
文書醤号 農家日 件名 起案担当課・係 起業者 起業目 施行先 施行者 備考

基摘発C<OSl事1号 H28.4.8 休聾トj事業の務（的補に確慣おな）け給活る付用「と等休障に寮害つ厚厚い年生て情年報金開等合と結の果併リ給ス開 労働操基業副院輯眉係楠慣 本関真由美 H28.4.8 都働2道局・府労部長県働封益 労楠働慣基醸準畏局

基補完0408第Z号 H28.4.8 卦尊担門保調障査蛤員付を活専用門し調た査業員務且回ぴ推第進三に者つ行い2て島県警 労課働企基画準調局聾補係慣 連辺智史 H28.4.8 都働局場道労部府働長県労基 労捕働慣.課＂＇長局

基裕発0<14！官2号 H28.4.14 専門医に対する意見書の作成依頼について 労働基準穂局補慣 寺西健二 H28.4.13 専門医 労捕働慣基課単長局

基摘発叫15！官1号 H28.4.15 悟熊本瞳桔県付間本の地請方求をに量係調る車とす暗る処地理置ににつ伴いうて労提 持働操基業準帯局保補慣 本国真由美 H28.4.15 働種都慣道局郵課府骨労働県虫長労基楠 労捕働慣基課準長局

基繍発0420第2号 H28.4.21 に垂「平係員底るへ2総8由年合就度評缶右価依輔落頼聞札に進方つ疾式い患控て醤術断審技査術聾普員及会事』の業 職聴労働業衆病病基ニ事認認係局定定補対業慣暗策第課室 小林美樹 H28.4.19 外部員候評価補書 労補働慣基謀準長局

基補，！0420第3号 H28.4.21 rに聾平係員成就る2韓告8年合の度評承石価認綿落依関札輔連方に疾式つ患技い診術て断審技査術書普員及会事jの実 職職労働業業基病構二事認認局係定定補対集策暗償課室第 小林美樹 H28.4.19 外員部候圃補評畏価者聾所 労補働慣.課準長局

基補発肘22第1号 H28.4.22 平に係鹿る28事年務蝿取本揖地い震のに珪伴意う社点会に置つ帰程進等事業
いて

労働課.福準祉局保補慣 小山鍛士 H28.4.19 都働荷車局部慣道労労課府働斑長県補労基 労補働慣基課準長局

基摘発0425第1号 H28.4.25 画る障像害所給見付が請極求め事られ業なにいつ高い次て描｛回損答傷能）障害に係 労働基準課局捕慣 寺西健ニ H28.4.25 大労労阪働揖労基補働準慣局部課
労摘働償益課準長局

長

基摘発0425！官2号 H28.4.2S 垂「に平係員成るへ2韓8の年合就度評任石価依輔落頼関札に連方つ疾式い患控て診術断審控査術書普員及会本Jの業 職労職業働築基構構認認ニ準樺局定定補業対務慣策室第関 小林美樹 H28.4.25 外部員候評冊補量 労捕働慣基課準長局

基摘発0428第2号 H28.4.26 平係にるつ成総い28合て年評度価右落輔札聞方置式疾技患術診審断査枝量術員普会及の事開業催に 労職職働業業輔揖基事認毘局定定措対業務策置第課室
小林美樹 H28.4.19 外線員候評繍価量 労捕働慣益課準長局

ニ係

基補完田曲第1号 H28.5.6 専門医に対する意見書の作成依頼について 労働基準局補慣
圏中勝之 H28.5.6 専門医 労補働償基謀準長局課

基摘発0510第1号 H28.5.9 査る「『調書業査務員研会よ究疾iの』病に量に係員関るのす総就る合任医評依学価掴的藩に知札つ見方いの式て収控集術に審罷 課骨策働室業職基務職業準第病業局一病認係楠定認定慣対 大宥奈浄生 H28.4.26 就怪予定者 労捕働慣益課準長局

基槍発0510第2号 H28.5.9 る査「『調業費査務員研会上究疾Jの』病に量に係員聞るのす総耽る合恒医評依学価輔的落に知札つ見方いの式て収技集術に審係 課策労働室業職基蘭職業血第病業瞬間一認病需楠定認慣対定 大石奈津生 H28.4.26 就怪予定者 労措働置轟課準長局

基繍発0510算3号 H28.5.9 査「る『調書業査輔員研会上究疾」の』病i畳こに係員関るのす総就る合任医評依学価頼的落に知札つ見方いの式て収技集術に審需 労課策働室業職基覇融業継第績業局一務認悟補定畠慣定対 大右奈滞生 H28.4.26 就恒予定者 労補働慣基課準長局

基補発0510第4号 H28.5.9 る査印調象書査璃員研会上究疾」の』病に聾に係員関るのす韓就る合缶医評依学価輔的落に知札つ里方いの式て収技集術に審悟 世課策働宣，融E基帯軸業準第＊構局一認病博措認定置対定 大右奈浄生 H28.4.26 就の怪所予園定長者 労補働慣基謀準長局

基補発0510第5号 H28.5.9 る査r『調書業査璃員研会よ究疾Jの』病に聾に悟員踊るのす総就る合任医評依学価頼的落に知札つ見方いの式て収技集術1＝審罷 労理策働宣業職基事職業事第病業局一認病係楠定理対定慣 大石奈簿生 H28.4.26 就の怪所予属定長者 労補働慣基課＂＇長島

基補発0510第6号 H28.5.9 品査「『調S聾R査輯員研会上究疾」の』病に聾に係員聞るのす総就る合任医評依学価頼的落に知札つ毘方いの式て血技集術に審f薬 労課策室働業職基務職業継第病業局一認病係楠定認慣対定 大石最浄生 H28.4.26 就の任所予属定長者 労補働慣基課調降長局



基摘発0510！事7号 H28.4.28 畿睦等舗装異責主給要綱由一陣改正について 労働課基掴準祉局係補由 小山般土 H28.4.21 会公人益日常本社怪団医理法師事 労補働慣基醒＂畏眉

基補完0510第8号 H28 4.28 獲肢等補装具費支給要輔の一部改正について 労働醒基福構祉局係捕慣 小山韓土 H28.4.21 協人一会般日社事本常団晴犠法腔理 労補働慣基醒構畏周

基補発0510第17号 H28.5.10 平成田年熊本地置に関する労提障療費等申請
求に係る事務処理について 労働臨基医＂率局係補償 吉田晶一 H28.5.9 都働道局＂府労部働県畏骨基 骨骨労補務提働働慣需理基基課準準陸畏長局局業

基摘発0513！官1号 H28.5.12 画る障像害所桔見付が請誼求め事られ業なにいつ高い次て闘（回機答能｝聞容に係 常働基準局補償
図中蹄之 H28.5.12 労費東虫京働補労益畏事慣働部届聾 労捕働慣基課構長局課

基摘発0513！官2号 H2B.5.12 被提労働者の確認について（回答） 骨鋤操ill業準務局係捕慣 住膚祐爺 H28.5.12 抽需人立環全事機行境畏政再織法生理 労捕働慣基裸構長局

基摘発刊0520第1号 H28.5.20 専門医に対する定見書の作成依績について 労働基＂局補償
圏中勝之 H28.5.20 専門医 労補働慣基課局長鹿島

課

基摘発0524第1号 H28.5.24 『労提診療費算定マ二ユアル（平成四年度版）J 
由作成及び送付について

労働謀ill医a駆事局係楠慣 吉田晶一 H28.5.19 都働道局準府労部働県長費基 労捕働慣基課準長局

基摘発0524第2号 H28.5.24 専門医に対する意見書の作成依頼について 世働課基業構務局係補慣 本国真由美 H28.5.24 専門医 労補働慣基課準長局

基摘発0528第？号 H28.5.25 
害『平求成慣2債8年権度、費労用民徴需収院慣に権おEけUる第軍三納者金行由治緒虫に

労働基準局補慣
岡満 H28.5.25 日本連弁合護会土 労補働償基課場長周係品輸入督励・債梅回収集務jの入札公告1＝係 課通勘挺警係

る周知広報について［依輔）

基摘発0813第1号 H28.6.13 る画障像害所給毘付が請誼求め事られ案なにいつ高い次て闘（回機答能〉煙害に係 骨働基準課局輔慣 国中勝之 H28.6.8 労労京都提働労益措置働準局都課
労補働慣基課準畏局

畳

基摘発0613第4号 H28.6.13 画像所毘が認められない高次脳機能障害に係
る障害給付鯖求事実について（回答〉

持働基事課局補慣 寺酉健二 H28.6.7 骨東労京働提労補長基働綾慣部課局 労補働償基課＂畏晶

基摘発0622第1号 H28.6.21 講師の措置について（回答〉 背働課基業事務局係捕慣 厚美和記 H28.6.20 警察大学校
労傭働慣基課＂長眉

長

ill摘発0622第2号 H2B.6.22 .睦等補韮且費宜給要綱に定める完成用部品
の個格等の一部改町について

労働螺基橿調降祉局係捕慣 小山較士 H2B.614 人協一会般日事社本常団務義法陸理 労補働慣基課準長局

基摘発0622第3号 H28.6.22 議肢電事補装具費支給要綱に定める完成用協晶
世働際基福事祉局係捕憧 ’l、山被士 H28.6.14 人会公益常日社置本団理E法事師 労補働慣基課事長局の価格等の一節改訂について

基摘発日0628第1号 H28.6.28 健贋保険における詰療報酬改定関連通知のー
費働課基：事局係補慣 吉図晶一 H28.8.24 各骨基都働線道局部骨府長働県 世補働慣基県準長局旬訂正に伴う青虫惨療費等の取担いについて

平向成よ幅四年｝の度開労催挺及診び療研費修審講査師補の助謝員金研の修宜（能力
労働課基匿構事局係補慣 各骨基都働機道局部府労長働県 労繍働慣基標準墨局基摘発0711第1号 H28.7.11 出に 吉田晶一 H28.7.B 

ついて

基摘発0711第2号 H28.7.11 平向店よ圃四年）の度開労催虫且診ぴ療研費修審購査師補の助酎員金研由修主（能出に力
労働謀基医準事局係補慣 吉田晶一 H28.7.8 情公人報益骨セ提財ン保団タ法眠 労檎働慣基曹君臨長局

ついて

基摘発0712第1号 H28.7.12 憧平成につ四い年て度臨時全国世誕補慣楳畏会輔の聞 貴働課基業種務局係捕慣 本国真由美 H28.7.12 a働s道準局府労部働長県卦ill 世補働慣基課＂長届



基補完0712第2号 H28.7.12 業務よ疾病の労提楠慣状担調査について 労課策働室，融R基覇職業準第病業局一病限保補定盟償対定 西川輯 H28.7.8 都働権道晶府労部働長県労基 骨楠働慣益課事畢局

基補発0725第1号 H28.7.25 専門医に対する意見書の作成依頼について 労働課基業構璃局係楠慣 厚築相紀 H28.7.25 専門医 肯捕働慣基謀皐長周

基補完0808！官1号 H28.8.8 健康町E保肢及びにお一け部る壷醤更療に報伴酬う骨改提定鯵関療連費通等知のの取ー

部担いについて（その2)
労働課基匡準$局係補慣 吉田晶一 H28.8.4 都働噂道局府労部働長県骨基 労補働償基謀準長局

基摘発凹08！官2号 H28.8.8 専門医に対する意見書の作成依績について 労働基準課局補慣 田中勝之 H28.8.2 専門医 9)補働慣lli謀＂＇長局

基摘発0810第1号 H28.8.10 画る障像害所給見付出請題求め事られ実なにいつ高い次て闘（図機書能）障害に係 労働基準課局補慣 寺西健二 H28.8.9 静卦骨岡働提捕長労基働準慣局部謀 労捕働慣基課調直長局

基摘発0830第1号 H28.8.30 画る陣像容所給見付が請E求め事られ案なにいつ高い次て闘（回機答能｝障害に悟 労働基準局補慣
田中勝之 H28.8.30 福労労働提岡捕封基準慣働局都課

労補働慣基謀準長局課
長

基摘発0831第2号 H28.8.31 平求る納慣成入2債8督年権励庫、費・労債用虫権徴保回収障収債に集権お輔EけのUる外2第E部納三聾者金庇慣行に権為つに虫い係害
労課働通基勤準提局害補保慣 福島江里子 H2S.8.30 都働事道局府芳部働長県労基 骨補鋤慣lli餌準畏局

て

基摘発回目算1号 H2S.9.2 専門医に対する意見．の作成依輔について 労働基準局補慣
寺西健二 H28.9.1 専門医 労補働慣基標準長局課

基摘発0912！官1号 H28912 開示楕求事務等担当者研修の開櫨について 骨働課基集機積局係捕慣 佐II祐龍 H2S.9.12 線働準道居部府世働長県労基 労補働慣基謀調障長局

基摘発田14第2号 H28.8.16 平る事成務28処年理台に風つ10い号てに関する労提訟療費等に係 労働課基医準事眉係補憧 吉図晶一 H28.9.14 都働道準局府労部働長県野基 労補働慣基課準長局

lli摘発0920第1号 H28.9.20 画る障像害所輯見付が請寵求め事られ業なにいつ高い次て脳｛回機答能｝障害に係 労働基傘課局楠慣 寺西健二 H2B.9.20 骨労大働虫臣補労畳基働a償n都局課 労補働慣基課事長局

基摘発0928！事1寄 H28.9.28 医療関係賀蝿応答集の一部改定について 9守備謀基医＂＇事局保補慣 吉田晶一 H2B.9.27 各骨基都鋤檎道晶都労府畏働県 世措働置基課準長局

基補発1凹6第2号 H28.10.6 養肢等補革具費支給要綱における基事外支給
労働謀基福増祉島係捕慣 早川障 H28.9.1 睦労阜働封畏基働準部局 労補働慣基課槽長局のりん伺について（回答｝

基精発1011第1号 H28.10.11 噂門医に対する意見書の作成依頼について 労働益構課局補慣
田中勝之 H28.10.11 専門医 労補働慣基課調R長局

基摘発1025第1号 H28.10.25 労郁提理惇摘華道聾彊師施術料金算定基司障のー
定について

労働操基匿準事局係楠慣 吉岡晶一 H2B.10.20 都働海道局府労部働長県労基 骨楠働慣基謀準長局

基摘発1025第2号 H28.10.25 労提樺離柔道聾彊師施術料金算定基準のー
背働標基匿準事圏係構慣 吉国晶一 H2B.1020 公人亜益日塩本財師畢団会道法 首補働償基標準畢局都世定について

基摘発1025第3号 H28.10.25 労きゅ賀う県師院施あ術ん科摩金マ算ッ定サ基ー単ジ指由一E師都政、は定りに師つEいtJ. 9)働課基医準事局係楠慣 吉国晶一 H28.10.20 都働準道局府労師長県働労基 世摘働慣基課構畏局
て

基摘発叩25第4号 H2B.10.25 青きゅ虫う保師障施あ術ん科摩金マ算ッ定サ基ー準ジ指の圧一師郎改、は定りに師つ及いび 労働課基E調駆事局係補慣
て

吉国晶一 H28.10.20 関係団体 労補働慣基課＂＇長眉

、



基摘発1031l事1号 H28.to.31 画る障像害所給見付が蹄臨求め．られ案なにいつ高い次て脳｛回機答能）障害に係 労働基準楳局補慣 田中勝之 H28.10.26 解労骨開働提基捕長封働a慣n眉部隈 骨楠働慣JI;謀a，長局

基楠鎗1124！事1号 H28.11.24 専門医に対する倉E・の作店依頼について 労働基継課局捕慣 寺西健二 H28.11.22 専門医 労補働慣基謀構長周

＼ 

ノ

基摘発1213第1号 H28.1之13画像所見が担められない高次脳後能障害に係 労働基噂局補慣
寺西鍵ニ H28.128 局爺北海骨労課道働誕長補肯基t慣働J 肯補・慣温課調長E高る障害給付請求司区寮について（国書｝ 標

基補~1215第2号 H28.1215 専門医に対する意見書の作成依頼について 労働基2課・局捕慣 問中勝之 H28.12.6 専門医 労補働償基館準長局

基補完1219第1号 H28.1219 専門医に対する意見書の作成依績について 労働基準錬局補慣 寺西健二 H28.12.15 専門医 労楠働慣基課準長局

基摘発1220！官1号 H28.12.20 画る障像害所補見慣が給盟付め掴られ求な車い業高に次つ闘い機て能（回障答害｝に悟 労働基構課局補慣 田中勝之 H28.12.19 静労世岡働誕補封基働準慣局都課
労補働慣基課準長局

畏

基補発1220第2号 H28.12.20 た度石労綿及働びr：：者健〈書等康作へ管業の理に労手よ挺帳る補の労償周民知・認特に定別つ事遺い業族て場給に付就金労制し 労働課基業構務局係捕慣 佐藤祐音色 H28.12.16 都働道a局R府労部働長県骨基 労労安措働全働置荷畏J衛S課準車生長部課局

基摘発1221第1号 H2B.12.21 専門医に対する意見書の作成依頼について 労働基司謀鹿島捕慣 寺西健二 H28.12.20 専門医 骨補働慣基課準長局

基摘発01131事1号 H29.1.13 国る障像害所給見付が輯盟求め事られ案なにいつ高い次て闘｛回機答能）陣容に係 労働基準課局補慣 寺西健二 H29.1.11 労労岡働提山基捕長労働準慣局都課 骨補働慣基謀準長局

基摘発01日第2号 H29.1.13 画る陣像書所給見付出師量求め事られ業なにいつ高い次て掴m樋能障害lニ係 労働基準局捕慣
寺西健二 H29.1.12 

島都北海由労道働挺労捕基働準慣
労措働置基楳準畳局回答｝ 課

探長

基補完01四第2号 H29.1.18 
遇で県認措労めな働長ら局れ時長た間等企労に業働よのるや緩指過宮導労トの死ッ実嗣プ施に咽及対びす数企るの業都事道名業府の績

労働課基業司鹿覇島係補慣 本図真由美 H29.l.18 都道働府局長県労 肯労監補働働督償基基課課準調長降長局局

公表に当たりい今て後留の意過す労べ死き車等項の労提揖求事案
の対応にお について

基補発0123第1号 H29.1.23 植民封働者の確認について（図書） 労働課基業準務局係楠慣 佐蕨桔爺 H29.1.12 独人庫環立金事行境櫨畏政再檎法生理 背補働慣基課準長局

基補発0124第1号 H29.t.24 専門医に対する，tJ!.•の作成依旗について 労働基準課局捕慣 寺西健二 H29.1.24 専門医 労補働償基課準長局

基摘発田01第1号 H29.t.26 労か盟ら給認付定等され在た費傷けて病い等たに場対合してに労お虫ける保畢険険以者外 労働課基匡準事局係補慣
等との胡聾について

井上剛 H29.1.25 各労基都働構道局続府労長働県 労補働慣基課準長局

基補発0201！官2号 H29.l日 専門医に対する意見書の作成依輔について 芳働基準課局補慣 田中勝之 H29.2.1 専門医 労捕働慣基課準長局

基繍発0202）官1号 H29.2.2 資料の閲覧について｛依頼） 労働操.業a，帯局保捕慣 本国真由美 H29.2.2 組康生人曽労総所立宮馳官所行働全合機間長政者金健惜寛法構 労捕馳慣基課準長局

基補発0203！官1号 H29.1.30 専門医に対する意見書の作成怯頼について 労働基準課局捕慣 回中勝之 H29.1.30 専門医 労楠働慣基謀準長局



基摘発02凹第2号 H29.2.3 議の瞳りん等偶捕に装つ具い置て宜（給回聖答）帽における基想外支桔 労働際基福筆祉局保楠慣 早川麟 H29.2.1 愛労知働基長労働皐局部 骨働基準局
補慣院長

基繍発0203第3号 H29.~3 労宜穆虫惨項療につ費い審て査補助員の動帯条件等に係る宙 労働際基医＂事局係楠慣 持上聞 H29.2.3 各骨基都働鋼道局部府肯畏働県 労働基纏周
措置課長

基補発0206第1号 H29.2.6 麓の肢りん等冊補に茜つ具い費て支（回給答要〉綱における基準外支給 労働課基福調R祉局係補慣 小山殺土 H29.2.2 大労匝働畏労基箪働部局 労術働世基標構長局

基補発0208第1号 H29.23 撞計勘面障白策害定に係につる適い正て枯付対策の第11次3ヶ年 背働課基福継祉局保捕慣 小山輯主 H29.2.1 都働道局傘部府労働長県労基 労働基準局
補慣課長

基補完0213第3号 H29.2.13 園る陣像書所給毘付が請毘求め事られ実なにいつ高い次て闘（回機答能）障害に係 労働基穆課局楠慣 寺西健二 H29.2.8 
大労働臣労基働場部局

労補働慣基謀準長局
骨民捕長慣課

基摘発0215第1号 H29.2.13 評任『平価依成落績四札に年つ方度い式石て掠綿術確審定査診書断且等会事jの業に聾係員るへ総の合就 労職職働業2腰病基痛B認認R局定定補対来慣事策館課室
中村晴 H29.2.7 外郵書員権 労働基構局

捕 補慣課長
二係

基裕発0215!1!2・号 H29.2.13 評恒「平価怯成蝿藩29机に年方つ度い式右て技輔術確審定査診費断員等会事』業の聾に係且るへ総の合就 職労職働業業基構構認事認局定定補業対靖慣策課室第
中村晴 H29.2.7 外鶴畳員慢 労働基調陣昂

こ係
補 捕慣課長

職労職働業業揖揖基2認認R局定定補対業償務策室第課基補発0215第3号 H29.2.13 侵辞「平冊依成藩輔Z机9に年つ方度い式右て技輔術槍審定査診聾断員等会事』業のに聾係員へる総の合就 中村晴 H29.2.7 外観聾員候 卦働ll;串局
補 捕慣課長

ニ係

基補完0215第4号 H29.2,13 評承「平価認成落依四輔札年方に度つ式右い技輔て術確審定査診書断員等会事』業回量に係員る就韓在合の 職職労働業業基摘構ニ準認認悟局定定補対業策務慣課室第 中村晴 H29.2.7 外観霊園陸 労軸釜車馬
補者所属畏 補償緑豊

基補完0215第5号 H29.2.13 評承f平価認成依藩29札輔年方に度つ式右い控輔て術確審定査量聾断員等会事J業の書に係員る就総任合の 職職世働業業病摘基二B認想R係局定定捕業対慣務策室第課
中村晴 H29.2.7 外様聾員院 世”“車鳥

補者所嵐長 楠慣課長

基摘発0216第1号 H29.2.16 議の肢りん等伺補に韮つ異い費て支［給固害葺｝綱における基準外支v給 労働線基福準祉局係補憤 小山韓士 H29.2.8 北局海労古道働事長労基a働陣 労働基準局
楠慣課長

基摘発0217第1号 H29.2.17 画る障像害所結見付が請留求め事られ業なにいつ高い次て闘［回機答能］陣容に係 骨働基準標局補慣 田中勝之 H29.之16
軍肯縮働労基準働局甥

労働基準局
労型補慣課 楠慣課長

A 

基摘発0217第2号 H29.2.17 画る聞像書所桔見付出踊認求め事られ案なにいつ高い次て脳（回機答能）障害に係 労働甚噂楳局補慣 田中開之 H29.2.16 労骨東働京提繍骨畏基働機慣部局標 労働基調降局
補償課長

基摘発問24第1号 H29.2.22 オたて労ル働ト者トル等イへジのン世を民取保り扱障う制作度業のに周世知事等しにてついい 労働操基業準帯局樺捕慣 木村圭値 H29.rn 酷事労県業当働労都主働者道E島等び府 費働基.. 局
補慣課長

基摘発0301第1号 H29.3.1 専門医に対する意見書の作成依輔について 費働基準楳局捕慣 寺西健二 H29.~28 専門医
労働基調鹿島
補慣課長

轟補発回02第1号 H29.3.2 労虫法務専門買の就任（再任）依摘について 労課働生童町基民訟準保覇局障悟補審慣理 松下修一郎 H29.3.1 骨提珪輔事 !II働基準局
門員 補償課長

基補発田02第Z号 H29.3.2 労盟法務専門員の就怪｛再任］依頼について 労楳働封室基鈍訟講悟覇局険悟補審理慣 松下修一郎 H29.3,1 労虫門法員務専 労楠働慣基課調鹿長島

基舗発田02第3号 H29.3.2 労虫珪務専門員の就任（再任］依頼について 労摂鋤労室基提訟司悟直務局陸係補審慣理 松下修一郎 H29.3.1 骨揖門法員朝専 労楠働慣基際事畢局



基補発03曲第2号 H2'-3.3 労施提につ診療いて費審査補助員｛新理揮用｝研修の実 労働課基E調降Z局事係補慣 宮田晶一 H29.3.2 都働道場局府労部県働長肯基 労補働慣基課準長周

基摘発0313第1号 H29.3.13 ’のE腫りん等冊槽に甚つ異い責て主（回給答要）綱における基準外支給 労働課基福白血祉障係措置 早川詰 H29.3.10 局北海労書道働事長世基働準 労補働置基謀事長局

基摘発0314！育1号 H29.3.14 画る陣像容所結見付出購認求め事られ業なにいつ高い次て脳｛回機答能｝障曹！こ悟 労働基a県R眉補慣 寺西健二 H29.3.14 労岡卦働提山補長労基働捜慣局部線 労補働慣基課準長局

基摘発0321第1号 H29.3.17 求労虫に用レセいプらトれ電た算先担デ理ィスシクス等テム田取によ担るい韓に療つ費い請て 労働楳基匪準事局係捕慣 民家久 H29.3.14 都働道局捜府背部働県長骨基 労労労補働働提輔償基樺課基課準準融長長局局業

基補発0日O第1号 H29.3.17 アターフタケーアケ通ア院通費院支置軸茸申桔情要書綱のの取由揖正ににつ伴いうてアフ 労働課基福準祉局係補由 小山綾土 H29.3.7 街働道局＂＇府芳部県働長 労基 労補働慣基課準長局

基補受03'1箪1号 H29.3.23 議由肢りん等伺補に韮つ且い費て支（給回基答）調における基準外支給 持働楳基福準祉局係補慣 早川諒 H29.3.21 骨兵庫働基f労Ea働R都局 骨補働慣基課準長局

基補発0331！官2号 H29.3.30 議の肱りん等冊補に韮つ且い費て支（軸回答要｝綱に制する基調院外支給 労働課基福準祉局係補償 早川諒 H29.3.30 大曽阪働畏労基準働局鶴 労補働慣基課準長晶

基補多量0331第3号 H29.3.28 為s項e盟損に害つ行政車いて情務報処理管理主揖シス機テ能ムのに稼お働けにる伴第う三画者愈行事 労課働通基勤構虫局害捕保慣 岡瀦 H29227 都働道場局労府部働県長労基 労労労補働斑務働慣義保標基課晴埠壇畏長晶業局

器摘発田31！有4号 H29.3.30 労払担証保明闘障給の取付等扱に係る主結決定E明願及び支
について

労働課基S調R直覇属係捕慣 佐藤祐哉 H29.3.30 得働準道鳥府労都働豊県労基 労補働慣基課準長局

基摘発0331第5号 H29.3.31 
アスベスト訴訟の和解手続に係る情報の提供 労働操基業準務局保楠慣 矢野祐介 H29.3.30 都働準道局師府労働長県労基 労補働慣基際＂＇畳局について

基摘発0331第6号 H29.3.31 
rル過ス労対死策等のゼ推ロ進J畢に車当た対っ策てを田踏具ま体えた的メ手ン迭タにルつヘ 労働操基調業鹿島晴係情慣 矢吹陽子 H29.3.31 都道働府局長県労

労労労勤監補働働働労督慣者基基基課課準準準生長長局局活局

いて

安貴全働課衛f衛z長生生部課


