
平成26年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月
件 名

日
係名 発信者 受信者

平成26年6月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理 厚災補生償労働省労働基険準業局務課労 都道府県労働局労働基準
H26.4.2 

事務に当たっての留意事項について 年金業務係 部労災保
長補佐(年金担当)

部労災補償課長

H26.4.2 労災就学等実援施護等費変更決定通知に関する不具合の発生に伴う
厚生労働省労働基準業局務労 都道府県労働局労働基準

再配信の について
年金業務係 災補償部労災保険務課

長補佐(年金担当)
部労災補償課長

労災保険診療費、 次健康診断等費用、アフ膏ケア、義肢当
厚生労働省労災働基準局労

H26.4.4 
補装具及び労災診療被災労働者援護事業担当者名簿並びに 短期給付第 都道府県労働局労働基準
労災診療費等の支払通知書の封筒裏面連絡先の報告につい 一係 災補償部労 保険t担業主務課 都労災補償課長
て

長補佐(短期給付当)

厚災補生償労働部省労働基準局労 都部道労府災補県労償働課局労働基準
H26.4.7 給付統計担当者のメールアドレスの登録について(依頼) システム運用 労災保険業務課 給付統計担

係 運用班システム運用保 当者

厚災補生労償働部省労働基準局労 都部道労府災補県労償働課給局労付働統基計担準
H26.4.7 平成25年度機械処理決算(3月末現在)について システム運用 労災保険業務課

係 運用班システム運用係 当者

H26.4.B 
平成26年度労災年金・一時金及び介護{補償)給付業務担当

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

地区について
年金業務係 災補償部労災保険業務課

長補佐(年金担当) 都労災補償課長

H26.4.11 
「義肢等補装具費受付状況件数表(年次)Jの配信日の変更に

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

ついて
開発第一保 災補償部労災保険業務課

長補佐(開発担当) 部長

H26.4.2B 
平成26年度継続メリット制適用事業場名簿(補正分}の送付に システム運用

厚生労働省労働基準局労 都(労道働府保県E労働局総務部
ついて 係

災補償部労災保険業務課 険徴収部)労働保
長補佐(運用担当) 険徴収主務課(室)長

平成26年度守災診レ療セ報プ酬ト電改算定処及理び労シス災テ診ム療に費お算け定る基機準械の処一理部事改務 レセプト電算
厚災長補生補償佐労働部(短省労期労災給働保付基険担準業当局務)労謀H26.5.7 定に伴う労災 都道府県労働局労働基準

の留意事項について システム係 部労災補償課長

H26.5.B 一括振込先機関確認チエツヲリストの送付について 短期給付第 厚生労働省労働基険準業局労 東京労働局労働基準部労
一係

災補償部労災保 務課
災補償課長課長補佐(短期給付担当)

H26.5.15 業種区分の見直しに伴う労働保険番号変更処理について
システム運用 厚運災補生用労償班都働シス省労テ労災ム働保運基険用準業保務局課労 都シス道テ府ム県担労当働者局特別加入
係

H26.5.15 
『平成25年度機械処理決算(機械処理数値確定作業)につい システム運用 厚災補生償労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
てJの送付について 係

部労災保険業務課
部労災補償課長長補佐(運用担当)

H26.5.15 労働基準行政情報システムから削除されたデ-$1について
短期給付第 厚生労働省労災働保基準局労 大阪労働局労働基準部労災補償部労保険業務課
一係

課長補佐(短期給付担当)
災補償課長

H26.5.16 労働基準行政情報システムから削除されたデ一世について 短期給付第
厚生労働省労働基準局労

大阪労働局労働基準部労
一係 災課補長償補部佐労災保険業務課 災補償課長

(短期給付担当)

H26.6.6 rr労働基準行政システムFAQJ利用ガイドJの改定について システム管理
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基準
係

災補償部労災保険業務課
部長長補佐(運用担当)



厚災労補生働償労保働部険省労徴労働収働保業基険務徴準室局収長課労補
都都徴都道道収道府府府部県労働局総務部長

平成26年度年度更新後の特別加入システムと労働局適用徴収
県労働局労働保険

H26.6.6 開発第一係
畳県労働局労働基準業務支援システム聞の連携について

佐厚災長生補補償労佐働部(開省労発労災担働保当基険) 準局労業務課 部長

平成26年8月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理 厚畏災補生補償佐労働省労働基険準業務局労 都道労府災補県償労働局労働基準H26.6.10 年金業務保 部労災保 課
事務に当たっての留意事項について

(年金担当)
部 課長

H26.6.12 
労働基準行政システム・労災行政情報管理システムの端末装

伝送係 厚災補生労償佐部働(運省労用労災担働保当基険)準業局務労課 都部監道府県労働局労働基準
置に係る定期点検の実施について 長補

督課長

平成27年度概算要求に係る営繕計画書の作成について(依 年金福祉第 厚災補生償労部働省労働基準業局務課労 国土交繕通部省計画中園地方整備H26.6.12 
頼) 一係

労災保険
局営 課長 l

長

H26.6.13 年次処理帳票の送付について
短期給付第 厚災長補生補償労佐働部(短省労期労災給働保付基険担準業当局務)課労 都都道労府災補県労償働課局長労働基準
一係

労ワー働ヲ基シ準ス監テ督ム署次と期公シ共ス職テ業ム安機定器所へのの同移居軒拠点におけるハロー 謀長事室H26.6.16 行作業時の立ち会い 伝送係 都道府県労働局総務部長
等について(依頼)

H26.6.19 
定期報告書未提出者に対する照会状送付に係る留意事項につ

年金業務係 厚長災生補補労償佐働部(年省労金労災担働保当基険)準業局務労課 各準都部道労府災県労働局労働基
いて 補償課長

H26.6.27 
労災行政情報管理システム(年金・一時金)に係る監督署端末

年金業務係 厚長災補補生償佐労働部(年省労金労災担働保当基険)準業局務課労 準各部都道府県労働局労働基
の機能追加に係る留意事項(稼働前)について 労災補償課長

H26.7.1 労働基準行政情報システムから削除されたデ-$1について 短期給付第 厚災補生労償部働省労働基準局労
愛災補知労償働課局長労働基準部労

一係 課長補佐労(短災期保給険付業担務当課) 

H26.7.4 て訪の問留看意醸点費等用ににつ係いるてシステムの稼働に伴う事務処理に当たっ 開発第一係 路罷間鵠総苦Z言F詔 都部道労府災補県労償働局労働基準
課長

H26.7.10 労災行要な政事情業報に管つ理いシてステム(年金・一時金)において個別処理
が必

年金業務係 厚長災補補生佐労償働部(年省労金労災担働保当基険)準業局務労課 都道労府災補県労償働課局労働基準
部 長

システム運用
厚生労働省労働基準局労

都部道労府災補県償労働課局長労働基準H26.7.22 機械処理決算に係るリストの電子媒体による提供について 災保険業務課長補佐(運
係

用担当)

H26.7.23 
労ける働『基省準外行の政サ情イ報トにシ公ステ開ムされ・労て災い行る政ファ情イ報Jレ管(‘理ノフシトスウテェムアに)のおうfシス子ム管理 厚災保生労険働業務省課労働長基準局労 厚係生各課労働室省長労働基準局関

ウンロード』に係る取扱いについて 係

平成26年度診療報酬改定等に伴う労災レセプト電算処理シス レセプト電算 厚生労働省労働長基補佐準局労
都道府災補県償労働局労働基準H26.7.25 災給保険付担業務課 (短テムにおける改修について システム係 期当)
部労 課長

短期給付第 厚生労働省労働基補準佐局(短労
東災補京償労働際長局労働基準部労H26.8.14 診療費支払い等に係るデー告の送付について(回答) 災保険業務課長

一係 期給付担当)

労災レセプト電算処理システムのユーザ段定情報の送付につ レセプト電算 厚生労働省労働基準佐局(~労
都部道府補県労償働課局労働基準H26.8.18 災保険業務課長補 (短

いて システム係 期給付担当) 労災 長



年金・一時金システムに係る労働基準監督署端末の機能追加 厚生労働省労課働長補基準佐局労
都道府補県労償働課局長労働基準H26.8.20 

に伴う研修資料の送付について
年金業務係 災保担険当業務 (年 部労災 長

金)

厚生労働省労長働補基佐準(企局画
労災保険業P働務基機準械監処督理署事端務末手の引(年金・一時金業務)の一部改 担労災管理課

都都道労府災補県労償働課局長労働基準H26.8.22 正に伴う労 機能追加における留意事項等 年金業務係 当)
について 労(年災金保担険当業)務課長補佐

平成26年10月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理 厚生労働省労課働長補基準佐局労 都道災府補県労償働局労働基準H26.8.22 年金業務係 災保険業務 (年
事務に当たっての留意事項について

金担当)
部労 課長

厚生労働省労働基補準佐局(開労 都道府県労働局労働基準
H26.8.25 訪問看護費用に係るシステムの研修教材について 開発第一係 災保険業務課長

発担当) 部畏

(労平働成基2準6年行度政対情象報分シ)スのテ一ム部に係る定型統計の確定版集計目 情報システム 厚生労働業省労課働長補基準佐局労 都道府県労働局労働基準
H26.8.26 災保険務 (運

車 変更について 運用係
用担当)

部監督課長

H26.8.29 
年金スライド率の改定に伴う労災就学等擁護費に係る機械処

年金業務保 厚災保担生労険当働業)務省課労働長基補準佐局(年労 基関係準都部道労府災補県償労働課局長労働
理事務等について

金)

労災保険行政情報管理システム(年金・一時金)の機能追加の 厚生労働省労課働長基補準佐局{年労 神奈補川労償働局労働基準部H26.9.5 年金業務係 災保険業務
ためのシステム改修に係るヒアリングの実施について

金担当)
労災 課長

H26.9.8 労災保険行政情報管理システム(ン年グ金の・一時金}の機能追加の
ためのシス子ム改修に係るヒア') 実施について

年金業務係 厚災金生保担労険当働業)務省課労働長基補佐準局(年労 富災補山労償働課局長労働基準部労

労災保険行政情報管理システム{ン年グ金の・一時金)の機能追加の 厚生労働省労課働長基補準佐局(年労
福災補岡労償働課局長労働基準部労H26.9.10 年金業務係 災保険業務

ためのシステム改修に係るヒアリ 実施について
金担当}

H26.9.16 一括振込先機関確認チヱツヴリストの送付について
短期給付第 厚災(短生保期労険給働業付務省担課労当働課)基長補準局佐労 長災補崎償労働課局長労働基準部労
一係

短期給付第 厚生労働省労課働長基補準佐局(短労
静災補岡労償働課局長労働基準部労H26.9.19 一括振込先機関確認チェッウリストの送付について 災保険業務

一係 期給付担当)

都都徴都道道収道部府府府県労働局総労務働部長
特別加入システムの一部改修及び改修に伴う事務処理上の留 発厚災保担生労働省労働基準局労 畏県労働局 働保険

H26.9.26 意事項について J 
開発第一係 険業務課長補佐(開

当) 県労働局労働基準
部長

短期給付第 厚生労険付業担働務省当課労)働基補準佐局労 大災補阪労償働局労働基準部労H26.9.29 労働基準行政情報システムから削除されたデー告について 災保 長(短
一係

期給 当)
課長

有期メリット制適用事業場におけるメリット収支率再計事に係る システム運用 厚災用保担生労働省労働基準局労
都険(労道徴働収府保主県険務労徴働課収局{部室総))務長労働部保 l H26.9.30 険業務課長補佐(運

留意事項 係 当}

労災保伴う険機業械務処機理構事処務理の事1務手事IC年金・一時金業務)の一部改 厚生保担労険当働業)省労働補基準佐局労 都道労府災補県労償働牒局長労働基準H26.10.1 年金業務係 災 務課長 (年正に 留意点について
金

部 長

労災レセプト電算処理システムのへJレプデスウにおけるメーJレl レセプト電算 厚災生保労働省労課働長補基準局労
都都道労府災補県労償働局労働基準H26.10.1 険業務 佐(短

アドレスの開設について システム係
期給付担当)

課長

「平成26年度労災年金・一時金及び介護(補償)給付業務担当 厚生保労険働業務省労働補基準佐局労
都部道労府災補県償労働課局長労働基準H26.10.9 

地区についてJの一部変更について
年金業務係 災 課長{年

金担当)



厚働厚生保生労険労徴働働収省省労集労働務働基室基準長準局補局佐労労
都道府県労働局総労務働部長

H26.10.2 
1平成26年度年度更新後の特別加入システムと労働局適用徴収 開発第一係

都道府県労働局働保険

業務支援システム聞のデ-$1連携日等について
徴収部長

災保険業務課長補佐(開 都道府県労働局労働基準
発担当) 部長

H26.10.2 
4 平労る消働成耗基26品準年(行プ度政リ執ン情行空報見トシナ込ス一額テ類調ム及査・び労にD災つG行いRス政てキ情ャ報ナ管消理耗シ品スをテ除ムくに。)係の 厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基準
伝送係 災保険業務課長補佐(運

用担当 部長

H26.10.2 
8平成27年度に向けた継続メリット制の適正な事務処理に係る留 システム運用 厚保生労険働業省労働基補準佐局(五労 都道府県労働局総務部

意事項について 係
災 務課長 (運 (労働保険徴収部)労働保
用担当) 険徴収主務課(室)長

補405中小事業主等特別加入状況報告システム化に伴う医薬 厚災生保労険働業務省労働基準局労 都(労道働府保県険労事働局 総務部

H26.10.31 
品配置販売業の取扱いについて

開発第一係 課長補佐(開
徴収部)長

発担当)
都道府県労働局労働基準
部長

H26.11.17 年金・一時金システムに係る不具合事象について
厚生労働省課労働長基補準局労 都道府県労働局労働基準

年金業務係 災保険業務 佐(年
金担当)

部労災補償課長

H26.12.3 「厚年情報照合リストjの配信等について
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基準
年金業務係 災保険業務課長補佐(年

金担当)
部労災補償課長

H26.12.4 「厚年情報照合リスト」の再配信の実施について
厚生労険働業務省課労働長補基佐準局(年労 都道府県労働局労働基準

年金業務係 災保
金担当)

部労災補償課長

H26.12.5 r)享年情報照合リストJに係る作業について
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基準
年金業務係 災保険業務課長補佐(年

金担当)
部労災補償課長

H26.12.24 
労災保険業務機械処理事務手引(年金・一時金業務)の一部改

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

正に伴う機械処理事務の留意点について
年金業務係 災保険業務課長補佐(年

金担当) 都労災補償課長

H27.1.15 労働基準行政情報システムから削除されたデ一世について
短期給付第

厚生労働省労働基準局労
宮城労働局労働基準部労

一係
災保険業務課課長補佐

災補償課長
(短期給付担当)

労働基準行政情報シス検テのム実・施労に災つ行い政て情報管理システムの端 厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

H27.1.16 末装置に係る定期点検 伝送係 災保険業務課長補佐(運
用担当)

部監督課長

H27.1.21 労働基準行政情報システムから削除されたヂー告について
短期給付第 厚災生保労険働業務省労課働課基長準補局佐労 大阪労働局労働基準部労
一係

(短期給付担当)
災補償課長

H27.1.23 
労働基準行政情状報況システム・労災行政情報管理シス子ムの端

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

宋量産置の利用 謂査について
伝送係 災保険業務課長補佐(運

用担当)
部長

H27.1.27 
「継続メリット制算定基礎報告書削除・論理チヱツウリスト』につ システム運用

厚生労働省労働基準局労 都(労道働府保県険労徴働収局部総)務労部働保

いて 係
災保険業務課運用班シス

険リッ徴ト収制主担務当課者(室)継続メテム運用係

H27.1.30 「厚年情報照合リストJの追加資料の配付について
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労働基準
年金業務係 災保険業務課長補佐(年

金担当)
部労災補償課長

「継続メリット制算定基礎報告書削除・論理チエツヴリストJ(本省 システム運用
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局総務部

H27.2.3 険リ(労ッ徴働ト収制保主担険務当徴課者収(部室))労働保入力)について 係
災保険業務課運用班シス

継続メ
テム運用係

H27.2.6 労働基準行政情報システムから削除されたデー告について
短期給付第

厚生労働省労働基準局労
大阪労働局労働基準部労

一係
災保険業務課課長補佐

災補償課長
(短期給付担当)

システム運用 厚生労険働業省労働基準班局シス労 都(労道働府保県険労徴働収局都総)務部
H27.2.17 平成27年度継続メリット制に係る帳票の配信予定日のお知らせ 災保 務課運用

労働保
係 テム運用係 険リッ徴ト収申l主担務当課者(室)継続メ



H27.2.20 

H27.2.27 

H27.3.5 

H27.3.5 

H27.3.9 

H27.3.19 

H27.3.20 

H27.3.20 

H27.3.20 

H27.3.20 

H27.3.24 

H27.3.25 

H27.3.27 

簿の送付について

-労災行政情報管理システムの端
(Thinウライアント)の配置に係る留意事項について

に係るユーザ情報の報告等について

末現在)について

テムに関する資料の送付について

lナるへんブデスウの活用につ

-論理チェックリストJ(補E

l労災保険業務機械処理事務手事I(年金・一時金業務J
H27.3.30 I正に伴う機械処理事務の留意点について

H27.3.31 



平成2る7機年械度処に理お事け務るに各当支た払っ期てのの年留金意給事付項等に及つびい一て時金給付
厚生労働省労働基準佐局労

都道府補県労償働謀局長労働基準 IH27.3.31 年金業務係 災保険業務課長補 (年
に係

金担当)
部労災

年金・一時金、介護給付機械処理FAQの労働基準行政システ 厚生労険働業務省労働基準局労
都部道労府県労働局労働基準H27.3.31 年企業務係 災保 課長補佐(年

ムへの掲載について
金担当)

災補償課長 l 

に、


