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基労補発発議文書台帳

文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0401001号 筏525tZ1ffぷ広ごとだア欄間後肢判融支給制度の改正|高橋和磨 4月 1日厚局生労労災働補省償労部働補基償縮課 財団11人ター労専災務保理険b事y 

4月 1日 労働基準局労災補償部補償課 4月 1日 長 報セン
刃

第0401002号 社会理崎促進等事車に拍車I7Z27糊及び義肢等鵬具支給制度の改正|高橋和磨 4月 1日厚局生労労災働補省償労部働補基償準課に係る周知川ロープレフトの 財団祉松協人会労専災務年理金事協
4月 1日 労働基準局労災補償部補償課 4月 1日 長

第0415001号
全国労災診断費等担当者会議の受講に

高橋和磨 4月 9日厚局生労労災働補省償長労部銚納基償準課ついて(回答) 財報団セ法ンタ人ー労専災務保理険事情

4月15日 労働基準局労災補償部補償課 4月15日

全国労災診断費等担当者会議の受講に 高
第0415002号 ついて(回答) 橋和磨 4月 9日厚生労働儲長思器開告問士Zお労災年金福局労災補 祉専務理事

4月15日 労働基準局労災補償部補償課 4月15日
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決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0530001号 社会僻促進等事業における義肢等補装具支給制度に幌 高橋和磨 5月23日 厚生労働償省部労働緒墨準るパンブレ、y卜等の配布について
局労災補 償課 財報団セ法ンタ人ー労専災務保型険事情

5月30日 労働基準局労災補償部補償課 5月26日 長

第0530002号 社会誼帰保進等事業における義肢等補装具支給制度に部 高橋和磨 5月23日厚生労労災働補省労部働術基準るパンフレット等の配布について 財団法人労専災務理年金偏局 償償提
位協会 事

5月30日 労働基準局労災補償部補償課 5月26日 長
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受 信 者 備考

施行月日 起案部署
日

第0625001号 い「労て災診療費算定マーユアノレjの送付につ 高橋和磨 5月30日厚生労災被働省労部働補償基畑 都道府県労働局
局労償 課

労働基準部長

6月25日 労働基準局労災補償部補償課 6月 4日
長

第0630001号 エックス線写真等の個人情報を含む匡学的資料の送付に閣 大井幸治 6月20日 厚生労働省償労部働補基準 都道府県労働局する留意事項について
局労災補 償課

労働基準部長6月30日 労働基準局労災補償部補償課 6月30日 長
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0717001号
業務上疾病の労災補償状況調査につい

東川伸一 6月30日厚局生労労災働補償省部労働補足償踏課て 都道府県労働局

7月17日 労働基準局労災補償部補償課 7月17日
長 労働基準部長

第0729001号 52保険あん塵マツサ ジ指圧師、問 7月28日厚生労働者労働補基準
会眠4トt会臨"'長時ジ胆入祉因金坊目位師岡置立本会入訟胡糊金固入迎定院マ合h本伯ァA会省サ職aZ刷-Z マ舗3 v 算定基準の一部改定について

局労災補償部償課

7月29日 労働基準局労災補償部補償課 7月28日 長

第0729002号 522院あん摩マッサジ指圧師、はり臨時ゅう師施術 高橋和磨 7月28日 厚生労働省労働韮準定基準の一部改定について 都道府県労働局
局労災補償部補償課

労働基準部長
7月29日 労働基準局労災補償部補償課 7月28日 長

第0729003号 労災保院あん摩マッサジ指圧師、はり師及びきゅう師醐 高橋和磨 7月28日厚生労災働補省労働基準料金算定基準の部改定について
局労 前部補償課

財団法人労災保険情

7月29日 労働基準局労災補償部補償課 7月28日 長
報センター専務理事
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発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0827001号 労提保険柔道整檀師施術料金算定基準の 部改定に伴う 高橋和磨 8月21日厚生労働省労働基準実施上の留意事項について
都労道働府基県準労部働長局局労災補償部補償課

8月27日 労働基準局労災補償部補償課 8月25日 長

第0827002号 ヂ保険柔道整寵師跡地算定基準の部改定につい 高橋和磨 8月21日厚局生労労災働補省償労部働補基償課準 社団法人日本柔

8月27日 労働基準局労災補償部補償課 8月25日 長 道整復師会会長

第0827003号 ヂ保険柔道整揖師施術料金草定基準の一部改定に勺い 高橋和磨 日月 21日厚生労働省労部働補基準 都道府県労働局
局労災補償 償課

労働基準部長8月27日 労働基準局労災補償部補償課 8月25日 長

第0827004号 手提保障柔道整軍師施術料金算定基準の部改定につい 高橋和磨 8月21日厚局生労労災働補償省労部働補基償課準 財団法人労災保険情

8月27日 労働基準局労災補償部補償課 8月25日 長
報センター専務理事

第0827005号

8月27日

第0827006号

8月27日
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0903001号 長期療聾者の適E結付に係る療養睦過の置表作成等の 伊東規雄 8月26日厚生労働省労働丞準位輯について 都道府県労働局

9月 3日 労働基準局労災補償部補償課 9月 3日
局労災繍償長部楠償採

労働基準部長
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文書番号 件名 起案者起苦月

決裁月 発信者受信者 備考
施行月日 起案部署 日

第1030001号 ?のうち通院を取り担うに当たって留意すべき輔につい 高橋和磨 10月22日厚生労働省労働基準都道府県労働局
局労災補償部繍慣奴

10月30日 労働基準局労災補償部補償課 10月27日 長 労働基準部長

第1031001号 事官取担いについてJの蜘正に伴う周知について 高橋和磨 10月31日厚生労働省労働第準社団法人日本医
局労災補償節補償課

10月31日 労働基準局労災補償部補償課 10月31日 長 師会常任理事
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件名 起案月 :与

文書番号 起案者
日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第1208001号 労災保険指定医療機関の申請に係る積極 高橋和磨 12月3日厚生労災働禍省労郎働楠基想 都道府県労働局的勧奨について 局労 前 償課
労働基準部長

12月 8日 労働基準局労災補償部補償課 12月8日
長

第1215001号 ヂ補償刷l擾謹金の支払状況に陶酔の廃止につい 小林勇気
12月12日時生労災働補省償長労働術基準 都労道働府基県準労部働長局局労 部 償 課

12月15日 労働基準局労災補償部補償課 12月15日
」一ー
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備 考

施行月日 起案部署
日

第0206001号 『労綿密費審査体制等充実強化対騨熱こ闘士百害評伊東規雄 l月29日厚局生労災労働怖省労働基準価書員会Jの委員への就任依頼について 償部補償課 外部委員候補
2月 6日 労働基準局労災補償部補償課 2月 6日 長

第0206002号 評価委員会委員の委嘱について伊東規雄 l月29日原生労働納償省労働基輩 外部委員候補の

労働基準局労災補償部補償課
局労災 部補償探 所属長2月 6日 2月 6日 長

第0216001号 522ま審査体制等充実畑出捧事業に間企画書評 伊東規雄 2月12日 厚生労災働補省労働基単開催について
外部委員局労 償部補償課

2月16日 労働基準局労災補償部補償課 2月16日 長

第0220001号 「石綿関連疾畠器断技術研信事業に慌る企酉書評価委員 大'井幸治 2月18日厚局生労労災働補省償部労働締基償訳準会」の委員への就怪依頼について 外部委員候補宛
2月20日 労働基準局労災補償部補償課 2月20日 長

第0220002号 f石綿関連喪息任診の承断認控位楠頼研に修つ事い業てに罷る企画書評価委員 大井幸治 2月18日厚生労災働補省償部労働舗認申金Jの委員就 局労 償課 外部委員候補の

2月20日 労働基準局労災補償部補償課 2月20日 長 所属長宛

第0220003号
労災診療費に係る重点審査につい

高橋和磨 2月 5日
て

厚生労働省労部働補基準 都道府県労働局局労災締償 償課 労働基準部長
長

2月20日 労働基準局労災補償部補償課 2月 9日

第0225001号 企画書等評価結果通知書 伊東規雄 2月23日厚生労働省労部働補益準 財団法人労災保

労働基準局労災補償部補償課
局労災補償 償課

険情報センター2月25日 2月25日 長
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0304001号 脳断曲のた菅め拡の思調及査u'様司E式血の性改心正耳元に血つ等いI負て臨に起国するものを降、し】の誌務起因性的判 倉重潤一郎 l月29日 厚生労災働補償11労働繍集準
都基道準L部府県労労災働禍局償課労働長

労働基準局労災補償部補償課
局労 部償訳

3月 4日 2月18日 長

第0305001号 「石綿関連喪患器断技術研修事業に保る企画書評個委員 大井幸治 3月 2日厚生労労災働補省労働基準会Jの開催について
局 償部柿償課 参集者

3月 5日 労働基準局労災補償部補償課 3月 4日 長

第0309001号 「医療関係質疑応答集jの送付について 高橋和磨 3月 2日 厚生労災働補省償労部働繍基準 都道府県労働局

労働基準局労災補償部補償課
局労 憤訳

労働基準部長3月 9日 3月 6日 長

第0310001号 特別加入者に保る給付基礎日額変更期聞の改正に係る日 渡辺聡 2月10臼厚生労災働檎省償長労部働納基事フレットの配布について
局労 償課

都道府県労働局

3月10日 労働基準局労災補償部補償課 2月13日
総務部長

第0319001号 「特別加入制度のしおりjの送付について 渡辺聡 l月19日 厚局生労労災働補省償労部働補基償準 部?!1;長道(府労県働長労保}働険局徴総収務部

3月19日 労働基準局労災補償部補償課 1月22日 課長

第0319002号
「第三者行為災害のしおり」の送付につい

渡辺聡 1月19日て 厚生労災働補省償労部働繍基楢 都道府県労働局
局芳 償課

労働基準部長

3月19日 労働基準局労災補償部補償課 1月22日
長

第0319003号
農業者に係る特別加入制度の周知につい

渡辺聡 3月18日
て 厚生労民働楠省労働基準 農林水産省支生産局農

局労 償長部補償課 業生産援課長

3月19日 労働基準局労災補償部補償課 3月19日

第0323001号 「労災時報(平成20年)Jの送付について 西脇巧 l月29日厚局生労労災働補省償労部働揃償経探準 都道府県労働局

3月23日 労働基準局労災補償部補償課 1月30日 長 労働基準部長

第0323002号
特別加入者に係る給付基礎日額変更期

渡辺聡 3月12日
聞の改正について 厚局生労労災働舗省償労部働補築償市諌 都道府県労働局

3月23日 労働基準局労災補償部補償課 3月18日
長 長

第0327001号
労災診療費に係る点検業務につい

高橋和磨 3月25日厚局生労労災働補省償労部働柿償基課準て 財報団セ法ン人ター労専災務保理険事情

労働基準局労災補償部補償課
長

3月27日 3月26日
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文書番号 件名 起案者
起案月

日

決裁月
発信者 受信者 備考

施行月日 起案部署
日

第0331001号 義副肢等補装具支給要綱の改正等に伴う運用上旬留意事項
高橋和磨 3月26日厚当労災働補省労部働締;基準について 都道府県労働局

局労 償 憤探
労働基準部長3月31日 労働基準局労災補償部補償課 3月31日 長

第0331002号 I 
3月31日

第0331003号 器開檎慣具の支給方法等の変更に係る周知用リフレツト高橋和磨 3月26日厚生労働補省償部労働補基準の配布について 社団法人日本義
同労災 慣諌

肢協会常務理事3月31日 労働基準局労災補償部補償課 3月31日 長

第0331004号 義肢等補償具の支給方法等の変更に悟る周知用リフレツト高橋和磨 3月26日厚局生労労災働補省償労部働補基償認借の配布について
財団祉法協人会労専災務年理金事福

3月31日 労働基準局労災補償部補償課 3月31日 長

第0331005号 耕輔臨時給方悼の変更に問周知用リフレツト高橋和磨 3月30日厚局生労労災働補省償労部働繍償基採準の配布について
財団法人ター労専災務保理険事情

3月31日 労働基準局労災補償部補償課 3月31日 長
報セン
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