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産業競争力会議／新たな成長戦略の素案ま…
とめる…………………………………………2355・10
規制改革会議答申／健康・医療、雇用等５…
分野で235項目の改革案………………………2355・18
政府／骨太の方針と新たな成長戦略を閣議…
決定……………………………………………2356・２
精神障害者の労災請求件数が1,409件と過去…
最多……………………………………………2356・27
厚生労働省検討チーム／職業能力開発行政…
改革の方向性で報告書………………………2357・２
業務適正化推進チーム／業務遂行上の誤り…
の再発防止を整理……………………………2357・８
総務省／国の業務改革の取組方針（案）を…
作成……………………………………………2357・12
2012年特定健康診査・特定保健指導の実施…
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行規則改正案要綱を了承⑵労災保険法施…
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初任給調査／前年の初任給から引き上げた…
企業が大幅増…………………………………2367・28
2014年高年齢者の雇用状況／98.1％の企業…
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の評価で報告書………………………………2359・16
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る出向命令の有効性（税理士・博士（法…
学）幡野　利通）………………………………2355・23
職場における盗撮行為についての使用者の…
責任と防止義務（特定社会保険労務士　…
中村　昭太郎）…………………………………2358・16
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タクシー運転手の駐停車時間と休憩時間…
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過労死等防止対策推進法の施行（平成26.10.…
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