
様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送 付 先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考郵送由種類

1"，百円

4月1日 )交付決定
舛議喜一

|通知書
|大臣 発基第0401009号 総務係伊東 使送・郵送

4月1日
|阜市'"

|大臣 発基第0401010号 総務係伊東 使送・郵送舛軍軍

4月1日 財務大臣 |火臣 発基第0401003号 予算係佐々木 使送・郵送
“・

4月1日
平成21年度第1回半期支出負担行溢計

|大臣 発基第0401007号 予算係平本 使送・郵送

4月1目 Eいて!こ4 -~ 
1*1lJe.個信弘樹也 |大臣 発基第0401011号 予算係佐々木 世送・郵送

4月1日 基発第0401013号 予算係平本 世送郵送
、て

4月1目 基発第0401015号 予算係佐々木 使送・郵送
T 

4月1日 基発第0401016号 予算係佐々木 使送・郵送
、

4月1日 " 基発第0401018号 指導係鈴木 世送・郵送
施について

4月1日 進1: 、
基徴発第0401001号 指導係鈴木 使送・郵送

4月2日 つ報い聾て金不支給決定に対する審査請求に
凶F画圃面圃画圃面画圃面'画面圃圃圃・E|大臣 発基第0402001号 指導係鈴木 憧送・郵送

4月2日 報奨金不茸給蹴に抗措献に困層画面 |大臣 発基第0402002号 指導係鈴木 使送・郵送

2掴・・・・・・・・・・・E
大臣4月2日 ついて

』ヲ 発基第0402003号 指導係鈴木 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送郵送

検印 備考郵送の種類

4月3日
国 哉、

|財務大臣 |大臣 発基第0403001号 予算係佐々木 使送郵送

4月9日 |裁決書 ~ |旭 発基第0409001号 社労士係谷口 使送・郵送

4月9日 |大臣 発基第0409002号 社労士係谷口 使送・郵送

4月9日 |蚕会長
大臣 発基第0409003号 社労士係谷口 使送・郵送

4月9日 |決定書 |大臣 発基第0409004号 社労士係笹口 使送・郵送

4月9日 |大臣 発基第0409005号 社労士係谷口 使送・郵送

4月9日 |佐々 木ゆかり |大臣 発基第0409006号 |社労士係加藤 世送・郵送

4月9日 |醐厚子 |大臣 発基第0409007号 社労士係加藤 使送・郵送

4月9日 |連盟都江 |大臣 発基第0409008号 社労士係加藤 使送・郵送

4月9日 |措陽 |大臣 発基第0409009号 社労士係加醸 使送・郵送

4月13日
労働保険関係担割対応事業の実経 品 E 総務部(労 労 基徴発第0413001号 企画係千葉 使送・郵送

について

4月13日 t陪 発基第0413001号 社労士係立原 世送・郵送

仏 a~

4月13日
.a. 基発第0413004号 適用係福岡 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
世送・郵送

検印 備考
郵送の種類

4月14日
メリット制度による労挺探険率の適用に

都道府県労働局長
厚生労働省労働基準局努働

基徴発第0414001号 決算徴収樺遮辺 使送・郵送
係るシス安ムの不具合について 保険徴収課長

4月14日 社会保険労務士の醒戒処分について
全国社会保険労務士会連合 厚生労働省労働基場局労働

基徴発第0414002号 社労士係加藤 世送・郵送会会長 県険徴収課長

4月14日 社会保険労務士の醒成処分について 餓本労働局長
厚生労働省労働基構局労働

基徴発第0414003号 社労士係加藤 直送・郵送
保険徴収謀長

4月17日 補正命令書 旨 大臣 発基第0417002号 社労士係立原 世送・郵送

平成20年産国家公務員共涜組合負担
厚生労働省共済組合代表者

発基第0420001号 総務係伊東 使送・郵送4月20日 金[短期負jg金介誼負担金・長期負担 厚生労働大臣舛添要一 大臣
金短期事務費負担金}交付薗確定通知

4月22目
メリット制度による労虫保険率の適用鼠り 全臣労働保険事務組合迎合

厚生労働省労働基準局長 基発第0422001号 決算徴収保証辺 使送・郵送
にかかる周知依頼について 会会長堀谷援明

4月22日
メリット制度による労担保院率の適用誤り 全国性会保険労務士会遺合

厚生労働省労働基噂局長 基発第0422002号 決算徴収保珪辺 世送・郵送
にかかる周知依頼について 会会長太槻哲也

4月24日
平成21年度第1・四半期支払計画衰の珪

財務大臣 大臣 発基第0424001号 予算係小川 世送・郵送
付並びに示達について

社会保険の保険料等に係るE滞金を軽

5月1日
2寵するための厚生年金保険迭等の一部

都道府県労働局長 厚生労働省労働4基準局長 基発第0501001号 法規係西 使送・郵送
を改正する法律の公布について(骨働基
準局関係)

平成2'年度第1四半期支出負担行ゐ

5月1日 計画示達表(変更分)の示逮並びに通知 支出負担行ゐ担当官 大臣 発基第0501001号 予算係佐々木 使送郵送
について

5月7日 金平(成長2期0給年付度事国務家費公}務交員付共曲済確鯛定合通負知担 厚生卦働省共済組合代表者
大臣 発基第0507001号 総務係伊東 使送・郵送

厚生労働大臣舛務要一

平成2'負給年担付度金事国務家介費公謹負務負担員担金共金)済の・長組交期合付負負決担担定
5月7日 金(短期 厚生労働省共済組合代表者

大臣 発基第0507002号 総務係伊東 使送・郵送
金・短期 厚生労働大臣舛添要一
通知書

5月7日
成平目成年2度0年官度公官需公契需約契見抽込実簡施の額取及りびま平とめ 厚生労働省大臣官房会計課 労働基準局労働保険徴収謀

基徴発第0507001号 総務係伊東 使送・郵送
について{報告)

長 長 J 



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
世送・郵送

検印 備考
郵送由種類

平成21 |卦凪盆1・1

5月8日 こついて |長
基徴発第05田001号 雇用保険課山口 世送・郵送

5月13日 Z，E. 園E|大臣 発基第0513001号 総務係高野 世送・郵送

次分)
車果生険労徴働収省課労長' 5月13日 の量付について |性会長

l、説明開 基徴発第0513001号 総務係伊東 世送・郵送

5月13日 つ労い働て保険料算定基礎調査等の報告に
長

基徴発第0513002号 決算徴収係謹辺 使送・郵送

代表取締世
|常利H告 厚生

5月13日 I~fl<<>処
|社長松浦薦

火臣官房地方課宮崎 使送・郵送
• c |徴収謀長

5月15日 て審査捕求に係る弁明・の提出等につい 大臣 発基第0515001号 社労士係立原 世送・郵送

5月18日
社会保険労務土法の規定に基づく指定 i宙開 基徴発第0518001号 社労士係谷口 憧送・郵送

5月18日
!ft ~r::':)l， 

基徴発第051田02号 社労士係谷口 使送郵送

5月19日 1"，買俗智郎 |大臣 発基第0519001号 社労士係谷口 使送・郵送

E骨

5月20目
印紙不思決定通知(20年度1月分)の

総務係伊東 使送・郵送=. |性会長
|妄

5月20目 社会保険封務士の懲戒処分について
|会話

社労士係谷口 使送・郵送

5月20日 社会保険労務士の懲戒処分について 社労士係谷口 世送・郵送

5月20日 社会保険労務士の懲戒処分について 基徴発第0520004号 社労士係谷口 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検En 備考
郵送の種類

5月25日 部長
基徴発第052印刷号 適用係福岡 使送・郵送

|平成21年度第1
5月26日 の示達並びに通知

|について
|大臣 発基第0526001号 予算係佐々ホ 使送・郵送

5月26日
四半期宜払計画衰の

|財務大臣
刊』‘"

|大臣 発基第0526002号 予算係佐々本 使送・郵送

5月27日
~ 'BI 己保町

|財務大臣
‘， 

|大臣 発基第0527001号 予草係小川 使送・郵送

5月27日 |裁決. 同・・・- 発基第0527003号 社労士係加藤 使送・郵送

5月27日 |触書 値圏園田E一 発基第0527004号 社労士係加藤 使送・郵送

5月27日 |裁決書 岡山労働局長 |大臣 発基第0527005号 社労士係加繭 使送・郵送

1m柑引盆磨笹1

6月1日
|について

|大臣 発基第0601003号 予算係佐々木 使送・郵送

6月1日
|函{

|大臣 発基第0601001号 適用係水野 使送・郵送

司 n;!<見につ
!大臣 発基第0601002号 適用係水野6月1日 使送・郵送

“句、間誌，

-，ー す-る4入ー札+に係 労働
6月2日 基徴発第0602001号 3閉曲毘院惜岨軍事室田中 世送・郵送

1....10盲 U 附掴，
|主準局

6月2日
四半期支払い計画表

|財務大臣 |大臣 発基第0602001号 予算係小川 使送・郵送

6月3日 酋 l目 !大臣 発基第0603001号 社労土係谷口 使送・郵送



様式第四号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 iヰ名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

6月10日 印紙繍燭通知について E属馬 基発第0610007号 総務係伊東 世送・郵送

6月10日 印紙損燭通知について E昆 Z 基発第0610008号 総務係伊東 世送・郵送

'回"ト1m6月10日
|送付I 役会長

基徴発第0610002号 総務係伊東 世送・郵送、

ミ目俗、m

6月10日 1必「
世会長• c 

働(物基品準管局理由官働}保厚険生徴労働収謀省長労 基徴発第0610003号 総務係伊東 使送・郵送

6月10日 |施にうい子
基発第0610001号 適用係水野 使送郵送

6月10日 |施[::"':lぃd語[
配属阜 基発第0610002号 適用係水野 使送・郵送

揖谷藤明

6月10日i平自主成につ田い年て間[蔓E和領 全会国会社長会大保槻険哲労也務 ，~ 基発第0610003号 適用係水野 使送・郵送

6月15日 平成2' 同♂ 大臣 発基第0615003号 予算係小川 世送・郵送m.，-，，""= 

6月18日
|知)

大臣 発基第0618001号 総務係伊東 使送郵送

大臣6月18日 !知)
日皿 発基第0618002号 総務係伊東 使送・郵送

6月18日 、ntt=1
大臣 発基第0618003号 総務係伊東 使送・郵送

6月18日 、一、問冨， 古田扇面一千臣
発基第0618004号 総務係伊東 使送・郵送

る意 見につ国6月18日 発基第0618005号 総務係伊東 使送・郵送
'‘句、眠冨，



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 |担当係担当者
世送・郵送

検印 備考郵送の種類

画面面画面一 大臣6月18日 . ，、照宮J 発基第0618006号 総務係伊東 使送郵送

6月19日 平成21年鹿第1"
財務大臣、 大臣 発基第0619001号 予算係小川 世送・郵送

6月19日
I-A:iIi 住民全母船

基徴発第0619001号 社労士係谷口|却について
世送・郵送

6月22日 |裁決書

~ 
大臣 発基第0622002号 社労士係加藤 使送・郵送

6月22日 大臣 発基第0622003号 社労士係加藤 使送郵送

~ 

6月22日 ，..一一 |大臣 発基第0622004号 社労士係加藤 使送・郵送
‘ー

』盤"

6月26日 住民互 銭入徴収官労働基調医局長 基発第0626001号 予算係小川 使送・郵送
|ぃ云

102各種目酒

6月26日 |鐙 基発第062印02号 予算係小川 世送・郵送

|て

6月26日 |ふ! =回i
1 .. 基発第0626003号 予算係小川 使送・郵送

>，、

6月26日
明 J合 J

総務大臣 |大臣 発基第0626001号 適用係水野 使送・郵送

7月1日 財務大臣 |大臣
‘ー

発基0701第1号 予算係小川 使送・郵送

7月1日
平成21

|大臣 発基0701第2号 予算係佐々木 世送・郵送
_..1¥.0 .、

7月1日 について こ係る実地調査の実施
(伺い) 基徴発0701第1号 指導係小原 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

7月1日
不正畳給防止に係る実地調査の実施に

各都董府県費働局長
厚生労働省労働基翠局封働

基徴発第0701第1号 雇用開発課安罷 使送・郵送
ついて 保険徴収課長

7月2日 講師の派遣について
社団法人全国労働保険事務 厚生労働省労働基準局労働

基徴発0702第3号 指導係小原 使送郵送
組合連合会会長 保険徴収謀長

7月3日 行政文書不開示決定通知書 大臣 発基0703第2号 総務係伊東 世送・郵送

7月日日
労働保険事務組合報聾金主付要領の

都道府県労働局長 厚生労働省労働基準局長 基発0706第1号 指導係小原 世送・郵送
改正について

7月7日
平成2'年度第2四半期支払計画衰の

財務大臣 大臣 発基0707第 10号 予算係小川 使送・郵送
送付並びに示遣について

7月7日
弁明書の副本の送付と反論書の握出に 大阪労働局労働保険特別会

大臣 発基0707第7号 社労士係立原 使送・郵送
ついて 計黛入徴収官

7月7日
発明書の副本の追付と反論奮の提出に 大眠労働馬労働保院特別会

大臣 発基0707第8号 社労士係立原 使送・郵送
ついて 計歳入徴収官

7月7日 行政文書開示決定通知書 大臣 発基0707第6号 適用係水野 使送・郵送

7月B日 平成20年度債務負担額計算書 会計検査院長
支出負担行2負担当官労働

基徴発0708第1号 総務係伊東 使送・郵送
基準局労働保険徴収課長

7月10日
印紙不用決定通知 (2，年4月分) 郵便事業株式会社代表取締 {物品管理官)保厚生険徴労収働課省労長 基徴発0710第1号 総務係伊東 憧送・郵送
の送付について 世会長 働基調鹿島労働

7月10日 印紙損煽通知について 厚生労働大臣 厚生労働省労働基準局星 基発0710第 10号 総務係伊東 使送・郵送

7月14日
船員保障制度の統合に伴う取扱いに 都道府県労働局総務(労働 厚生労働省労働基率局労働

基徴発0714第Z号 適用係水野 使送・郵送
ついて 保険徴収)部長 保険徴収謀長

7月16日
社会保険労務士法の規定に基づ〈指

東京卦働局長 労働保険徴収課長 基徴発0716第1号 社労土係谷口 直送・郵送
定に係る照会について



様式第1日号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

7月17日 行政文.開示決定通知書 大臣 発基0717第2号 総務係高野 使送・郵送

平成20年度国家公務員共済組合負担金
厚生労働省共済組合代表者

7月27日 {公経済負担金及び盤理資源〉交付薗の
厚生労働大臣舛添要一 大臣 発基0727第1号 総務係伊東 使送・郵送

確定通知

平成21年度国家公務員共済組合負担金
厚生肯働省共演組合代表者

7月27日 (公経済負担金及び整理資源)の変更交
厚生努働大臣舛添裏一

大臣 発基0727第Z号 総務係伊東 世送・郵送
付決定通知書

7月28日
平成21年度第2四半期支払計画表の量

財務大臣 大臣 発基0728第1号 予算係小川 世送・郵送
付及び示遣について

7月28日
平成20年度労働保険加入促進業務

歳入徴収官労働基準局長
支出負担行為担当官労働

基徴発0728第1号 指導係小原 使送・郵送
聾託費の確定締算について 基準局労働保険徴収罫畏

7月28白
平成20年度労働保険加入促進業務

議入徴収官労働基準局長
支出負担行為担当官労働

基徴発0728第2号 指導係小原 使送郵送
委託置の確定精算について 基準局労働保険徴収輯畏

裁判外紛争解決基王づ手続〈の利用の促進に 発基0729第1号、第

7月29日 関する法律に 協議に係る回答 法務大臣 大臣 2号、第3号及び第4社労土係笹口 使送・郵送
について 号

7月30日
平成20年度収支実績表の揖出につい

財務省理財局長 厚生労働省労働基準局長 基発0730第2号 決算徴収係堀内 使送・郵送
て(回答}

8月3日 平画成示2逮1表年の度第示逮2・並四半びに期通支知出に負つ担い行て&計 支出負担行易担当官 大臣 発基田03第3号 予算係佐々木 使送・郵送

赤械貴之

8月3日 聴開通知書 全国社会保険労務士会連合 大臣 発基回目第2号、軍4号 社労士係笹口 使送郵送
会

8月4日
平成21年度第2.四半期宜払計画衰の珪

財務大臣 大臣 発基0804第2号 予算係小川 使送・郵送
付並びに示遣について

社会保険労務士法第2条第1項第1
特定非世利活動法人個別労

8月5日 号の6に規定する厚生労働大臣の指
使紛争処理センタ

大臣 発基0805第1号 社労土係笹口 世送・郵送
定

平成21年度社地団域法人全国労働保険 社団法人全国労働保険事務
8月6自 事務組合連合会 協議会への嶋員

組合連合会会長
厚生労働省労働基準局長 基徴発0806第1号 指導係小原 使送・郵送

の派遣について



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 i牛名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
世送・郵送

検印 備考郵送の種類

8月6日
|て

|法務大臣 |大臣 発基0806第1号 笹口 世送・郵送

|印鑑不周全長官 (Z1年度5月分)通
8月7日 いて |世会長

基徴発0807第1号 総務係伊東 使送・郵送

8月10日
千葉・宮線・栃

|木吋副労働局長
..e~ 基発0810第1号 指導係小原 使送・郵送

8月11日 |盟主E 1..閉拾 .昌也働

基徴発0811第1号 指導係小原こついて 会長 使送・郵送

8月11日 |大臣 発基0811第2号 社労土谷口 使送郵送

8月11日
、 て 田 富

大臣 発基0811第2号 社 労 土 谷 口 使送・郵送

8月11日 掴E 発基0811第2号 社 労 土 谷 口 便送・郵送

8月13日 |会会長 |大臣 発基0813第7号 社労士係笹口 使送・郵送

. 
8月13日 9震4会3句l 

基づ〈指
基徴発0813第1号 社労士係笹口 使送・郵送

8月14日
聞看守 |財務大臣

‘』
大臣 発基0814第1号 予算係小川 使送・郵送

|情a報"卸シス会桓テ I=!II'DA!LI 労働
労働保険徴収

8月21日 ーJトる間違の
基準局

基徴発0821第1号 業務室 使送・郵送
、て(協議) 安藤

8月21日 (回答) |山口県山口警察署長 労働保険徴収課長 基徴発0821第2号 社労士係笹口 使送・郵送

8月21日
指 基徴発0821第3号 社労士係谷口 使送・郵送

l位ド



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
憧送・郵送

検印 備考
郵送の種類

B月21日
〈指

基徴発0821第5号 IT..L..7.l...J...lm 笹口 憧送郵送
‘て

8月21日
基づ〈指

基徴発0821第7号 谷口 使送・郵送

8月25日 |一収つ勘い定てに係度る印労…会計徴刷物の所周数銅ぺに
徴収勘定 基徴発0825第1号 総務係伊東 使送・郵送

8月25日 、
長

基発0825第2号 決草徴収保護辺 使送・郵送

8月25日
|肘につ抑いてl駄

法務大臣 大臣 発基0825第1号 社労士係醤口 使送・郵送

B月26目
-，，-一宮 l 山 i4・事&d1BAo 2 f--

基発0826第2号 予 草 係 小 川 世送郵送
Eλについて

8月27日 I::?L 
財務大臣 大臣 発基0827第1号 予算係小川 使送・郵送

8月28日
〈指

基徴発0828第1号 谷口 使送・郵送、て

!2条第 1項第 1
事金盛県保大社険震会労情務保

発基0831第3号、

8月31日 |号定比一一…冨一…のにつ附一6院にい刈盟て定可 第4号、第5号、第 社労土係笹口 亜送・郵送.J:..~. 

士会会畏 6号

8月31日 '‘" 
ヨこ係の促る進回答に

議務大臣 大臣 発基0831第7号 社労士係笹口 使送・郵送

9月1日 財務大臣 大臣 発基0901第1号 予草係小川 使送・郵送
、

"'， 
9月1日 いて |大臣 発基0901第4号 予算係佐々木 世送・郵送

9月1日 l'こついて 一提出両面「|λ昆 発基0901第5号 社労士係谷口 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

9月1日
全国社会保障労務士会進合会会則の 全国社会保険労務士会連合

大臣 発基0901第3号 社労士係替口 使送・郵送
置車認可について 会会長

9月3日
戸籍抄本及び刑罰等調書の交付につ

福島市長 封働基機局長 基発0903第3号 総務係高野 使送・郵送
いて

9月3日
戸籍抄本及び刑罰等調書の宜付につ

渋111市長 労働基練局長 基発0903第4号 総務係高野 使送・郵送
いて

9月3日
戸籍抄本及ぴ刑罰等部書の交付につ

新宿区長 労働基準局長 基発0903第5号 総務係高野 世送・郵送
いて

「次期労働保険適用徴収シスァム1= 労働保険徴収

9月3日
係るシステム運用業務一式畳託者評

評価書員 労働保険徴収課長 基徴発0903第1号 業務室 世送郵送
価委員会」の開催及び評価畢員への
就怪依頼について 田中

「次期労働保険適用徴収シスァムに 労働保険徴収

9月3日
係るシステム運用業務一式受託者評

評価垂員 労働保険徴収謀長 基徴発0903第2号 業務室 使送・郵送
価垂員会」の開催及び評価委員への
就任依頼について 田中

「次期労働保験競用徴収シス7 ムに 労働保険徴収

9月3日 係るシス子ム理問集及務び一辞式受託老都 評価委員 労働保障徴収謀長 基徴発凹03第3号 業務室 使送・郵送
価委員会Jの開催 評価安員への
就桂依頼について 田中

「次期労働保険適用徴収シス7 ムに 労働保険徴収

9月4日
係るシステム運開業務一式受託者評

評価垂員 労働保険徴収書長 基徴発0904第 1号 業務室 使送・郵送
価垂員会j の開催及び評価垂員への
就任依頼について 田中

9月9日
印紙不用決定 (21年産6月分}通 郵便事業緯式会社代表取締 (物品管理官)厚保腔生徴労収働課省長労 基徴発0909第3号 総務係伊東 使送・郵送
知の送付について 世会長 働基牟局労働

9月9日 印紙損傷通知について 厚生労働大臣 厚生労働雀労働基場局長 基発0909第2号 総務係伊東 世送・郵送

9月9日 会計検査院実地捜査の結果について
会計検査院事務総局第2局

労働基率局長 基発0909第9号 決算撤収係躍辺 世送・郵送
長

社会保険労務士法第2条第1項第1
千葉県社会保険労務士会会

発基凹凹第19号 社労士係笹口 使送郵送9月9目 号のeに規定する厚生労働大臣の指
長

大臣

定について

9月10日
裁判外紛争解決手づ輔の利用の恒進に
関する法律に基 〈協織に係る回答 法務大臣 大臣 尭基0910揮3号、軍4号 社労士係笹口 使送・郵送
!こっL、て



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
世送・郵送

検印 備考
郵送回種類

9月14日
平成21年度第3四半期収入予定総表及

支出負担行為担当官 大臣 発基0914第1号 予算係小川 使送・郵送
ぴ支払計画予定総表の送付について

9月15日
平成21年度第2・回半期支払計画表の送

財務大臣 大臣 発基0915第1号 予算係小川 世送・郵送
付並びに示遣について

雇用保険印紙を売りさば〈郵恒事業

9月25日 株式会社の営業所等の指定について 総務大臣 太臣 発基凹25第1号 適用係水野 世送・郵送
(回答)

9月28日 過年度主出の承認について
官署宜出官

大臣 発基0928第1号 決草撤収係堀向 使送・郵送
埼玉労働局長

「特別会計Zにに基閉づすくる他法勘律定J第102条第 労働基準局長
9月28日 3項の規程 から徴収勧

職集安定局長
労働基準局長 基発0928第Z号 予算係小川 使送・郵送

定への繰入について(伺い)

『右帽による健康被害の救済に闘す

9月28日
る法律」第34条の盟程に基づく労働

環境省大臣官書会計課長 労働基準局長 基発凹28第4号 予 算 係 小 川 世送・郵送
探険特別会計徴収勘定への繰入につ
いて

9月28日 社会保険卦務士曹戒処分通阻害 社会保険労務士赤城貴之 大臣 発基第0928第2号 社労土係谷口 世送・郵送

9月29日
平成21年度第2四半期宜出負担行

支出負担行為担当官 大臣 発基0929第4号 予算係佐々木 世送・郵送
為計画示遣表並びに通知について

9月29日 平置成付2並1び年に度示第遣2に四つ半い期て支払い計画衰の 財務大臣 大臣 発基0929第1号 予算係小川 使送・郵送

9月30日
審査繍求に係る弁明書の握出等につ 長野労働局労働保険特別 大臣 発基0930第Z号 社労士係谷口 使送・郵送
いて 会計議入徴収官

国土宜i通省における自動者運送業者 厚生労働省封働基噂局労働
9月30日 の労働保険の未加入対策の強化に係 都道府県労働局長

保険徴収謀長
基徴発0930第2号 適用係水野 使送・郵送

る協力について

国土交通省における自動者運送業者

9月30日 の労働保険の未加入対策の強化に係 都道府県労働局長 厚生労働省労働基準局長 基発0930第6号 適用係水野 世送・郵送
る協力について

10月1日
平成21年度第3・四半期支出負担行為計

宜出負担行為担当官 大臣 発基叩01第1号 予算係佐々木 使送・郵送
冨示遣表の示違並びに通知について



様式第四号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月目 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検IoP 備考郵送回種類

10月5日 基徴発1005第Z号 社労士係立原 使送・郵送

10月6日 平付成並2び1年に示度遣第に3・つ四い半て期 |財務大臣 |大臣 発基叩06第1号 予算係小川 使送・郵送

10月6日
平成21

主出負担行為担当官
-'"‘c 

|大臣 発基0929第4号 予算係佐々木 使送・郵送

(2 1年度7月分〉通 |世郵便会事長業株式会社代表醐
r仙ヨ白血ヨ昏

基徴発叩07第1号10月7日 知の送付lついて 総務係伊東 使送・郵送

10月7日 いて 基発1007第4号 総務係伊東 世送・郵送

に基づ〈指 計会侵
10月9日 定に係る照会1=ついて

基徴発叩09第1号 社労士係谷口 使送・郵送

10月14日
m.r&?1 

|大臣 発基叩14第1号 予算係佐々木 {国道・郵送

1，分p紙〉の交付送決付定に通つ知いて(21年度2次 労働保険徴収
10月15日 世会長

保闘 |蒜冨 基徴発1015第1号 総務係伊東 使送・郵送

と
|大臣10月15日 について

発基1015第1号 社労土係谷口 使送・郵送

10月22日 (回答)
員

基徴発1022第1号 社労士係笹口 使送・郵送

号守の，-町61::、pて~~， 
!2条第1項第1

|大臣10月23日 |会長
発基1023第1号 社労土係谷口 使送・郵送

10月27日
二係る照会への 基発叩27第4号 決算徴収慌佐藤 使送・郵送

1 (徴収・収 決算融収罷佐腫10月29日 軸)の"訂について
基発1029第Z号 世送郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送郵送

検印 備考
郵送の種類

労働保険事務組合の都道府県単位の
社団迭人全国労働保険事務

基 発 叩29第3号 指導係小原10月29日 迎合団体に対する厚生労働大臣感謝
組合遵合会会長

労働基準局長 使送・郵送
状の被担与団体の決定について

10月29日
社会保険労務士法の規定に基づ〈指 山形労働局長及び社会保膿

労働保障徴収謀長 基徴発1029第1号、第2号 社労土係笹口 使送・郵送定に係る閉会について 庁運営飾企画謀長

10月30日
厚生労働省所管平成20年度特別会計財

財務大臣藤井裕久 大臣長妻昭 発基1030第1号 決算徴収儒堀内 使送・郵送
務書類について

10月30日
第41回社会保険労務士詰瞳の合格者

都道府県労働局長 労働保険徴収謀長 基徴発1030第1号 社労士係谷口 世送・郵送
呈瞳番号覧表の送付について

11月2日
平成21年産第3.四半期宜出負担行為計

支出負担行為担当官 大臣 発基1102第1号 予算係佐々木 使送・郵送
画示逮表の示遺並びに通知について

労働保険事務総合の都道府県単位の
厚生労働省労働基事局労働

基徴発1102第1号 指導係小原 使送郵送11月2日 重合団体に対する厚生肯働大臣感謝 神奈川封働局長
保険徴収謀長

状の伝速について

平成21年産労働保険事務組合制度
〈ヰ幻全国労働保険事務組合

基徴発1104第1号 指導係小原 使送・郵送11月4日 功労者厚生労働大臣表膨被候補者の 連合会会長
労働保険徴収謀長

推薦について(依輔)

11月5目
平成21年産労働保険大会への職員の派 社団法人全国労働保険事務

大臣 発基1105第1号 指導係小原 使送・郵送
遣について 組合連合会会長

11月6日
印紙不用決定 (21年度8月分}週 郵便事業株式会社代表取締 (物品管理官)厚生労働省卦

基徴発1106第3号 総務係伊東 世送・郵送
知の道付について 役会長 働基準局労働保隅徴収謀長

11月6日 印紙損傷通知について 厚生肯働大臣 骨働基準局長 基発1106第3号 総務係伊東 世送・郵送

11月6日
平成21年度第3・四半期支払計画表の謹

財務大臣 大臣 発基1106第1号 予算係小川 使送・郵送
付並びに示遣について

11月6日
社会保険労務士去の規定に基づ〈指 東京労働局長及ぴ社会保険

労働探険徴収課長 基徴発1106第4号、第E号 社労士係谷口 使送・郵送
定に係る照会について 斤置首都企画課長

社会保険労務士法第2条第1項第1
山形県社会保険労務士会会

発基1110第1号 社労士係笹口 使送・郵送11月10日 号の6に規定する厚生労働大臣の指
長

大臣

定について



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考郵送の種類

11月11日
|語長

|大臣 |発基1111草1号、軍2号 社労士係谷口 使送郵送

1"，錦t

11月13日 |大臣
‘ー

発基1113第3号 決算徴収慌堀内 使送・郵送

1"，. • • 11月13日 ， c l-機理構事長湊亮策
|大臣 発基1113第4号 決算世収保堀内 使送・郵送

11月13日 る回答 |法務大臣 |大臣 |量基1113軍晴、軍6号 社労士係醤ロ 使送・郵送

|係苓'為次宰る手期通ア量量男プ思簡fリ而保aケsー陵・町4シとョl ン保守業務一式
労働保険徴収

11月18日 基徴発1118第1号 業務室 使送・郵送
委員への就任依

安藤

11月18日 (回答) 』明"ー明'In 基徴発1118第2号 社労土係谷口 世送・郵送

11月20日|号社会の保6険に;?務定士す法る第厚生
2
条労働第大

1
輔臣の控

1 

|蚕
|大臣 発基1120第1号 社労士係笹口 使送・郵送

11月24日|平成21
、て |財務大臣 |大臣 発基1124第1号 予算係佐々ホ 使送・郵送

11月25日
ケイネットワークの

|ク制問代租表ロ理
y

事
q れツトノ

|大臣 発基1125第2号 社労士係笹口 使送・郵送

岩手、富山、山梨、岐阜労働

11月25日
局長(1号)

|基微量11醐号、2号 社労士係谷口 使送・郵送
!、て

|会会長(2号:

|係式て
』一」るアに係プるリ提ケー回案審シ用

の
ョ シ事喧ス業果テ務にムつにい 且困巴・=圃・=圃・=圃・=圃[園

回

労働保険徴収

11月27日 基徴発1127第1号 業務室 使送・郵送
安藤

11月30日|ついて
基発1130第2号 適用係水野 使送・郵送

12月1日
‘c 

|財務大臣 |大臣 発基1201第1号 予算係佐々木 使送・郵送



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

12月1日 平成21年度第3並四び半に期通支知出に負つ担い行て為計
薗示達表の示達

支出負担行為担当官 大臣 発基1201第21号 予算係佐々木 世送・郵送

12月3日 冗費の削滅について{要請}
全国社会保険労務士会連合

卦働基準局長 基発1203第1号 社労士係谷口 世送・郵送会会長

12月8日
印紙不用決定 (2，年度9月分)遇 郵置事業株式会社代表取締 (物品管理官〉厚生労働省労

基徴発1208第1号 総務係伊東 使送・郵送知の送付について 世会長 働基準局指働保険徴収語長

12月B日 印紙損傷通知について 厚生労働大臣 労働基準局長 基発1208第4号 総務係伊東 使送・郵送

12月8日
裁判外紛争解決手づ輔の利用の梶進に
関する法律に基 〈協謹に係る回答 法務大臣 大臣 発基1208軍1号、軍2号 社労士係谷口 使送・郵送
について

社会保険労務士高木文平(6

12月9日 聴聞通知書
号)、

大臣 量基12凹富6号、軍7号 社労士係甚口 世送・郵送
全国社会保険労務士会連合
会(7号)

行政機関の保有する情報の公聞に聞

12月11日 する去律の盟定に基づ〈行政文書の 大臣 発基1211第2号 社労士係笹口 檀送・郵送
開示について

12月14日
平成21年度第4 四半期収入予定総表

財務大臣 大臣 発基1214第2号 予算係小川 世送・郵送
及び支払計画予定総表の送付について

12月15日
平成2'年度第3・四半期支払計画表の

財務大臣 大臣 発基1215第1号 予算係小川 使送・郵送
送付並びに示逮について

12月17日
歳入徴収官事務揖程卸l紙第1号笹式

大臣官直会計謀長
労働基準局労働保融徴収課

基徴発1217第1号 法規係西 使送・郵送
の特倒について 長

12月18日
社会保険労働保険徴収事務セン

都道府県労働局長
厚生労働省労働基事局労働

基徴発1218第1号 法規係西 使送・郵送
合一事務取扱要領の改正について 保険徴収謀長

『社会保険と労働保険の徴収事務の

12月18日 一元化について」の一部改正につい 都道府県労働局長 厚生労働省労働基準局長 基発1218第4号 法規係西 使送・郵送
て

12月18日
行政機関の保有する情づ報の公開に関
する法律の規定に基 く行政文書の 大臣 発基1218第1骨‘第Z号、第3号 社労士係笹口 使送郵送
開示について



様式第四号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

12月21日
総合物斑協同組合の定紋変更陪請に

総合物斑協同組合代表現率 大臣 発基1221第2号 社労土係笹口 使送・郵送ついて

12月21日
社会保険労務士法の規定に基づ〈指 福島労働局長、社会保険庁

労働保険徴収課長 基 徴 発1221第1号 社労士係甚口 使送・郵送mr=係る照会について 理官邸企画課長

雇用保険印紙を売りさばく郵便事業

12月21日 株式会社の営業所等の指定について 総務大臣 大臣 発基1221第1号 適用係水野 使送・郵送
(回答)

12月24日
労働保険料の徴収過不足に関し会計

官級労働局長
厚生錯働省労働基準局労働

基徴発1224第2号 決算徴収保撞辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収課長

12月24日 労働保険よ料りの徴収過不足に関し会計 土審玉労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1224第3号 決草徴収保謹辺 使送・郵送
検査院 指摘された事項について 保険徴収課長

12月24日
労働保険料の徴収過不足に聞し会計

東京労働局長
厚生労働晴労働基準局労働

基徴発1224第4号 旗算徴収保護辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収謀長

12月24日 労働保険料の徴収さ過れ不た足に聞し会計 神奈川労働局長
厚生労働省常働基準局常働

基徴発1224第5号 決算徴収樺謹辺 使送・郵送
検査院より指嫡さ 事項について 保険徴収課長

12月24日
労働保険料の徴収過不足に限し会計

静岡労働局長
厚生労働省労働基準局宮働

基徴発1224第6号 決草徴収罷連盟 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 探険徴収課長

12月24日
労働保険料の徴収過不足に闘し会計

三重労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1224第7号 決草徴収保護辺 使送・郵送
倹査院より指摘された移項について 保険徴収謀長

12月24日
労働保障料の徴収過不足に関し会計

大阪労働局長
厚生労働省封働基準局労働

基徴発1224第8号 決算徴収保連盟 使送・郵送
検査院より指繍された事項について 保険徴収謀長

12月24日
労働保険料の徴収過不Eに関し会計

兵庫労働局長
厚生封働省労働基準局労働

基徴発1224第9号 提算徴収儒謹週 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収課長

12月24日
労働保険料の徴収され過不足に聞し会計 岡山労働局長

厚生労働省労働基準局労働
基徴発1224第叩号 決算徴収犠謹辺 使送・郵送

検査院より指繍さ た事項について 保険徴収謀長

12月24日
労働保険料の徴収過不足に闘し会計

広島労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1224第11号 決算世収保置辺 使送郵送
検査院より指摘された事項について 保成徴収課長



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

12月24日
労働保険料の徴収過不Eに闘し会計

山口猪働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1224第12号 決算徴収保革辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収語長

12月24日
労働保険料の徴収過不Eに闇し会計

愛媛骨働局長
厚生骨働省労働基準局労働

基徴発1224第13号 決草徴収保謹辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収謀長

12月24日
労働保険料の徴収過不Eに闘し会計

大分骨働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1224第14号 決算徴収悟撞辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収謀長

12月24日
世働保険料の徴収過不足に聞し会計

，中蝿労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基 徴 発1224第15号 決草撤収係撞辺 使送・郵送
検査院より指摘された事項について 保険徴収謀長

会計検査院より処置を要求された労
厚生労働省労働基準局労働

12月24日 働保険料にかかるE滞金の債権管理 都道府県労働局長
保険徴収謀長

基徴発1224第16号 決算徴収需撞辺 世送・郵送
及び旗入徴収の事務について

12月24日 労働保険料の徴収され過不足に闘し会計 都道府県労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基 徴 発1224第1号 決算徴収保撞辺 使送・郵送
検査院より指婦 た事項について 保険徴収課長

12月25日
宮働保険事務組合に関する集務処理 都道府県労働局総濡〈労働 厚生労働省労働基準民労働

基徴発1225第1号 指導係小原 使送・郵送
に係る諸様式の改定について 保険徴収)郎長 保険徴収課長

日本年金機織の嵩立に伴う聞係政令の

12月28日
盤情等及び経過措置に関する政令等に

都道府県労働局長
労働基準局労働保険徴収書

基徴発1228第1号 法規係西 使送郵送
よる社会保険労務士聞係の取緩いの変 長

更について

日本年金機織の世。衝立に伴う厚生労働

12月28日
省関係省令の聾及び経過倍置に聞

都道府県労働局長 厚生労働省労働基率局長 基発1228第3号 法規係酉 使送・郵送
する省令について{労働基準局関
係)

12月28日
船員雇用事業に係る労働保険の適用

都道府県労働局長
厚生労働省労働基準局労働

基徴発1228第2号 適用係福岡 使送・郵送
の適正化について 保険徴収課長

1月4日 平成21年度第4並四び半に期通支知出に負つ担い行て為計
画示達表の示達

支出負担行泊担当官 大臣 発基0104第1号 予算係佐々木 世送・郵送

1月4日
平成21国年庫度債労務働負保担険行特急別の会示計遣徴に収つ勘い定
に係る 支出負担行局担当官 大臣 発基0104第2号 予算係佐々木 使送・郵送
て

「特別会計に聞する法律J第102条第
労働基準局長

1月4日 3項の規定に基づ〈他勘定から徴収勧
職業安定局長

労働基準局長 基発0104第2号 予 算 係 小 川 使送・郵送
定への緑入について[伺い〕



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

「石綿による健康被害の救済に闘す

1月4日
る法律J第34条の盟定に基づ〈労働

環境省大臣官車会計謀長 封働基準局長 基発0104第4号 予算係小川 使送・郵送
保険特別会計徴収勘定への繰入につ
いて(伺い}

1月5日
平成21年度第4 四半期:支払い計

財務大臣 大臣 発基0105第1号 予算係小川 使送・郵送
画表の量付並びに示達について

1月8日
平成21年度第4 四半期支払い計

財務大臣 大臣 発基0108第1号 予算係小川 使送・郵送
画衰の送付並びに示速について

1月12日
印紙不用決定 (21年度 10月分} 郵臣事業株式会社代表取締 働(物基品準管局理労官働)厚生労働省骨 基徴発0112第1号 総務係伊東 使送郵送
通知の送付について 世会長 保険徴収課長

1月12日 印紙損傷通知について 厚生労働大臣 労働基準局長 基発0112第3号 総務係伊東 使送・郵送

平成21年度労働保険事務組合制
社団法人全国労働保険事務 厚生労働省労働基準局労働

1月14日 度功労者に対する厚生労働大臣表彰
組合連合会会長 保険徴収謀長 基徴発0114第1号 指導係小原 世送・郵送

被表彰者の決定について

1月14日
南関東総合コンサルタント協同組合 南関東総合コンサルタント協

大臣 発基0114第1号 社労土係谷口 世送・郵送
の定款置豆申請について 同組合代表理事

裁判外紛争解決手輔の利用の促進に

1月14日 閉する法律に基づ〈協議に係る回答 法務大臣 大臣 尭基0114軍1号、軍2号 社労士係谷口 使送・郵送

について

1月19日
平成21年度第4・四半期支払計画

財務大臣 大臣 発基0119第1号 予算係小川 使送・郵送
表の送付並びに示遣について

船員保障の労働保険への移管に伴う

1月20日 旧社会保険庁碓員の労働保険適用微 都道府県労働局総務部長 労働保険徴収語長 基徴発0120第1号 総務係高野 使送・郵送

収業務研修について

平成21年度全国労提補憤課長・労

1月21日
働保険徴収主務課室長会同会議.分

都道府県労働局長
厚生労働省

基発0121第2号 企画係俵田 使送・郵送
科会及ぴ臨時労働保険徴収主務課室 労働基準局長
長会植の開催について

1月26日 平成送付21及年び度示第逮4に四つ半い期て支払い計画表
の

財務大臣 大臣 発基0126第1号 予算係小川 使送・郵送

1月26日
平成21年度第4・四半期支出負担行為計

支出負担行為担当官 大臣 発基0126第10号 予算係佐々木 使送・郵送
函示逮表の示達並びに通知について



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担 当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

社会保険労務士法第四条の2及び第

1月28日 25条の3の規定に基づ〈社会保険労 社会保険卦務士菊池和則 大臣 発基0128第1号 社 労士係替口 世送・郵送
務士の懲戒処分について

「平成22年度労働保険の年度亘新
1月28日 業務に係る広報遺考委員会」の外部 番多集者及ぴ参集者の所属長 労働保険徴収課長 基徴発0128草1-2号 適用係水野 世送・郵送

書員の杭佳依頼について

1月29日 過年度主出の承盟について
官署宜出官

大臣 発基0129第4号 決算惜収保堀岡 憧送・郵送北海道封働局長

2月1日
平成2t年度第4・四半期支出負担行為計

主出負担行為担当官 大臣 発基0201第5号 予算係佐々木 使送・郵送画示達去の示達並びに通知について

2月1日
経営サービス協同組合の定紋変更申 経営サービス協同組合代表

大臣 発基0201第4号 社 労士係笹口 使送・郵送請について 淫事

2月2日
平成2t年度第4・四半期支払い計画衰の

財務大臣 大臣 発基0202第1号 予算係小川 使送・郵送送付並びに示遣について

『平成22年度労働保険加入促進業
厚生労働省労働基噂局労働

2月3日 務に係る企画書等評価垂員会Jの外 外部委員候繍者
保険徴収課長 基徴発0203第1号 指導係小原 世送・郵送

部委員の就任依績について

2月4日 過年度支出の承認について
宮署支出官

太臣 発基0204第1号 決算徴収係堀向 世送・郵送
神奈川労働局長

2月4日 過年度宜出の承認について
官署支出官

大臣 発基0204第2号 決算徴収係堀向 盟送・郵送
京都世働局長

2月4日 過年度支出の承認について
官署支出官 大臣 発基0204第3号 決算樟収慌堀内 使送郵送
東京労働局長

2月5日
印紙不用決定【21年度 11月分) 郵便事業株式会社代表取締 (物品管理官)厚生労働省労

基徴発0205第1号 総務係伊東 使送郵送
通知の送付について 性会長 働基準局労働保険徴収謀長

全国社会保険労務士会連合

2月5日 社会保険労務士の懲戒処分について 会会長(2号]、宮城労働局長 労働保険徴収謀長 基徴尭0205軍2号、3号 社労士係立原 世送・郵送
(3号}

2月9日
設判外紛争解決手づ輯〈協の利用の促進に
聞する法律に基 織に係る回答 法務大臣 大臣 発基0209第2号 社労士係笹口 使送・郵送
について



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考郵送の種類

2月10日
社会保険封務士法の盟定に基づ〈指 局王宮働局長、衰滅労働局

労働保険徴収謀長 基徴発0210第1号 社 労士係笹口 世送・郵送定に係る岡会について 長

平成22年度用雇用保険印紙購入通
都置府県肯働局総務部(封

2月16日 帳の仕様及び同通帳の更新等に係る
働保険徴収部}長

厚生労働省卦働基準局労
基徴発0216第1号 適用係水野 使送・郵送留意事項について 働保険徴収謀長

平成22年度用雇用保険印紙購入通

2月16日 帳の仕様及び雇用保険印紙販売業務 郵便事業様式会社圏内宮 厚生労働省労働基準局労
基徴発0216第2号 適用係水野 使送・郵送に当たっての留意点について 業統括本節 働保険徴収課長

2月19日
社会保険封務士法の盟定に基づ〈指

新海労働局長 労働保険徴収課長 基徴発0219第1号 社 労土係笹口 世送・郵送定に係る閉会について

社会保険労務士試験の受鹸資格(法
都道府県労働局長及び地方

2月19日 厚生支局長、全国社会保験 労働墓場局長及び年金局長 基発0219第3号 社労士係谷口 世送・郵送第8条10号)について
労務士会連合会会長

2月24日
平成21年度第4四半期支払い計函表

財務大臣 大臣 発基0224第1号 予算係小川 使送・郵送
の珪付並びに示遣について

2月24日
社会保険労務士法の盟定に基づく指

広島労働局長 労働保険徴収謀長 基徴発0224第1号 社 労土係笹口 使送・郵送
定に係る照会について

3月1日 平成21年度第4並四び半に期通支知出に負つ担い行て為計
蘭示逮表の示違

支出負担行為担当官 大臣 発基0301第2号 予算係佐々木 使送・郵送

3月1白 社会保険労務士懲戒処分通知書 高木文平 大臣 発基0301第1号 社労士係立原 使送・郵送

3月1日
社会保険労務士法の盟定に基づ〈指

新潟労働局長 労働保険徴収課長 基徴発0301第1号 社労土係谷口 世送・郵送
定に係る照会について

社会保険労務士法第2条第1項第1
3月1日 号の6に規定する厚生労働大臣の指 石川労働局長 労働保険徴収謀長 基徴発0301第1号 社労士係笹口 世送・郵送

定の審査のための照会について

3月2日
平成21年度第4ー四半期支払い計画表の

財務大臣 大臣 発基0302第1号 予算係小川 世送・郵送
送付並びに示遣について

3月2日
平成22年度の年度亘新業務につい 都道府県労働局総務部(労 厚生労働省卦働基第局労

基徴発0302第1号 適用係水野 使送・郵送
て 働保険徴収郁)星 働保険徴収課長



様式第18号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 {牛名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考
郵送の種類

3月38
戸籍抄本及ぴ刑罰等調書の交付につ

宮津市長 労働基準局長 基発0303第3号 総務係高野 使送・郵送
いて

3月3日
戸籍抄本及び刑罰等翻書の交付につ

海湾市長 肯働基場局長 基発0303第4号 総務係高野 使送・郵送
いて

3月3日
戸籍抄本及び刑罰等調書の宜付につ

竜ヶ崎市長 労働基準局長 基発0303第5号 総務係高野 世送・郵送
いて

3月4日
印紙不用決定 (2，年度， 2月分} 郵便事業株式会社代表取締 〈物品管理官)保厚険生徴労働収謀省労 基徴発0304第1号 総務係伊東 使送・郵送
通知の送付について 世会長 働基準局労働 畏

3月4日 印紙損傷通知について 厚生労働大臣 労働基準局長 基発0304第2号 総務係伊東 使送郵送

労働保険適用徴収システム開発等業
支出負担労行働為保担険当徴官収課労働長

労働保険徴収

3月8日 務一式の開発完了に伴う支払額の決 日本ユニシス(株)
基準局

基徴発0308第1号 業務室 使送郵送
定について 田中

平成21年度第3四半掃における「労働保険適 労働保険徴収

3月B日
用撤幌システムに保るハードウェ7 ・ソフ

日本ユニシス(株)
支出負担行お担当官努働

基徴発0308第2号 業務室 世送・郵送トウエアの賃貸借及び保守業務ー式』に保 基準局労働県険徴収聾長
る支払舗の決定について 田中

全国社会惇険労務士会連合

3月8日 社会保険労務士の盟戒処分について 会会長、秋図及び福島労働 肯働保院徴収課長 基徴発田oa第3号、第4号 社労士係立原 使送・郵送
局長

平成 2，年度(社の意)全国労働保障事 社団法人全国首働保検事務
基発0309第2号 指導係小原3月9日 務組合連合会と 見交換会の開催

組合連合会会長
厚生労働省卦働基準局長 使送・郵送

について

社会保険労務士法第2条第1項第1
新潟県社会保険労務士会会

3月9日 号の 6に規定する厚生労働大臣の指
長

大臣 発基03凹第1号 社労士係谷口 使送郵送
定について{冊い}

3月12日
平成2'年度第4・四半期支払い計画表

財務大臣 大臣 発基0312第1号 予算係小川 使送・郵送
の送付及び示遣について

3月17日
石綿健康被害救潰事業交付金交付決定

独機立構行政恋人環境再生保全
大臣 発基0317第1号 決算徴収罷堀内 世送・郵送

及び通知について
理事長湊亮策

3月18日
裁判外紛争解決手づ輯〈協の利用の坦進に
聞する法律に基 織に係る回答 法務大臣 大臣 発基0318第3骨、首4号粛5号 社労士係谷口 使送・郵送
について(伺い)



様式第四号(第9条関係)

発送文書台帳

送付月日 件名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者
使送・郵送

検印 備考郵送の種類

3月25日
平成21年度第4四半期支払い計画表

l財務大臣 大臣 発基0325第1号 予算係小川 使送・郵送の送付及び示遣について

<2条第1項第1
3月25日 |号定のにつ6にい規て定(す偶出い世間の指 長 火臣 発基0325第8号 替口 使送・郵送

3月25日 |一号定のにつeにい盟て…定(す伺るい厚〉生条労第働大1蜘臣の指 伺畏JlI 大臣 発基0325第9号 谷口 使送・郵送

おける一節手輔の電 都働道保府険l{ 
(労 厚働生保封険徴働収省謀労働長J 労

3月30日 、て 基徴発0330第1号 企画係千葉 使送・郵送

d 

堀内3月31日 ついて 長 基徴発0331第5号 値送・郵送

3月31日
1..， る法律 町民Z 基発0331第2号 法規係西 世送郵送
|の施行について

3月31日 金是"''''管f
間副院 |財務大臣 大臣 発基田31第2号 予算係佐々木 使送・郵送

て

3月31日
鋤平成印鑑2韓2 

!‘ =つての留意事
.a鉛率低創(箔 労

基徴発0331第2号 企 画 係 俵 田 使送・郵送
項等につ1

3月31日
平成21年度「労費働保険関係相談対
応事業」の委託 の精算について ムZム~!i<

支労働出負省担労行働ゐ基担準局当官労働厚生保
基徴発0331第7号 企画係俵田 使送・郵送

3月31日 大臣 発基0331第20号 醤口 使送・郵送

3月31日
芋L集度計紛彊a 

会会長 大臣 発基0331第29号 笹口 世送・郵送

3月31日
|ぃ云

-， 会会長
大臣 発基0331第7号 社労士係笹口 使送・郵送

3月31日 大臣 発基0331第13号 社労士係笹口 使送郵送



様式第18号(第9条関係)

発 送 文 書 4ロ当 帳

i牛名 送付先 発信者 文書番号 担当係担当者 世送・郵送 | 
郵送の種類

検印 備考

3月31日 発基0331第16号 社労士係笹口 使送・郵送

3月31日 発基0331第23号 社労士係谷口 使送・郵送

3月31日 発基0331第四号 社労士係谷口 世送・郵送

3月31日
偏画面画面E吾労働局長

発基0331第30号 社労士係笹口 使送郵送

3月31日 発基0331第33号 社労士係谷口 使送郵送

3月31日 大臣 |発基0331第35号 社労士係醤口 使送・郵送


