
平成24年度労働保険徴収課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

労働基準局労災補償部労災管理課 都道府県労働局総務(会計)
主計担当課長補佐、労働基準局労 課長、地方整備局総務部長、

H24.4.13 
平成23年度第3次決算見込額報告書

徴収係 災補償部労働保険徴収課業務担当 北海道開発局開発監理部長、
参考資料の作成について(伺い)

課長補佐、職業安定局雇用保険課 内閣府沖縄総合事務局総務
主計担当課長補佐 部長

都道府県労働局総務部(労働
勘定別精算還付金リストの送付につい

業務第1係 労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)
H24.4.19 

て 運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長

， 
都道府泉労働局総務(労働保

H24.4.20 
労働保険料等の機械処理状況(平成2

業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
4年3月分)の送付について

課(室)長

都道府県労働局総務部(労働
平成24年度における労働保険事務組

業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

H24.4.25 合の合併に係る本省一括変更処理に
運用担当) 労働保険徴収主務課〔室)長

係る依頼について
f 

都道府県労働局総務(労働保
H24.4.25 

労働保険適用徴収システムの端末装置
業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務

等に係る定期点検の実施について
課(室)長

労働保険料等の口座振替納付実施要
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務部(労働労働保険徴収課長補佐(企画担当)
H24.5.9 

領(案)平成24年度版及び口座振替納
企画係 労働保険徴収課長補佐(業務担当) 保険徴収部)労働保険徴収主

付のスケジュール(平成24年度)(案)I二
労働保険徴収課労働保険徴収業務 務課室長

ついて
室長補佐(運営担当)

厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務部(労働

平成24年度電子申請体験コーナーの設
企画係 保険徴収部)労働保険徴収主H24.5.10 

置について 労働保険徴収課長補佐(企画担当)
務課室長

「平成24年度労働保険年度更新申告書
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務(労働保
業務係 険徴収)部H24.5.18 の書き方(継続事業用)Jの誤記対応に

労働保険徴収課長補佐(業務担当)
労働保険徴収主務課室長ついて

労働保険徴収業務室長補佐(開発
都道府県労働局総務部(労働

労働保険適用徴収システムの新規機能 システム最適 担当)
保険徴収部)労働保険適用徴H24.5.25 

の追加について 化第2係 労働保険徴収業務室長補佐(管理・
収主務課室長

運用担当)

『労働保険料等の口座振替納付実施要
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務部(労働労働保険徴収課長補佐(企画担当)
H24.5.31 

領(案)平成24年度版」及び「口座振替
企画係 労働保険徴収課長補佐(業務担当) 保険徴収部)労働保険徴収主

納付スケジュール(平成24年度)(案)J
労働保険徴収課労働保険徴収業務 務課室長

に対する意見等に係る回答について
室長補佐(運営担当)

都道府県労働局総務(労働保
H24.5.3 

平成23年度労働保険料等の機械処
業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務1理状況について

課(室)長

都道府県労働局総務(労働保
H24.5.3 

労働保険料等の機械処理状況(平成2
業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務114:年4月分)の送付について

課(室)長



認定職業訓練実施奨励金の支給要件
厚生労働省労働基準局労災補償部

各都道府県労働局
H24.6.5 である労働保険料の納付状況の確認方 業務係

労働保険徴収課長補佐(業務担当)
総務(労働保険徴収)部

法について 労働保険徴収主務課室長

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.6.8 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
4年5月分)の送付について

課(室)長

労働保険適用徴収システムにおける機 システム最適
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働

H24.6.12 労働保険徴収謀労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴
器更改のための調査について(依頼) 化第1係

室長補佐(開発担当) 収主務課(室)長

H24.6.20 
労働保険適用徴収システムに係る今夏

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 都道府県労働局総務(労働保

の節電対策について 運用担当) 険徴収)部長

「平成24年度全期・第1期の口座振替に 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務部{労働

H24.6.22 
係るスケジュール』の日程変更について

企画係
労働保険徴収課長補佐(企画担当)

保険徴収部)労働保険徴収主
務課室長

労働保険適用徴収システムにおける計 労働保険徴収業務室長補佐(管理・
北海道・関西・四国・九州電力

H24.6.29 
面停電時の対応について

業務第2係
運用担当)

管内労働局総務部労働保険
徴収主務課(室)長

国土交通省における建設業の社会保険 厚生労働省労働基準局
各都道府県労働局

H24.7.2 '業務係 総務(労働保険徴収)部
未加入対策について 労災補償部労働保険徴収課長

労働保険徴収主務課室長

証票等の厳正管理及び保有個人情報
厚生労働省労働基準局 都道府県労働局

H24.7.9 業務係 労災補償部労働保険徴収課長補佐 総務(労働保険徴収)部
管理の徹底について

(業務担当) 労働保険徴収主務課(室)長

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.7.9 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
4年6月分)の送付について

課(室)長

「労働保険保険料等口座振替納付書 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務部(労働

H24.7.13 
送付(変更)依頼書兼口座振替依頼

企画係
労働保険徴収課長補佐(企画担当)

保険徴収部)労働保険徴収主
書」のヂ-51エントリー業者への送付業 労働保険徴収課労働保険徴収業務

務課室長
務について(平成24年度第2期分〉 室長補佐(運用担当)

労働基準監督署及び公共職業安定所
都道府県労働局総務部(労働

の再編等による本省一括変更処理に付
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

H24.7.13 随する事前作業について(適用台帳労 業務第1係
運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長

働保険番号、継続一括台帳府県コード
及び管轄(2)の変更)

労働保険適用徴収システムにおける機
システム最適

厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働
H24.7.18 器更改のための現地調査の実施につ 労働保険徴収課労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴

いて(依頼)
化第1係

室長補佐(開発担当) 収主務課(室)長

労働保険事務組合の合併による本省一
都道府県労働局総務部(労働

H24.7.24 括変更処理に付随する変更候補デ一空 業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

に係る作業について
運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長



労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.8.6 
4年7月分)の送付について

業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
課(室)長

労働保険事務組合の合併による本省一
都道府県労働局総務部(労働

労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)
H24.8.9 括変更処理に付随する変更候補デ一空 業務第1係

運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長
に係る作業について

労働保険徴収課長補佐(業務担当)
都道府県労働局総務部(労働

「労働保険未手続の可能性がある事業 保険徴収部)
H24.8.28 

場一覧』の作成について
業務第1係 労働保険徴収業務室長補佐(管理・

労働保険徴収主務課(室)長
運用担当)

機器更改後から使用することとなる端末 システム最適
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働

H24.8.29 
機器について(通知) 化第1係

労働保険徴収課労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴
室長補佐(開発担当) 収主務課(室)長

都道府県労働局総務部〔労働

H24.8.30 
滞納保険料の収納事務における留意点

業務係
厚生労働省労働基準局労災補償部 保険徴収部)

等について 労働保険徴収課長 労働保険適用徴収主務課室
長

労働保険料等の免除の申請期限につ 労働基準局労災補償部労働保険徴
都道府県労働局総務部(労働

H24.9.4 法規係 保険徴収部)労働保険徴収主
いて 収課長補佐(企画担当、業務担当)

務課室長

「昭和51年基発第193号に基づく掘自1)' 厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局
発破工の平均賃金の算定について』を 労災管理課長補佐(企画担当) 総務部(労働保険徴収部)

H24.9.7 踏まえた労災補償行政における対応に 法規係 補償課長補佐(業務担当)
|労労働働基保準険徴部収労災主補務課償室課長長

ついて」の改正について 労働保険徴収課長補佐{企画担当)

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.9.10 
4年8月分)の送付について

業務第Z係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
課(室)長

厚生労働省労働基準局
都道府県労働局総務部(労働

H24.9.12 
労働保険適用徴収専門研修における班

業務係 労災補償部労働保険徴収諜
保険徴収部)

見1)討議の議題等の提出について
業務担当課長補佐

労働保険適用徴収主務課
(室)長

厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働
労働保険適用徴収システムに係る機器 システム最適

H24.9.13 
の搬入・設置等について(依頼) 化第1係

労働保険徴収課労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴
室長補佐(開発担当) 収主務課(室)長

「労働保険保険料等口座振替納付書 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総、務部(労働

H24.9.14 
送付(変更)依頼書兼口座振替依頼

企画係
労働保険徴収課長補佐(企画担当)

保険徴収部)労働保険徴収主
書Jのデー担エントリー年度業者への発送業 労働保険徴収課労働保険徴収業務

務課室長
務について(平成24 第3期分) 室長補佐(運用担当)

都道府県労働局総務部(労働

H24.10.1 
労働局適用徴収業務支援システムに係

業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

るデーヲ構築の作業について 運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長

次期労けた働ユ保ー険ザ適情用報徴l収システムの利用 システム最適
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働

H24.10.3 労働保険徴収諜労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴
に向 こついて 化第1係

室長補佐(開発担当) 収主務課(室)長



労働保険適用徴収システム及び労働局
都道府県労働局総務(労働保

H24.1O.3 
適用徴収業務支援システムにおける

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用

険徴収}部労働保険徴収主務
ユーザIDの新規登録申請に係る取扱い 担当)

課(室}長
について(依頼)

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.10.5 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
4年9月分)の送付について

課(室)長

平成25年度用雇用保険印紙購入通帳 労働基準局労災補償部労働保険徴
都道府県労働局総務部(労働

H24.10.10 徴収係 保険徴収部)労働保険徴収主
の作成に係る報告について 収課業務担当課長補佐

務課(室)長

労働局適用徴収業務支援システムの端
労働保険徴収業務室長補佐(運用

都道府県労働局総務(労働保
H24.10.15 末装置等に係る定期点検の実施につい 業務第2係

担当)
険徴収)部労働保険徴収主務

て(依頼) 課(室)長

年度更新外部委託業務に係る改善点 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務(労働保

H24.10.19 
について(報告依頼)

業務係
労働保険徴収課長補佐(業務担当)

険徴収)部
労働保険徴収主務課室長

労働保険適用徴収システムの汎用oc
労働保険徴収業務室長補佐(運用

都道府県労働局総務(労働保
H24.10.22 R装置及び操作端末に係る定期点検の 業務第Z係 険徴収)部労働保険徴収主務

実施について〔依頼)
担当)

課(室)長

H24.10.31 
会計検査院「平成23年度決算検査結

業務係
労働基準局労災補償部労働保険徴 都道府県労働局総務部〔労働

果報告』に対する対応について 収課長 保険徴収部)長

平成24年度労働保険の適用促進に係
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働

H24.10.31 
る広報について

業務係 労働保険徴収課中央労働保険適用 保険徴収部)労働保険徴収主
指導官 務課室長

平成25年度以降の労働保険料等の全
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務部(労働
H24.11.2 期・第1期分に係る口座振替について 企画係

労働保険徴収課長補佐(企画担当)
保険徴収部)労働保険徴収主

(案) 務課室長

次期労働保険適用徴収システム更改に

H24.11.2 
伴う労働局適用徴収業務支援システム

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 茨城労働局総務部労働保険

に係るネットワーヲ設定変更の事前リ 担当) 徴収室長
ハーサル作業の協力について(依頼)

労働局適用徴収業務支援システムにお
労働保険徴収業務室長補佐{運用

都道府県労働局総務部(労働
H24.11.5 けるユーザID文字列の一括変更作業に 業務第2係

担当)
保険徴収部)労働保険徴収主

ついて 務課(室)長

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H24.11目6 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収:部労働保険徴収主務
4年10月分)の送付について

課(室)長

H24J 1.27 
労働保険適用徴収システムに係る今冬

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 都道府県労働局総務(労働保

の節電対策について 運用担当) 険徴収)部長



都道府県労働局総務部(労働
労働局適用徴収業務支援システムに係 J~~I. JQ~AAW!J17~~~ r:;!;:o E ~U_ ，t=~_ ， .，w.y~~ ~ /7; J労働保険徴収業務室長補佐(管理・|保険徴収部)

H24.11.281るデ一空構築の作業について(別途指 |業務第1係| | 示 .....1 f't~V" 1 1"";:>1<:1.... -'V' ... \/J'J~J t:I 1 ;;>f<:'Jn::>17 1 !iI~.1運用担当労働保険徴収主務課(室)長

平成24年度労働保険徴収主務課室長
H24.11.291 

会議の開催について
企画係

l都道府県労働局総務部(労働
厚生労働省労働基準局労災補償部|

|保険徴収部)労働保険徴収主
労働保険徴収課長補佐(企画担当)I 

l務課室長

H24.11.301平成25年の特例基準割合について 徴収係
1都道府県労働局総務部(労働

労働基準局労災補償部労働保険徴|
|保険徴収部)労働保険徴収主

収課業務担当課長補佐 | 
l務課(室)長

1~lnlQ 1J.O.-AAl. 1117~Y~ r:;!;:o E~J4-. I''æ [D都道府県労働局総務部(労働
現行労働保険適用徴収システムにおけ 1 .，w. 7~~.... 1'r. 1労働保険徴収業務室長補佐(運用|

H24.11.301'~"~~~=:~~~~~"::;'~~ -'-"1....(1.，1./ 1業務第Z係| |保険徴収部)労働保険徴収主る端末装置等の撤去について 1 ::>t<:1";Il!:>t:l '-I;r-: 1担当
IJ'::=I 務課(室)長
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企画係

厚生労働省労働基準局労災補償部 l
|都道府県労働局総務部(労働

労働保険徴収課長補佐(企画担当)I 
|保険徴収部)労働保険徴収主

労働保険徴収課労働保険徴収業務|
|務課室長

室長補佐(運用担当

H24.12.71労働保険料等の機械処理状況(平成2 1業務第Z係|労働保険徴収業務室長補佐
4年11月分)の送付について

都道府県労働局総務(労働保
険徴収)部労働保険徴収主務
課(室)長

』全期・第1期分の口座振替に係るスケ
H24.12.121:;"; 

目Y二Lールについて 企画係
l都道府県労働局総務部(労働

厚生労働省労働基準局労災補償部|
|保険徴収部)労働保険徴収主

労働保険徴収課長補佐(企画担当)I 
l務課室長

次期労働保険適用徴収システムの稼働|システム最適|厚生労働省労働基準局労災補償部|都道府県労働局総務部(労働
H24.12.121~~.~;:J""""~Je!ml;1;.\"，^./ /"'> I -I-l>V，I'i*IJilJ 1./ ~~~"':"~Je:! 1労働保険徴収雫労働保険徴収業務|保険徴収部)労働保険適用徴

について l 化第1係 J~I~tJ;j~~~~~~~~""""'.7<:. I~~ :>t<='Jn ， 
ILJ!:>t:II I;r-:室長補佐(開発担当収主務課(室)長

I:-. ...，. ~/~~I厚生労働省労働基準局労災補償部|都道府県労働局総務部(労働次期労働保険適用徴収システムのユー|システム最適 I~~~ ~:.~~~~~~~:.;.~~~:~1; 1 
H24.12.1 BI~:;~:"'~';::::，~II7';:"，，-'''' I -."，，-. '"' ~';，~-:-::~ J労働保険徴収課労働保険徴収業務|保険徴収部)労働保険適用徴

ザID等の通知について | 化第1係 1~1~!!~~~~~~.;~~""" ... ，x I'9.'1^~'m 1 
ILJ!:>t:I' I;r-:室長補佐(開発担当収主務課(室)長

H24.12.191平成25年度の雇用保険料率の周知に
ついて

法規係
労働基準局労災補償部労働保険徴 l都道府県労働局総務部(労働
収課長 !保険徴収部)長

I:-......~I E!!Iogl厚生労働省労働基準局労災補償部 l都道府県労働局総務部(労働労働保険適用徴収システム稼働停止期|システム最適 1~~~::!!，;::'~S:~:':~~~~~~:~1; I H24.12.191~~:~J;'i=:;:J，~-:-，，::，' I --~-n. IJilJI'T"""WJ 1-' ";L-~--:~~ 1労働保険徴収課労働保険徴収業務|保険徴収部)労働保険適用徴
聞に係る対応について | 化第1係 I~ I:!!~~~;r-~~~~~ 1-f>. ... ，xI::l;ll."1A.;:>I<:'1;1] I 

11..1::>17 I I"h 室長補佐(開発担当収主務課(室)長

l平成25年度年度更新広報に係るポス
H24.12.201 

I~貫一所要数について
業務係

都道府県労働局総務部(労働
厚生労働省労働基準局労災補償部|保険徴収部)
労働保険徴収課業務係長 |労働保険適用徴収主務課室

長

労働局適用徴収業務支援システムの 1_________a_____1 
サーバの設定変更等及び次期労働保|システム最適|厚生労働省労働基準局労災補償部|都道府県労働局総務部(労働

H24.12.201~.:/c::~~~~~~~~~~~;:J+':{(*1 ，.，~~"':"::~ I労働保険徴収課労働保険徴収業務|保険徴収部)労働保険適用徴
険適用徴収システムの端末機器の接続| 化第1係 1~':.t:~~~~~~~~~I~~""" ... .7<:. I~1J'<.;;or<:;;'ln I 
等について 11..1.::>17 I m~ 室長補佐(開発担当収主務課(室)長



労働局適用徴収業務支援システム・プ
システム最適

厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働
H24.12.20 ログラムのダウンロード手順書について

化第1係
労働保険徴収課労働保険徴収業務 保険徴収部)労働保険適用徴
室長補佐(開発担当) 収主務課(室}長

「労働保険年度更新申告書の書き方J 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務(労働保

H24.12.27 
の係る改善点について(報告依頼)

業務係
労働保険徴収課長補佐(業務担当)

険徴収)部
労働保険徴収主務課室長

年度更新外部委託業務に係る改善点 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務(労働保

H24.12.27 業務係 険徴収)部
について(回答) 労働保険徴収課長補佐(業務担当)

労働保険徴収主務課室長

北海道、福島、東尽‘石川、長

次期労働保険適用徴収システムのユー システム最適
厚生労働省労働基準局労災補償部 野、岐阜、愛知、大阪、兵庫、

H24.12.27 
ザID等の通知について 化第1係

労働保険徴収課労働保険徴収業務 山口、長崎労働局総務部(労
室長補佐(開発担当) 働保険徴収部)労働保険適用

徴収主務課(室)長

次期労働保険適用徴収システムの剥用 労働保険徴収業務室長補佐(運用
都道府県労働局総務部(労働

H24.12.27 
に係るユーザIDの取扱いについて

業務第2係
担当)

保険徴収部)労働保険徴収主
務課(室)長

厚生労働省労働基準局労災補償部
北海道、富山、福井、広島、山

H25.1.7 
次期労働保険適用徴収システムのユー システム最適

労働保険徴収課労働保険徴収業務
口、徳島、香川、福岡労働局

ザID等の通知について 化第1係
室長補佐(開発担当)

総務部労働保険適用徴収主
務課(室)長

平成25年度年度更新に係る記入要領 厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働
H25.1.9 等所用数等の報告及び封筒の作成に 業務係 労働保険徴収課中央労働保険適用 保険徴収部)労働保険徴収主

ついて 指導官 務課室長

次期労働保険適用徴収システムの事務 システム最適
労働保険徴収謀長補佐(業務担当) 都道府県労働局総務部(労働

H25.1.l1 
処理について 化第2係

労働保険徴収業務室長補佐(開発 保険徴収部)労働保険適用徴
担当) 収主務課(室)長 | 

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H25.1.16 
4年12月分)の送付について

業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
課(室)長

平成24年度労働保険徴収主務課室長 厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務部(労働

H25.1.21 
会議における班別討議について

企画係
労働保険徴収課長補佐(業務担当)

務課室長

労働基準監督署及び公共職業安定所
都道府県労働局総務部(労働

H25.1.29 の再編等による本省一括変更処理に付 業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

随する事前作業について
運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長

平成25年度労働保険特別会計徴収勘
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務(労働保
H25.2.1 

定予算(労働保険適用徴収業務関係費
予算係 険徴収)部総務課長、労働保

に係るもの〉に係る執行計画について 労働保険徴収課長補佐(総務担当)
(提出依頼)

険徴収主務課室長

H25.2.4 
厚生労働大臣が定める現物給与の価

法規係
労働基準局労災補償部労働保険徴 都道府県労働局総務部(労働

額の取扱いについて 収課長 保険徴収部)長



労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H25.2.6 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐 険徴収)部労働保険徴収主務
5年1月分)の送付について

課(室)長

厚生労働省労働基準局労災補償部
都道府県労働局総務(労働保

H25.2.7 平成25年度相談員等の配布について 予算係
労働保険徴収課長補佐(総務担当)

険徴収)部総務課長、労働保
険徴収主務課(室)長

厚生労働省労働基準局労災補償部

H25.2.7 
平成25年度(目)諸謝金の予算内示に

予算係
労働保険徴収課総務担当補佐、業 労働局総務部(労働保険徴収

ついて 務担当補佐、労働保険事務組合指 部)労働保険徴収課(室)長
導官

平成25年度(自)諸謝金(臨時労働保
厚生労働省労働基準局労災補償部

労働局総務部(労働保険徴収
H25.2.19 

険指導員)の予算内示について
予算係 労働保険徴収課総務担当補佐、業

部)労働保険徴収課(室)長
務担当補佐

「労働保険保険料等口座振替納付書
厚生労働省労働基準局労災補償部

送付(変更)依頼書兼口座振替依頼
労働保険徴収課長補佐(企画担当)

都道府県労働局総務部(労働
H25.2.20 書」のデ-$1エントリー業者への送付業 企画係

労働保険徴収課労働保険徴収業務
保険徴収部)労働保険徴収主

務について(平成24年度第2期分)つい
室長補佐(運用担当)

務課室長
て(平成25年度全期・第1期分}

H25.2.20 
労働保険適用徴収システム端末等設備て

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 東京労働局労働保険徴収部

の移設に係る検収調書の提出につい 担当) 労働保険徴収課長

H25.2.20 
労働保険適用徴収システム端末等設備

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 神奈川労働局総務部労働保

の移設に係る検収調書の提出について 担当) 険徴収課長

H25.2.20 
労働保険適用徴収システム端末等設備

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 岐阜労働局総務部労働保険

の移設に係る検収調書の提出について 担当) 徴収室長

H25.2.20 
労働保険適用徴収システム端末等設備

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 大阪労働局総務部労働保険

の移設に係る検収調書の提出について 担当) 徴収課長

労働局適用徴収業務支援システムに係
都道府県労働局総務部(労働

労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)
H25.2.21 るデ-$1構築の作業について(別途指 業務第1係

運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長
示②)

平成25年度市町村合併等による所在
都道府県労働局総務部(労働

H25.2.25 
地及び住所表記変更に係る本省一括

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用

保険徴収部)労働保険徴収主
処理の依頼文書等提出期限等につい m当)

務課(室〉長
て

人事異動に係る労働保険適用徴収シス
労働保険徴収業務室長補佐(管理・

都道府県労働局総務部(労働
H25.2.27 テムのユーザlD申請処理等について 業務第2係

運用担当)
保険徴収部)労働保険徴収主

(平成24年度末申請処理) 務課(室)長

次に期係る労ユ働ー保ザ険I適Dの用取徴扱収いシにスつテいムての(利ー用 労働保険徴収業務室長補佐(運用
都道府県労働局総務部(労働

H25.3.1 業務第2係
担当)

保険徴収部)労働保険徴収主
部改正) 務課(室)長



年度更新委託業務に係る受託業者との
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務(労働保

H25.3.4 
打合せ日程について

業務係 労働保険徴収課中央労働保険適用 険徴収)部
指導官 労働保険徴収主務課室長

労働保険料等の機械処理状況(平成2
都道府県労働局総務(労働保

H25.3.7 業務第2係 労働保険徴収業務室長補佐
5年2月分)の送付について

課(室)長

H25.3.11 
労働保険適用徴収システム端末等設備

業務第2係
労働保険徴収業務室長補佐(運用 広島労働局総務部労働保険

の移設に係る検収調書の提出について 担当) 徴収課長

新任都道府県労働局労働保険徴収主
厚生労働省労働基準局労災補償部

都道府県労働局総務部(労働
H25.3.18 

務課室長研修の開催について
企画係 労働保険徴収課長補佐(総務担当)

保険徴収部)長
労働保険徴収課長補佐(企画担当)

新任都道府県労働局労働保険徴収主
厚生労働省労働基準局労災補償部 都道府県労働局総務部(労働

H25.3.18 
務課室長研修の開催について

企画係 労働保険徴収課長補佐(総務担当) 保険徴収部)労働保険徴収主
労働保険徴収課長補佐(企画担当) 務課室長

労働基準監督署及び公共職業安定所 都道府県労働局総務部〔労働

H25.3.22 
の再編等による本省一括変更処理に付

業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

随する事前作業について(適用台帳管 運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長
轄 (2)の変更)

平成24年度決算及び平成25年度の年
都道府県労働局総務部(労働

H25.3.29 度更新に係る労働保険適用徴収システ 業務第1係
労働保険徴収業務室長補佐(管理・ 保険徴収部)

ム処理業務について
運用担当) 労働保険徴収主務課(室)長

労働保理険事に係務る組Q合&にA対(追す補る報版奨)1::金っのし 都道府県労働局労働保険課
H24・5・9区分経 、 適用係 労働保険事務組合指導官

室長
て

労働保険事務組合に対する報奨金の
都道府県労働局労働保険課

H24・7・10区分経理に係るQ&A(追補版11)につ 適用係 労働保険事務組合指導官
室長

いて

H25-2・28
報奨金の区分経理に係る留意点等につ

適用係 労働保険課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働保険課

いて 室長

労働保険事務組合に対する報奨金の
都道府県労働局労働保険課

H25・2・28区分経理に係るQ&A(平成25年2月 適用係 労働保険事務組合指導官
室長

版)について


