
発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 性賓 起案担当課・係 起業者 起栗田 施行先 施行者

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚
年金局年金課企画 日本年金機構理事

1年発0101第1号 H21. 12. 28 生年金保障法等の一部を改正する法律の施行について
法令第二係

山口健太 H21. 12.24 
長

年金局長
(通知)

社会保険の保障料等に係る延滞金を軽減するための庫
年金局年金課企画 地方厚生(支)局

2年発0101第5号 H21.12.28 生年金保険法等の一部を改正する法律の施行について
法令第二係

山口健太 H21. 12.24 
長

年金局長
(通知)

『日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経

3年発0101第6号 H22.2.15 
過措置に聞する政令等の施行に伴い地方厚生(支)局 年金局事業企画課

佐 藤 大 輔 H22. 1. 1 
全国社会保険労務

年金局長
長に移管・委任される事務の取扱いについて』の発出 監理・社労土係 士会連合会会長
について

4年発0101第7号 H21. 12.25 固有財産の受渡しについて
年金局総務課管理

菊地英明 H21. 12.24 
日本年金機構理事

年金局長
係 長紀陸孝

5年発0104第1号 H22. 1. 4 数次往復公用旅券の発給請求について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22. 1. 4 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

6年発0104第2号 H22. 1. 4 資金前渡官吏廃止後の残務事務の任命について
年金局事業企画課

峯隼人 H22. 1. 4 大和田英男 年金局長
会計室予算係

7年発0104第3号 H22. 1. 4 
年金特別会計 歳入徴収官の事務の一部を処理する官 年金計局事業企係画課 峯隼人 H22. 1. 4 末岡隆則 年金局長
職の指定について(代行機聞) 会 室 予 算

8年発0104第4号 H22. 1. 4 
年金特別会計会計機関の一部を処理する職員の任命 年金局事業企画課 筆集人 H22. 1. 4 佐々木務 年金局長
について(代行機関) 会計室予算係

9年発0104第5号 H22. 1. 4 
歳入歳出外現金出納官吏及び歳入車出外現金出納官吏 年金局事業企係画課 峯隼人 H22. 1. 4 佐 々 木 務 年金局長
代理の任命について 会計室予算

10 年発0104第6号 H22. 1. 4 主任収入官吏の任命について
年金局事業企蘭課

峯隼人 H22. 1. 4 野口直 年金局長
会計室予算係

11 年発0104第7号 H22. 1. 4 資金前渡官吏及び資金前渡官吏代理の任命について
年金局事業企画課

峯隼人 H22. 1. 4 大和田英男 年金局長
会計室予算係

独立行政法人年

12 年発0104第8号 H22. 1. 14 固有財産の受渡しについて(サンテール千葉)
年金局事業企画課

秋 本 真 志 H22. 1. 13 
金・健康保険福祉

年金局長
会計室管財係 施設整理機構理

事長

13 年発0104第9号 H22. 1. 4 社会保険斤の廃止に伴う固有財産の所属替について
年金局事業企画課

黒川正憲 H22. 1. 4 
地方厚生(支)局

年金局長
会計室管財係 長

14 年発0104第10号 H22. 1. 4 
固有財産の管理委託について(船員保険病院〔東京高 年金局事業企画課

黒川正憲 H22. 1. 4 
年金局

年金局長
輪、横浜、大阪〕 会計室管財係 事業企画課畏

15 年発0104第11号 H22. 1. 4 
固有財産の管理委託について(船員保臆病院〔東京高 年金局事業企画課

黒川正憲 H22. 1. 4 
年金局

年金局長
輔、横浜、大阪)) 会計室管財係 事業企画課長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

会計機関廃止後の残務事務の任命及び検査員の任命に

16 年発0104第13号 H22. 1. 4 
ついて 年金局事業企画課

牽隼人 H22. 1. 4 
戸田 英 吉 他19

年金局長
(地方社会保険事務局・事務所分の収入官吏、歳入歳 会計室 名

出外現金出納官吏) (検査員)

分任物品管理官の廃止検査にかかる検査員の任命につ

17 年発0104第14号 H22. 1. 4 
いて 年金局事業企画課

戸田英吉 H22. 1. 4 立 石 康 幸 年金局長
(分任物晶管理官社会保障業務センター及び社会保険 会計室

大学校の廃止に係る検査員)

18 年発0104第15号 H22. 1. 4 主任収入官吏廃止後の残務事務の任命について
年金局事業企画課

古谷裕之 H22. 1. 4 野 口 直 年金局長
会計室予算係

主任収入官吏及び分任収入官吏の廃止検査にかかる検

19 年発0104第16号 H22. 1. 4 
査員の任命について【社会保障庁総務部経理課の主任 年金局事業企画課

古谷裕之 H22. 1. 4 戸田英吉 年金局長
収入官吏及び総務課の分任収入官吏の廃止に係る検査 会計章予算係
員)

物品管理官の廃止検査にかかる検査員の任命について
年金局事業企画課20 年発0104第17号 H22. 1. 4 (社会保険庁(本庁)物品管理官の廃止に係る検査 戸田英吉 H22. 1. 4 野口車 年金局長

員)
会計室予算係

21 年発0104第38号 H22. 1. 4 日本年金機構法等の施行について(通知)
年金局事業企画課

若山大輔 H22. 1. 4 
日本年金機構理事

年金局長
企画係 長

22 年発0104第39号 H22. 1. 4 日本年金機構法等の施行について(通知)
年金局事業管理課

若山大輔 H22. 1. 4 
地方厚生(支)局

年金局長
企画係 長

23 年発0105第1号 H22. 1. 5 数次往復公用旅券の返納手続について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22. 1. 5 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

24 年発0105第2号 H22.1.5 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 4 金沢地方法務局長 年金局長
て 企画係

25 年発0106第2号 H22. 1. 6 賞金前途官吏及び分任契約担当官の任命について 年庶金局国際年金課
務係

紀野ひとみ H22. 1. 6 大臣官房会計謀長 年金局長

26 年発0107第1号 H22. 1. 6 
地位確認等請求事件に係る指定代理人の指定について 年金局総務課職員

塩入雅彦 H22. 1. 5 長野地方法務局長 年金局長
(依頼) 係

遺族厚生年金不支給決定取り消し購求事件(平成21 
法務省大臣官房訟

27 年発0107第2号 H22. 1. 6 
年(行ウ)第8号)に係る調査回報について

年金局事業管理課 本 山 和 也 H22. 1. 6 務総括審構官膏 年金局長
森地方法務局長

28 年発0107第3号 H22. 1. 7 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 6 青森地方法務局 年金局長
て 企画係

在外公館における便宜供与依頼について(ブラジル、 年金局国際年金課
外務省中南米局

29 年発0108第1号 H22. 1. 8 
アメリカ) 庶務係

紀野ひとみ H22. 1. 7 長、外務省北米局 年金局長
長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

東京法務局横浜
地方法務局長さ
いたま地方法務局
長宇都宮地方法
務局長静岡地方
法務局長新潟地
方法務局長 大
阪法務局長神戸
地方法務局長大

行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課
津地方法務局長

30 年発0108第2号 H22. 1. 8 中捨一弘 H22. 1. 7 名古屋法務局長 年金局長
て 企画係

金沢地方法務局長
富山地方法務局長
松江地方法務局長
福岡法務局長佐
賀地方法務局長
大分地方法務局長
仙台法務局長秋
園地方法務局長

、 青森地方法務局長
松山地方法務局長

東京法務局長静
岡地方法務局長
新潟地方法務局長

31 年発0108第3号 H22. 1. 8 
損害賠償請求事件に係る指定代理人の指定について 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 7 
奈良地方法務局長

年金局長
(依頼) 企画係 名古屋法務局長

広島法務局長札
幌法務局長大阪
法務局長

32 年発0108第4号 H22. 1. 8 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 7 宮崎法務局長 、年金局長
て 企画係

33 年発0108第5号 H22. 1. 8 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 7 福井地方法務局長 年金局長
て 企画係

34 年発0108第6号 H22.1.8 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理人の指定につい 年金局事業管理課

中捨一弘 H22. 1. 7 東京法務局長 年金局長
て 企画係

厚生年金遅延損害金支給事件(平成21年(行ウ)第
法務省大臣官房訟

35 年発0112第1号 H22.1.28 年金局事業管理課 本山和也 H22. 1. 12 務総括審離宮、仙 年金局長
2699号)に係る調査間報について

台法務局長

36 年発0112第2号 H22. 1. 12 
懲戒処分取消請求事件に係る指定代理人の指定につい 年金局総務課職員

塩入雅彦 H22. 1. 8 京都地方法務局長 年金局長
て(依頼) 係



発議台帳 年金局

件名 |起華担当喜露| 起案章 起塞目 題行先 施行者
.a::Ao E!. ~品宜世昏圃 E唱酋

371年発0115第4号 H22. 1. 15 海外出張に伴う事務取扱について

381年発0115第7号 問1.15問の海外出張に係る外務事務官併任発令の依頼につ 1;:;lIt l1'li ifoOi間内|小林代悟 H22. 1. 121大臣官房人事課長|年金局長

厚生年金保険法第 100条の4等の規定により日本年
391年発0115第8号 H22. 1. 151金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分 1;:ま22ZZFJ宮忌|高梨 大輔 H22. 1. 151法務省民事局長 |年金局長

による差押え等の畳記の嘱託について(照会)

401年発0118第1号 H22. 1. 151福岡県佐賀県家具厚生年金基金の解散に伴う財産目録 |+Z刷 ι宋守lIt圃|望月 一也
等の承認及び債権発生通知について 間企.，Ao骨A 咽

H22. 1. 1 

成19年(ワ)第3281号
411年発0118第2号 | H22.1. 18圃・他8名)在日コリアン高齢者無年金国家賠慣請求r:豆霊園陣守事関|紀野ひとみ 1H22. 1. 181福岡法務局長 |年金局長

こ係る指定代理人の変更について(依頼)

l隼AoE!.帆量掴岨昌 i
雅彦 H22. 1. 18 京都地方法務局長 年金局長

11永

H22. 1. 201:::晋戸別会計公共闘違委員会の設置等について(伺い|空全皇霊差金璽曹|安遣潔 H22.1.20 年金局長

正憲 年金局長
」 Z富田E 園周司 1耶

地方裁判所平成19齢年(ワ)第3281号賠(原償告請-事.再.疋.庶年金局国際年金課122第1号 在日コリアン高者無年金国家 ひとみ H22.1.22 福岡法務局長 年金局長
る指定代理人の変更について(依頼)

務係

125第2号 勝博 H22. 1.21 大阪法務局長 年金局長

26第1号 H22.1.26平成22年春の園遊会招待者の推薦について 雅彦 H22.1.25 大臣官房人事課長 年金局長

481年発0127第1号 H22. 1. 271社会保障審議会臨時委員の委嘱について
干草I開輯肩関園 臨時委員就任予定
l-E』 A 晶咽由由 l田端進之介 1H22. 1.271者及び所属機閣の|年金局長

長

491年発0128第1号 H22.1.28|職員の人事異動について(内申) |年m 金局総務課人事|小林代悟 限~大臣官房人事課長|年金局長
|老齢厚生年金加給年金不支給処分取消請求事件(平成 I~*~...1.Io I |法務省大臣官房訟

501年発0128第2号 H22. 1. 2812';年(行ウ)第20号)に係る調査回報について 年金局事業管理課小川哲男 H22. 1. 12務総括審諦官、岡
山地方法務局長



発議台帳 年金局

項 x.官官官苛'す 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案目 施行先 施行者

特例民法法人に対する指導監督の・屠の適正化につい
年監金理局・社事労業士企係画課 松岡洋一51 年発0201第2号 H22. 2.1 

て
H22.1.20 地方厚生(支)局長 年金局長

年金記録確認申立て棄却処分取消し請求事件(平成2
本 山 和 也

法務省大臣官房訟
|年金局長52 年発0201第3号 H22.3.8 1年(行ウ)第464号)の追加的併合事件(平成2 年金局事業管理課 H22. 2.1 務総括審議官、東

1年(行ウ)第596号)に係る調査回報について 京法務局長

圃四暗民分・年里・金靖・瞳・・厚・I事生年件に振金[需平る院遺族給付量定楕求不支給量定
法務省大事官房訟

53 年発0202第1号 H22.2.8 成21年(行ウ)第99号，原 年金局事業管理課 内海淳ニ H22.2.2 務総括審譜官，名 年金局長
調査回報について 古屋法務局長

年金局企業年金国
54 年発0205第2号 H22.2.5 在外公館に対する便宜供与について 企民画年金係基金課 松本篤人 H22.2.5 外務省欧州局長 年金局長

55 年発0205第3号 H22.2.15 |遺年族(厚行生コ年)金第不8支号給)決に係定取る消調査請求控訴事件 (平成21 
回報について

年金局事業管理課 本 山 和 也 H22.2.5 宮崎地方法務4 気 年金局長

56 年発0208第1号 H22.2.8 |号老齢)基礎年金加算簡求事件叩 年金局事業管理課 堀勝博 H22.1.29 
法務省大臣官房訟

年金局長
に係る調査回報について f岡n情山。官地ロ官方官置法属務国局長

57 |年発0210第1号 H22.2.10 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 ι H22.2.10 大臣官薦人事課長 年金局長
係

『社会保険労務土蹴験の受験資格(法第8条10号) l監年金理局・社事労業士企係画課1;0 -=. 9第1号 H22.2.19 松田洋一 H22.2.9 地方厚生(支)局長 年金局長
について」の一部改正について(伺い)

59 年発0219第2号 H22.2.19 号「社)会に保つ障労務士試験の受験資格(法第8条第 10 |監年金理局・社事労業士企係画課 |松田洋一 H22.2.19 
会国社会保障労務

年金局長
いて』の一部改正について(伺い) 士会連合会会長

60 年発0222第1号 H22.2.22 職員の人事異動について(内申) 小林代悟 H22.2.19 大臣官房人事課長 年金局長

61 年発0222第2号 H22.2.23 損害賠償請求控訴事件(原告 に関する上
年金局事業管理課 本 山 和 也 H22.2.22 東京法務局長 年金局長

訴について

62 年発0223第1号 H22.2.23 タクシー乗車券の休日使用について(理由書)
年令畠総務課庶務

岡田裕嗣 H22.2.23 大臣官房会計課長 年金局長
係

63 年発0223第3号 H22.2.23 
地方厚生(支)局における「国民の皆様の声」の集計につい

年金局総務課 井口卓也 H22. 2. 23 地方厚生(支)局長 年金局長て

64 年発0224第1号 H22. 2. 24 損害賠償請求事件に係る指定代理人の指定について 係年金局総務課職員 塩入雅彦 H22. 2. 24 長崎地方法務局長 年金局長(依頼)

65 年発0224第2号 H22. 2. 24 職員の育児休業の延長について(内申). 係年金局総務課職員 塩入雅彦 H22. 2. 24 大臣官房人事課長 集合昂幕

H22.2.26 年金経理から業務経理への繰入れに係る特倒的扱い等
年金局企業年金国 地長方厚生(支}局

66 年発0226第1号 民年金基金隈 楠田裕子 H22. 2. 23 年金局長
について

基金数理室



発議台帳 年金局

施行者

H22. 2. 261国民年金基金連合会における年金経理から業務経理等
-.......繰入れについて 酉 修 一 徳

H22. 2. 261国民年金基金連合会における年金経理から業務経理等 民年金基金基課 酉健一徳 H22.2.25 会 |年金局長
-.......繰入れに係る特例的取扱いについて 国民年金金係 理事長

H22. 2. 261! 証制度について(平成 13年8月21日年
e・213号)の一部改正について |年拠民金年出金局年基舎備金管課理係金確国定 蟹谷陽太郎 H22. 2. 24 地方厚生(支)局 |年金局長

長

南日本銀行厚生年

701年発0301第1号 | H22. 2. 231問日本銀行厚生年金基金の将来期聞の代行部分1:.係る 民金基金課 細 野 満 H22.2.3 金基金
支給義務の停止の認可について(局長) 指調整係 理事長安楽園 |年金局長

広

|車駅串エ年金不支給決定取消請求事報件(平成22年
|年金局事業管理課|小川哲男

法務省大臣官房訟
711年発0301第2号 H22. 3.11<行ウ)第 19号)に係る調査固 について 削 251務総括審融官、大|年金局長

阪法務局長

l遺族厚生年金不支給決定取消請求事件(平成22年
|隼金属事章吋 制JI 哲男

法務省大臣官房訟
721年発0301第3号 H22. 3. 11<行ウ)第20号)に係る調査回報について 阻胞……2口山山2口悶2昂5怜…法 l年 金 時

務局長

731年発0302第1号
対する契約解除通知及び

H22. 3. 21指名停止並びに契約解除に伴う違約金に係る歳入徴収 11:歪ZZま走回開|橋本典久 H22.3. 
いて

年発0302第2号
対する契約解係除通歳知及び

H22. 3. 21指名停止並び1:.契約解陳トぷ伴てう違約金に る 入徴収 年会金計局嚢事契約業企係画課|橋本 典久 H22.3. 

年金局事業管理課
市|年発0303第1号 H22.3.31システム開発委員会の設置等について |システム霊システ|松本洋一 H22. 3.1 

ム企画係

i:.? I年金局企業年金国
H22. 3. 51~で三 吾o:m:Nr.則等の部を改正する省令の施行』つ 民年金基金課 !松本篤人 H22. 3. 41 .. :n串エ ¥oX.l 刷|年金局長

企画係
J::~9 船室世掴幽且|

雅彦 H22.3.4 1;高 1J:n市圏 J、ロZ園 Z市 1114
年金局長

~ 務総括審議官

781年発側第1号| H22.3.81海外渡航の承認について
年金局総務課管理

長崎亜希子 H22.3.8 人事課長 年金局長
係

791年発0308第2号 i H22. 3. 81工-凧AZEL皆年'こ度つ業い務て監査及び会計監査並びにシステム監 年金局事業企画課 伊東留真運
監査室監査係

H22.3.5 E本年金慣情唱申|年金局長



発議台帳 年金局

項 決裁目 件名 量堕担当課三塁 起案者 起案日 施行先 施行者

80 年発0308第3号 H22.3.8 社会保障審議会臨時委員の発令について 田端進之介 H22.3.8 厚房生人労事働課省長大臣官 年金局長

|賃頼金)請求事件に係る指定代理人の指定について(依 年金局総務課職員
81 |年発1 0第1号 H22.3.10 塩入雅彦 H22.3.9 大阪法務局長 年金局長

係

82 年発0310第2号 H22.3.10 |平成22年秋の叙勲候補者の推薦について
年金局総務課職員

塩入雅彦 H22.3.10 大臣官房人事課長 年金局長
係

1I'l .e:.:-. 2第1号 H22.3.12 |職頼員にのつ政府間交渉参加に係る外務事務官併任発令の依 年金局総務課人事
小林代悟 H22.3.3 大臣官房人事課長 年金局長

いて 係

IIA 主1::". 7第1号 H22.3.17 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H22.3.17 
法務省大臣官房訟

年金局長
係 11司

111; <C:I: 額平成の確20年度国民年金基金連合会事務費補助金の交付 年金局基金企金基業課金年係金国 官署支出官大臣8第1号 H22.3.18 民年金年 酉僚一徳 H21. 11. 27 年金局長
定について

国民
官房会計課長

瞳四四L'I'檀..7晶to. 、宜 官ー官

年金局企業年金国
酉修一徳

歳入徴収官大臣
86 年発0318第2号 H22.3.18 民年金基金金課 H21. 11. 27 

官房会計課長
年金局長

臣民年基金係

社団法人日本経済
団体連合会

年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年管金理係局総務課運用
会長御手洗富士

87 年発0318第3号 H22.3.18 河津美和 H22.3.17 夫殿 年金局長
推薦について

日本労働組合総連
合会
会長古賀伸明

88 年発0319第1号 H22.3.19 資金前途官吏及び分任契約担当官の任命について 年庶金務局係 国際年金課 紀野ひとみ H22.3.16 大臣官房会計課長 年金局長

89 年発0319第2号 H22.3.19 在外公館における便宜供与依頼について 庶年金務局係 国際年金課 紀野ひとみ H22.3.18 外務省欧州局長 年金局長

90 年発0319第3号 H22.3.19職員の人事異動について(内申) 係年金局総務課人事 小林代幅 H22.3.19 大臣官房人事謀長 年金局長

91 年発0319第4号 91・老・齢・基・礎E年)金のの訴年え金の額取決り定下処げ分に取対消請求事件 (原告 :1一H22. 3.1 する同意について 年金局事業管理課 本山和也 H22.3.17 秋田地方法務局長 年金局長

92 年発0323第1号 H22.3.23タクシー乗車券の高額使用について(理白書) 係年金局総務課庶務 間田裕嗣 H22.3.23 大臣官房会計課長 年金局長

93 年発0323第2号 H22.3.23 タクシー乗車券の休日使用について(理白書) 係年金局総務課庶務 岡田格闘 H22. 3. 23 |大臣官房会計課長 年金局長



発議台帳 年金局

理運用独立行政法人運用委員会の委員の|年金局総務課運用|根本剛
について 管理係 H22. 3. 231;竹庸原h功a |年金局長

白井克彦
古賀伸明
カルロスゴーン

年金局企業年金国
官署支出官大臣 |年金局長H22.3.241き些2つ1年い度て国(局民長年金)基金等給付費負担金の変更交付 民年金基金課国民 西僚 一徳 H22.3.5 

年金基金係
官房会計謀長

1号| H22.3.251陣=~1UE"'1-:m:・障害厚生年金処分取消等請求事件(原
庄一 目)にかかる上訴方針について 年金局事業管理課 小川哲男 H22.3.25 松山地方法務局長|年金局長

971年発0326第1号 | H22. 3. 251:::凧 21年度事前通告を行わない業務監査及び会計監 年金局事業企画課 吉田智 H22. 3. 25 日本年金機構理事|年金局長
査の実施について 監査室監査係 長

叫年発附第3号 H22.3.26 
年金局の内部組織に関する細則の一部改正について ま金局総務課人事小林代悟 H22.3.26 大臣官房人事課長|年金局長
(内申)

991年発0326第4号 H22.3.26 身分証明書発行等申請 品1"8十宮周郁初陣園嘩 大井美香 H22.3.26大臣官房人事課長 年金局長

ー 年金局企業年金国
地方厚生(支)局1001年発0326第5号 H22. 3. 261北海道国民年金基金他71基金のL係る規約一部変更 民年金基金課国民酉徳一徳 H22. 3. 24 年金局長

の認可について(局長) E 

1011年発0329第1号 H22.3.29 年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の ml根本 剛
発令について(内申) 曲四M

H22. 3. 291人事課長

1021年発0330第1号 H22. 3. 30 数次往復公用旅券の発給請求について "'1-.'剛 h醐胴司隠占t":m:a:事 紀野ひとみ H22. 3. 30 大臣官房国際課長
庶務係

1031年発0330第2号 H22.3.301~自主f年春の叙勲受章者の内定に伴う調査について ま金局総務課職員塩入雅彦 H22.3.30大臣官房人事課長

H22331lZ官辞金の解散等及び清算についてJ等の一部|民年金基金課 i楠田裕子 H22.3.1 

H22. 3. 311北海道国民年金基金他70基金に係る平成22年度予 謀説諒韻|西僚一徳 H22. 3. 241警方厚生(支)局|年金局長
算の認可について(局長)

年金基金係

H22. 3. 311全国左官業国民年金基金に係る平成22年度予算の認
年金局企業年金圏
民年金基金課国民 l西 僚 一 徳 H22.3.301関東信越厚生局長|年金局長可について(局長)
年金基金係

第4号 l H22. 3. 311士宍号制間百哩昌の定時検査にかかる検査員の任命に 年金局事業企画課 l戸田 英吉
会計室予算係

H22. 3. 311野口直 l年金局長



発議台帳 年金局

項 .)l..冒E官雪....，. 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案目 施行先 施行者

108 年発0401第1号 H22.3.25 年金数理人名簿への登載及び畳載抹消について 年金局数理課 佐野壮一郎 H22.3.12岡 国 他 |年金局長

社会保障料納入告知処分取消楕求事件(平成22年
法務省大臣官房訟

年金局畏109 年発0401第2号 H22.4.1 年金局事業管理課 堀勝博 H22.3.29 務総括審局醸官、大(行ウ)第24号)に係る調査回報について 阪法務長

国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び厚生年
年金令局年金課企画 H22. 3. 30 長日本年金機構理事 年金局長110 年発0401第3号 H22.4.1 金保険の保険給付及び保践料の納付の特例等に聞する 工島洋成

法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
法第二係

|年発041 第4号 l圏法量一憧律院施由行規保一険則給自由一部刊一一個軒 年金令局年金課企画 地長方厚生(支)局111 H22.4.1 付及び保障料の納付の特等に闘する 法第二係
工島洋成 H22.3.30 年金局長

一部を政正する省令の施行について

112 生r:&匙nA.1 第5号 H22.3.26 朝給義日新務聞の厚停生止年の金認基可金にのつ将来期聞の代行部分に係る支
いて(局長)

|年島指金年導島輩調基車企金樺時隈国 細野満 H22.3.17 朝基理金事日新皇聞厚大生醜年金敏 年金局長

|年指民金導年金局調基整企金係業課年金国
S理MC事庫長生年薄金井基金郁

113 年発0401第6号 H22.3.31 
SMC厚生年金基金の将来期聞の代行部分に係る支給

細 野 満 H22.3.25 年金局長
義務の停止の認可について(局長) ー

一

114 生 l 第7号 H22.4.1 年金委員の委嘱等に関する取扱いについて |年監金理局'社事労業士企係画課 松田洋一 H22.4.1 長地方厚生(支)局 年金局長

監年金理局'社事労業士企係画課
日本年金機構理事

115 年発0401第8号 年金委員の委嘱等に闘する取扱いについて 松田洋一 H22.4.1 年金局長H22.4.1 
長

障害基礎年金不支給処分取消請求事件(平成22年
年金局事業管理課

法務省大臣官房訟
116 年発0402第1号 H22.4.2 小川哲男 H22.3.31 務総括審議官、佐 年金局長

(行ウ)第3号)に係る調査回報について
賀地方法務局長

臼杵政治、宇野
淳、草野忠義原、佐

117 年発0406第1号 H22.4.6 年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用
根 本 剛 H22.4.6 

藤久恵、竹功、
年金局長発令について 管理係 白井克彦、古賀伸

明、カルロスゴー
J ‘ 

118 年発0406第2号 H22.4.6 身分柾明書発行等申請 年金局総務課管理 大井義香 H22.4.6 大臣官房人事課長 年金局長
係

119 年発0406第3号 H22.4.6 公共調達の適正化について 年金局事業企画課
安遺潔 H22.4.6 

日本年金機構理事
年金局長

会計室調達審査係 長

120 年発0407第1号 H22.4.7 身分恒明書発行等申請 年金局総務課管理
大井美香 H22.4.7 大臣官房人事謀長 年金局長

係

121 1 ""，"#n， H22.4.7 年金調査員の委嘱について
年金局年金課企画

|西元公宜 H22.4.5 株基礎式会社ニツセイ 年金局長，w 

法令第四係 研究所社長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

122 年発0409第1号 H22.4.9 在外公館における便宜供与について(スペイン)
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.4.7 外務省欧州局長 年金局長
庶務係

稲葉延雄、植田和
、】開、 男、小幡縮、村上

123 年発0413第1号 H22.4.13 
年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用

根 本 剛 H22.4.13 
正人、山崎敏邦、

年金局長
就任依頼について 管理係 近藤史朗、吉川

洋、河野宏和、時
川欽也、馬田一

124 年発0414第1号 H22.4.14 平成22年春の叙勲受章内定者の伝達式等への出欠確 年金局総務課職
菅原香輔美 H22.4.13 大臣官房人事課長 年金局長

認について 員係

平成21年度国民年金基金等給付費負担金交付額の確 年金局企業年金国国 官署支出官大臣
125 年発0416第1号 H22.4.16 

定について(局長) 民金年金基金保課 民 酉 僚 一 徳 H22.4.8 
官房会計課長

年金局長
年基金

126 年発0416第2号 H22.4.16 年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用
根本剛 H22.4.16 人事課長 年金局長

発令について(内申) 管理係

127 年発0420第2号 H22.4.20 数次往復公用旅券の発給請求について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.4.19 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

128 年発0420第3号 H22. 4. 20 在外公館における便宜供与について(スペイン 変 年金務局国際年金課 紀野ひとみ H22.4.20 外務省欧州局長 年金局長
更) 庶係

129 年発0421第1号 H22.4.21 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22. 4. 20 大臣官房人事課長 年金局長
係

稲葉延雄、植田和
男、小幡輔、村上

130 年発0422第3号 H22.4.22 年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用
根本剛 H22.4.22 

正人、山崎敏邦、
年金局長

発令について 管理係 近藤史朗、吉川
洋、河野宏和、時
川欽也、属国一

厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機

131 年発0423第1号 H22.4.23 構に委任された厚生年金保障料の滞納処分等の業務等
年金局金事保業障管管理理課係 片谷大介 H22.4.19 法務省民事局長 年金局長

を実施するために必要な登記事項柾明書の交付請求に 厚生年
係る取扱いについて(照会)

132 年発0423第2号 H22.4.23 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22. 4. 23 大臣官房人事課長 年金局長
係

4 

年金局総務課職員133 年発0426第1号 H22.4.26 訴えの取下げに対する同意について
係

塩入雅彦 H22.4.26 長崎地方法務局長 年金局長

134 年発0427第1号 H22.4.27 資金前渡官吏及び分任契約担当官の任命について 年金務局国際年金課
庶係

紀野ひとみ H22.4.22 大臣官房会計課長 年金局長

135 年発0427第2号 H22.4.27 日本年金機構に対する『一般監査の実施結果につい 年金局事業企画課
伊東留真運 H22.4.27 日本年金機構理事

年金局長
てJ (通知) 監査室監査係 長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件(平成22年
法務省大臣官房訟

136 年発0430第1号 H22.5.11 年金局事業管理課 本山和也 H22. 4. 30 務総括審離宮、広 年金局長
(行ウ)第8号)に係る調査回報について

島法務局長

137 年発0430第2号 H22.4.28 数次往復公用旅券の発給請求について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.4.28 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

厚生年金保険の保障給付及び国民年金の給付の支払の
年金局年金課企画 日本年金機構理事

138 年発0430第3号 H22.4.30 遅延に係る加算金の支給に闘する法律等の施行につい
法令第一係

若山大輔 H22.4.28 
長

年金局長
て

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付施の支払の
年金局年金課企画 地方庫生(支)局

139 年発0430第4号 H22. 4. 30 遅延に係る加算金の支給に聞する法律等の 行につい
法令第一係

若山大輔 H22.4.28 
長

年金局長
て

140 年発0506第1号 H22.5.6 数次往復公用旅券の発給請求について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.5.6 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

141 年発0507第1号 H22.5.7 賞金前渡官吏及び分任契約担当官の佳命について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.5.6 大臣官房会計課長 年金局長
庶務係

142 年発0507第2号 H22.5.7 在外公館における便宜供与について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.5.7 外務省欧州局長 年金局長
庶務係

143 年発0511第1号 H22. 5. 11 職員の人事異動について(内申) 年金局総務課人事 小林代幅 H22.5.11 大臣官房人事課長 年金局長
係

144 年発0511第2号 H22.5.11 職員の死亡について(内申) 年金局総務課人事
小林代悟 H22.5.10 大臣官房人事課長 年金局長

係

裁決取消請求事件(静岡地裁平成22年(行ウ)第
法務省大臣官房訟

145 年発0512第1号 H22.5.18 年金局事業管理課 本山和也 H22.5.12 務総括審韓官、静 年金局長4号)に係る調査回報について
岡地方法務局長

146 年発0512第2号 H22.5.12 
重大な不適切な事案が判明した場合の日本年金機構と 年金局事業企画課

鈴木秀男 H22.5.12 
日本年金機構理事

年金局長年金局との連携体制について 企画係 長紀陸孝、

損害賠償請求事件(平成22年(行ウ)第 175号)
法務省大臣官房訟

147 年発0513第1号 H22.5.13 
に係る調査回報について

年金局事業管理謀 堀勝博 H22.5.10 務総括審韓官、東 年金局長
京法務局長

148 年発0513第2号 H22.5.13 職員の兼業について 年金局総務課職
菅原香輔糞 H22.5.12 大臣官房人事課長 年金局長員保

149 年発0514第1号 H22.5.14 在外公館における便宜供与について 年金局国際年金課
紀野ひとみ H22.5.13 外務省欧州局長 年金局長庶務係

150 年発0514第2号 H22.5.14 在外公館における便宜供与について
年金島国際年金課

紀野ひとみ H22.5.13 外務省欧州局長 年金局長
庶務係

151 年発0514第3号 H22.5.14 行政処分取消し等鵠求事件(原告: )にかか
年金局事業管理課 堀 勝 博 H22.5.13 横浜地方法務局長 年金局長るよ訴方針について



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 量軍担当課・係 起業者 起案日 施行先 施行者

152 年発0514第4号 H22.5.14 海外渡航に伴う事務取扱について(依頼)
年金局総務課人事

小林代幅 H22.5.13 大臣官房人事課長 年金局長
係

供託金還付請求権確認請求事件(平成22年(ワ)第
法務省大臣官房訟

153 年発0518第1号 H22.5.18 年金局事業管理課 小川哲男 H22.5.13 務総括審議官、東 年金局長12752号)に係る調査回報について
京法務局長

154 年発0518第2号 H22.5.18 子ども手当関係諸用紙の臨布申請について
年金局総務課管理

長崎 E希子 H22.5.17 
大臣官房会計課福

年金局長
係 利厚生室長

裁定取消等請求事件(京都地裁平成22年行ウ第12
法務省訟務総括審

155 年発0519第1号 H22. 5. 20 年金局事業管理課 内海淳ニ H22.5.19 韓官、京都地方法 年金局長
号)にかかる調査回報について

務局長

156 年発0519第2号 H22.5.19 公務災害(遺族補償年金)に係る受給者死亡について 年金局総務課 釜漂真紀 H22.5.19 
厚生労働省大臣官

年金局長
房人事課長

厚生年金保険法及び国民年金法に規定する受給権者及
年年金金局事業管理課 地方厚生(支)局157 年発0520第1号 H22.5.19 ぴ被保険者に闘する調査等の認可事務の取扱いについ

給付管理係
安粛恭平 H22.5.10 

長
年金局長

て

厚生年金保障法及び国民年金法に規定する受給権者及、
年金金局事業管理課 地方厚生(支)局158 年発0520第2号 H22.5.19 び被保障者に関する調査等の寵可事務の取扱いについ 安粛恭平 H22.5.10 年金局長

て
年給付管理係 長

159 年発0521第1号 H22.5.21 
職員の海外出強に係る外務事務次官併任発令の依頼に 年金局総務課人事

小林代悟 H22.5.13 大臣官房人事課長 年金局長
ついて 係

160 年発0525第1号 H22.5.25 子ども手当関係諸用紙の配布申請について
年金局総務課管理

長嶋亜希子 H22.5.25 
大臣官房会計課描

年金局長
係 利厚生室長

161 年発0525第2号 H22.5.25 『社会保険労務士訴験の受験資格伺 (法第8条10号)に 年金属社事労業士企係画課 松田洋一 H22.5.18 
地方厚生(支)局

年金局長
ついてJの一部改正について( い) 監理・ 長

162 年発0525第3号 H22. 5. 25 
『社会保険労務士鼠験の受験資格(法第8条10号)に 年金局事業企画課

松田洋一 H22.5.18 
全国社会保険労務

年金局長
ついてJの一部改正について(伺い) 監理・社労士係 士会連合会会長

平成22年度国民年金基金等給付費負担金の交付決定
年金局企業年金国

官署支出官大臣163 年発0525第5号 H22.5.25 
について(局長)

民年金基金課国民 酉侮一徳 H22.5.13 
官爵会計課長

年金局長
年金基金係

164 年発0526第2号 H22.5.26 諸外国における年金制度等に係る調査訓令発出依頼に 年金局国際年金課
東 正 幸 H22.5.25 外務省欧州局長 年金局長

ついて 企画係

165 年発0526第3号 H22.5.26 ロ蹄疲被害に係る社会保険料の納付の猶予等について 年金局事業管理課 山田敏之 H22.5.26 
日本年金機構理事

年金局長
長

166 年発0526第6号 H22.5.26 休暇等の取得に関するE明について(回答)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.5.26 
東京地方裁判所事

年金局長
係 務局長

167 年発0527第1号 H22.5.27 旧社会保険庁職員の分限免職処分に対する不服申立等 年金局総務課訟
中村明宏 H22. 5. 26 

日本年金機構理事
年金局長

への対応に聞する協力要摘について 務係 長紀陸孝



発議台帳 年金局

ド名 | 起案担当時・係 | 起案者 起墨田 l 施行先 施行者
4血...""冒晶畠-H・主主金目AI:A E!船霊堂担 E宜

H22.5.271履歴書の送付について(回答)

m 交通グループ厚生年金基金の将来期聞の代行部分| 年
H22. 6.11に係る支給義務の停止の認可について(局長) 民金基金課 l細野満

1701年発0601第2号 l H22. 6. 1\~::商品賦1 JITエーI""m膏 蕊W 宵革期間』の代行部分に係 民年金基金係課 細野満 H22. 6. 1 ‘←lIt吾am 年金局長
る支給義務の停止の認可について(局長) 指導闘聾 理事長益井敏

夫

1711年発0602第1号 H22.6.2 年金調査員の委嘱について 年金局四年係金課企画
法令第

西元公宣 H22.6.2 慶応義塾大学塾長 年金局長

1721年発0602第3号 H22.6.2 老齢厚生年金受給者に係る資料の提出について
年金局事業企画課 今井広一 H22.6.1 日本年金機構理事

年金局長
監査室

... 

1731年発0603第1号 | H22. 6. 31ねんきん特別便に関する記録調査の協力依頼について
年金局事業企画課

沼崎悠子-ョ_-'1;副~n;:

H22.6.41平成22年度目本年金機構等に対するシステム監査の 叩周 F山師|川村博
実施について 監査室査係

H22. 6. 71身分置明書発行等申請 年金局総務課管理|大井美香
係

H22. 6. 71大臣官房人事課長|年金局長

H22. 6. 71職歴異動届の提出について l年金局総務課人事|小林代悟
係

H22. 6. 21大臣官房人事課長|年金局長

H22.6.71職員の昇格について(内申) 年金局総務課人事l小林代悟
係

H22. 6. 71~~守;m;~I'..><.帽Q<;厄取消繭求事件(平成22年(行
ウ)第 12号)に係る調査回報について

年金局事業管理課 小川哲男 H22.5.28 伺軸四世間園、 c |年金局長
いたま地方法量巨

長

H22. 6. 71老齢厚生年金受給者に係る資料の提出について
年金局事業企画課

今井広一 H22.6.3 会計検査院第2局 |年金局長
監査室 長小武山智安

1801年発0609第1号 H22.6.9歯少樺エ年金不支給決定取消請求事件(原告圃-
r-回する上訴について 年金局事業管理課 内海淳ニ H22.6.9 仙台法務局長 |年金局長

H22. 7. 61損害賠償請求事件(平成22年(ハ)第 1317号)
法務省大臣官房訟

1811年発0611第1号
に係る調査回報について

年金局事業管理課 本山和也 H22. 6. 11 務総括審議官、大|年金局長
阪法務局長

1821年発0611第4号 H22. 6. 11¥各事業年度に係る業務の実績に関する報告書について|支韮軍事業企画課 水 野 嘉 郎 H22.6.11 日本年金機構理
事長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起業担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

183 年発0611第5号 H22.6.11 財務諸表に添付する事業報告書について
年金局事業管理課

水野嘉郎 H22.6.11 
日本年金機構理

年金局長
企画係 事長

184 年発0616第1号 H22.6.16 在外公館における便宜供与について 年画金係局総務課 企 金沢傭加 H22.6.15 外 務 省 欧E局長 外務省欧州局長

185 年発0618第1号 H22.6.18 新規UNIXサーパ導入に係る電源工事について 年金局数理課 佐野壮一郎 H22.6.18 大臣官房会計課長 年金局長

186 年発0618第2号 H22.6.18 
財務大臣への滞納処分等の権限の委任に闘する取扱要 年金局事業管理課

高梨大輔 H22.6.11 
日本年金機構理事

年金局長
領について(通知) 厚生年金保障管理係 畏

187 年発0618第3号 H22.6.18 賞金前渡官吏及び分任契約担当官の任命について 年金務局国際年金課
庶係

紀野ひとみ H22.6.17 大臣官房会計課長 年金局長

障害基礎年金不支給決定取消請求事件(新潟地裁平
法務省大臣官房訟

188 年発0621第1号 H22. 6. 24 年金局事業管理課 肉海津ニ H22.6.21 務総括審議官 年金局長
成22年6月21日)にかかる間査団報について 新潟地方法務局長

189 年発0622第1号 H22.6.22 ブルームパーグ移設に伴う天井開口作業について 年管金理係属総務課運用 根 本 剛 H22. 6. 21 大臣官房会計課長 年金局長

190 年発0622第2号 H22. 6. 22 平成23年3月31日付定年退職予定者について(報告)
年金局総務操人事

小林代悟 H22.6.22 大臣官房人事課長 年金局長
係

191 年発0622第3号 H22.6.22 
年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用

根 本 剛 H22.6.22 能見公一 年金局長
就任依頼について 管理係

192 年発0623第1号 H22. 6. 23 在外公館における便宜供与について(イタリア) 年金局国際年金課
紀野ひとみ H22.6.22 外務省欧州局長 年金局長

庶務係

193 年発0623第2号 H22.6.23 在外公館における便宜供与について(カナダ)
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.6.22 外務省北米局長 年金局長
庶務係

平成22年度国民年金基金連合会事務費補助金のま付 年金局基企金業課年金国 官事支出官大臣
194 年発0624第1号 H22. 6. 24 民金年金 国民 西僚一徳 H22. 6.1 年金局長

決定について(局長)
年基金係

官爵会計課長

195 年発0628第1号 H22. 6. 28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.6.25 大臣官房人事課長 年金局長
係

196 年発0628第2号 H22. 6. 28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.6.25 大臣官房人事課長 年金局長
係

197 年発0629第1号 H22.6.29 職員の昇格について(内申) 年金局総務課人事
小林代悟 H22.6.29 大臣官房人事課長 年金局長

係

198 年発0629第2号 H22.6.29 タクシー乗車券の休日使用について(理由書)
年金局総務謀庶務

岡田裕嗣 H22. 6. 29 大臣官房会計課長 年金局長
係

199 年発0629第3号 H22.6.29 
年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務標運用

根 本 剛 H22. 6. 29 大臣官房人事課長 年金局長発令について(内申) 管理係



発議台帳 年金局

項 Jι官官官雪'ヲ 決裁日 件名 起案担当謀・係 起案者 起案日 施行先 施行者

200 年発0630第1号 H22. 6. 30 身分証明書発行等申請
係隼舎畠総務課管理 大井美香 H22.6.30 大臣官房人事課長 年金局長

年金委員の活動等について 監年金理局・社事労業士企係画課 松田洋一 H22.6.30 
日本年金機構理事

年金局長201 年発0630第2号 H22. 6. 30 
長

202 年発0701第1号 H22. 6. 21 年金数理人名簿への畳載及び登載抹消について 年金局数理課 佐野壮一郎 H22. 6. 11圃・ 年金局長

年毘金体会局主t企e業担年金国 日本政策投資銀行
203 年発0701第2号 H22. 6. 24 

日本政策投資銀行厚生年金基金の将来期聞の代行部分
細野満 H22. 6. 24 年金局長

に係る支給義務の停止の認可について(局長)
指導調整係 小 林 健

204 H22.7.2 
厚生年金保障法第100条の5第1項とうの規定に基づき、

年金局事業企画課 H22.6.29 |年金局長年発0702第1号 滞納処分等の権限を財務大臣に委任することに伴う経 藤田雅貴 大臣官房会計課長
費の支出委任等について(依頼)

会計章予算係

「屋か地支る給義揖量壷昭院回持…報に決問軍1 叩4画面{名古
法務省大臣官房訟

205 H22.7.6 年発0706第1号 (行ウ).19号.Jji!f:..にか 年金局事業管理課 内海淳ニ H22.7.2 
4名m事古o屋Tロ唖法音問務E局田長 年金局長

ついて

?O自|年発0706第2号 H22.7.6 社の実団法施人に日本年金数理人会の業務及び財産状混の検査 年金局数理課 佐野壮一郎 H22.7.2 社数理団法人会人日本年金 年金局長
ついて

207 年発0708第1号 H22.7.8 身分証明書発行等申情
年金局総務課管理

大井美香 H22.7.8 大臣官房人事課長 年金局長
係

208 年発0708第2号 H22.7.8 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.5 大臣官房人事課長 年金局長
係

209 年発0708第3号 H22.7.8 職員の人事異動について(内申) 小林代悟 H22.7.8 大臣官房人事課長 年金局長

210 年発0708第5号 H22.7.8 契約に係る指名停止について
年金局事業企画課

橋 本 典 久

回27 77・l房厚・生会・・雪計・圃課・噛長・・大・臣・・官・年金局長
重量骨IT.a.契約係

211 年発0708第6号 H22.7.8 契約に係る指名停止について 年会金計局室 事業企画課 橋本典久 H22.7. 年金局長
契約係

212 年発0713第1号 H22. 7. 13 職員の旧姓使用申出書の提出について 年係合畠総務課人事 小林代悟 H22.7.9 大臣官房人事課長 年金局長

213 年発0713第2号 H22. 7. 13 職員の人事異動について(内申) 係年金局総務課人事 小林代悟 H22. 7. 9 大臣官房人事課長 年金局長

214 年発0713第3号 H22. 7. 13 
年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会の委員の 年金局総務課運用

|根本剛 H22. 7. 13 能見公一 年舎
発令について 管理係

215 年発0715第2号 H22. 7. 15 |新て規UNIXザーパ導入に係る電源工事の終了につい 年金局数理課 佐野壮一郎 H22. 7. 1 |大臣官房会計課長 年金局長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

損害賠償請求事件(平成22年(行ウ)第 17号)に
法務省大臣官房訟

216 年発0716第1号 H22. 7.16 年金局事業管理課 堀勝博 H22.7.8 務総括審議官、福 年金局長
係る調査回報について

同法務局長

217 年発0723第1号 H22.7.23 平成22年度業務監査及び会計監査の実施について
年金局事業企画課

吉田智 H22. 7. 23 日本年金機構理事
年金局長

監査室監査係 長

218 年発0723第2号 H22.7.23 日本年金機構が行う立入検査等の認可処理要領の改正 年金局事業管理課
高梨大輔 H22. 7. 14 地方厚生(支)局

年金局長
について 厚生年金保障管理係 長

219 年発0723第3号 H22.7.23 日本年金機構が行う立入検査等の認可処理要領の改正 年金局事業管員管理理課係 高 梨 大 輔 H22. 7. 14 
日本年金機構理事

年金局長
について 厚生年金保障 長

220 年発0726第1号 H22.7.26 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.22 大臣官房人事課長 年金局長
係

/、

221 年発0727第2号 H22.7.27 平成22年度システム監査(一般監査)の実施結果に 年金局事監業企薗課 佐藤健悦 H22.7.20 日本年金機構理事
年金局長

ついて(通知) 監査室 査係 長

222 年発0727第3号 H22.7.27 社団法人日本年金数理人会の業務及び財産状況の検査
年金局数理課 佐野壮一郎 H22. 7. 22 社団法人日本長年金 年金局長

の結果について 数理人会理事

223 年発0728第1号 H22.7.28 
年金支払等請求調停事件(松山・・易・E裁判Iま所 平成22
年(ノ)第 157号申立人 か3名)にか 年金局事業管理課 内海淳ニ H22. 7. 23 松山地方法務局長 年金局長
かる調査回報について

224 年発0728第3号 H22.7.28 子ども手当関係諸用紙の配布申輔について
年金局総務課管理

長嶋車希子 H22.7.28 大臣官房会計課福
年金局長

係 利厚生室長

225 年発0728第4号 H22.7.28 適用事業所に係る調書の提出について
年金局事業企画課

今井広一 H22. 7. 23 日本年金機構理事
年金局長

監査室 長

226 年発0729第1号 H22.7.29 国民年金事務費交付金等交付要綱の一部改正について 年金局事業管理課 鈴木利和 H22.7.29 地方厚生(支)局
年金局長

長

227 年発0729第2号 H22.7.29 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

228 年発0729第3号 H22.7.29 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

229 年発0729第4号 H22.7.29 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

230 年発0729第5号 H22.7.29 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

231 年発0729第6号 H22.7.29 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.7.29 大臣官房人事謀長 年金局長
係

調査回報書の提出について(平成22年(行ウ)第3 年金局事業企画課
法務省大臣官房訟

232 年発0730第1号 H22.7.30 瀦村明 H22.7.28 務総括審離宮 年金局長38号) 情報公関係
東京法務局長



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 ，件名 起案担当謀・係 起案者 起案白 施行先 施行者

233 年発0730第2号 H22.7.30 物晶管理官の交替に伴う検査員の任命について
年金局事業企画課

戸田英吉 H22.7.30 野口直 年金局長
会計室予算係

九電工グループ厚生年金基金の将来期聞の代行部分に
年金局企業年金圏 九電金長工基グ金後ループ厚

234 年発0801第1号 H22. 7. 12 民導年金鯛基金課 細 野 満 H22.7.5 生年 年金局長
係る支給義務の停止の認可について(局長)

指 聾係 理事 藤和

年金局企業年金園
日本経済新聞厚生

日本経済新聞厚生年金基金の将来期間の代行部分に係 年金基金
235 年発0801第2号 H22. 7. 12 

る支給義務の停止の認可について(局長) 民年金基聾金課 細野満 H22.7.6 年金局長
指導調係

障害基礎年金不支給決定取消蹄求事件(平成~~年
法務省大臣官房訟

236 年発0803第1号 H22.8.3 年金局事業管理課 小川哲男 H22.7.23 務総括審議官、札 年金局長
(行ウ)第28号)に係る嗣査回報について

幌法務局長

237 年発0804第1号 H22.8.4 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.8.4 大臣官房人事課長 年金局長
係

238 年発0805第1号 H22.8.5 身分程明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H22.8.5 大臣官房人事課長 年金局長
係

財団法人東京労

239 年発0809第2号 H22.8.9 
特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状況の検査 年務金管局理係総務課 業 佐 藤 崇 宏 H22.8.3 

働者福祉厚生協会
年金局長

の実施について 理事長遠藤幸
男

財団法人年金融

240 年発0809第3-1号 H22.8.9 
特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状況の検査 年金局総務課業務

佐 藤 崇 宏 H22.8.3 
賀福祉サーピス協

年金局長
の実施について 管理係 会理事長真屋

尚生

特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状況の検査 務年金管局総務課 業
財団法人 日本労

241 年発0809第4号 H22.8.9 佐 藤 嬢 宏 H22.8.3 栄協会理事長 年金局長
の実施について 理係 佐 々木勝幸

242 年発0809第5号 H22.8.9 平成22年秋の園遊会推薦者の推薦について
年金局総務課職員

塩入雅彦 H22.8.9 大臣官房人事課長 年金局長
係

r r厚生年金基金における最低責任準備金調整加算額 年金局企業年金園
地方厚生局(支)243 年発0810第1号 H22.8.10 及び控除額の算定についてJの一部改正について』に 民年金基金課基金 荒川智浩 H22.8.4 
局長

年金局長
ついて 数理室数理指導係



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

東京大学医科学研
究所所長大平勝
美独立行政法人
国立国際医療研究

244 年発0813第3号 H22.8.13 
『障害年金の認定(ヒト免疫不全ウイルス感染症)に 年金局事業管理課

長尾忍 H22.7.23 
センター総長木

年金局長
関する専門家会合Jの設置について 障害認定企画係 村哲独立行政法

入国立病院機構大
阪医療センタ一院
長根岸昌巧花
井+伍

245 年発0818第1号 H22.8.18 
資金前j度官吏及び分任契約担当官の任命について(ス 年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.8.17 大臣官贋会計課長 年金局長
ロパキア) 庶務係

246 年発0818第2号 H22.8.18 
資金前渡官吏及び分任契約担当官の任命について(ス 年金務局国際年金課 紀野ひとみ H22.8.17 大臣官房会計課長 年金局長
イス) 庶係

会計実地検査の結果について(回答) (健康保障及び 年金局事業企画課
会計検査院事務総

247 年発0823第1号 H22. 8. 23 畑中正視 H22.8.18 局第2局長小武 年金局長
厚生年金保険の保険料の徴収について) 監査室 山智安

会計実地検査の結果について(回答) (厚生年金保険 年金局事業企画課
会計検査院事務総

248 年発0823第2号 H22.8.23 畑中正視 H22.8.18 局第2局長小武 年金局長
の老齢厚生年金の支給について) 監査室 山智安

249 年発0824第1号 H22.8.23 在外公館における便宜供与依頼について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.8.20 外務省欧州局長 年金局長
庶務係

債務不存在確認請求事件(平成22年(行ウ)第40
法務省大臣官房訟

250 年発0824第2号 H22.8.27 年金屑事業管理課 本 山 和 也 H22.8.24 務総括審鵠官、東 年金局長
7号)に係る聞査回報について

京法務局長

会計実地検査の結果について(回答) (社会保契障業務
年金局事業企画課

会計検査院事務総
251 年発0825第1号 H22.8.25 センター業務部の一部移転に伴う備品の調達約につ 畑中正視 H22. 8. 23 局第2局長小武 年金局長

いて) 車査室 山智安

252 年発0827第1号 H22.8.27 損害賠償請求事件(原告:・・園田)の訴えの取下
げに対する同意について

年金局事業管理課 堀 勝 博 H22. 8. 24 福岡法務局長 年金局長

253 年発0827第3号 H22.8.27 平成22年度業務監査及び会計監査の実施について
年金局事業企画課

吉田智 H22. 8. 27 
日本年金機構理事

年金局長
監査室監査係 長

254 年発0830第1号 H22. 8. 30 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22. 8. 30 大臣官房人事課長 年金局長
係

255 年発0830第2号 H22.8.30 年金局の内部組織に関する細則の一部改正について 年金局総務韓人事
小林代悟 H22.8.30 大臣官房人事課長 年金局長(内申) 係

256 年発0831第1号 H22.8.31 適用事業所に係る調書の提出について
年金局事業企画課

今井広一 H22.8.27 
会計検査院第2局

年金局長
監査室 長小武山智安



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起業担当謀・係 起案者 起案日 施行先 施行者

257 年発0831第2号 H22.8.31 特別健康管理手帳の支付申請について<-)
年金局総務課管理 長崎車希子 H22. 8. 26 

大臣官房会計課福
年金局長

係 利厚生室長

258 年発0831第3号 H22.8.31 キャビン厚生年金基金の解散の認可について 年金局金 企業年金国 望月一也 H22. 8. 26 
キャビン厚生年金 年金局長

民年基金標 基金

259 年発0903第1号 H22.9.3 特別民間法人の職員の給与水準の適正化について |令年民金年重住金局隼基令備金係課 金国 酒井友徳 H22.9.3 企業年金連合会 年金局長

260 年発0903第2号 H22.9.3 特別民間法人の職員の給与水準の適正化について |合年民鍋年掌金年基金企金係業課年金国 酒井友徳 H22.9.3 石炭鉱業年金基金 年金局長

i年4民h金年曽量局金.f:I:基.e企金lJ業E課年金聞

、、

261 年発0903第3号 H22.9.3 特別民間法人の職員の給与水準の適正化について 酒井友徳 H22.9.3 
国民年金基金連合

年金局長
会

262 年発0907第1号 H22.9.7 平成22年度システム監査(一般監査)の実施結果に 監年金査局草事草葺業企係画課 佐藤健悦 H22.8.31 
日本年金機構理事

年金局長
ついて(通知) 長

「厚生年金基金に係る厚生年指金定保障法第百七計十八条の

年章童車周基企章量章瞬理年指金基事園章悟263 年発0908第2号 H22.9.8 ニに基づく厚生労働大臣の 及び健全化 画のの承一認部
畏数理年

荒 川 智 浩 H22.9.6 
地方厚生(支)局

年金局長
について(平成17年8月9日年発第0809001号)J 長
改正について

264 年発0908第3号 H22.9.8 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理 大井義香 H22.9.8 大臣官房人事課長 年金局長
係

265 年発0909第2号 H22.9.9 年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に聞 年金属総務課運用
根 本 剛 H22.9.8 米倉弘昌 年金局長

する検討会メンバーの推薦について 管理係

(案1、案2)厚
独立行政法人年金・健康保障福祉施設整発理機構知におけ 生労働省年金局事

266 年発0909第3号 H22.9.9 る平成21年度分の国庫納付金の債権生通につい 年金局事業企画課 都竹克宜 H22.8.31 業企画課長 年金局長
て (案3)厚生労働

省保険局長

267 年発0910第2号 H22.9.10 数次往復公用旅券の発給諦求について 年金局国際年金課 紀野ひとみ H22.9.7 大臣官房国際課長 年金局長
庶務係

268 年発0913第1号 H22.9.13 
社会保険病院及び厚生年金病院に関するアンケートに

年金局事業企画課 松 本 彩 H22.9.10 地方公共団体首長 年金局長ついて

会計実地検査の結果について(回答)
年金局事業企画課

会計検査院事務総
269 年発0913第2号 H22.9.13 (北海道における障害基礎年金等の不正受給に係る返 畑中正視 H22.9.8 局第2局長小武 年金局長

納金債権等について) 監査室監査係 山智安

『国民年金法等の一部を改正する法律』及び『国民年

270 年発0914第1号 H22.9.14 金法等の一部を改正する法律の施行に伴う聞係政令の 年金局年金課企画 若山大輔 H22.9.6 
日本年金機構理事

年金局長整備及び経過措置に関する政令Jの公布について(通 法令第一係 長
知)



発議台帳 年金局

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課 ι係 起案者 起案日 施行先 施行者

『国民年金法等の一部を改正する法律J及び『国民年
年金令局年金課企画 地方厚生(支)局

271 年発0914第2号 H22.9.14 金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
法第一係

若山大輔 H22.9.6 
長

年金局長
整備及び経過措置に閲する政令』の公布について

対日抗争期強制動

年金録属事業企画課
員被害調査及び

272 年発0914第3号 H22.9.14 韓国政府への個人情報の提供について(冊)
毘聾備係

立花慎太郎 H22.9.14 国外強制動員犠牲 年金局長
者等支撮委員会委
員長

年金局企業年金固
地方厚生(支)局

273 年発0914第4号 H22.9.3 確定給付企業年金法施行規則の一部改正について 民年金基金課基金 津田恒河 H22. 8. 24 
長

年金局長
数理童数理企画係

274 年発0914第5号 H22.9.14 子ども手当関係諸用紙の配布申鵠について
年金局総務課管理

長嶋 E希子 H22.9.14 大臣官房会計課福
年金局長

係 利厚生室長

会計実地検査の結果について(回答)
監年金査局室事監査業企係画課

会計検査院事務総
275 年発0916第1帯 H22. 9.16 (年金記録相談等において判明した年金記録の基礎年 畑中正視 H22.9.14 局第2局長小武 年金局長

金番号への統合処理について) 山智安

会計実地検査の結果について(回答)
年金局室 事業企画課

会計検査院事務総
276 年発0916第2号 H22.9.16 (共済組合等又は事業主経由による「ねんきん特別 畑中正視 H22.9.14 局第2局長 武 年金局長

便」の発送について)
監査 監査係 山智安

277 年発0921第1号 H22.9.21 官職証明書の発行申請について
年金局総務課庶務

岡田裕嗣 H22.9.8 大臣官房長 年金局長
係

278 年発0921第2号 H22.9.21 行政訴訟事件の指定代理人の指定について
年金局総務課職員

塩入雅彦 H22.9.15 京都地方法務局長 年金局長
係

279 年発0924第1号 H22. 9. 24 一般監査の実施結果について 監年金局事業企係画課 吉田智 H22.9.17 日本年金機構理事
年金局長

査室監査 長

280 年発0924第2号 H22. 9. 24 平成22年度業務監査及び会計監査の実施について 年監金査局事業企画課 吉田智 H22.9.17 日本年金機構理事
年金局長

室監査係 長

281 年発0924第3号 H22. 9. 24 職員の永年勤続表彰について(内申)
年金局総務課職

菅原香輔美 H22.9.22 大臣官房人事課長 年金局長
員係

282 年発0924第4号 H22. 9. 24 年金局の内部組織に関する細則の一部改正について 年金局総務課人事
小林代悟 H22. 9. 24 大臣官房人事課長 年金局長

(内申) 係

283 年発0924第5号 H22.9.24 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22.9.24 大臣官房人事課長 年金局長
係

284 年発0927第1号 H22. 9. 24 在外公館における便宜供与依頼について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22.9.24 外務省欧州局長 年金局長
庶務係

285 年発0927第2号 H22. 9. 24 資金前渡官史及び分任契約提当官の任命について
年金局国際年金課

紀野ひとみ H22. 9. 24 大臣官房会計課長 年金局長
庶務係
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286 年発0927第3号 H22.9.27 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

287 年発0927第4号 H22.9.27 
職員の海外出張に係る外務事務官併任発令の依頼につ 年金局総務課人事

小林代悟 H22. 9. 24 大臣官房人事課長 年金局長
いて 係

288 年発0928第1号 H22.9.28 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代幅 H22.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

289 年発0928第2号 H22.9.28 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

290 年発0928第3号 H22.9.28 職員の休職について
年金局総務課人事

小林代悟 H22.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

291 年発0928第4号 H22. 9. 28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H22. 9. 28 大臣官房人事課長 年金局長
係

国家公務員倫理法第22条に規定する端緒報告及び同
年金局総務課職員292 年発0929第1号 H22.9.29 法第23条第 1項に規定する調査開始に係る通知につ
係

塩入雅彦 H22. 9. 28 大臣官房人事課長 年金局長
いて

財団法人東京労

293 年発0929第2号 H22.9.29 
特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状況の検査 年務金管局理係総務課 業 佐 藤 崇 宏 H22.9.8 

働者福祉厚生協会
年金局長

の結果について(通知) 理事長遠藤幸
男

財団法人年金融

294 年発0929第3号 H22. 9. 29 
特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状況の検査 年管金理保局総務課業務 佐藤崇宏 H22.9.8 

資福祉サービス協
年金局長

の結果について(通知) 会理事長真屋
尚生

特例民法法人(公益法人)の業務及び財産状視の検査 年金局総務課業
財団法人 日本労

295 年発0929第4号 H22.9.29 佐藤崇宏 H22.9.8 栄協会理事長 年金局長
の結果について(通知) 務管理係

佐々木勝幸

会計実地検査の結果について(回答) (全喪眉の事務 年金局事業企画課
会計検査院事務総

296 年発0929第5号 H22.9.29 畑中正視 H22.9.27 局第2局長 年金局長
処理及びこれに係る業務監察の状況について) 監査室

小武山智安

297 年発0930第1号 H22. 9. 30 身分iiE明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H22. 9. 30 大臣官房人事課長 年金局長
係

298 年発0930第2号 H22. 9. 30 
平成22年秋の叙勲受章者の内定に伴う調査について 年金局総務課職

菅原香輔美 H22.9.27 大臣官薦人事課長 年金局長
(回答) 員係

299 年発0930第3号 H22.9.30 
予算決算及び会計令第 11 6条の規定に基づく出納宮 年金局事業企画標

古谷裕之 H22.9.30 検査員野口直 年金局長
吏の随時検査に係る検査員の発令について 会計室予算係


