合
厚生労働省労働基準局長
連合会 代表理事

基発0809第19号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人国民宿舎協会
代表理事

基発0809第20号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

一般社団法人大阪府ペストコン
厚生労働省労働基準局長
トロール協会 会長

基発0809第21号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

静岡県重機建設業工業組合
代表理事

基発0809第22号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

リフォーム工事業協同組合 代
厚生労働省労働基準局長
表理事

労働保険加入促進業務に係るブロック会議への職員の派遣につ
労働基準局 労働保険徴収課
いて

平成30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）
平成30年春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）
平成30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）
平成30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）
平成30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）
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の改正について

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0809第23号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.8.9 中小企業団体助成金）に係る事業実施計画書（全国団体・都道府 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
県団体）の審査結果通知について

遠藤 貴志

H29.8.7

日本理容美容協同組合

厚生労働省労働基準局長

大阪市立大学大学院医学研究
厚生労働省労働基準局長
科肝胆膵病態内科学教授

「地域がん診療連携拠点病院・肝疾患診療連携拠点病院特別講
演会」への職員派遣について
国際安全衛生センターの一般競争入札による売払いに係る厚生
H29.8.10
労働大臣申請及び価格評定について
原子力施設での放射性物質取扱作業に対する緊急自主点検の
H29.8.10
実施等について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.8.10

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

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

鍋田 英生

基発0810第6号

H29.8.10 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 労災管理課 管理係

H29.7.25 厚生労働大臣
厚生労働省労働基準局長
１６道府県労働局長（北海道、
H29.8.9 青森、宮城、福島、茨城、神奈 厚生労働省労働基準局長
川、新潟、石川、福井、静岡、
H29.8.8 宮城労働局長
厚生労働省労働基準局長

基発0810第7号

H29.7.27

基発0810第10号
基発0810第1号
基発0810第5号

H29.8.10

労働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 労働基準局 総務課 労働保険審査会事務室
について（追加）
庶務係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
H29.8.10 第11回じん肺診断技術研修への職員派遣について
一係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
H29.8.10 「治療と仕事の両立支援に係る研修会」への職員派遣について
一係

西田 英里佳
小林 伸五

H29.7.13 委嘱予定者

厚生労働省労働基準局長

基発0814第1号

H29.8.14 産業保健調査研究検討委員会委員の委嘱について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

独立行政法人労働者健康安全
厚生労働省労働基準局長
機構医療企画担当理事
公益社団法人日本看護協会神
H29.8.10
厚生労働省労働基準局長
戸研修センター長
独立行政法人労働者健康安全
H29.8.9 機構理事長 有賀 徹
厚生労働省労働基準局長

基発0814第2号

H29.8.14 産業保健情報誌編集委員会委員の委嘱について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.8.9

独立行政法人労働者健康安全
厚生労働省労働基準局長
機構理事長 有賀 徹

基発0815第1号

H29.8.15

平成30年春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

宗近 文紀

H29.8.9

世田谷区長

厚生労働省労働基準局長

基発0815第2号

H29.8.15

平成30年春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

宗近 文紀

H29.8.9

御所市長

厚生労働省労働基準局長

基発0815第3号

H29.8.15

平成30年春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

宗近 文紀

H29.8.9

江戸川区長

厚生労働省労働基準局長

基発0815第4号

H29.8.15

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 労働保険徴収課 業務第一係

佐々木 崇

H29.8.9

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0815第8号

マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労働安全
H29.8.15 衛生管理短期派遣専門家（日本における安全衛生法制及び優良 労働基準局 安全衛生部 計画課
事例（建設業及び中小企業分野））の推薦について（依頼）

相原 由望

独立行政法人労働者健康安全
H29.8.10 機構 労働者安全衛生総合研 厚生労働省労働基準局長
究所所長

宗近 文紀

H29.8.9

芦屋市長

厚生労働省労働基準局長

田井 宏明

H29.8.15 大臣官房国際課長

厚生労働省労働基準局長

田井 宏明

H29.8.15

基発0810第8号
基発0810第9号

基発0817第1号

基発0817第2号
基発0817第3号

平成30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
H29.8.9 て（依頼）及び平成30年春の叙勲推薦予定者に係る戸籍抄本及 労働基準局 総務課 人事係
び刑罰等調書の交付について（依頼）
IALI（国際労働監督協会）第15回総会及び理事会への職員派遣に
H29.8.17 係る公用旅券発給請求及び在外公館に対する便宜供与依頼につ 労働基準局 監督課 労働条件確保対策事業係
いて
IALI（国際労働監督協会）第15回総会及び理事会への職員派遣に
H29.8.17 係る公用旅券発給請求及び在外公館に対する便宜供与依頼につ 労働基準局 監督課 労働条件確保対策事業係
いて

斎藤 寛孝
斎藤 寛孝

H29.8.3

外務省アジア大洋州局南部ア
厚生労働省労働基準局長
ジア部長

基発0818第1号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 埼玉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第2号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第3号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第4号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 三重労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第5号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 和歌山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第6号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第7号

H29.8.16 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

宗近 文紀

H29.8.16 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第8号

H29.8.18

労働基準局 監督課 監督係

風間 武志

H29.8.14 関係都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0818第9号

H29.8.18 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

上月 眞史

H29.8.1

申請者

労働基準局長

基発0821第12号

H29.8.21

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光弘

H29.8.9

一般社団法人全国労働保険事
厚生労働省労働基準局長
務組合連合会会長

基発0821第13号

H29.8.21 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

吉田 令

H29.8.9

大臣官房国際課長

基発0821第1号

H29.8.21 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.15 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0821第2号

H29.8.21 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.15 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0821第3号

H29.8.21 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.15 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0821第4号

H29.8.21 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.15 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0821第5号

H29.8.21 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.15 各都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0821第6号

H29.8.21

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.8.21 中野区長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

甲斐 晃一

H29.8.18 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

甲斐 晃一

H29.8.18 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

甲斐 晃一

H29.8.18 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

甲斐 晃一

H29.8.18 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

甲斐 晃一

H29.8.18 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0821第7号
基発0821第8号
基発0821第9号
基発0821第10号
基発0821第11号

平成29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
働大臣感謝状の授与について

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）

佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
H29.8.21 賀屋内訴訟１次）他４件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出
について（依頼）
佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
H29.8.21 賀屋内訴訟１次）他４件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出
について（依頼）
佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
H29.8.21 賀屋内訴訟１次）他４件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出
について（依頼）
佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
H29.8.21 賀屋内訴訟１次）他４件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出
について（依頼）
佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
H29.8.21 賀屋内訴訟１次）他４件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出
について（依頼）

厚生労働省労働基準局長

基発0822第1号

H29.8.21 第２回新任労働基準監督官（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

濱田 奈緒

H29.8.4

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0822第2号

H29.8.21 第２回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

濱田 奈緒

H29.8.18

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発0822第3号

H29.8.21 労働保険適用徴収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

濱田 奈緒

H29.8.17

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0822第4号

H29.8.22

平成30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 監督課 監督係

風間 武志

H29.8.21 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0822第5号

H29.8.17

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
労働基準局 総務課 人事係
る法律」施行に係る立入検査証交付等要領の策定について

宗近 文紀

H29.8.2

都道府県労働局長

基発0822第6号

H29.8.22 実地検査の結果ついて（回答）

労働基準局 労災管理課 調度係

尾崎 賢友

H29.8.9

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0823第1号

H29.8.22 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

労働基準局 監督課 社会保険労務士係

神子沢 啓司

H29.8.18 東京都江戸川区長

厚生労働省労働基準局長

基発0823第2号

H29.8.22 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

労働基準局 監督課 社会保険労務士係

神子沢 啓司

H29.8.18 南魚沼郡湯沢町長

厚生労働省労働基準局長

基発0824第2号

H29.8.22

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外について
策室

上田 貴一

H29.8.8

申請者

労働基準局長

基発0824第3号

H29.8.22

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
用除外について（その88）
策室

上田 貴一

H29.8.8

都道府県労働局長

労働基準局長

基発0825第1号

H29.7.4

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 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.6.30 広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第10号

H29.8.21

高齢者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

宗近 文紀

H29.8.21 豊島区役所

厚生労働省労働基準局長

基発0828第11号

H29.8.28

国有財産の使用許可（バイオアッセイ研究センター敷地内の支
線）に伴う債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.8.23

基発0828第1号

H29.8.24 粉じん対策指導委員の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第2号

H29.8.24 地方じん肺診査医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 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

H29.8.24 粉じん対策指導委員の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第4号

H29.8.24 地方じん肺診査医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第5号

H29.8.24 地方じん肺診査医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第6号

H29.8.24 地方じん肺診査医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第7号

H29.8.24 地方じん肺診査医医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第8号

H29.8.24 地方じん肺診査医及び粉じん対策指導委員の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0828第9号

H29.8.24 労働衛生指導医の任命について

斎藤 寛孝

H29.8.18 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0829第1号

H29.8.28 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

基発0829第2号

H29.8.29 個人情報の取扱いに関する承諾について

基発0829第3号

H29.8.29 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付について

基発0829第4号

労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係
労働基準局
一係

安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第
安全衛生部 労働衛生課 業務第

厚生労働省労働基準局長

東日本電信電話株式会社 取
厚生労働省労働基準局長
締役 神奈川事業部長

吉田 令

H29.8.10

外務省アジア大洋州局南部ア
厚生労働省労働基準局長
ジア部長

労働基準局 補償課 職業病認定対策室 職業
病認定業務第二係

木村 洋一

H29.8.17

独立行政法人労働者健康安全
厚生労働省労働基準局長
機構理事長

労働基準局 労災管理課 総務係

宇山 俊貴

H29.8.23 広島市安佐南区長

厚生労働省労働基準局長

H29.8.29 「無期転換ルール取組促進キャンペーン」の実施について（伺い） 労働基準局 労働関係法課 労働契約係

山田 恭大

H29.8.28 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0829第6号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第1号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 内部部局の長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第2号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 関係行政機関の長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第3号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 都道府県知事

厚生労働省労働基準局長

基発0914第4号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 政令指定都市の市長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第5号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 基準局関係独立行政法人

厚生労働省労働基準局長

基発0914第6号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 基準局各種法人

厚生労働省労働基準局長

基発0914第7号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 使用者団体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第8号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 教育関係団体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第9号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 各鉄道会社代表取締役社長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第10号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25

基発0914第11号

H29.8.29 平成29年度改定最低賃金額の周知・広報等について

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史朗

H29.8.25 日本郵政株式会社

基発0829第7号

H29.8.29 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

濱田 奈緒

H29.8.24

基発0830第1号

H29.8.30 訴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

吉田 令

H29.8.28 山口地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第10号

H29.8.31 物品管理換承認申請書について（ガスクロマトグラフ）

労働基準局 労災管理課

荷田 将馬

H29.8.30 大臣官房会計課長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第14号

H29.8.31

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

有村 舞子

H29.8.21 参集者

労働基準局長

労働基準局 監督課 監督係

大園 淳司

H29.8.30

相原 由望

H29.8.29 大臣官房国際課長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.8.21 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0831第15号

平成29年度 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（９月８日開催）

H29.9.7 建設業における労働基準法等違反事業場について（通報）

一般社団法人日本民間放送連
厚生労働省労働基準局長
盟ほか

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

国土交通省土地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第1号

マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム向け労働安全
H29.8.31 衛生管理短期派遣専門家（日本における安全衛生法制及び優良 労働基準局 安全衛生部 計画課
事例（建設業及び中小企業分野））の推薦について（回答）

基発0831第3号

H29.8.30

基発0831第5号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

広島法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第4号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第6号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

平成29年度東北管区警察学校における委託研修候補者の推薦
について

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0831第7号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

大津地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第8号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0831第9号

H29.8.31 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.8.7

岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

遠藤 貴志

H29.8.17 官署支出官大臣官房会計課長 労働基準局長

基発0901第1号

平成29年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
H29.9.1 中小企業団体助成金 全国団体・都道府県団体）交付決定につい 労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
て

基発0904第1号

H29.9.4

中央労働委員会の労働者を代表する委員の候補者の推薦を求め
労働基準局 労働関係法課 法規第一係
る官報公告について（伺い）

三石 智世

H29.9.1

大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0922第1号

H29.9.4

中央労働委員会の労働者を代表する委員の候補者の推薦を求め
労働基準局 労働関係法課 法規第一係
る官報公告について（伺い）

三石 智世

H29.9.1

中央労働委員会事務局長

労働基準局長

基発0905第1号

H29.9.4

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
労働基準局 安全衛生部 安全課
答）

大内 崇徳

H29.8.24

一般社団法人日本産業車両協
厚生労働省労働基準局長
会会長

基発0905第2号

H29.9.4

無人搬送車システムJIS原案作成委員会委員の委嘱について（回
労働基準局 安全衛生部 安全課
答）

大内 崇徳

H29.8.24

一般社団法人日本産業車両協
厚生労働省労働基準局長
会会長

基発0906第1号

H29.9.5 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

基発0907第2号

H29.9.7 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

基発0907第3号

H29.9.7 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

基発0907第4号

H29.9.7 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

基発0908第2号

H29.9.7

外国型式検定機関登録審査（実地）の実施に係る職員等の派遣
について

労働基準局 安全衛生部 安全課

基発0911第1号

H29.9.11

衛生管理士に係る資格認定申請及び選任に係る協議について
（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

H29.9.7

基発0911第2号

H29.9.11 岐阜局への聴取について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.8.25 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発0911第3号

H29.9.11 大分局への聴取について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.8.25 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発0911第5号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

横浜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第4号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

さいたま地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第6号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

岐阜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第7号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

京都地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第8号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

広島法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第9号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

佐賀地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第10号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

札幌法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第11号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

静岡地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第12号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

大阪法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第13号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第14号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

奈良地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第15号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

福岡法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第16号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

高松法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0911第17号

H29.9.11 指定代理人の指定等について

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.9.4

大津地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0913第3号

平成29年度過労死等防止啓発月間における過労死等防止対策
H29.8.28 推進シンポジウム等及び過重労働解消キャンペーンの実施につ
いて

労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係

川鍋 修康

H29.8.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0913第4号

H29.9.13

川鍋 修康

H29.9.5

厚生労働省労働基準局長

基発0913第7号
基発0913第8号

労働基準局 労災管理課 管理係

西田 英里佳

労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係
労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係
労働基準局 安全衛生部 計画課 機構・団体管
堀田 早紀子
理室 団体監理係

平成29年度過重労働解消キャンペーンにおける使用者団体等へ
労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係
の過重労働解消に向けた取組の要請について
東京安全衛生教育センター及び安全衛生総合会館の施設の拡充
H29.9.13
労働基準局 安全衛生部 計画課 管理係
及び補修に係る承認について
東京安全衛生教育センター及び安全衛生総合会館の施設の拡充
H29.9.13
労働基準局 安全衛生部 計画課 管理係
及び補修に係る承認について

田上 博教

H29.8.31 石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.9.6

千代田区長

労働基準局長

H29.9.6

世田谷区長

労働基準局長

H29.9.6

横浜市鶴見区長

労働基準局長

H29.8.14 大臣官房国際課長

労働基準局長

中央労働災害防止協会 会長 労働基準局長

都道府県労働局長

宗信 峻

H29.8.28 中央労働災害防止協会会長

労働基準局長

宗信 峻

H29.8.28 中央労働災害防止協会会長

労働基準局長

基発0913第9号

H29.9.13 争訟事件の処理について（回答）

労働基準局 監督課 監察係

廣野 友作

H29.9.13 東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0914第12号

H29.7.24 債権発生通知

労働基準局 労働条件政策課 労働条件確保改
善対策室 労働条件改善係

安武 寿和

H29.6.13 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0914第13号

H29.9.14 退職手当支給発令の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.9.14 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0914第14号

H29.7.24

平成28年度労働法教育に関する調査研究等事業の委託費の額
の確定について

労働基準局 労働条件政策課 労働条件確保改
善対策室 労働条件改善係

安武 寿和

H29.6.13 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0919第1号

H29.9.19

「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
労働基準局 総務課 総務係
則」の一部改正について

佐々木 洋平

H29.9.15 都道府県労働局長

大臣官房地方課長、労働基準
局長

基発0919第26号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第27号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第28号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第29号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第30号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第31号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第32号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第33号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第34号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第35号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0919第36号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第37号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第38号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第39号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第40号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第41号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第42号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第43号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第44号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第45号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第46号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第47号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第48号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第49号

H29.9.15

第７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
及び第６回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

労働基準局 労働条件政策課 法規係

福永 周平

H29.9.13 協議会委員

労働基準局長

基発0919第50号

H29.9.14

上海市内で死亡した労働者の死亡時の状況等について（調査依
頼）

労働基準局 補償課 業務係

井上 志織

H29.9.7

外務省領事局長

厚生労働省労働基準局長

基発0919第52号

H29.9.19 検査業務専門１研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.9.14

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4号

H29.9.19 柔軟な働き方に関する検討会の設置等について（お伺い）

労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.9.14 参集者

基発0920第5号

H29.9.19 柔軟な働き方に関する検討会の設置等について（お伺い）

労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.9.14 所属長

基発0920第7号

H29.9.20 住民票及び除票の写しの交付申請について

労働基準局 総務課 総務第二係

田山 純一

H29.9.20 福岡市南区長

労働基準局長

基発0920第8号

H29.9.20

「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（内
労働基準局 総務課 秘書人事係
申）

丸山 彰憲

H29.9.20 厚生労働大臣

労働基準局長

基発0921第1号

H29.9.21 雇用環境・均等部（室）課室長補佐研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.9.20

基発0922第2号

H29.9.21 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

米村 慎二

H29.9.21 中原区長

厚生労働省労働基準局長

基発0922第3号

H29.9.22

労働基準局 労働条件政策課 企画係

山口 昌平

H29.9.21 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0922第4号

H29.9.22 重要物品（冷凍庫）の不用決定承認申請について

労働基準局 労災管理課

荷田 将馬

H29.9.19 大臣官房会計課長

厚生労働省労働基準局長

基発0922第6号

H29.9.22

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.9.20

官署支出官厚生労働省労働基 歳入徴収官厚生労働省労働基
準局長
準局長

基発0922第7号

H29.9.22

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
への繰入について

北見 恵慈

H29.9.20

官署支出官厚生労働省職業安 歳入徴収官厚生労働省労働基
定局長
準局長

基発0922第8号

H29.9.22

「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
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
く労働保険特別会計徴収勘定への繰入について

北見 恵慈

H29.9.20

官署支出官環境省大臣官房会 歳入徴収官厚生労働省労働基
計課長
準局長

基発0925第2号

H29.9.11 職員の表彰について（内申）

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.9.11 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0925第1号

H29.9.11 職員の表彰について（内申）

労働基準局 総務課 秘書人事係

小林 勇気

H29.9.11 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0926第1号

H29.9.26 数次往復用公用旅券の発給依頼について

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

深見 裕美

H29.9.15 厚生労働省大臣官房国際課長 厚生労働省労働基準局長

基発0926第2号

H29.9.26

労働基準局 総務課 過労死等防止係

米谷 未希

H29.9.25

基発0926第3号

H29.9.26 平成29年10月１日付け等職員の昇格について（内申）

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.9.26 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0928第3号

H29.9.28

平成29年度 第３回ばく露評価小検討会の開催について（10/12
開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

平川 秀樹

H29.9.15 検討会委員

労働基準局長

基発0928第4号

H29.9.28

平成29年度 第３回ばく露評価小検討会の開催について（10/12
開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

平川 秀樹

H29.9.15 追加参集者

労働基準局長

基発0928第5号

H29.9.28

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 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.9.27 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0928第6号

H29.9.28 第３回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

濱田 奈緒

H29.9.26

基発0929第3号

H29.9.28

遠藤 貴志

H29.9.25 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0929第4号

長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行
H29.9.26 われた事業場等及び若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対す 労働基準局 監督課 過重労働特別監督第一係 大石 奈津生
る取組の強化について

H29.9.25 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長ほか

基発0929第5号

H29.9.28 建設業における労働基準法等違反事業場について（通報）

H29.9.25

基発0929第6号

H29.9.29 特別司法警察員の職務に関する文書における旧姓使用について 労働基準局 監督課 監督係

基発0929第7号

H29.9.29

働き方改革に関する中小企業・小規模事業者に対する周知につ
いて（伺い）

医療施設調査及び病院報告に係る調査票情報の提供について
（申出）

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）
労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係
交付要領の一部改正について

労働基準局 監督課 監督係

特別司法警察員の職務に関する文書における旧姓使用について
労働基準局 監督課 監督係
（参考送付）

大園 淳司
本田 真由美
大園 淳司

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局
長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局
長

厚生労働省労働基準局長

政策統括官（統計・情報政策担
労働基準局長
当）

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

国土交通省土地・建設産業局
長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

H29.9.28 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.9.28 法務省刑事局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0928第1号
基発0928第2号

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
H29.9.20 する省令第25条の３の４第１項に基づく指定保存交付機関の更新 労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第一係
について
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
H29.9.20 する省令第25条の３の４第１項に基づく指定保存交付機関の更新 労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第一係
について

早川 慎

H29.9.13 都道府県労働局長

労働基準局長

早川 慎

H29.9.13 関係団体の長

労働基準局長

労働基準局施行簿

文書番号
基発1227第2号

決裁日

件名

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

起案担当課・係

起案者

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

起案日

施行先

H29.10.6 長野労働局長

施行者
厚生労働省労働基準局長

基発1226第5号

H29.12.26 退職手当支給発令の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.12.25 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1226第4号

H29.12.26 現給保証額の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.12.25 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1226第9号

H29.12.25 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭揮

H29.12.25

基発1227第3号

H29.12.27 安衛法ＧＬＰ査察及びＯＥＣＤ－ＧＬＰ現地調査の実施について

上月 眞史

H29.12.25 査察専門家

厚生労働省労働基準局長

基発1227第4号

H29.12.27 安衛法ＧＬＰ査察及びＯＥＣＤ－ＧＬＰ現地調査の実施について

上月 眞史

H29.12.25 査察専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発1227第5号

H29.12.27 安衛法ＧＬＰ査察及びＯＥＣＤ－ＧＬＰ現地調査の実施について

上月 眞史

H29.12.25 査察専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発1227第6号

H29.12.27 安衛法ＧＬＰ査察及びＯＥＣＤ－ＧＬＰ現地調査の実施について

上月 眞史

H29.12.25 申請者

厚生労働省労働基準局長

基発1226第6号

H29.12.25 物品不用決定承認申請書の提出について

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

厚美 和紀

H29.12.22 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1225第1号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 日本経済団体連合会専務理事 労働基準局長

基発1225第2号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 日本商工会議所会頭

基発1225第3号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 全国中小企業団体中央会会長 労働基準局長

基発1225第4号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 全国商工会連合会会長

基発1225第5号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22

基発1225第6号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

基発1225第7号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

基発1225第8号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

基発1225第9号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 全国ビルメンテナンス協会会長 労働基準局長

基発1225第10号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 全日本トラック協会会長

基発1225第11号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22

基発1225第12号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

基発1225第13号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

基発1225第14号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 全国建設業協会会長

労働基準局長

基発1225第15号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22 日本歯科医師会会長

労働基準局長

基発1225第16号

H29.12.22

労働基準局 賃金課 政策係

鈴木 伸太郎

H29.12.22

基発1226第1号

H29.12.25 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

廣田 圭揮

H29.12.22 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1226第3号

H29.12.26

濱田 奈緒

H29.12.21 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1221第1号

H29.12.20 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭揮

H29.12.20

基発1225第17号

H29.12.25 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.12.20 和歌山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1227第1号

H29.12.22

有村 舞子

H29.12.20 都道府県労働局長

労働基準局長

基発1225第18号

H29.12.25 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.12.20 埼玉労働局長

労働基準局長

基発1221第5号

H29.12.21

労働基準局 監督課 企画・法規係

海鋒 遼

H29.12.20 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

基発1220第3号

H29.12.20 労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会の任命について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H29.12.19 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1221第3号

H29.12.21 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

風間 武志

H29.12.19

基発1220第1号

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.12.19 兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.12.19 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1226第7号

H29.12.19 労働基準監督官証票の交付について
大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第４５２号損害賠償請求事件（大
H29.12.19 阪屋内訴訟３次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出につい
て（依頼）
H29.12.26 労働政策審議会労働条件分科会臨時委員の任免について

労働基準局 労働条件政策課 企画係

山口 昌平

H29.12.19 大臣官房人事課長

厚生労働省労働基準局長

基発1220第2号

H29.12.20 中央最低賃金審議会委員の任命について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H29.12.19 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1219第3号

H29.12.19 第２回労働基準監督官（上級）研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.12.18

基発1218第2号

H29.12.18 平成３０年１月１日付け昇給について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.12.15 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1226第2号

H29.12.25 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.12.15 岐阜労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1218第1号

濱田 奈緒

H29.12.15 大臣官房人事課長

労働基準局長

今井 晶

H29.12.15 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1214第1号

H29.12.18 平成30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 給与・職員係
さいたま地方裁判所平成２９年（ワ）第１１４１号損害賠償請求事件
H29.12.18 （さいたま屋内訴訟２次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出 労働基準局 総務課 予算係
について（依頼）
H29.12.14 歳入金の口座更正について
労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.12.14 長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1219第2号

H29.12.19 平成29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

黒柳 遥

H29.12.13 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1212第8号

H29.12.11

労働基準局 労働条件政策課 設定改善係

鈴木 信幸

H29.12.11 外務省欧州局長

厚生労働省労働基準局長

基発1215第2号

H29.12.14 中央じん肺診査医の京都局への派遣について（12/21）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.12.11 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1219第1号

H29.12.19 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 計画課

相原 由望

H29.12.11 外務省国際協力局長

厚生労働省労働基準局長

基発1213第1号

H29.12.12 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

廣田 圭揮

H29.12.8 大臣官房人事課長

労働基準局長

今井 晶

H29.12.7 大臣官房会計課長

労働基準局長

今井 晶

H29.12.7 大臣官房会計課長

労働基準局長

今井 晶

H29.12.7 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1219第4号

基発1218第3号

基発1208第5号
基発1208第6号
基発1208第7号

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に
関する関係団体への周知依頼について

労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室

化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化

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
労働基準局 総務課 給与・職員係
て

労働安全衛生規則第95条の６の規定に基づき厚生労働大臣が定
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
める物等の一部を改正する件の適用について

法令データベースの突合結果の認証について（労働基準法施行
規則）

欧州各国における勤務間インターバル制度に関する規制及び実
態について（調査依頼）

広島地方裁判所平成２９年（ワ）第７０３号損害賠償請求事件（広
H29.12.8 島屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算係
ついて（依頼）
広島地方裁判所平成２９年（ワ）第７０３号損害賠償請求事件（広
H29.12.8 島屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算係
ついて（依頼）
広島地方裁判所平成２９年（ワ）第７０３号損害賠償請求事件（広
H29.12.8 島屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算係
ついて（依頼）

大臣官房人事課長

全国生活衛生同業組合中央会
理事長
全国ビルメンテナンス協同組合
H29.12.22
連合会会長
日本フランチャイズチェーン協
H29.12.22
会会長
新日本スーパーマーケット協会
H29.12.22
会長

労働基準局長

労働基準局長

労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長
労働基準局長

労働基準局長

全国ハイヤー・タクシー連合会
労働基準局長
会長
日本アパレル・ファッション産業
H29.12.22
労働基準局長
協会理事長
中小企業家同友会全国協議会
H29.12.22
労働基準局長
会長

日本ボランタリーチェーン協会
会長

大臣官房人事課長

国土交通省土地・建設産業局
長

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

労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発1208第2号

H29.12.7 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.12.6 新潟労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1207第1号

H29.12.7 重要物品（シュレッダー）の不用決定承認申請について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.12.6 大臣官房会計課長

労働基準局長

濱田 奈緒

H29.12.6 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1215第1号

H29.12.14

平成30年度安全衛生技術系職員の大学委託聴講制度等の実施
労働基準局 総務課 給与・職員係
について

基発1206第15号

H29.12.6 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.12.5 長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第14号

H29.12.6 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.12.5 山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働条件政策課

大塚 彩乃

H29.12.4 参集者

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働条件政策課

大塚 彩乃

H29.12.4 参集者の所属長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
学物質評価室

平川 秀樹

H29.12.4 検討会の参集者

労働基準局長

基発1211第1号
基発1211第2号
基発1211第8号

賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会委員に係る就
任について（依頼）
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会委員に係る承
H29.12.11
認について（依頼）
「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」の参集者名簿の変更
H29.12.11
について（連合）
H29.12.11

労働基準局施行簿

基発1208第3号
基発1208第4号
基発1205第1号
基発1204第4号

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適
用除外について
鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適
H29.12.7
用除外について（その89）
労働基準行政システムにおける特定ユーザに係る端末利用状況
H29.12.5
の提供について(回答)

労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室
労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室
労働基準局 労災保険業務課

木島 寛

H29.11.30 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

H29.12.4 平成２８年度労働保険特別会計財務書類について

労働基準局 労災管理課 決算係

小舟 勇紀

H29.11.30 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.11.29

H29.12.7

「佐賀県医療センター好生館 特別企画セミナー」への職員派遣
について

上田 貴一

H29.12.1 申請者

労働基準局長

上田 貴一

H29.12.1 都道府県労働局長

労働基準局長

地方独立行政法人佐賀県医療
厚生労働省労働基準局長
センター好生館理事長

基発1130第1号

H29.11.29

基発1212第2号

H29.12.8

平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受賞者の決定及 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
び顕彰式典の開催について
策室

上田 貴一

H29.11.29 受賞者

労働基準局長

基発1212第3号

H29.12.8

平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受賞者の決定及 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
び顕彰式典の開催について
策室

上田 貴一

H29.11.29 受賞者所属事業場

労働基準局長

基発1212第4号

H29.12.8

上田 貴一

H29.11.29 推薦団体

労働基準局長

上田 貴一

H29.11.29 推薦団体

労働基準局長

上田 貴一

H29.11.29 都道府県労働局長

労働基準局長

上田 貴一

H29.11.29 審査委員会委員長

労働基準局長

基発1212第5号
基発1212第6号

平成29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
平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受賞者の決定に
H29.12.8
ついて
平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受賞者の決定及
H29.12.8
び顕彰式典の開催について

労働基準局
策室
労働基準局
策室
労働基準局
策室
労働基準局
策室

安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対

基発1212第7号

H29.12.8 平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典について

基発1201第4号

H29.12.1 退職手当支給発令の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.11.29 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1204第1号

H29.12.1 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

廣田 圭揮

H29.11.29 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1201第1号

H29.12.1

労働基準局 監督課 監察係

廣野 友作

H29.11.29 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.11.29 大臣官房会計課長

労働基準局長

平川 秀樹

H29.11.28 参集者

労働基準局長

労働基準局 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.11.28 佐賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.11.27 山形市長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H29.11.27

労働基準行政情報システムに係る事務処理手引(電子申請関連
編)の改訂について

基発1130第7号

H29.11.30 重要物品（東電システム）の不用決定承認申請について

基発1130第6号

H29.11.30

基発1204第2号
基発1130第2号
基発1128第2号

平成29年度第３回有害性評価小検討会の開催について（12/14開 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化
催）
学物質評価室

H29.12.4 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
高齢者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）
毎月勤労統計調査及び賃金構造基本統計調査に係る調査票情
H29.11.28
報の提供について（申出）
H29.11.30

政策統括官（統計・情報政策担
厚生労働省労働基準局長
当）

基発1206第1号

H29.11.30 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.11.27 宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1201第3号

H29.11.30 中央じん肺診査医の富山局への派遣について（12/4）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.11.27 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1127第4号

H29.11.27

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.11.27 町田市長

厚生労働省労働基準局長

基発1130第4号

H29.11.30 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.11.27 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1128第1号

H29.11.27 第24回日本行動医学会学術総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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.11.24

基発1129第1号

H29.11.29

木村 慎二

H29.11.24 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1124第1号

H29.11.24 除籍抄本及び刑罰等調書の交付の依頼について

労働基準局 監督課

神子沢 啓司

H29.11.24 東京都港区長

厚生労働省労働基準局長

基発1127第3号

H29.11.24 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 産業保
健支援室 産業保健係

矢吹 陽子

H29.11.22 中央じん肺診査医

厚生労働省労働基準局長

基発1127第2号

H29.11.24 中央じん肺診査医の鹿児島労働局への派遣について（11/28）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.11.20 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1121第8号

福岡地方裁判所小倉支部平成２９年（ワ）第４２９号損害賠償請求
H29.11.21 事件（小倉屋内訴訟2次）他3件の和解に係る賠償償還及払戻金 労働基準局 総務課 予算係
の支出について（依頼）

今井 晶

H29.11.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1121第9号

福岡地方裁判所小倉支部平成２９年（ワ）第４２９号損害賠償請求
H29.11.21 事件（小倉屋内訴訟2次）他3件の和解に係る賠償償還及払戻金 労働基準局 総務課 予算係
の支出について（依頼）

今井 晶

H29.11.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1121第10号

福岡地方裁判所小倉支部平成２９年（ワ）第４２９号損害賠償請求
H29.11.21 事件（小倉屋内訴訟2次）他3件の和解に係る賠償償還及払戻金 労働基準局 総務課 予算係
の支出について（依頼）

今井 晶

H29.11.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1121第11号

福岡地方裁判所小倉支部平成２９年（ワ）第４２９号損害賠償請求
H29.11.21 事件（小倉屋内訴訟2次）他3件の和解に係る賠償償還及払戻金 労働基準局 総務課 予算係
の支出について（依頼）

今井 晶

H29.11.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1221第2号

H29.11.20

尾家 史朗

H29.11.20 関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1121第3号

H29.11.21 安衛法GLP査察の実施について

上月 眞史

H29.11.17 査察専門家

厚生労働省労働基準局長

基発1121第4号

H29.11.21 安衛法GLP査察の実施について

上月 眞史

H29.11.17 査察専門家

厚生労働省労働基準局長

基発1121第5号

H29.11.21 安衛法GLP査察の実施について

上月 眞史

H29.11.17 査察専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発1121第6号

H29.11.21 安衛法GLP査察の実施について

上月 眞史

H29.11.17 査察専門家の所属長

厚生労働省労働基準局長

基発1121第7号

H29.11.21 安衛法GLP査察の実施について

上月 眞史

H29.11.17 申請者

厚生労働省労働基準局長

基発1121第12号

H29.11.21 第２回労災保険給付専門研修の講師派遣について

濱田 奈緒

H29.11.17

基発1117第2号

H29.11.16 中央労働委員会の労働者を代表する委員の補欠の任命について 労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.11.16 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1127第1号

H29.11.22

吉田 篤史

H29.11.15 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

榎 孝謙

H29.11.15 総務省行政管理局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈緒

H29.11.15

基発1116第4号

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）

労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会臨時委員の任免
労働基準局 労災管理課 調整係
について

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 賃金課 指導係
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室

化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化

労働基準局 総務課 給与・職員係

労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規
労働基準局 監督課
則等の一部を改正する省令の施行について
法令データ突合結果の認証と、e-Govへの掲載について
（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十
H29.11.16
労働基準局 労働条件政策課 法規係
二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関す
る政令）

第24回日本行動医学会学術総
厚生労働省労働基準局長
会大会長

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長

基発1121第1号

H29.11.20 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

有村 舞子

独立行政法人労働政策研究・
研修機構 労働大学校長
一般社団法人東京経営者協会
H29.11.14
専務理事
東京女子医科大学衛生学公衆
H29.11.14 衛生学第二講座教授・講座主
任
H29.11.14 関係事業者団体の長

基発1121第2号

H29.11.20 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

有村 舞子

H29.11.14 都道府県労働局長

基発1116第3号

H29.11.13 第65回日本職業・災害医学会学術大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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.11.13

基発1110第3号

H29.11.10 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

宗近 文紀

H29.11.10 島根労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1110第4号

H29.11.10 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

宗近 文紀

H29.11.10 京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1110第5号

H29.11.10 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

宗近 文紀

H29.11.10 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1110第6号

H29.11.10 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

宗近 文紀

H29.11.10 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1109第1号

H29.11.9 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

岡田 麻美

H29.11.9 大臣官房会計課長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.11.8

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.11.7 大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.11.6 都道府県労働局長

労働基準局長

基発1117第3号

H29.11.17 労働基準監督官専門研修の講師派遣について

基発1116第1号

H29.11.15 労働法制最新動向セミナーへの職員派遣について

基発1116第2号

基発1110第1号

労働基準局 総務課 給与・職員係

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係
東京都医師会・女子医大医師会産業医研修会への職員派遣につ 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
H29.11.15
いて
一係

H29.11.10 企業指導業務（労働時間関係）専門研修の講師派遣について

斎藤 寛孝
斎藤 寛孝

第65回日本職業・災害医学会
学術大会会長

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

基発1107第6号

H29.11.7 退職手当支給発令の内申について

基発1108第2号

H29.11.7

基発1110第2号

H29.11.8 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.11.6 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1108第11号

H29.11.7 労働政策審議会労働条件分科会臨時委員の任免について

労働基準局 労働条件政策課 企画係

山口 昌平

H29.11.6 大臣官房人事課長

厚生労働省労働基準局長

平成29年度労働基準行政関係功労者に係る表彰者の決定につ
いて

労働基準局施行簿

基発1212第1号

H29.11.7 「出向・移籍問題懇談会」における講演依頼について（回答）

労働基準局 総務課 企画法令係

基発1108第7号

H29.11.7

平成29年度 第１回化学物質のリスク評価検討会の開催について
（11月22日開催）
平成29年度 第１回化学物質のリスク評価検討会の開催について
H29.11.7
（11月22日開催）
平成29年度 第１回化学物質のリスク評価検討会の開催について
H29.11.7
（11月22日開催）

労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
学物質評価室
労働基準局 安全衛生部
一係

基発1108第8号
基発1108第9号

化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
化学物質対策課 化
労働衛生課 業務第

公益財団法人 産業雇用安定
厚生労働省労働基準局長
センター 理事長

三浦 玲

H29.11.6

平川 秀樹

H29.11.2 参集者

労働基準局長

平川 秀樹

H29.11.2 参集者

労働基準局長

平川 秀樹

H29.11.2 参集者

労働基準局長

斎藤 寛孝

H29.11.2 滋賀労働局長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

基発1113第1号

H29.11.9 地方じん肺診査医の任命について

基発1102第4号

H29.11.2 判決の言渡しについて（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.11.2 東京法務局長

基発1113第2号

H29.11.13 過誤納金の払い戻しについて

労働基準局 労災保険業務課 一時金業務係

土肥 知美

H29.11.2

基発1113第3号

H29.11.13 過誤納金還付請求書

労働基準局 労災保険業務課 一時金業務係

土肥 知美

H29.11.2 官署支出官 労働基準局長

歳入徴収官 労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.11.2 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.11.2 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.11.2 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.11.2 都道府県労働局長

労働基準局長

基発1108第4号
基発1108第5号
基発1108第6号
基発1106第2号

大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第９７０４号損害賠償請求事件（大
H29.11.6 阪屋内訴訟８次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に
ついて（依頼）
大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第９７０４号損害賠償請求事件（大
H29.11.6 阪屋内訴訟８次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に
ついて（依頼）
大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第９７０４号損害賠償請求事件（大
H29.11.6 阪屋内訴訟８次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に
ついて（依頼）
「外国人技能実習に係る立入検査証交付等要領」の一部改正に
H29.11.2
ついて

独立行政法人福祉医療機構
理事長

歳入徴収官 労働基準局長

基発1102第1号

H29.11.1 平成29年度全衛連運営研究協議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 業務第
一係

斎藤 寛孝

H29.11.1

基発1107第1号

H29.11.6 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.11.1 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1116第5号

H29.11.2 印紙損傷通知について

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

厚美 和紀

H29.11.1 厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

基発1108第10号

H29.11.7

労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対
策室

上田 貴一

H29.11.1 参集委員

労働基準局長

基発1117第1号

H29.11.2

労働基準局 労働関係法課 法規第一係

三石 智世

H29.10.31 山梨県知事、石川県知事

労働基準局長

基発1107第2号

H29.11.7

東 好宣

H29.10.31 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

H29.11.7

東 好宣

H29.10.31

基発1107第4号

H29.11.7

基発1107第5号

H29.11.7

基発1106第1号

H29.11.2

基発1101第2号

H29.11.1 除籍抄本及び刑罰等調書の交付について

基発1101第3号
基発1030第3号

平成29年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰審査委員会の開催
について
労政行政関係功労者厚生労働大臣表彰 被表彰者の決定につい
て
建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーンの実施
について
建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーンの実施
について（要請）
建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーンの実施
について（要請）
墜落・転落災害防止対策強化キャンペーンの実施について（要
請）
佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐
賀屋内訴訟１次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に
ついて（依頼）

労働基準局
策室
労働基準局
策室
労働基準局
策室
労働基準局
策室

安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対
安全衛生部 安全課 建設安全対

東 好宣

公益社団法人全国労働衛生団
厚生労働省労働基準局長
体連合会会長

一般社団法人日本建設業連合
厚生労働省労働基準局長
会会長
全国建設労働組合総連合書記
H29.10.31
厚生労働省労働基準局長
長

東 好宣

H29.10.31 建設業労働災害防止協会会長 厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H29.10.31 大臣官房会計課長

労働基準局長

労働基準局 労災管理課 総務係

宇山 俊貴

H29.10.30 尼崎市長

厚生労働省労働基準局長

木島 寛

H29.10.30 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈緒

H29.10.30 大臣官房人事課長

労働基準局長

濱田 奈緒

H29.10.27

鍋田 英生

H29.10.27 都道府県労働局長

労働基準局長

相原 由望

H29.10.26 外務省アジア太平州局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準行政システムにおける特定ユーザに係る端末利用状況
労働基準局 労災保険業務課
の提供について(回答)
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
H29.10.30
労働基準局 総務課 給与・職員係
任給決定について
H29.11.1

H29.10.30 第４回労働行政職員（基礎）研修の講師派遣について

基発1030第1号

電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放
H29.10.30 づき厚生労働大臣が定める事象の一部を改正する告示の施行に
射線労働者健康対策室 企画係
ついて

基発1030第5号

H29.10.30

基発1026第4号

H29.10.26 平成29年10月30日付け職員の昇格について（内申）

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.10.26 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1026第5号

H29.10.26 在外公館に対する便宜供与方依頼について

労働基準局 労働関係法課

飯田 明子

H29.10.26 外務省欧州局長

労働基準局長

基発1027第1号

H29.10.26

江口 祥彦

H29.10.26 常陸太田市長

労働基準局長

基発1027第52号

H29.10.26 「技能実習生の労働条件の確保について」の一部改正について

労働基準局 監督課 監察係

小林 夏樹

H29.10.25 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.10.25 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1101第1号

都道府県労働局における外国人の技能実習の適正な実施及び技
H29.10.26 能実習生の保護に関する法律に基づく地域協議会の開催等につ 労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係 川鍋 修康
いて（通達）

H29.10.25 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長 外

基発1027第50号

H29.10.26

労働基準局 監督課 監察係

小林 夏樹

H29.10.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第51号

強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対する地
H29.10.26 方入国管理局及び外国人技能実習機構との合同監督・調査の実 労働基準局 監督課 監察係
施について

小林 夏樹

H29.10.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第49号

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
H29.10.26 法律の施行に伴う同法に基づく労働基準監督官の職権等につい 労働基準局 監督課 監察係
て

小林 夏樹

H29.10.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1024第5号

H29.10.24 判決の言渡しについて（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企画調整係

横溝 哲郎

H29.10.24 横浜地方法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発1026第6号

H29.10.26 労働政策審議会安全衛生分科会臨時委員の任免について

労働基準局 安全衛生部 計画課

原 翔平

H29.10.24 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1027第53号

H29.10.26

中央じん肺診査医の埼玉労働局への聴取への派遣について
（11/10）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.10.24 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1031第1号

H29.10.30 岡山県の事業所視察と岡山労災病院の視察について（11/7）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.10.24 中央じん肺診査医

労働基準局長

基発1030第2号

H29.10.27

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 労働基準局 労災保険業務課 情報システム運
飯田 敦之
械処理事務手引の一部改訂について
用係

H29.10.24 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1026第7号

H29.10.26 第１回労働基準監督官（上級）研修の講師派遣について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.10.20

基発1024第1号

H29.10.24 改製原抄本の交付の依頼について

労働基準局 監督課

神子沢 啓司

H29.10.20 東京都江戸川区長

厚生労働省労働基準局長

基発1024第2号

H29.10.24 戸籍抄本及び改製原抄本の交付の依頼について

労働基準局 監督課

神子沢 啓司

H29.10.20 東京都杉並区長

厚生労働省労働基準局長

基発1026第1号

H29.10.26 平成28年度特別会計財務書類の提出について

労働基準局 労災管理課 決算係

小舟 勇紀

H29.10.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1023第3号

H29.10.23

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.10.20 一般財団法人女性労働協会

厚生労働省労働基準局長

基発1120第1号

H29.11.2

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙織

H29.10.19 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1023第2号

H29.10.23

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.10.19 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1023第1号

H29.10.20

労働基準局 賃金課 賃金・退職金制度係

遠藤 貴志

H29.10.19 都道府県労働局長

労働基準局長

基発1106第3号

H29.10.18

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

有村 舞子

H29.10.16 参集者

労働基準局長

基発1018第5号

H29.10.17 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

廣田 圭揮

H29.10.16 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1026第3号

H29.10.18

有村 舞子

H29.10.16 参集者

労働基準局長

吉田 篤史

H29.10.16 公述人

厚生労働省労働基準局長

斎藤 寛孝

H29.10.13

基発1102第3号

基発1017第5号
基発1018第4号
基発1018第3号

労働基準局 総務課 給与・職員係

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

基発1030第4号

「第５回日中安全衛生シンポジウム」に係る招へい者への査証発
労働基準局 安全衛生部 計画課
給について（依頼）

中央労働委員会労働者委員の補欠の委員の被推薦者の欠格事
労働基準局 労働関係法課 法規第一係
項に関する調査について（照会）

H29.11.2 中央じん肺診査医の鳥取局への派遣について（11/6）

技能実習生の法定労働条件の履行確保のための外国人技能実
習機構との相互通報制度について

平成29年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の
無償貸付承認について（一般財団法人女性労働協会）
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
第118回検察事務官高等科研修への聴講生の推薦について（人
事課経由法務総合研究所長あて）
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
平成29年度 第３回化学物質による労働者の健康障害防止措置
に係る検討会の開催について（11月13日開催）

平成29年度 第２回化学物質による労働者の健康障害防止措置
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
に係る検討会の開催について（11月２日開催）
労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する公聴会の
H29.10.17
労働基準局 監督課
開催及び公述依頼について
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
H29.10.13 第25回日本産業ストレス学会への職員派遣について
一係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
H29.10.13 第65回日本職業・災害医学会学術大会への職員派遣について
一係

斎藤 寛孝

独立行政法人労働政策研究・
研修機構 労働大学校長

第25回日本産業ストレス学会
大会長
第65回日本職業・災害医学会
H29.10.13
学術大会会長

基発1017第10号

H29.10.17 平成２９年度労働保険適用促進強化期間の取組について

労働基準局 労働保険徴収課 適用係

高田 正樹

H29.10.13 都道府県労働局長

基発1017第11号

H29.10.17 平成２９年度労働保険適用促進強化期間の実施について（要請） 労働基準局 労働保険徴収課 適用係

高田 正樹

H29.10.13

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

全国社会保険労務士会連合会
厚生労働省労働基準局長
会長

労働基準局施行簿

基発1017第12号
基発1017第1号
基発1017第2号
基発1017第3号

H29.10.17 平成２９年度労働保険適用促進強化期間の実施について（要請） 労働基準局 労働保険徴収課 適用係
札幌地方裁判所平成２８年（ワ）第２５３６号損害賠償請求事件（札
H29.10.17 幌屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算係
ついて（依頼）
札幌地方裁判所平成２８年（ワ）第２５３６号損害賠償請求事件（札
H29.10.17 幌屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算係
ついて（依頼）
札幌地方裁判所平成２８年（ワ）第２５３６号損害賠償請求事件（札
H29.10.17 幌屋内訴訟１次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出に 労働基準局 総務課 予算案
ついて（依頼）

一般社団法人全国労働保険事
厚生労働省労働基準局長
務組合連合会会長

高田 正樹

H29.10.13

今井 晶

H29.10.13 大臣官房会計課長

労働基準局長

今井 晶

H29.10.13 大臣官房会計課長

労働基準局長

今井 晶

H29.10.13 大臣官房会計課長

労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

基発1016第6号

H29.10.16 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.10.13 北海道労働局長

基発1016第3号

H29.10.16 第３回労働行政職員（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

濱田 奈緒

H29.10.12

基発1013第2号

H29.10.13 第２回労働行政職員（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

濱田 奈緒

基発1016第2号

H29.10.16 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

濱田 奈緒

基発1013第1号

H29.10.13 ご講演のお願い（回答）

労働基準局 総務課 過労死等防止係

米谷 未希

基発1016第4号

H29.10.16 治療と仕事の両立支援に関する講演会への職員派遣について

基発1016第5号

H29.10.16 治療と仕事の両立支援に関する講演会への職員派遣について

基発1016第1号

H29.10.16 安全衛生専門研修の講師派遣について

基発1011第1号

H29.10.11 過労死等防止対策推進協議会委員の任命について

基発1227第2号

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校
独立行政法人労働政策研究・
H29.10.12
研修機構労働大学校
独立行政法人労働政策研究・
H29.10.12
研修機構 労働大学校長
日本労働組合総連合会（連合）
H29.10.11
総合労働局長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
労働基準局長

斎藤 寛孝

H29.10.11 聖マリアンナ医科大学学長

厚生労働省労働基準局長

斎藤 寛孝

H29.10.11 聖マリアンナ医科大学学長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.10.11

労働基準局 総務課 過労死等防止係

田村 愛

H29.10.10 大臣官房人事課長

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 長野労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第2号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第3号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 富山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第4号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第5号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第6号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 三重労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第7号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 和歌山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第8号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第9号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 島根労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第10号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第11号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第12号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1206第13号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第2号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第3号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 青森労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第4号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 岩手労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第5号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第6号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 秋田労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第7号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 山形労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第8号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 福島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第9号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 茨城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第10号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第11号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 群馬労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第12号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 埼玉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第13号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 千葉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第14号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第15号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 神奈川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第16号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 新潟労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第17号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 富山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第18号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第19号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 福井労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第20号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 山梨労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第21号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 長野労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第22号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 岐阜労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第23号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第24号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第25号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 三重労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第26号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 滋賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第27号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第28号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第29号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第30号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 奈良労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第31号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 和歌山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第32号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 鳥取労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第33号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 島根労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第34号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第35号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第36号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

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
労働基準局長

労働基準局施行簿

基発1027第37号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 徳島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第38号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第39号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第40号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 高知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第41号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第42号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 佐賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第43号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 長崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第44号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 熊本労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第45号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 大分労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第46号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第47号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 鹿児島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1027第48号

H29.10.6 外国人技能実習に係る立入検査証の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文紀

H29.10.6 沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発1006第6号

H29.10.10 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭揮

H29.10.6 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1018第1号

H29.10.16 移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.10.5 茨城労働局長

労働基準局長

基発1018第2号

H29.10.16 移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係

山地 武志

H29.10.5 都道府県労働局長

労働基準局長

基発1006第1号

大阪地方裁判所平成29年（和）第1393号損害賠償請求事件（大阪
H29.10.6 屋内訴訟10次）の和解に係る賠償償還払戻金の支出について（依 労働基準局 総務課 予算係
頼）

今井 晶

H29.10.5 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発1005第2号

H29.10.5 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

廣田 圭揮

H29.10.5 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発1004第3号

H29.10.4 職員に対する処分の実施について

労働基準局 総務課 人事係

米村 慎二

H29.10.4 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈緒

H29.10.3 兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災管理課 年金福祉第一係

成嶋 建人

H29.10.3

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第
一係

斎藤 寛孝

基発1010第1号
基発1003第2号
基発1002第3号

H29.10.10 第118回検察事務官高等科研修への聴講生の推薦について
労災特別介護援護事業（千葉労災特別介護施設）委託契約書第
40条第2項及び第3項の規定に基づく個人情報が記録された資料
H29.10.3
等を第三者に提供することについての承諾について
「治療と職業生活の両立支援に関する研修会」への職員派遣につ
H29.10.2
いて

一般財団法人労災サポートセ
厚生労働省労働基準局長
ンター会長
佐賀大学医学部付属病院病院
H29.10.2
厚生労働省労働基準局長
長 肺疾患センター長

基発1005第1号

H29.10.5 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 労災管理課 管理係

西田 英里佳

H29.10.2 熊本労働局長

基発1003第3号

H29.10.3 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

濱田 奈緒

H29.10.2

基発1006第5号

H29.10.6 下水道事業受益者負担金減免理由消滅届出書の提出について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸乃

H29.10.2 清瀬市長

厚生労働省労働基準局長

基発1006第4号

H29.10.2 過労死等防止対策推進協議会委員への就任について（依頼）

労働基準局 総務課 過労死等防止係

田村 愛

H29.9.29 委員候補者

厚生労働省労働基準局長

大園 淳司

H29.9.28 法務省刑事局長

厚生労働省労働基準局長

有村 舞子

H29.9.28 参集者

労働基準局長

山地 武志

H29.9.26

矢吹 陽子

H29.9.14 中央じん肺診査医

矢吹 陽子

H29.9.14

基発0929第7号
基発1016第7号
基発1002第1号
基発1003第1号
基発1006第3号
基発1006第2号
基発1001第1号
基発1004第1号
基発1004第2号

特別司法警察員の職務に関する文書における旧姓使用について
労働基準局 監督課 監督係
（参考送付）
平成29年度 第１回化学物質による労働者の健康障害防止措置
H29.10.16
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
に係る検討会の開催について（10月20日開催）
登録性能検査機関からの行政処分取消の訴えに対する準備書面
H29.9.28
労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係
作成に係る調査回報書について
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
H29.9.22 中央じん肺診査医会の開催について
健支援室 産業保健係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
H29.10.5 産業医学ジャーナル編集委員会の委員委嘱について
健支援室 産業保健係
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保
H29.9.20 産業医学調査研究委員会の委員委嘱について
健支援室 産業保健係
H29.9.29

H29.9.5 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 労災管理課 管理係

平成28年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学
労働基準局 安全衛生部 計画課
特別研究事業）の交付額の確定について
平成28年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学
H29.9.29
労働基準局 安全衛生部 計画課
特別研究事業）の交付額の確定について
H29.9.29

矢吹 陽子

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

法務省訟務局長及び東京法務
厚生労働省労働基準局長
局長

公益財団法人 産業医学振興
財団 理事長
公益財団法人 産業医学振興
H29.9.14
財団理事長

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長

西田 英里佳

H29.8.31 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

吉田 令

H29.7.21 大臣官房会計課長

労働基準局長

吉田 令

H29.7.21

.大臣官房会計課長

労働基準局長

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

基発0330第20号

H30.3.30 物品管理官の交替に伴う検査院の任命について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局労働保
険徴収課長

労働基準局長

基発0330第21号

H30.3.30 資金前渡官吏及び物品管理官の定期検査について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局総務課
長補佐（書記）

労働基準局長

基発0330第22号

H30.3.30 資金前渡官吏及び物品管理官の定期検査について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局労災管
理課長

労働基準局長

基発0330第23号

H30.3.30 資金前渡官吏及び物品管理官の定期検査について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局労働保
険徴収課長

労働基準局長

基発0330第24号

H30.3.30 資金前渡官吏及び物品管理官の定期検査について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局労災保
険業務課長

労働基準局長

基発0330第25号

H30.3.30 資金前渡官吏及び物品管理官の定期検査について

労働基準局 総務課 庶務経理係

石上 諒

H30.3.30

労働基準局労働保
険徴収業務室長

労働基準局長

基発0330第18号

H30.3.30 「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 補償課 医事係

吉田 恭
平

H30.3.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第19号

H30.3.30 「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 補償課 医事係

吉田 恭
平

H30.3.30 日本医師会長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第15号

H30.3.30 労災診療費算定基準の一部改定について

労働基準局 補償課 医事係

吉田 恭
平

H30.3.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第16号

H30.3.30 労災診療費算定基準の一部改定について

労働基準局 補償課 医事係

吉田 恭
平

H30.3.30

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0330第17号

H30.3.30 労災診療費算定基準の一部改定について

労働基準局 補償課 医事係

吉田 恭
平

独立行政法人労働
H30.3.30 者健康安全機構理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第11号

H30.3.30 歳入歳出外現金及び収入金の出納検査（定期）について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.29 検査員

労働基準局長

基発0330第12号

H30.3.30 歳入歳出外現金及び収入金の出納検査（定期）について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.29 検査員

労働基準局長

基発0330第10号

H30.3.30

労働基準局 労働関係法課 企画係

初鹿 知
香

H30.3.29 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0330第13号

H30.3.30 労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会の委員の任免について

労働基準局 賃金課

松原 裕
志

H30.3.29 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0331第1号

「「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
労働基準局 労働関係法課 労働契約
H30.3.29 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
森 健太
係
いて（伺い）

基発0330第6号

H30.3.29 労災特別介護施設で使用している重要物品の不用決定承認申請について 労働基準局 労災管理課 調度係

尾崎 賢
友

H30.3.28 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0329第31号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第32号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第33号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第34号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第35号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第36号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第37号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第38号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第39号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第40号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第41号

H30.3.29

平成３０年度労働保険特別会計労災勘定の所管に属する物品の無償貸付
労働基準局 労災管理課 調度係
承認について

森田 幸
乃

H30.3.28 無償貸付申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0329第28号

H30.3.29 法令データ突合結果の認証について（労働者災害補償保険法施行規則）

天野 晟

H30.3.28

総務省行政管理局
長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第14号

H30.3.30

濱田 奈
緒

H30.3.28

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0328第13号

H30.3.28 労働政策審議会労働条件分科会臨時委員の任免について

山口 昌
平

H30.3.28 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0328第36号

H30.3.28

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第１３９３号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１０次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.3.28 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0328第37号

H30.3.28

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第１３９３号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１０次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.3.28 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0330第8号

H30.3.28 高校生・大学生等アルバイトの労働条件の確保について（協力依頼）

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の任免につ
いて

労働基準局 労災管理課

平成30年度関東及び東北管区警察学校における委託研修候補者の推薦に
労働基準局 総務課 給与・職員係
ついて

労働基準局 労働条件政策課 企画係

労働基準局 労働条件政策課 労働条 安武 寿
件確保改善対策室 労働条件改善係 和

H30.3.28

H30.3.27

各都道府県労働局
長

労働基準局長ほか

事業主団体、業界団
労働基準局長
体、学習塾団体の長

労働基準局施行簿

法令データ突合結果の認証について（労働保険の保険料の徴収等に関する
労働基準局 労災管理課
法律施行規則）

天野 晟

H30.3.27

総務省行政管理局
長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 安全課

大内 崇
徳

H30.3.27 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

電気機械器具防爆構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合
H30.3.27 するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等につ
いて

労働基準局 安全衛生部 安全課

大内 崇
徳

H30.3.27

登録型式検定機関
の長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第3号

電気機械器具防爆構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合
H30.3.27 するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等につ
いて

労働基準局 安全衛生部 安全課

大内 崇
徳

H30.3.27 関係団体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0330第2号

H30.3.29 電子申請集中処理専門員の配置等について

労働基準局 労働保険徴収課 企画係

早坂 圭
一朗

H30.3.27 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0329第29号

H30.3.28 過労死等防止対策推進協議会委員への就任依頼について

労働基準局 総務課 過労死等防止係 田村 愛

H30.3.27 委員候補者

厚生労働省労働基準局長

基発0328第14号

H30.3.28 退職手当支給発令の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈
緒

H30.3.27 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0326第11号

H30.3.26 外国人技能実習に係る立入検査の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文
紀

H30.3.26 石川労働局長

厚生労働省労働基準局長

地発0329第1号
基発0329第1号
雇均発0329第1号

H30.3.27

佐々木
洋平

H30.3.26 都道府県労働局長

地方課長、労働基準局長、雇
用環境・均等局長

基発0330第5号

H30.3.29 受動喫煙防止対策指導員設置要領の制定について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.26 都道府県労働局長

厚生労働大臣

基発0330第1号

H30.3.29 計画届審査員設置要領の制定について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第一係

早川 慎

H30.3.26 都道府県労働局長

労働基準局長、地方課長

基発0327第4号

H30.3.27

国有財産（安全衛生総合会館・自動販売機）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.26 使用許可申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0402第21号

H30.3.27

国有財産（安全衛生総合会館・自動販売機）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.26 使用許可申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0326第6号

H30.3.26 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

宗近 文
紀

H30.3.26 岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第7号

H30.3.26 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

宗近 文
紀

H30.3.26 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第8号

H30.3.26 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

宗近 文
紀

H30.3.26 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第9号

H30.3.26 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

宗近 文
紀

H30.3.26 山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第4号

H30.3.26 外国人技能実習に係る立入検査の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文
紀

H30.3.26 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0326第5号

H30.3.26 外国人技能実習に係る立入検査の交付について

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文
紀

H30.3.26 山口労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第5号

H30.3.27

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会静岡支部及び沖縄支部に対
する厚生労働大臣感謝状の授与について

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光
弘

一般社団法人全国
H30.3.26 労働保険事務組合
連合会会長

労働基準局長

基発0330第9号

H30.3.30

平成30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

濱田 奈
緒

H30.3.23 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働保険特別会計
徴収勘定収入官吏
H30.3.23
労働基準局労働保
険徴収課長補佐

労働基準局長

基発0329第27号

H30.3.29

基発0328第1号

電気機械器具防爆構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合
H30.3.27 するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等につ
いて

基発0328第2号

「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
労働基準局 総務課 総務係
改正について

基発0326第10号

H30.3.26 定時検査の実施について

北見 恵
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
慈

基発0327第7号

H30.3.26 労働保険事務組合報奨金（電子化分）交付要領の一部改正について

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光
弘

H30.3.23 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0326第2号

H30.3.23 転写書類の利用後の処置について

労働基準局 総務課 過労死等防止係

米谷 未
希

H30.3.23

政策統括官（統計・
情報政策担当）

労働基準局長

基発0328第4号

H30.3.27 労働保険事務組合事務処理手引の一部改正について

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光
弘

H30.3.23 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0327第11号

H30.3.27 労災法務専門員の設置についての一部改正について

労働基準局 労災管理課 総務係

新井 紀
子

H30.3.22 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第10号

H30.3.27 労災精神障害専門調査員に係る執務準則の一部改正について

労働基準局 労災管理課 総務係

新井 紀
子

H30.3.22 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第9号

H30.3.27 労災保険調査員に係る設置要領の一部改正について

労働基準局 労災管理課 総務係

新井 紀
子

H30.3.22 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第1号

H30.3.23 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 労災管理課 管理係

西田 英
里佳

H30.3.22 滋賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0322第3号

労災特別介護援護事業（大阪労災特別介護施設）委託契約書第40条第2項
労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
H30.3.20 及び第3項の規定に基づく個人情報が記録された資料等を第三者に提供す
一係
人
ることについての協議について（回答）

一般財団法人労災
H30.3.20 サポートセンター会
長

厚生労働省労働基準局長

基発0323第1号

H30.3.23

山口地方裁判所平成２９年（ワ）第１０９号損害賠償請求事件（山口屋内訴
訟１次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.3.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0320第14号

H30.3.20

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
労働基準局 総務課 給与・職員係
ついて

濱田 奈
緒

H30.3.20 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0320第15号

H30.3.20

普通財産の処分依頼について（（独）勤労者退職金共済機構旧松戸職員宿
労働基準局 労災管理課 調度係
舎）

森田 幸
乃

H30.3.20

基発0327第2号

H30.3.26 産業医学調査研究委員会の委員委嘱について

労働基準局 総務課 予算係

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 矢吹 陽
産業保健支援室 産業保健係
子

財務省関東財務局
千葉財務事務所長

厚生労働省労働基準局長

公益財団法人 産業
H30.3.19 医学振興財団理事 厚生労働省労働基準局長
長

労働基準局施行簿

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
近藤 龍
労働基準局 労災保険業務課 伝送係
務手引の一部改訂について
志

H30.3.19 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

松原 裕
志

H30.3.19 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 福島労働局長

厚生労働省労働基準局長

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 茨城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第8号

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 栃木労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第9号

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第10号

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 福岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第11号

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 大分労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0328第12号

H30.3.26 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.16 宮崎労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0323第3号

H30.3.23 「未払賃金の立替払事業の運営について」の一部改正について

労働基準局 監督課 労働条件確保対 田井 宏
策事業係
明

H30.3.16 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0327第6号

H30.3.23

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第二係

H30.3.16

基発0320第5号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第6号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第7号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 愛知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第8号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第9号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第10号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 愛媛労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0320第11号

H30.3.19 行政財産の使用について（申請）

労働基準局 労災管理課 年金福祉第 成嶋 建
一係
人

H30.3.16 熊本労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第9号

給与法附則第８項の規定により給与が減ぜられて支給されることがなくなる
H30.3.19 こと及び平成26年改正法附則第７条の規定による俸給が支給されなくなるこ 労働基準局 総務課 給与・職員係
とに伴う職員に対する通知の内申について

濱田 奈
緒

H30.3.16 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0319第10号

H30.3.19 号俸の調整の内申について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈
緒

H30.3.16 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0322第2号

H30.3.20 労働基準監督官実地訓練実施要綱の改定について

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈
緒

H30.3.16 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0322第1号

H30.3.19 平成30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

濱田 奈
緒

独立行政法人労働
H30.3.16 政策研究・研修機構 厚生労働省労働基準局長
労働大学校長

基発0323第2号

H30.3.23 特別加入制度における農業従事者の業務遂行性の拡大について

労働基準局 補償課 通勤災害係

木名瀬
香

H30.3.15 都道府県労働局長

厚生労働基準局長

基発0316第2号

H30.3.16

労働基準局 安全衛生部 計画課 管
理係

宗信 峻

H30.3.15 東京都知事

労働基準局長

基発0315第1号

H30.3.15 判決の言渡しについて（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.3.15 東京法務局長

厚生労働基準局長

基発0328第15号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第16号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第17号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第18号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第19号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第20号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第21号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第22号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第23号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0327第8号

H30.3.27

基発0326第3号

H30.3.23 「最低賃金に関する実態調査」の実施について（通達）

労働基準局 賃金課

基発0328第6号

H30.3.26 粉じん対策指導委員及び労働衛生指導医の任命について

基発0328第7号

労働安全衛生法に基づく製造時等検査機関の業務を自ら行う都道府県労
働局長の変更について

産業安全会館におけるポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の保管状況等届出書等
の提出について

山地 武
志

各都道府県労働局
長

労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0328第24号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第25号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第26号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第27号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第28号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第29号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第30号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第31号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第32号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第33号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第34号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0328第35号

H30.3.23

平成30年度労災疾病臨床研究事業費補助金国庫補助の交付基準額等に
ついて

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

H30.3.15 研究代表者

労働基準局長

基発0319第6号

H30.3.16

平成30年度の「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実施 労働基準局 労働条件政策課 労働条 安武 寿
について
件確保改善対策室 労働条件改善係 和

H30.3.14 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0314第9号

H30.3.14 講演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 斎藤 寛
業務第一係
孝

基発0323第4号

H30.3.23 国有財産（上石神井庁舎自動販売機）の使用許可及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 使用許可申請者

労働基準局長、職業安定局長

基発0319第14号

H30.3.19 国有財産（安全衛生総合会館）の使用承認について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第15号

H30.3.19 国有財産（安全衛生総合会館）の使用承認について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第16号

H30.3.19 国有財産（千葉労災特別介護施設）の使用許可及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 使用許可申請者

労働基準局長

基発0402第14号

H30.3.19 国有財産（千葉労災特別介護施設）の使用許可及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 労働基準局長

労働基準局長

基発0402第15号

H30.3.19 国有財産（千葉労災特別介護施設）の使用許可及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 労働基準局長

労働基準局長

基発0319第11号

H30.3.19 国有財産（東京安全衛生教育センター）の使用承認及び債権発生について 労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14

基発0402第12号

H30.3.19 国有財産（東京安全衛生教育センター）の使用承認及び債権発生について 労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 労働基準局長

労働基準局長

基発0319第12号

H30.3.19 国有財産（国際安全衛生センター）の使用承認及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0319第13号

H30.3.19 国有財産（国際安全衛生センター）の使用承認及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 厚生労働大臣

労働基準局長

基発0402第13号

H30.3.19 国有財産（国際安全衛生センター）の使用承認及び債権発生について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.14 労働基準局長

労働基準局長

基発0313第2号

H30.3.13 講演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 斎藤 寛
業務第一係
孝

基発0320第12号

H30.3.19

基発0320第13号

H30.3.19 平成30年3月31日及び４月１日付け職員の昇格について（内申）

基発0314第4号

H30.3.14

基発0314第5号

H30.3.14

基発0314第7号

平成30年３月31日及び４月１日付け人事院規則９－８第17条の適用を受け
労働基準局 総務課 給与・職員係
る職員の初任給の決定について

H30.3.14

H30.3.13

久留米大学病院腫
瘍センター長

厚生労働省労働基準局長

大臣官房会計課長、
労働基準局長
労働基準局長

久留米大学病院腫
瘍センター長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈
緒

H30.3.13 大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局 総務課 給与・職員係

濱田 奈
緒

H30.3.13 大臣官房人事課長

労働基準局長

中央最低賃金審議会委員及び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 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H30.3.13

厚生労働省大臣官
房人事課長

厚生労働省労働基準局長

中央最低賃金審議会委員及び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 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H30.3.13

厚生労働省大臣官
房人事課長

厚生労働省労働基準局長

H30.3.14 安全管理士に係る資格認定申請および選任に係る協議について（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機
構・団体管理室 団体監理係

堀田 早
紀子

H30.3.13

建設業労働災害防
止協会会長

労働基準局長

基発0314第8号

H30.3.14 安全管理士に係る資格認定申請および選任に係る協議について（回答）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機
構・団体管理室 団体監理係

堀田 早
紀子

H30.3.13

建設業労働災害防
止協会会長

労働基準局長

基発0320第4号

H30.3.19

基発0312第2号

H30.3.12 「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（内申）

「平成29年度石綿確定診断等事業」における委託費交付内訳の変更につい 労働基準局 補償課 職業病認定対策 木村 洋
て
室 職業病認定業務第二係
一

労働基準局 総務課 秘書人事係

丸山 彰
憲

独立行政法人労働
H30.3.13 者健康安全機構理
事長

厚生労働省労働基準局長

H30.3.12 厚生労働大臣

労働基準局長

労働基準局施行簿

平成30年度中央労災補償業務監察及び平成30年度中央労働保険適用徴
収業務監察の実施について

労働基準局 労災管理課

新井 博
之

労働基準局 補償課 通勤災害係

岡満

H30.3.9 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

濱田 奈
緒

H30.3.8

厚生労働省大臣官
房人事課長

厚生労働省労働基準局長

平成30年度「呼吸用保護具の性能の確保のための買取り試験の実施」の委 労働基準局 安全衛生部 化学物質対 小岸 圭
託候補者選定について
策課 環境改善室 環境改善係
太

H30.3.8

公益社団法人産業
安全技術協会会長

労働基準局長

基発0313第1号

H30.3.13

基発0327第3号

H30.3.16 第三者行為災害事務取扱手引の改正について

平成30年度中部及び東北管区警察学校における委託研修候補者の推薦に
労働基準局 総務課 給与・職員係
ついて

H30.3.12 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0312第1号

H30.3.9

基発0314第2号

H30.3.13

基発0309第8号

H30.3.9

未利用国有地に係る取得等要望の確認について（旧労災リハビリテーション
労働基準局 労災管理課 調度係
宮城作業所）

森田 幸
乃

H30.3.8 宮城県知事

厚生労働省労働基準局長

基発0309第9号

H30.3.9

未利用国有地に係る取得等要望の確認について（旧労災リハビリテーション
労働基準局 労災管理課 調度係
宮城作業所）

森田 幸
乃

H30.3.8 利府町長

厚生労働省労働基準局長

基発0309第4号

H30.3.9 普通財産の貸付について（旧労災リハビリテーション宮城作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.8 厚生労働大臣

労働基準局長

基発0316第3号

H30.3.9 普通財産の貸付について（旧労災リハビリテーション宮城作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.8 労働基準局長

労働基準局長

基発0316第4号

H30.3.9 普通財産の貸付について（旧労災リハビリテーション宮城作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.3.8 東北財務局長

労働基準局長

基発0309第1号

H30.3.7 労働基準法施行規則の一部改正について

労働基準局 労働条件政策課 法規係 東 洋平

H30.3.7 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0309第5号

H30.3.9

平成29年度 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 労働基準局 安全衛生部 化学物質対 平川 秀
て（３月22日開催）
策課 化学物質評価室
樹

H30.3.7 参集者

労働基準局長

基発0308第2号

H30.3.8

佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐賀屋内１
次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

小森 茂
春

H30.3.6 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0308第3号

H30.3.8

佐賀地方裁判所平成２８年（ワ）第４１１号損害賠償請求事件（佐賀屋内１
次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

小森 茂
春

H30.3.6 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0306第12号

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガ
H30.3.6
労働基準局 監督課 企画・法規係
イドラインの策定について

吉田 篤
史

一般社団法人日本
経済団体連合会、日 厚生労働省労働基準局長、雇
H30.3.6
本労働組合総連合 用環境・均等局長
会

基発0314第1号

H30.3.9 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

基発0316第1号

基発0308第5号

基発0322第4号

H30.3.13

労働基準局 総務課 労働保険審査会 小林 伸
事務室 庶務係
五

H30.3.6 委嘱予定者

厚生労働省労働基準局長

労災保険再審査請求事案に係る医学的専門的事項に関する業務の委嘱に 労働基準局 総務課 労働保険審査会 小林 伸
ついて
事務室 庶務係
五

H30.3.6 委嘱予定者

厚生労働省労働基準局長

H30.3.8 第４９回健康医学研究会への職員派遣について

H30.3.19 職員の無報酬兼業許可について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.3.5

労働基準局 安全衛生部 計画課

H30.3.5 京都大学長

植草 剛

一般財団法人健康
医学協会代表理事

労働基準局長

基発0306第18号

H30.3.6 第88回日本衛生学会学術総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 斎藤 寛
業務第一係
孝

基発0306第1号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 福井労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第2号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 東京労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第3号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 埼玉労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第4号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 長野労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第5号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 香川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第6号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 京都労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第7号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 広島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第8号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第9号

H30.3.6 平成30年度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

濱田 奈
緒

H30.3.2 佐賀労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0309第6号

H30.3.9

平成29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（３月 労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
19日開催）
策課
子

H30.3.2 参集者

労働基準局長

基発0309第7号

H30.3.9

平成29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（３月 労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
19日開催）
策課
子

H30.3.2 参集者

労働基準局長

基発0308第4号

H30.3.8 職員の渡航手続きについて（依頼）

H30.3.2

第88回日本衛生学
会学術総会会長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 計画課

相原 由
望

H30.3.2 大臣官房国際課長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働保険徴収課

堀内 光
弘

一般社団法人全国
H30.3.2 労働保険事務組合
連合会会長

労働基準局長

基発0306第11号

H30.3.5 平成29年度における全国労保連との意見交換会の開催について

基発0305第1号

H30.3.5

行政財産（平成３０年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.2

国有財産使用許可
申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0305第2号

H30.3.5

行政財産（平成３０年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.2

国有財産使用許可
申請者

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0305第3号

H30.3.5

行政財産（平成３０年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.2

国有財産使用許可
申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0305第4号

H30.3.6

行政財産（平成３１年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.3

国有財産使用許可
申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0305第5号

H30.3.7

行政財産（平成３２年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.4

国有財産使用許可
申請者

厚生労働省労働基準局長

基発0305第6号

H30.3.8

行政財産（平成３３年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.5 東京財務事務所長

厚生労働省労働基準局長

基発0402第3号

H30.3.9

行政財産（平成３４年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.6

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4号

H30.3.10

行政財産（平成３５年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.7

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

H30.3.11

行政財産（平成３６年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.8

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6号

H30.3.12

行政財産（平成３７年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.9

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7号

H30.3.13

行政財産（平成３８年度安全衛生総合会館）の使用許可及び債権発生につ
労働基準局 労災管理課 調度係
いて

森田 幸
乃

H30.3.10

厚生労働省労働基
準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第17号

木材・木製品製造業ゼロ災推進全国事務局責任者会議・平成29年度第４回 労働基準局 労災管理課 労災保険財 北原 利
H30.3.6
木材・木製品部会合同会議への講師の派遣について
政数理室 料率係
恵

林材業ゼロ災推進中
H30.3.2 央協議会 木材・木 厚生労働省労働基準局長
製品部会会長

基発0309第2号

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・都
労働基準局 安全衛生部 安全課 業
H30.3.8 道府県労働局長表彰実施要領における厚生労働大臣・都道府県労働局長
務第一係
表彰基準の一部改正について

早川 慎

H30.3.1 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0305第8号

H30.3.5

高松地方裁判所平成29年（ワ）第126号及び第173号損害賠償請求事件（高
労働基準局 総務課 予算係
松２・３次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

小森 茂
春

H30.3.1 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0301第7号

H30.3.1 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

宗近 文
紀

H30.3.1 伊勢原市長

厚生労働省労働基準局長

基発0301第9号

H30.3.1 労災レセプト電算処理システムの機械処理事務手引の一部改訂について

労働基準局 労災保険業務課 レセプト 八子
電算システム第一係
菜々子

H30.3.1 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第1号

H30.3.5 第13次労働災害防止計画の推進について

労働基準局 安全衛生部 計画課

相原 由
望

H30.2.28

関係府省庁官房長、
厚生労働省労働基準局長
都道府県知事

基発0319第2号

H30.3.5 第13次労働災害防止計画の推進について

労働基準局 安全衛生部 計画課

相原 由
望

H30.2.28

各労働災害防止団
体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0319第3号

H30.3.5 第13次労働災害防止計画の推進について

労働基準局 安全衛生部 計画課

相原 由
望

H30.2.28

各事業者団体等の
長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.2.28

岩手医科大学附属
病院病院長

厚生労働省労働基準局長

相原 由
望

H30.2.28

都道府県労働基準
局長

厚生労働省労働基準局長

基発0228第2号

H30.2.28 講演会への職員派遣について

基発0307第1号

H30.3.5 第13次労働災害防止計画の推進について

労働基準局 安全衛生部 計画課

基発0305第7号

H30.3.5 行政財産（土地）の使用について（申請）

人材開発統括官 特別支援室 障害者 中村 太
企画係
一

基発0306第10号

H30.3.6 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

基発0308第1号

H30.3.8

基発0301第8号

H30.3.1

H30.2.26 大臣官房会計課長

労働基準局長

風間 武
志

H30.2.26

機能安全を活用した機械設備の安全対策の推進事業に係る実施計画変更 労働基準局 安全衛生部 安全課 業
の承認について
務第二係

山地 武
志

H30.2.26 受託者の長あて

平成30年度「型式検定対象機械等の買取試験事業」の受託候補者選定に
ついて

大内 崇
徳

H30.2.26

公社社団法人産業
安全技術協会会長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 安全課

国土交通省土地・建
厚生労働省労働基準局長
設産業局長

労働基準局長

基発0227第1号

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
H30.2.26
認について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

中央最低賃金審議
会公益委員候補者
H30.2.23
及び候補者の所属
長

基発0227第3号

H30.2.26

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 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H30.2.23

厚生労働省労働基準局長

基発0227第2号

H30.2.26

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第４４４５号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１４次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.2.23 大臣官房会計課長

労働基準局長

濱田 奈
緒

H30.2.23

東京高等検察庁検
事長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.2.22

愛媛大学医学部付
属病院病院長

厚生労働省労働基準局長

基発0306第16号

H30.3.6 平成30年度検察事務官中等科研修への聴講生の参加について

労働基準局 総務課 給与・職員係

基発0222第3号

H30.2.22 講演会への職員派遣について

基発0222第1号

H30.2.21

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガ
労働基準局 監督課 企画・法規係
イドラインの策定について

吉田 篤
史

H30.2.21 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長、雇
用環境・均等局長

基発0226第5号

H30.2.26

普通財産の貸付について（旧松戸宿舎及び旧労災リハビリテーション千葉
作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.2.21 厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長

基発0226第6号

H30.2.26

普通財産の貸付について（旧松戸宿舎及び旧労災リハビリテーション千葉
作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.2.21 関東財務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0402第1号

H30.2.26

普通財産の貸付について（旧松戸宿舎及び旧労災リハビリテーション千葉
作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.2.21

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2号

H30.2.26

普通財産の貸付について（旧松戸宿舎及び旧労災リハビリテーション千葉
作業所電柱）

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.2.21

厚生労働省労働基
準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0226第4号

H30.2.26 職員の育児休業延長請求について（内申）

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭
揮

H30.2.21 大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0228第5号

H30.2.28 行政財産の使用について

労働基準局 安全衛生部 計画課

植草 剛

厚生労働省所管国
H30.2.21 有財産部局長 大臣 労働基準局長
官房会計課長

基発0228第6号

H30.2.28 行政財産の使用について

労働基準局 安全衛生部 計画課

植草 剛

厚生労働省所管国
H30.2.21 有財産部局長 大臣 労働基準局長
官房会計課長

基発0226第1号

H30.2.26

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第二係

丸山 太
一

H30.2.21 都道府県労働局長

基発0226第2号

H30.2.26

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正に
ついて

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第二係

丸山 太
一

H30.2.21 関係機関・団体の長 厚生労働省労働基準局長

基発0223第2号

H30.2.20

高齢者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

宗近 文
紀

H30.2.20 下京区長

厚生労働省労働基準局長

基発0221第1号

H30.2.20 高齢者叙勲推薦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

宗近 文
紀

H30.2.20 杉戸町長

厚生労働省労働基準局長

基発0226第3号

H30.2.26

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第３１１９号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１１次）の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.2.20 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0222第2号

H30.2.21

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

鈴木 伸
太郎

H30.2.20 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0219第3号

H30.2.19 「治療と仕事の両立支援に関する研修会」への職員派遣について

基発0220第3号

基発0220第4号

労働基準局 賃金課 政策係

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.2.19

群馬大学医学部附
属病院病院長

厚生労働省労働基準局長

H30.2.20

「特別会計に関する法律」第102条第３項の規定に基づく他勘定から徴収勘
北見 恵
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
定への繰入について
慈

H30.2.19

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

H30.2.20

「特別会計に関する法律」第102条第３項の規定に基づく他勘定から徴収勘
北見 恵
労働基準局 労働保険徴収課 徴収係
定への繰入について
慈

H30.2.19

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0301第5号

H30.3.1 予告通知事件の処理について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

基発0301第6号

H30.3.1 予告通知事件の処理について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19

基発0329第2号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第3号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 横浜地方法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第4号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第5号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 岐阜地方法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第6号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第7号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 高松法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第8号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第9号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 佐賀地方法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第10号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第11号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 東京法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第12号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第13号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 札幌法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第14号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第15号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 福岡法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第16号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第17号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 神戸地方法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第18号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第19号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 静岡地方法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第20号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第21号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 大阪法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第22号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

厚生労働基準局長

さいたま地方法務局
厚生労働基準局長
長

労働基準局施行簿

基発0329第23号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 大阪法務局長

厚生労働基準局長

基発0329第24号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 法務省訟務局長

厚生労働基準局長

基発0329第25号

H30.3.1 争訟事件の係属について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.2.19 福岡法務局長

厚生労働基準局長

H30.3.1 「平成30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 安全衛生部 計画課 機
構・団体管理室

篠田 雅
史

（一社）福岡県社会
保険医療協会 社会
H30.2.19
労働基準局長
保険大牟田吉野病
院長

労働基準局 労働条件政策課 企画係

山口 昌
平

H30.2.19 都道府県労働局長

基発0302第1号

働き方改革に関する中小企業・小規模事業者の実情把握及び周知につい
て

基発0221第2号

H30.2.21

基発0219第2号

H30.2.19 東京都医師会・順天堂大学医師会産業医研修会への職員派遣について

基発0221第5号

H30.2.21

基発0221第6号

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.2.15

平成29年度第２回発がん性評価ワーキンググループの開催について（２月
28日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
策課
子

H30.2.14 参集者

労働基準局長

H30.2.21

平成29年度第２回発がん性評価ワーキンググループの開催について（２月
28日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
策課
子

H30.2.14 参集者

労働基準局長

基発0214第1号

H30.2.19

「監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置等について」
の一部改正について

労働基準局 監督課 過重労働特別監 大石 奈
督係
津生

H30.2.14 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0214第4号

H30.2.13

平成29年度第2回長崎県がん診療連携協議会相談支援ワーキンググルー
プ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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.2.13

長崎大学病院病院
長

厚生労働省労働基準局長

基発0214第2号

H30.2.13 身分証明書発行等申請について

廣田 圭
揮

H30.2.13

基発0227第4号

H30.2.21

平成29年度 第５回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検
討会及び第２回管理濃度等検討会の合同開催について（３月12日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 磯崎 勇
策課 化学物質評価室
太

H30.2.13 参集者

労働基準局長

基発0227第5号

H30.2.21

平成29年度 第５回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検
討会及び第２回管理濃度等検討会の合同開催について（３月12日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 磯崎 勇
策課 化学物質評価室
太

H30.2.13 参集者

労働基準局長

基発0220第1号

H30.2.19 争訟事件の係属について（調査回報）

労働基準局 監督課

加納 圭
吾

H30.2.9 法務省訟務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0220第2号

H30.2.19 争訟事件の係属について（調査回報）

労働基準局 監督課

加納 圭
吾

H30.2.9 東京法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0301第1号

H30.2.26 漁業における過労死等の防止について

労働基準局 総務課 過労死等防止係 田村 愛

労働基準局 総務課 秘書人事係

基発0301第2号

H30.2.26 漁業における過労死等の防止について

労働基準局 総務課 過労死等防止係 田村 愛

基発0301第3号

H30.2.26 漁業における過労死等の防止について

労働基準局 総務課 過労死等防止係 田村 愛

基発0301第4号

H30.2.26 漁業における過労死等の防止について

労働基準局 総務課 過労死等防止係 田村 愛

基発0214第3号

H30.2.13

基発0319第7号

H30.2.13 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

女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会委員の委嘱につい
労働基準局 安全衛生部 安全課
て（回答）

H30.2.9

順天堂大学医師会
会長

労働基準局長

大臣官房人事課長

一般社団法人大日
本水産会会長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局長

労働基準局長、水産庁長官

都道府県知事（労働
政策担当主務課、漁
H30.2.9
労働基準局長、水産庁長官
船安全操業対策担
当主務課扱い）
独立行政法人労働
H30.2.9 者健康安全機構理 労働基準局長
事長
H30.2.9 都道府県労働局長

公益社団法人全日
本トラック協会会長

労働基準局長

大内 崇
徳

H30.2.8

労働基準局 賃金課 指導係

尾家 史
朗

H30.2.8 関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0209第6号

H30.2.9

岐阜地方裁判所平成２８年（ワ）第５５５号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟２次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.2.8 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0209第7号

H30.2.9

岐阜地方裁判所平成２８年（ワ）第５５５号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟２次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.2.8 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0209第8号

H30.2.9

岐阜地方裁判所平成２８年（ワ）第５５５号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟２次）他２件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.2.8 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0208第5号

H30.2.8 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.2.8 埼玉労働局長

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 計画課 機
構・団体管理室 団体監理係

矢野 裕
介

港湾貨物運送事業
H30.2.8 労働災害防止協会
会長

労働基準局長

労働基準局 監督課 監督係

本田 真
由美

H30.2.7 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

H30.2.15 補助金に係る予算の執行に関する検査について

基発0213第1号

H30.2.9 監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について

基発0209第9号

H30.2.9

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
労働基準局 安全衛生部 安全課
の施行等について

大内 崇
徳

H30.2.7 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0209第10号

H30.2.9

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
労働基準局 安全衛生部 安全課
の施行等について

大内 崇
徳

H30.2.7 関係団体の長

厚生労働省労働基準局長

基発0209第11号

H30.2.9

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
労働基準局 安全衛生部 安全課
の施行等について

大内 崇
徳

公益財団法人安全
H30.2.7 衛生技術試験協会
理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0207第3号

H30.2.7 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付について

宇山 俊
貴

H30.2.7 岐阜市長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労災管理課 総務係

基発0215第5号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.7 申請事業場

労働基準局長

基発0215第6号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて（その９２）
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.7 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0213第2号

H30.2.13

平成29年度第１回発がん性評価ワーキンググループの開催について（２月
21日開催）

H30.2.7 参集者

労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
策課
子

労働基準局施行簿

基発0213第3号

H30.2.13

平成29年度第１回発がん性評価ワーキンググループの開催について（２月
21日開催）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 有村 舞
策課
子

H30.2.7 参集者

労働基準局長

労働基準局 労働関係法課 労働契約
森 健太
係

H30.2.6 都道府県労働局長

労働基準局長ほか

天野 晟

H30.2.6 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0208第4号

H30.2.7 平成30年4月からの無期転換ルールの本格適用に向けた対応について

基発0208第1号

H30.2.8 労働者災害補償保険法施行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 労災管理課

基発0215第3号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.6 申請事業場

労働基準局長

基発0215第4号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて（その91）
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.6 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0209第5号

H30.2.9 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 労災管理課 管理係

西田 英
里佳

H30.2.6 岡山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0207第4号

H30.2.7 国有財産の使用許可について（上石神井庁舎）

労働基準局 労災管理課 調度係

望月 駿
佑

厚生労働省共済組
H30.2.5 合厚生労働省本省
支部長

職業安定局長 労働基準局長

基発0207第1号

H30.2.5 栄典授与審査に必要な戸籍抄本及び刑罰等調書の交付依頼について

労働基準局 監督課 社会保険労務士 神子沢
係
啓司

H30.2.5 南魚沼郡湯沢町長

厚生労働省労働基準局長

基発0207第2号

H30.2.5 栄典授与審査に必要な戸籍抄本及び刑罰等調書の交付依頼について

労働基準局 監督課 社会保険労務士 神子沢
係
啓司

H30.2.5 浜松市長

厚生労働省労働基準局長

基発0208第6号

H30.2.7

「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」の参集者名簿の変更について
（日化協）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 平川 秀
策課 化学物質評価室
樹

H30.2.5 参集者

労働基準局長

基発0208第7号

H30.2.7

「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」の参集者名簿の変更について
（日化協）

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 平川 秀
策課 化学物質評価室
樹

H30.2.5 参集者

労働基準局長

基発0209第1号

H30.2.6 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 矢吹 陽
産業保健支援室 産業保健係
子

H30.2.2 中央じん肺診査医

厚生労働省労働基準局長

基発0205第6号

平成29年度第４回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討
労働基準局 安全衛生部 化学物質対 平川 秀
H30.2.5 会の開催について（石綿分析作業における発散防止抑制措置に係る意見
策課 化学物質評価室
樹
書提出依頼）（持ち回り開催）

H30.2.1 参集者

労働基準局長

基発0205第7号

平成29年度第４回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討
労働基準局 安全衛生部 化学物質対 平川 秀
H30.2.5 会の開催について（石綿分析作業における発散防止抑制措置に係る意見
策課 化学物質評価室
樹
書提出依頼）（持ち回り開催）

H30.2.1 参集者

労働基準局長

基発0201第9号

H30.2.1 雇用保険印紙破損通知（平成２９年１１月分）について

厚美 和
紀

H30.2.1 厚生労働大臣

労働基準局長

労働基準局 労働保険徴収課 総務係

基発0215第1号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.1 申請事業場

労働基準局長

基発0215第2号

H30.2.14

鋼管足場用の部材及び附属金属の規格第25条の規定に基づく適用除外に 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
ついて（その90）
設安全対策室

上田 貴
一

H30.2.1 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0205第5号

H30.2.2 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

廣田 圭
揮

H30.2.1 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0205第4号

H30.2.5 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付について（労働者健康安全機構）

労働基準局 安全衛生部 計画課 機
構・団体管理室

篠田 雅
史

H30.2.1 浜松市中区長

労働基準局長

基発0201第1号

H30.1.31

基発0208第8号

H30.2.8

基発0131第3号

平成30年度労働基準監督官採用試験に係る積極的な広報及び受験勧奨の
労働基準局 監督課 監督係
実施について
安衛法GLP適合確認について
（ボゾリサーチセンター）

H30.1.31 戸籍抄本及び刑罰等調書の交付について

風間 武
志

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 上月 眞
策課 化学物質評価室
史

H30.1.31 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

H30.1.30 申請者

労働基準局長

労働基準局 労災管理課 総務係

宇山 俊
貴

H30.1.30 羽島市長

厚生労働省労働基準局長

基発0228第1号

H30.2.5 厚生労働大臣が定める現物給与の価額について（局長通知）

労働基準局 労働保険徴収課 法規係

船木 保
伸

H30.1.30 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0205第1号

H30.2.2 特定健康診査等の実施に関する協力依頼について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙
織

H30.1.30 関係団体の長

労働基準局長、保険局長

基発0205第2号

H30.2.2 特定健康診査等の実施に関する協力依頼について

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙
織

H30.1.30 都道府県労働局長

労働基準局長、保険局長

基発0205第3号

H30.2.1 労災疾病臨床研究事業費補助金の経理の確認について

労働基準局 労災管理課 疾病調査研
佐藤 愛
究補助金係

公益財団法人放射
H30.1.30 線影響研究所理事
長

労働基準局長

基発0131第4号

H30.1.31 平成29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

小林 夏
樹

H30.1.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0131第2号

H30.1.30 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知等について

労働基準局 労働関係法課 企画係

初鹿 知
香

H30.1.30 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0131第7号

H30.1.31 歳入金の口座更正について

労働基準局 労災管理課 調度係

森田 幸
乃

H30.1.30 神奈川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0201第3号

H30.1.31

岐阜地方裁判所平成２９年（ワ）第４６４号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟７次）他３件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.1.29 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0201第4号

H30.1.31

岐阜地方裁判所平成２９年（ワ）第４６４号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟７次）他３件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.1.29 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0201第5号

H30.1.31

岐阜地方裁判所平成２９年（ワ）第４６４号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟７次）他３件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.1.29 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0201第6号

H30.1.31

岐阜地方裁判所平成２９年（ワ）第４６４号損害賠償請求事件（岐阜屋内訴
訟７次）他３件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

労働基準局 総務課 予算係

今井 晶

H30.1.29 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0130第7号

H30.1.29 身分証明書発行等申請について

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭
揮

H30.1.29

大臣官房人事課長

労働基準局長

労働基準局施行簿

島根大学医学部付
属病院長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
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
鍋田 英
電離放射線労働者健康対策室 企画
改正について
生
係

H30.1.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

H30.1.30

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
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
鍋田 英
電離放射線労働者健康対策室 企画
改正について
生
係

H30.1.26 関係行政機関の長

厚生労働省労働基準局長

基発0130第4号

H30.1.30

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
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
鍋田 英
電離放射線労働者健康対策室 企画
改正について
生
係

H30.1.26 関係都県知事

厚生労働省労働基準局長

基発0130第5号

H30.1.30

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
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
鍋田 英
電離放射線労働者健康対策室 企画
改正について
生
係

H30.1.26

基発0201第7号

H30.1.31 クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第二係

山地 武
志

H30.1.26 山梨労働局長

労働基準局長

基発0201第8号

H30.1.31 クレーンの構造部分に使用する鋼材について

労働基準局 安全衛生部 安全課 業
務第二係

山地 武
志

H30.1.26 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0126第19号

H30.1.26 働き方改革の推進に向けた特別チームの編成について

労働基準局 監督課 監督係

大園 淳
司

H30.1.26 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0129第2号

平成30年2月13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
H30.1.29 給及び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 労働基準局 総務課 給与・職員係
について

濱田 奈
緒

H30.1.26 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0201第2号

H30.1.31 訴訟事件の係属について（報告）

労働基準局 安全衛生部 計画課

吉田 令

H30.1.25 広島法務局長

厚生労働省労働基準局長

基発0130第8号

H30.1.30 転写書類の利用後の処置について

労働基準局 賃金課 最低賃金係

吉川 綾

H30.1.24

基発0129第3号

H30.1.29 兼業許可申請について

労働基準局 補償課 業務係

井上 志
織

H30.1.24 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0124第5号

H30.1.24 栄典授与審査に必要な除籍抄本及び刑罰等調書の交付依頼について

労働基準局 監督課 社会保険労務士 神子沢
係
啓司

H30.1.24 渋川市長

厚生労働省労働基準局長

基発0131第5号

H30.1.31 平成29年度鉱務監督官（一般研修）の講師派遣依頼について（回答）

労働基準局 監督課 監督係

基発0130第6号

H30.1.29

基発0125第1号

H30.1.24

基発0328第5号

「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
H30.1.25 続計画について」の改訂について
労働基準局 総務課 総務第二係

基発0126第20号

H30.1.26

基発0126第21号

H30.1.26 研修会への職員派遣について

基発0130第2号

H30.1.30

基発0130第3号

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.26

関係事業者団体の
長

厚生労働省労働基準局長

政策統括官(統計・情
労働基準局長
報政策担当)

風間 武
志

H30.1.24

建設工事公衆災害防止対策要綱の見直しに関する検討会委員の委嘱につ 労働基準局 安全衛生部 安全課 建
いて（回答）
設安全対策室

上田 貴
一

国土交通省土地・建
H30.1.24 設産業局建設業課 労働基準局長
長

働き方改革の推進に向けた平成30年度における労働基準監督署の組織・
業務体制の整備について

佐々木
洋平

H30.1.24 都道府県労働局長

労働基準局長

田山 純
一

H30.1.24 都道府県労働局長

労働基準局長

労働基準局 労災管理課 経理係

富樫 明

H30.1.23

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
果に対する報告について

労働基準局 総務課 総務係

経済産業省経済産
業研修所長

厚生労働省大臣官
房会計課長

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長

基発0209第2号

H30.2.8 第９次粉じん障害防止総合対策について（局長通知）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙
織

H30.1.22 関係団体の長

労働基準局長

基発0209第3号

H30.2.8 第９次粉じん障害防止総合対策について（局長通知）

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

小林 沙
織

H30.1.22 都道府県労働局長

労働基準局長

基発0208第2号

H30.2.8 訴えの取下げに対する同意の可否について（回報）

労働基準局 総務課 石綿対策室 企
画調整係

横溝 哲
郎

H30.1.22 広島法務局長

厚生労働基準局長

基発0124第2号

H30.1.22

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への職員派遣 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
について
業務第一係
孝

一般社団法人日本
H30.1.19 耳鼻咽喉科学会理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0119第4号

H30.1.19

勤労者医療フォーラム「第4回就労と糖尿病治療の両立」への職員派遣につ 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
いて
業務第一係
孝

H30.1.19

（独）労働者健康安
全機構理事長

厚生労働省労働基準局長

基発0119第3号

「両立支援に関する主治医と産業医との連携推進講演会（仮称）」への職員 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 斎藤 寛
H30.1.19
派遣について
業務第一係
孝

基発0119第2号

H30.1.19 「治療と仕事の両立支援セミナー」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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19

基発0126第1号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 北海道労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第2号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 宮城労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第3号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 秋田労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第4号

H30.1.24 地方じん肺診査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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 山形労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第5号

H30.1.24 地方じん肺診査医及び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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 神奈川労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第6号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 新潟労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第7号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 富山労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第8号

H30.1.24 地方じん肺診査医及び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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 岐阜労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第9号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 静岡労働局長

厚生労働省労働基準局長

（独）労働者健康安
全機構福岡産業保
H30.1.19
厚生労働省労働基準局長
健総合支援センター
所長
福岡大学病院病院
長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局施行簿

基発0126第10号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 大阪労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第11号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 兵庫労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第12号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 奈良労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第13号

H30.1.24 地方じん肺診査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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 鳥取労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第14号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 徳島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第15号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 高知労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第16号

H30.1.24 粉じん対策指導委員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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 熊本労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第17号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 鹿児島労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0126第18号

H30.1.24 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 斎藤 寛
業務第一係
孝

H30.1.19 沖縄労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0122第56号

H30.1.22 平成２９年度 中央労災補償業務監察結果について

労働基準局 労災管理課

新井 博
之

H30.1.19 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

H30.1.24 平成29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 労災管理課

笹川 康
成

H30.1.19 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0124第6号

平成30年度東京安全衛生教育センターの土地の使用承認申請の依頼につ
H30.1.24 い
労働基準局 安全衛生部 計画課
て

植草 剛

厚生労働省所管国
H30.1.18 有財産部局長大臣
官房会計課長

労働基準局長

基発0209第4号

H30.1.19 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

尾家 史
朗

H30.1.18 関係労働局長

厚生労働省労働基準局長

基発0124第7号

H30.1.24 平成30年度国際安全衛生センターの土地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

植草 剛

厚生労働省所管国
H30.1.18 有財産部局長大臣
官房会計課長

労働基準局長

基発0122第55号

H30.1.22 公聴会における公述に依頼について

H30.1.17 各公述人

労働基準局長

基発0130第1号

H30.1.19

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
船木 保
労働基準局 労働保険徴収課 法規係
更する件の適用について（局長通知）
伸

H30.1.16

基発0117第1号

H30.1.17

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第４６３５号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１５次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.1.16 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0117第2号

H30.1.17

大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第４６３５号損害賠償請求事件（大阪屋内訴
労働基準局 総務課 予算係
訟１５次）他１件の和解に係る賠償償還及払戻金の支出について（依頼）

今井 晶

H30.1.16 大臣官房会計課長

労働基準局長

基発0123第1号

H30.1.15

平成30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
労働基準局 総務課 人事係
いて（依頼）

宗近 文
紀

H30.1.15 目黒区長

厚生労働省労働基準局長

基発0123第2号

H30.1.15

平成30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
労働基準局 総務課 人事係
いて（依頼）

宗近 文
紀

H30.1.15 板橋区長

厚生労働省労働基準局長

基発0123第3号

H30.1.15

平成30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
労働基準局 総務課 人事係
いて（依頼）

宗近 文
紀

H30.1.15 宮崎市長

厚生労働省労働基準局長

基発0123第4号

H30.1.15

平成30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
労働基準局 総務課 人事係
いて（依頼）

宗近 文
紀

H30.1.15 岩見沢市長

厚生労働省労働基準局長

基発0116第5号

H30.1.15

平成30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
労働基準局 総務課 人事係
いて（依頼）

宗近 文
紀

H30.1.15 世田谷区長

厚生労働省労働基準局長

基発0116第1号

H30.1.15 平成30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

宗近 文
紀

H30.1.15 台東区長

厚生労働省 労働基準局長

基発0116第2号

H30.1.15 平成30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

宗近 文
紀

H30.1.15 宮崎市長

厚生労働省 労働基準局長

基発0116第3号

H30.1.15 平成30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

宗近 文
紀

H30.1.15 練馬区長

厚生労働省 労働基準局長

基発0116第4号

H30.1.15 平成30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

宗近 文
紀

H30.1.15 船橋市長

厚生労働省 労働基準局長

基発0129第5号

H30.1.22

H30.1.15 受託者

労働基準局長

基発0119第1号

H30.1.19 職員の育児休業承認請求について（内申）

基発0118第1号

H30.1.16

基発0118第2号

労働基準局 賃金課 指導係

労働基準局 労働条件政策課 法規係 東 洋平

平成29年度「東日本大震災がれき処理作業等における石綿気中濃度モニタ 労働基準局 安全衛生部 化学物質対 小林 弦
リング事業」におけるリアルタイムモニターの無償貸付の承認について
策課
太

都道府県労働局長

労働基準局長、職業安定局長

労働基準局 総務課 秘書人事係

廣田 圭
揮

H30.1.12 大臣官房人事課長

労働基準局長

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
の改正について

労働基準局 安全衛生部 安全課 建
設安全対策室

中野 響

H30.1.12 都道府県労働局長

労働基準局長

H30.1.16

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
の改正について

労働基準局 安全衛生部 安全課 建
設安全対策室

中野 響

H30.1.12 関係団体の長

労働基準局長

基発0118第3号

H30.1.16

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
の改正について

労働基準局 安全衛生部 安全課 建
設安全対策室

中野 響

H30.1.12

基発0118第4号

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
H30.1.16
の改正について

労働基準局 安全衛生部 安全課 建
設安全対策室

中野 響

国土交通省大臣官
房技術審議官
H30.1.12
農林水産省農村振
興局長

労働基準局長

基発0111第7号

H30.1.11 平成２９年度全国労災補償課長会議の開催について（伺い）

労働基準局 労災管理課 総務係

宇山 俊
貴

H30.1.11 都道府県労働局長

厚生労働省労働基準局長

関係機関・発注者の
労働基準局長
長

労働基準局施行簿

労働基準局 総務課 人事係

宗近 文
紀

H30.1.10 文京区長

厚生労働省労働基準局長

労働基準局 労働関係法課 企画係

初鹿 知
香

H30.1.10 大臣官房人事課長

労働基準局長

H30.1.12

「治療と仕事の両立支援に係る周知」に係る広報業務評価選定委員会委員 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 大野 由
の委嘱について
産業保健支援室
里子

独立行政法人労働
H30.1.9 者健康安全機構理
事長

厚生労働省労働基準局長

基発0110第1号

H30.1.10

一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴う退職手当の差額支
労働基準局 総務課 給与・職員係
給発令について

濱田 奈
緒

H30.1.9 大臣官房人事課長

労働基準局長

基発0110第3号

H30.1.10 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

廣田 圭
揮

H30.1.5 大臣官房人事課長

労働基準局長

H30.1.10 リアルタイムモニターの無償貸付の承認について

労働基準局 安全衛生部 化学物質対 寺島 友
策課 環境改善室
子

基発0110第4号

H30.1.10 除籍抄本及び刑罰等調書の交付について（依頼）

基発0115第1号

H30.1.10

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の任免につ
いて

基発0112第1号

基発0111第8号

独立行政法人労働
者健康安全機構 労
H30.1.4
労働基準局長
働安全衛生総合研
究所長

