
平成 21年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月 30日)



平成 21年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月初日)



平成 ~l年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月初日)



平成 21年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月 30日)

No 事件番号|1--請-求-人氏名
代理人氏 名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件名 裁決 原処分庁

671 20 (国 )465 棄却 ，~-角川、 1::7'-1 日

6自 20(国 )471E・圃園町 l干匡 棄却 同 1:>fÇ1~/J 耳目

6日 20(国 )473E園町 冒置圃ー
-~ 時 棄却 ド 1"'"ν ル誌面

70 20 (国 )485 棄却 " K 口

71 20(国)490圃・・ 、 棄却 " K ロ

72 7 冨 )494-- 一ι 棄却 lム A 仲 l夕、"1'<日

73 20 (国)501 川少中免除 却下 護鳥
，~ 

74 20(国 )532 田園 -~ 
却下 "民同

、



平成 21年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 29日)



平成 21年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 29日)



平成 21年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 29日)



平成 21年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 29日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏 名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 4井 名 裁決 原処分庁

67 21 (国)11 障害基礎年金 却下 社会保険庁長官

68 21(国)14 保険料免除 却下 浜松西社会保険事務所

長
69 21 (国)38 障害基礎年金 却下 社会保険庁長官

70 21 (国)48 その他 却下 社会保険庁長官

17 

¥ 



平成 21年 6月 裁決内訳 (裁決日間 30日)



平成 21年 6月 裁決内訳 (裁決日日月 30日)



平成 21年 6月 裁決内訳 (裁決日 6月 30日)



平成 21年 6月 裁決内訳 (裁決 日明 30日)



平成 21年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月 31日)



平成 21年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月 31日)



平成 21年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月 31日)



平成 21年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月 31日)

No 事件番号圃請求人氏名 代理人氏 名 利害関係人氏名 |利害関係人代理人 f牛名 裁決 原処分庁

67 21(国)37 戸 棄却 ÇI~/J 耳同

68 21(国)39 棄却 IJ )X. I:j 

69 21 (国)45 棄却 川凪同

70 21(国 )47 -・E
棄却 "品同

扇圃園町71 
/2「1¥(、国国 )) 459 1 

棄却
" ><.同

I 72 棄却 』両;仲1?"o/J 圭官

73 21(国)52 棄却 ミ険庁長官

74 21(国)56 棄却 JT"て回

75 21(国)61 棄却
" ><.回

76 21(国)62 棄却 庁長官

77 21 (国)64 棄却 I J ""日

78 21 (国)69 戸 棄却 t庁長官

トー叫c--ー、



平成 21年 8月 裁決内訳 (裁決日日月 31日)



平成 21年 8月 裁決内訳 (裁決日 8月 31日)

No 事件 番号
国国請国求町人一 氏名 :-= 

下H 関 係人 氏名 l利害関係人代理人 件名 裁決 原処分庁

23 20(国 )538 棄却 J了 宵 昌

24 20(国 )540 その他 乗到J 川仲間 S阻喧

課長

25 21 (国)10 司自 その他 棄却

所・厚

26 21 (国)18 棄却 ミ庁長官

白人21(国)24 容認 IJJX:日

21 (国)34 棄却 .IJ ):定日

2， 21 (国)40 棄却 IJJ>ξ日

3C 21(国)46 - 棄却 JT~定自

31 21(国)54 司園町 その他 業到l J了主定員

32 21(国)68 司・田町 棄却 ~J l J:I(日

トf



平成 21年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日



平成 21年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日)



平成 21年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日)

No 事 件番号 扇面 請求 人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 |利害関係人代理人 件名 裁決 原処分庁

45 21(国 )124 部容認 4長1ヨ4芙l庁、f

46 21(国 )125 -- 棄却 事 E庁長官

47 21(国 )126 棄却 E庁長官

48 21 (国 )[27-・・E
棄却

" )x.同

491 21(国 )[30

扇司圃面圃画『E 
棄却

" )x.同

I~ ， "j(国)印 棄却
" )X.同

51 21(国 )143 棄却 E庁長官

52 21(国)147
E・・E

棄却 1J"p<日

53 21¥困 )238• 珂JI' IJ百回

54 21(国 )268画面園薗 却下 "且同

ト/



平成 21年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月初日)



平成 21年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月初日)

棄却



平成 21年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月 30日)



平成 21年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月初日)



平成 21年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月 30日)



平成 21年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)



平成 21年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)



平成 21年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 |利害関係人代 理 人 件名 裁決 原処分庁

67 21(国 )215 唱 l 棄却 E庁長官

6E 21(国 )227画面園面 、'''"'''-'-' 棄却 日ヨζ

69 21 (国 )237 一日中目 L 棄却 f..l..~l)JÇ I!X.J J ").え同

70 21(国 )239 棄却 E庁長官

71 21 (国 )240E圃 薗 棄却 日比国

i 21(国 )245E圃園町 棄却 "民口

731 21 (国 )247E・・圃， 棄却 庁長官

74 21(国 )250 棄却 E庁長官

75 21 (国 )251 棄却 E庁長官

76 21(国 )274冒圃園「 '--'-.=田町 I~ 棄却 』品 、 r~'J エ疋白

77 21(国 )284 也 l 時 = 棄却 ]‘I~I J ;JX;同

78 21(国 )297副園田町 その他 棄却 長久留

79 21(国 )315• 棄却 ，~ 庁長官

80 21(国 )322 却下 市川直面



平成 21年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月 25日)



平成 21年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月 25日)



平成 21年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月初日)

No 事件 番号 氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利 害 関 係 人 代理人 件名 裁決 l車処分庁

45 2l(国 )325 棄却 n 品同

46 2l¥国 )410 却下 1コL':z::;;:.(7(Ç I~尺"l'芝日

47 21 (国 )438 却下 l ..l.....~l"f'o l夕、 IJJ'と同

トー



平成 22年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 29日)



平成 22年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 29日)



平成 22年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 29日)

|利害関保人代担人 f午泊 裁決 原処分庁代理人氏名 利害関係人比名No 事件番号司画請面求画一人此名
棄却45 21(国 )307

" JX.回

46 21 (国 )310 棄却 ， JX.回

47 21 (国 )311 c、 棄却 l品回

48 21(国 )319 昨ロ L 棄却 ""回

49 21 (園 )320 その{也 容認

課長
， '21 (国 )321 乗潤I J ""日

51 21 (国 )324 棄却 二日

52 21 (国 )326園田町 棄却 l民同

53 21 (国 )328 棄却 '品ロ

54 21([翠 )331

1・ 業到l I ""日

55 2!(国 )JJM 梁詞j 』再同

5E 21 (国 )344国・E 園町 棄却 l再嗣

|園田園 棄却
" JX.ロ

57 21 (国 )349

E 梁王11 i工去と日58 21(国 )J53

却下 "疋田59 21 (国 )466

~~1(国)478 圃 圏直 却下 ~I J 7-疋白



平成 22年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月初日)



平成 22年 2月 裁決内訳 (裁決日間 26日)



平成 22年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 26日)

No 事件番号田・請・求一人頁沼 園鑑ム 瓦名
利害関係人比!s 利害関京天青豆丈 件名 裁決 j泉処分庁

45 21 (国 )364 その他 棄却 T...L"Al:>f'l!:ぺJJ

46 21(国 )367園田町 棄却 '"、肌"

47 21 (国 )369

E・・E
戸 棄却 '1:..L..~-ptÇ l!:尺JJ

48 21(国 )380 也 S 容認 Pf'1!7'{1 J J疋届

491 21(国 )394-・・E E・・E
棄却 問問J耳目

|、 21(国)510 {圃園町 却下 昨 I!;?I:.IJ民同

511 21 (国 )516川・ 却下 Tム:Z:;;:l"'I~'J ~ロ

/'.、



平成 22年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 22年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 22年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 22年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)

No 事件番号 人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 |利害 保人代理 人 f午，昌 裁決 尿処分庁

67 2J(園 )455 棄却 "19"-/J民同

68 21(国)461 その他 棄却

長

69 21 (国 )470圃画面 1 
棄却 ""~'~ 且同

70 21(国 )471 棄却 同国

司園町 棄却 庁長官

lJ(国 )487 棄却 '-;J;;;; Vf'ol夕、IJJZ E 

73 2J(国 )548 却下 門、I9'.JJ耳目

74 21 (国 )566

1・ 却下 "同同

75 2J(国 )570E園周圃「 却下 "凡口

76 21(国 )582司園田町 その他 却下 日

ト/


