
平成22年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 畳信者

現行地方払いを実施している保障結付の宜払状J官等実情把握 厚生労働省曹働基長補準局佐[労業虫務補担慣当部} 肯都働道基府県準労都働労局提補慣課長1月14日
について 企画調壷罷 労提罷険業務課

5月24日
次期費提行政情報管理システム[第E期開発)韓働に罷る

企画調豊臣 厚生労働省労暗室働基長補準局住肯(業提務捕担慣当部補生 労都噛道府基県準労部働労局提繍慣謀長現行局署払いの実情把握について 労提悟障業 } 



平成22年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

4月5S 市町村合併に伴う所在地情報の変更について(作業依積〉 情報システム運用係 厚生労働省労働佐基準〈運局用労担災当補〉償部活災
保蛾業務室長補佐

愛知労働局労働基率部監督課長

4月5日 市町村合併に伴う所在地情報の変更について〈作業依頼) 情報システム運用係 厚生労働省労働基講局E用労担災当繍)償都労災
餌残業務室長補佐(運

福岡労働局労働基準部監督課長

4月5日
労働基皐行政システムに係る労働基議監督署の管鎗区織変

情報システム運用係 厚保持生検野業働務室省労長働補基佐牟(運局用労担誕当補)償都労災 宮線労働局労働基事部監督課長
軍処理について

4月5日
労働基単行政νステムに係る労働基調匹監督署の管穂区蟻変

情報システム運用係 厚保有生険業労働務自室労長働補基佐皐〈運局用労担災当補}償部労災 千葉労働局労働基調匹錦監督課長
更処理について

4月5日
労働基傘行政システムに係る労働基準監督署の管破区域変

情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐準(運局用労担災当補}償却労災 岡山労働局労働基記事部監管課長
亘処理について

4月20日 労末働装基置権に係行る政定情期報点シ検ステのム実・絡労に災つ行い政て情報管理シス子ムの舗 伝送係 厚保生険労業働務省室労長働繍基佐構(運局用労担虫当補}償却労災 都道府県労働局労働基事館長

4月21日
労働基議行政システムに係る定型統計の集計日(平成22年度

情報システム置用係 厚保生険労業働務省室労長働繍基佐調(R運局用労担災当補)償錦労災 都課道長府県労働局労働基準都監督
対象分)について

5月12日 市町村合併にに伴う所在地情報の変更について〈作集依澗) 情報システム軍用係 厚保生険労業働務雀室労長働傭基佐率(運局用労担災当補)償錦労災 静岡労働問蝉準部監督課長

5月12日 市町村合併にに伴う所在地情報の変更について(作業依額) 情報システム運用係 厚生労働省労長働補基佐事(運局用労担災当補)償錦労災
保険業務室長補佐

愛知労働局労働基準部監督課長

5月12日 市町村合併にに伴ラ所在地情報の変Eについて〈作業依頼) 情報システム運用係 厚生労働務室省長労働補基佐準〈運局用労担災当補)償都労災
保険業

滋賀労働局労働基調陣部監督課長

5月12日 市町村合併にに伴う所在地情報の変更について(作業依頼) 情報システム運用係
厚生労働省労働基準局労災補償部労災

長崎労働局労働基講節監督課長
保険業務室長補佐(運用担当)

5月12日 市町村合併にに伴う所在地情報の変更について(作業依頼) 情報システム運用係 厚生労業働務省室長労働補基佐構局労災補償却労災
保険 {運用担当)

熊本労働局労働基準部監督課長

5月12日 市町村合僻にに伴う所在地情報の変更について【作業依頼} 情報システム運用係 厚保生険労業働務室省長労働補基佐事{運局用労担災当補)償都労災 宮崎労働局労働基調陣部覧督課長

5月12日 市町村合併にに伴う所在地情報の変更について(作業依頼) 情報システム運用係 厚嗣生検労業働務省室長労働補基佐準{運局用労担災当補)償都労災
鹿児島労働局労働基準郎監督課
長

5月18日 労遺働・事基務事連行絡政シ情ス報テシムスにテ係ムる，運労用災上行の政留情意報事管項理にシつステいムての通 情報ンステム運用保 厚生労働省労働補基佐事{運局用労担災当繍)償鍛労災
保険業務室長補佐

街道府県労働局労働基準部長

6月7日
「 般メ ル』フォルダの容量が闇値を超過した際の晋告メ

情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長補働基佐準〈連局用労担災当繍)償部対災 都道府県労働局労働基調院館長
ルの発出について

6月10日 所在地名の変更作集について(作業依績) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長補働基佐事{運局用労担災当繍)償都労災 栃木労働局労働基準部髭督課長

6月10日 所在地名の変更作業について〈作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長補働基佐場〈運局用指担災当補〉償部労災 群馬労働局労働基事部監瞥課長

6月10日 所在地名の変更作業について(作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐準〈運局用労担災当補)償都労災 崎玉労働局労働基準部監督課長

6月10日 所在地名の変更作業について(作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐場(運局用労担災当繍)償却労災 千葉労働局労働基準部監督課長

6月10日 所在地名の変更作業について(作業怯額) 情報システム運用保 厚保生険労業働務省室労長働補基佐準〈運局用労箔災当補)償都労災 新沼労働局労働基君事部監督課長

日月 10日 所在地名の変更作業について(作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐構(運局用労担災当補〉償都労災 山梨労働局労働基率都監瞥課長

日月 10日 所在地名の変更作業について(作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐構(運局用労担災当補)償都労災 長野労働局労働基準部監督課長

日月 10日 所在地名の変更作業について[作業依頼) 、情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐準〈運局用労担災当補)償都労災 愛知労働局労働基筆部監督課長

E月10日 所在地名の変更作業について{作業依頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐準〈運局用指担災当情〉償部労災 長崎労働局労働基事部監督課長

E月10日 所在地名の変更作業について{作業依頼) 情報システム運用保 厚保生険労業働務室省労長働補基佐準{置局用労担災当補〉償部労災 線本労働局労働基事節監督課長

日月10日 所在地名の変更作業について{作業怯頼) 情報システム運用係 厚保生険労業働務室省労長働補基佐準〈運局用労f災補償部労災
佐 領当)

宮筒労働局労働基君事部監督課長

E月14日 平日夜間帯における強制ログオフの実施について 情報システム運用係 厚保生険労業働務室省労長働補基佐準〈運局用労担災当補}償都労災 都道府県労働局労働基準部長

E月16日 労け働るオ基ン準ラ行イ政ン情マヱ報ュシアスルテのム拡目労充災{周行知政}情に報つ管い理てシステムにお 情報システム運用係 厚保生険労業働務室省労長働補2佐基準(運局用労担災当補}償都労災 都道府県労働局労働基準部長

B月17日 労け働る局基副準管行理政担情当報者シ名ステ簿ムの・提労出災に行つ政い情て報管理システムにお 情報システム運用係
厚生労働省労働基増局労災補償都労災 都道府県労働局労働基準部監督
保険業務室長補佐(運用担当} 課長

6月24日 所在地名の変E作業について(作業依頼} 情報システム軍用係 厚保生険労業務働室省労長補働基事局E用労担災当補}償却労災 持奈川労働局労働基準部監督課
佐(軍} 長

7月6日 労け働るパ基ス議ワ行ー政ド情変報更シ自スのテ分ム散・労に災つ行いて政情報管理システムにお 伝送係 厚保生険労業務働室省労長補働基佐靖(運局用労担災当補}償却労災 都道府県労働局労働基翠館長

7月16日 自動記信出力方式の変更について 情報システム軍用係 厚保生険労業務働室雀労長補働基佐携(運局用労担災当補}償都針災 都道府県労働局労働基讃都長

7月27日
「通常使うプリン;<Jの霞定がrskyPDFJに変更されてしまう件に

情線システム軍用係 厚保生険労業務働室雀労長補働基事局E用労担災当補}償都労災 都道府県労働局指働基事都長
ついて 佐(運)

8月12日 本省組織変更に伴う労留働意事基孝項に行つ政い情て報システム目労災保険情 情報システム運用係
厚生労働省労働基構局労災補償費苦労災

都道府県労働局労働基準部長
報管理システム上の 保険業務課長

日月27日 平成21年度労働災害統計(年報}の送付について 情報システム運用係 厚保生険労業働省労働基準局労災補償都労災
務室長補佐(運用担当}

都衛道生府主務県労課働長局労働基準部安全

自月3日日 労米働装置基事等行の政移情段報につシスいテてム・労災行政情報管理システムの縄 伝送係 厚保生険労業働務省課労長働補基佐準〈運局用労担災当補}償節労災 都選府県労働局労働基準都長



10月21日 労末働装置基本に係行る政定情期報点シ検ステのム実・胞労に災つ行い政て情報管理システムの端 伝送係 厚生労働省課労長働補基佐調(障運局用労鑓災当繍〕償都労災
保険業務

都道府県労働局労働基事部長

10月21日 労oc働R日基キ傘ヤ行ナ政に情係報るシ部ス品テ交ム換労の災実行絡政に情つ報い管て理システムの 伝送係 厚生労働省課労長働補基佐事(運局用労担災当補)償却労災
保険業務

都道府県労働局労働基構郎長

12月3日 労け働る電基子準デ行ー政タ情の報取シ扱スいテにムj関労す災る行留政意情事報項管につ理いシスてテムにお 情報システム運用係 厚生険労業働省労働基導局労災補償部労災
保 務課長

都道府県労働局労働基準部長

12月9日 運用メッセージ通知機能の使用開始について 情報システム軍用係 厚生労働省労働基噂{運局用労担災当補)償節労災
保険業務課長補佐

都道府県労働局労働基牟館長

デ労ー働タ基ベ挙ー行ス政切情り報醤シえス作テ業ムに・か労か災行る停政電情を報伴管う理工シ事ス等テ作ム業のに 厚生労業働務課省長労働補基佐事(運局用労担災当繍)償節労災
舗道府県労働局

1月21日 伝送係
保険

総務部総務課長
ついて 労働墓場部覧督謀長

2月2日 労け働るパ基ス率ワ行ー政ド情の報変シ更スにテつムも・労災行政情報管理システムにお
、て 伝送係 厚保生険業労働務課省労長働補佐基準(運局用労担災当補)償都労災 都道府県労働局労働基率部長

2月17目 労oc働R基プリ調駆ン行タ政に情係報るシパスーテジムョン労ア災ップ行実政施情に報つ管い理てシステムの 伝送係 厚生労働省労働基準局労ヲ担型当補}償都労災 都道府県労働局労働基準部監督
保険業務課長繍佐(運用当} 課長

3月3日 人事異動に係るユーザ情報の報告等について 伝送係 厚保生険労業働務省労働基準局指災補償都労災 都道府県労働局労働基準部監督
課長補佐(運用担当) 課長

3，e22日
東寧続京電開力の計画停電による労働基事行政システム停止(曜子

情報システム運用係
厚生労働省労働基君事局労災補償都労災

都道府県労働局労働基準部長保)の対応について 保険業務課長補佐(運用担当)



平成22年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

4月2日 平成22年度労災年金・介護【補慣)給付業務担当地区について 年金業務係 厚保生険労業働務室省労長働繍基佐亀(年島金労担災当補}償部労災
都道崎県労働鳥労働基君臨都労災
補償課長

4月呂田 平当成たっ22て年の6留月意支事払項期ににつ向いけてての年金給付等に係る機械処理事務に 年金業務係 厚生労働省労補働基佐率(年局金労担災当補)償却労災 都道府県労働局労働基調院部労災
保険業務室長 補償課長

5月18日
S叩FTコ ドに係る調査書を送付した労災年金受給者の 覧等の送

年金業務係 厚保生険労業倒務省室労長補働基佐準{年局金労担災当補)償却労災 郵補道償府県労働局労働基率都労提
付について 課長

自月B日 平成22年8月支払期に向けての年金給付等に係る様様処理事務に
年金業務係 厚生労集働務省室労長補働基挙局指災補償部労災 都補道償府課県長労働局労働基準都労災

当たっての留意事項について 保険 佐{年金担当)

7月20日 スライド率の改定等に伴う慢揖処理事務について 年金業務係 厚生労業働務省室労長働補基調車局労災補償都労災
保険 佐(年金担当)

都補償道府課県長労働局労働基準都労災

8月2日 告「年書金の額提等出変依更頼リにスつトjいのて送付及びスライド改定通知書送付不要者報 年金業務係 厚保生険労業働務省室労長働補基佐調(降年局金労担災当補)償部労災 各労働基率監督署長

8月4日 平に成当た22っ年て可のO留月愈支穆払項期ににつ肉いItてての年金給付等に係る後棟処理事務 年企業務係 厚保操生労業務働室省労長補働基佐事(年局金労担災当繍)償却労提 補都道償府課長県労働局労働基準部労災

8月6日 『外国払対象者リスト」の送付について 年金業務係 厚生労働省労長補働基佐調(医年局金労担災当補)償節労災 都道府県労働局労働基2償却労災
保険業務課 補償課長

日月16日
年金スライド率の改定に伴う労災就学等援護費に係る機械処理事務

年金業務係 厚生労働省労働補基佐事{年局金労担災当補)償錦労災 都道府県労働局労働基機部労災
等について 保険業務理長 補償課長

日月13日 『厚年情報照合リスト」の送付について 年金業務係 厚生労働省労働基箪{年局金労担災当補)償都労災
保険業務課長補佐

都繍道償府課県長労働局労働基梅錦労災

9月15日
「外国払対象者(SWl円コード対応者)リストj及び『外国払対象者

年金業務係 厚保生労働省労働基準局労主担災当補〉償都労災 都補償道府課県長労働局労働基事部労災
印 刷FTコード未対応者)リストJの送付について 険業務課長補佐〈年金

9fl27日 労災特別介護施程(ケアプラザ)入居予定者にかかる照会について 年金福祉第ー係 厚保生議労集働務省課長労働繍基調陣局労災補償部労災
佐(年金担当}

北海道労働局労災補償課長

B月30日 平成22年12月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理事務
年金業務係 厚保晴生労業働務謀省労長繍働基佐当(事年局金労担災当補}償節労災

郵道府県労働局労働基権部労災
に当たっての留意事項について 補償課長

自月30日 平成22年度労災年金介護(補償)給付業務担当地区分担衰の玄
年金業務係 厚保生険労業働務省課労長働補基佐準(年局金労担災当補)償部労災 都補道償府県労働局労働基率都労災

更について 課長

10月呂田 スライド皐等の改定にし伴たう補労足災周保知険の年実金絡舗にのつ変い更てに係る厚生労働省 年金業務係 厚保生険労業務働噛課労長補働基佐事{年局金労担災当補)償節労災
都道府県労働局労働基場部労災

ホームページを活用 補償課長

10月8日 『厚年情報照合リストJの送付について 年金業務係 厚保生険労業働務省課労長働補基佐準(年局金労担虫当補)償都労災 都裕償道府課県長労働局労働基準都労災

10月12日 削除データチェックリストの送付について 年金業務係 厚生労働省労働基佐準(年局金労担災当補)償鉱労災 都道府県労働局労働基傘却労災
保険業務課長補 補償課長

10月27日 外国送金に関する取扱いについて 年企業務保 厚保生険労業働務省課労長働補基佐牟〈短局期労給災付補担償当錦、労年災 都補道償府課県長知働局労働基準都労災

12月13日
平成23年2月支払期に向けての年金給付等に係る後様処理事務に

年企業務係 厚保晴生労業働務省課労長働繍佐基準(年局金労鍾災当補}償却労災 都補道償府課長県労働局労働基機都労災
当たっての留意事項について

12月14日 労災特別介護施銭{ケアプラザ}入居予定者にかかる照会について 年金福祉第一係 厚生労働省労補働基佐事(年局金労担災当補)償却労災
保険業務課長

福島労働局労災補償課長

ム外及貌びの給醜付状統障害計シにス係テるム隊の害織等機級処の理見事直務しに伴う年金・怠時す金ペシ含ス事テ 厚保金生険担労業当働務)省課労長補働基佐事{短局期労給災付補担償当部、対年災 都補償道府課県長労働局労働基率都労災2月1日 に当たって留 年金業務係
項について

2月17日
平成23年4月支払矧に向けての年金給付等に係る機械処理事務に

年金集務係 厚保生険労業倒務課省労長働補基佐準{年局金封担災当補)償都労災 都繍償道府課県長労働局労働基事部労災
当たっての留意事項について

3月17日 労災特別介護施翫{ケアプラザ)入居予定者にかかる罰金について 年金徳祉第一係 厚保生険労集働務同課省労長働繍基佐調(年住局金労担災当補)償部労災 大阪労働局労災補償課長
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平成22年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 {牛 名 係名 発信者 畏信者

4月2日 市町村合併に伴う住所由一括韮車組理について 短期結付係
厚生首働省貴働基準局封挺舗慣部

北溝海、福道井、青、山森梨.軟、長園野、福、静島岡、新.量

労提保障業務室長補佐(短期桔付担当
)知、大阪、広島、香川、福岡、住

置費働局肯働基準部費提捕慣謀

長

4月2日 市町村合併に伴う一括宜亘処理結果リストの送付について 短期桔付係
厚生首働省苛働基準局芳提補慣部 岩手.埼玉.千葉、東京、神奈川

労提埠険業務室長橋佐[短期桔付担当)労働居費働基準部卦挺補慣課長

4月2日 労盟理院診療、二次揖替、アフターケア且ぴ義肢等補韮具担
短期桔付係

厚生労働省肯働基準局芳捉補慣部 各都道府県労働局肯働基準部費

当者名簿の提出について 肯虫器障業務室長補佐{誼期結付担当〉賀補慣課長

4月5日
労働基準監督署の再編整理及び菅籍匡増産亘に伴う各種リ 厚生卦保働障省業費務働室基長補準局卦箆補慣部 宮城、平輩、岡山賀働局肯働基

ストの送付について
短期給付時 労提 佐(年金担当)

労挺器障業暗室長補住(短期給付担当
}準部青虫捕慣課長

4月16日
船員保障の統合に伴う特別加入者コードの暫定措置にかかる

厚生卦働省労働基準局労提補慣部
各都道府県労働局芳働基準部骨

データの抽出及び査E結果について
短期結付保 労提保障業務輯室室長長補補龍住(年金担当)

卦提保障業 (短期給付担当}
提捕慣謀長

4fi20日
指定病院・樟書結付描院等・指定車局宛名シール等の送付に

短期桔付係
厚生卦働省封働基準局労型補慣部 各都道府県労働局芳働基準都労

ついて 労担保障業務室長補佐(短期結付担当)提補慣課長

4月23日
韓親メリット算定基礎報告書データリスト{補正分)の送付につ

統計調査係
厚生世働省労働基準局卦虫械慣部苦虫

各都道府県労働局総轄鼠{封提

いて 保障祭器室長補佐(短期桔付担当}
保障徴収部}費働保険徴収主輯

課{室)長

4月21日
平成22年度継続メリット制適用事業犠名簿(補正分)Jの送付

統計調査係
厚生卦働省労働基準局労提補慣部哲提

各都道府県費働局総輯部{労毘

について 寵院業務室長
保障徴収剖)世働保険徴収主語

謀(室)長

4月23日 有期メリット制関係リストの送付について 統計調査時 厚保生険費業働務室省労長働基準局労提補償制労揖 都徴道収部県費)労働働島揮韓障務徴部収(肯主働輯課保険

(室)長

4月23日 虫害統計関係リストの送付について 統計調査係 厚生障卦集働積省卦働基準局労賀補慣部労提 都道府県労働局労働基準部安全

保 暗室長『 衛生主務課長

5月10日 一括復込先瞳関確認チェックリストの送付について 置期桔付罷
厚生労働省労働基準局芳虫捕慣部 青森、石)l[、京都労働局労働基

労揖保障業務室長補住{短期給付担当}準部封虫補償課長

5月13日 一括握込先揖関確認チェックリストの送付について 短期枯付係
厚生費働省骨働基準局労提捕慣剖 神吾川賞働局芳働基準部労提補
卦提保障集積室長補佐(短期給付担当}慣聾長

5f!25日 有期メリット制関係リストの送付について 統計調査係
厚生労働省労働基準局卦民補慣部労提 都道収部県骨}封働働局保総障暗徴部収(労主働務保理障

保障業輯室長
徴封

(室}長

5月25日 損害輯計関罷リストの送付について 統計調査係
厚生肯働省労働基準局労毘補慣部労捉 都道府県費働局封働基準部安全

保障業務室長 衛生主務課長

5月31日 一括撞込先機聞確認チェックリストの送付について 短期桔付保
厚生首働省労働基準局卦提補償部 群島労働局労働基準都世誕補慣

労虫慢蹟業輯室長補佐(短期結付担当)課長

6月25日 有期メリット制関悟リストの送付について 統計調査係
厚生肯働省肯働基拳局労良橋憤都労挺 都徴道収県部労}労働働局保総険帯徴都収t昔主働偉険

樟険業暗室長
輯課

(室}長

6~25日 損害統計関慌リストの送付について 統計調査係
厚生君働省肯働基準局卦提繍慣部労虫 都道府県骨働局労働基準郡安全

理院業暗室長 衛生主語課長

7月2日 指定・指名別支払盟一貫等の送付について 短期給付係
厚生卦働雀労働基準局封提補憤部 都道府県苛働局労働基準部苦虫
労担保険業務室長補佐(短期桔付担当)舗憧課長

7月12日 平成21年度機構処理決算に罷る関悟リストの送付について 統計調査係
厚生労働省労働基準局肯虫補慣部労虫 都道府県骨働局労働基準部骨虫

器障業輯室長 捕慣課長



7月四日 有期メリット制関係リスト田送付について 統計調査係
厚生労働省費働基拳局卦提捕慣都卦州内都道県9)7卦働働局保蛇障務徴部収[封働保院

保険業務室長
徴収部 主務課

(室)長

7月23日 盟書統計関係リスト回送付について 統計調査係
厚生肯働省曽働基準局由主措置部肯型都置府県骨倒見労働基準部安全

保険業務室長 衛生主器課長

8月2日 一括振込先機関確認チェックリストの送付について 短期結付係
厚生労働省労働基準局肯挺措置部 青森卦働局労働基準都労提補慣

労提器障業輯室長補佐[短期桔付担当)課長

8月日日 一括振込先機関確認チェックリストの送付について 短期給付係
厚生労働省肯働基準局芳提捕憧部 福岡賢働局肯働基準部労提捕慣

労話県障業輯室長補世{短期桔付担当}課長

S月26日 有期メリット制関係リストの送付について 統計調査岳
厚生労働省労働基準局昔話捕慣部労提 都徴道収県剖労}曽働g崎局県総瞳務徴部収(骨主鋼輯需課陸

県険業務課長
(室}長

8月26日 提害親計関悟リストの送付について 統計調査罷
厚生労働省肯働基準局労虫補慣部労虫 都道府県労働局背働基準部安全
保障業輯課長 衛生主語課長

9月27日 有期メリット制関係リストの送付について 統計調査係
厚生封働省労働基準局貴挺補慣部骨虫

都道県労働局韓轄都(貴働保険

保険業轄課長
徴収部)貴働保障徴収主輯課

(室)長

9月27日 w.警統計関係リスト回送付について 統計調査係
厚生封働省労働基準局封誕捕慣部骨虫 都道府県費働局労働基準部安全

保険袋詰課長 衛生主務課長

10月5日 労働保障番号の聖亘処理に伴う各種リストの送付について 短期結付係
厚労生提昔器働障省業労務働課基長補準局住労{年提金捕担慣当部) 都置府県骨骨局卦働基準部労提

労提器障業務課長補佐(短期給付担当}
補慣課長

10月25日
平成23年度継続メリット制適用対象新規ー叡消リストの送付に

統計調査罷
厚生労働省労働基準局芳提補慣部骨提

都道府県労働局韓器部{労働保

ついて 惇陸業輯課長
険徴収部)労働罷措徴収諜(室)

長

10月25日
平成22年度労虫寵瞳率特例申告書入力ー査亘事業鳩名簿の

統計調査罷
厚生労働省労働基準局労担桶慣部労虫 栃木労働局総務部労働晶院徴収

送付について 保障業輯課長 室長

10月25日
継続メリット制草定基礎報告書の作成等にあたっての注意事

統計調査係
厚生卦働省労働基準局苦虫楠慣部労挺

都道県労働局蛤務部[労働憧険

項について 保障業輯課長補佐[短期桔付担当}
徴収部)曹働保障徴収主務課

(室}長

叩月25日 有期メリット制闇係リストの送付について 統計調査係
厚生曹働省苦働基翠局労盟楠慣部労提

都徴収道部県費働局韓務部(芳働保障

保険業積謀長
)労働再臨徴収主務課

(室}長

10月25日 虫害統計関罷リストの送付について 統計調査係
厚生労働省封働基準局卦提補慣都労提 都道府県労働局労働基準部宜全

保障業務謀長 衛生主輯課長

11月25日 有期メリット制関部リスト回送付について 統計調査係
厚生骨働省封働基準局卦挺舗慣部労提 都徴収道部県労)労働噛局保総障轄徴部収(肯主働務課障障

保障業務謀長
[室)長

11月25日 虫害親計関罷リスト回送付について 統計調査係
厚生貴働省労働基準局労民補慣部肯毘 都道府県卦働局費働基準部安全

保障業務課長 衛生主輯謀長

12月24日 有期メリット制関慌リストの送付について 輯計調査罷
厚生労働省労働基準局骨虫繍置剖労提

都道県労働局韓帯都(卦働保障

保障業轄課長
徴収部)貴働保障徴収主務謀

{室)長

12月24日 民審親計関罷リストの送付について 統計調査係
厚生封働省肯働基準局労貰繍償部労提 都道府県骨働局封働基拳部安全

保険業務課長 衛生主輯課長

1月24日 有期メリット制関慌リストの送付について 統計調査係
厚生首働省肯働基準局費型補慣部骨提 都徴道収都県労)肯働働局保輯E輯部(賞曲保障

蝿険業務課長
徴収ロ肯 障徴収主務理

{宣}長

1月24日 虫害統計関係リストの送付について 統計調査係
厚生首働省労働基準局卦虫補慣部由民 都道府県労働局労働基準部安全

保険業務課長 衛生主務課長

2月24日 有期メリット制簡係リストの送付について 統計調査罷
厚生労働省労働基準局卦虫補慣都労虫

都道県労噛局韓轄錦{封働保険

保険業務課長
徴収部}肯働保険徴収主輯課

(室}長



2月24日 虫害輯計関係リストの送付について 統計調査係
厚生費働省労働基準局骨賀補置都労提 都道府県労働局肯働基準部安全

保障業務課長 衛生主務課長

2月24日 継続メリット制算定基瞳報告書寄デ タリストの珪付について 統計罰査係
厚生世働省古働基準局骨挺捕世田世虫 都障道徴府収県部苛}肯働働局保韓障務世部収{労主働輯保課
保険業務課長補佐(短期給付担当)

(室)長

2月24日 平成23年度経痛メリット制適用事業場名簿の送付について 統計調査係
厚生卦倒省労働基準局労提繍慣都労提 都険道徴収府部県労)労働9局総暗部(肯働探

慢険業務課長
労働理険徴収主務課

{室}長

2月24日 平成22年度労提保障率特倒申告事業場名簿の送付について 統計調査係
厚生骨働省労働基準局肯提補慣部労提 都道府県労働局輯輯部費働保障

理険業輯課長 徴収主語課〈室}長

2月24日 宥期メリット制関慌リストの送付について 統計調査罷
厚生労働省労働基羽豊島芳賀補慣部労虫 都植道徴府収県肯働局詑務部(苦働保

保険業器課長
収部)宮働保障融収主君課

(室)長

3月24日 提書統計聞罷リストの送付について 統計調査悟
厚生封働省骨働基準局封提補慣部労提 都道府県労働局卦働基拳部安全

保険業務課長 衛生主器課長
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8月4日 次シゐ及ス期提びテ害軍労ム働、Eの義期基第肢開準等E発行期捕に政開韮係情発具る報由費韓シ概等働ス要]テ時のム{期軍意及等2見びに版次要つ)【期い望特て卦に別提対加行す入る政.検第情討三報結者管畢行理 システム最適 厚生肯働省労働基準局労提補憤都労提
都道府県労働局長

化第1部 保障業務室長

8月4日 次期労Fム骨に基係準る行研政修情の報実シ施ス時テ期ム等及にびつ次い期ー労虫行政情報管理 システム最適
厚保生険労業働務省課シ骨ス働テ基ム準畳局適労化提推舗進慣主都長世虫 都道府県労働局労働基準部長

システムに係る研修 、て 化第2係

8月6日 卦る機働械基担準理行手政引情の報一シス部テ改ム正・に常つ民い行て政情報管理システムに悟 システム畳適
厚生労働省封働基拳局長 都道府県労働局長

化第2係

9月16日 次期労働基準行政情輯システムに需品研修の畏施について
システム畳適 厚生労働省貴働S基準局労盟捕慣部骨虫

都道府県労働局長
化草2係 蝿険業輯課長

9月16日 次期労働基準行政情報システムに罷る研修畳講者の報告に システム量適
厚晶生融労業働輯省課労シス働子基ム準最局適労化虫推繍進慣室部長労誕 都道府県労働局封働基準部長

ついて 化第Z係

労る消働耗基晶準(行O政GR情ス報キシャスナテ消ム耗・品労を提除行く政。情}由報平菅成理2シ2年ステ度ム執に行罷見 システム調整 厚生労働省労シス働テ基ム準畳局適苦化虫推繍進慣室部長労補提
10月1日

罷
探障業輯課 都道府県労働局苛働基準部長

込額調査について 住

11月16日 貴る機働械基処準理行手政引情の報送シス付テにムつ・労提行政情報管理システムに悟 システム量適 厚生骨働省苦働基準局労虫繍置部卦虫
都道府県労働局労働基準部長いて 化策2係 保険業務課システム畳適化推進室長補

11月29日 次期苦虫行政情報菅理システムに罷る研修司実施について
システム量適 厚慌生障労業働務省課肯長働基準局卦盟輔慣部労虫 都道府県肯働局長
化草1係

11月29日
次期青虫行政情報管理システムに係る研修呈捕者の報告に システム畳適

厚生労業働務課省労シス働テ基ム準量局適労化虫推楠進慣室部長労提 都道府県労働局労働基拳部長
ついて 化第1係 理晴

12月3日
次期労働基準行政情報システムの第E期開発機能の稜働時 システム最適 厚罷生陸労業働輯課省労長働基準局労提檎慣都労提 都道府県労働局長
期等について 化第21系

12月6日
次期労働基準行政情報システムの第E期開発機能の稼働に システム最適 厚生労働省卦シス働テ基ム準量局適骨化誕推補進慣室部長卦補提 都道府県芳働局肯働基準部長
当たって由移行作業期間中の閉斤時の連絡先ついて 化軍2罷 保障義務課

12月7日 た次っ期て費の働留基意準事行項政にシつスいテてムの第E期開発機能の韓働に当 システム最適 厚生肯働省課シ労ス働テ3基ム準最局適卦化提推補進慣室部長労虫 都道府県卦働局芳働基準部長
化第2係 保障業輯

12月8日 次当の期たプっロ労てグ働ラの基ム移準転行行送作政に業情つに輯いつシていス)てテ(ム停の電第作E業期に開お発ける機F能.，tの印韓刷働tへに システム畳適 厚保生障労業働務省課肯シス働テ基ム準量局適労化型推補進慣室部長労補提
都道府県労働局労働基準部長

化第2係
住

厚理生険労業働務省課費シス働テ基ム翠最局適労化提推補進憤室都長労補盟

12月B日 rに次お期け労る働買基疑準・田行署政j情の報珪シ付スにテつムい第てE期開発機能に係る研修 システム量適

住厚察謀厚生担長生骨補労当働働中檀省央省卦労卦働働働基基基準準準局監局監察安督監全謀衛督官監生督部 監
都道府県世働局肯働基導部長化第2係

労働労働 金衛生部計画
謀課長補佐

12月8日
次期労働基調良行政情報システムの第E期開発機能の稼働に
当たっての移行作業について

シ化ス第テ2ム悟最適 厚生肯働省労シス働テ2基ム準最局適労化提推補進慣室都長世補担
保障業務課 都道府県宮働局労働基準部長

厚生労働省労働3基準局安全衛生部計画

12月13日 次特期定機労働械等基準管理行政シス情テ報ムシ由スデテームタのベ第ーEス期の開構発築機に能つにいおてける
システム最適

課安労長全提衛補世生部部肯安提全課保長障業輯課長
都道府県労働局労働基準部長

化草5係

12月28日 絡次期・指労示盟体行制政に情つ報い管て理システム田軍E期稼働に向けての遷 システム量適
厚保生険労業働務省課封シス働テ基ム準量局直労化提推補進慣室部長骨担 都道府県費働局労働基準部長化草3係

3月30白 労担保険給付業務の業輯・システム畳適化計画改定について
システム量適 厚生労働省費働基準局労盟篠憤部費提

都道府県費働局長
化草4慌 保険業輯課長

3月31日
労働基準行政情報システム肯虫行政情報管理システムに揮 システム最適

厚生労働省労働基準局長 都道府県労働局長
る機揖叫理事輯手引について 化軍1罷

3月31日 骨る機働械基処準理行事政務情手報引シス等テのム珪・付卦l提行政情報管理システムに罷 シス子ム量適 厚生労働省労働基準局労提補慣部労提
都道府県肯働局長

二ついて 化第1部 器障業務謀長


