
年金局発議台帳 年金局

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

年発1001第2号 H22.10.1
会計実地検査の結果について（回答）（年金記録電話
相談業務委託契約における履行状況の確認について）

年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.9.30
会計検査院事務総
局第２局長　小武
山智安

年金局長

年発1001第3号 H22.10.1
「社会保険労務士制度功労者厚生労働大臣表彰実施要
領」の一部改正について

年金局 事業企画課
記録整備係

立花　慎太郎 H22.9.27
都道府県労働局長
地方厚生(支)局長

年金局長

年発1008第1号 H22.10.8
年金記録に係るコンピュータ記録と紙台帳等の突合せ
について

年金局 事業企画課
記録整備係

田中　洋之 H22.10.8
日本年金機構理事
長

年金局長

年発1012第3号 H22.10.12
年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関
する検討会メンバーの就任依頼について

年金局 総務課 安達　潔 H22.10.12

久保田政一、社団
法人　日本経済団
体連合会会長　米
倉弘昌

年金局長

年発1013第1号 H22.10.13
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正につ
いて

年金局 事業管理課
障害認定企画係

長尾　忍 H22.10.8

日本年金機構理事
長、国家公務員共
済組合連合会理事
長、日本私立学校
振興・共済事業団
理事長、地方公務
員共済組合連合会
理事長

年金局長

年発1013第2号 H22.10.13 在外公館における便宜供与依頼について（イタリア）
年金局 国際年金課
企画係

佐藤　弘之 H22.10.7 外務省欧州局長 年金局長

年発1013第3号 H22.10.13
在外公館における便宜供与依頼について（スウェーデ
ン）

年金局 国際年金課
企画係

佐藤　弘之 H22.10.7 外務省欧州局長 年金局長

年発1013第4号 H22.10.13
平成22年秋の叙勲受章内定者の伝達式等への出欠確認
について（回答）

年金局 総務課　職
員係

菅原　香輔美 H22.10.12 大臣官房人事課長 年金局長

年発1014第1号 H22.10.13
基礎年金交付金の精算における時効の中断について
（各年金保険者あてへの催告状の発行）

年金局 総務課 基礎
年金財政係

八巻　純一 H22.10.13

年金局長
国家公務員共済組
合理事長
地方公務員共済組
合理事長
日本私立学校振
興・共済事業団理
事長

年金局長

年発1014第2号 H22.10.13
数次往復公用旅券の発給請求について（スペイン、ア
イルランド）

年金局 国際年金課
庶務係

紀野　ひとみ H22.10.4 大臣官房国際課長 年金局長



年金局発議台帳 年金局

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

年発1014第3号 H22.10.14
基礎年金交付金の精算における時効の中断について
（各年金保険者あてへの催告状の発行）

年金局 総務課 基礎
年金財政係

八巻　純一 H22.10.14

年金局長
国家公務員共済組
合理事長
地方公務員共済組
合理事長
日本私立学校振
興・共済事業団理
事長

年金局長

年発1015第1号 H22.10.15 平成２３年春の叙勲候補者の推薦について
年金局 総務課　職
員係

菅原　香輔美 H22.10.15 大臣官房人事課長 年金局長

年発1015第3号 H22.10.15
年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関
する検討会メンバーの発令について（内申）

年金局 総務課 安達　潔 H22.10.15 大臣官房人事課長 年金局長

年発1015第4号 H22.10.15
年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関
する検討会メンバーの発令について（内申）

年金局 総務課 安達　潔 H22.10.15 大臣官房人事課長 年金局長

年発1015第5号 H22.10.15 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.10.15 大臣官房人事課長 年金局長

年発1015第6号 H22.10.15 職員の刑事休職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.10.15 大臣官房人事課長 年金局長

年発1018第1号 H22.10.18 身分証明書発行等申請
年金局 総務課 管理
係

大井　美香 H22.10.18 大臣官房人事課長 年金局長

年発1018第2号 H22.10.18 職員の無報酬兼業について（内申）
年金局 総務課　職
員係

菅原　香輔美 H22.10.18 大臣官房人事課長 年金局長

年発1019第2号 H22.10.19
平成２２年公的年金加入状況等調査の実施に係る承認
申請について

年金局 事業企画課
調査室

大窪　真弓 H22.10.14
大臣官房統計情報
部長

年金局長

年発1019第3号 H22.10.19 職員の育児休業の承認について（内申）
年金局 総務課　職
員係

菅原　香輔美 H22.10.19 大臣官房人事課長 年金局長

年発1020第2号 H22.10.20 政府契約の支払遅延にかかる報告について
年金局 事業企画課
会計室

佐藤　謙一 H22.9.30
厚生労働省大臣官
房会計課長

年金局長

年発1020第3号 H22.10.20
損害賠償事件（平成２２年（ワ）第３３６９６号）に
係る調査回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H22.10.13
法務省大臣官房訟
務総括審議官、東
京法務局長

年金局長

年発1020第4号 H22.10.20
時効特例給付未支給支払決定等請求事件（平成２２年
（行ウ）第３１号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 小川　哲男 H22.10.14
法務省大臣官房訟
務総括審議官、京
都地方法務局長

年金局長

年発1020第7号 H22.10.20
厚生年金保険給付等請求事件（仙台地裁　平成２２年
（行ウ）第１７号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 本山　和也 H22.10.12
法務省大臣官房訟
務総括審議官、仙
台法務局長

年金局長

年発1021第1号 H22.10.21 数次往復公用旅券の返納手続きについて
年金局 国際年金課
庶務係

郡司　康幸 H22.10.14 大臣官房国際課長 年金局長

年発1021第2号 H22.10.21
裁決取消等請求事件（東京地裁平成２２年（行ウ）第
２４８号，原告： ）にかかる調査回報につい
て

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.10.14
法務省大臣官房訟
務総括審議官，
東京法務局長

年金局長



年金局発議台帳 年金局

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

年発1022第1号 H22.10.22 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
庶務係

郡司　康幸 H22.10.22 外務省欧州局長 年金局長

年発1022第2号 H22.10.22
損害賠償請求事件（新潟地方裁判所　平成２１年
（ワ）第５２１号）にかかる和解について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.10.21 新潟地方法務局長 年金局長

年発1025第1号 H22.10.25 職員の昇格について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.10.21 大臣官房人事課長 年金局長

年発1025第2号 H22.10.25
障害給付裁定請求却下処分取消請求事件（平成２２年
（行ウ）第６８号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H22.10.21
法務省大臣官房訟
務総括審議官、名
古屋法務局長

年金局長

年発1026第1号 H22.10.20
医療施設調査及び病院報告に係る調査票情報の提供に
ついて

年金局 事業企画課 岩佐　真吾 H22.10.19
大臣官房統計情報
部長

年金局長

年発1027第1号 H22.10.27 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.10.26 大臣官房人事課長 年金局長

年発1027第2号 H22.10.27
裁決取消請求事件（名古屋地裁　平成２２年（行ウ）
第７３号）にかかる調査回報について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.10.22
法務省大臣官房訟
務総括審議官，
名古屋法務局長

年金局長

年発1027第3号 H22.10.27
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等
に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実
施事務の取扱いについて（通知）

年金局 国際年金課
庶務係

郡司　康幸 H22.10.22
日本年金機構理事
長

年金局長

年発1027第4号 H22.10.27
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等
に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実
施事務の取扱いについて（通知）

年金局 国際年金課
庶務係

郡司　康幸 H22.10.22
地方厚生（支）局
長

年金局長

年発1027第5号 H22.10.27
厚生年金保険裁定等無効確認等請求事件（平成２２年
（行ウ）第５号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 小川　哲男 H22.10.25
法務省大臣官房訟
務総括審議官、松
江地方法務局長

年金局長

年発1029第1号 H22.10.29 遺族年金受給者実態調査について（伺） 年金局 数理課 千原　貴史 H22.10.27
大臣官房統計情報
部長

年金局長

年発1029第3号 H22.10.29 質問を発した事案について（回答）
年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.10.29 大臣官房会計課長 年金局長

年発1029第4号 H22.10.29 質問を発した事案について（回答）
年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.10.29 大臣官房会計課長 年金局長

年発1029第5号 H22.10.29 質問を発した事案について（回答）
年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.10.29 大臣官房会計課長 年金局長

年発1029第6号 H22.10.29 質問を発した事案について（回答）
年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.10.29 大臣官房会計課長 年金局長

年発1029第7号 H22.10.29 平成22年公的年金加入状況等調査の実施について
年金局 事業企画課
調査室

大窪　真弓 H22.10.29
日本年金機構理事
長

年金局長

年発1029第8号 H22.10.29
年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関
する検討会メンバーの発令について

年金局 総務課 安達　潔 H22.10.28
社団法人日本経済
団体連合会会長
米倉弘昌、富田邦

年金局長



年金局発議台帳
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

年発1101第1号 H22.11.1
確定給付企業年金法に基づく監査
の実施について

年金局 企業年金国民
年金基金課

金森　一浩 H22.11.1 地方厚生(支)局長 年金局長

年発1101第2号 H22.11.1
未払年金等請求事件（静岡地裁浜
松支部　平成２２年（ワ）第７９
２号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 本山　和也 H22.10.25
法務省大臣官房訟務総
括審議官、静岡地方法
務局長

年金局長

年発1102第1号 H22.11.2

障害基礎年金不支給決定取消請求
事件（平成２１年（行ウ）第２５
８号）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 小林　武 H22.10.27 東京法務局長 年金局長

年発1102第2号 H22.11.2
年金制度改革検討調査への御協力
のお願いについて

年金局 年金課 企画
法令第一係

市川　幸伸 H22.11.2 市区町村長 年金局長

年発1105第1号 H22.11.5
独立行政法人年金・健康保険福祉
施設整理機構の会計監査人の選任
について（２２事業年度）

年金局 事業企画課 都竹　克宜 H22.10.25
独立行政法人年金・健
康保険福祉施設整理機
構

年金局長

年発1105第2号 H22.11.5 職員の昇格について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.11.4 大臣官房人事課長 年金局長

年発1105第3号 H22.11.5
日本年金機構の会計監査人の選任
について

年金局 事業企画課
監査室 監査係

小林　守 H22.11.4
日本年金機構理事長
紀陸孝

年金局長

年発1108第1号 H22.11.8 身分証明書発行等申請 年金局 総務課 管理 大井　美香 H22.11.8 大臣官房人事課長 年金局長

年発1108第2号 H22.11.8 一般監査の実施結果について
年金局 事業企画課
監査室 監査係

吉田　智 H22.11.4 日本年金機構理事長 年金局長

年発1110第1号 H22.11.10
平成２２年度システム監査（一般
監査）の実施結果について（通
知）

年金局 事業企画課
監査室 システム監査
係

佐藤　健悦 H22.11.2 日本年金機構理事長 年金局長

年発1110第2号 H22.11.10 兼業届の承認について（内申）
年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H22.11.10 大臣官房人事課長 年金局長

年発1110第3号 H22.11.10
平成21年度決算検査報告に関する
国会に対する説明書について

年金局 事業企画課
監査室

畑中　正視 H22.11.9 大臣官房会計課長 年金局長

年発1111第1号 H22.11.11 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.11.11 大臣官房人事課長 年金局長

年発1112第1号 H22.11.12
情報漏えいの再発防止のための取
組について

年金局 事業企画課
企画係

尾崎　美弥子 H22.11.12 日本年金機構理事長 年金局長

年発1115第1号 H22.11.15
損害賠償請求事件に係る指定代理
人の指定について（依頼）

年金局 総務課 神谷　政美 H22.11.12 広島法務局長 年金局長

年発1117第1号 H22.11.17
標準報酬改定処分取消請求事件
（平成２２年（行ウ）第７８号）
に係る調査回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H22.11.11
法務省大臣官房訟務総
括審議官、横浜地方法
務局長

年金局長

年発1117第2号 H22.11.17

特例民法法人における無報酬役員
に対する謝金等の調査結果を踏ま
えた対応について（要請）

年金局 総務課 井口　卓也 H22.11.16
年金シニアプラン総合
研究機構

年金局長

年発1118第3号 H22.11.18 職員の休職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.11.18 大臣官房人事課長 年金局長



年金局発議台帳
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

年発1119第1号 H22.11.19
平成２２年度事前通告を行わない
業務監査及び会計監査の実施につ

年金局 事業企画課
監査室 監査係

吉田　智 H22.11.16 日本年金機構理事長 年金局長

年発1119第2号 H22.11.19
平成２２年度事前通告を行わない
業務監査及び会計監査の実施につ

年金局 事業企画課
監査室 監査係

吉田　智 H22.11.16 日本年金機構理事長 年金局長

年発1124第1号 H22.11.24
平成21年度企業年金連合会事務費
補助金の確定について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課

村上　智康 H22.11.9 大臣官房会計課長 年金局長

年発1125第1号 H22.11.17
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室 監査係

吉田　智 H22.11.16 日本年金機構理事長 年金局長

年発1125第2号 H22.11.17
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室 監査係

吉田　智 H22.11.16 日本年金機構理事長 年金局長

年発1125第3号 H22.11.25 職員の復職について
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.11.25 大臣官房人事課長 年金局長

年発1125第4号 H22.11.25

遺族基礎年金不支給決定処分取消
等請求事件（平成２２年（行ウ）
第５７１号）に係る調査回報につ
いて

年金局 事業管理課 小川　哲男 H22.11.24
法務省大臣官房訟務総
括審議官、東京法務局
長

年金局長

年発1126第1号 H22.11.26 職員の休職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.11.26 大臣官房人事課長 年金局長

年発1129第1号 H22.11.29
職員の無報酬兼業について（内
申）

年金局 総務課 菅原　香輔美 H22.11.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発1130第1号 H22.11.30 争訟事件の調査について（回報） 年金局 総務課 神谷　政美 H22.11.30
法務省大臣官房訟務総
括審議官
広島法務局長

年金局長

年発1201第1号 H22.11.19
パロマ厚生年金基金の将来期間の
代行部分に係る支給義務の停止の
認可について  （局長）

年金局 企業年金国民
年金基金課

細野　満 H22.11.9 パロマ厚生年金基金 年金局長

年発1201第2号 H22.11.25
七十七銀行厚生年金基金の将来期
間の代行部分に係る支給義務の停
止の認可について  （局長）

年金局 企業年金国民
年金基金課

細野　満 H22.11.16
七十七銀行厚生年金基
金

年金局長



年金局発議台帳
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

年発0101第1号 H22.12.17
象印マホービン厚生年金基金の将
来期間の代行部分に係る支給義務
の停止の認可について  (局長)

年金局 企業年金国民
年金基金課 指導調整
係

細野　満 H22.12.17
象印マホービン厚生年
金基金

年金局長

年発0101第2号 H22.12.17

日本テキサス・インスツルメンツ
厚生年金基金の将来期間の代行部
分に係る支給義務の停止の認可に
ついて（局長）

年金局 企業年金国民
年金基金課 指導調整
係

朝野　陽子 H22.11.26
日本テキサス・インス
ツルメンツ厚生年金基
金

年金局長

年発1201第3号 H22.12.1

平成２１年度国民年金基金連合会
事務費補助金の確定及び
債権発生通知書の発出について
（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課 国民年金
基金係

西條　一徳 H22.11.9

官署支出官　大臣官房
会計課長（第3号）
歳入徴収官　大臣官房
会計課長（第4号）

年金局長

年発1201第5号 H22.12.1
地位確認等請求控訴事件に係る指
定代理人の指定について（依頼）

年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H22.11.30 東京法務局長 年金局長

年発1201第7号 H22.12.1 職員の昇格について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.12.1 大臣官房人事課長 年金局長

年発1201第8号 H22.12.1

福岡高等裁判所平成２２年（ネ）
第９６０号（控訴人　 外８
名）在日コリアン無年金高齢者国
家賠償請求控訴事件に係る指定代
理人について（依頼）

年金局 国際年金課
企画係

櫻井　有香子 H22.12.1 福岡法務局長 年金局長

年発1202第1号 H22.12.1
訴訟救助申立事件に係る抗告に関
する意見について（回報）

年金局 国際年金課
企画係

櫻井　有香子 H22.12.1 福岡法務局長 年金局長

年発1202第2号 H22.12.2
社会保障審議会臨時委員任命に係
る承諾依頼について
（日本年金機構評価部会）

年金局 事業企画課
庶務係

磯貝　昌彦 H22.12.1
年発1202第2号　株式会
社日本総合研究所取締
役社長

年金局長

年発1202第3号 H22.12.2
社会保障審議会臨時委員任命に係
る承諾依頼について
（日本年金機構評価部会）

年金局 事業企画課
庶務係

磯貝　昌彦 H22.12.1
年発1202第3号　西沢和
彦

年金局長

年発1203第1号 H22.12.3
裁定取消等請求事件(平成22年(行
ウ)第12号)の訴えの取り下げに対
する意見について

年金局 事業管理課 小林　武 H22.12.1 京都地方法務局長 年金局長

年発1206第1号 H22.12.3
厚生年金増額請求請求事件（大阪
地裁　平成２２年（行ウ）第１８
６号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 本山　和也 H22.11.30
法務省大臣官房訟務総
括審議官、大阪法務局
長

年金局長

年発1207第1号 H22.12.7
訴えの取下げに対する意見につい
て（名古屋地裁　平成22年（行
ウ）第19号）

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.12.3 名古屋法務局長 年金局長

年発1208第1号 H22.12.8
国家公務員倫理法第23条第3項に
規定する調査報告について

年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H22.12.7 大臣官房人事課長 年金局長

年発1208第2号 H22.12.8
国家公務員倫理法第26条に規定す
る任命権者による懲戒処分の承認
について

年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H22.12.7 大臣官房人事課長 年金局長

年発1209第1号 H22.12.7
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室 監査係

吉田　智 H22.12.6 日本年金機構理事長 年金局長



年金局発議台帳
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

年発1209第2号 H22.12.7
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室

吉田　智 H22.12.6 日本年金機構理事長 年金局長

年発1209第3号 H22.12.9
職員の非違行為に係る処分協議に
ついて

年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H22.12.9 大臣官房人事課長 年金局長

年発1210第1号 H22.12.10

平成２１年度年金特別会計（健康
勘定及び児童手当勘定を除く）及
び船員保険特別会計財務書類に係
る誤謬訂正の大臣官房会計課長あ
て報告について

年金局 事業企画課
会計室 決算係

野口　直 H22.12.8 大臣官房会計課長 年金局長

年発1213第1号 H22.12.10
訴訟事件（平成２２年（行ウ）第
９号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 小川　哲男 H22.12.7 津地方法務局長 年金局長

年発1213第2号 H22.12.13

遺族厚生年金不支給取消裁決取消
請求事件（大阪地裁　平成２２年
（行ウ）第２００号）にかかる調
査回報について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.12.6
法務省大臣官房訟務総
括審議官
大阪法務局長

年金局長

年発1213第3号 H22.12.13
会計法第４２条の規定に基づく報
告について

年金局 事業企画課
監査室

今井　広一 H22.12.9 大臣官房会計課長 年金局長

年発1214第1号 H22.12.14
社会保障審議会臨時委員発令につ
いて（内申）
（日本年金機構評価部会）

年金局 事業企画課
庶務係

磯貝　昌彦 H22.12.14 大臣官房人事課長 年金局長

年発1214第2号 H22.12.14
文書送付嘱託申立書に対する意見
について

年金局 総務課 神谷　政美 H22.12.14 広島法務局長 年金局長

年発1215第1号 H22.12.10
矢崎化工厚生年金基金の解散の認
可について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課

望月　一也 H22.12.6 矢崎化工厚生年金基金 年金局長

年発1215第2号 H22.12.15
行政財産の使用又は収益の許可に
ついて（社会保険大学校運動施設
開放：１月）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H22.12.13
白井市教育委員会教育
長

年金局長

年発1215第3号 H22.12.15
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
庶務係

紀野　ひとみ H22.12.15 外務省中南米局長 年金局長

年発1215第4号 H22.12.15
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
庶務係

紀野　ひとみ H22.12.13 外務省南部アジア部長 年金局長

年発1215第5号 H22.12.15
年金記録に係るコンピュータ記録
と紙台帳等の突合せ業務実施要領
改正について

年金局 事業企画課
記録整備係

田中　洋之 H22.12.15 日本年金機構理事長 年金局長

年発1216第1号 H22.12.16
資金前渡官吏及び分任契約担当官
の任命について

年金局 国際年金課
庶務係

紀野　ひとみ H22.12.16 大臣官房会計課課長 年金局長

年発1217第1号 H22.12.17
平成２２年度における国民年金事
務費交付金等の概算交付申請につ
いて

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H22.12.17 地方厚生（支）局長 年金局長

年発1220第1号 H22.12.20
国民年金保険料の口座振替利用勧
奨について（協力要請）

年金局 事業管理課 青木　誠一 H22.12.14 全国銀行協会会長 年金局長

年発1222第1号 H22.12.22 職員の昇格について
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.12.21 大臣官房人事課長 年金局長

年発1222第2号 H22.12.22 職員の休職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.12.22 大臣官房人事課長 年金局長



年金局発議台帳
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

年発1224第1号 H22.12.24 職員の昇給について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.12.24 大臣官房人事課長 年金局長

年発1224第2号 H22.12.24
平成２２年度国民年金事務費交付
金等概算交付決定通知書

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H22.12.24 ○○市町村長 厚生労働大臣



年金局発議台帳
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

年発0104第1号 H23.1.4
行政財産の施設整備承認申請につ
いて（社会保険大学校）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H22.12.22 日本年金機構理事長 年金局長

年発0105第1号 H23.1.5
損害賠償請求事件の請求の縮減
（訴えの一部取下げ）に対する同
意について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H22.12.27 東京法務局長 年金局長

年発0105第2号 H23.1.5
損害賠償請求事件（千葉地裁　平
成２２年（ワ）第３１４７号）に
かかる調査回報について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.12.20
法務省大臣官房訟務総
括審議官，千葉地方法
務局長

年金局長

年発0105第3号 H23.1.5
不詳請求事件（東京地裁　平成22
年（行ウ）第５６４号）にかかる
調査回報について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H22.12.21
法務省大臣官房訟務総
括審議官，東京法務局
長

年金局長

年発0105第4号 H23.1.5

遺族厚生年金不支給決定取消請求
事件（和歌山地裁　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 内海　淳二 H22.12.24
法務省大臣官房訟務総
括審議官，和歌山地方
法務局長

年金局長

年発0105第5号 H23.1.5
障害基礎年金不支給決定取消等請
求事件（平成２２年（行ウ）第２
０号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 小川　哲男 H22.12.16
法務省大臣官房訟務総
括審議官、那覇地方法
務局長

年金局長

年発0106第1号 H23.1.6
「障害年金の認定（知的障害等）
に関する専門家会合」について

年金局 事業管理課
障害認定企画係

長尾　忍 H23.1.4 市川　宏伸　他４名 年金局長

年発0106第2号 H23.1.6
平成２２年度システム監査（一般
監査）の実施結果について

年金局 事業企画課
監査室 システム監査
係

佐藤　健悦 H22.12.20 日本年金機構理事長 年金局長

年発0111第2号 H23.1.11
健康保険印紙の不用決定、処分承
認及び損傷報告について（平成２
２年１０月分）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.1.5 厚生労働大臣 年金局長

年発0111第3号 H23.1.11 職員の俸給決定の訂正について
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H22.12.28 大臣官房人事課長 年金局長

年発0111第4号 H23.1.11
国有物品の返納命令及び不用決定
について

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.1.5 厚生労働大臣 年金局長

年発0113第1号 H23.1.13
社会保障審議会臨時委員の委嘱に
ついて

年金局 総務課 首席
年金数理官室

田端　進之介 H23.1.13

株式会社日本総合研究
所理事　翁百合
株式会社日本総合研究
所理事長

年金局長

年発0114第1号 H23.1.14
行政財産の使用又は収益の許可に
ついて（対全国健康保険協会）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.1.13
全国健康保険協会総務
部長

年金局長

年発0117第1号 H23.1.17
裁決取消請求事件（平成２２年
（行ウ）第１１号）に係る調査回
報について

年金局 事業管理課 小川　哲男 H23.1.14
法務省大臣官房訟務総
括審議官、長崎地方法
務局長

年金局長

年発0117第3号 H23.1.17
行政財産の使用又は収益の許可に
ついて（社会保険大学校運動施設
開放：２月分）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.1.11
白井市教育委員会教育
長

年金局長



年金局発議台帳
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

年発0117第4号 H23.1.17
障害基礎年金不支給決定処分取消
等請求事件にかかる上訴方針につ
いて

年金局 事業管理課 堀　勝博 H23.1.13 神戸地方法務局長 年金局長

年発0118第2号 H23.1.13
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室 監査係

吉田　智 H23.1.12 日本年金機構理事長 年金局長

年発0118第3号 H23.1.13
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室

吉田　智 H23.1.12 日本年金機構理事長 年金局長

年発0118第4号 H23.1.18
職員の無報酬兼業について（内
申）

年金局 総務課 菅原　香輔美 H23.1.14 大臣官房人事課長 年金局長

年発0119第1号 H23.1.18
年金支払請求事件（東京地裁　平
成２２年（行ウ）第６１４号に係
る調査回報について

年金局 事業管理課 本山　和也 H23.1.14
法務省大臣官房訟務総
括審議官，東京法務局
長

年金局長

年発0121第1号 H23.1.13
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室 監査係

吉田　智 H23.1.12 日本年金機構理事長 年金局長

年発0121第2号 H23.1.13
平成２２年度事前通告を行わない
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
監査室

吉田　智 H23.1.12 日本年金機構理事長 年金局長

年発0124第1号 H23.1.24
社会保障審議会臨時委員の発令に
ついて

年金局 総務課 首席
年金数理官室

田端　進之介 H23.1.24 大臣官房人事課長 年金局長

年発0126第1号 H23.1.26 職員の復職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.1.25 大臣官房人事課長 年金局長

年発0126第2号 H23.1.26
国民年金法施行規則等の一部を改
正する省令の公布について

年金局 事業管理課
企画係

小林　孔 H23.1.21
日本年金機構理事長、
地方厚生（支）局長

年金局長

年発0128第1号 H23.1.28
職員の政府間交渉参加に係る外務
事務官併任発令の依頼について

年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.1.26 外務省欧州局長 年金局長

年発0128第2号 H23.1.28 職員の復職について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.1.28 大臣官房人事課長 年金局長

年発0131第1号 H23.1.31
障害年金不支給決定取消請求事件
（平成２２年（行ウ）第７３２
号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H23.1.27
法務省大臣官房訟務総
括審議官、東京法務局
長

年金局長

年発0201第1号 H23.1.17

ジャヴァ厚生年金基金の将来期間
の代行部分に係る支給義務の停止
の認可について（H23.2.1付）(局
長)

年金局 企業年金国民
年金基金課　指導調
整係

細野　満 H23.1.12 ジャヴァ厚生年金基金 年金局長

年発0201第2号 H23.1.31
遺族年金請求事件（平成２２年
（行ウ）第５４４号）に係る調査
回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H23.1.27
法務省大臣官房訟務総
括審議官、東京法務局
長

年金局長



年金局発議台帳
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

年発0201第3号 H23.2.1 一般監査の実施結果について
年金局 事業企画課
監査室

吉田　智 H23.1.28 日本年金機構理事長 年金局長

年発0203第1号 H23.2.3
職員の育児休業の承認について
（内申）

年金局 総務課 菅原　香輔美 H23.2.3 大臣官房人事課長 年金局長

年発0203第2号 H23.2.3
年金記録に係るコンピュータ記録
と紙台帳等の突合せ業務実施要領
改正について

年金局 事業企画課
記録整備係

田中　洋之 H23.2.1 日本年金機構理事長

年発0204第1号 H23.2.4
脱退手当金事案への対応を背景と
する第三者委員会協力支援業務に
ついて

年金局 事業企画課
企画係

進士　順和 H23.2.4 日本年金機構理事長 年金局長

年発0204第2号 H23.2.4
慰謝料等請求調停事件（福岡地裁
平成２３年（ノ）第１１号）に係
る調査回報について

年金局 事業管理課 本山　和也 H23.2.1
法務省大臣官房訟務総
括審議官，福岡法務局
長

年金局長

年発0208第1号 H23.2.8

特老厚年金及び老齢厚生年金加算
不支給認定処分取消請求事件（京
都地裁　平成22年（行ウ）第39
号）にかかる調査回報について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H23.1.28
法務省大臣官房訟務総
括審議官，京都地方法
務局長

年金局長

年発0209第1号 H23.2.9
財団法人年金シニアプラン総合研
究機構の業務及び財産状況の検査
の実施について

年金局 総務課 井口　卓也 H23.2.9
年金シニアプラン総合
研究機構
理事長　加藤栄一

年金局長

年発0209第3号 H23.2.9
特例民法法人の業務及び財産状況
の検査の実施について（実施通
知）

年金局 事業企画課
記録整備係

立花　慎太郎 H23.2.9
(社)日本国民年金協会
会長

年金局長

年発0209第4号 H23.2.9
特例民法法人の業務及び財産状況
の検査の実施について（実施通
知）

年金局 事業企画課
記録整備係

立花　慎太郎 H23.2.9
(財)厚生年金事業振興
団理事長

年金局長

年発0209第5号 H23.2.9
特例民法法人の業務及び財産状況
の検査の実施について（実施通
知）

年金局 事業企画課
記録整備係

立花　慎太郎 H23.2.9
(財)日本船員住宅協会
会長

年金局長

年発0209第6号 H23.2.9
平成２３年春の園遊会推薦者の推
薦について

年金局 総務課 菅原　香輔美 H23.2.8 大臣官房人事課長 年金局長

年発0210第1号 H23.2.10
兼業承認申請について（内申）

年金局 総務課 菅原　香輔美 H23.2.9 大臣官房人事課長 年金局長

年発0214第1号 H23.2.14
医療施設調査及び病院報告に係る
調査票情報における転写書類の利
用後の処置について

年金局 事業企画課 岩佐　真吾 H23.2.14
大臣官房統計情報部長
殿

年金局長

年発0215第1号 H23.2.15
前渡資金官吏及び分任契約担当官
の任命について

年金局 国際年金課
庶務係

紀野　ひとみ H23.2.15 大臣官房会計課長 年金局長

年発0217第1号 H23.2.17

に対する契
約解除通知及び指名停止並びに契
約解除に伴う違約金に係る歳入徴
収官あて債権発生通知について

年金局 事業企画課
会計室 契約係

橋本　典久 H23.2.17
年金局長・事
業企画課



年金局発議台帳
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

年発0217第2号 H23.2.17
行政財産の使用又は収益の許可に
ついて（社会保険大学校運動施設
開放：３月分）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.2.14
白井市教育委員会教育
長

年金局長

年発0217第4号 H23.2.17 一般監査の実施結果について
年金局 事業企画課
監査室

吉田　智 H23.2.15 日本年金機構理事長 年金局長

年発0217第5号 H23.2.17
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
監査室

吉田　智 H23.2.16 日本年金機構理事長 年金局長

年発0221第1号 H23.2.21
国有物品の不用決定の承認申請に
ついて（進達）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.2.18 大臣官房会計課長 年金局長

年発0222第1号 H23.2.22
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
庶務係

紀野　ひとみ H23.2.22
外務省アジア大洋州局
長

年金局長

年発0224第1号 H23.2.24
国民年金法施行規則の一部を改正
する省令の公布について

年金局 事業企画課
企画係

鈴木　秀男 H23.2.24 日本年金機構理事長 年金局長



年金局発議台帳
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

年発0301第1号 H23.3.1 身分証明書発行等申請
年金局 総務課 管理
係

大井　美香 H23.3.1 大臣官房人事課長 年金局長

年発0303第1号 H23.3.3
行政財産（土地）の貸付について
（東京社会保険事務局（土地））

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.1
財務省関東財務局東京
財務事務所長

年金局長

年発0304第1号 H23.3.4
社会保険大学校運動施設開放に係
る平成２３年度の使用料の決定に
ついて（白井市教育委員会）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.1
白井市教育委員会教育
長

年金局長

年発0304第3号 H23.3.4
行政財産の使用又は収益の許可及
び使用料の決定について（継続更
新分）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.1
代表取締役社長外１者

年金局長

年発0307第1号 H23.3.7 特別監査の実施について
年金局 事業企画課
監査室

吉田　智 H23.3.3 日本年金機構理事長 年金局長

年発0308第1号 H23.3.8
財団法人年金シニアプラン総合研
究機構の業務及び財務状況の検査
の結果について

年金局 総務課 井口　卓也 H23.3.8
財団法人年金シニアプ
ラン総合研究機構　理
事長　加藤　栄一

年金局長

年発0309第1号 H23.3.9
健康保険印紙の不用決定及び損傷
報告等について（平成２２年度１
２月分）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.4 厚生労働大臣 年金局長

年発0309第2号 H23.3.9
平成２２年度国民年金基金連合会
事務費補助金の
追加交付決定について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課 国民年金
基金係

西條　一徳 H23.2.18
官署支出官大臣官房会
計課長

年金局長

年発0313第1号 H23.3.13
東北地方太平洋沖地震に係る社会
保険料の納期限の延長等について

年金局 事業管理課 半間　渉 H23.3.13 日本年金機構理事長 年金局長

年発0313第2号 H23.3.13
東北地方太平洋沖地震に係る社会
保険料の納期限の延長等について

年金局 事業管理課 半間　渉 H23.3.13 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0314第1号 H23.3.11

障害基礎年金不支給処分取消請求
事件（札幌地裁　平成２２年（行
ウ）第４４号）にかかる調査回報
の送付について

年金局 事業管理課 内海　淳二 H23.2.17
法務省大臣官房訟務総
括審議官，札幌法務局
長

年金局長

年発0316第1号 H23.3.16
年金積立金管理運用独立行政法人
運用委員会の委員の在任依頼につ
いて

年金局 総務課 安達　潔 H23.3.11
公立大学法人名古屋市
立大学理事長

年金局長

年発0316第2号 H23.3.16
平成２２年度システム監査（一般
監査）の実施結果について（通
知）

年金局 事業企画課
監査室 システム監査
係

佐藤　健悦 H23.2.21 日本年金機構理事長 年金局長

年発0316第3号 H23.3.16
裁決取消等請求事件（東京地方裁
判所　平成２１年(行ウ）第３７
０号）に係る和解について

年金局 事業管理課 本山　和也 H23.3.16 東京法務局長 年金局長

年発0317第1号 H23.3.17
平成２１年度国民年金事務費交付
金等決定通知書

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H23.3.15 旭川市長 厚生労働大臣

年発0318第1号 H23.3.18
債務不存在確認請求事件（京都地
裁　平成２３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 H23.3.14
法務省大臣官房訟務総
括審議官，京都地方法
務局長

年金局長



年金局発議台帳
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

年発0318第2号 H23.3.18
行政財産の使用又は収益の許可に
ついて（対全国健康保険協会）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.10
全国健康保険協会総務
部長

年金局長

年発0318第3号 H23.3.18
国有物品の不用決定の承認申請に
ついて（進達）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.14 大臣官房会計課 年金局長

年発0318第4号 H23.3.18

「東北地方太平洋沖地震に係る社
会保険料の納期限の延長等につい
て」（平成２３年３月１３日付け
年発０３１３第１号）の一部改正
について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.18 日本年金機構理事長 年金局長

年発0318第5号 H23.3.18

「東北地方太平洋沖地震に係る社
会保険料の納期限の延長等につい
て」（平成２３年３月１３日付け
年発０３１３第２号）の一部改正
について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.18 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0318第6号 H23.3.18
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
係

長嶋　亜希子 H23.3.18
厚生労働省大臣官房会
計課福利厚生室長

年金局長

年発0318第7号 H23.3.18
障害基礎年金不支給決定取消請求
事件（平成２２年（行ウ）第７５
０号）に係る調査回報について

年金局 事業管理課 堀　勝博 H23.3.4
法務省大臣官房訟務総
括審議官、東京法務局
長

年金局長

年発0318第8号 H23.3.18
平成20年度及び平成21年度決算に
おける政策別コスト情報の提出に
ついて

年金局 事業企画課
会計室 決算係

植木　和宏 H23.3.18 大臣官房会計課長 年金局長

年発0322第1号 H23.3.17
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
庶務係

紀野　ひとみ H23.3.16 外務省欧州局長 年金局長

年発0322第2号 H23.3.22
平成２２年度国民年金基金等給付
費負担金の変更交付決定について
（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課 国民年金
基金係

西條　一徳 H23.3.9
官署支出官大臣官房会
計課長 年金局長

年発0322第3号 H23.3.22
行政財産（土地）の貸付料の決定
について（対新宿区）

年金局 事業企画課
会計室 管財係

秋本　真志 H23.3.22 新宿区長 年金局長

年発0323第1号 H23.3.23
生活維持関係等の認定基準及び認
定の取扱いについて

年金局 事業管理課
年金給付管理係

安齋　恭平 H23.1.21 日本年金機構理事長 年金局長

年発0323第2号 H23.3.23
生計維持関係等の認定基準及び認
定の取扱いについて

年金局 事業管理課
年金給付管理係

安齋　恭平 H23.1.21 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0323第3号 H23.3.23
生計維持関係等の認定基準及び認
定の取扱いについて

年金局 事業管理課
年金給付管理係

安齋　恭平 H23.1.21

国家公務員共済組合連
合会理事長
地方公務員共済組合連
合会理事長
日本私立学校振興・共
済事業団理事長
農林漁業団体職員共済
組合理事長

年金局長

年発0324第1号 H23.3.24 海外出張に伴う事務取扱について
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.24 大臣官房人事課長 年金局長



年金局発議台帳
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

年発0324第2号 H23.3.24
東北地方太平洋沖地震に伴う社会
保険料等の納期限の延長について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.23 日本年金機構理事長 年金局長

年発0324第3号 H23.3.24
東北地方太平洋沖地震に伴う社会
保険料等の納期限の延長について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.23 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0324第4号 H23.3.24
災害に係る厚生年金保険料等の納
付の猶予について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.23 日本年金機構理事長 年金局長

年発0324第5号 H23.3.24
災害に係る厚生年金保険料等の納
付の猶予について

年金局 事業管理課 津谷　宜和 H23.3.23 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0324第6号 H23.3.24
日本年金機構の役員の任命につい
て（内申）

年金局 事業企画課
庶務係

磯貝　昌彦 H23.3.23 大臣官房人事課長 年金局長

年発0324第7号 H23.3.24
年金福祉施設等に係る案内看板等
の取扱いについて

年金局 事業企画課 島田　秀雄 H23.3.23
独立行政法人年金・健
康保険福祉施設整理機
構理事長

年金局長

年発0325第1号 H23.3.25
平成22年度年金制度改革検討調査
に係る国民年金事務取扱交付金の
支出負担行為について

年金局 年金課 企画
法令第三係

市川　幸伸 H23.3.18
官署支出官大臣官房会
計課長

年金局長

年発0325第2号 H23.3.25
佐田建設厚生年金基金の解散の認
可について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課

望月　一也 H23.3.25 佐田建設厚生年金基金 年金局長

年発0325第3号 H23.3.25
兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
解散の認可について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課

望月　一也 H23.3.25
兵庫県自動車販売店厚
生年金基金

年金局長

年発0325第4号 H23.3.25
川崎病院グループ厚生年金基金の
解散の認可について（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課

望月　一也 H23.3.25
川崎病院グループ厚生
年金基金

年金局長

年発0325第5号 H23.3.25

北海道国民年金基金他７１基金に
係る
平成２３年度予算の認可について
（局長印）

年金局 企業年金国民
年金基金課 国民年金
基金係

西條　一徳 H23.3.24 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0328第1号 H23.3.28
特例民法法人に対する業務運営の
改善について（勧告）

年金局 事業企画課 岩佐　真吾 H23.3.22
社団法人全国社会保険
協会連合会会長　殿

年金局長

年発0329第5号 H23.3.29 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発0329第6号 H23.3.29 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発0329第7号 H23.3.29 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発0329第8号 H23.3.29 職員の人事異動について（内申）
年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発0330第1号 H23.3.30
職員の無報酬兼業について（内
申）

年金局 総務課 職員
係

塩入　雅彦 H23.3.29 大臣官房人事課長 年金局長

年発0330第2号 H23.3.30 一般監査の実施結果について
年金局 事業企画課
監査室

吉田　智 H23.3.23 日本年金機構理事長 年金局長

年発0330第3号 H23.3.30 特別監査の実施結果について
年金局 事業企画課
監査室

吉田　智 H23.3.23 日本年金機構理事長 年金局長

年発0331第2号 H23.3.31
数次往復公用旅券の返納手続きに
ついて

年金局 総務課 人事
係

小林　代悟 H23.3.31 大臣官房国際課長 年金局長
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年発0331第3号 H23.3.31

平成２３年東北地方太平洋沖地震
に際し災害救助法が適用された市
町村の区域における国民年金、厚
生年金保険及び船員保険の年金受
給権者又は受給者が届書等を提出
すべき日を延長する件

年金局 事業管理課
年金給付管理係

根本　剛 H23.3.30 日本年金機構理事長 年金局長

年発0331第4号 H23.3.31

平成２３年東北地方太平洋沖地震
に際し災害救助法が適用された市
町村の区域における国民年金、厚
生年金保険及び船員保険の年金受
給権者又は受給者が届書等を提出
すべき日を延長する件

年金局 事業管理課
年金給付管理係

根本　剛 H23.3.30 地方厚生（支）局長 年金局長

年発0331第5号 H23.3.25
厚生年金保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について

年金局 事業管理課
企画係

小林　孔 H23.3.23
日本年金機構理事長、
地方厚生（支）局長

年金局長

年発0331第8号 H23.3.31
平成２２年度における国民年金事
務費交付金等交付要綱の取り扱い
について

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H23.3.31
地方厚生（支）局長
地方厚生局年金調整
（年金管理）課長

厚生労働省年
金局事業管理
課長

年発0331第11号 H23.3.31
平成２１年度国民年金事務費交付
金等決定通知書

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H23.3.31 市町村長 厚生労働大臣

年発0331第12号 H23.3.31
平成２２年度国民年金事務費交付
金等決定通知書

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H23.3.31 市町村長 厚生労働大臣

年発0331第13号 H23.3.31
平成２２年度国民年金事務費交付
金等決定通知書

年金局 事業管理課 鈴木　利和 H23.3.31
東京都個人タクシー国
民年金事務組合理事長

厚生労働大臣

年発0331第14号 H23.3.31
特例民法法人(公益法人)の業務及
び財産状況の検査の結果について
(通知)

年金局 事業企画課
監理・社労士係

立花　慎太郎 H23.3.23
(社)日本国民年金協会
会長

年金局長

年発0331第15号 H23.3.31
特例民法法人(公益法人)の業務及
び財産状況の検査の結果について
(通知)

年金局 事業企画課
監理・社労士係

立花　慎太郎 H23.3.23
(財)厚生年金事業振興
団理事長

年金局長

年発0331第16号 H23.3.31
特例民法法人(公益法人)の業務及
び財産状況の検査の結果について
(通知)

年金局 事業企画課
監理・社労士係

立花　慎太郎 H23.3.23
(財)日本船員住宅協会
会長

年金局長

年発0401第1号 H23.3.23 年金数理人名簿への登載について 年金局 数理課 佐野　壮一郎 H23.3.8
年金数理人名簿新規登
載者

年金局長

年発0401第14号 H23.3.25

国民年金法施行令第十条第二項の
規定に基づき国民年金の保険料を
追納する場合に納付すべき額を定
める件等について（通知）

年金局 事業管理課
企画係

小林　孔 H23.3.23
日本年金機構理事長、
地方厚生（支）局長

年金局長
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