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回 ~..f&. l起案日 ..，'" 

次期労働基準行政情報シス 労働基準局労災補償

基労保発0107箪1号 H21. 10.23 
テム及び次期労災行政情報 部労災保陵章務室

震謹吉徳 H21. 10. 7 
都道府県労働局 労災保険章

管理システムの第二期開発 システム最適化推進 長 務室長

の概要について 室システム調整係

傷病(補償)年金及び障害 労働基準局労災補償 労災保険業
基労保発0204第3号 H22.2.4 (補償)年金受給者に聞す 部労災保障業務室 土肥知美 H22.2.4 年金局数理課長

るデータの提供について 年金章務係
務室長

厚生労働省

企画書評価委員会委員への
労働基準局労m.補償 労働基準局

基労保発0205軍1号 H22. 2. 5 
就任依頼について

部労災憧陵業務室 芦川佳子 H22.2.3 外部委員候補 労災補償部

年金福祉軍ー係 労災保険業
務室長

厚生労働省

企画書評価委員会委員の垂
労働基準局労筑補償 労働基準局

基労保発0205軍2号 H22. 2. 5 部労災保験業務室 芦川佳子 H22.2.3 所属院長 労災補償部
嘱について

年金福祉第一係 労災保険業
務室長

厚生労働省

企画書評価委員会の開催に
労働基準局労挺補償 労働基準局

基労保発0218箪1号 H22. 2. 18 部労災保験章務室 福田浩規 H22.2.16 外部委員 労災補償部
ついて

年金福祉第二係 労災保除草
務室長

茨線、栃木、群
馬、神奈川、岐

平成21年度労災保険率特 労働基準局労災補償 阜、愛知.和歌
労災保険業

基労保発0224軍1号 H22. 2. 24 例申告事業場名簿回送付に 部労災保践業務室 丸山奈央子 H22. 2. 24 山、大分労働局

ついて 統計調査係 総務部労働保険
務室長

徴収主務課
(室)長

都道府県労働局
平成22年度継続メリット 労働基準局労災補償 総務部(労働保 労災保隙業

基労保発0224箪2号 H22. 2. 24 制適用事業場名簿の送付に 部労災保険業務室 丸山奈央子 H22. 2. 24 険徴収部}労働 務室長
ついて 統計調査係 保f険要量徴、収'"主務課

厚生労働省

労働基準局労災補償 労働基準局

基労保発0226軍1号 H22.2.26 企画書等評価結果通知書 部労災保険章務室 福田浩規 H22.2.25 外部霊員 労災補償部
年金福祉第二係 労災保険業

務室長

厚生労働省

平成22年度労災特別介護 労働基準局労災補償 労働基準局

基労保発0226第2号 H22.2.26 媛護事章に係る契約候補者 部労災保険業務室 福田浩規 H22.2.25 外部委員 労災補償部

田決定について 年金福祉第二係 労m保除草
務室長

厚生労働省

企画書等評価結果通知書
労働労基災準保局験労災補償 財団法人労災サ 労働基準局

基労保発0226箪3号 H22. 2. 26 部 業務室 声川佳子 H22.2.26 ポートセンター 労災補償部

年金福祉第一係 会長 労災保除藁

務室長

厚生労働省

平成22年度労災ケアサ 労働基準局労災補償 労働基準局

基労保発0226箪4号 H22.2.26 ポート事業にかかる契約候 部労災保険業務室 声川佳子 H22.2.26 外部委員 労災補償部

補者の決定について 年金福祉事一係 労災保険業
務室長

厚生労働省

労働基準局労災補償 財団法人労災サ 労働基準局

基労保発0226第5号 H22. 2. 26 企画書等評価結果通知書 部労災障険業務室 芦川佳子 H22. 2. 26 ポートセンター 労災補償部

年金福祉事一係 室長 労災憧険業

務室長

厚生労働省

平成22年度新規労災年金 労働基準局労災補償 労働基準局

基労保発0226軍6号 H22.2.26 受給者支援事業に係る契約 都労災罷険業務室 声川佳子 H22.2.26 外部書員 労災補償部

候補者の決定について 年金福祉事一係 労災保険業
務室長

都道府県労働局
厚生労働省

平成22年度第1・四半期 労働基準局労災補償 総務部{労働保
労働基準局

基労保発0310第1号 H22.3.9 機械処理業務実施計画につ 部労災保険章務室 佐藤加奈 H22.3.9 
険徴収部)長労

労災補償部

いて 企画調整係 働基準部長
労災保険業
務室長
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年金・一時金システムにお 労働労基災準占局労災補償 都道府県労働局 労災保険業
基労保発0319第1号 H22. 3. 19 ける外国送金に係る事務処 部 災保険業務室 上野継敏 H22. 3. 17 

労働基準部長 務室長
理由部変更について 年企業務係

労働基準監督署の管轄巨峨 労働基準局労災補償
都道府県労働局 労災保険業

基労保発0319第2号 H22. 3. 19 変更に伴う労災保険機械処 部労災保賎業務室 佐藤加奈 H22.3.18 
労働基準部長 務室長

理事務白取級いについて 企画調整保

国立高度専門医療センター
労働基準局労災補償

千葉、車京、愛

基労保発0323軍1号 H22.3.23 の独立行政法人化に伴う機
部労災保険章務室 神杉枝里子 H22. 3.17 知労働局労補働基 労災保険業

械処理事務について(何
短期給付係

準部労災償課 務室長
い) 長

次期労働基準行政情報シス
労働基準局労災補償

テム及び次期労災行政情報

部シス労テ災ム保畳険適業化務推室進
基労保発0331軍2号 H22.3.30 管理システムの第2期開発

青天目隆司 H22. 3. 19 
都道府県労働局 労災保険業

の概要(第2版)【特別加
室システム最適化箪

長 務室長
入、第三者行為災害、義肢
等舗装具費等】について

一係

次期労働基準行政情報シス 労働基準局労災補償

基労保発0331第3号 H22.3.25 
テム及び次期労災行政情報 部労災保険業務室 渡遁吉徳 H22.3.25 

都道府県労働局 労災保険業
管理システムの第2期開発 システム量適化推進 長 務室長
に係る稼働時期等について 室システム調整係

統合ネットワーク機器・回 労働基準局労災補償
鹿児島労働局 労災保険業

基労保発0703軍1号 H21. 7. 3 線移設作章について(川内 部労災保険業務室 平山奈央子 H21.7.2 
長 務室長署.RIC昔JJI• RIC宮崎) 伝送係

統合ネットワーウ機器・困 労働基準局労災補償 財団法人労災保
労災保険業

基労保発0703第2号 H21. 7. 3 続移設作業について(JJI向 部労災保険量務室 平山奈央子 H21. 7. 2 険情報センター
務室長署.RIC香JJI• RIC宮崎) 伝送係 専務理事

統合ネットワーク機器・回 労働基準局労災補償 財団法人労災保
労災保険章

基労保発0703草3号 H21. 7. 3 線移設作業について(川向 部労災保険業務室 平山奈央子 H21. 7. 2 険情報センター
署.RIC香JJI• RIC宮崎) 伝送係 専務理事

務室長

平成 21年度労災ケアサ 支出負担行為組 厚生労働省
ポート事業、労災特別介護 労働基準局労災補償 当官厚生労働省 労働基準局

基労保発0713第1号 H21. 7. 13 援護事業及び新規労災年金 部労災保険業務室 福田浩規 H21. 7. 13 労働基準局労災 労災補償部
受給者支援事業に係る受託 年金福祉第二係 補償部労災管理 労災保険業
者名目蛮更について 課長 務室長

平成 21年度労災ケアサ
厚生労働省

ポート事業及び新規労災年
労働基準局労災補償

都道府県労働局
労働基準局

基労保発0713第2号 H21. 7.13 
金受給者支挺事業の委託に

部労災保陵章務室 福田浩規 H21. 7. 13 
労働基準部長

労災補償部
年金福祉軍ニ係 労災保険業ついて

務室長

厚生労働省

平成 21年度労災特別介護
労働基準局労災補償

固有財産管理部 労働基準局
基労保発0713第3号 H21. 7. 13 

援護事業の垂託について 部金労福災祉保2険業務室 福田浩規 H21. 7. 13 
局長 労災補償部

年 第二係
労事.災苦言保£三険業

統合ネットワ ヲ機器・回
線及び拠点LANの移設作業 労働基準局労災補償

労1足保険業
基労保発0722軍1号 H21. 7. 22 について(須崎書・労災保 部労災保険業務室 平山奈央子 H21. 7. 21 高知労働局長

務室長
!険肩汗情1報センター沖縄事務 伝送係

統合ネットワク機器周
線及び拠点LANの移設作業 労働基準局労災補償 財団法人労災

労災保険畢
基労保発0722軍2号 H21. 7. 22 について(須崎書労災保 都労災保賎業務室 平山奈央子 H21.7.21 保険情報セン

務室長
|険冊情1報センター沖縄事務 伝送1係 ター専務理事

『スライド率等の改定等に
労働基準局労災補償

よる亜里決定通知書』及び 都道府県労働局 労災保険業
基労保発0728草1号 H21. 7. 28 

「年金額等変更リストJに
部労災保険業務室 上野継敏 H21. 7. 28 

労働基準部長 務室長
係る事務処理について

年企業務係

労働基準行政システム端末
労働基準局労災補償

基労保発0730草1号 H21. 7. 30 
装置等の移設等由実施につ

部労災保険業務室 平山奈央子 H21. 7. 30 秋田労働局長
労災保険業

いて(大館労働基準監督
伝送係

務室長
署)

労働置基等準由行政システム端末 労働基準局労銀補償 財団法人勢災保
基労保発0730第2号 H21. 7. 30 装 移設等の実施につ

部労災保険業務室 平山奈央子 H21. 7. 30 険情報センター
労災保険業

いて(労災保険情報セン
伝送係 専務理事

務室長
ター和歌山事務所)

労働等基準の行政システム端末 労働基準局労災補償
基労保発0805第1号 H21. 8. 5 

装置の移設等由実施につ
部労災保険業務室 平山奈央子 H21. 7. 31 鳥取労働局長

労災保険業
いて(米子労働基準監督

伝送係
務室長

署)



基労保発議文書台帳

労働基準行政システム端末
労働基準局労災補償

基労保発0811第1号 H21.8.11 
装置等の移設等申請書由送

部労災保験車務室 平山奈央子 H21. 8. 10 鳥取労働局長
労災保俊章

付について(富吉労働基準
伝送係

務室長

監督署}

平成21年 10月における
年金たる保険給付及び右綿

労働基準局労災補償
健康被害救済法に基づく特 都道府県労働局 労災保険業

基労保発0904軍2号 H21. 9. 4 
別遺族年金の畳給権者回定

部労災保験業務室 安藤大淳 H21. 8. 28 
労働基準部長 務室長

期報告に係る機構処理事務
年企業務係

等について

都道府県労働局
厚生労働省

平成21年度第3・四半期 労働基準局労災補償 総務部(労働保
労働基準局

基労保発0908第1号 H21. 9. 8 機械処理業務実施計画につ 部労災保験業務室 佐藤加奈 H21. 9. 8 
険徴収部)長

労災補償部

いて 企画調整係 労働基準部長
労災保険業
務室長

労災年金の併給謂整に係る 労働基準局労災補償 都道府県労働局 労災保険業
基労保尭0911第1号 H21. 9. 11 『厚年情報照合リスト』の 部労災保験章務室 安藤大淳 H21.9.10 

労働基準部長 務室長
活用について 年金聾務係

労働基準監督署、公共職業 福島、干菜、神 厚生労働省

安定所由再編整理且び管轄 労働基準局労災補償 奈川、岐阜、静 労働基準局

基労保発0924第1号 H21. 9. 24 区域の変更に伴う労働保険 部労災保険業務室 佐藤加奈 H21. 9. 24 岡、岡山、山口 労災補償部

番号の変更処理及びその取 企画調整係 労働局労働基準 労災保険業

扱いについて 部長 務室長

『平成22年度継続メリット
都道府県(労労働働局制適用対象新規取消リス

労働基準局労災補償 総務部 保

基労保発1027軍7号 H21. 10.20 
トJ及び『平成21年度労災

部労災保陵業務室 丸山奈央干 H21. 10. 16 険徴収部}労働
労災保険業

保険率特例申告書入力・変
統計調査係 保険徴収主務課

務室長

更事業場名簿」由送付につ (室)長
いて

アウセンチユア
株式会社
公共サーピス・
医療健康51ゲ

申請・届出等処理支援シス 労働基準局労災補償
ループ統括

基労保発1113第1号 H21.11.13 テムに係るデータ等の賞与 部労災保険業務室 上田敦郎 H21.11.11 
システムインテ 労災保険業
グレーシヨン& 務室長

について 情報システム運用係
テウノロジ一本
部
ヱゲゼクテイ
ブ・パートナー

株式会社エヌ・
ナイ・ァイ目

労災各種台帳からの抽出
労働基準局労災補償 データ 第二公

労災保険章
基労保発1120第1号 H21. 11. 20 

データの賞与について
部労災保険業務室 庄子康太 H21. 11. 20 共システム事業

務室長
システム管理係 本部第二公共

システム事章部
長

平成21年度第4・四半期 労働基準局労災補償
都道府県労働局

労災補償部

基労保発1208第1号 H21. 12. 8 機械処理業務実施計画につ 部労災保隙華務室 佐藤加奈 H21. 12.2 
総務部(労働

労災保険業
保険徴収部)長

いて 企画調整係 労働基準部長
務室長

労災保障章務機械処理事務
労働基準局労災補償

基労保発1228箪1号 H21.12.24 
手引(短期給付一元管理シ

部労災保険業務室 貝梅昭憲 H21. 12. 24 
都道府県労働局 労災保険業

ステム)に係る機構処理事 労働基準部長 務室長

務の留意点について
短期給付係

労災保険業務機織処理手引
(短期給付一元管理システ

ム、年金・一時金システ
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