
厚生労働大臣殿

基発09 2 5第 5号

平成27年9月25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則」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司JI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青青するので、よろしくお取

り計らい願います。



各内部部局の内部組織に関する細則の一部改正案概要

局・部 謀・室 改 正 内 容 改正 理 由

労働基準局 監督課 技能実習労働条件係の新設 －技能実習生に係る労働基準

監督署における監督指導体

制の強化に伴う増

一一一一 一一一一一一

労災管理課 ｜係の名称及び所掌事務変更（企画調整係→調整係、政策係→｜・業務体制見直しに伴う変更

企画法令係）

自由ーーー一＋ー一一一ーーーーーーー

安全衛生部 計画課 外国安全衛生機関検査官の新設 －労働安全衛生法の改正を受

けた外国立地の検査・検定

機関の監査体制を整備する

ための増

増の官
同査審術技策対全安

課

設
全

建

］

安

［

室
－文部科学省スポーツ庁の新

設に伴う主任技術審査官の

振替廃止に伴う増

設新の守
口門専学疫康健働労
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線

室

課

射
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生

放

対

衛

離

康

働

電

健

労

［

者
－東電福島第一原発における

緊急作業従事者に係る疫学

研究を的確に実施するため

の増

中央放射線管理専門官の新設 －東電福島第一原発における

放射線業務従事労働者の健

康管理対策を充実させるた

めの増

減の官理描
官報者
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室
・文部科学省スポーツ庁の新

設に伴う振替減（一般職員

の増）

※［ ］ 省令室、 （ 〉 ：訓令室



労働基準局の内部組織に関する細則
平成27年 10月1日適用

厚生労働省組織令（平成 12年政令第25 2号）、厚生労働省組織規則（平成 13年厚生労働省令第1号）、厚生労働者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年法律第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とおり定め、平成27年 10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 1 秘書人事係 労災保険業 1 
〈内2> く内 3> 人事係 務分析官

給与・職員係
調整係
企画法令係
総務係
過労死等防止係
（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 企函調整係

［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

監督媒 4 労働監督訟務官 1 9 管理係
〈内 3> 広域企業指導調整官 1 企画・法規係

特定企業労働条件確保 1 監督係
対策専門官 監察係
社会保険労務士専門官 1 技能実習労働条件係

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 
く内 1> く内 2> 総務係

調整係
企画法令係
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 労提保険数理専門官 2 2 料串係



｜数理室 〈内 1) 調査係

労働保険徴収楳 3 中央労働保険適用 1 7 総務係
〈内 1> 指導官 く内 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 て？－

（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 第係

放射線障害補償専門官 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
中央労災補憤訟務官 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 主任プログラ 3 
〈内 1> 〈内 5> 経理係 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）

年金業務係
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
（ハードウェア更改

係）
（システム改修係）

システム調整係
開発第一係
｛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 〈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 外国安全衛生機関検査 1 5 管理係
安全衛生部 〈内 2) 官 団体監理係
計画課 安全衛生機関検査官 2 法規係

（中央産業安全専門官） 1 企画係
〈内 1> 調整係

安全衛生訟務官 3 
（中央労働衛生専門官） 1 

｛内 1)
災害防止特別対策指導 1 
官

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 3 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 中央労働衛生専門官 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
｛ 白 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 健康疫学専門官 1 指導係

中央放射線管理専門官 1 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 際動向分祈

中央労働衛生専門官 1 ｛ 防

化学物質評価室 1 化学物質情報管理官 1 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 4 1 3 5 5 1 7 
〈内14> 〈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。
室 長一一一一一一一一－－－一一［ 〕
補 佐・・・・・.................. ＜内〉

専門官・係長一－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・ （ ）＝名称、 く内 〉＝定数
計 －－－－－－一一一一司・・・・・・ー 〈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人を置く．



"・ 号ヨト者申ヲ＂＂

課長補佐等 係曹の名称 所傘事務

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. 服局務内及職員びの福人利事厚生・給に与関にτ関すること。
3. 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（大臣官房地方課所掌

分2を労除働〈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修び（地労方働官基署準の局職関員係の）に昇関格す・定るこ数とに。関すること（大臣官房地方課所掌分を除く。）。
2. 

課長補佐（併） 調整係 l局国会の所の情＊＇報収集及び取りまとめに関すること。
2. 1こ係る事務一般の調整に関すること（他の所掌に属するものを除＜.) . 

企画法令係 1局所輩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局の所輩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（大臣官房地方蝶所草分を除く0 ), 

過労死等防止係 1.過労死等防止対策推進法の施行等に関することい
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｝ 監理係（併） 1事業仕分けに関すること及び公益法人に関することL
課長補佐 予揮係 1局内の予編成、執行及び配賦等に関することn

庶務経理係（併｝ 1課の所輩に係る庶務一般に関すること。
2局内（一般会計）の経理に関すること命

労災保険業務分析官 1高度な専門知識や経験に基づき、労災事実に係る裁判所における事実認定のとらえ方、労働幌
険審査会における再審査請求事実の事実認定の評価方法等及び諸外国における労災保険に係る

調査手法のた等めにのつ支い援てをの行情う報このと。収集、分析等を行うことにより、再審査請求事案等の処理の迅速化・
適正化

翠襲警室1
企画開整 1.局のR に渇石に関する対策の企画及び調整に関することF

司労働雌険審査会事務室1
室長補佐 庶務係 l室の所予草掌及に係びる庶務一般に関することa

2室の び経理等に閲することR

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）に関すること前
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n

審査第係 1雇用 退職金共済の再査事務に聞するこι
労働条件政策楳1

課長補佐 管理係 1繰の所輩に係る庶務般に関すること。
2楳の予草及び経理等に関すること。

企企画画係調整訴（併）
1醸の所書院に係る事務一般に関する企画及び調整に関することゐ
l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） 法規係

1. 課労骨労テ働骨レ働のワ所契時契ー隼約約間ク1帯にiのこ乙係係係設推るるる定進法調施改に策令査善関田、にのす企制関推る画定す進こ及る、とに改び。こ閲と廃調す。E整るびにこ施関と”行するにこ閲ιすることn

政策係（併） 1. 
課長補佐 設定改善係 1. 

労働契約事業係 1. 
（併） 2. 
啓発推進係 1年次有給休暇の取得促進に係る企画立等に ることn

中央労働時開設定改善指導官 l仕事と生活の調和推進のための企画立案等に ることa

労働契約専門官 1. 労働契約法等の民に係事るノレ調ー査ノレ研の究効に果関的な普及啓発に係る企画立案等に関すること．
2労働契約の実態 すること

働きやすい職場推進専門官 1職場のいじめ・嫌がらせ問題に係る施 の企画立案等に ることの
最低賃金制度研究官 生活保護制度との整合性が求められ、計画的な軍離是正が行われるとともに、中長期的な引き上

げに取り組んでいる最低賃金制度に関し、諸外国の状況、セーフテイネットとしての関連施策等の
状況やそれらとの整合性、賃金額決定に当たって使用する統許指標の活用方法等について高度
の専門的な知識経験に基づく、調査、研究、情報の分析等を行うことによ世、最低賃金を取り巻く状
況に即応した政策の企画立案等のための支援を行うこと．

［労働条件確保改善対策室］
室長補佐 法規係（併） 1.室の所掌に係る法令の制定、改廃及び施行に関すること。

労働条件改善嘱 1.室の所隼に係る事務一般に者関す、技る能企実画習及生び対立策案及にび閲すること．
2 自動車運転者、外国人労働 、 派遣労働者対策等の労働条件の確保・改
善が特に必要な分野に係る企画立案に関すること。

［賃金時間室】
室長補佐 政策係 1賃賃金金の基準（最低賃金を含む改）廃に係及る施策の企画立案に関すること。

2. に関する法令の制定 ぴ施行等に関すること
最低賃金係 1課の月 に係る統計調査の実施、分析及び連絡調整に関すること。
指導係 1最低 に閲－，ること。
賃金・退職金制度 1賃金・ に関する企画、立案及び退職手当の保全措置等に関すること。

中央賃金指導官 1留金に関する 知識についての地方局署職員への指導及び地方局相互間の調整に関する
貰金・退職金制度専門官

1.賃1に金係・退る関職係金機制関度とにの関連す絡る調企整画等立に案関にす関るすこるとこ白と。2 



課長補佐等 係等の名称 所輩事務

鰐最初 菅理係 1. 課の所予3輩Ul.に係びる経庶理務等一に般関に関すること。
2課の すること．

課長補佐（併） 企画・法規係 1.課の所傘に定係、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｝ 監督容 1監督官の権限行使に関すること。
2監督業務の許画運営に関すること。

監察係 1地方局暑の監督業務の指導及び調整等に関すること
技能実習労働条件 1技能実習生等外国人労働者の労働条件確保対策等の実施に関すること．
係

課長補佐 特定分野労働条件 1非正規労働者（派遣労働者、有期契約労働者等）、介護労働者等の特定分野における労働条
対策係 件確保対策専の実施に関することE

立替払事業係 1未払賃金立替払事業に関すること。
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. 行広広自動域域政車不企企業置服業転審事事者実案査対、lにこ行係策係政のるる事情事実件業報施訴収場に訟集へ関及、のす分指びる祈こ導国と及家に．び賠関地す償方請る局こ求と聞訴。の訟連に絡関調す襲る
労働監督訟務官 1. こと。
広域企業指導調整官 1. 、指導に関することh

2 
特定企業労働条件確保対質専 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
生会 険 土 門 官 1.民 決機聞の審査・指定・監督社会保険労務土の懲戒処分帯に閣司ること向
労災管理課l

課長補佐 管理係 1課の所敏に係る庶務 般に関すること四
総務係 1労災補償事務に係る組織及び定員に関すること。

2労災勘定の人件費等に関すること。
課長補佐 調整係 1労災補償事務に係る情報収集及び取りまとめに関すること。

2労災補償事務一般の調整に関すること（他の所掌に属するものを除く）
主査 1企画関整係の所掌事務の部を分掌する。
企画法令係 1労働者災害補世保険制度に係る法令の制定、改廃及び解釈に係る事務（他の所象に属するも

のを除く）に関すること。
2労災補償事務に係る施策の企画立案に関すること

課長補佐 予算係 1労災勘定に係る予揮の編成、執行及び匝賦等に関すること伺
決箪係 2労災勘定に係る歳入歳出及び決揮に関するこι

課長補佐 経理係 1. 労労災災勘勘定定のの支支出負担行為及び契約等に関すること．
2. 出に関すること白

調度係
1. 労労災災勘勘定定の慣権品労働管E理び者及固健有康び財徴福収産祉機のに管関構理すがる曹行こにうじ業隠務すのる指こj導b及2. の物

課長補佐 機構調整第係 1独立行政法人 び連絡調整に関すること内
機構調整第二係 1独立行政法人労働者健康福祉機構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 L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.監察計実画施樹事務立のの補補助助に関びす監る察こ記と録。の
2.監察 及監 整繍保存に関すること内

室 言織野堂翠室I
料串係 1労災保険串特別加入保険料串の箪定及び横討等に関すること”
調査係 1労災保険財の分析及び毘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ι

品 H 理専門官 1. /' 理般メリット制度及び各種調査の計画に ること白
労働保険｛収諜1

課長補佐 総務係 ~: 牒徴収の所勘副定院にの係支る出庶負務担行般為に及関びす契る約こ等と．に閉すること．

監
1 収勘定に係る予算の編成、執行及び配賦等に関すること。

課長補佐 1課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n

1法令の制定改廃及び解釈に関すること．
課長補佐（併） 1労働保険の適用徴収等に関する業務指導の総括及び統計等に関すること．

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揮に関すること。
1労働保険の適用に閲すること白

中央労働保険適用指導官 1労働保険の宋手続事業に係る爾査分析、加入促進に関する企画及び業務指導、関係機関との
連絡網整等に関すること拘

中央徴収専門官 1労働保険の徴収、滞納処分等の専門的、技術的な指導に関すること肉
労働保険事務組合指導官 1労働保険事務組合の育成、指導に関すること明骨員法の船員に係る労働保険事務組合に関する

ことを除く。lo
中央船舶事業所指導官 l船員法の船員に係る労働保険の徴収等に関する周知広報及び業務指導、関係機関との連絡調

整2に船関員す法るのこ船と，員に係る労働保険事務組合の育成指導に関すること

I労働保険徴収業務室1
室長補佐 管理係 1室の所隼に係る庶務一般に関すること。

2室の予算及び経理等に関すること。
業務第一係 1システム設計、機械処理、業務指導及び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。
シスァム計画係 1次期労働保険適用徴収システムの更改針函の策定等に係る企画及び連絡調整に閲すること
（併） （システム開発係に属するものを除く。｝。
システム開発係（併） 1労働保険適用徴収システムに係るシステムの設計・開亮及び調整に関すること（他の係の所象

に属するものを除く｝
主荏ヲログラマー 1システムの評価改善プログラムの企画及び調整に閲すること



課長補佐等 係等の名称 所象事務

［楠慣課I
課長補佐 業務係 1休業（補償）給付、障害（補償）給付、遺族｛補世）給付、葬祭料（葬祭給付）、慣病（補償）年金及び介

護（補償）給付等に関すること．
2謀の所輩に係る庶務般に関すること．

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墜に関すること（企画鯛整第二係の所掌に属す

る2も労の提を補除償く。関）。係法令の疑義照会等に関すること。

企画調整第係 1課の所掌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 1通勤災害等に関すること。

2特別加入に関す・
課長補佐 医事係 1療費（補慣）給付、 の審査制度及び指定医制度等に関すること

福祉係 1.社会檀帰促進等 」 すること。
一次健康診断等給 1.一次健康診断等 寸に関すること．
付係

中央労災医療監察官 1療養（補慣）給付等の適正事務についての地方監察官等への指導等に閲すること。
2労斑補償の運用の見直し等に係る事務で専門的事項に関すること。

中央社会檀帰指導官 1被民労働者の社会宮崎の促進についての地方局署関f災係医職療昌にへ関のす指る導事筈務にで関専す門る的こ事と．' 
労災医療専門官 1労災医療に要する費用の算定基準の策定その他労 項に関
社会檀帰促進分析官 被災労働者の社会復帰の促進のため、精神障害等の症状軽快者又は治ゆ者に係る就労上の問

題点や業種別の事業主側の症状軽快者等の就労に係る問題点等の調査、検証、分析等を行うこと
により、効果的な職場復帰促進のための施策の企画・立案のための支援を仔うこと。

労災補償訟務分析官 労災保険給付に関する行政事件訴訟について、判決における事業主の無過失損害賠償責任とし
ての業務起因性の考え方や争点別の判断ポイント等の検証・分析h等を行うことにより、各種疾病等
に対する的確な主張立証を行うための手法の確立のための支援を行うこと。

［職業病認定対策室］
室長補佐 職業病認定業務第 1負慢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実等の取扱いに関するこ

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
ー係 ん伺事業等の取扱いに関すること．
放射線障害係 実1の電取離扱放い射に線腿にすよるるこ疾と病B 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

中央職業病認定調査官 1業務上疾病に係る認定、その他補慣に関する事務で専門的知識を必要とする事項についての
調査等に関すること。

＝射輯陣 門官 1電離放射線による疾摘に係る 上外の判断 I 、舎の運営に ること
労災保険審理室I

室長補佐 審査係 1労働保険審査会の に関すること
審査第係（併） 1労働保険審査会とα に関すること
訟務係 1労災補償問岬の訴訟 務に関すること（訟務第二係の所掌に属するものを除く．）．

邸主主主i佐L l労災補世関川革の訴訟に係る事務に閲するこ主包専Ji門主務的箆事豆項亙に掌関！こ属するものを除く。），
労災保険審査専門官 1労働保険審査会の審査事実に関する事務で すること．
中央労提補償訟務官 1労災補慣及び災保険に係る争訟に関する事務署。



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

［労災保険業務課］
課長補佐 管理係

1. 探楳のの所予算掌のに係編る成庶及務び一実般行に計関画すにる関こと。
2. 関すること。

経理係 1課内の経理に関すること。

企画調整係 l課の所輩に係る事務般に関する企商及び調整に関すること。

課長補佐（併） システム管理係 1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揮業務に関すること。
3労災保険給付に係る給付統計等に関すること。

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

時金業務係 整1並一び時に金関給連付部、葬局祭との料連（給絡付調）整、介に護関す（補る償こ）と給。付及び義肢等補装具費の支給に係る業務の企画調

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・調査研究及び責料分析に関すること（他の
係の所輩に属するものを除く）．

難措三雲 1労災特別介護施設の設置に係る企画、計画の実施及び連絡調整等に関する二と。
課長補佐 1短期給付－:,c管理システム等の機誠処理に係る業務分析・プログラム改修等に関すること。

短期給付第二係 1療養（補慣）給付の療養の費用、休業（補慣）給付、アフター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。

レセプト電算システ 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 支払第係（併） l年金給付及び診療費の支払、支払に係る事故処理等に関すること．
支払第係 1支払関係リスト等の整備及び保管等に関すること内
ノ、ードウェア更改係 1シ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テムの改修等に関すること。
2労災行政情報菅理システムの改修等に関すること。

システム 噴ー 1. システムの 伐〉こ 、F ‘
主任プログラマ I，シスァムの評価』F理改シ善ス、テプムログラムのA び 」. 「〈こと

課長補佐 シスム l，骨i.,_ ,-
システムの置構聞轄に閣するこI::.

開発第一係
1.第三者行為導災害料及におびけ社る会求復慣帰業促務進の等シ事ス業テのムシ開ス発テ等ムに開関発す等るにこ｜と。
2.義肢採型指 等関すること。

開発第係（併）
勤労者雇語謀I

1番号法に係るシステムの殻許・開発及び調整に闘すること

課長補佐 企画係（併） 1. 課のの所所傘隼に係るる事施務策の一企般画に関する企画及び調整等に関すること．
2課 に係 に関すること

調査係 1. 法令の制定に係、改る廃事及務び一施般行にに関すること。
2際の所掌 関する企画立案及び調整等に関すること（企画係の所掌に属するも
のを除く。）．

数理係 1 中小企業退滞金共済制度の数理等に関すること．
課長補佐 管理係 1課の所掌に係る庶務一般に関すること。

2謀の予草及び経理 ること．
機構調整係 l独立行政法人勤労 共済機構が行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 度の運営に閲することh
2勤労者財産形成促進制度に係る税制に閲すること．
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
及等に関すること。
4. 1に係る関係機関との連絡調整等に関すること．

財形融資係 1.勤労者財産形成融資制度の運営 に ること
司勤労者福祉事業室1
室長補佐（併） 援助係 1 中小企業勤労者総合福祉推進事業の実施等に関するこι

指導係 1労働者の福利庫生に係る施策の実指等に関すること
［労働金庫業務室1
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。

検査係 1労働金庫及び労働金庫連合会の検査の企画立案に関すること。
｜労働金庫検査官 1. 働金庫及び労働金庫連合会の検査に関することの



課長補佐等 係等の名称 所倉院事務

《I安計全画課衛生I部》

課長補佐 管理係 1:部部のの所予草草に係る庶務一般に関すること0

2 及び経理等に関すること。
課長補佐 団体監理係

1己主労労働災令防安町制止全智定団、体生改コの廃ン監及サ督ルび、施定タン款行ト刀1関こ認関係可す業及る務こびにと補関．助す金るのこと交。付に関すること．
課長補佐 法規係 ~· 制、改廃及 関すると．
課長補佐（併） 企画係 1部の所隼に係る施策の企画立案等に関すること。
課長補佐（併） 1部の所掌に係る事務一般に関する企国及び調整に関すること白
課長補佐 調整係 1安全衛生に係る研究（独立行政法人労働安全衛生総合研究所・厚生労働科学研究）及び安全

衛生に係る国際関係業務に関する調整等に関すること。

外国安全衛生機関検査官 1外国に所在する登録製造時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること内
安全衛生機関検査官 1畳録製造時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること。
安全衛生訟務官

1. 安全大衛災害生をに操係りる返国す家企賠業償へ請の求労訴働訟災等害訟防務止に対関策すにる闘ことす合

災害防止特別対策指導官 1重 ること倫
安全課1

課長補佐 業務第一係 1課の所掌に係る事務一般に関する企画及び開整に関すること。
2課の予算組織に関すること

業務第係（併） 1.一般機械（プレス機敏、木 害等の防止及び事蚕雇盃に関すること。
業務第ー係（併） 1電気災害、陸上貨物取扱 、災害等の防止及び事後措置に関すること

安全衛生機関検査官（併） 1登録製造時等検査機関 苦闘すること
安全対策指導業務分析官 労働災害防止対策の分野において、 の の現況を把握し、その効果を検証するとともに、

日スクアセスメントに係る専門的・技術的な指導等の好事例の収集、分析、評価等を行うことにより、

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。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
企画

｛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閲すること。
技術審査官 1建設工事許画の安全確保に係る審査曹に関すること
I労働衛生課］
課長補佐 業務第一係 1. 燥の所裁に・組係織るに庶関務す一る般こにと関すること．

2楳の予事
業務第係
業務第一係（酔）
業務第四係（併）
業務第五係（併｝ 議襲襲撃監一業務第六係（併）

職業性疾病分析官 査、研究、情報の分析等を行うこ

1室産長整保佐鍾杢墾茎畦1
産業保健係 1.事業者が行う労働者の健贋の保持増進を図るため必要な語証言5支援等に関すること。

場復帰対策促進 q官 1.メンタル不調が理由で休業した労働者の , ' に関すること
電離放射線労働者瞳庸対策室I
室長補佐 企画係 1電離放射線障害防止対策に関する企画及び立案に関すること。

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。

聾量定

健康対策係 1原発作費従事者の長期的健康管理等に ること。
1東電福島

串 原発にお村け1'るる盆放緊針射急通車線作被業業ぱ従務く低事従減者事の労にた係働める者哩のの指学瞳者導康弄濯等管のに理宴関封捕す買るににこ閣聞とす。するるここk~ 1東電福島盛一原発にお
1作措届のE門的審査及

業務係 1楳の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。
2繰の予算組織に関すること。

有害性調査機関査察官 1有害性調査を行う機関に係る試験施設等に対する適合確認査察及び査察結果の計画等に関
化学物質国際動向分祈官

握化分学析物を質行管う理このとに分よ野りに、おいての、欧化米学諸物国質や管新理興に国係のる新施た策なの法企整画備・立や案様の々たなめ取の組支み援のを的行確うなこと把。
我が国

［化学物質評価蜜］
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掌に属するものを除く。）。

化学物質情報管理官 1.化学物質の有害性調査及び情報収集等に関すること。
化学物質審査専門官

環境改吾孟I

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向れのあるものに限る）、名称の付

室長補佐 環境改善係 1有害物に係る作業環境の工学的な改善等に関することA

測定技術係 1有害物に係る作業環境測定基準の指導等に闘すること



3.再任用短時間勤務官職の耳略、定数等

課等の名称 職名 定数 所掌事務

総務課 労働保険専門調査官 2 厚生労働省組織規則第 30条第4項で定めると

おり

研修専門官 1 1労働基準局職員の研修に関すること

監督課 労働監督訟務官 1 「2事務分担表Jで定めるとおり

立替払事業専門官 1 未払賃金立替払事業に係る審査請求及び不正

受給に関すること

労災管理課 中央労災補償監察官 2 厚生労働省組織規則第32条第4項で定めると

おり

補償課 労災保険審査専門官 3 「2.事務分担表」で定めるとおり

計 1 0 


