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第040ユ001号  

4月1日  

第0413001号  平成18年度継続メリット制適用率菓場名辞（補正分）の送付  矢野琴介  4月9日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災侍  

4月131ヨ   険業務重義   

第0421001号  r年金たる保険給付の如細密の定期報告及び労災就学等毯憧訝の受給権者の慈 納報告に係る聯聴の外部委託（締）Jの央施について  村井秀吉  4月21日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災保  

4月21日   険業務室長   

第042加01号  平壌16年6月における年金たる保険給付の受給権者の定期 報告に係る機械処理事務執こついて   4月15日  厚生労働省労働基準 局労災柿償却労災保  

4月22日 労働基準局労災補償部労災保険業務室   4月22日  
険業務室長   

第0422002号   厚生労働省労働基灘 局労災補他部労災保 険梁紡蛮長  都道府県労働点労働 基準部労災補贋芸果長  

4月22日   労働基準局労災補償部労災保険業務室  
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厚生労働省労働基準 局労災繍僚卸労災保  金福祉協会会   

5月26日   険業務豪農   長 
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第0601001号  労災保険年金等及び労災診療費に係る債権管理の事務引 継について（伺い）●  浜野裕一   

6月1日   政策務墓長   
6月1日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災保   都道府県労働局  長  

第0609001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   
小川明良  5月28日  停生労働省労働基準 局労災補腹部労災像  

青森労働局長  

6月9日 険難務重窄  

第0611001号  労災行政情報管理システムにおける情報管理の徹底につい て   平林和彦  6月10日  厚生労働省労働基準 局労災補依部労災保  

6月11日   険兼務姦長  都道府県労働局 労働基準部長      労働基準局労災補償部 労災保険業務童   6月11日   

第06110り2号  労災行政傭領管理システムにj封ナる情報管理の徹底につい て   
平林和彦  6月10日  厚生労働省労働基準 局労災補倣部労災保  

6月11日   険業務室長   
径．nl玲法人分災愕険1舞陶センタ 一理亭泉，染立行政法人描拉   

匹皮紐tl理事鼓  

第0617001号  平成16年虔第か籾半期機械処理兼務実施計画について  鈴木蕃穂  6月3日  厚生労例省労働基準 局労災補償部労災保  
険数枚翻労覿陀険m能生寄託 （壬）長．鋸船苺障砕労災涌け度   

6月17日   険兼務蛮長   及  
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第07、07001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て  小川明良  6月30日  厚生労働省労働基準 局労災都債部労災保  
7月7日   険菜務嘉長   

局長   

平成15年度労働災害統計関係リストの送  
第0730001号   付について   牧野美緒・  7月7日  厚生労働省労働基準  

局労災補償部労災保 晩発紡壷及   

7月30日   労働基準局労災補償部 労災保険業務壷   7月9日  
課長 

厚生労働省労働基準 局労災椰償部労災保  
局安全衛生部安全取   

7月30日   労働基準局労災補償部労災保険業務童  
険兼務室長   長、  
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日   

第0803001号  「スライド率等の改定等による変更決定通知審」及び「年金額 等変更リストj等の送付について  宮野浩之  8月3日  厚生労倣省労愉基準 局労災抑償却労災保  都道府県労働局労働 基準卸労災痛恨課長  

8月3日   労働基準局労災補償部労災保険業務窒   ・8月白日   
険乗務室長  

第0804001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   小川明良  7月27日  厚生労撤省労励基準 局労災都債部労災保  

8月4日   険来談重畳   
局長  

第0825001号  診療費電子レセプト処理システムにおけるオープンリール磁 気テープユニット（MTU）の撤去について  小川明良  8月17日  厚生労倣省労働基準 局労災捕酷部労災保－  

8月25日   労働基準局労災補償部労災保険業務童   8月25日  
険衆輪姦長   
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日   

第0901001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て  小川明．良  － 8月23日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災保  

9月 晩発務室長   

第090100．2号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   小川明良  8月24日  厚生労働省労働基準 局労災都債部労災保  

金福祉協会会   

9月1日   険兼務壷長   長  

第0901003号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て  中山香織  8月20日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災保 

，  

9月1日   険菜教室長   

第0902001号  平成16年10月における年金たる保険給付の受給権者の定 期報告に係る機械処理事務等について   木勢智－   9月1日  厚生労倣省労働基準 局労災補償部労災保  

9月2日   労働峯準局労災補償部労災保険業務室   ・9月2日 
険業務室長   

第0916001号  平成16年庶第3・四半期槻検処理業務実施計画について  鈴木志穂  9月15日  厚生労劾省労働基準 局労災姉焙部労災保  

9月16日   労働基準局労災補償部 労災保険業務窒   9月15日   
険染務墓長   

第0921001号  労働基準監督署の再編整理に伴う労傾保険番号の変更処 理及びその取扱いについて  平林和彦  9月17日  厚生労働省労働基準 局労災都債部労災保  
局労槻基準部労災輔  

9月21日   険業務豪農  
偵鉄長  

第0921002号  公共職業安定所の再編整理に伴う労働保険番号の変更処 理及びその取扱いについて．   平林和彦  9月17日  厚生労偽省労働基準 局労災都債部労災保  
働基準部労災節倣扶   

9片21日   険兼務室長 
長  

平林和彦  9月17日  厚生労働省労働基準  
第0921003号  労働基準監督署の再編整理に伴う労働保険琴号の変更処 理及びその取扱いについて  

局労災柵倍部労災保 険巣窟嘉長  都道府県労働局労働 基準部労災補償課長  

9月21日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   9月21日   
平林和彦  9月17日  厚生労倣省労働基準  

第0921004号  公共職業安定所の再編整理に伴う労働保険番号の変更処 理及びその取扱いについて  

9月21日   局労災補償部労災保 険業務室長  都道府県労倒局労働 基準部労災補償課長      労働基準局労災補償部 労災保険業務童   9月21日   

平林和彦  9月17日  厚生労傍省労働基準  
第0921005号  労働基準監督署の管弦区域変更に伴う労災保険株械処理 事務の取扱いについて  

局労災補償部労災促 険乗務蛮長  山梨労働局労働基準 部労災姉傲辣雇  

9月21日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   9月21日  
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第092・1006号  労働基準監督署の管轄区域変実に伴ラ労災保険機械処理 事務の取扱いについて  平林和彦  9月17日  厚生労働省労働基準 局労災補俄部労災操  

9月21日   労働基準局労災補償酪労災保険業務童   9月21日  
晩発秩墓長   
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決裁月 

日   

第1005001号  労働保険ネットワークシステムに係る堆朱設備の移設につい て  小川明良  9月27日  厚生労働省労働基準 局労災祢偵部労災保  

10月5日   険策務壷長   
重労働局長  

第1005002号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   

局労災補償部労災保  

10月5日   険業就室長   
小川明良  10月4日  厚生労撤省労働基準    北海道、福岡労  働局長  

第1007001号  労働保険ネットワークシステムに係る場末設備の移設につい て  小川明良  10月4日  厚生労偽省労働基準 局労災補償部労災保  

10月7日   政策務墓長   

第1025001号   平成16年度特例申告書名簿の送 付  矢野裕介  10月14自  厚生労醸省労働基準 局労災補償部労災保  

10月25日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   10月20日   
晩発強姦長・   

第1025002号  平成17年皮紐続メリット制適用対象新規取消リストの送付  矢野裕介  10月14日  厚生労偽省労働基密 局労災補償部労災保  

10月25日   険業務室長   

第10260ql号  平成16年虔官公需契約其績額等の中間取りまとめについて  早河宏昭  10月22日  厚生労働省労働基準 局労災姉侶部労災篠 険兼務墓長  厚生労働省大臣 官房会計課長  

10月26日   労働基準局労災補償部 労災保険業務童   10月26日  
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日 

第1110001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て・  小川明良t  11月4日  厚生労働省労働基準 局労災祢慣熟労災保  愛媛労働局長  

険兼務室長      11月10日  ・－労働基準局労災補償部・労災保険業務室   11月10日   

第1111001号  労働保険ネットワークシステム虹係る端末設備の移設につい て   小川明良  11月10日  厚生労偽省労働基準  

局労災補償部労災保  

11月11日   ・険兼務塞長   

厚生労働省労拗基準 局労災補償部労災保  

11月24月   険業務重点   



基労保発発議文書台帳  

文書番号   件率   起案者   
起案月  

決裁月  

日   
発信 者  受信者   備考   

施行月 日 起案部署  
日   

第1207001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て・  小川明良  12月1日  停生労個省労働基準 局労災祈倣部労災保  金福祉協会会   

12月7日   険業務豪長   長  

第121‘0001号  平成16年度第4・四半期機械処理業務実施計画にづいて  鈴木志穂  12月9日  厚生労働省労仲基準 局労災郁侶部労災保 険業務豪亜  な荘府蕗対敵局法認知（ガ艶陀 験徴収郎ガ帆陀暁所収主題環 脚艮 

12月1q日   、労れ題堵節労災繊柏韓畏      労働基準局労災補償部 労災保険業務窒   12月9日   
第1221001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て  高見澤友子   

12月10日  厚生酬功省労働基準 局労災補償部労災保  

12月21日   険業務墓長   

第1222001号－  r労災保険機械兼務便覧（平成15年庶）」の送付について  鈴木志嘩  12月20日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災促  

12月22日   吸盤務室長   

第1222PO2号  労働保険ネットワークシステムに係る鳩米設備の移設につい て  小川明良  12月13日  厚生労傾省労働基準 局労災都債部労災係  

12月22日   険兼務室長   
局長  

第1222003号  労働基準監督署の管轄区域変更に伴う労災保険稔械処理 事務の取扱いについて  平林和彦．  12月21日  厚生労個省労働基準 局労災都債卸労災保 険兼務室長  敦媛労働局労働基準 部労災補恰課長      室   1222   
12月22日   労働基準局労災補償部労災保険業務   月日   

平林和彦  12月21日  厚生労細管労働基準  
第1222004号  労働基準監督署の管轄区域変更に伴う労災保険根城処理 事務の取扱いについて  局労災抑償却労災保 険兼務壷長  大分労働局労倣基準 部労災補償深長  

12月22日   労働基準局労災補償部 労災保険業務童   12月22日   
平林和彦  12月21日  厚生労働省労働基準  

第1222005号  労働基準監督署の管轄区域変更に伴う労災保険穐械処理 事務の取扱いについて  局労災補償部労災促 晩発紡室長  都道府県労働局労働 基準部労災補償院長  

12月22日   労働基準局労災補償部 労災保険業務重   12月22日  
厚生労働省労働儲那  

第1222PO6号  局労災補償部労災促 晩発請室長  都道肝県労働局労働 基準部労災補償領長  

12月22日   労働基準局労災補償部労災保険業務室  
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備考   

廼行月■日   起案部■署  
日   

第0126001号   継続メリット制適用事業場名簿の送 付  矢野裕介  1月25日  厚隼労働省労働基準  

局労災補依部労災保  
険紫務室長   

1月26日   労働基準局労災補償部・労災保険業務室   1月26日   
（墓）長  

第0128001号  労働保険年ネットワークシステムに係る端末設備の移設につ いて   
‘小坂幸司  1月24日  厚生労働省労仲基準 局労災補填部労災保  

金福祉協会会   

1月28日   険染務室長   長  

■ 第0128002号  労働保険ネットワークシステムに係る場末設備の移設につい て   
小坂幸司  1月24日  厚生労働省労傲基準 局労災柵依部労災停  

1月28日   換兼務壷長 
岡労働局長  

第0128003号  労働保険ネットワ」クシステムに係る購未設億の移設につい て   小坂幸司  1月28日  厚生労働省労働基準  

局労災補償部労災倖   

1月28日   険業務壷   

第0131001号  特例申告事業場名簿の送付   矢野裕介  1月27日  厚生労働省労働基準 局労災補位部労災保  
部労働保険徴収主務  

1月31日   険兼務壷長   
玖（童）長  
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ノ  
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生労偽省労働基準  
第0203001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移牒につい て  小坂幸司  1月27日  厚 局労災都債部労災條  

2月3日   険業務姦長   

第0203002号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   
小坂幸司  1月28日  厚生労傲省労仲基準 局労災禰傲部労災操  

2月3日   険素読墓長   
局長  

第0208001号  労働基準監督署の管轄区域変更に伴う労災保険枚械処理 事務の取故lTについて   
平林和彦  2月4日  厚生労廟省労働基準 局労災補償部労災除  

2月8日   労働基準局労災補償部労災保険業務室   2月8日   
険業務会長   

第0208002号  労働基準監督署の管轄区域変更に伴う労災保険機械処理 事務の取扱いについて   
平林和彦  2月4日  厚生労働省労働基準 局労災祈償却労災保  

2月8日   労働基準局労災補償部労災保険業務窒   2凡8日   
険業務室長   

第02080．03号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   
高見澤友子   1月31日  厚生労拗省労働基準  

局労災補償部労災綴  

2月8・日   険兼務室長   

第020如01号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   

小坂幸司   2月2日  厚生労働省労職基準 局労災補償蘇芳災保   

2月9日   険業務室   
局長  
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第0302001号  平成17年度年金定期報告審の点検等事務に係る外部委託 の実施について  村井秀吉  3月2日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災擁  

3月2日   労働基準局労災神償部労災保険業務窒   3月2日   
険策強姦長   

第0303001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設及び撤 去について   
小坂幸司  2月25日  厚生労軌省労働基準 局労災姉供卸労災保  

3月3日   険梁務室長   
局長  

第b308001号－  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   
小坂幸司   3月1日  厚生労働省労働基準  

局労災補償部労災保  

3月8日   険菜務墓長   

第0309001号  労働基準監督署の再編整理に伴う労災保険機械処理事務 の取扱いについて   
平林和彦  3月7日  厚生労働省労佃基準 局労災補償部芳明保  

3月9日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   3月9日   
険染務室長   

第0309002号  労働基準監督署の再編整理に伴う労災保険機械処理率務 の取扱いについて  平林／和彦   3月7日．  厚生労働省労働基準 局労災補償部労災倖 ・険栄鱗茎長  愛知労働局労倣基準 部労災補償課長  
3月9日   労働基準局労災補償部労災保険筆務室   3月9日   

第0309003号  労働基準監督署の再編整理に伴う労災保険機械処理事務 の取扱いについて   平林和彦   3月7日  厚生労駿省労働基準 局労災補償部労災保  

3月9日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   3月9日   
険来聴蛮長   

第0309004号  労働基準監督署の再純理に伴う労災保険株械処理事務 の取扱いについて  平林和彦  3月7日  厚生労働省労働基準 局労災節椴部労災保  

3月9日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   3月9日   
険祭渋室長   

第0314001号  労働保険ネットワークシステムに係る端末設備の移設につい て   

小坂幸司   3月8日  厚生労働省労働基準 局労災柄櫓部労災保  

3月14日   険兼務室長   
口労働局長  

第0315001号  平成17年庶弟1丁四半期機械処理業渡英施計画について  鈴木志穂  3月14日  厚生労倣省労働基準 局労災柿償却労災促  
験徴収町野絶托険吾収ま餅托  

3月15日   険梁検査長   

労災年金受給者に係る情報の提供につい  
第0315002号   て（回答）   

3月15日  厚生労働省労偽基準 局労災補償部労災侭  

険業務室長   

3月15日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室   3月15 



基労保発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者   
起案月  

日   

琴信者  受信者   備考   

施行月 日   起案部署  
決裁月   

日   

第0318001骨  痴道府県労㈹局、労働基準監督署及び公共桔集安定所における労働保険の給付事 扶喀に偏る惜印セキよタティ対流の集結について   

3月18日   政策務室長   
小坂幸司  3月16日  厚生労働省労働萄準 局労災補償額労災保   都道府県労働局  長■  

第0328001号  兼務処理用電子計算機の処理に係るデータ等の貸与につ いて   イ山田洋輔  3月28日・  厚生労働省労働基礎 局労災姉倣部労憐憫  

社執行役員官公庁  

3月28日   験兼務垂長   
啓楽部畏  

第0329001号  公印の印影を印刷した通知審等の取扱い について  岩崎充   
3月29日  厚生労働省労拗基準 局労災姉依動労災倖  

写月29日   労働基準局労災禰償部’労災保険業務窒   3月29日   
険巣務壷長  都道府県労働局 労働基準部長  

第0331001号  財団法人労災保険情報センターに設置する労災行政植坤管理システム端末襲i引こ 係る焼印セキーyティ対韓の来臨について   小坂幸司  3月29日  厚生労傲省労励遮準 周労災補償部労戯廊  

3月31日   険梁務蛮長  財団法人労災保険偶 報センター専務理事      労働基準局労災補償部 労災保険業務室   3月31日   

第0331002号  財団法人労災年金柘祉協会に役燈するお災行政情報管理システム棉束変位に係る 惰純セキュリティ対照の異能について   小坂幸司  3月29日  厚生労働省労傲基準 局労災補櫓部労戯牒  

3月31日   険業務室長   長  

第0331003号  独立行政法人福祉医療楓柑こ設置する労災行政情印℡理システム端末薬価に係る 傍鮒セキュリティ封筒の英施について  小坂幸司  3月29日  厚生労働省労働基準 局労災補償部労戯牒 険其挟姦長  独立行政法人福祉医 療披栴保険部長    ■3月31日  働基準局労災補償部労災保険務童   3月31日  

労軍  




