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基発第 0912001号

平成 19年 9月 12日

厚生労働大臣 殿

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訓令 (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 しますので､よろしくお取 り計らい願

います｡



労 働 基 準 局 の 内 部 組 織 に 関 す る細 則
平成 19年 10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 19年10月 1日から適用する｡
1 組織の名称､数又は定数

.H 補佐の定 数 専 門 官 係 専 門 職 主査の定 数名 称 定 数 数 名 称 名 称 定数

総務課 6〈内2〉 10く内3〉 秘書人事係人事係給与 .職員係総括係法規係総務係(広報係)(監理係)予算係

FE鮒 策室 1 1 1 1

r欝 審査会 2 4 庶務係審査第-倭審査第二係審査第三係

監督課 4〈内4〉 1 7く内2〉瞥哩係企画係法規係(政策第-係)(政策第二係)監督係監察係
F㈱ 欄 裾 対短 1 1 2 改善係特別対策係

3く内1〉 中央徴収専門官 111 8〈内3〉総務係予算係企画係(法規係)(決算徴収係)(適用係)指導係

】労働保険徴収業務室 1 3く内1〉 管理係業希第-倭 主任プログラマー 2

安全衛生部計画課 5く内2〉 安全衛生機関検査官 11く内1〉1 4 管理係団体監理係法規係企画係

Z国際室 1 1く内1〉 2 業務第-係業務第二係

安全衛生部安全課 1 41く内 1〉 3く内2〉 業務第-係

l建設安全対策室 1 技術審査官 21 1 指導係

安全衛生部労働衛生課 1 14 6く内4〉業鋳第-係業務第二係

摩 改善室 1 1 2 環境改善係

安全衛生部化学物質対策課 1 111 1 業務係



労災補償部労災管理課 6く内1〉 l lく内1〉 管理係総務係法規係予算係決算係経理係調度係機構調整第-係監察係 1

l労災保険財政数理重 1く内1〉 2 2 料率係調査係

2 労災医療専門官 111 6 業務係通勤災害係医事係福祉係

1 中央職業病認定調査官 7 2

1 労災保険審査専門官中央労災補償訟務官 33 3〈内1〉 審査係(審査第二係)

労災補償部労災保険業務室 5く内1〉 1 14く内2〉 管理係経理係年金業務係支払第一係支払第二係 主任プログラマー 3

1 7く内5〉 伝送係(伝送第二係)

4く内 1〉 1 7 管理係企画係法規係設定改善助成係財形融資係財形管理係

F労働金庫業務室 1く内 1> 労働金庫検査官 6 2 指導係検査係

4く内1〉 11 8 調査係

活課 中央貸金指導官 数理係貸金 .退職金制度係機構調整額業務係政策係最低賃金係指導係

l廟 者福祉事業室 2 援助倖指導係

(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HHHH 〔 〕
補 佐 --I-･･----I---- <内 >
専門官 ･係長 ･--･一一日一一日一日･一一日- ( )-名称､ <内 >-定数

計 一一日一一日日日一一一日HHH <内 >
2.蓑に定めるもののほか､安全衛生部安全課建設安全対策室に主任技術審査官 1人､勤労者生活部勤労者生活課に主任中央貸金指
導官 1人を置く｡



2.事務分担表

課長補佐等 係等の名称 所掌事務

【総務課】
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O.

課長補佐 人事係 1p.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
分を除くb)0
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.労働基準局及び地方官署の職員の昇格.定数に関すること(大臣官房地方課所掌分を除く.)a
2.地方職員の研修(労働基準局関係)に関することo

課長補佐(併) 稔括係 1.局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o
法規係 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(他の所掌に属するものを除くO)に

関することo
2.行政評価.監視に関することo

課長補佐 総務係 1.地方官署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○)a
広報係(併) 1.広報に係る連絡調整に関すること.I

課長補佐(併) 監理係(併)
課長補佐 予算係 1.局内の予算編成､執行及び配蹄等に関することo

庶務経理係(併) 1.課の所掌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o

【石綿対策室】
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.企画調整係の所掌事務の一部を分筆するロ
【労働保険審査会事務室】

室長補佐 庶務係 1.室の所掌に係る庶務一般に関すること02.室の予算及び経理等に関することO
室長補佐 審査第-係 1.労災保険の再審査事務(第-口議体関係)に関するーと.

審査第二係 1.労災保険の再審査事務(第二合議体関係)に関すること.
審査第三係 1.雇用保険､退職金共済の再審査事務に関すること○

【監督課】
課長補佐(防) 管理係 1.課の所掌に係る庶務一般に関すること○

2.課の予算及び経理等に関することD
課長補佐(防) 企画係 1,課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D

法規係 1.法令の制定､改廃及び解釈に関すること(政策第-係､政策第二係及び調整係の所掌に属するものを除<.).
課長補佐(併) 政策第-係(併) 1.労働契約法制の検討及び制定に関すること○

政策第二係 (防) 1.労働時間及び休息に関する法令の見直しに係る検討及び改正に関すること○
2,労働契約法制の検討及び制定並びに労働時間及び休息に関する法令の見直しに係る検討及
び改正についての訴整等に関することn

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o

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o
労働監督訟務官 1.行政不服審査､行政事件訴訟及び国家賠償請求訴訟に関することo
【労働条件確保改善対策室】
室長補佐 改善係 1.重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D

特別対策係 1.外国人労働者.技能実習生対策及び派遣労働者対策等に関することO
外国人労働条件専門官 1.外国人労働者に係る労働条件の確保及び改善についての指導及び調整等に関することo
【労働保険徴収課】
課長補佐 総務係 1.課の所掌に係る庶務一般に関すること○

2.徴収勘定の支出負担行為及び契約等に関すること○
予算係 1.徴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 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o
企画係 1.課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○
法規係(併) 1,法令の制定､改廃及び解釈に関することO

課長補佐く併) 決算徴収係(併) 1.徴収勘定に係る歳入歳出及び決算に関することo
適用係(防) 1.労働保険の適用に関することO
指導係 1.労働保険の徴収等に関する通達の作成､業務指導及び統計等に関することD

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O
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.
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､社会保険労務士の懲戚処分等に関することO
【労働保険徴収業務室】
室長補佐 管理係 1.重の所拳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o
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o
業務第二係(防) 1.プログラムの作成及び保管に関すること○



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

(安全衛生部)臥
課長補佐 管理係 1.部の所掌に係る庶務一般に関することo

,部の予算及び経理等に関すること.
課長補佐 団体監理係 1.労災防止団体の監督､定款の認可及び補助金の交付に関すること○

労働安全衛生コンサルタント関係業務に関することo
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o
課長補佐(併) 企画係 .部の所掌に係る施策の企画立案等に関することO
課長補佐(併) 1.部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○
安全衛生機関検査官 1.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o
安全衛生訟務官 1.安全衛生に係る国家賠償請求訴訟等訟務に関すること○
【国際室】
室長補佐 零落棄二面.~~~ 1.産業安全及び労働衛生に係る国際関係事務に係る企画及び訴整等に関することO

業務第二係 1.国際協力関係業務に関することO
【安全課】
課長補佐 業務第-係 1.課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.課の予算.組織に関することO
業務第二係(併) ,-般機械(プレス機械､木工機械を除く)関係災害等の防止及び事後措置に関することo
業務第三係(併) 1.電気災害､陸上貨物取扱業及び交通運輸業関係災害等の防止及び事後措置に関することO

安全衛生機関椿査官(併) 1.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O
【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.建設工事計画の安全確保に係る審査等に関することo
【労働衛生課
課長補佐 業務第一係 I.課の所掌に係る庶務一般に関することb

2課の予算.組織に関することD
業務第二係 課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o
業務第三係(併) じん肺法及び粉じん障害防止規則の施行等に関することo
業務第四係(併) 建康保持増進事業の実施等に関すること○
業務第五係(併) 電離放射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O
業務第六係(併).1 健康診断の基準等に関することD

[還畳堕豊皇】重長補佐 環境改善係 1.快適職場形成促進事業等に関することo
測定技術係 1.作業環境測定基準の指導等に関することD

【化学物質対策課】

課長補佐 業務係 1.課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o
2課の予算.組織に関することo

有害性詞査機関査察官 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盾某の計画等に関
すること○

【化学物質昌一′ 室】
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 I新規化学物質の審査及び名称の公表等に関すること○
化学物管情報管理官 1化学物質の有害性調査及び情報収集等に関することO

(労災補償部)【労災管理課】
課長補佐 管理係 1.部の所掌に係る庶務一般に関することO

2労災勘定に属する本省職員の給与に関すること○
総務係 12労災補償事務に係る組織及び定員に関することO労災勘定の人件費等に関すること○

課長補佐 企画調整係 12部の所掌に係る施策の企画立案等に関すること○部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o
主査 1企画調整係の所掌事務の一部を分掌するO
法規係 1 法令の制定､改廃及び施行に関することo

課長補佐 予算係 1 労災勘定に係る予算の編成､執行及び配賦等に関することO
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○

課長浦佐 経理係 12労災勘定の支出負担行為及び契約等に関することo労災勘定の支出に関すること凸

調度係 12 労災勘定の債権管理及び徴収に関することo労災勘定の物品及び国有財産の管理等に関すること○
課長補佐 機構調整第-倭 1独立行政法人労働者健康福祉機構が行う業務の指導及び連絡網整に関することO

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○

課長補佐(併) 監察係 12監察計画樹立の補助に関すること○



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

【労災保険財政数理室】

室長補佐(併) 料率係 I.労災抹険率､特別加入保険料率の算定及び検討等に関することo
調査係 .労災保険経済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D

労災保険数理専門官 .労災保険数理一般､メリット制度及び各種調査の計画等に関することa
【補償課】

課長袷佐 一 音 痴軒.~~~~~~ 1.休業(補償)給付､障害(補償)給付､遺族(補償)給付､葬祭料(葬祭給付)､傷卿 補償)年金及び
介護(補償)給付等に関することo
2.課の所馨に係る庶務一般に関すること○

盃画面憂粛¶ .都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o
.労災構償関係法令の疑義照会等に関すること○

通勤災害係 12.通勤災害等に関すること○

課長補佐 医事係 .療養(補償)給付､p2'療費の審査制度及び指定医制度等に関する｣とO
福祉係 1.労働福祉事業に関すること○

.二次健康診断等の給付に関すること○
中央労災医療監察官 .療養 (補償)給付等の適正事務についての地方監察官等-の指導等に関することD
中央社会復帰指導官 1.被災労働者の社会復帰の促進についての地方局署関係職員-の指導等に関すること○

労災医療専門官 ■ .労災医療に要する費用の算定基準の策定､その他労災医療に関する事務で専門的事項に関
すること○

【職業病認定対策室】
室長補佐 1.負傷に起因する脳.心臓疾患等に係るもの等に係る認定基準の策定､改廃並びにりん伺事案 J

等の取扱に関すること○
1.じん肺肺がん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に関することO

中央職業病終定嗣査官 1,業務上疾病に係る経定､その他補償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
査等に関すること○

【労災保険審理重しー
要 吉頑薩 Ⅶ u 審査係 1.労働保険審査会の審査事案等に関することD

審査第二係(防) I.労働保険審査会との連絡調整に関することO
.労災補償関係の訴訟に係る事務に関すること○

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務で専門的事項に関することO
中央労災補償訟務官 1.労災補償及び労災保険に係る争訟に関する事務等O
【労災保険業務室】
室長補佐 管理係 1.重の所掌に係る庶務一般に関すること○

2,室の予算の編成及び実行計画に関すること.

経理係 12.資金前途官吏の事務に関することO.分任契約担当官の事務に関すること○

企画調整係 1.室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○
室長補佐 年金業務係 .年金給付､労災就学等援護費､福祉施設給付金､一時金給付及び介護(補償)給付の支給に係

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O

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
に属するものを除く○)○

年金福祉 二係 .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尊に関することb
室長補佐 .システムの実施(移行)計画及び改善､開発事案に係る運用計画.管理等に関すること○

統計調査係 1.労災保険給付に係る機械処理決算業務に関することO
.労災保険給付に係る給付統計等に関すること○

短期給付係 1.短期給付一元管理システム等の機械処理に係る業務分析.プログラム改修等に関すること○
システム運用係 1.各システムの運用に関する二と○

室長補佐 支払第一係 .年金給付等及び診療費の支払､支払に係る事故処理等に関すること○
支払第二係 i 支払関係リスト等の整備及び保管等に関すること7T

室長補佐(併) 1.労働基準情報システムに係る事務一般に関する企画及び調整に関することO
.労働基準情報システムの開発､運用､管理に関することO

システム管理謝整官 1.新規システムの開発業務の統括に関することo

主任プログラマ ー 1.システムの評価､改善､プログラムの企画及び調整に関することo

【システム最適化推進室】
室長補佐 システム調整係 1 労災行政情報管理システム及び労働基準情報システムの連携､調整に関すること○

2刷新可能性調査結果の費用提案に基づく予算編成及び刷新可能性調査により提案された詞
達方式の検討及び調整に関することD
1労災行政情報管理システムの最適化計画に基づく短期給付､統計システム及び特別加入シス
テムの計画策定､設計一開発及び調整に関することo
2システム最適化の評価に関することD
1労働基準情報システムの最適化計画に係る設計.開発及び調整に関すること○
1労災行政情報管理システムの最適化計画に基づく年金等給付の他､システム最適化第-係の
所草に属さない計画策定､設計.開発及び調整に関すること○

伝送係 1データ通信回線網及び通信制制御用電子計算機の利用計画に関することO
伝送第二係 (併) 1業務.システムの最適化の実施による通信制御用電子計算機の廃止に伴う電子計算機処理及

び端末装置の開発に関すること○



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

(勤労者生活部}【企画課】
課長補佐 菅画房ー 1.部の所掌に係る庶務一般に関することO

2.部の予算の編成及び実行計画に関すること○

企画係 1く.勤労者の福祉に係る施策の企画立案等に関すること(勤労者生活課の所草に属するものを除

課長補佐 法規係 1,法.lの制定､改廃及び施17に関するーと.

課長補佐 設定改善助成係 1.労働時間等設定改善に係る助成金の支給に関すること.

23仕事と生活の調和の取れた働き方の普及促進等に係る委託事業に関すること○仕事と生活の調和推進会議の開催等に係る地方指導に関すること○

設定改善援助係 12労働時間等設定改善に係る委託事業に関することO.労働時間等設定改善に関する施策の地方指導に関すること○
課長補佐(併) 財形融資係 1.勤労者財産形成融資制度の運営等に関することo

財形管理係 12勤労者財産形成貯蓄制度の運営に関することD.勤労者財産形成促進制度に係る税制に関することD
財産形成専門官 1 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善及び

普及等に関することD
2.1に係る関係機関との連絡調整等に関すること○

【労働金庫業務室】
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Q
労働金庫槍査官 1労働金庫及び労働金庫連合会の検査に関すること8
【勤労者生活課】

課長補佐課長補佐(併) 調査係 1.法令の制定､改廃及び施行に関することD

2勤労者の福祉に係る施策の企画立案等に関すること(企画課の所掌に属するものを除くD)0
1賃金.退職金制度に関する企画､立案及び退職手当の保全措置等に関すること○

数理係 1.中小企業退職金共済制度の数理等に関することo
課長補佐 機構調整係 1.独立行政法人勤労者退職金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○

業務係 1中′ト企業退職金共済制度の運営等に関することo

課長輔佐 扉宥醇- 12賃金の基準(最低賃金を含む)に関する施策の企画立案に関すること○賃金に関する法令の制定､改廃及び施行等に関することD

最低賃金係 1課の所掌に係る統計調査の実施､分析及び連絡調整に関することO
指導係 1 最低賃金制の運用に関することo

賃金.退職金制度専門官 I2賃金.退職金制度に関する企画立案に関すること○1に係る関係機関との連絡調整等に関することo

中央賃金指導官 1.賃金に関する専門知識についての地方局署職員-の指導及び地方局相互間の調整に関する=>_

【勤労者福祉事業室】
室長補佐(防) 援助倖 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と○


