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文書番号   件名   起‡奏者  ・起案月 日  発信◆者  受信者   億 
施行月日   起案部署 駄裁月 日   

第0401001号‥  労働福祉事業団黄務方漁啓に基づき貸し付けた貸付金の 取扱について  冨田裕介   
3月30日  労災萄償部長  独立行政準人労働者 健康福祉韓拷理事長  

4月1日   労働基準局労災補償部 労災管理課  3月31日   

第0414001号  労災診療共済事業運営委員会委員の推 薦について・  荻野明秀   
4月5日  労災婿償部長  財団法人労災保険情 報センター理事長  

4月14日   労働基準局労災禰  償部 補償課   4月14日   

奉0415叫号  労災保険料率の設定に関する検討会開催要綱及び参集者 への参加依頼について   
4月13日  労災補償部長  各参集者 

4月15日   労働基準局労災補償部労災管理課   4月15日   

第0415002号－・  労災保険料率の設定に関する検討会開催要綱及び参集者 への参加依頼について  須藤祥   4月13日  労災補償部長  各参集考の所属 長  

4月▲15日   労働基準局労災補償部 労災管理課  4月15日   

村井秀吉   第0416001号．  年金たる保険給付の受給権者の定期報告に係る事務の外 部費託（試行）について  
篭．   

4月16日   労働基準局労災補償部 労災保険業務室  4月16日   
4月14日  労災補償部長  労働局労働基準  部長   

第04串7001号  凱回労災保険料率の設定に関する鱒討会の開催についてト須藤祥 

4月27日   
4月15日  労災補償部長  各参集者  

労働基準局労災補償部 労災管理課  4月27甲   

第0430001号  「労災保険制虔の在り方に関する研究会j参黄の承認依頼 

4月27－日  労災補償部長  京都大学大学院 法学研究科長   

4月30日   労働基準局労災補償部 労災管理課  皐月28日   他  

第04叩002号  r労災保険制度の在り方に関する研究会」への参加依頼に ついて   慶川童介   
4月27日  労災補償部長  参集者  

4月30日   労働基準局労災補償部労災管理課  4月28日  
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文書拳骨 件名   

施行月月   起案部署  一起案者  起■葉月 日  発．信者◆   受信者   備考  

第0520001号．  第2回労災保険料率の設定に関する検討会申開催につい て  ▼r・岡村圭介   
5月20日   

5月17日  労災補償部長．  各参集者  
労働基準局労災補償部労災管理課  5月20日   

第0520002号  第7回労災保険制虔の在り方に関する研究会の開催につい て   
筏津輝詳   

5月20日   

5月■11日  労災稀償部長  参集者  

労働基準局労災補償部、労災管理課  5月17日  

㌣’司悠・－   



基労発発議文書台帳  

文書 件名   起案者  起案月 日  発信者．  受信者   備考   
施行月日   起案部署  決裁月 日   

第06甲甲1号  第8国労災保険制度の在り方に関する研究会の開催につい て  筏津輝洋   

5月31日  労災稀償部長  参集者 
6月3日   労働基準局労災補償部労災管理課  6月3日   

第060由02号  第3国労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て   岡村圭介   
6月1日  労災補償部長  各参集者  

6月3日   労働基準局労災補償部労災管理課  6月3日   

第0621001骨  

6月21日  

第062 

6月21日  1．‥ンh一ぶIt回  

第0甲2001号  第4回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て   
岡村圭介   

6月14日  労災補償部長  各参集者  
6月22日   労働基準局労災補償部 労災管理課  6月22日   

第p623001号  算9回労災保険制虔の在り方に関する研究会の開催にっい て．  筏浄海洋   

6月10日  労災補償部長・  参集者  

6月23日   労働基準局労災補償部 労災管理課  6月23日   

第0630001号  欝5回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て   
岡村童介   

6月29日  労災補償部長  各参集者  

6月30日   労働基準局労災補償部 労災管理課  6月30日  



基労発発議文書台帳  

文妻番号   件名 ’起奏者  起案月 日   
発 信者  受信者   備考   

施行月 日 t  起案部署  決裁月 日   

儲080．3001号  第26回労働福祉事業に関する懇談会の 開催について   
7月26日  労災婦償部長  各委員  

8月3日   労働基準局労災補償部 労災管理課  8月3日   

第0805001号  昇8回労災保険料率の設定に関する検討会の開催について  岡村圭介   

8月5日   
8月3日  労災補償部長  各参集者 

労働基準局労災補償部労災管理課  8月5日   

第0818001号  纂法上疾病に係る国内外の研究動向等に関する意見書の 提出依願について   竹下洋介   

8月18日   労働基準局労災補償部補償課  8月1も日  
8月1日  労災補償部長  埼玉医科大学敬  授  



基労発発議文書台帳  

文書番号   件名   

施行月 日   起案部署  起案者  起案月日  発信■者  受信者   
僚考  

第0916001号，  幕7回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て  南村圭介   
9月16日   

9月9日  労災掃償部長  各参集者 

労働基準局労災補償部労災管理課  9月16日  



基労発発議文書台帳  

文盲番号   件名   起奏者．  起案．月 日  発信者  受信者   
施行月 日   起案部署  

備考  
決裁月 日   

第1006001号  第8回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て  岡村葦介   

10月6日   
9月29日  労災補償部長  各参集者  

労働基準局労災補償部労災管理課   10月6日   

第1025qOl号  第9回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につい て・   南村圭介   

10月25日   

10月18日  労災槍償部長  各参集者  
労働基準局労災補償部労災管理課   10月25日  



基労発発議文書台帳  

文書番号   件各 起案者  起案月 日  発’信者  ，・受信者 備考   
施行月 日   起案部署  決裁・月 日   

第1109001号  第10回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につ いて  岡村圭介   

11月9日 
11月2日  労災繍償部長  ■各参集者 

’労働基準局労災補償部労災管理課   11月∴9日  



基労発発議文書台帳  

文書番号   件名   
起案者  起案月 日  発信者  受信者   備考   

箪行月 日   起案部署  汲裁月 日 

第1202001号  第11回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につ いて  岡村圭介   

12月2日   
il月30日  労災補償部長二  各参集者  

労働基準局労災補償部労災管理課   12月2日  



基労発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   備‡考   
施行月 日   起案部署  決裁月 日   

第0106001号．  寮12回労災保険料率の設定に関する検討会の開催につ いて   
岡村圭介   12月21日  労災繍償面長  各参集者  

1月6・日   労働基準局労災補償部労災管理琴  1月6日  



基労発発議文書台帳  

文書番号   件名   起案者  起案月 日  発信者  受信者   
備考   

施行月 日 起案部署：■、  決裁月日   

第0207001号  労災診療共済草葉運営委員会委員の推薦依頼に対する回 答について   澤出智信   

2月7日   労働基準局労災補  償部補鱒課   2月7日   
2月1日  労災補償部長  財団法人労災保険信 報センター理事長  

第0221001∵号  第27回労働福祉事業に関する懇談会の つ   

開催にいて   
筏陸海洋   

2月15日  労災補償癖長  各委員 

2舟21日   労働基準局労災補償部 労災管理課  2月⊇1日  

労災補償業務の運営に当たって留意すべ  
第0228001号   関谷要一  

労災構償部長  都道府県労働局  長  
2月28日  労働基準局労災補   償部補償課   2月28日  




