
平成29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 起案日 施行先 施行者 備考

平成2支9援年事度業母の性再健委康1管理
雇庭用局均等・児童家

委託託者事業受 労働基準局基菅発0403第1号 H29 329 推進 託の 立課一職課業般家事庭業両主 藤原凌太郎 H29 3.22 
承認について 労災管理課長

行動計画係

労るア災ンケケアーサトポ調ー査トの事実業施にに係
労働基準局労災菅

ポ一人ー般労ト災財セサ団ン法 労働基管理準局課基官発0407第1号 H29.4.6 理課年童福祉第一 山下立倫 H29.4.6 
ついて（協力依鰻） 係 労災理課長

世一会長

労災ケ特ア別サ介ポ護ー援ト護事事業業及のび労働基準局労災官
都働道府県労 労労働災基管準理局課長基菅発0407第2号 H29.4.6 労災 理課年金福祉第一 山下立倫 H29.4.6 

実施のついて 係
局長

労災疾病臨床研究事業の
労理補働課助金基疾準係病局調労査災研究管 事前評価委基官発0407第3号 H29.4 7 事前評価（書面評価）の実 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長

施について（依頼） 員

労災疾病臨床研究事業の
労理補働助課基金疾保準病局調労災管 事前評価委基管発0407第4号 H29.4.7 事前評価（書面評価）の実 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長

施について（依頼） 員

労災疾病臨F床面研評究価事）業の 労働基金疾係準病局調労災管 事員前評価委基管発0407第5号 H29.4.7 事前評価（書 の実 補理課助 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依頼｝

労災疾評病価臨（書床面研評究価事）業の 労理補働課助基金疾準係病局調労災管 事前評価委基管発0407第6号 H29.4.7 事前 の実 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依頼） 員

事労前災疾評病価臨（書床面研評究価事｝業の 労理働課基疾準病局調労査研災究管 事前評価委基官発0407第7号 H29.4 7 の実 宮内裕美 H294.5 労災管理課長
施について（依頼｝ 補助金保 員

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労働基疾準病局調労災管 事員前評価委基管発0407第8号 H29.4.7 事前評価 の実 理課 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依頼） 補助金係

労災疾病価臨（書床面研評究価事）業の 労理働課基疾準病局調労査研災究管 事前評価委基官発0407第9号 H29.4.7 事前評 評価）由実 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依額｝ 補助金係 員

労事災前疾病臨床研究事業の
補労理課働助基疾準病局調労災管 事前評価委基管発0407第10号 H294 7 評価（書面評価）の実 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長

施について（依頼） 金係 員

基管発0407第11号 H29.4.7 事労災前疾評病価臨（書床簡研評究価事）撲由の実 労理働課基疾準病局調労査災研究管
宮内裕美 H2945 事員前評価委 労災管理課長

施について（依頼） 補助金保

労災疾評価病臨（書床面研評究価事）業のの実 労理働課基疾準病局調労災管 事前評価委基官発0407第12号 H29.4.7 事前 査研究 宮内裕美 H29.4.5 
員 労災管理課長

施について（依頼） 補助金保

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労働基疾準病局調労災管 事員前評価委基官発0407第13号 H29.4,7 事前評価 の実 理課 査研究 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依頼） 補助金係

労災疾病価臨（書床面研評究価事）業の 労理働課基疾準病局調労査災研究管 事員前評価委基管発0407第14号 H29.4.7 事前評 由実 宮内裕美 H29 4.5 労災管理課長
施について（依頼） 補助金係

労災疾病臨床研究事業の 労働基疾準病局調査労災菅 事前評価委基菅発0407第15号 H29.4 7 事前評価（書面評価）の実 理課助 研究 宮内裕美 H29.4 5 労災管理課長
施について（依頼） 補 金 保 員

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労理働課基疾準病局調労査災研究管 事前評価委基菅発0407第16号 H29.4.7 事前評価 評価）の実 宮内裕美 H29.4.5 労災管理課長
施について（依頼） 補助金係 員

労事前災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労働課基疾準病局調労災管 事前評価委基官発0407第17号 H29.4.7 評価 の実 理 査研究 宮内裕美 H29.4.5 
員 労災管理課長

施について（依頼） 補助金保

基官発0412第1号 H294.11 委託事業費確定通知書 雇庭立行謀動用局計均一職課等画業般係・児家事童庭業家両主 藤原凌太郎 H29.4.3 託委託者事業受 労労働災基管理準局課長

労阪る設労災備特災保別特守介別菅護介理護援業護施務事設（業）仮に（設係大 労働基年準金局福労災管
一般財団法

基官発0420第1号 H29.4.20 理課 祉第一 山下立倫 H29.4.19 ポ人ー労ト災セサン 労労働災基準局
発電機の設置）委託契約に 係 管理課長

ついて タ一事務局長
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平推成進29年度母性健康管理 労働基準局労災管 一般財団法

基官発0426第1号 H29.4.26 支援事業の再委託の 理課年金福祉第一 山下立倫 H29.4.24 ポ人ー労ト災セサン 労働基管準理局
労災 課長

＊認について 係 者一事務局長

労災疾病臨評床価研結究事果前につ評 労働基準局労災曹
基官発0509第1号 H29 5.9 価委員会の 理補課助金疾係病調査研究 宮内裕美 H2959 申請者 労災管理課長

いて

労災疾病臨床評価研結究事果前につ評 労理補働課助基疾準病局調労査災研究管基菅発05凹第2号 H29.5 9 価委員会田 宮内裕美 H29.5.9 申請者 労災管理課長
いて 金係

政主策策宣統担括官（総合
基菅発0630第1号 H29.6.29 債権発生通知書

政 当）労働政
蓬田薫 H29.6.29 

労働基準局
労労働災基管理準局課長策当参事官室予 長

算係

基官発0718第1号 H29718 
大る付物阪に品つ労管い働理て局換（発ガ協送ス議物ウ書ロ品マのにト送係グ 労働基準局労災菅

尾崎賢友 H29 7 18 
物大阪品労管働理局官

物労品管理官
理課調度係 総務部会計 災管理課長

ラフ） 課長

平に督外関部成励す2及委9る年び託各債度に種権つ労慣い災回権て収補の償業納務業入務の 労理働課基調準度局係労災管
都道府県労 働厚基生労働者労

基雷発0726第1号 H29.7.26 尾崎賢友 H29.7.24 働準部局労長働基 労災準管局理課長

基官発0802第1号 H2982 

ン「日ヲ本ーバ・ボ」イlこイオ係ラアるーッ監（セ2督イ号員研機及究）び交セ
労働基準局労災管

富樫明 H29.81 
厚生労働大 労働基理準課局

換検工査事員」の任命の依頼につ 理課経理係 臣 労災曹 長

いて

プ「労ラ災ザ特」の別周介知護広施報設等（ケへアの 労働基年準金局福労災官
都害道福府祉県主障管

労働基管準理局課基官発0803第1号 H29.8.2 理課 祉第一 山下立倫 H29.8.1 道部｛局）長都 労災 長
ご協力について 係 府県労働

局長

平特成別Z介居9護促年進施度設強に化（おケにけア係るブる労ラ対災ザ） 労理課働基年準金局福労災管
都働道基府準部県労長

労働基準局
基官発0803第2号 H29.8.2 

白人 祉第一 山下立倫 H29.8.1 
労災管理課長

応について（依頼） 係

基官発0828第1号 H29.8.28 物及書線び等測品管管の定理理送器換換付2件協物に）つ議品いへ引て渡の（通同放知意射 富働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29 818 
物各労都品働道局管理総府務官県 物労品管理官

災管理課長
（会計）課長

物及び品管管の定理送器理換換付2件物協に）つ議品いへ引て渡の（遇同放知意射
物骨品管道理官

基管発0828第Z号 H29.8.28 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 
都府県 物品管理宮

書等 労働局総務 労災菅理課長
線測定器 （会計）課長

物及び品管定管の理送器理換換付2件協物に）織つ品いへ引て渡の（通同放意知射
物各都品道管理官

基管発0828第3号 H29 8.28 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 
府県 物品管理官

書等 労働局総務 労災管理課長
線測定 （会計）課長

物品管理理換換協物議品へ引渡の通同意 物品道管理府官

基官発0828第4号 H29.8.28 及び等菅 知 理労働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 
各都 県 物品管官理官

書の送付2件に）ついて（放射 労（会働計局）総務 労災理課長
線測定器 課長

物品管管理理換換協議への同意
物杏都品道局管理総府官及び 物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 物品管管理官基官発0828第5号 H29.8.28 

書等の送付について（放射
森田幸乃 H29.8.18 労働 務県 労災理課長

F線測定器2件） （会計）課長

書線物及ぴ品等測管菅回定理理送器換換付Z件物協に）つ議品いへ引て渡の（通同放意知射 労働基準局労災菅 物各品管道理総府務官県 労物品管理官基菅発0828第6号 H29 8.28 
理課調度係

森田幸乃 H29.8.18 労都働局 災管理課長
（会計）課長

基官発0828第7号 H29.8.28 物及び品管菅の定理器理送換Z換付件協物に）つ議品いへ引て渡の（通同放意知射 労働基調準度局係労災菅 森田幸乃 H29.8.18 
物各都品道菅理府官県

物品管理課官
書等 理課 労（会働計局）総務 労災菅理長
線測定器 ） 課長
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物品管理換協議への同意
物各都品道管理府官県

基管発0828第8号 H29.8.28 及書び等管の理送換付物につ品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 物労品災菅管理理官課長いて（放射 労働局総務
線測定器Z件） （会計）課長

物品管管理理換換協物謹品への同意 物舎都品道管理府官県
基官発凹28第9号 H29 828 

及び 引渡遇知 労働基準局労災管
森田幸乃 H29 818 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意
物舎都品道管理府官県

基菅発0828第10号 H29 8 28 
及び官理換物品引渡通知 労働基準局労災曹

森田幸乃 H29 8 18 物品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管管理理換換物協譜へ引渡の遇同意 物各都品管道理府官県
基管発0828第11号 H29.8 28 

及び 品 知・ 労働基準局労災管
森田幸乃 H29.8.18 

物品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物告品都管理官
基管発0828第12号 H29 8 28 

及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災曹
森田幸乃 H29.8.18 道府県 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物各都品道管理官
基菅発0828第13号 H29.8.28 

及び管理換物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 府県 物品曹理理課官畏書等の送付について（放射 労働局総務 労災管
線測定器2件） ｛会計）課長

物品管管理理換換物協議品への同意 物各都品道管理府官県
基官発0828第14号 H29.8.28 

及び 晶引渡通知 労働基調準度局係労災菅 森田幸乃 H29.818 物品管理官
書等の送付について（放射 理課 労働局総務 労災管理課長
線日l！定器Z件｝ 〔会計）課長

物品管理換協議への同意
物各都品道管理総府務宮県

基管発0828第15号 H29 8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災曹

森田幸乃 H29.8.18 物労災品管管理理課官長書等の送付について（放射 理課調度係
線測定器Z件） 労（会働計局）課長

物品管管理理換換物協議への同意 物品管理官

基管発0828第16号 H29 8.28 
及び 品引漉通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29 818 
骨都道府県 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災菅理課長
線刺定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意

物各労（会都働品計道局管）謀理府総官県務長基管発田28第17号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 物品管管理理課官長書等の送付について（放射 労災
線測定器2件）

物品管理換協議への同意
物各都品道曹理府官県

基管発0828第18号 H29 8.28 
及び曹理換物品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29 818 物品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災曹理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意
物各品都道管理府官県

基管発田28第19号 H29.8.28 及び管理送換付物に品引渡通知 労理働課基調準度局係労災菅 森田幸乃 H29.8.18 物品管理官
書等の ついて（放射 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意
物各都品管道理府官県

基管発0828第20号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H298.18 物品管理官
書等の送付について（放射 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管管理理換換協物議への同意 物品管理官

基菅発0828第21号 H29.8 28 
及び 品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 
各都道府県 物品管管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管管理理換換物協議への同意 物品管理官

基管発0828第22号 H29 8.28 
及び 品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 
各都道府県 物品管管理理宮課書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災 長

線測定器Z件） （会計）課長

物品管理理換換物協織品へ引の同意 物各都品管道理府官県
基菅発0828第23号 H29 8 28 

及び管 渡通知 労働基準局労災管
森田幸乃 H29.8.18 物品管官理官

書等の送付について（放射 理課調度係
労｛会働計局）総課務長

労災理課長
線測定器2件｝
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物ぴ品管管理理換換物協議への同意 物都品管理官

基管発0828第24号 H29 8.28 
及 品引渡通知 労働基調準度局係労災官 森田幸乃 H29.8.18 

各道府県 物労品管官理官
書等の送付について（放射 理課 労働局総務 災理課長
線測定器2件） （会計）課長

H29.8.28 物書線及び等品測管管の定理理送器換換付2件協物に）つ議品いへ引て渡の（通同放意知射
物各都品管道局理府総官

基管発問28第25号 労理課働基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 労働 務県 物労品災管管理理課官長

（会計）課長

書物及び品等管管の理理換換協物議品への同意 物都品道管理官

基管発0828第四号 H29.8 28 
引；度通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

各府県 物品管官理官謀
送隷付Z件に）ついて（放射 労働局総務 労災理長

線測定著書 （会計）課長

物品管管理理換換協物議品への同意 物品管理官

基管発0828第27号 H29 8.28 
及び 引；度通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

各都道府県 物品管官理諜官
書等の送付2件に）ついて（放射 労働局総務 労災理長

線測定器 （会計）課長

物品管理換協議への同意 物品管理官

基菅発田28第28号 H29.8.28 及び管理換物品い引て渡（通放知射
労働基準局労災官

森田幸乃 H29 8.18 各都道府務県 物労品管理官
書等の送付につ 理課闘度係 労働局総 災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物ぴ品官管理換協物議への同意 物各都品管理官

基官発0828第29号 H29.8.28 
及 理換品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

道府県 物品管管理官

害等の定送器付2件に）ついて（放射 労働局総務 労災理課長
線測 （会計）課長

物品管管の理理送換換付協物につ議品いへ事lて渡の（通同放意知射
物各品管理官

基管発0828第四号 H29.8.28 
及び 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 労都働道局府総県務 物労品管理官

書線等の送付2件に）つ 理課調度係 災管理課長

測定器 （会計）課長

物ぴ品管管理理換換協物議品への同意 物各都品管理官

基菅発0828第31号 H29.8.28 
及 物引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.818 

道府県
物労災品管管理理官課長

書等の送付について｛放射 労働局総務
線測定器Z件） （会計）課長

物ぴ品管普理理換換協物職への同意 物品管理官

基官発0828第32号 H29 8.28 
及 品引i遭遇知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

各都道府県 物品管管理課官
書等由送付について（放射 労働局総務 労災理長
線測定器Z件） ［会計）課長

物品管理換協議への同意 物品管理官

基管発0828第四号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 各都道府総務県 物労品管理官

害線等測の定送器付2件に）ついて（放射 労働局 災管理課長
（会計）課長

物品管理換協議への同意 物都品道管理官

基曹発0828第34号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29.8.18 各労働局府総務県 物労品管理官
書等回送付について（放射 理課調度係 災管理課長

線測定器2件） （会計｝課長

物品管理換協議への同意
物品管道局理府総官務県

基菅発0828第35号 H29.8.28 
及び管理換物品引；雇通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29 818 
各都 物労品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働 災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物及書線び等測品管管理理換換協物議品への同意
物品管理官

基官発0828第四号 H29.8.28 
引；度通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

各都道府県 物品管理官

の送付2i牛に）ついて（放射 労働局総務 労災管理課長

定器 （会計）課長

基管発田28第37号 H29.8 28 
物及書び等品管管理理換換協物織品へ引渡の通同知意

労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 
物骨都品道管理府官県

物品管官理官
の送付について（放射 労働局総務 労災理課長

線測定器2件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物品管理官

基菅発0828第四号 H29.8.28 及び管理換物品い引て渡（通放知射
労働基準局労災菅

森田幸乃 H29 818 各都道府務県 物労品管理官

書等の定送器付につ 理課調度係 労働局総 災管理課長
線測 Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意

物各労（会都働品計道管局｝理府総課官務長県基菅発0828第四号 H29.8.28 
及び管理換物晶引渡通知 労働基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

物品管理官

書線等測の定送器付2件に）ついて（放射 理課 労災管理課長
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物品管菅理理換換協物譜へ引渡の遇同意 物各都品管道理府官県
基菅発0828第40号 H29 828 

及び 品知 労理課働基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 物労品災管管理理課官畏書等の送付について（放射 労働局総務
線測定器2件） （会計）課長

物品管管理理換換物協織品引へ渡の間意 物品道管理宮県
基管発0828第41号 H29.8 28 

及び 通知 労働基準局労災曹
森田幸乃 H29.818 

各都府 物品管理L官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管理換協織への同意
物舎都品道曹理府官県

基官発0828第42号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 物品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管管理理換換物協織への同意 物品管理官

基管発0828第43号 H29.8.28 
及び 品引渡通知 労働基準局労災官

森田幸乃 H29.818 
各都道府県

物労災品管管理理課宮長書等回送付について（放射 理課調度係 労働局総務
線測定器Z件｝ （会計）課長

物品管理換協織への同意 物品管理官

基管発0828第44号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29.8.18 
骨都道府県 物労品管管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 災理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管理換協議への同意
物舎都品道管理府官県

基官発0828第45号 H29828 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災官

森田幸乃 H29 8.18 物品菅理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災菅理課長
線測定器2件） （会計）課長

物晶管理換協議への同意
物各都品道管理府官県

基菅発0828第46号 H29 8 28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 物品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管管理理換換協物議へ引渡の通同意 物各都品管道理府官県
基菅発0828第47号 H29.8.28 

及び 品知 労働基準局労災管
森田幸乃 H29.8.18 物品管管理理課官長書等の送付について｛放射 理課調度係 労働局総務 労災

線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物各品管理官

基官発0828第48号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H298.18 
都道府県 労物品管曹理官

書等の送付について［放射 理課調度係 労働局課総長務 災理課長
線測定器Z件） （会計）

物品管管理理換換物協機への同意 物各都品道管理府官県
基管発0828第49号 H29 8 28 

及び 品引渡通知 労働基準局労災曹
森田幸乃 H29.8.18 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管管理理換換物協議晶へ引渡の通同意 物品管理官

基菅発0828第印号 H29.8.28 
及ぴ 知 労働基準局労災曹

森田幸乃 H298.18 
各都道府県 労物品曹菅理官

書等の送付について（放射 理課調度係
労（会働計局）課総務長 災理課長

線測定器Z件）

物品管管理理換換協物議品へ引渡の通同意 物各都品管道理府官県
基曹発0828第51号 H29 8 28 

及び 知 労働基準局労災管
森田幸乃 H29.8.18 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物都品道管理官
基菅発0828第52号 H29.8.28 

及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災管
森田幸乃 H298.18 各府県 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物品管管理理換換物協議への同意 物骨品管理官

基管発田28第53号 H29.8.28 
及び 晶引渡通知 労働基調準度局明 労災菅 森田幸乃 H29.8.18 

都道府県
物労品災管管理理課官長書等の送付について（放射 理諜調係 労働局総務

線淵定器Z件） （会計）課長

物品管理換協議への同意 物各都品管理官
基官発0828第54号 H29.8.28 

及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災菅
森田幸乃 H29.8.18 

道府県
物労災品管管理理課官長書等の送付について（放射 理課調度係 労働局総務

線測定器2件） （会計）課長

物品管理換協議への同意
物各都品道管理府官県

基官発0828第55号 H29.8.28 
及び管理換物品引i鹿沼知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 物労災品管管理理官課畏書等の送付について（放射 労働局総務
線測定器2件） （会計）課長
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物品管管理理換換物協議への同意 物品管理官

基官発0828第56号 H29.8.28 及び 品い引て；度（通放知射 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29 818 各都道府総務県 物労品管理官
書等の送付につ 労働局 災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物ぴ品管管理理換換物協議への同意 物品管理官

基官発0828第57号 H29 8 28 
及 品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

各都道府県
労物品災管管理理課官長

書等の送付について（放射 労働局総務

線測定器2件） （会計）課長

物ぴ品管管理理換換協物議への同意 物品管理官

基菅発0828第58号 H29.8.28 
及 品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 各都道府務県 物労品管理官

書等の送付Z件に）ついて（放射 労働局総 災管理課長

線測定器 （会計｝課長

物品管管理理換換協物議への同意 物品管理官

基菅発0828第四号 H29.8.28 及び 晶い引て渡（通放知射 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.818 各都道府務県 物労品管理官

書線測等の定送器付2件に）つ 労（会働計局｝総課長
災管理課長

物品菅理換協議への同意
物品管道局理府総務官県

基菅発0828第60号 H29.8.28 
及び管理換物品引濃通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29.8.18 
各都 物品管理官

書等の送付について（放射 理課調度係 労働 労災管理課長
線測定器Z件） （会計）課長

物及び品管管理理換換物協議品への同意
物品管理官

労理働課基調準度局係労災管 各都道府総務県 物労品管理官
基菅発0828第61号 H29.8.28 書等の送付につい引て渡（通放知射 森田幸乃 H29.818 

労働局 災管理課長
線測定器Z件） 〔会計）課長

物品官管理換協議へ由同意 物品管理官

基曹発0828第62号 H29.8.28 
及び理換物品引渡通知 労働基準局労災管

森田幸乃 H29.8.18 各都道府総務県 物労品管理官
書等の送付について（放射 理課調度係 労働局 災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物ぴ品管管の理理送換換付協物につ議品いへ引て；の度（通同放意知射 労理働課基調準度局係労災管
物各都品道管理府官

物労品管理官
基官発0828第63号 H29.8.28 書及等の送付i 森田幸乃 H29818 労働局総務県 災管理課長

線測定器Z件） （会計）課長

物ぴ品管管理理換換協物議品への同意 物各都品道管理官

基管発0828第64号 H29 8.28 
及 引渡通知 労働基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.8.18 

府県
物労災品管管理理課官長

書等の送付について（放射 理課 労働局総務
線測定器Z件） ｛会計）課長

物品管理換協議への同意
物品管道局理府総務官県

基菅発0828第65号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29.8.18 
骨都 物品管理官

書等の送付2件に）ついて（放射 理課調度係 労働 労災管理課長

線測定器 （会計）課長

物品管理換協議へ渡の通同意知 物各品都道管理府総務官県
基菅発0828第66号

及び管理換物品引 労働基準局労災管
森田幸乃 H29.818 物労品管理宮

H29.8.28書等の送付2件に｝ついて（放射 理課誤度係 労働局 災菅理課長
線測定器 （会計）課長

物品管理換協議への同意 物品道管理官

基官発0828第67号 H29.8.28 
及び管理換物品引渡通知 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.818 各労働都局府総務県 物労品管理官
書等の送付について（放射 災管理課長
線測定器2件） （会計）課長

物ぴ品管管理理換換協物議への同意 物各都晶道管理官

基管発0828第68号 H29.8.28 
及 品引渡通知 労働基準局労災菅

森田幸乃 H29.8.18 
府県 物品管理官

書等の送付2件に）ついて（放射 理課調度係 労働局総務 労災管理課長

線測定器 （会計）課長

基管発0831嵩1号 H29.8.31 物品管理換承認ロマ申ト請グ書ラにフ
労働基準局労災管 荷田将眉 H29.8.30 

厚生労働大
労災曹理課長

ついて（ガスヴ ） 理課 臣

管理換物品引渡通知書の 物大品管理官
労理働課基準局労災管 阪労働局 物労品管理官

基雷発田07第1号 H29.9.7 送付について（ガスヴロマト 荷田将馬 H29 96 
総務部会計 災管理課長

グラフ） 課長

物意品管理換協議書への同 分任物労労品災働保管基労働基準局労災管 理官 物労災品管理官基菅発0911第1号 H29.9.11 について（作業用机・両
理課

荷田将馬 H29.9.8 
準険局業労災 管理課長

袖机｝ 務課長
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管理換物品引渡通知書｜机由・
分任官物品管

基管発0922第1号 H29.9.22 受領について（作業用 労働基準局労災曹
荷回将馬 H29 9.21 

理 労働基 物品管理官

両袖机） 理課
準険局業労務課災保長 労災管理課長

基管発0922第2号 H29 9 22 重要物品申（冷請凍に庫つ）の不用 労働基準局労災管
荷田将馬 H29.9.19 

厚生労働大
労災管理課長決定承認 いて 理課 臣

平成物3理＇°労年換災度計勘画用定紙に）つに・帳係い簿てる等物（謂印

労労働災保基準険局業

基管発1101第1号 H29.11.1 即晶l菅 謂 労理働課基調準度局係労災管 森田幸乃 H29.10.30 

課務府総課務県（会部長労計働総、課都局務） 道
労労働災基曹準理局課長

査・報告依額）

重要物品（東電システム）
労働基準局労災管 厚生労働大基管発1130第1号 H29.11.30 の不用決定承認申舗につ
理課調度係

森田幸乃 H291129 
臣

労災管理課長
いて

重要物定品（シュレッ苦ー）の 労働基準局労災管 厚生労働大基管発1207第1号 H29.12.7 不用決承認申請につい
理課調度係

森田幸乃 H29.12.6 
臣

労災管理課長
て

援平護成事29業年に度係労る災ア特ン別ケ介ー護ト 労働基年準金局福労祉災管
一般財団法

基管発1218第2号 H29.12.15 理課 第一 成崎建人 H29.12.15 ポ人ー労ト災セサン
労働基準局

調査の実施について（協力
係 労災管理課長

依頼） 告一会長

基管発1218第3号 H29.1218 
ン修及『日タ設び本ー計検バの査業イ熱務員オ源Jのアに機任ッ係械セ命る訟イの監備研依督等究頼員改セ労理働課基経準理局係労災菅 富樫明 H29.12.8 

厚生労働大 労働基管理準局課
医 労災 長

について

平成29年度労災疾病臨床 労働基準局労災曹
基管発1221第1号 H2912.21 研究事業費補助金の継続 理課疾病調査研究 佐藤愛 H2912 20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

基管発1221第2号 H291221 平研申成究請2事の9手年業続度費補労きに災助つ疾金い病のて臨継続床 補労理働課助基金疾準係病局調労査災研究管佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

平成29年業度費補労災疾金病臨継続床 補労理働課助金基疾準係病局調労災管基官発1221第3号 H29.12.21 研究事 助 の 査研究 佐藤愛 H29.12.20 研史代表者 労災管理課長
申請の手続きについて

平研成究事29年業度費労補災助疾金病の継臨続床 労働課基疾準病局調労災管
基管発1221第4号 H29.12.21 理 査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係
、

平成29業年度費補労災助疾病臨床
労理補働課助基金疾準係病局調労査災研究管基曹発1221第5号 H29.12.21 研究事 金の継続

申請の手続きについて
佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

平研申成究請2事の9手年業続度費補き労に災助つ疾金い病のて臨継続床
労働基疾準病局調労災研究管

基菅発1221第6号 H291221 理課 査
補助金係

佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

平成29年業度費補労災疾金病臨床 労働基疾準病局調労災究管
基菅発1221第7号 H2912.21 研究事 助の継続 理課 査研 佐藤愛 H2912.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成29年業度労補災疾病臨床
補労理諜働助金基疾準係病局調労査災研究管基官発1221第8号 H29.12.21 研究事費助金の継続

申請の手続きについて
佐藤愛 H29 12.20 研究代表者 労災管理課長

研平究成事29年業度費続補労きに助災つ疾金い病のて継臨続床 労働基疾準病局調労災究管
基官発1221第8号 H29.1221 理課 査研 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手 補助金係

基菅発1221第10号 H291221 平研申請成究2事の9年業手続度費補労きに災助つ療金い病のて臨継床続 補労理働課助基金疾係準病局調労査災研究管佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災曹理課長
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平成29年度労災疾病臨継続床 労働基準局労災管

基管発1221第11号 H29.12.21 研究事業費補助金の 理課疾病調査研究 佐藤愛 H291220 研究代表者 労災管理課長
申請の手続きについて 補助金係

平成29年業手続度費補労きに災助つ疾金い病のて臨継続床
労理働課基準局労災管

基菅発1221第12号 H29.12.21 研究事 疾病調査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長
申舗の 補助金係

平成29年度費補労災疾病臨継続床 理労働課基準局労災菅
基管発1221第13号 H29.12.21 研究事業 助金の 疾病調査研究 佐藤愛 H291220 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成究29年度費補労助災疾病臨継続床 労働基準局労災管

基管発1221第14号 H29.1221 研事業 金の 理課金疾係病調査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長
申請の手続きについて 補助

平成29年度費補労災疾病臨床 労働基疾準病局調労災管
基菅発1221第15号 H29.12.21 研究事聾 助金の継続 理課 査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災菅理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成四年度費補労災疾病臨床続 労働基疾準病局自 労災管
基管発1221第16号 H29.12.21 研究事業 助金の継 理課 調査研究 佐藤愛 H2912.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成29年度労災疾病臨床続 労理働課基疾準病局調労災管
基管発1221第17号 H29.12.21 研究事業費補助金の継 査研究 佐藤愛 H2912.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成29年度労災疾金病臨床続 労働基疾準病局事 労災管
基管発1221第18号 H29.12.21 研究事業費補助の継 理課 調査研究 佐藤愛 H2912.20 研克代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成29年度労災疾病継臨床続 労働基疾準病局謂労災管
基管発1221第19号 H29.12.21 研究事業費補助金の 理課 査研究 佐藤愛 H2912.20 研究代表者 労災管理課長

申請の手続きについて 補助金係

平成29年度労補災疾病臨床 労働基準局労災菅
基菅発1221第四号 H29.12.21 研究事聾費助金の継続 理課疾病調査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長

申E置の手続吉について 補助金係

平成29年業度費労補災助疾金病の臨継続床 労働基準局労災菅

基管発1221第21号 H29.12.21 研究事 理課疲病調査研究 佐藤愛 H29.12.20 研究代表者 労災管理課長
申請の手続きについて 補助金係

都道府県労基
平成29年度臨時全国労災 働局労働

基管発1226第1号 H29.12 26 補償課長会・労識働の保開険催徴に収つ主 労理働課基総準務局係労災管 宇山俊貴 H29.12.25 
準部長、都道 労働基準局

務課室長 府県労働局 労災管理課長
いて（伺い） 総険務徴収｛労）働部長保

労災疾評病価臨床研究事業の 理労働課基疾準病局割労査災研究管 中間・事後評
基管発0118第1号 H30.1.17 事佳 （書面評価）の実 佐藤愛 H30.1.12 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係
価委員

労災疾病臨床研究事業の 労理働課基疾準病局調労災管 中間・事後評
基管発0118第2号 H30.1.17 事施後評価（書面評価）の実 査研究 佐藤愛 H30112 

価委員
労災管理課長

について〔依頼） 補助金係

労災後疾病臨床研究事業の 労理働課基疾準病局調労災管 中間・事後評
基官発0118第3号 H30.1.17 事施 評価（書面評価）の実 査研究 佐藤愛 H30.1.12 

価委員
労災管理課長

について（依頼） 補助金係

労災療病臨床研究事業の 労理課働基疾準病局調査労災研究管 中間・事後評
基官発0118第4号 H30.1.17 事後評価（書面評価）由実 佐藤愛 H30.1.12 

価委員
労災管理課長

施について（依頼） 補助金係

労災疾評病価臨床研究事業の 労働基疾準病局詞労災研究管 中間・事後評
基管発0118第5号 H30.1.17 事後 （書面評価）由実 理課 査 佐藤愛 H30.1.12 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係
価委員

事労施後災疾病臨床研究事業の 労働基疾準病局調労災管 中間・事後評
基菅発0118第6号 H30.1.17 評価（書面評価）由実 理課 査研究 佐藤愛 H30 1.12 

価委員
労災管理課長

について（依頼） 補助金係
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労災疾評病価臨（書床面研評究価事）業の 労理働課基疾準病局調労査研災究管

／ 

中間員・事後評基管発0118第7号 H30.1.17 事後 の実 佐藤愛 H30.1.12 
価委 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労理働基疾準病局調労査災研究管
基管発0118第8号 H30.1.17 事後評価 の実

補謀助金係施について（依頼｝
佐藤愛 H30.1.12 中間員・事後評

価委 労災管理課長

労災後につ疾評い病価て臨（書（床依面研頼評究）価事）業の 労働基金疾準係病局調労災管 中間・事桂評基曹発0118第g号 H30117 事 の実 補理課助 査研究 佐藤愛 H30.1.12 労災管理課長
施 価委員

労災疾病臨（書床商研評究価事）業の
労理補働謀助基金疾係準病局調労査災研究管 中間・事後評基管発0118第10号 H30.1.17 事後評価 の実 佐藤愛 H30112 

価委員 労災曹理課長
施について（依頼）

労災疾病臨床研究事業の 労働基疾準病局調労査災研究管 中間員・事後評基曹発0118第11号 H30.117 事施後につ評い価て（書（依面頼評）価）の実 理補課助金係
佐藤愛 H30.1.12 

価委 労災管理課長

事労後災評摸病価臨（書床面研評究価事）業の実の 労働課助基金疾準係病局調労災管 中間・事後評基菅発0118第12号 H30.1.17 理 査研究 佐藤愛 H30.112 
価委員 労災管理課長

施について（依頼｝ 補

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 補労理働課助基疾準病局調労査災研究管 中間・事後評基管発0118第13号 H30.117 事後評価 回実 佐穂愛 H30112 労災管理課長
施について［依頼） 金係

価委員

基管発0205第1号 H30.2 5 由実労施中災間につ疾評い病価て臨（書（床依面研頼評究）価事｝業の
労働基疾準病局調労査災研究管

理補課助金係
佐藤愛 H30.1 31 中間員・事後評

価委 労災管理課長

労災疾評病価臨（書床面研評究価事）業の 労働基疾準病局調労災管
基菅発0205第Z号 H30.2.5 中聞 の実 補理課助金係 査研究

施について（依頼）
佐藤愛 H30131 中委間・事後評

価員 労災管理課長

労災疾病価臨（司床研自評究価事）業の 理補労働課助基金疾保準病局調労査災研究管 中間・事後評基官発0205第3号 H30.2 5 中間評（書面価）の実 佐藤愛 H30.131 労災管理謀長
施について（依穎｝ 価委員

労災問につ疾評い価病て臨（書（床依面研頼評究）価事）業の 補労理働課助金基疾準係病局調労査災研究菅基菅発0205第4号 H30.2.5 中 由実
施

佐藤愛 H30.1.31 中間員・事後評
価委 労災管理課畏

労災間につ疾評い病価て臨（書（床依面研頼評究）価事）業のの 理補労働課助金基疾準係病局調労査災研究管 中間員・事後評基管発0205第5号 H30 2.5 中実 佐藤愛 H30.1.31 
価委 労災管理課長

施

労災疾病臨床研究事業の
労理補働課助金基疾準係病局調労査災研究管 中間・事後評基官発0205第6号 H30.2.5 施中間につ評い価て（書（依面頼評）価）由実 佐藤愛 H30.1.31 

価委員 労災管理課長

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 労働基金疾係準病局調労災管 中間・事後評基管発0205第7号 H30.2.5 中間評価 の実 補理課助 査研究 佐藤愛 H30.1.31 労災管理課長
施について（依頼） 価委員

労災問疾評病価臨床研究事業の
労理補働課助基金疾係準病局調査労災研究管 中間・事後評基管発0205第8号 H30.2.5 中 （書面評価）の実 佐藤愛 H30.1.31 労災管理課長

施について（依額） 価委員

労災疾病臨床研究事業の 労働基疾準病局調労査災研究管 中間・事後評基管発0205第9号 H30.2.5 中間評価（書面評価）の実
補理課助金係

佐藤愛 H30 1.31 
価委員 労災菅理課長

施について（依頼）

労災疾病価臨（書床面研評究価事）業の 労働課助金基疾準係病局調労災管 中間・事後評基管発0205第10号 H30.2.5 中間評 の実 理 査研究 佐藤愛 H30.1.31 労災管理課長
胞について（依頼） 補 価委員

労災疾病臨（書床面研評究価事）業の 理労働課基疾準病局調労査災研究管 中間委・事後評基官発0205第11号 H30.2.5 中間評価 の実 佐臓愛 H301 31 
価員 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係
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労中災疾病臨床研究事業の 労働基準局労災菅 中間・事後評
基管発0205第12号 H30.2 5 間評価（書面評価）の実 理課疾病調査研究 佐藤愛 H301 31 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係
価委員

労災疾病臨床研究事業の 労働基準局労災菅 中間・事後評
基管発0205第13号 H30.25 中間評価（書面評価）由実 理課疾病調査研究 佐藤愛 H301 31 労災管理課長

施について（依頼） 補助金係
価委員

情業報場通外信勤技術を利用した事 都道府県労

H30.2.15 及び実施務のたのめ適の切ガなイ導ド入ラ
労働基準局労災曹

働局雇用環

基管発0222軍1号 理課
天野愚 H30213 境・均等部 労災管理課長

インの周知に係る留意事項 （室）長、労働
について 基準部長

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災官

基管発0306第1号 H30.3.6 評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3 5 研究代表者 労災管理課長
結果について 補助金係

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災管
基菅発0306第2号 H30.3.6 評価委員会の中間評価 理課疲病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災疾価病委臨床研究中中評間価・事 労働基疾準病局由 労災管
, 

基菅発0306第3号 H30.3.6 後評 員会の問 理課疾調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災評疾価病委臨床研究中中間・事 労働基疾準病局冨労査災管
基官発0306第4号 H30.3.6 員会の間評価 理課 調研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災曹理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局詞労災管
基管発0306第5号 H30 3.6 結後評価委員会の中間評価 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災官

基管発0306第6号 H30.3 6 後評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金保

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災菅

基管発0306草7号 H30.3.6 評価委員会の中間評価 理諜疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金保

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災管

基管発0306第8号 H30.3 6 評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 佐膳愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災評疾価病臨床研の究中中間・事 労働基疾準病局調労査災管
基菅発0306第9号 H30.3.6 委員会 聞評価 理課 研究 佐藤愛 H30.3 5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床研説中間・事 労働基準局労災菅

基管発0306第10号 H30.3 6 後評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H303.5 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 労働基疾準病局詞労災管
基管発0306第11号 H30.3 6 後評価委員会の中間評価 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災療病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災管
基官発0306第12号 H30.3.6 後評価委員会の中間評価 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災疾病臨床研究中間事 労働基準局労災管
基菅発0306第13号 H30.3.6 評価委員会の中間評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災菅理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間価・事 労働基疾準病局調労災管
基管発0306第14号 H30.3 6 後評価委員会の中間評 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災官理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床研究中間価・事 労理働課基疲準病局調労災管
基管発0306第15号 H30 3.6 後評価委員会の中間評 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災官理課長

結果について 補助金係

労後災評疾価病委臨員会床研究中間事 労理働課基準局労災管
基官発0306第16号 H30.3.6 の中間評価 疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係
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基管発0306第17号 H30.3.6 
労災疾病臨床会研究中間評価・事
後評価委員の中間
結果について

補労理働課助基金疾保準病局調労査災研菅究佐藤愛 H3036 研究代表者 労災曹理課長

労災疾病臨床研究中間価・事
労理補働課助基金疾係準病局調労査研災究曹基菅発0306第18号 H30.3.6 後評価委員会の中間評

結果について
佐藤愛 H3036 研究代表者 労災管理課長

労後評災疾価病委臨会床研究中間評価・事 労働金基疾準係病局調労災曹基官発0306第19号 H30.3.6 員の中間 補理助課 査研究 佐藤愛 H30.3 6 研究代表者 労災管理課長
結果について

基管発0306第20号 H30.3.6 
労後災疾病臨床研究中間・事
評価委員会の中間評価

結果について
労理補働課助金基疾準保病局調労査災研管究佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

基管発0306第21号 H3036 
労災疾病委臨床研の究中中間・事
後評価員会 問評価
結果について

労理補働課助基金疾準係病局調労災管査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

労災疾病臨床研究中評間価・事 労働基疾準病局調労災研究管
基官発0306第22号 H3036 後評価委員会の事後 理課助 査 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

結果について 補金係

基菅発0306第23号 H30.3.6 
労災疾病臨床研究中評間価・事
後評価委員会の事後
結果について

補労理働課助基金疾保準病局調労災菅査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

労災疾病臨床研究中間・事
労理働課基疾準病局調労査研災究曹基菅発0306第24号 H30.3 6 後評価委員会の事後評価 佐藤愛 H3036 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床会研の究事後中間・事
労理補課働助金基疾準係病局調労査災研究管基管発凹06第26号 H30.3.6 後評価委員 評価

結果について
佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

労災療病臨床研究中間・事
補労理働課助基金疾準係病局調労査災研曹究基菅発0306第四号 H30.3.6 後評価委員会の事後評価 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災曹理課長

結果について

労災疾病臨会床研究中評間価・事 労働基疾準病局調労災管
基官発0306第27号 H30.3.6 後評価委員の事後 理課助 査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災曹理課長

結果について 補金係

基官発0306第四号 H3036 
労後評災疾病臨員床研の究事後中間・事

価委会 評価
結果について

補労理働課助基金疾係準病局調労査災研究管佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

労後評災疾価病委臨員会床研の究事後中間評価・事 補労理働課助基金疾係準病局調労災管基管発0306第四号 H30.3.6 査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長
結果について

労災疾病臨床会研田究事中後間・事
労理補課働助金基療準係病局調労査災研管究基管発0306第30号 H3036 後評価委員 評価

結果について
佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

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基管発0306第31号 H30.3.6 後評価委員会の事後評価 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金保

労災疾病臨床研由究事後中間・事 労働基準局労災管
基管発0306第32号 H30.3.6 後評価委員会 評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨床会研究中間評価・事 労働基疾準病局調労災管
基菅発0306第33号 H3036 後評価委員の事後 補理助課 査研究 佐藤愛 H30.3.6 研究代表者 労災管理課長

結果について 金係

労災疾病臨床研の究事中間・事 労働基疾準病局謂労災研究管
基管発0306第34号 H30.3.6 後評価委員会 後評価 理課 査 佐藤愛 H3036 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災療病臨床研の事究後中間事 労働基疾準病局調労災究管
基菅発0306第36号 H30.3.6 後評価委員会 評価 理課 査研 佐藤愛 H30.3.6 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価・事 理労働課基疾準病局調労査研災管究
基曹発0306第36号 H30.3.6 後評価委員会の事後評 佐藤愛 H3036 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

11 



平成29年度労働基準局労災管理課施行簿

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災管
基管発0306第37号 H30.3.6 評価委員会の事後評価 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基疾準病局調労災管
基管発0306第38号 H30.3.6 評価委員会の事後評価 理課 査研究 佐藤愛 H30.3.5 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 労働基準局労災管
基管発0306第四号 H30.3.6 後評価委員会田事後評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労災疾病臨員会床研田究事後中評間価・事 労働基疾準病局調労災管
基管発0306第40号 H30.3.6 後評価委 理課 査研究 佐藤愛 H3035 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後評災疾価病臨員会床研究中間・事 労働基疾準病局調労災管
基管発田06第41号 H30.3.6 委 の事後評価 理課 査研＇.！＇： 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災管
基管発0306第42号 H30.3.6 評価蚕員会の事後評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

労後災疾病臨床研究中間・事 労働基準局労災管
基管発0306第43号 H30.3.6 評価委員会の事後評価 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.5 研究代表者 労災管理課長

結果について 補助金係

平成30年度補労災疾病臨床 労働基準局労災菅
医学部を置く

基管発0309第1号 H30.3.9 研究事業費助金の御案 理課疾病調査研究 佐藤愛 H30.3.9 各大学国事公私務立局 労災管理課長

向 補助金保 長

基管発0327第1号 H30.3 27 
平成29年度労働保険特 労働基準局労働保

北見恵慈 H30.3.20 
各都道府県 労働基準局

別会計決算について 険徴収課徴収係 労働局長 労災管理課長

平成f労9年災度勘労定働徴保収険勘特定別・ 物品管理官
会計

基管発回目第1号 H30.3.28 雇書在額用Jl,l.勘報ぴ告定「物書）『物品」等増品の減管提理及出び計に現算つ
労険働徴基収準課局労働保 厚美和紀 H30312 

都働道局府総県務労部 労働基準局
総務係 総務（会計）

労災管理課長

いて
課長

基管発0330第1号 H30.3.29 
労して災い特る別重介要護物施品設ので不使用用決 労理働課基調準度局係労災管 尾崎賢友 H30.3.28 

厚生労働大
労災管理課長

定承認申請について
臣
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