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平成28年度母性健鹿菅理 雇用均等家・児庭童両家立 労働基準局基管発0401第1号 H28.3.30 推進支援事業田再委託の 庭局職業 野村ひとみ H28.3.23 委託事業受託者
労災管理課長承認について 課

基管発0拍1第2号 H28.4.1 
繰越額確定計算書の提出 労働基準局労災管

小池栄太郎 H28.4.1 厚生労働大臣 労働基管準理局
について 理課予算係 労災理課長

雇用均等・児童家
労働基準局基曹発0413第1号 H28.4.13 委託費確定通知書 庭局短時間・在宅 田中里愛子 H28.4.6 委託事業受託者
労災管理課長労働課法規係

雇用均等・児童家
労働基管準理局課基曹発0419第1号 H28.4.19 委託事業費確定通知書 庭局職業家庭両立 大島彩子 H28.4.5 委託事業受託者
労災理課長課

基管発0421第1号 H28.4.21 
期平る変成吸更2入7契年訳約度験に等『化伴事学う業物支』質に出関磁のす長の

課労生働部化基学化準学物局物質評安質価全対室衛策

返還について（伺い）

上月＂＇史 H284.21 労働基準局長 労労働災基管準局
理課長

労災疾病臨床研究事前評
労理働課基疾準病局調労査災研究管 労働基準局基菅発刊叫22第2号 H28.4.22 価委員会の評価結果につ 宮内裕美 H28.4.21 申請者

労災管理課長いて 補助金保

労災疾病態床研究事前評
労理働課基疾準病局調労査災研究管

労労働災基管準理局課長基官発0422第3号 H28.4.22 価委員会の評価結果につ 宮内裕美 H28.4.21 申請者
いて 補助金保

基官発0519第1号 H28.5.18 

者償平保成に保険田お給険け法付年る熊及に労基本び働づ地石者く綿震年災にの金害よ被た補る災る健

労働基準局労災管
風間武志 H28517 都働道基準府部県労長自動局労 労働基準局

康律の被に定基害期づの報く救告特済の別取に遺関扱族すい年るに金法つ等
理課企画法令係 労災管理課長

いて

平成27年度女性就業支援 雇用均等・児童家
労働基準局基菅発0531第1号 H28.5.26 全国展開事聾の委託に係 庭局雇用均等政策 旭香保里 H28.5.9 委託事業受託者
労災管理課長る精算について 諜政策係

平成27年度女性就業支援 雇用均等・児童家
歳入徴収官

労労働災基管準理局課長基菅発0531第4号 H28.5.26 全国展開事業の委託に係 庭局雇用均等政策 旭香保亘 H28.5.9 
労働基準局長る精算について 課政策係

基菅発0616第1号 H28.6.15 
物品の不要決定及び廃棄 労働基準局労災管

白井美生 H28.6.8 
大臣官房会計課長

労働基管理準局課長について（重要物品） 理課 厚生労働大臣 労災
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基菅発0630第1号 H28.6.30 
平成27年度債務負担額計 労理働課基経準理局係労災菅 内野和馬 H28.6.22 会計検査院長 労労働災基準局
算書の提出について 管理課長

基菅発0711第4号 H28.7.8 
物品田不用決定及び麗棄 労働基準局労災管

白井美生 H287 8 
大臣官房会計課長 労働基準局

について（重要物品） 理課 厚生労働大臣 労災管理課長

基官発田25第1号 H28.8.25 億本労働局からの物品管 労働基準局労災菅
白井美生 H28.8.25 

物働品局管総理務部官総熊務本課労 労働基管理準局課理換に係る協議について 理課
長 労災理課長

基官発0920第1号 H28.9.20 
熊本労働局晶て物品管理 労働基準局労災管

白井美生 H28 9.20 物品管理官熊本労 労働基準局
換通知書の送付について 理課 働局総務課長 労災管理課長

都にの係道送る府付物県に品つ労管い働理て局換（発デ協送ジ議物タ書ル品 労働基準局労災菅 物品管理官総各務都部道
労労働災基曹準理局課長基菅発叩04第1号 H28.10.3 

理課
白井美生 H28.10.3 府県労働局

粉じん計） 総務課長

" 

分任物品管理官労
平成29年度用紙・帳簿等印 働基準局労災保険

基管発1006第3号 H28.10.5 刷物〈労災勘定）に係る物 労働基準局労災管
白井美生 H28.10.4 

務業物県務労課品課働管（会理長局計官総｝務課都部長道総府

労働基管理準局課
査品普・報理告換側計責画）について（調 理課 労災 長

都に係道る府管県理労換働物局品発事送l渡物通品 労働基準局労災曹 物品管理官都道（会府
労働基理準局課長基官発1111第1号 H28.11.11 

知書の送付について｛デジ 理課
白井美生 H28.11.11 県労働局総務

労災菅
ヲル粉じん計） 計）課長

旧労災リfハのビ売リ払テいーにシ係ヨンる長
基菅発1220第1号 H28.1219 

野作業所 こ係る 労働基準局労災菅
黒薄和義 H28.12.13 厚生労働大臣 労働基曹準理局課長厚生労働大臣申請等につ 理課調度係 労災

いて

平成28年度労災疾病臨床 労働基準局労災究管
労働基管理準局基菅発1220第2号 H28.12.19 研究事業費補助金の継続 理課疾病調査研 宮内裕美 H2812.19 研究代表者

申請の手続きについて 補助金係 労災 課長

平成28年度労災疾病臨床
労理課働基疾準病局調労査災研究曹

労働基菅理準局課基菅発1220第3号 H28.12.19 研究事業費補助金の継続 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
申請の手続きについて 補助金係 労災 長

平成28年車度費補労災助疾金病の臨床 労理働課基疾準病局調労査災研管究 労働基準理局課基官発1220第4号 H28.12.19 研究事 継続 宮内裕美 H2812.19 研究代表者
労災管 長申請の手続きについて 補助金保
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平成28年業度労災疾病臨床 労働基疾準病局調労災管 労働基準局基官発1220第5号 H28.12.19 研究事費補助金の継続 理謀 査研究 宮内裕美 H28,1219 研究代表者
申請の手続きについて 補助金係

労災管理課長

平成28年度労災疾病臨続床 労働基疾準病局調労査災研究曹
労労働災基管準理局課長基菅発1220第6号 H28.12.19 研究事業費補助金の継 宮向裕美 H2B.1219 研究代表者

申請の手続きについて 補理課助金保

平成28年度労災疾病臨床続 労理働基疾準病局調労査災研管究 労働基準局基曹発1220第7号 H28.12.19 研究事業費補助金の継
補課助金係

宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
労災管理課長申請の手続吉について

平成28年度労災疾病臨継続床
補労理働課助基金疾保準病局調査労研災究管 労働基準局基管発1220第8号 H28.12.19 研究事業費補助金の 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者

労災管理課長申請の手続きについて

基菅発1220第9号 H2812 19 
平研成究事28業年度費補労災助疾金病田継臨床続 理労働課基疾準病局調労査災研究曹

宮内裕美 H2812.19 研究代表者 労労働災基管準理局課長
申請の手続きについて 補助金係

基管発1220第10号 H28.12.19 研平申請成究2事の8業手年度費続補労きに助災つ疾金い病のて継臨床続 労理働課基疾準病局謂労査災研究曹
宮向裕美 H28.12.19 研究代表者 労働基管準理局

補助金係 労災理課長

基曹発1220第11号 H28.12.19 平研申究請成2事の8手年業続度費労補きに助災つ疾金い病のて蕗継床続 労理働課基疾準病局調労査災研菅究
宮内裕美 H28.12.19 研究代表者 労働基準局

補助金係
労災管理課長

平研成究2事8年業度費補労災助疾金病の臨継続床 労働基疾準病局調労災管
労働基準理局課長基菅発1220第12号 H2812.19 理課 査研究 宮向裕美 H28.12.19 研究代表者

申請の手続きについて 補助金保 労災菅

平成28年度労災疾病臨継続床 労理働基疾準病局調労査災研究菅 労働基管理準局基管発1220第13号 H28.12.19 研究事業費補助金町
補課助金係

宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
労災理課長申請の手続きについて

平成28年度労災疾病臨続床
補労理働課助金基疾係準病局調労災菅 労働基理準局課長基管発1220第14号 H28.12.19 研努事業費補助金の継 査研究 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者

労災菅申請の手続きについて

平成28年度費補労災疾病臨床 労働基疾準痛局調労査災研史管 労働基曹準理局基管発1220第15号 H28.12.19 研究事業 助金の継続 宮内裕美 H2812.19 研究代表者
申請の手続きについて 補理課助金係 労災理課長

平成28年業度費労補助災疾病臨床
労理補働課助金基疾準保病局調労査災研究管 労働基曹準理局基菅発1220第16号 H281219 研究事 金の継続 宮内裕美 H281219 研究代表者

労災理課長申請の手続きについて
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平研申成究請2事の8年業手続度費補労きに災助つ疾金い病のて臨継続床
労働基疾準病局調労災管 労働基準局基管発1220軍17号 H28.12.19 理課 査研究 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
補助金係

労災管理課長

基官発1220第18号 H28.12.19 平研申成究請事2の8業手年度費続労補きに災助つ疾金い病のて臨継続床 労理補働課助基疾準病局調労査研災管究 宮内裕美 H281219 研究代表者
l労働基準局

金係
労災菅理課長

基管発1220第19号 H28.12.19 
平成28年度労災疾病臨床続

労理働課基察準病局調労査災研究管
宮内裕美 H281219 研究代表者

労働基準局
研申請究事の手業続費補きに助つ金いのて継

補助金係
労災菅理課長

基管発1220第四号 H28.12.19 研平申成究請2事の8年業手度費続労補きに災助つ疾金い病のて臨継続床 労理働課基疾準病局調労査災研究管
宮内裕美 H281219 研究代表者 労働基準理局課

補助金係
労災曹 長

基菅発1220第21号 H28.12.19 
平研究成2事8年業度費労補災助疾金病の臨継床続 理補労課働助基金疾保準病局調査労研災管究 宮内裕美 H2812.19 研究代表者 労働基管理準局
申請の手続吉について 労災理課長

基菅発1220第22号 H28.1219 平研申成究請事2の8業年手度続費補労きに災助つ疾金い病田て臨継床続
労理働課基疾準病局調労査災研究管

宮内裕美 H28.12.19 研究代表者 労働基理準局課

補助金保
労災曹 長

平成28年度費続労補きに災助つ疾金い病のて継臨床続 労理補働課助基金疾準保病局調労査災研究管 労働基準局
基管発1220第四号 H28.12.19 

研申究請事の業手
宮内裕美 H2812.19 研究代表者

労災曹理課長

平研申成究請2事の8手年業続度費労補きに災助つ疾金い病のて継臨床続 労働基金疾保準病局調労災管 労働基準局基菅発1220第24号 H2812.19 理補課助 査研究 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
労災管理課長

平成28年度費補労災疾痛臨床続 労働基疾準病局調労災究管 労働基準局
基官発1220第25号 H28.12.19 研申究請事業 助金の継 理課 査研 宮内裕美 H28.12.19 研究代韮者

の手続きについて 補助金係
労災管理課長

平成28年度労災疾病臨継続床 労理働課基疾準病局調労査災研究管 労働基準局基管発1220第四号 H28.12.19 研究事業費補助金の 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者
申請の手続きについて 補助金係

労災管理課長

平成28年度労補災疾病臨床
補労理働課助基金疾準保病局調労災管 労働基準局基管発1220第27号 H28.12.19 研究事業手続費 助金の継続 査研究 宮内裕美 H28.12.19 研究代表者

申請の きについて
労災菅理課長

平研成究2事8年業度費続補労きに災助つ疾金い病のて臨継続床 理補労働課助基金疾準係病局調労災管 労労働基準局基菅発1220第四号 H2812.19 査研究 宮向裕美 H28.1219 研究代表者
申請の手 災管理課長



平成28年度労働基準局労災管理課施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案目 施行先 施行者 備考

基管発0202第1号 H29.2.2 
監督指導体制の強化に係 労働基準局総務課

堀池岳 H29.1 27 都道府県労働局長 労働基準理局課
る当面の対応について 総務係 労災曹 長

労災疾病臨及び床事研後究事評価業の（書
労理働課基疾準病局調労査研災管究基菅発0207第1号 H29.2.7 

中間評価
宮内裕美 H29.2.6 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価）の実施について（依 労災管理課長
頼） 補助金保

労災疾病臨床ぴ研事究後事評価業（の書 労働基疾準病局調労災管
基管発0207第2号 H29.2.7 

中間評価及
理課 査研究 宮内裕美 H29.2.6 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価）の実施について（依 労災菅理課長
頼） 補助金係

労災疾病臨床ぴ事研後究事評価業（の書
労理働課基療準病局調労査災研究管基菅発0207第3号 H29.2.7 

中間評価及
宮内裕美 H29.2 6 中間・事後評価委員 労働基曹理準局

面評価｝由実施について（依 労災 課長
頼） 補助金係

労災疾病臨床研究事業の
労理働課基疾準病局調労査災研究管基官発0207第4号 H29 2.7 

中間評価及び事後評価（書
宮内裕美 H29.2.6 中間・事後評価委員 労労働災基管準理局課長面評価）の実施について（依

頼） 補助金係

労災疾病臨及び床研事究後事業の
労理働課基疾準病局調労査災研究管基菅発0207第5号 H29 2.7 

中間評価 後評価（書
宮内裕美 H2926 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価〕由実施について（依 労災管理課長
頼） 補助金保

労災疾病臨床び事研後究事評価業（の書 労働基準局労災曹
基管発0207第6号 H29.2.7 

中間評価及
理課疾病調査研究 宮内裕美 H29.2.6 中間・事後評価委員 労働基理準課局

面評価）由実施について（依
補助金保 労災菅 長

頼）

労災疾病臨床研究事業の
労理働課基疾準病局調査労研災究曹基菅発0207第7号 H29.2.7 

中間評価及び事後評価（書
宮内裕美 H292.6 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価）由実施について（依
補助金係 労災管理課長

頼）

労災疾病臨且ぴ床研事後究事評価業（の書 労理働課基疾準病局調労災管
基管発0207第8号 H29.2 7 

中間評価
査研究 宮内裕美 H29.2 6 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価）の実施について（依 労災管理課長
額） 補助金係

労災疾病臨床び事研後究評事価業Iの書 労働基疾準病局苦労災管究
基官発0207第9号 H2927 

中間評価及
理課 調査研 宮内裕美 H29.2.6 中間事後評価委員 労働基準局

面評価）の実施について（依 労災管理課長
頼） 補助金係

労災疾病臨床研究事業の
労働基疾準病局苗 労災管

基管発0207第10号 H29 2.7 中間評価及びE施事に後つ評い価て（書 理課 調査研究 宮肉裕美 H29.2.6 中間・事後評価委員 労働基準局
面評価）由実 て（依

補助金係 労災曹理課長
頼）

労災疾病臨及び床研事究後評事価業（の書 労働課基疾準病局調労災管
基官発0207第11号 H29.2.7 

中間評価
理 査研究 宮内裕美 H29 2.6 中間・事後評価委員 労働基準局

面評価）の実施について（依
補助金係 労災管理課長

頼）
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労中災疾病臨び床事研後究評事価業（の書
労理補働課助基金疾係準病局調労査災研究管基菅発0207第12号 H29.2.7 

問評価及
宮内裕美 H29 2.6 中間・事後評価委員

労働基準局
頼面評）価）の実施について（依 労災菅理課長

労面中評災間疾評価病価｝の臨及実び床施研事に究後つ事評い価聾て｛の（書依 労働基疾準病局調労災管
労働基管準理局基管発0207第13号 H29.2 7 補理課助 査研究 宮内裕美 H29.2.6 中間事後評価委員

金係
労災理課長

頼）

基管発0222第1号 H29.2.22 
掛『労け災るかポくスし告」のー排の除配を布呼にびつ 労働基準局労災管

佐々木和哉 H29.2.22 都道府県労働局長 労働基準局

いて 理課企画法令係 労災管理課長

「平成29業年補度助労金災の疾御病ヨ臨床 補労理働課助基金疾係準病局調労災管 究医学機部関を置く大学研 労働基準局基管発0303第1号 H29.3.3 研の究送事付 案内」 査研究 宮内裕美 H29.3.3 
労災管理課長について

労災疾病臨床研究中間・事
補労理働課助基金疾保準病局調労災曹 労働基準局基管発0309第1号 H29.3.9 後結評果価につ委い員て会の中間評価 査研究 宮内裕美 H2938 研究代表者

労災管理課長

労災疾病臨床研究中間・事
補労理働課助基金疾保準病局調労災管 労働基管理準局課基管発0309第2号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 査研究 宮内裕美 H29.3 8 研究代表者

結果について 労災理課長

労後評災疾価病臨床研の究中中間・事 労働基疾準病局調労災曹
労働基管理準局基官発03凹第3号 H29.3 9 委員会 問評価

補理課助金保 査研究 宮内裕美 H29.3 8 研究代表者
結果について 労災理課長

労災疾病臨床研究中評間価・事 労理働課基疾準病局調査労災研究曹 労働基準局基菅発0309第4号 H293.9 後評価委員会の中間 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
結果について 補助金係

労災管理課長

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災曹 労働基準局基菅発0309第5号 H29.3.9 後結評果価につ委い員て会の中間評価 補理課助金係 査研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災管理課長

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災曹 労働基準局基菅発03凹第6号 H29.3.9 後結評果価につ委い員て会の中間評価 補理課助 査研究 宮内裕美 H29.3 8 研究代表者
金保

労災管理課長

労災疾病臨員会床研究中間評価・事 理労働課基疾準病局調査労災研究普 労働基準局基管発0309第7号 H29.3.9 後評価委 の中間 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
結果について 補助金係 労災管理課長

労災疾病臨床研究中評間価・事
補労理働課助基金疾保準病局調労査災研究普 労働基管準理局課基菅発0309第8号 H29.3.9 後評価委員会の中間 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

結果について 労災理課長
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労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局昌 労災管
労働基管理準局基菅発03凹第9号 H29.3.9 憧評価委員会の中間評価 理課 調査研究 宮向裕美 H29.3.B 研究代表者
労災理課長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調査労災管 労働基準局基管発岡田第10号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課 研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災管理課長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基疾準病局調労査災研究管 労働基菅準理局課基督発0309第II号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

労災 長結果について 補助金係

労後評災価疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災菅
労働基準理局課基菅発03田第12号 H29.3.9 委員会の中間評価 理課 査研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災曹 長結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間価・事 理労働課基疾準病局調労査災管 労働基曹理準局基官発0309第13号 H29.3.9 後評価委員会の中間評 査研究 宮内裕美 H29.3 8 研究代表者
労災理課長結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災曹
労労働災基菅準理局課長基菅発03凹第14号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課 査研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

結果について 橋助金保

労災疾病臨床研究中間・事
労理課働基疾準病局調労査災研菅究 労働基普準理局課基官発03凹第15号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

労災 長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労査災管
労労働災基管理準局課長基菅発0309第16号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課 研史 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局冨労災研究管 労働基準局基菅発03凹第17号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課 調査 宮内裕美 H2938 研究代表者
労災管理課長結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事 労働課基疾準病局調労災管 労働基準局基菅発0309第18号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理 査研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災管理課長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基疾準病局調査労災研究管

労労働災基管理準課局長基官発03凹第19号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
結果について 捕助金係

労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基金疾準保病局謂労査災研究菅 労働基準局基官発0309第四号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

労災管理課長結果について 補助
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労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基金疾保準病局調労査研災究管 労働基管準理局基菅発03凹第21号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮向裕美 H29.3.8 研究代表者

労災理課長結果について 補助

労災疾病臨床研究中間価・事 労理働課基疾準病局謂労査災研究管 労働基準理局課長基管発0309第22号 H29 3.9 後評価霊員会の中間評 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災菅結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災管
労働基準局基管発0309第23号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
労災管理課長結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基疾準病局謂労査災研究菅 労働基理準局課基菅発03田第24号 H29.3 9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者

労災管 長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局菌 労災管
労働災基菅準理局基菅発0309第25号 H29.3 9 後評価委員会の中間評価 理課 調査研究 宮内裕美 H293.8 研究代表者
労 理課長結果について 補助金係

労後評災疾価痛委臨員床研究中間・事 理労働課基疾準病局調労査災研究曹 労働基準局基管発03凹第四号 H29 3.9 会の中間評価 宮内裕美 H2938 研究代表者
労災管理課長結果について 補助金保

労災疾病臨床研究中間・事
労理課働基疾準病局調労査災研菅究

労労働災基管理準局課長基管発0309第27号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 宮内裕美 H29.3.8 研究代表者
結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事
労働基金疾係準病局謂労災研究管 労働基菅準理局課長基官発田09第四号 H29.3.9 後評価委員会の中間評価 理課 査 宮向裕美 H29.3.8 研究代表者

労災結果について 補助

三重労働局からの物品管
労働基準局労災菅 物品管理官三重労

労働基管準理局課基菅発0310第1号 H29.3.10 理換に係る協議について
理課

白井美生 H29.3.8 働局総務部総務課
労災理課長c,iソコン） 長

旧労災リハビリテーション長 下諏訪町長
労働基準局労災菅 労働保険特別会計 労働基準局基管発0313第1号 H29.2.8 野作業所の売払いに係る
理課調度係

黒津和義 H29.2.6 
歳入徴収基官厚生労 労災菅理課長契約締結等について
働省労働準局長

労働者に関災す害る補照償会保l険法の 労働基準局労災管 全国共済農業協同 労働基準局基菅発0327第1号 H29 3.27 施行 照二ついて
理課企画法令係 風間武志 H29.3.24 

組合連合会 労災管理課長（データ提供依頼）

基官発田28第1号 H29.3.22 
平成28年度労働保険特 労働基準局労働保

中野俊輔 H29 321 都道府県労働局長 労働基準局
別会計決算について 険徴収課徴収係 労災管理課長
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基菅発0330第1号 H293.30 
物につ品い目て不（用中決央定労及働び災鹿害棄防 労働基準局労災管

白井美生 H29.3.30 
厚生労働大臣 労働基準局

止協会）（重要物品） 理課 大臣官房会計課長 労災管理課長

雇平会成計用勘z労8定年災）度勘「物労定品働・徴管保収理険勘計特算定別・
職業安定局雇用保 物品菅理官総都務部道府 労働基準局基官発0330第E号 H29.3.29 大橋潤 H29.3.27 県労働局 総書」及び「物品増減及び現 険課調度係

務（会計）課長 労災管理課長
在額報告書」等の提出につ
いて

三重労働局からの普理換
労働基準局労災管 物品管理務部官三重労

労労働災基管準理局課長基曹発0330第3号 H29.3.28 物品引渡通知書について 白井美生 H29 3.27 働局総 総務課
（，！ソコニノ） 理課

長


