
基発 o3 3 0第 3号.

平成22年3月 30日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム、

年金・一時金システム)の一部改正について

短期給付一元管理システム及び年金・一時金システムに係る機械処理につい

ては、「労災保険業務機械処理事務手号I(短期給付一元管理システム)J (平成 13

年 3月 30日付け基発 218号)及び「労災保険業務機械処理事務手引(年金・一一

時金システム)J (平成 13年 3月 30日付け基発第 219号)(以下「機械処理手引J

という。)により取り扱ってきたところであるが、 f雇用保険法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令J(平成 21

年厚生労働省令第 168号)が施行されたことに伴い、労働者を使用しないで行

うことを常態とする者としで特別加入の対象となる事業の種類に、船員法第 1

条に規定する船員が行う事業が追加されたことから、今般、機械処理手引を下

記のとおり一部改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきを期され

たい。

記

1 改正内容

特別加入者コードに、船員に係る r2 9 Jを追加したこと。

2 適周年月日

平成22年4月 1日



労災保険業務機械処理事務手引

(短期給付一元管理システム)

新旧対照表



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付元管理シス子ム)新旧対照表

改

E 療養の給付請求書及び短期給付共通関係

E 療養の給付請求書

(5) 記入要領

正 後

特別加入者に該当する場合、次のコードを記入する.

(路)

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ 21 

林業 ・ー・・・・…・・・・・・・ H ・H ・....・ H ・.... 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・ ・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者一一.....一一一一一...... 28 

緋ミ昌 ................................... <29 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

漁業・一一…一一一一一一一一-一一一一一 42

農業〔指定農業機械作業従事者)・.......... 43 

家肉労働者

イ (則46条白問、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ {則46条の18、3号の口) ・・・・・・・ ・・・・ ・45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・ ・・・・ ・48 

へ (則46ぽ暑の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

61 

-47-

J 

(略)

現 行

特別加入者に該当する場合、

中小事業主等・一一一-・・ H ・.......一一一.11

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・・・・・ ................ ・・・・ ・・・・ ・22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・・・・ E ・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... ........... 41 

漁業・・・・ー・・・........................ 42 

農業(指定農業機械作業従事者} ・・・・・圃・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (貝IJ46条の18、3号のロ) ・・・・・・・・ ・・ ・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ {則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の問、3号のホ) ・・・・・・・・・・・ 48 

へ (HIJ46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・圃・・・圃・・ 51 

海外派遣 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 61 

-47-



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム)新旧対照表

改

E 療養の給付請求書及び短期給付共通関係

3 基本情報修正票

(5) 記入要領

正 後

取消する場合は、次回コードを記入する。

中小事業主等 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ 24 

再生責寝取扱 ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

a合目 ....................... ・・・・・ ・・ ・・ クq

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 
漁業・・・・・............................ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家肉労働者

イ {国146条の也、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ {則46条の18、3号田口) ・・・・・・・・・・・ ・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18‘3号のエ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

-71-

現 行

る場合は‘次回コードを記入する。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・・・・・・・・ ......................... 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 23 
職適訓練............................... 24 

再生資瀬取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者......................... 28 

運輸・・................. .... ....... .... 41 

漁業 …・…・ H ・H ・-…・・…………… 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・ ・・ ・・・・・・・ 44 

口 {則46条の18、3号田口) ・・・・・・・・ E ・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号由二) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ー71-



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム)新旧対照表

V 療養(補償)給付たる療養の費用関係

1療養の費用請求書(検査に要した費用等請求書(非指定医療機関用)を宮む)

だい既に元管理台帳に畳記されている場合は、記入する必要

がない。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・ ・・・・ 11 

建設 ・・・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ 21 
林業 ・・・・・・............................ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 
職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宅・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・困・・・ ・・・・・・・・・・・・・ 25 
事業主団体等委託訓練・・・・・..........，... 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・一一・ 困・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

船邑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

運輸 ・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・ 41 
漁業 ・・・・・............................. 42 

農業(指定農業機械作業従事者}・..........、 43

家内労働者

イ 伺IJ46条の18、3号のイ) ・・・・ ・・・・・・・・・ 44 

口 {則46条の18、3号のロ〉 ・・・・・・・・・ ・・・・ 45 

ハ (H'J46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・ ・・・ 46 

ニ (則46喚の問、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46凍の18、3号のホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業{特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

61 

だし、既に一元菅理台帳に登記されている場合は、記入する必要

がない。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・ ............... 22 

医薬品販売 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 23 
職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 24 
再生資頭取扱・・・・・・..................... 25 

事業主団体等委託訓練・・・................ 26 

労組役員作業従事者・・・・・................ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 28 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

漁業 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........... 42 

農業〔指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 
家内労働者

イ (則46条の18‘3号のイ) ・・・ ・・・・・・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、3号の口) ・・・・・・・・ ・・・・・ 45 

ハ {則46条の18‘3号のハ〉 ・・・・・・・・・ ・・ 46 

ニ (則46条の問、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・ . 47 

ホ (員IJ46条の18、3号のホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・ ... ....... ... ... ... 61 



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム)新旧対照表

改 E 後

V 療養(補償)給付たる療養の費用関係

1 療養の費用詰求書(検査に要した費用等請求書(非指定医療機関用)を吉む)

(5) 

国

だし、既に一元管理台帳に登記されている場合は、記入する必要

がない。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・・・ ・・ ...............・・・・・・・・・・・・ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一 24 

再生資源取扱 ・・ u ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 
労組役員作業従事者・・・..，............... 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 28 
僻ミ昌 ................................... 29 

運輸 ・・・・・・ .................. ・・・圃・・・・・ 41 

漁業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・ 43

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、3号のロ) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18.3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条回目、3号のホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ(則46凍の18、3号のへ) ・・........... 49 

農業{特定農作業従事者〕 ・・・・・・ ・・・・・・・・ 51 

321-

現
，-
11" 

次のコード在記入

だし、既に 元管理台帳に登記されている場合は、記入する必要

がない。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 
林業 ・・・・・・・・・・・ ....................... 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・..................... 23 

職遺訓練 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・ ・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 
事業主団体等委託訓練・.................. 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー 28 
運輸 ・・・・・・・・・・・・・・ . ......... .......... 41 

漁業 ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ .....'......... 42 

農業(指定農業機械作業従事者)・........... 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

口 {則46条の18.3号のロ) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18‘3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ {則46条の18.3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ〔則46条の問、3号のホ) ・・........... 48 

へ(則46条の18、3号のへ) ・・........... 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

321-



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム)新旧対照表

V 療養〔補償)給付たる療養の費用関係

1 療養の費用請求書(検査に要した費用等請求書(非指定医療機関用)を吉む)

*141審査コード

だい既に一元管理台帳に登記されている場合は、記入する必要

がない。

(略)

中小事業主等 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・11 

建設 ・・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

林業一一一一...........一一一………・ 22

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ 28 

臨3昌 ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・ ...... .............. 41 

漁業一一一一...・ H ・........一一一一一.. 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家向労働者

イ (則46条由問、3号のイ) ・・・・・・ー・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、3号のロ) ・・・・ ・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ} ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のエ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のオ0 ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 51 

61 

-324-

※141審査コード

だし、既に一元管理台帳に登記されている場合は、記入する必要

がない。

(略)

中小事業主等・・・・....................... 1 1 

建設 ・・・・・..........・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 21 

林業・一一一........一一一一一……一.. 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・..................... 23 

職適訓練............................... 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 
労組役員作業従事者・・................... 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 28 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

漁業一一一一一............…一一一… 42

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、3号の口) ・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (H'J46条の18、3号のハ) ・・・・・・・司・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のユ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (貝IJ46条の問、3号のホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・ ・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

-324-
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百休業(補償)給付関係

1休業請求書

(5) 記入要領

る.
中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 21 

林業一一.....・ H ・........・一一一-・・・ 22

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ 28 

船昌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・ ・?。

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

漁業・・・・・パ・・・・一一一一一-一一-一一....42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の問、 3号のイ) ・・・・・・・・・・ 44 

口 (則46喋の18、3号の口) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

エ (則46条の問、3号のニ) ・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・・・・・ ・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

61 

-398-

る。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 
林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................. 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

職適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・司・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 28 

運輸 ・・ ・・・・・・・・・・....・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 41 

漁業 ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家向労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (R'146条の問、 3号の口) ・・・・ー・・・・・・・ 45 

ハ [則46条の18、3号のハ) ・・司・・・・・・・・・・ 46 

ヱ (則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・ー・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・ ・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業〔特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・ー・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

-398-
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改

四給付別修正票(署用)

1 給付別修正票(署用)

正 後

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・............... 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・................ 21 

林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ー................. 22 

医薬品販売 ・・ ・・司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 23 

職適訓練 ・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱一-一一一…・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・............. 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 
僻ミ邑 ................................... クq

運輸・・・・・・・......................... 41 

漁業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・ 43 

家向労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ 〈則46条町市、3号由ロ〉 ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のエ) ・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・・・ ・・ ・48 

へ (則46条の18、3号白内) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 
海外派遣・・・・...... ............... ..... 61 

取消 ・・・・・・

r*Jを付した項目は、諸市主書デ-Ijエラー保留の場合は、給付別修正票(署用)で修正する

が、正常に処理された場合は、基本情報修正票で修正する。
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現 行

中小事業主等 ・・・・・・・一............. . ..... 11 

建設 ........................・・・・・・・・・・・ 21 

林業 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ............... 22 

医薬品販売 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 23 

職適訓練 ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・…日圃・・・・・・・・・・・・・・・・・“ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者・・・・・・・・・・・司・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・ 28 
運輸 ・・・・・・・.......................・・ 41 

漁業 …・・…....・ H ・......・ H ・-……・ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・ ・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、3号のロ) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ t則46条田市、3号由ハ)一一一一一一. 46 

ニ (則46条町18、3号のニ) ・・・・・・・・・・ ・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・・・・・・・圃 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・ー・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

取消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・圃・・・・・・・・・・・・・・ 99 

『キ」を付した項目l立、請求書デ-Ijエラー保留の場合は、給付別修正票(署用)で修正する

が、E常に処理された場合I立、基本情報修正票で修正する。

-519-
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租給付別修正票(署用)

1 給付別修正票(署用)

(5) 休業請求デ-~誌の修正 、

ドを記入する。
中小事業主等 ・・・・・・・・....... .......... .. 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・ ・・ ・・ 21 

林業一...............一一一一..一. 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 
職適訓練 ・・・・・・・....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

再生資菰取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 28 

僻与昌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ァq

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

漁業 ・司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

農業t指定農業機掃作業従事者〉 ・・・・・・・・・・ 43

家向労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (slj46条の18、3号の口) ・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (slj46条の18、3号のJ吋 ・・・・・・・・・・・ 46 

ヱ 〔則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・・ 47 

ホ {則46条の18、3号由ホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (s1146条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

ドを記入する。

中小事業主等 ・・・・司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設ー………… H …・ H ・H ・..……・ 21

林業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ ・・.......... 22 
医薬品販売 ・・・・・・・・・・・.............. .... 23 

職適訓練 ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 24 

再生資源取扱・.......................... 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者・一-……・……・・・・・ 27

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・ 28 

運輸 ・・・・・・・..............一一......... 41 

漁業・・・・……...・ H ・.....・ H ・-……・・ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・ 43

家向労働者

イ (則46条の問、3号由イ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (貝Ij46条の問、3号のロ) ・・・・・・・・・・・ ・45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条回目、3号のヱ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3暑のホ) ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・ー・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・ ・・ ・........・・・・・・・・ 61 

取消 ・・・・・・・・・・・・・・ .................... 99 

226 日雇コ一向

227 平均賃金本

228 特買給与の額キ

崎
一
冊
一
時

226 日雇コ一向

227 平均賃金事

228 特別給与の額ヰ

冊
一
冊
一
冊

r'Jを付した項目は、請求書デ 告エラー保留の場合は、給付別修正票(署用)で修正する

が、正常に処理された場合は、基本情報修正票で修正する。

r'Jを付した項目は、請求書デ一世エラー保留の場合Iま、給付別修正票(署用)で修正する

が、正常に処理された場合は、基本情報修正票で修正する。
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XI 情報検索

2短期給付情報検索

書の肉容を出力する。

11 ・・・・b・・・・・・・・・中小事業主等

21 .....・・・・・・ ・・建設

22 ••••••••••• ・・林業

23 ・・・・・・・・・・・・・・医薬品販売

24 ・..ー・・・・・・・・・職適訓練

25 ・・・ H ・・・・・・・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・・・・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・・・・・労組役員作業従事者

28 ・....・・・・・・・・・介護作業従事者

9Q • ...・・・・・・・・・・僻ミ昌

41 ..・・・・・・・・・・・・運輸
42 ・........・・・・漁業

43 ・・・・・・・・圃・・・農業(指定農業機械作業従事者)

44・............・家肉労働者イ(国.¥4出量白河、3号由イ〉

45 ・............. ロ(則46条の18、3号の口1

46 ・............. ハ(則46条回目、3号のハ)

47 ・・・・.........・ ニ(則46条の問、3号のニ)

48 ・............. ホ(H1¥46条の18、3号叩ホ〕

49 ・............ へ(則46条の18、3号のへ}

51 ........・・・・農業(特定農作業従事者)

61 

書の内容を出力する。

11 ・・・・・・・・・・・・一中小事業主等

21 ・・・・・・・・・・・ ・・建設

22 ・・・・・・・・・・・・一林業

23 ・・・・・・・・・・・・・・医薬品販売

24 ・・・・・・・ー・・・・・職適訓練

25 ・・・・・・ー・・・・・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・ー・・労組役員作業従事者

28 ・・・・・・・・・・ー・・介護作業従事者

41 ・・・・・・・・・・・・・・運輸

42 ・・・・・・ ・・・・・・・漁業

43 ・・・・・・・・・・・・・・農業(指定農業機械作業従事者}

44 司・・・・・・・・・・・・・家向労働者イ(則46条の問、3号のイ)

45・・・・・・・・・・・・・・ ロ{則46条町四、3号のロ}

46 ・・・・・・・・・圃ー ハ{則46条の問、3号のハ)

47 ・・・・・・・・・・・・・ =(則46条の18、3号のニ}

48 ・・・・・・・・・・・・・・ ホ[貝1¥46条回目、3号のホ)

49 ・・・・・・・・・・・・・・ へ(則46条の問、3号のへ)

51 ・・・・・・・・・・・・・・農業(特定農作業従事者)

61 ・・・・・・・・・・・・・海外派遣
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XI 情報検索

E 短期給付情報検索

{略}

改 正 後

11 ・・・ ・・・・・・・・・・中小事業主等

21 ・・・・・・・・・・・ ・・建設

22 ・・・・・・・・・・・ ・・林業

23 ・・・・・・・・・・・・・・医薬品販売

24 ・・・ ・・・・・・・・・・職適訓練

25 ・・・ ・・・ E ・・・・・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・・・・・労組役員作業誕事者

28 ・・・ ・・・・・・・・・・介護作業従事者

?9 ・・・ ・・・・・・・・・・僻3昌

41 ・・・・・・・・・・・・・・運輸

42. .....・・・・・・・・・漁業

43 ・・・・・・・・・・・・・・農業(指定農業機線作業従事者)

44 ・・・・・H ・H 一日家向労働者イ{則柑条由叩、3号白イ)

45 ・・・・・・・・・・・・・ ロ(則46条の18、3号の口)

46 ・・・・・・・・・ー・・ ハ{則46条の18、3号のハJ
47 ・・・・・・・・・・・・・・ 二(則46条の18、3号由ニ)

48 ・・・・・・・・・・・・・・ ホ(則46条の18.3号由ホ)

49 ・・・・・・・・・・・・ へ{則46条の18、3号のへ)

51 ・・・・・・・・・・・・農業(特定農作業従事者?

61 ・・・・・・・・・・・・・・海外派遣

740 

(略)

現 行

11 ・・・・・・・・・ ・・ ・中小事業主等

21 ・・・・・・・・ ・・ ・建設

22 ・・・・・・ ・・ ・・ ・林業

23 ・・・・・・・・・・・・ -医薬品販売

24 ・・・・・・・・・・・・・・職適訓練

25 ・・・・・・・・・・・・・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・・・・・労組役員作業従事者

28 ・・・・・・・・ H ・・・・介護作業従事者

41 ・・・・・・・・ ....運輸

42 ・・・・ ・・・・・・・ -漁業

43 ・・・・・・・・・・・・・農業(指定農業機械作業従事者)

44 ・・・・・・・・・・・・・・家肉労働者イ<HIJ46条の問、3号のイ)

45 ・・・・・・・・・・・・・・ ロ{則46条町市、3号由ロ〉

46 ・・・・・・・・・・・-・ ハ(則46条の18、3号のハ)

47 ・・・・・・・・・・・ ニ(則46条の18、3号田ニ)

48 ・・・・・・・・・・・・・・ ホ(則46条の18、3号由ホ)

49 ・・・・・・・・・・・・・・ へ(貝IJ46条の18、3号のへ)

51 ・・・・ E ・・・・・・・・・農業(特定農作業従事者)

61 ・...・・・・・・・・・・海外派遣

-740ー
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XI 情報検索

4 帳票による検索

(4) 

改 正 後

-・・中小事業主等

21 ・・・・・・・・・・・・・・建設

22 ・・・ ・・・・・・・・・・林業

23 ・・・・・・・・・・・・・・医薬品販売

24 ・・・・・・・・・・・・・・職適訓練

25 ・・・・・・・・ ・・・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・・ ・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・・・・・労組役員作業従事者

28 ・・・・・・・・・・・・・・介護作業従事者
タ!=I .........圃・・・.，伶昌

41 ・・・ ・・・・・・・・・・運輸

42 ・……・・…・・漁業

43 ・・・・・・・-・・・農業t指定農業機械作業従事者}

44・・・・・・・・・・・家内労働者イ(則46条町18、3号のイ)

45 ・・・・・・・・・・・・・・ ロ(則46条の18、3号のロ)

46 ・・・・・・・・・・・・・・ ハ(則46条の18、3号のハ)

47 ・・・・・・・・・・・・・・ ニ(則46条の問、3号のニ1

48 ・・・・・・・・・・・ ホ(則46条の18、3号のホ)

49 ・・・・・・・・・・・・・・ へ(則46条の問、3号のへ〕

51 ・・・・・・・・・・・・・・農業(特定農作業従事者)

61 

-774-

現 行

-・・・・・・・・中小事業主等

21 ・・・・・・・・・・・・・・建設

22 ・・一一..一一一林業

23 ・・・・・・・..・・・・・医薬品販売

24 ・・・・・ ・・・・・・職適訓練

25 ・・・・・・・・・・・ ・・再生資源取扱

26 ・・・・・・・司・・・・・・事業主団体等委託訓練

27 ・・・・・・・・・・・・・・労組役員作業従事者

28 ・・・・・・・・・・・・・・介護作業従事者

41 ・・・・・・・・・・・・・・運輸

42 ・・・・・・ ・・・・・-・漁業

43 ・・・・・・圃・・・・・・農業(指定農業機様作業従事者)

44 ・・・・・・・・・・・・・・家内労働者イ(ftl)46条の18、3号のイ}

45 ・・・・・・・・・・・・・・ ロ(則46条の18、3号のロ)

46 ・・・・・・・・・・・・ ハ(則46条回目、3号のハ)

47 ・・・・・ z ・・・・・・・ ニ(則46条の18、3号のニ)

48 ・・・・・・・・・・・・・・ ホ{則46条の18、3号のホ)

49 ・・・・・・・・・・・・・・ へ(則46条の18、3号のへ)

51 ・・・・ E 司・・・・・・農業(特定農作業従事者)

61 ・・・・・ z ・・・・・・・・海外派遣

ー774】



労災保険業務機械処理事務手引(短期給付一元管理システム)新旧対照表

改 正 後 現 行

労働災害適用関始年月日 労働災害適用開始年月日

24 昭和42年1月1日 | 昭和52年4月1目

28 平成13年3月31日 | 平成13年3月31日

-909- -909-



労災保険業務機械処理事務手引

(年金・一時金システム)

新旧対照表



労災保険業務機械処理事務手引(年金・一時金システム)新旧対照表

改

Z 登録票由記入要領

正 後

中小事業主等 ・・・・・...............・・・・・・ 11 

建設 ・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 21 
林業・・................................. 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・.................. 23 

聡適訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 27 

骨護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.8 

船昌 ....困 ・・ ・E ・・ ・・・・・・ z ・・ ・・・・・・・ー クq

運輸............... .... ........ ........ 41 

漁業 ...................... ・・・・・・・・・ ・・ 42. 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・ ・・・・・・・・・ 44 

口 (則46条の問、3号の口) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (H1J46条の18、3号叩ハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のニ) ・・・・司 ・・・・・・・ 47 

ホ (剣46~畏の問、 3号のホ) ・・・・・・・・・・困・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業{特定農作業従事者) ・・・・・・・.......... 51 

61 

-75ー

現 'ー
イ7

中小事業主等・・・・・・.................... 11 

建設 ・・・・・ ・......・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 21 

林業 ・・・・・・・・ .......................... 22. 

医薬品販売 ・・・ ・・・困・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・ 2.3 

聡趨訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 2.4 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司・ 2.5 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・困・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者・・・・・・............... 27 

骨護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.8 
運輸 ・・・・・・・ ..................... ・・・・・ 41 

漁業 ・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6・・・・・・・ 42 

農業(指定農業機棟作業従事者) ・・・・困・・・・ a ・43 

家内労働者

イ {則46条町市、3号町イ) ・・・・・・・・・・・ ・・ 44 

口 (則46条の18、3号の口) .......・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・ー・・・ 46 

二(則46条の18、3号のニ) ......... ..... 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・ ・・・・・・・・・・ 48 

へ (則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... ........ 61 

75ー



労災保険業務機械処理事務手百1(年金・一時金システム)新旧対照表

(ロ)項目記入要領

λ
者

コ

左詰めで記入する。

中小事業主等............................ 11 

建設…………一一…・・……ー・ 21 

林業 ...・・・・・・・・ u ・・..........・・・・・・・・・・ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 
職適訓練 ・・・・・・・・・...................... 24 

再生資頒取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

事業主団体等委託訓練.................... 26 

労組役員作業従事者・.................... 27 

介護作業従事者 ・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 28 

僻ミ昌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・困・・・........ クq

運輸 ・・・・ ・・・・・・・・.......・・"・・・・・・ ・・・ 41 

漁業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. 42 

農業{指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・ 43

家内労働者

イ(則46条の18、3号(J)イ) ..‘.........“ 44 

ロ(則46条の18、3号の口) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (員1146条の18、3号のハ) ・・・ ・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号の二) ・・・・・・ ・・・・・. 47 

ホ (則46条の問、3号のホ) ・・・・・・・・・・・ ・48 

へ (則46条の1止3号のへ〕 ・・・・・・・・・・ ・・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 51 

61 

入

者

コ

ド

ド

訂正する場合は、訂正後の下記の『特別加入者コードJr2桁』を

左詰めで記入する。

中小事業主等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ 21 

林業 ...・・・・・・・・・ ................. ・・・・ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 
職適訓練 ・・・・・ ・・・・...........・・・・ ・・・・ 24 

再生資源取扱 ・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・ 25 

事業主団体等委託訓練....................26 

労組役員作業従事者・・・・・............・・・ 27

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 
運輸................. .... ..... ......... 41 

漁業.."................................ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・ 43

家向労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・・・・・・ 44 

ロ (則46条の18、2号田口) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・ ・・・・・・・・ 46 

ニ (郎46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・ ・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・・・ ・・ ・48 

へ {則46条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・・・ ・・ 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

海外派遣・・・・・・・・........ .... ....... ... 61 

-366ー -366-



労災保険業務機械処理事務手引(年金・一時金システム)新旧対照表

(ロ)項目記入要領

行改 後 現

入

者

コ

ド

正

訂正する場合は、訂正後白下記の「特別加入者コードJf2桁」を

左詰めで記入する@

中小事業主等 ・・・ ・・ ・・ ・a・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・...一一一一・・・・一一 21 

林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・司・・・・・・ ・ 23 

職適富練 ・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・............ 24 

再生資源取扱 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・一 一 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者・・・・・・・...........・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・.......一 28 

9記岱昌 ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

運輸......................... ....... ... 41 

漁業 ・・・・ ・・・・・・圃・・・・ .............. ・・・ 42 

農業{指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・ 43 

家向労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・・・・..・・・ 44 

ロ(且IJ46条の18、3号のロ}・............ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) ・・・・・・・・・・・・・ 46 

ニ (則46条の問、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (国J46条町18、3号のホ) ・・ ・・ ・・・・・・・ 48 

へ (即μ6条の18、3号のへ) ・・・・・・・・・ ・・・・ 49 

農業(特定農作業従事者)・................. 51 

海外派遣・..............................

(以下略)

373-

コ

ド

左詰めで記入する。

中小事業主等・・・・・・・........... ..... .... 11 

建設 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・ ・・・・ 21 

林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・.. 22 

医薬品販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・困・・・・・・ 23 

職遺訓練 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・困・・・・・・ 24 

再生資源取扱・・・・・・・・・................ 25 

事業主団体等委託訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

労組役員作業従事者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

介護作業従事者 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・...... 28 

運輸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 41 

漁業 ・・ .........................・・・・・・ 42 

農業(指定農業機械作業従事者) ・・・・・・・・・・・・ 43 

家内労働者

イ (則46条の18、3号のイ) ・・・・・・ ・・・・・・・ 44 

ロ CHIJ46条の18、3号のロ) ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

ハ (則46条の18、3号のハ) .......・・・・・ 46 

ニ (則46条の18、3号のニ) ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

ホ (則46条の18、3号のホ) ・・・・・・・ ・・・・ . 48 

へ(則46条の18、3号のへ} ・・........... 49 

農業(特定農作業従事者) ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 51 

海外派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

(以下略)

-373ー



労災保険業務機械処理事務手引(年金・一時金システム)新旧対照表

改 正 後 現 行

3 特別加入者の適用年月 3特別加入者の適用年月

-738ー -738ー


