
厚生労働大臣殿

基発03 2 4第6号

平成27年3月24日

労働基準局長

（公印省略）

「労働基準局の内部組織に関する細貝lj」の一部改正について（内申）

標記について、厚生労働省の内部組織に関する訪I［令（平成13年厚生労働省訓第1

号）の規定に基づき、別添のとおり関係書類を添えて申請するので、よろしくお取

り計らい願います。



平成27年4月1日付け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

0業務の進捗に伴うもの。

1 労働基準局労災保険業務課内の変更

( 1）ハードウェア更改係（併）及びシステム改修係（併）を新設する。

※システムの大規模なハードウェア更改等への対応及び労働局における業務の一層の

効率化の推進のため。

( 2）開発第三係（併）を廃止して、開発第一係及び開発第二係（併）の所掌事

務を変更する。

※システム開発の進捗により、業務量が減少したため。



労働基準局の内 部 組 織 に 関 す る 細 則
平成27年4月1日適用

厚生労働省組織令（平成 12年政令第252号）、厚生労働省組織規則（平成 13年厚生労働省令第1号）、厚生労働省の内部組織に関する訓
令（平成 13年厚生労働省訓第1号）、じん肺法（昭和 35年法体第30号）及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程（昭和47年労働省令
第46号）に定めるところによるほか、労働基準局の内部組織を次の＜：おり定め、平成27年4月 1日から適用する．

1. 組織の名称、数又は定数

ょに
補佐の 専 門 ｛ 民 係 専 門 職 主査の 専門スタッフ職

定数 名 称 定数 数 名 称 名 称 定数 定数 名称 定数

総務課 6 1 0 秘書人事係 労災保険業 1 
〈内 2> 〈内 3> 人事係 務分析官

給与・職員係
調整係
企画法令係
総務係
（広報係）
（監理係）
予算係
（庶務経理係）

｜石綿対策室 1 中央労働衛生専門官 1 1 企画調整係 1 

〔労働保険 2 4 庶務係
審査会 審査第一係
事務室〕 審査第二係

審査第三係

労働条件政策課 3 中央労働時開設定改善 1 8 管理係 最低賃金制 1 
〈内 1) 指導官 〈内 3) 企画係 度研究官

労働契約専門官 1 （企画調整係）
働きやすい職場推進 1 法規係

専門官 （政策係）
（労働契約事業係）
設定改善係
啓発推進係

労働条件確保 1 2 （法規係）
改善対策室 〈内 1> 労働条件改善係

〔賃金時間室］ 1 中央賃金指導官 1 4 政策係
賃金・退職金制度 1 最低賃金係

専門官 指導係
賃金・退職金制度係

監督課 4 労働監督訟務官 1 8 管理係
〈内3) 広域企業指導調整官 1 企画・法規係

特定企業労働条件穣保 1 監督係
対策専門官 監察係
社会保険労務±専門官 1 特定分野労働条件

対策係
立替払事業係
社会保険労務士係
自動車労務改善係

労災管理課 6 1 2 管理係 1 
〈内 1> く内 2> 総務係

企画調整係
政策係
予算係
決算係
経理係
調度係
機構調整第一係
（機構調整第二係）
（疾病調査研究補助
金係）
監察係

労災保険財政 1 労災保険数理専門官 2 2 料串係
数理室 〈内 1) 調査係



労働保険徴収課 3 中央労働保険適用 1 7 総務係
く内 1) 指導官 〈内 3) 予算係

中央徴収専門官 1 企画係
労働保険事務組合 1 （法規係）
指導官 業務係

中央船舶事業所指導官 1 （徴収係）
（適用係）

労働保険徴収業 1 5 管理係 主任プログラ 2 
務室 〈内 3) 業務第一係 マー

（業務第二係）
（システム計画係）
（システム開発係）

補償課 2 中央労災医療監察官 2 7 業務係 社会復帰促 1 
中央社会復帰指導官 1 ｛内 1) 企画調整係 進分析官
労災医療専門官 1 （企画調整第二係） 労災補償訟 1 

通勤災害係 務分析官

医事係
福祉係
二次健康診断等
給付係

職業病認定 1 中央職業病認定調査官 6 3 職業病認定業務

対策室 第一係
紋射娘障害補噴専門官 1 職業病認定業務

第二係
放射線障害係

労災保険審理室 1 労災保険審査専門官 4 4 審査係
中央労災補世訟務官 5 〈内 2) （審査第二係）

訟務係
（訟務第二係）

労災保険業務課 6 システム管理調整官 1 2 1 管理係 主任プログヲ 3 
く内 1) く内 5) 経理係 ーマ』ー

企画調整係
システム管理係
伝送係
システム運用係
（情報システム
運用係）

年企業務係
一時金業務係
年金福祉第一係
年金福祉第二係
短期給付第一係
短期給付第二係
レセプト電算システ
ム係
（支払第一係｝
支払第二係
｛ノ、ードウェア更改

、

係）
（システム改修係）

システム調整係
開発 第 係
（開発第二係）

勤労者生活課 3 7 （企画係）
〈内 1) 調査係

数理係
管理係
機構調整係
財形管理係
財形融資係

勤労者福祉 1 2 援助係
事業室 く内 1) 指導係

労働金庫業務室 1 労働金庫検査官 6 2 指導係
〈内 1) 検査係



6 安全衛生機関検査官 2 5 管理係
安全衛生部 〈内 2> （中央産業安全専門官） 1 団体監理係
計画課 く内 1> 法規係

安全衛生訟務官 3 企画係
（中央労働衛生専門官） 1 調整係

（内 1)
災害防止特別対策指導 1 
｛ 国

安全衛生部 1 中央産業安全専門官 3 3 業務第一係 安全対策指 1 
安全課 （安全衛生機関検査官） 1 〈内 2> （業務第二係） 導業務分析

〈内 1> （業務第三係） 官

建設安全対策室 1 技術審査官 2 1 指導係
中央産業安全専門官 1 

安全衛生部 1 中央じん肺診査医 1 6 業務第一係 職業性疾病 1 
労働衛生課 中央労働時軒生専門官 2 〈内4> 業務第二係 分析官

（業務第三係）
（業務第四係）
（業務第五係）
（業務第六係）

産業保健支援室 1 中央労働衛生専門官 1 1 産業保健係
職場復帰対策促進専門
官 1 

電離放射線労働 2 作業計画審査官 1 3 企画係
者健康対策室 指導係

健康対策係

安全衛生部 1 有害性調査機関査察官 1 1 業務係 化学物質国 1 
化学物質対策課 中央産業安全専門官 1 際動向分析

中央労働衛生専門官 1 官

化学物質評価室 1 化学物質情報管理官 2 2 評価係
化学物質審査専門官 1 審査係

環境改善室 1 中央労働衛生専門官 1 2 環境改善係
測定技術係

計 5 9 7 1 1 3 3 5 2 7 
〈内14> く内 3)

〈内30>

（注） 1 併任の官職（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職）を下記の記号で示すa

室 長一一一一一－－－－－－－－一ー［ ］ 
補 佐・一一一－－－－－－－－－－－－一一く内〉
専門官・係長一一－－－－－－－－－－－－－－－－一ー （ ）＝名称、 〈内 〉＝定数

計 一一一一一一一日一一・・・・く内 〉
2. 表に定めるもののほか、労働条件政策課賃金時間室に主任中央賃金指導官1人、安全衛生部安全課建設安全対策室に主任技術審査官l
人を置く。
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課長補佐等 係等の名称 所掌事務

I総務課I
課長補佐 秘書人事係 1局長秘書に関すること．

2局内職員の人事・給与に関すること。
3服務及び福利厚生に関すること。

課長補佐 人事係 1労働基準局職員・地方職員（監督官）の人事懲戒及び分限に関すること（大臣官房地方課所輩
分を除く。｝。
2労働基準局職員の叙位、叙勲に関すること．

給与・職員係 1地労働方職基員準局の研及｛び車（地労方働官基署準の局職関員係の)I昇格・定数に関すること（大臣官房地方課所掌分を除く.), 
2. Z関するこι

課長補佐（併） 調整採 1. 国会の情掌報に係収る集事及務び一取般りまのと調め整にに関関すするるこことゐと
2局の所 （他の所掌に属するものを除く。）。

企画法令係 1局所掌法令に属するものの制定、改廃及び解釈に係る事務（他の所輩に属するものを除く。）に
関すること。
2行政評価・監視に関すること．
3局の所掌に係る施策の企画立案に関すること。

課長補佐 総務係 1地方官暑の組織及び定員に関すること（大臣官房地方課所掌分を除く。）
広報係（併） 1広報に係る連絡調整に関すること。

課長補佐（併） 監理源（併） 1事 けに関すること及び公益法人に関すること。
課長補佐 予揮係 1局内の予 成、執行及び配賦等に関すること

庶務経理係（併） 1課の所傘に係る庶務般に関すること。
2局内（ 般会計）の経理に関すること自

労災保険業務分析官

調適険1高審査正度化査手な会法の専た等に門めおに知のつけ支識るい再援やて審を経の行査情験う請報にこ求の基と事。収づ案集き、の、労分事災析実事等認案を定行にの係う評こる価と裁に方判よ法所り等、に再及お審びけ査諸る請外事求国実事認に案お定等けののると労ら処え災理方保の、険迅労に速働係化保る

石綿対策室I
室長補佐 企画調整係 1局の所掌に係る石綿に関する対策の企画及び調整に関すること。

主査 1企画調整係の所輩事務の部を分筆する
労働時呆険審査会事務室】

室長補佐 庶務係 1. 室のの所予輩草及に係びる経庶理務等に般関にす関るすことる。こと。
2室

室長補佐 審査第係 1労災保険の再審査事務（第合議体関係）に関すること肉
審査第係 1労災保険の再審査事務（第合議体関係）に関すること”
審査第係 1田用保険退職金共曹の再審査事務に ること

I労働条件政策課］
課長補佐 管理係 1. 課の所予揮掌及に係びる経庶理務需 般に閲すること。

2楳の 理等に関すること。
企画犠 1楳の所隼に係る事務般に関する企画及び調整に関すること。
企画調整係（併） 1課の所輩に係る施策に関する企画立案等に関すること。

課長補佐（併）

轟長
1課の所司監に係る法令の制定、改廃及び施行に関すること
1労働契約に係る調査、企画及び調整に関すること。

課長補佐 1労働時間等設定改善の推進に関すること。
1労働契約に係る施策に関すること。
2.テレワークの推進に関すること

啓発推進係 1年次有給休暇の取得促進に係る企画立案等に関すること。
中央労働時開設定改善指導官 1仕事と生活の調和推進のための企画立等に関すること
労働契約専門官 l労労働働契契約約法等の民事ノレ ノレの効果的な普及啓発に係る企画立案等に関すること。

2. の実態に係る調査研究に関すること
働きやすい職場推進専門官 1職場のいじめ・ がらせ問題に係る施策の企画立案等に関すること
最低賃金制度研究官

状の況げ生専況にに活取や即門保応的りそ組護れなし制んた知らで政度と識のい策と経整のるの験最整合企に低性合困基賃性、・づ賃立金がく金案制求、額等調度め決の査らにれ定た、関研め、にし計究の、当諸画、支た情外的援っ報国なてをの帯の使行分離状用うこ析況是すと等正、る。セ統をがー行計行フう指わこテ標れとイのにるネとよ活ッとりト用も、と方最にして法低、中の等賃長関金に期連つを的施取いな策てり巻引等高くきの度状上

：労働条件確保改善対策室I
室長補佐 法規係（併） 1室町所輩に係る法令の制定、改廃及v施行に関すること。

労働条件改善係 1室の所掌に係る事務一般に関する企画及び生対立策案及に関すること。
2.自動車運転者、野外に国係人る労企働画者立、案技能実習生 び派遣労働者対策等の労働条件の確保改
善が特に必要な分 に関すること．

！賃金時間室I
室長補佐 政策係 1. 賃賃金金のに基関す準（る最法低令賃の金制を定宮、む）に係る施策の企画立案に関すること固

2. 、改廃及び施行等に関すること．
最低賃金係

1.H:一終Z認2縞一~…rぷ~民一主一臨明壬…ι醐：肘uわT'tll>n／；；＼＂＂~ 指賃導金係・退：金制度
1. 
1. 

中央賃金指導官 1. に関する
賃金・退職金制度専門宮 1 

2 



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

I監督課I
課長補佐（併｝ 管理係 1課の所輩に係る庶務般に関すること。

2楳の予揮及び経理等に関するこI:.
課長補佐（併） 企画・法規係 1楳の所輩定に係、改る廃事及務び一解般釈に関する企画及び調整等に関すること．

2法令の制 、 に関すること。
課長補佐（併） 監督係 1監督官の権限行使に関すること。

2監督業務の計画運営に関すること。
監察係 1地方局署の監督業務の指導及び調整等に関すること。

課長補佐 特定分野労働条件 1外国人労働者、技能実習生対策及び派遣労働者対策等の実施に関すること。
対策係
立替払事業係 1未払賃金立替払事業に関することB

社会保険労務士係 1社会保険労務士法の施行、試験の実施に関すること。
自動車労務改善係 1 自動車運転者対策の実施に関すること。

労働監督訟務官 1行政不服審査、行致事件訴訟及び国家賠償請求訴訟に関すること．
広域企業指導調整官 1広域企業事案に係る情報収集、分析及び地方局聞の連絡調整、指導に関すること。

2広域企業事実に係る事業場への指導に関すること。
特定企業労働条件確保対策専 1労働基準関係法令上の問題を有する特定企業対策の実施に関すること。
門官
社会保険労務士専門官 1民間紛争解決機関の審査・指定・監督、社会 士の懲戒処分等に関すること
労災管理課I

課長補佐 管理係 l課の所掌に係る庶務般に関すること
総務係 1.労災災補勘償定事の務人件に係費る組織及び定員に関すること。

2労 等に関すること
課長補佐 企画調整係 1.労災補償事務に係る施策の企画立案等に関すること。

2労災補償事務一般に閲する企画及び調整に関すること。
主査 1.企画調整係の所輩事務の一部を分掌する”
政策係 l労働者災害補慣保険制度に係る調査、企画及び調整に関すること。

2法令の制定、改廃及び施行に関すること。
課長補佐 予算係 1労災勘定に係る予算の編成執行及び阻賦等に関すること．

決算係 2労災勘定に係る歳入歳出及び決算に関すること。
課長補佐 経理係 1労災災勘勘定定のの支出負担行為及び契約等に関することふ

2労 支出に関すること。
調度係 1労災勘定の慣権管理及び徴収に関すること。

2労災勘定の物品及び固有 管理等に関すること。
課長補佐 機構調整第一係 1独立行政法人労働者健康 が行う業務の指導及び連絡調整に関すること。

機構調整第二係 1独立行政法人労働者健康 が行う労災病院の再編業務の指導及び調整に関すること。
（併）
疾病調査研究補助 1労災疾病臨床調査研究等補助金事業の実施に関すること。
金係（併）

課長補佐（併） 監察係 1. 監察計画樹立の補補助助及に関びす監る察こ記と輯。の
2監察実施事務の 整備保存に関すること

労災保険財政数寝室l
室長補佐（併） 料串係 1労災保険串、特別加入保険料串の揮定及び検討等に関すること。

調査係 l労災保険財政の分析及び見通しの作成並びに必要な事項についての調査に関すること
労民保険数理専門官 1労災保険数理般、メリット制度及び各種調査の計画等に関すること
労働保険徴収楳I

謀長補佐 総務係 1楳の所輩に係る庶務一般に閲すること。
2徴収勘定の支出負担行為及び契約等に関すること内

干草係 1徴収勘定に係る予賓の編成、執行及び毘賦等に関すること。
課長補佐 企画係 1課の所掌に係る事務一般に閲する企画及び調整に関すること。

法規係（併） 1法令の制定、改廃及び解釈に関すること。
課長補佐（併） 業務係 1労働幌険の適用徴収等に閲する業務指導の総括及び統計等に閣すること内

徴収係（併） 1労働保険の徴収並びに徴収勘定に係る歳入歳出及び決算に関することB

適用係（併） 1労働幌険の適用に関すること
中央労働幌険適用指導官 1絡労調働整保d険の来手続事業に係る調査分析、加入促進に関する企画及び業務指導、関係機関との

連関等に閲すること
中央徴収専門官 1労働幌険の徴収、滞納処分等の専門的、技術的な指導に関すること。
労働幌険事務組合指導官 l労働保険事務組合の育成、指導に関すること情昔員法の船員に係る労働時呆険事務組合に関する

ことを除く．）．
中央船舶事業所指導官 1船員法の船員に係る労働嶋険の徴収等に関する周知広報及び業務指導、闘際機関との連絡調

整2.に船閲員す法るのこ船と。員に係る労働峡険事務組合の育成指導に関すること

［労働保険徴収業務室1
室長補佐 管理係 1室の所掌に係る庶務般に関すること。

2室の予事及び経理等に関すること
業務第係 1システム設計、機械処理、業務指導及U研修等に関すること。
業務第係（併） 1プログラムの作成及び保管に関すること．
システム計画係 1次期労働保険適用徴収システムの更改計画の策定等に係る企画及び連絡調整に関すること
（併） （システム開発係に属するものを除くJ。
システム開発係（併） 1労働保険lの適を用除徴く白収システムに係るシステムの設計・開発及び調整に関すること（他の係の所掌

に属するも く。）。
主怪プログラマ 1システムの評価、改善、プログラムの企画及び調整に関すること”



課長補佐等 係等の名称 所輩事務

I補慣繰I
課長補佐 業務係 1. （休補業慣（）補給償付）等給に付閲、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）、傷病（補慣）年金及び介

護 することゐ
2課の所輩に係る庶務般に関すること

企画調整係 1楳の所輩に係る事務般に関する企画及び調整に関すること（企画調整第二係の所掌に属す
るものを除く．）。
2労災補償関係法令の疑義照会等に関することn

企画調整第係 l課の所輩のうち東日本大震災に係る事務に関する企画及び調整に関すること
通勤災害係 l通勤災害等に関すること。

2. ること向
課長補佐 医事係 1. 診療費の審査制度及び指定患制度等に関すること

福祉係 1. 干土 業に関すること。
一次健康診断等給 1一次 給付に関すること。
付係

中央労災医療監察官

議議鰭輯麓襲爵中央社会復帰指導官
労災医療専門官
社会復帰促進分析官

労災補慣訟務分析官
てに労の対災業す保務る険的起給確因付な性主にの関張考す・え立る方証行やを政争行事点う件た別訴めの訟の判に手断つ法ポいのイてン確、ト立等判のの決た検にめ証おのけ・支分る援析事を等業行を主行うのこうと無こ。過とに失よ損り害、各賠種世疾責病任等とし

［職業病認定対策室1
室長補佐 職業病認定業務第 1負傷に起因する疾病等に係る認定基準の策定、改廃並びにりん伺事案等の取扱いに関するこ

一係 と。
職業病認定業務第 1身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病等に係る認定基準の策定、改廃並びにり
係 ん何事案等の取扱いに関すること。

放射線障害訴 1の電取離扱放い射に線関に】よる疾病に係る認定基準の策定改廃、医学的知見の収集及びりん伺・協議等事
案 すること。

中央職業病認定鯛査官 調1査業等務に上関疾す病るにこ係ど。る認定、その他補世に闘する事務で専門的知識を必要とする事項についての

放射線障害補償専門官 1電離放射線による疾病に係る 上外の判断閏門検討会の運嵯d に ること
I労災保険審理室1
室長補佐 審査係 1.労働 会 に関すること

審査第係（併） 1労働 会 に関すること。
訟務係 l労災補 の 務に関すること（訟務第二係の所輩に属するものを除く。）。

訟務第係（併） 1労災補償関係の訴訟に係る事務に閲すること（訟務係の所隼に属するものを除く．）。
労災保険審査専門官 1労働保険審査会の審査事案に関する事関務す室る事聖務目的事項に関すること。
中労災補償訟務官 1労災補償及び労災保険に係る争訟に 等



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

I労災保険業務課］
課長補佐 管理係 1課の所輩に係る庶務一般に関すること．

2課の予耳目編成及び実行計画に関すること。
経理係 1.課内の経理に関することゐ

企画調整係 l課の所掌に係る事務般に関する企画及び調整に関すること。

課長補佐（併） システム管理係 lシステムの運用計画・管理等に関すること。

伝送係 1システムハードウェア基盤（地方局署のLANを含む。）に係る運用・保守・整備等に関すること。

システム運用係 1労災行政情報管理システムの運用に関すること。
2労災保険給付に係る機械処理決車業務に関すること。
3労災保険給付に係る給付統計等に関するこι

情報システム運用 1労働基準行政情報システムの運用、管理に関すること．
係（併）

課長補佐 年金業務係 1年金給付、労災就学等援護費、労災援護給付金の支給に係る業務の企画調整並びに関連部
局との連絡調整に関すること．

時企業務暁 1. 時金給付、葬祭料（給付）、介護（補償）給付及び義肢等補装具費の支給に係る業務の企画調
整並びに関連部局との連絡調整に関すること．

年金福祉第一係 1年金給付等の受給者の相談・支援に係る業務委託・調査研究及び資料分析に関すること（他の
係の所輩に属するものを除く．）．

手蚕福証嘉係 1労災特別介護施設の設置に係 ぴ連絡調撃等に関すること．
課長補佐 短期給付第係 1短期給付一回管理システム等σ 析・プログラム改修等に関すること

短期給付第二係 1療聾（補償）給付の療養の費用 、アフタ ケア通院費の支給に係る業務の企
画調整並びに関連部局との連絡調整に関すること

レセプト電車システ 1労災レセプト電算処理システムの運用に関すること．
ム係

課長補佐 支払第一係（併） 1年金給付等及び診療費の支払管、支等払にに関係するる事こ故と。処理等に関すること
支払第係 1支払関係ロスト等の整備及V'保
ノ、ードウェアE改係 1. yステムのハードウェア更改に関すること。
（併）

システム改修係（併） 1労働基準行政情報シスァムの改修等に関すること。
2労災行政情報管理システムの改修等に関すること。

システム ｛ 同

le」一筆之骨主坦担芝主行占主政企Z情霊主報血!Q宅 6プテEのムロ融グ亙ラ措びムに労の働閉イすb基面る準FとE行九rF政調情帯事プログラマ 1 h 耳 に聞すること
課長補佐 システム司 1. システ システムのi 」’ るこ’

開発第係 1第三者行為災害における求慣業務のシステム開発等に関すること。
2.義肢採型指導料及び社会復帰促進等事業のシステム開発等に関すること。

開発第二係（併） 1番号法に係るシステムの設計開発及び調整に閲すること。

［勤労者生活眼1
課長補佐 企画係（併） 1採の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整等に関すること．

2課の所掌に係る施策の企画に関すること。
開査係 1法令の制定、改廃及び施行に関すする企るこ画と立。案

2探の所掌に係る事務一般に関 及び調整等に関すること（企画係の所輩に属するも
のを除く。）。

数理係 1 中小企業退職金共済制度の数理等に閲すること。
課長補佐 管理係

1. 課のの立止所予す軍掌攻に法及係び人る経勤庶理労務曹者一に退般関職にす金関る共すこ済Jるh機こ構と。が行2.課
機構調整係 1独 う業務の指導及び連絡調整等に関すること

課長補佐 財形管理係 1勤労者財産形成貯蓄制度の運営に関すること。
2勤労者財産形成促進制度に係る税制に関すること。
3勤労者財産形成制度についての調査及び研究並びに勤労者財産形成促進制度の改普及び普

及等にに係関るす関る日こ系と機。
4. 1 関と錯絡調整等に関す出。

蔚諺雇蚕係 1勤労者財産形成融 度の運営等に閲すること
勤労者福祉事業室1
室長補佐（併） 器量 1. 労中働小企者業の福勤時利甘厚者総生合に係福る祉施推粛進の事実業施の等実に施関等Fに関すること。

1. すること
労働金庫業務室I

室長補佐（併） 指導係 1労働金庫及び労働金庫連合会の指導及び監督等に関すること。
検査活 1労働金庫及び労働金庫連合会の桔査の企画立案に関すること。

労働金庫検査官 1. 金庫及び 金庫連合舎の樟査に関すること



課長補佐等 係等の名称 所輩事務

《［安計全画衛課生】部》

課長補佐 管理係 1. 部の所予算輩及に係びる経庶理務等一に般関に閲すること．
2部の すること。

課長補佐 団体監理係 1労災防止団体の監督、定款の認可及び！に補関助す金るこの｛交付に関するこι
2労働安全衛生コンサノレタント関係業務 と。

課長補佐 法規係 1法令の制定、改廃及び施行に関すること．
課長補佐（併） 企画係 1部の所掌に係る施策の企画立案等に関すること。
課長補佐（併） 1部の所象に係る事務般に関する企画及び調整に関すること”
課長補佐 調整係 1安全衛生に係る研究（告独に立関行す政る調法整人等労働に関安す全る衛こ生と総。合研究所厚生労働科学研究）及び安全

衛生に係る国際関係業務

安全衛生機関査官 1畢録製造時等 の指導に関すること。
安全衛生訟務官 1安全衛生に係 務に関すること。
災害防止特別対策指官 1重大災害を 1E J、 止対策に関すること
安全課I

課長補佐 業務第係 1.謀の所予箪掌に係る事務 般に閲する企画及び調整に関すること。
2課の 組織に関すること．

業務第係（併）

日tス労一電存ク働ア般気晶災セ地型担害ス械害昔防メ‘時ンプ止陸事トレ対上に楠ス策係貨槽寄のる物植機分専取関野門木扱曹に的工革のお・樺E技業い械t術務Fてを空的監、除調既な督〈理指存曹）関脚導のの係業対等指災関策の導害係好のに等提現事関の害況例す防轄を目る止把この収日ι及防集置び止し、、分事Eそ析後tのF、措事効評置桂果価に措を等閉置検をすに証行る関すうここするとととる固にとこもよとにり、、
業務第一係（併）

安全衛生機関検査官（併）
安全対策指導業務分析官

既存の・立対案策のをた効め果の的支・援効を串行的うにこ実とn施するための改善策等を助言・提言するとともに、新たな対策の
企函

［建設安全対策室］
室長補佐 指導係 1建設業における労働災害防止に関すること。
技術審査官 1建設工事許函の安全確保に係る審査専に関するこι
労働衛生課1

課長補佐 業務第一係 1線の所掌に係る庶務一般に閲すること。
2課の予草・組織に関すること斗

業務 係 1課の所輩に係る事務般に関する企画及び調整に関すること。
業務 係（併） 1じん肺法及ひ嚇じん障害防止規則の施行等に聞すること。
業務 四係（併） 1健康保持増進事業の実施等に関すること，
業務 五係（併） 1.電離搬す線障害防止規則及び高気圧障害防止規則等の施行に関することn

業務第六係（併｝ 1健康診断の基準等に関することの
職業性疾病分析官 1こ職よ業り、性職疾業病性等疾に病つ対い策て等、高度の専・立門案的のなた知め識の経支験援にを基行づうこくと調。査、研究、情報の分析等を行うこ

とi の企画
健事業支援1
佐 産業保健係 1事業者が行う労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の支援等に関すること。
対策促進専門官 1メンタノレ不調が理由で休業した労働者の 場復帰支援に関すること倫

［電離放射掠労働者憧康対策室1
室長補佐 企画係 1電離放射線障害防止対策に関する企商及び立案に関することμ

指導係 1電離放射線障害防止対策に関する指導に関すること。
室長補佐 健康対策係 1原発作業従事者の長期的地康管理等に関することャ
作業計画審査官 1. 屈の 守的査及び放射線被ばく低のための指 lこ ること
化学物質対策課I

課長補佐 業務係 1採の所予隼草に・組係H織るに事関務’ 般に関する企画及び調整に関すること。
2課の 関することn

有害性調査機関査察官
1握化有分学害析物性を質調行管査う理こをのと行に分うよ野樺りに関、我おにがい係国てるの試、欧化験米学摘諸物世国質帯や管に新理封興にす国係るの適る新施合た策確なの認法企査整画車備・及立やび案様査の々轟たな結め取果の組の支み軒援の面を的行等確うにfこd開とE伺化学物質国際動向分析官

［化学物質評価室1
室長補佐 評価係 1化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価等に関すること。

審査係 1新規化学物質の審査等に関すること（化学物質審査専門官の所輩に属するものを除く．）。

じ学物質情報管理官 1化学物質の有害性調査及び情報収集等に閲すること。
化学物質審査専門官 与1と新公規表化及学び物健質康の障審害査防（止重の度たのめ健の康指障針害のを策労定働等者にに関生すずるるこおとそ。れのあるものに限る）、名称の付

［環境改善室l
室長補佐 環境改善係 l有害物に係る作業環境の工学的な改善等に関すること。

測定技術係 1有害物に係る 測定基準の指 に関するこ左


