
平成24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

平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第1・四半期(暫定) 厚生労働省労働基準局長補労 都道府県労働局総務部
H24.4.2 

人件費の示遣について
総務係 災補償部労災管理課 総労務災課補長償、課労長働基準部

佐(総務担当)

H24.4.3 
平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央労働

労災補償監察官室 主任中央労災補償監察官
監察実施対象都道府県

保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について 労働局畏

平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第1・四半期人件費 佐厚災補生(総労償務働部担省労当労災) 働基準局労 都道府県労、労働働局基総準務部部
H24.4.5 

の示達について
総務係 管理課長補 総務課長、

労災補償課長

議im-災管理課主計
都道府県労長働、地局方総整務備佐
(会計)課

考労働資保料険由特作別成会に計ついにて係る平成23年度第3次見込額報告書参
労働基準局労

局総務部長監総理合、北事部海長務道、局開内総H24.4.13 決算係 働長保補佐険徴収課 発局開発

厚生労働省職計業担安当課定局長雇補
開府沖縄

用保険課主
務部長

佐

厚災補生償労働省労働基準局労
各都道府県労働局総務

H24.4.16 
平成23年度決算関係報告書の提出に際しての留意事項等に

決算係 部長労補災佐管理課主計
部総道府務(会計)課長、各

ついて
担当課

都 県労働局労働基
準部労災補償課長

厚災担補生当償課労働省労働基準局労 各都道府県労働局総務
H24.4.16 平成23年度決算に係る科目更Eについて 決算係 部畏労補災佐管理課主計 部総務(会計)課長

労担災管理課長補佐(企画 都道府県労働局総務
H24.4.26 労働保険料の使用用途に係吾リーフレットのlIi!布について 企画調整係

当)
働(労保働険保徴険収徴主収務)部課室労長雇担用保険謀長補佐(企画

当)

H24.4.27 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 補厚災生補佐労償(主働部計労省担労災当働管)理基準課局課労長 都準道部府労災県補労働償局課労長働基

厚生労償働部省労働基準局労 都道府県労課、労働長働局(該基総当準務局部部平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第1・四半期示達肉
総労務災補課長償課長H24.5.1 

訳(変更分)について
総務係 災補 労災佐管理課総務

担当課長補
のみ)

厚生労働省労働基準局労
災補償部労災管理課労災

都道府県労働局総務部
労災保険率等及び雇用保険料率の改訂に伴う周知用リーフ

保険財政数省畏理職補佐室業長安(企補定画佐局担雇H24.5.9 
レットの配布について

料率係
厚生労働

{労働保険徴収部)労働

用保険課
保険徴収主務課室長

当)

厚災補生労償働省労働基準局労 都道府県労働局総務部
H24.5.9 メリット制の改正に伴う周知用リーフレットの配布について 料率係 部労災管理長補課労佐災 保(労険働徴保収険主徴務収課部室)労長働

保設財政数理室

厚生労働者労働基準局労 都道府県補労働償局課労働基

H24.5.14 平成24年度補正予算支出状況調について 予算係 災補償部労災管理課課長
準部労災 長(総
務部総務(会計)課長経

補佐(主計担当)
由)

厚佐災補生(主労償計働部担省労当災労)働基準局労

都道府県労働局総務部

H24.5.30 
平成23年度『労働災害防止対築事業委託費」・「社会復帰促進

予算係 管理課長補 総基務準部(会労計災)課長(労働
等事業委託費』支出状況調について 補償課長経

由)



平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第1・四半期示達内
厚生労働省労働基準局労 和歌山労働局総務部総

H24.6.1 総務係 災補償部労災管理課総務 務課長、労働基準部労
訳(変更分)について

担当課長補佐 災補償課長

厚生労働省労働基準局労
都道府県労補働償局課労働基H24.6.18 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 災補償部労災管理課長補 準部労災 長

佐(総務担当)

H24.6.25 平成2務4監年度察中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴
収業 について

労災補償監察官室 主任中央労災補償監察官 山口労働局長

H24.6.27 
平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央労働

労災舗償監察官室 主任中央労災補償監察官
北海道労働局長、外8労

保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について 働局長

厚生労働省労働基準局
都道府県労働局労働基

H24.6.28 
休業給付の基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の

法規係
労災補償部労災管理課長

準部労災補償課長
送付について 補佐(企画担当)

H24.6.29 
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

労災補償監察宮室 主任中央労災補償監察官
静岡労働局長、外2労働

の実施結果について 局長

平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第2・四半期示達肉
厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

H24.7.2 総務係 災補償部労災管理課総務 総務課長、労働基準部
訳について 担当課長補佐 労災補償課長

労災保会計険年金等及び労災診療費等に係る引継を受けた償権の
厚生労働省労働基準局労

各都道府災県補労働償局労働H24.7.2 調度係 災補償部労災管理課長補
官庁 システムへの登録について 佐(経理担当)

基準部労 課長

厚生労働省労働基準局

労災補償部課長補佐
都道府県労働局労働基

H24.7.25 労働者災害補償保険法の規定による告示の制定について 法規係 労災管理 準部労災補償課長
(企画担当)

H24.8.27 
平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央労働

労災補償監察官室 主任中央労災補償監察官
大阪労働局長、外1労働

保険適用徴収業務監察の実施について 局畏

H24.8.29 平成2適4年用度徴収中央労災補償業務監察及び平成24年度中央労働
保険 業務監察について(変更)

'Il災補償髭察官室 主任中央労災補償監察官 熊本労働局長

H24.8.29 中の央実労施結災補果償につ業い務て監察及び中央労働保険適用徴収業務監察 労災補償監察官室 主任中央労災補償監察官
千葉労働局長、外5労働
局長

厚生労働省労働管基理準謀総局務労
都道府県労働局総務部

H24.9.3 
平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第2・四半期示達肉 総務係 災補償部労災 総務課補償長、課労長働(基準部
訳(変更分)について

担当課長補佐
労災 該当局
のみ}

厚生労働省労働基準局
労災補償部 都道府県労働局労働基

H24.9.3 適用事業証の発送について 法規係 労災管理課長補佐 準部労災補償課長
(企画担当)

厚佐災補生(企労償画働部担省労当労災)働管基理準課局長労補

都道府県労働局
総務部(労働保険徴収

rr昭につ和い51て年J基を発踏第まえ19た3号労に災基補づ償く行掘政削I・発破工の平均賃金の算 部)
定 =おける対応について』 労働保険徴収主務課室H24.9.7 
の改正について 法規係 補償課長補佐(業務担当)

長
労(企働画保担険当徴)収課長補佐 労働基準部労災補償課

長

H24.9.10 平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央労働
労災補償監察官室 主任中央労災補償監察官

熊本労働局長、外10労
保険適用徴収業務監察由実施等について(変更) 働局長



8休業給付の基礎日額田算定に用いる通算スライド率早見表白
厚災補生償労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基

H24.9.2 法規係
部労災管理課長補

送付について 佐(企画担当} 準部労災補償課長

都道府県労働局総務部
1平成24年度労働保険特別会計{労災勘定)第3・四半期示達内

厚生労働省労働基準局労
H24.10 

訳について 総務係 災補償部労災管理課総務
総務課長、労働基準部

担当課長補佐 労のみ災補)償課長(該当局

H24.10.3 0船員保険事業に係る広報について(依頼) 企画調整係
労災管理課長補佐(企画 都道府県労働局労働基
担当) 準部労災補償課長

1平訳成(変2更4年分度}に労つ働い保て険特別会計(労災勘定)第3・四半期示達内
厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

H24.11 総務係 災補償部労災管理課総務
総務課長、労働基準部

担当課長補佐
労災補償課長{該当局
のみ)

H24.11.1 51[労災保険FAQJの配布について
厚生労働省労災働管基理準課局長補労 都道府県労働局労働基

総務係 災補償部労
佐(総務担当} 準部労災補償課長

H24.11.22 平成24年度全国労災補償課長会議の開催について
厚生労働省労働管基準局労 都道府県労働局労働基

総務係 災補償部労災理謀総務
担当課長補佐

準部労災補償課長

H24.1l.27 労災補償行政に係.Q年間執行計面白見直しについて
厚生労働省労働管理基準課局長労補 都道府県労働局労働基

予算係 災補償部労災
佐(主計担当) 準部労災補償課長

H24.12.3 
平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第3・四半期示達内

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

訳(変更分Jについて
総務係 災補償部労災管理課総務 総務課長、労働基準部

担当課畏補佐 労災補償課長

H24.12.12 
中央労施災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察

労災繍慣監察官室 主任中央労災補償監察官
北海道労働局長、外15

の実結果について 労働局長

H25.1.4 
平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第4・四半期示達肉 担厚災生補当償課労働部長省労働基準局労

都道府県労働局総務部

訳(変更分)について
総務係 労災管理課総務 総労務災課補償長、労働基準部

当課長補佐 労 課長

H25.1.B 平成24年度全国労災補償課長会議の出席者登録について
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基総務係 災補償部労災管理課総務
担当課長補佐

準部労災補償課長

H25.1.10 経過的特別支給金に係る広報について(依頼) 企画調整係
労災貸理課長補佐(企画 都道府県労働局労働基
担当7 準部労災補償課長

H25.1.15 
労災保険給付等の支払事務の都道府県労働局への集中化に

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

ついて
総務係 災補償部労災管理課長補 総務課長、労働基準部

佐〔総務担当} 労災補償課長

休業給付の基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の
厚生労働省労働基管理準局課 都道府県労働局労働基

H25.1.2B 法規係
労災補償部労災 長

送付について 補佐(企画担当)
準部労災補償課長

H25.2.1 
平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第4・四半期示達肉 厚災補生労償働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

訳(変更分)について
総務係 部労災管理課総務 総務課長、労働基準部

担当課長補佐 労災補償課長

H25.2.7 「労災かくし』の相除を呼ぴ揖けるポス告ーの配布について 企画調整係 労災管理課長 都道府県労働局長

H25.2.14 平成25年度労災補償業務関係非常勤職員の配置について
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基
総務係 災補償部労災管理課長補

佐(総務担当) 準部労災補償課長



H25.2.26 平成25年度労災補償業務関係非常勤職員の聞置について 総務係 厚災生補償労働部省労働基準局労 都道府県労働局労働基
労災管理課長 準部長

1平成24年度労働保険特別会計(労災勘定)第4・四半期示達肉 厚災補生労償部働省労働基準局労
都総道務府課県労働局総務部

H25.3 
訳(変更分)について

総務係 労災管理課総務
長.労働基準部

担当課長補佐
労災補償課長(該当局
のみ)

H25.3 
7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の

法規係
厚災補生償労働部省労労災働管理基準課局長労補 都道府県労働局労働基

様式を定める件の一部改正について 佐(企画担当)
準部労災補償課長

H25.3.21 
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

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局総務部

て
管理係 災補償部労災管理課長補

佐(総務担当〉
総務課長

休送業付給につ付いのて基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表の

厚生労働省労働基準局 都道府県労働局労働基
H25.3.26 法規係

労災補償部労災管理課長
補佐〔企画担当)

準部労災補償課長

平成24年度決算関係報告書の提出に際しての留意事項等に
労働基準局労災補償部労 各部都総道務府県労働局総務

H25.3.26 決算係
総 (会計〕課長、各

ついて
災管理課主計担当課長補

都準部道府労災県補労働償局課労畏働基佐

H25.3.27 船員保険事業に係る広報について(依頼) 企画調整係
労災管理課長補佐(企画 都道府県労働局労働基
担当) 準部労災補償課長


