
平成20年度 労災管理課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

H20.6.25労働者災害補償保険審査参与の指名手続きについて 管理係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H21.3,30労働者災害補償保険審査官証票の交付申請及び返納について 管理係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(総務担当) 都道府県労働局総務部総務課長

H20.4.1平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)貰l.四半期人件費等の示達について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償恥労災管理課総務 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長

H20.6.2平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第1.四半期(変更分)示達内訳について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災 ,

H20.7.1平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第2.四半期示達内訳について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長

H20,10.1平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第3.四半期示達内訳について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長(該当局のみ)

H20.12.1平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第3.四半期示達 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準郎労災補償課長

H21.1.5平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第4.四半期示達内訳について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務係長 都道府県労働局総務部総額課長､労働基準都労災補償課長(該当局のみ)

H21.2.2平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第4.四半期示達内釈(変更分)について 耗帝 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長

H21.3.2平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第4.四半期示達内釈(変更分)について 総 災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長

H21.3.2平成20年度労働保険特別会計(労災勘定)第4.四半期示達内釈(追加変更分)について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当課長補佐 都道府県労働局総務部総務課長､労働基準部労災補償課長(該当局のみ)

H20.4.14平成20年度臨時全国労災補償課長会議の開催について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当補佐 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.ll.21平成20年度全国労災補償課長.労働保険徴収主務課室長合 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当補佐 1 都道府県労働局労働基準
同会議及び分科会の開催日等について 部労災補償課長

H21,1,7平成20年度全国労災補償課長.労働保険徴収主務謀室長合同会議(分科会)の開催について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課総務担当補佐 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.6.19労災保険求償債権専門研修の｢情報交換のテーマ｣等について 総務係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(総務担当) 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.5.12労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書 法規係 労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労廟局労働基準



H20.6.ll石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法 法規係 労働基準局労災補俵部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準
律の成立について 部労災補償課長

H20.6.25休業給付基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の送 法規係 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
付について 災補償部労災管理課 部労災補償課長

H20.7.9費用徴収について 法規係 労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 関係労働局労働基準部労災補償課長

H20.7.14費用徴収に係る調査事務の追加について 法規係 労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 関係労働局労働基準部労災補償課長

H20.7.24労働者災害補償保険法の規定による告示の制定等について 法規係 災補償部労災管理課長補 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.9.12石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法 法規係 労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準
律の施行期日を定める政令の公布について 部労災補償課長

H20.9.29第三者行為災害による求償(以下r第三者求償｣という○)状況について 法規係 労働基準局労災補償都労災管理課長補佐(企画担当) 関係労働局労働基準部労
災補償課長

H20.9.29休業給付基礎日親の算定に用いる通算スライド率早見表の送 法規係 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
付について 災補償部労災管理課

H20.12.19休業給付基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の送 法規係 都道府県労働局労働基準
付について 災補償部労災管理課

H21.2.20振り込め詐欺撲滅のための取組に係る協力依頼について 法規係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課法規係長

H21,3,30休業給付基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の送 法規係 厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
付について 災補償部労災管理課 部労災補償課長

H20.7.22年金たる保険給付の受給権者の定期報告に係る報告期限の変更案について(意見照会) 企画調整係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.9.5年金たる保険給付の受給権者の定期報告に係る報告期限の 企画調整係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐 (企回担当) 都道府県労働局労働基準
変更に関する検討結果について 部労災補償課長

H20.10.1全国健康保険協会各都道府県支部からの健康保険被保険者情報の受令別=ついて 企画調整係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準

H20.10.8全国健康保険協会各都道府県支部からの健康保険鞍保険者 企画調整係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準情報の受領について 部労.Pi補償課長

H20.10.17健康保険不支給決定者に対する労災保険給付の請求に係る 企画調整係 佐(企画担当) 都道府県労働局労働基準
勧奨等の実施状況の報告について 部長



H21.3.31長期家族介護者援護金の支給に係る腎意事項について 企画調整係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長 都道府県労働局労働基準部長

H20.4.3平成20年度におけるr管101保険給付費等経理状況速報(栄 予算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(主計担当) 都道府県労働局総務部総
災勘定)｣の報告について 務(会計)課長

H20.4.21労災補償行政に係る年間執行計画の提出依頼について 予算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(主計担当) 都道府県労働局労働基準部労災補償課長

H21.5.30平成19年度r診療等委託費｣支出状況調について 予算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補倭(主計担当) 都道府県労働局総務部総務(会計)課長

H20.ll.20平成20年度予算の執行状況調査の依鰍 =ついて(労災勘定)予算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐(主計担当) 都道府県労働局総務部総務(会計)課長

H20.4.21平成19年度決算に係る科目訂正について 決算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐 各都道府県労働局総務部総務(会計)課長

H20,4.21平成19年度決算蘭係報告書の提出に際しての留意事項等について 決算係 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長補佐 各都道府県労働局総務部飴務(会計)課長､各都道
府県労働局労働基準部労災補償課長

H20.4.24平成20年度中央労災補任業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察の実鰍 こ係る留意事項について 監察官室 主任中央労災補償監察官 監査実施対象都道府県労働局長

H20.9.1中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察 監察官室 主任中央労災補償監察官 秋EEl労働局長､外14労働
の実施結果について 局長

H20.ll.1平成20年度中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察について 監察官室 主任中央労災補償監察官 東京労働局長

H20.12.4中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察 監察官室 北海道労働局長､外12労
の実施結果について 働局長

H20.6.13r平成20年労務真率調査｣の実施について 料率係 労災保険財政数理室長 総務部(労働保険徴収部)徴収主務課(圭)長



平成20年度 補償課発出事務連絡一覧表

No.発出年月日 事務連絡名 発信者 受信者
1 H20.4.1 中央労災補償訟務官の労働局別担当について 労災保険審理室長 各局労働基準部長

2 H20.4.4 診療費請求内訳書(レセプト)の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長､社団法人日本医師会常任理事､独立行政法人労働者健康福祉機構医療事業部長

3 H20.4.4 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各席労災補償課長

4 H20.4.7 ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧表 ｣の公表後の石綿による疾病に係る労 職業病認定対策室長 各局労災補償課長災保険給付及び特別遺族給付金の請求状況について

5 H20,4.10 当面の訴訟追行に当たって留意すべき事項について 労災保険審理室長 各局労災補償課長-
6 H20.4.14 時効を理由として不支給決定した石綿による労災保険給付の請求事案について 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償課長

7 H20,4.18 石綿による疾病に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求に至る契機の把握について 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償課長職業病認定対策室長補佐

8 H20.5.15 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償災保険情報セ 長､財団法人労タ-医事部長
9 H20.5.15 労災診療曹算定基準に関する参考資料の送付について 補償 長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償 長
10 H20.5.15 社会復帰促進等事業としての外科後処置に係る資料の送付俵頬について 補償 長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償 長
ll H20.5.22 主要陳情のデータベース化について 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償 長

12 H20.5.26 労災診療費算定基準の取扱いに係る疑義照会資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長､社団法人日本医師会常任理事

13 H20.6.ー6 岩手.宮城内陸地震に係る労災保険給付請求等への対応について(岩手.宮城) 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償 長
14 H20.6.16 岩手.宮城内陸地震に係る労災保険給付請求等への対応について 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償 長
15 H20.6.16 会計検査院本省実地検査について 補償 長補佐(業務担当) 各局労災補償 長

16 H20.6.18 石綿による疾病の労災保険給付及び特別遺族給付金の決定に係る事業場調査におけ 職業病認定対策室長 各局労災補償課長
る留意事項について

17 H20.6.20 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長

18 H20.6.20 ｢検査料の点数の取扱いについて｣の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

19 H20.6.20 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

20 H20.6.24 平成19年度石綿ぱく露作業にかかる認定事業場の公表に関する作業､既公表事業場の 労災管理課長補佐(企画担当)補償課長補佐(業務担当)職業病認定対策室長補佐補佐 各局労災補償課長所在地情報の公表に関する作業及び死亡統計に関する作業についてくその1)

21 H20.6.25 労災診療費算定基準の取扱いに係る疑義照会資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長､社団法人日本医師会常任理事

22 H20.6.27 環境省及び独立行政法人環境再生保全機構が実施する｢石綿健康被害救済法の特別 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長



23 H20.7.17 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物による疾病並びに｢その他に包 職業病認定対策室長 各局労災補償課長括される疾病 lに係る統計調査について

24 H20.7.18 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長
25 H20.7.18 ｢義肢等支給状況調べ lについて 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労i補償課長

26 H20.7.18 厚生労働大臣が指定する新医薬品等について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

27 H20.7.18 r診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について｣等の一部改正につ 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労
いて 災保険情報センター医事部長

28 H20.7.l8 検査料の点数の取扱いについて ー 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

29 H20.7.18 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労ー災保険 補償課長､財団法人労報センター医事部長
30 H20.7.24 岩手県沿岸北部地震に係る労災保険給付請求状況等の報告について 補償課長補佐(業務担当) 各局労1補償課長

31 H20.7.24 平成19度石綿ぼく露作業にかかる認定事業場の公表に関する作業､既公表事業場の所 労災管理課長補佐(企画担当)補償課長補佐(業務担当)職業病認定対策室長補佐補佐 各局労災補償課長在地情報の公表に関する作業及び死亡統計に関する作業について(その2)

32 H20.8.1 振動障害の業務上外認定に係る事務処理の適正な実施について 職業病認定対策室長補佐 各局労災補償課長

33 H20.8.ー 石綿ぱく露作業に係る労災認定者の死亡年統計に関する作業について 労災管理課長補佐(企画担当)補償課長補佐(業務担当)職業病認定対策室長補佐 各局労災補償課長

34 H20.8.13 筋電電動義手の研究用支給にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 福島居労災補償課長､愛知局労災補償課長､三重局労災補償課長

35 H20.8.27 検査料の点数の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

36 H20.9.l1 費用徴収制度の適正な実施の徹底について 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長
37 H20 .9.12 精神障害に係るストレスと発病時期等に関する調査について 職業病認定対策室長補佐 各局労災補償課長

38 H20.9.19 労災診療費の適正払いのためのヒアリ_>グの実施について 補償課長補佐(医療福祉担当) 神奈川局労災補償課長､滋賀局労災補償課長､京都局労災補償課長

39 H20.9.l9 ｢特定保健医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保健医療材料 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労
料(使用歯科材料料)の算定について｣の一部改正について 災保険 報センター医事部長

40 H20.9.19 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労1災保険 補償課長､財団法人労報センター医事部長

41 H20.9.25 平成19年度石綿ぱく露作業に係る認定事業場の公表及び機構表示行場の所在地情報 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長
の公嘉に係る建設業の所在地情報について 職業病認定対策室長補佐

42 H20.9.25 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針における業務による出来事の 職業病認定対策室長 各局労災補償課長
心理的負荷の強度の修正等について

43 H20.10.2 アフターケア規程集の一部変更について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長

44H20.ー0.21労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐く医療福祉担当) 各局労災保険 補償課長､財団法人労報センター医事部長



46 H20.ll.5 ｢移送の取扱いについて lの一部改正に伴う周知用ポスター (電子媒体)の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長

47 H20.ll.7 筋電電動義手の研究用支給 にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 福島局労災補償課長､東京居労災補償課長､静岡局労災補償課長､愛知局労災補償課長､大阪局労災補償課長

48 H20.ll.14 業務上疾病の認定に係る復命書の写 しの送付について 職業病認定対策室長補佐 各局労災補償課長

49H20.1l.25 改正｢石綿 による健康被害の救済 に関する法律｣の施行に伴う特別遺族給付金の個別請 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長
求勧奨の実施 について

50 H20.ll.25検査料の点数の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

51H20.ll.25使用薬剤の薬価 (薬価基準)等の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

52 H20.ll.25労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償災保険情報セ 長､財団法人労タ-医事部長

53 H20.ll.26 ｢業務上疾病の労災補償状況調査結果 (全国計)lの送付について 職業病認定対策室長 各局労災補償 長

54 H20.12.1 筋電電動義手の研究用支給 にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 千葉局労災補償課長､香川局労災補償課長､兵庫局労災補償課長

55 H20.12.25アフターケア等の事務処理の適正な実施等について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長

56H20.12.25筋電電動義手の研究用支給 にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 埼玉局労災補償課長､静岡局労災補償課長､愛知局労災補償課長

57 H20.12.26使用薬剤の薬価 (薬価基準)の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

58 H20.12.26 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労
一部改正 について 災保険 報センター医事部長

59 H21.一.20 中皮腫の診療のための通院費の支給に当たって留意すべき事項について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労i補償 長

60 H21.1.26 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災保険 補償課長､財団法人労報センタ-医事部長

61 H21.1.26 検査料の点数の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長

62 H21.1.26 使用薬剤の薬価 (薬価基準)等の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労ー災保険 補償課長､財団法人労報センター医事部長

63 H21.1.27 労災就学等援護垂の支給漏れ等に係る調査 について 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長

64 H21.1.30 石綿による疾病に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求に至る契機の把握 に 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長
ついて(報告様 式の変事) 職業病認定対策室長補佐

65 H21.2.12 年度末に向けた義肢等補装具に係る適正な事務処理の徹底について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償 長

66 H21.2.20 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労i災保険 補償課長､財団法人労報センター医事部長

67 H21.2.20 厚生労働大臣が指定する新医薬品等について 補償課長補佐(医療福祉担当) 各局労災補償課長､財団法人労災保険情報センター医事部長



69 H21.3.17 業務上疾病に係る処理経過簿の作成及び審査請求等による原処分取消事案に係る報 職業病認定対策室長補佐 各局労災補償課長
告について(依頼)

70 H21.3.27 特別加入者にかかる給付基礎 日額変更期間の改正に当たって留意すべき事項について 労働保険徴収課長補佐(業務担当)補償課長補佐(業務担当) 各局労働保険徴収主務課室長各局労災補償課長

71 H21.3.30 雇用調整助成金を受給する事業主の下で教育訓練を受ける労働者に係る労災保険給付 補償課長補佐(業務担当) 各局労災補償課長
の.取扱いについて



施行年月日6月2日件名 ま己宴EI5月30日決裁日6月2日発信者長補佐 奇倍音
･rf芸=≡

梅子〒生 月日 件名 正己妾巳 決裁日 車伝者 I-.-塗

10月1日 : 9月30日 9月30日長補佐 長:=t三=j呈l,一室=-
旅行生月日 件名 ---:-= 決裁日 発信者 奇信者

10月15日正) 10月15日 10月15日長 険徴収主務課(塞)長三i N 妻=聖
施行年月日 件名 起茎日 決裁 日 秦イ言責 I-,三重

10月22日 10月1Ⅰ∃ 10月2日ー旨

施行生月日 件名 逸事日 決裁日 愚1三貴 専1言老

11月4日 11月4日 11月4E】長袖併 部長

施行年月日 件名 3-.-= 決裁日 -I-; Lr,-=

12月1日 11月21日 11月25日長補体 部長
旅行生月日 件名 三日書目 決裁日 秦信者 守 信者

1月5日 12月19日 12月22日長袖梼 部長
旅行生月日 件名 茄三重日 決追日 t緊イ害者 啓 信者

3月2日 2月24日 2月24日ー旨補任 部長

旅行年月日 件李乙 正己妾日 決裁El 発信者 静伝者



行年月日4月18日件名 吉己書目4月17日決裁日4月18日零居着長補佐 串 1富者
祐子〒立月日 #& 訂己要目 決裁El 発信者 I-.-茎

4月24日 4月乞え日 4即 3日長袖併 部監督課長
施行年月日 件名 吉己裏目 決裁El 発信者 魯信者

4juOEj 4月24日 4月30日長袖挨
椀行年月EF件名 正己裏目 決裁日 桑イ喜者 啓 信者

5月7日 5月2日 5月2E】

･= - -一芸二 =i
施行年月日 件名 起書目 ･二.; 秦侯着 専1喜老

5月16日 4月30日 5月16日長補体 部労災補償課長
行年月日 件名 正己裏白 決裁日 発信者 啓1言者

5月218 5月16日 5月21日･旨始佳
旅行生月El件名 9喜.-= 決裁日 モー≧･-.-≧

部長

施行生月日 件 名 壬己室日 決裁日 零倍者 ･-. Li

6月27日ついて 6月25日 6月27日 部長

行年月日 件名 5己案日 決裁EI .無伝書 昏 イ吉者

6月27日 6月26日 6月28日mjrE-ji=督課長
抗弁〒生月日 件名 --.-= 決裁E] 発信者 1-.-≡

施行生月日 件名 吉己婁EI 決裁日 発信者 啓 f責苦

10月17日 1tり∃16日 10月17日 盟眼p --J宅= 督課長
旅行生月日 件名 5El書目 決裁日 帝寸言者 I-.-I

10月23日 .10月2一日 10月23日収業務室長補佐

mB .那.≡;;≡ 長課長
析年月日 件名 正己垂E] 決裁日 発信者 昏 信 者

旅行生月日 件名 --.= 決裁EF 寮信者 専 信者

11月20日 11月14日 日月20日一二■-+≡
施 ー年月日 件名 起案日 決裁日 発信者尊 書三者

一一月26日 11月26日 11月26日(運用担当)吾旺長
施 ~窒月日 4生名 起峯日 決裁日 -1,-近専f芳書

日月27日いて 日月27日 11月27日 (企画担当) 琴郡長



旅行生月日11月27EI件名 正己書目11月25日決裁EF11月27日発信者-題とJ-,書=奇 信者部長
旅行生月日 件柔 正己春日 決裁E7 発信者 専1三者

施行年月日 件 名 吉El裏目 決裁日 ･繋1三者 串イ真書

12月24ー∃いて ー2月24日 12月24日 萱眼. -群書= 部監督課長
旅行毎月E] 件名 吉己萎El 決裁日 1無信者 I-.;i

施 行年月El件名 起案日 決裁日 t無イ三者 I-.-≧

1月14日 1月13日 1月14日 -N ;I 一三第 - 督課長
施行毎月El件名 紀婁日 決裁日 発4言責 I-.-≧

旅行在日E] 件 名 ま己書目 決裁日 チ-≧ 串イ三者

3月5日 2月27日 3月5Ⅰ∃ -Tuと ミ-=i≡ 部監督課長
旅行生月日 件名 壬∃書目 決裁EI t緊寸言着 啓 1三者

3月6日について 2月27日 3月5日 都道触県労触局労働基準部長

施行年月日 件名 茄l基日 決数日 秦寸言老 I-.-塗

3月9日 3月6日 3月9日 njr -E-=;-= 労働基準部長
施行生月日 ヰ 正己書目 決裁日 発1言者 I-.≡≧



施行年月日4月1日 件名 看己裏目4月1日 決裁日4月1日 発信者 I-,…≧

施行年月日 件名 記案日 決裁日 秦信者 I-. -≧

4月2日 4月2日 4月2日

施行年月日 件名 ---= 決起日 ･緊1言着 奇 信 者

4月3日 いて 4月3日 4月3日
旅 行生月日 件名 ぎ己室日 決裁日 農横着 奇 信者

4月7日 4月7日 4月7日

施4〒生月日 件名 ま己宴日 決意日 発信者 啓信者

5月8日 報提供) 5月8El 5月8日 長補佐く年金担当)
旅行生月日 件名 紀宴日 決ま巨日 零1言者 専信者

6月3El 6月3日 6月3El

旅行生B日 件名 宗∃茎日 決ま巨日 車1害者 啓 信者

6月3日 いて 6月3日 6月3日 災補tk課長

施行隼月E3 件名 宗!妾El 決裁日 発1吉者 専一富者

6月3日 いて 6月3El 6月3日 災補tK課長

施行iEE月日 件名 壬己書目 決裁EI 発信者 昏イ吉者

6月3日 いて 6月3日 6月3日 災楯状課長

推考〒年月日 件名 訂己萎日 決丑日 秦寸言者 I-.-≡

7月22日 7月22日 7月22日

施行年月日 件名 正己書目 決裁日 発信者 I-.一重

7月24日 7月24日 7月24日.

施キ〒年月日 件名 京l基日 決ま臣日 零信者 守信者

7月29日 7月28日 7月29日

施行在日El姓名 -主.-= 決意臣日 発1三者 専イ吉者

8月4日 8月4日 8月4日

施キ〒年月日 件名 5己茎日 決圭巨日 零1言者 L-.-≡

8月4日 8月4日 8月4日

航行年月日 4年寿ち 正己蕃EE 決裁EI 秦1三者 L-.一室

8月28日 について 8月26日 8月26日 -pL■ .-.I.=
縦桁生月日 件三先 喜田妾日 決起日 発信者 守 1言者

9月3El いて 9月3日 9月3日 長補体(在金担当) 災補tk課長
施行年月日 件名 吉己垂日 決裁日 桑イ王者 I-.-≧

9月16日 9月12日 9月16日 m j← ..r=
施行年月日 件名 --葉= 決裁E] 額L言者 専 イ吉者

9月29日. 9月26日 9月29日

捕イー 課 長
旅行生月日 件名 起案El 決裁日 _ 登寸言者 ･-.-≡

9月30日 9月29日 9月30日

施行年月El 件名 起裏白 決裁日 発信者 奇 1言者

10月1日 10月1日 10月1日

施行年月日 件名 右己裏目 決裁EI 弓削喜老 啓 信者

10月21日 平成20年度労災年金.介護(補加)給付業務担当地区の変更について 10月20日 10月21日



施行年月日12月5日 件名いて 看己裏目12月5日 決裁日12月5Ⅰ∃ 発信者 専 1三者災補償課長

施行年月日 件名 起案日 決患日 秦伝書 専 イ三者

12月9日 12月9日 ー2月9日

旅行生月日 件名 ---= 決泣E] 車信者 1-

2月4日 2月4日 2月4日

施行年月日 件名 5己茎日 決孟臣日 秦信者 魯伝書

2月25日 2月24日 2月25日 良)
怖々〒年月日 件名 紀室日 決ま臣日 秦信者 巷 1害者



旅行生月日4月7日 件名 正己宴日4月4日 決鼓日4月7日 竜信者 申信者
≡p也=≡.三ym i--.i;

嬬行生月日 件名 托蕃E] ･L邑p= 発信者 申信者

4月7日 4月4El 4月7日 ･マ≡!i. = 一芸B.㌔ 災補任課長
旅行生Jq日 伸葬. 壬己茎日 決1建白 発信者 守信者

4月7日 4月4日 4月7日

航行缶月日 件名 起茎日 .決鼓El *J2% 申イ童者

4月7日 4月4日 4月7日 ･Ti!jJ-.p= -gu
施行年月日 件名 正己茎日 決裁日 尭伝者 辞信者

4月7EE 4月4日 4月4日 当垂-B捕徐 Ei-tl. 庶 = 塁
施行生日日 榛東 lRtEI 決麓巳 発信者 守信者

4月8日 4月7日 4月8日

施行年月日 件名 起塞日 決鼓日 ･秦信者 Z夢信者

4月9E3 4月8日 4月9日 災補償部 災補償課長
(年金担当)

施行生月日 件名 古己宰El 決ヨ韮日 号糾喜者 申信者

4月ー8日 ついて 4月14日 4月16日 一g紬 .て注脂 =
帳行生日日 伸幸1 正己茎日 決裁日 発信者 替信者

4月25日 4月14日 4月15日 長

4月25日 4月14日 4月ー5日 ≡

純子〒年月日 件名 l陀書目 ･衰= 発イ王者 菅信者

4月28日 について 4月25日 4月25El ■- -,,,pE=-盟
熊行一正月日 件タ, 記審E] 決#_日 景イ舌者 昏信者

5月26日 5月18日 5月19日 ■- 段et.r8-i.-冒
帳行宜日日 件名 正己春日 ;3L在日 ･秦一三着 替信者

5月28日 5月16E】 5月19日 長

熊行年月日 件名 正己茎日 決裁日 発信者 ･-.一芸

6月18日 6月18日 6月18日 短期貴台付係 当者
施行毎月日 件名 走去日 決裁日 ･秦信者 1-.=;

6月24日 いて 6月2日 6月24日 与 棲息を除くー
旅行生月日 件名 紀茎日 決先日 哉伝者 1-I-;
8月27日 6月13日 8月18日 与 葛;Et.r且宣=- ≡
7応行一EFl日 4年名 lR審日 決裁日 発信者 替信者

6月27日 8月13日 6月ー8日 ･鳥

施行年月日 件名 起要目 決裁日 発信者 専信者

7月2日 7月2日 7月2日

施行生日日 件名 統一妄日 決忌日 哉1王者 1-I-i

7月2日 7月2日 7月2日 h-i!j/!p = -盟監 災補償課長
施行壁月日 件名 正己茎日 - 決鼠日 農信者 専 信者

7月8日 7jmE3 7月8日

構行年Jq日 件名 古己茎EI 決鼓日 秦1三者 受信者
施行年月日 件名 正己番目 決証日 尭信者 専信者



7月25日 7月24日 7月24日 Lu.

旅行生Jq日 件名 起塞日 決定EI 帝信者 I-.-;

7月25日 7月24日 7月24日 一.

施行生月El件名 起塞日 決裁日 秦信者 Z夢イ三者

7月28日 て 7月25日 7月25日 -I
施行生JqB 件名 正己婁日 決裁日 秦信者 Z夢信 者

7月31日 7月31日 7月31日 -萱T-,Ti!j.= 長岩.1lvw5V▲- 土
旅行生月日 件名 lR蕃EI 決裁El 発信者 菅信者

8月12日 7月3一日 8JqlE] L-I

偏行先貝日 4年名 妄己書目 決鼓日 秦 仔者 寧イ三者

8月27日 8月21日 8月22日 与

施行年月日 件名 5己番目 決蛋邑日 発信者 替信者

8月27日 8月21E] 8月22日 一.

9月26日 9月22日 9月25日 i [-aE.:r ly岩=一 芸
旅行先月日 件名 正己盲目 決淀日 発信者 替信者

9月26日 9月22El 9月25日 --

航行生月日 件名 正己婁日 決裁日 発信者 専信者

9月29日 9月26日 9月29日 (年金担当) 壬盲信謹長
熊行年月日 件名 I己書Lj 汝五日 発信者 寄信者

9月29日 9月26日 9月29日 災補償部(年金担当) 災補償課長

楠行長月日 件名 5己茎EE &5_= '莞一三着 申信者

9月29日 9月28日 9月29日 災補償部(年金担当) 災補償課長

施行年月日 件名 托審日 53LB_日 発信者 申信者



鯨行生日日10月9Ej 件名て ･≧==10月3日 決患E]10月9日 発信者災補償部(年金担当) 苛信者

旅行一正月日 件jP. 5己書目 決意E] 発信者 夢信者

10月9日 T, 10月3日 ー0月9日 災補償部(年金担当)

航行一EFl日 件名 F己jE:Lj 亨をヨ註t∃ 発信者 専信者

10月9日 て 10月3日 10月9日 災補償部(年金担当) 災補償課長

捕行生月日 件名 正己審El ･豆= 発信者 専信者

相月9日 て 10月3日 10月9日 災補償部(年金担当)

旅行生月日 件名 起案日 決裁E] 中信七 】夢J舌者

1【一月28日 ついて 10月15日 10月16日 与 監E,i. 岩-A-=一 望

10月28E3 10月15日 ー0月16日 --

施行年Jq日 件名 正己蕃日 - ≡ 発信者 専信者

10月28El 項について 10月15日 10月16日 当幸長手貞捷

10月28日 10月2一日 10月21日 i 監5., i--=一 芸
濡行生Jq日 件名 紀宝日 決鼓EI 秦信者 i-,-=

1【I月28日 10月21日 10月ZT日 育

ー0月29日 10月28日 10月29EF 災補償部(年金担当) 災補償課長

航行左E月日 件三共 正己書目 決麓E] 発信者 署信者

11月10El 日月4日 11月10日 三里長
熊行年月日 件名 5己書目 決ヨ歪E] 鳶偲者 替信者

11月10El 日月4日 日月1(‖∃ ･Ti- ≡ --篭n 喜 Ti- 1≡
旅行生月日 件名 起塞日 決裁日 竜信者 専 信者

11月26日 11月21日 11月25日 --.

7応行生J5日 件名 Se量目 決鼓EF 秦信者 菅借着

11月26日 11月21日 11月25日 ≡

施行年月日 Jl- 正己書目 5吏ヨ毘E] 発信者 苛信者



旅行生月日12月12日 件名 正己妾El12月10日 n5-=12月11日 号引責者 ･r.-≧:浬長

施行年月日 ヰfl 訂己茎日 決裁日 発信者 夢信者

12月ー2日■ 12月10日 ー2月11日

柄行年月日 イ牛名 ･---I 泣鼓日 鳶I喜者 菅信者

ー2月26日 12月22l∃ 12月24E] -I Lp=T.., -nL;-還
縮行生月日 一陣名 弄己書目 ･15L= 秦イ王者 翠信者

1L2月26El 12月22日 12月24EI 長

施行年月日 件名 ぎ己塞日 決裁日 中信舌 争信者

1月8日 1月8日 1月8日 災補償課長

芯行∠王月日 ヰ 正己書目 ;3L左目 発信者 苛信者

1月ー4日 1月9日 1月ー4日

1月27日 1月27日 一月27日 当季長嶺捷 - , 庶 一 塁
偶 〒々i王月日 件名 正己審日 決是日 発信者 署信者

施行fE月日 件名 さ己書目 決裁日 ･無信者 争 信者

1月30日 1月21Ej 1月22El-.

7森行長月日 件名 紀書目 - ≡ 奄信者 専任者

応行生日日 件名 正己番目 R5-= 発信者 専L三者

1月30El 平成20年度労災保険率特例申告事業埠名簿の送付 与ついて 1月27El 一月28日 与 監E.ir i,.岩=一 三
備行年月日 件名 正己茎日 決鼓日 写真信者 せ信者

2月25日 2月20日 2月25El長

施行生月日 件名 さ己裏目 決患日 秦仔者 専信者

2月25日 2月20日 2月25日 一息
純子〒生月日 件名 起書目 決裁日 秦仔者 専 信 者

2月27日 2月26日 2月27日 災補償課長

濡行j王月日 件名 l陀茎El 決先日 秦信者 琴信者

3月12日 3月12日 3月12日 萱 m ､T字.三 =
一瓶行生日日 件?. 古己書目 A5-= 発信者 申信者

3月25日 3月24日 3月25日 ･Ti- = 一芸m 災補償課長
施行年月日 件名 正己茎日 決裁日 発信者 専信者

3月25日 3月24E3 3月25日

鮪行生月日 件名 壬己茎EI 決鼓日 秦信者 専信者



旅行生月日3月30EI 件兵 正己番目3月25日 決鼓日3月26日 号巨信者与 争信者

輔行生月日 仲条 紀書目 決憩El 秦1号者 管信者

3月31日 3月318 3月31日

旅行生Jq日 件名 京己重日 決裁日 哉信者 啓信者

3月31日 3月31日 3月31日 ･=i!j-. = 一旦Fuと 借漫鳥
施行缶月日 件名 起書目 決裁日 発信者 替信者

3月31日 市町村合併に伴う住所の一括変更処理につLiで 3月31日 3月31日 災補償課長



施行年月日5月9日 件名 記裏口5月2日決裁日5月7日発信者 :;2--:l i::-.I 1-.-岳部長
施行窒月日 件名 起妻日 決裁日 発信者 1-.-萱

5月20日て 5月16日 5月16El 部 長

椎キ〒年月日 件名 看己茎日 訣嘉長日 筍イ富者 啓 信者

6juOE] 6月30日 6月30日 部長

旅行生月日 一亡_良 宗】室日 決まを日 零1言者 昏信者

_ 9月18日 9月17日 9月17日厚生労働省労働基準局労 部長

旅4〒生月El 件名 吉己宴日 決裁日 弓削言者 啓信者

ー0月1日 10月1日 10月1日 都道府県労働局労働基準部長
旅行生月日 姓名 5己宴日 決裁日 発信者 督信者

10月ー7日施について 10月17日 10月17日 部長

旅行生月日 件名 起要目 決丑日 発イ夏着 啓信者

一〇月178 10月17日 一〇月17日 議廼 ):延-.-- 部長
施行年月日 件名 ie壬El 決裁日 発1王者 専信者

10月ー7日 10月17日 10月17日 部長

旅行年月El 件 名 5己妾日 決裁El 発信者 1-.一重

11月5日供) 11月5日 11月5日 仲買里長

捕キ〒宜月日 件名 訂己宴日 決嘉巨日 単一害者 昏信者

11月5日 11月5R 日月5日 fl-:. 7--i- - 部長
旅行生月日件名 記妾El 決裁日 発イ言者 1..-≧

11月7日 11月6日 11月7日 部長

旅 行 生 月日BR ぎ己妻日 ･=糞= 零イ言者 魯信者

11月25El 11月21日 日月25日 粛i;-i--屋イー喜里長
施行在月日 件名 正己妾El 決裁日 孝則言者 専信者

12月5日について 12月3日 12月5日 イー≡実.旨

推考〒生月EF.件名 王妃室日 決&_日 -i,-≧ I-.-;

12月9日施について ー2月8日 12月9日 部長

施行窒月日 件名 記妾El 決裁日 発イ三者 巷信者

12月10日いて 12月10日 12月10日 順 L-.
施行年月日 件名 -.-= 決裁日 発信者 専信者

12月10日 12月10日 12月10日 イ書芸室長
旅行生月日 件名 5己室日 決丑日 貴書三者 奇信者

12月26日 12月25日 12月26El 部長

施行年月日 件名 吉己裏目 決裁日 SF_信者 I-.≡≧

ー2月26日 ー2月25日 12月26日

旅行年月日 件名 ま∃書目 油EtEj 写声信者 ･-. -≧

12月26日 12月25日 12月26日 撤収部長

施行生月日 件名 - --= 決裁 日 発1言者 早信書

1月14日ついて 1月14日 1月 14日 イ書芸漢長

施4〒年月日 件名 ま王室日 決裁 日 発居着 啓信者

1月29日いて `1月27日 1月 29日 T書;漢長

旅行生月日 件名 起室日 決起 日 単伝者 専信者



2月26日 2月26日 2月26日 部長

施才〒年月日 件名 -喜--Z 決裁日 発信者 啓 信者

2月27日 2月25日 2月27日 部長

施 〒々年月EF 件名 看己妾E] 決裁日 暑さ信者 I-.-≧

3月13日 3月12日 3月138 部長

旅行生FIEl 件名 庶婁EI 決裁日 発信者 奇信者

3月17日 3月17日 3月17EE 部長

施行年月日 件名 正己塞El 決裁日 発信者 ･-.-≧

3月25日 3月24日 3月24日 部長

旅4〒zEE日日 件名 ま己妻El 決裁日 発信者 昏寸言者

3月31E3 3月31日 _3月3T日
部長

施行窒月日 件名 ま己基日 決去巨日 秦伝者 専 伝 書

3月3T日 3月31日 3月31日


