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労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0419第1号 H22.4.15 
草4回「電離放射線障害(J)業務上外 補償課聴業病認定対策

上国軍起 H22.4.B '!¥害集者
省労働基

に関する検討会」の開催について 実職業病回定業務第
準補局償労部長災

係
独立行政

厚生労働
独立行政法人が加入する健康保険 労働基準局労災補償部 法人労働

省労働基
基労発0513第1号 H22.5.13 組合の保険料に係る労使負担割合 労災管理課機構悶整第 丸山彰憲 H22.5.13 者健廉福

準局労災
の見直しについて 一係

補償部長

労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0518第1号 H22.5.17 
軍1回「石綿による疾病の認定基準 補償課職業病認定対策

水苔正明 H22.5.12 各害集者
省労働基

に関する検討会』の開催について 室職業病認定聾務第二 準局労災
係 補償部長

労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0525第1号 H22.5.24 
軍5回「電離放射線障害田章務上外 補償謀職業病認定対策

及川智車 H22.5.1B '!¥害集者
省労働基

に関する検討会」由開催について 室聴業病認定業務第一 準局労災
係 補償部長

労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0611第1号 H22.6.11 
第Z回『石綿による疾病の包定基準に 補償諜臓業病認定対策

佐藤愛 H22.6.B 告書集者
省労働基

関する績討会」の開催について 室職業病認定業務第二 準局労災
係 補償部長

労災補償行政において電子的に県有 各都道府
厚生労働

労働基準局労災補償部 省労働基
基労発0623草1号 H22.6.23 する個人情報の厳正な管理の徹底に

補償諜通勤災害係
田村愛 H22.6.23 県労働局

準局労災
ついて 長

補償部長
労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0702第1号 H22.7.2 
軍6回f電離放射線障害の輩務上外 補償課職業病認定対策 及川智恵 H22.6.23 各参集者

省労働基
に関する検討会」の開催について 室職業病認定輩務軍

準補償局労部災長
{果

独立行政
厚生労働

モンゴル政府健康省からの7スベス 労働基準局労災補償部 法人労働
省労働基

基労発0715第1号 H22.7.15 ト関連ワークショップへ白書加要請に 労災管理課機構調整第 岸邦之 H22.7.9 者健庫福
準局労災

ついて ニ保 祉機構理
補償部長

事畏

「外lまう障害に係る障害等級の見直
厚生労働

労働基準局労災補償部 省労働基
基労発0721第1号 H22.7.20 しに関する専門犠針金」白書草につ

補償課華務係
宮内尚:!1 H22.7.13 告書集者

準局労災
いて

補償部長
独立行政

厚生労働
独立行政，圭人が加入する健康保険 労働基準局労災補償部 法人労働

省労働基
基労発0726箪1号 H22.7.26 組合白樺険料に係る労使負担割合 労災管理課機構調整第 丸山彰章 H22.7.26 者健康福

準局労災
の見直しについて(再要請) 一係 祉事機長構翠 補償部長

労働基準局労災禰償部 東，羊大学 厚生労働

基労発0727第1号 H22.7.27 
'"綿による疾病の認定基準に聞す 補償課職業病認定対策

佐藤愛 H22.7.21 
経斎学部 省労働基

る検討会」への参集について(依頼) 室様車病認定業務第二 経教済授学科 準局労災
係 補償部長
労働基準局労災補償部 厚生労働

「石綿による疾病の認定基準に関す 補償課職業病認定対策 東洋大学 省労働基
基労発0727第2号 H22.7.27 

る検討会」への参集について(依頼) 室織業病認定業務第二
佐穏愛 H22.7.21 

学長 準局労災
係 補償部長

労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発0727第3号 H22.7.27 
軍3回『石綿による疾病の認定基準 補償課職業病認定対策

佐藤愛 H22.7.21 各参集者
省労働基

に関する検討会」の開催について 室職業病認定華務第二 準局労災
係 補償部長

軍1回「外ぼう障害に係る障害等級の
厚生労働

基労発0727第4号 H22.7.27 毘直しに関する専門検討会J由開催
労働基準局労災補慣部

宮内尚宏 H22.7.23 告書集者
省労働基

補償課輩務係 準局労災
について

補償部長
独立行政

厚生労働
役員・職員の公募に係る要請文の送

労働基準局労災繍償部 法人労働
省労働基

基労発0903第1号 H22.9.3 労災管理課機構翻整第 西久保雄司 H22.9.3 者健康福
付について

一係 祉事機長構理
準局労災
補償部長

労働基準局労災補償部 厚生労働

基労発凹06第1号 H22.9β 
軍7回「電離放射線障害の聾務上外 補償課職業病毘定対策

及川智恵 H22.8.27 各書集者
省労働基

に関する倹討会J(J)開催について 室職業病認定業務軍一 準局労災
係 補償却長

「精神障害の労災認定の基準に関す
労働基準局労災補償部 厚生労働
補償課職業病認定対策 省労働基

基労発凹07第3号 H22.9.6 る専門検討会j由香集について(依
室職業病認定業務第

深山大智 H22.B.25 各害集者
準局労災

頼)
係 補償部長

「精神障害の労災認定由基準に関す
労働基準局労災補償部 厚生労働
補償課職業病認定対策 5善章者の 省労樹基

基労発凹07軍4号 H22.9 6る専門検討会」への昏草について(依
室職業柄認定業務草

深山大智 H22.8.2 
所属長 準局労災

頼)
係 補償部畏

労働基準局労災補償部 書参集者
厚生労働

61'労災保険財政検討会j白開催につ 省労働基
基労発0916第1号 H22.9.1 労災管理課労災保険財 伊藤巨人 H22.9.1 6書集者の

準局労災いて
政数理室料車係 所属長

補償部長
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義労発0128第1号
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文言番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起草日 施行先 施行者 備考

兵庫県立
厚生労働

総合'Jハ
基労発田23第4号 H23.3.22 筋電電動義る協手力の依研l究用支給制度の 労働基準局労災補償部

鈴木伸太郎 H23.3.16 ピリテー
省労働基

延長に係る 頼について 補償課業務係
ションセン

準局労災

タ一所長
補償部長

厚生労働

基労発0323第5号 H23.3.22 
筋電電動義手の研究用支給制度の 労働基準局労災補償部

鈴木神太部 H23.3.16 
新潟中虫 省労働基

延長に係る協力依額について 補償課業務係 病院院長 準局労災
補償部長
厚生労働

基芳発0325第1号 H23.3.23 
中小事業主等の特別加入者の範囲 労働基準局労災補償部

田村愛 H23.3.18 
都道府県 省労働基

の一部見直しについて 補償課通勤災害係 労働局長 準局労災
補償部長

厚生労働

基労発田25第Z号 H23.3.25 
今後における労災保険の窓口業務等 労働基準局労災補償部

白鳥彰 H23.3.23 
都道府県 省労働基

の改善の取組について 補償課企画調整係 労働局長 準局労災
補償部長

厚生労働

基労発0325第3号 H23.3.25 
国民の皆犠田声の組織的な共有等 労働基準局労災補償部

目黒彰 H23.3.23 
都道府県 省労働基

による業務等の改善の取組について 補償課企画調整係 労働局長 準局労災
補償部長


