
基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   ■起案者  起案月 日  発信‘者  受信者   考   
施行月 日   起案部署  駄裁月日   

第040500一号  平成15年度じん肺診断技術等研修事菜の委託費の額の 確定について・  松野明広   

4月5日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  4月5日   
3月1日  労災管理課長  珪肺労災病院院  長  

第0405002号   平成15年虔「Pん肺有所見者に対する教育指針の普及定 着事業」の委託費の額の植定について   

4月▲5日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  4月5日   
3月16日  労災管理課長  中央労働災害防  止鱒会  

第0409001号  平成15年虔㌻油鈷菜等におけるダイオキシン類芦の労勘考へのばく落莫他の把握に 関する事業」専の黍托資の薮の二改定について  牧宣彰   4月9日  労災管理課芦  中央労働災容顔 止協会会長  
4月∴9日   労働基準局安全衛声部化学物質対策課  4月9日   

第0409002号  許諾欝欝義損㌫宗慧讐等の労桝へのばく防蜘把拉に t 倣宣彰  

4月9日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  4月9日   
4月9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  

第04090ぬ号  許諾親盟認識㌫宗慧警の分断べのばく露昇伽挽こ卜牧宣彰  

4月9日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  4月9日   4月9日  労災管理課長  中央労働災審防 止協会会長  
第0409004号  欝去誓宗；潟紺等の労肌着へのばく駆憶の把膣にl牧宣彰  4月9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長・  

4月9日   労働基準局安全衛生部イヒ学物質対策課  4月9日   

第0409005号  許諾宗欝黒㌫㌫墓芸慧誓等の労働者へのほく在英伽組こ 牧宣彰  4月毎日  労災管理課轟  中央労働災審防 止協会会長  
4月9日   労働基準局安全衛生部化学物質対策課  4月9日   

第0409006号  許諾宗…誤要覧雛等の労働者へのばく露茶魔の矧こ l牧童夢  
4月9日   労働基準局一安全衛生部化学物質対策課   ＿4月9日   4月9日  ，労災管理課長  中央労働災審防 止協会会長  

第0409007号  許諾宗罪深欝㌫孟宗莞誓琴の労陶宥へのばく好英徳の組子l牧童彰  

4月9日   労働基準局安全衛生部 化学物質対策課  4月9日   
4月9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  

第0415001号  裟諾警莞発浩諾缶詰墓労鵬険哺舶の役柄に折る露細t 中野公義  
4月9日  労災管理課長  社団法人日本労 務研究会会長  

4月15日   労働基準局労災補償部 補償課  4月15日  



基労管発発韻文尊台帳  

文書■番号 件 起案者  起案月 日  発’信者  受信音   備考   

施行月 日 起案部署  決裁月 日   

第04ユ5002号．  平成15年度「安全衛生情報センター運営委託寄集」の精算 について  眞田暁   
4月15日   労働基準局安全衛生部安全課  4月15日   

4月13日  労災管理課長  中央労働災寧防 止協会会長  
第041β001号  蒜詣謡妄語㌫誤慧篭豊富芸宗易謎畏慧賢答保蔑讐駄 1筏津輝洋  4月13日  労災管理課長   財団法人労働福  

4月16日   労働基準局労災補償部労災管理課  4月16日   祉共済会会長  

第0416002号  芸豊蒜諾畏悪霊欝諜語雷イ’ビジネス粗ける聞き干に計る1菅谷其奈義  

4月16日   政策統括官労働政策担当参事官室  4月16日   
4月8日  労災管理課長  株式会社三養棒合研 死所取終役社長  

第0420001号  蒜孟宗誤認；警発語葦深露悪禁慧撃倣ぎに財る巡回l君島誠  

4月20日   労働基準局安全衛生部労働衛隼課  4月20日   
4月7日  労災管理課長  中央労働災暮防 止協会会長  

第04200頭骨  平成15年虔労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの 作成の委託費確定通知魯・   藤本奈央子   4月13日  ．労災管理課長  中央労働災客防 止協会会長  
4月20日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  4月20日   

の賛託費の額の確定にづいて   第0420003号  平成15年虔ずい道三事における環境改善事故の普及事業   成田光志   

4月20日 労働基準局安全衛生部労働衛生課  4月20日   
4月9日  労災管理課長  社団法人日本作策療 ■境測定協会会長  

第0421001号  平成15年虔「特殊隆康診断に関する健診項溜の評価・検 討Jについての委託費の確定の通知について   4月9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  
4月21日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  4月21日   

第04210q2号・  芋望認窓欝莞翳諜震忍苦既習ナる細管㌣あり方に㌍一 驚島誠  4月 中央労働災審防  

4月21日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  4月21日   止協会会長  

第04豆1003号‘  平成15年度ー作業環境管理のあり方についての調査研究J についての委託費の柾定の通知について   4月9日  労災管理課長  中央労働災審防 止協会会長 
4月21日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  4月21日   

第0421004号  平成15年庶㌻屋外作業の作業環境の測定方法及び評価方 紘の検討」についての委託費の確虔の通知について   

4月21日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  4月21日  
4月．9且  労災管理課長  社団法人計本作策環 境測定協会会長  



基労管発発義文書台帳  

文書番号   件・名   起案者  起案月 日  発信者  ・受信者   

施行月 日   
備考  

起案部署  決裁月 日   

第0421005阜  平成15年虔「アーク溶接作業における粉じん対策の検討」に ついての委託費甲種定の通知について  君島誠   

4月21日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  4月21日   
4月9日  労災管理課長  社団法人日本作業桑 坑親友協会会長  

第0422001号  平成15年虔「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事 業Jの委託費の額の縫定について   

4月9日  労災管理課長  中央労働災雇防 止協会会長  
4月22日   労働基準局安全衛生部安全課  4月22日   

第042如02号  平成15年庶「成長産業における安全衛生活動基盤整備率 4月9日  労災管理課長  中央労働災事由 止協会会長  
4月22日   労働基準局安全衛生部安全課  4月22日   

第0422003号  平成15年虔通勒汲雑援和等に向けた相談、援助率染の委 託費の精算について   

4月16日  労災管理課長．  社団法人全国労勤基 確聞係団体連合会会   
4月22日   労働基準局賃金時間課  4月22日   

長  

第042 

4見22日   労働基準局安全衛生部安全課  4月22日   
4月9日  労災管理課長  社団法人日本労働費 金衛生コンサルタント  全会長  

第0422005号  平成15年虔『交通労働災審防止対策推進参集』の委託額の 榛定について・  船井雄一郎   4月9日   
労災管理課長  陸上貨物運送事業労 傲災客防止協会会長  

4月22日   労働基準局安全衛生部 安全課  4月22日   

第q422006号  平成15年虔『包括的な安全基準による機械設備の安全化の 推進事業』の夢託額の縫定について   井上栄貴   4月1日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  

4月22日   労働基準局安全衛生部安全課  4月22日   

第0422007号  平成15年虔『構造規格の見直しの推進に関する蘭査研究』 の委託額の確定について＿   4月1日  労災管理課長  社団法人甘本ボ イラ協会会長  

4月22日   労働基準局安全衛生部 安全課  4月22日   

第0422008号  平成15年度『構造規格の見直しの推進に関する調査研究』 の委託額の樋定について   

4月1日  労災管理課長  社団法人日本ク レーン協会会長  

4月22日   労働基準局安全衛生部 4月22日   

第042如09号・  平成15年度『構造規格の見直しの推進に関する調査研究』 の委託額の確定について   

4月1日  労災管理課長  社団法人産業安 全技術協会会長  

4月22日   労働基準局安全衛生部・安全課  4月22日  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   晦奏者  起案月日  発 信者   
受信者   備考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

託費の確定通知について   第042由01号．  平成15年虔「安全優良職長ネットワーク事策」についての垂   兼好宣   4月9日  労災管理課長   建設業労働災書  

4月26日   労働基準局安全衛生部安全課  4月26日   
防止協会会長  

第042由02号  平成15年庶「安全優良職長ネットワーク事業Jについての萎 託費の確定の通知について   東好宣   4月9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  

4月26日   労働基準局安全衛生部安全課  4月26日   

第0426003号   
l  

4月26日  

第0426004号  平成15年庶「工事種別災害防止対策普及・定着事業」につ いての委託費の嘩定の通知について  兼好宣   4月9日  労災管理課長  建設業労働災審 防止協会会長  
4月26日   労働基準局安全衛生部安全課  4月26日   

第04260q5号  平成15年虔「工事種別災審防止対策普及・定着事業」につ いての委託費の羅定の通知について   東好宣   4月9日  労災管理課長  社団法人日本エ 業炉協会会長  

4月26日   労働基準局安全衛生部安全課  4月26日   

第0426006号  平成15年虔「ニ客種別災審防止対策普及・定着事菓」につ いての委託費の縫定の通知について   東好宣   4月9日  労災管理課長  社団法人仮設エ  

4月26日   労働基準局安全衛生部安全諌  4月26日   
菓全会長  

第0426007号  藁髭雲讐三悪呂諾遊覧慧l琵深詮管撃？あ蛎についての榔寄 
Ⅰ兼好宣  4月9日  労災管理課長   建設業労働災審  

4月26日   労働基準局安全衛生部 安全課  4月26日  防止協会会長  



＼）′／  基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  ー発 信 者  受信者   
備   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

の垂託費の確定及び返淫について   第0511001号  平成15年度「中小総合工事葉音指導力向上事業jについて   兼好宣   5月11日  労災管理課農   建設業労働災審  

5月11日   労働基準局安全衛生部安全課  5月11日   
防止協会会長  

第0511002号  

5月11日  

第0511003号  平成15年慶一木造零度等位芯住宅捻築工事費金野薫推進モデル事秦jについての 委閻の放念及び清澄について   東好宣   4月9日  労災管理課長   建設業労働災薯  

5月11日   労働基準局安全衛生部安全課  5月11日   防止協会会長  

第0512001号  平成15年虔貌事科学に関する番託研究の委託費の樋定に ついて  井野場純絵   4月21日  労災管理課長  主任研究者  

5月12日   労働基準局労災補  償郭 補償課   5月12日   

第0513001号  平成15年度「専門工事業者安全管理活動等促進等艶jにつ いての委託秦の穂走及び返澄について   東好宣   4月9日  労災管理課長  途設崇労働災春 防止協会会長  
5月13日   労働基準局安全衛生部安牟課  5月11日   

第翫17001号  諾蒜完温潟莞篭宗言霊だ警警険鮒の繍こ関ナ綿軌l中野公義  
労災管ヨ里級長  財団海人国際研 修協力械棒金長  

5月17日   労働基準局労災補償部補償課  5月17日   

第0519001号・  平成l．5年虔官公需契約実績額及び平成16年虔官公需契 約見込額等の取りまとめについて（回答）   
5月17日  労災管理課長  厚生労働大臣官 房会計課長  

5月19日   労働基準局労災補償部 労災管理課  5月19日   

第0519002号．  平成15年虔優良な飴廣診断機関の育成事業の諺託費の 板の確定について  中野晴夫   
4月10日  労災管：亀課長  社団法人全国労励衛 生団体連合会会長  

5月19日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  5月19日   

第05I9003号．  平成15年虔小規模事業執こおける健康診断の事後措置 等の質的向上事業の垂託費の額の確定について   
4月20日  労災管理課長  財団法人産業医 単板興財団理寄  

5月19日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  5月19日   長  

第0519004号  平成15年虔克篤保健関係者に対するC型肝炎に関する正 しい知織の普及事業の委託費の額の確定について   

中野晴夫   
4月5日  労災管理課長  財団法人産菓医 単板興財団理事   

5月19日 労働基準局安全衛生部 労働衛生課  5月19日  長  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発停者   
受信者   備考   

碍行月日   患案部署  決裁月 日 

第0521001号  個人情報の保護に関する基本方針等につ いて   
5月20日  労災管理課長  独立行政法人労働者 健康福祉機演習啓長  

5月21日   労働基準局労災補償部 労災管理課   ・5月21日   

第0525801号  平成1■5年虔「作業誅鋳観定格関に対する統一精度管理事 数jの委託費の額の確定について   

5月25日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  5月25日   
4月1日  労災管理課長  社団法人日本仲条環 境渕虔協会会長  

第0525002号  平成15年鹿野吸用保護具の性能の趣保のための買い取り 試験の実施に関する番託費の額の確定にいて   4月1日  労災管理課長  社団法人産業安 金技術協会会長  

5月25日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  5月25日・   

第0526001音  平成15年度労働費全行生関係広報事業費託費の額の縫定 について・  ー今井義人   4月14日  労災管理漂長   中央労働災審防  

5月26日   労働基準局安全衛生部計画課  5月26日   
止協会会長 

第0531001才一エ◆  平成15年度女性と仕事の未来館運営寄集の委託に係る精 算について   5月．17日  労災管理課長．  財団法人女性労 働協会会長  

5月31日   雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課  5月31日   

第0531002号  平成15年虔粉じん障等防止モデル事葉の拳託費の額の 確定について   山本英紀   4月8日  労災管理課長  中央労働災審防 止協会会長  
5月31日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  5月31日  



基労管発発諭文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月日  ．発信者  ・受信者   備考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第06100dl号  平成15年度林業チェーンソー取扱労働者健診促進事業垂 託額の確定について  吉田貴則   

6月10日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  6月10日   
4月2自  ．労災管理課長  林簑・木材製近業労働 災害防止協会会長  

第0611001号て  平成15年度快適職鎗形成促進事業の委託費の額の確定に ついて   成田光志   4月‥9日  労災管理課長  中央労働災害防 止協会会長  

6月11日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  6月11日   

第0611002号  平成15年度パ、親模事業場尊団体安全衛生活動援助事業の 垂託費の額の縫定について   成田光志   

6月11日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  6月11日   
4月9自  労災管理課長  中央労働災審防 ●止協会会長  

第b6り003号  予算決算及び会計合算90条の規定に基づき最低入札者を 落札者としなか竜た場合の暮雨の提出について   6月10日  労災管理課長   財務大臣及び会  

6月11日   労働基準局労災補償部 労災管理課  6月11日   
計検査院長  

第0615pOl号  器要職謂豊 落者としなか ヒム．∴．一  

札った場合の金冠の提出について   6月1■4陛    会計換査院長        労災管理課長   

8月15日   労働基準局労災補償部 労災管理課  6月15日   

いて（回答ト   6月16日  労災管理課長   大臣官房会計課   

6見16日   

第0616001号・  政府調達に係るアクション・プログラムのフォローアップにつ   富田童哉  

労働基準局労災碍償部労災管理課  6月16日   
長  

第0622001号  平成15年慶国際安全衛生センター道営事業の培真につい て‘  倉豊鰐卜郎   
4月10日  労災管理課長   中央労働災審防  

6月22日   労働基準局安全衛生部計画課  6月22日   
止協会会長  

第0623001号  平成15年度中小規模春美壌健廣づくり事寮の垂託費の額 の砲定について   

4月13巳  労災管理課長  中央労働災審防 止協会会長  
6月23日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課  6月23日   

第06230り2号  平成15年度労働者等のメンタルヘルス対策の推進の委託 費の額の確定にづいて   4月13日  労災管理課長  中央労働災凛防 止協会会長  

6月23日   労働基準局安全衛生部 労働衛生課   6月23日  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   備考   

施行月日   蒔案部署  決裁月 日   

第0702001号  平成15年虔母性健康サ」ビス事業の精 算について  佐々木晃子   

4月1日  労災管理課長  財団法人女性労 働協会会長  

7月2日   雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課  7月2日   

第b705001号  平成15年庶姦婦等労災年金受給者に対する相談等事業凄 託の精算について   
山本裕之   6月21日  労災管理課長  財団法人全国母子寡 婦福祉局体協属会食  

7月5日   雇用均等・児童家庭局∵短時間・在宅労働課  7月5日   
鼻  

第0708001号 ノ  平成15年虔「林業等における作業の変化に対応した安全対 策推進事菓」の精算について   東好宣   

7月8日   労働基準局安全衛生部安全課  7月8日   
4月9日  労災管理課長  林菓・木材製造栄労働 災害防止協会会長  

第07日8002号  平成15年虔「危険再認放散育普及事業」の緒算について  東’好宣   

7月8日   労働基準局安全衛生部 安全課  7月8日   
4月9日  労災管理課長  社団法人全国畳政教 習塘閤協会会長  

第0727001号  平成15学監勤労青少年相談指導率莱に係る委托費の精算について（く牡）全国効 労音少年ホーム協忘会委托分）   細田豊   5月24日  労災管理課長・  
少年ホーム協議会会   

7月27日   聴覚能力開発局育成支援課キャリア形成支援豊  雇用保健課長   長  

細田豊  5月24日  労災管理課長・  

7月27日   

夢0727062号  芸祭≡署一窓認許胴昭こ係る奉読賛の精算について㈹日細l  

職業能力開発局 育成支援誤キャリア形成支援童  贋用保健課長   

第0727003号  平成15年虔勒労青少年国際交流促進事業に係る拳託費 の精算について   5月27日  労災管理課長・ 健長  社団法人日本ワーキ ング・ホリデー協会会   

7月27白   職業能力開発局育成支援課キャリア形成支援墓  7月27月   
雇用保課  長  

第072’8001号  平成15年度災書科学に関する番託研究の委託費の植定に ついて  竹下洋介   

7月28日   労働基準局労災補償部補償課  7月28日  
4月22日  労災管理課長  日本産菓精神保 健学会理事長  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   備考   
施行月 日   起案部，署  決裁月 日   

第0820001号  平成15年虔労災特別介護施設等援護事業及び在宅介護 支援事業の委託契約に係る精算について（伺い）  小川修平   

8月20日  労働基準局労災補償部 労災保険業務室  8月20日  
8月10日  ・労災管理課長  （財）労災ケアセ ンタ一理事長  



一基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起素月 日  発信者   
受信者   備考   

施行・月 日   起案部署  決裁月 日   

特定調達契約等に関する統計について  
第0915001号   （回答）   

9月15自  労災管理課長  大臣官房会計課  長  

9月15日   労働基準局労災補償部労災管理課  9月15日   

第0916001号  諾去蔓芸裟警警箭㌍琴に鮒る福祉事業」の紙   柑蔽友哉   8月12日  労災管理課長．  財団法人労災 年金福祉協会会   
9月16日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室  9月15日   長  

第09160b2号  労災年金福祉協会事業所移覇等による敷金等速溝板の縫 走及び返遼請求について（伺い）   村親友哉   
8月20日  労災管理課長  財団法人労災 年金福祉協会会   

9月16日   労働基準局労災補償部労災保険業務室  9月15日   長 

第0922001号  諾㌫慧監護蓋覧監瓢讐警封鮮矧労馳走柑）診粥一石堂正宏  
8月キ3日  労災管理課長  財団法人国際 研修協力機構会   

9月22日   職業能力開発局海外協力騒外国人研修推進墓  9月22日  長  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件各 起案者  起案月 日  発 信者   

施行月 日   決裁月 日   
受信者   億・考  

起案部署  

労働基準局労災補償部労災管理課   ■10月15日  第一o15001号一  政府調達に関する統計等について（回答）t富田圭哉、   10月15日  労災管理課長  大臣官房会計課  長    1q月15日  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者．  、起案月 日  ・発信者  受信者  億考   
施行月 日   起舞部署  決裁月 日   

第1105001号．  平成15年虔小規模事業所の母性健康管理に関する相談体 制中盤備寄集の精算についてく伺い）・  佐々木晃子   4月10日  労災管理課長  社団法人日本 産婦人科医会会   

11月・5日   雇用均等i児童家庭庖職業家庭両立課   11片5日   長  

第1112001号  平成16年度官公需契約実績額中間とりまとめについて（回 答）   

11月12日   労働基準局労災補償部 労災管理課   11月12日   北原利恵  11月11日  労災管理課長  厚草野偽省大臣 ●官房会計課長  

第1130001号  r解雇をめぐる紛争の未然防止及び早期解決に向けた取組 の促進J事業の精算について（伺い）   
10月21日  労災管理課轟  日本商工会耗所会東 及び全国中小企業団 中 

11月30日   労働基準局監督課   11月30自  体央会会長  

第11叩02号  労災管理課長  日本商工会詰所会頭 及び全国中小企業匝  

11月30日   労働基準局監督課  捧中央会会長  



基労管発発議文書台帳  

再名   文書番号  ‘起案者  起案月日  発信者   
受倍音   備考   

施‘行月・日   起案部■署  決裁月 日   

第1212001号  平成15年虔災審科学に関する委託研究の委託費の穂定に ついて  山岸昌幸   
4月30日  労災管理琴長  日本聴衆・災審 医学会理事長  

12月12日   労働基準局労災補  償部 補償課  12月12日  

第1220001号   l岡満  労災管理課長  厚生労働大臣  



ヽ  

基労管発発議文書台帳  

） 文書番号   
件く名   起案者  起案月 日  l発宿  受信者 備考   

施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第0224001号  平成16年度「ノト規模革装場等団体安全衛生活勒壌助事 集」の変革契約の締結について・  成田光恵   

2月24日   労働基準局安全衛生部労働衛生課  2月24日  
2月16日  ，労災管理課長  中央労働災審防  止協会  



基労管発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   
備考   

施行月 日   起案部署  決裁月．日   

第0323001号  「振動陣容の検査指針検討に係る実証検査事業j蓉託費の 額の植定について   井野場純絵   3月11日   
労災管理課長  独立行政法人労働着 倹庚福祉横柄理事長  

3月23日   労働基準局労災補償部補償琴  3月2’3日   

第q323002号  r振動障審の検査指針検討に係る簑証検査事業J委託費め 額の確虚について  井野場純絵   

3月23日   労働基準局労災補償部 補償課  3月23日   
3月11日  労災管理課長  徳島健康生鎗協 同組合理事長  

賃0324001号  平成16牢度高年齢労前者安全蘇生等調査研究亭茶及び高年齢者雇用閲見研究軍 菜委託費の隠定及び塔還命令についてく伺い）   勤労者生活  
1月31日  労災管理課長・  

雇用保健課長   
3月24日   職業安定局高齢・陣容者雇用対策部高齢者雇用対策猥  3月24日   橋係長へ  

平成16年度労働保険特別会計決算につ  
第0325POl号   いて   田山純一   2月・23日  労倣保険緻収課長・労 災管理課長・雇用保険   

3月25日   労働基準局労災補償部 労災管理課  3月25日   

課長   長  

第03芦1qOl号  違憲濡蒜ざ詔算完璧警欝欝糾鵬令讐用に批っての間 l遠藤忍  3月25日  労災管理課痘  社団法人日本労 ■務研究会会長  

3月31日   労働基準局 監督課  3月31日   

第0宮31002号  r傭革登院手に関する実態調査研究Jの精算について（伺 上、）   
藤井健介   3月25日  労災管理課長  社団法人日本労 務研究会会長  

3月31日   労働基準局監督課  3月31日  




