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文書番号 決裁日 l件名 |起案担当課・係 |起案者 起案日 施行先 植行者

行政事件訴訟の指定代理人の指定
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0405第1号 H23.4.5 及び実施依頼等について(平成2 藤原淳一 H23.4.5 東京法務局長ほか2件
2年(行ウ)第750号等)

企画係 官

上訴事件の訴訟代理権の消滅及び

年普発0406第1号 H23.4.6 
指定代理人の指定について 年金馬事業企麗課

;賓村明 H23.4.6 東京法務局長
年金管理審議

(東京高等裁判所H23(行コ)第35 情報公関係 F届"" 

号)

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0408第1号 H23.4.8 滅及び指定代理人の指定について
企画係

藤原淳一 H23.4.8 札幌法務局
F国H 

(平成22年(行ウ)第 28号)



謹孟E
|行政事件訴訟の指定代理人の指定 l年金属事業管理課H23. 5. 30 1"~ ~=.!r~=~~~~! ~:="， u" :JtJ~ I 
目及び実施依頼等について l企画係



蓮蓋旦
i行政事件訴訟の指定代理人の指定 i年金局事業管理課H23. 6. 201~~=~~=~~.':~:~~"，v"JCI~ I 
E及び実施依頼等について i企画係
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文書番号 決裁日 l件.名 l記婁担当課・係 |起案者 l起案日 施行先 |施行者

行政事件訴訟の指定代理人の指定
及び実施依頼等について (23年 東京法務局長、福岡法

年管発0711第1号 H23. 7. 11 
(行コ)第179号、 23年(行ウ) 年金局事業管理課

小林 孔 H23.7.4 
務局長、宮崎地方法務 年金管理審議

第7号、 23年(ワ)第112号、 23年 企画係 局長、間山地方法務局 F昌"'" 

(行コ)第172号、 23年(行ウ) 長
第15号)

年管発0728第2号 H23.7.28 
行政事件訴訟の指定代理人の指定 年金属事業管理課

藤原淳一 H23.7.28 
岡山地方法務局ほか4 年金管理審議

及び実施依頼等について 企画係 件 p自-・司

年管発0729第1号 H23.7.29 
審査請求闘再審査請求の増加に対 年金局事業管理課

市川幸伸 H23.1.21 保験局長
年金管理審議

する対応について(回答) 年金審査係 F国h 
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玄書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 |施行者、

年管発0819第1号 H23.8.19 
行政事件訴訟の指定代理人の指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23.8.17 
大阪法務局長、東京法 年金管理審議

及び実施依頼について 企画係 務局長 p園h 

特別障害給付金請求事件(大阪地
法務省大臣官房訟務総

年管発0826第1号 H23.8.26 
方裁判所平成23年(行ウ)第

年金局事業管理課 本山和也 H23. 8. 24 括審議官，大阪法務局
年金管理審議

1 3 1号)に係る調査田報につい
長

F国H 

て

年管発0829第1号 H23. 8. 29 
日本年金機構の会計監査人の選任 年金局事業企画課

小林守 H23. 8. 29 
日本年金機構理事長 年金管理審議

について(平成23事業年度) 監査室監査係 紀陸孝 F昌晶『

厚生年金特例法に基づく総務省年

年管発0829第2号 H23.8刷 29
金記録確認第三者委員会による意 年金島事業企画課

高野進一 H23.8.23 日本年金機構理事長
年金管理審議

見(包括的意見)を踏まえた年金 記録整備係 F届，." 

事務所段階での記録回復について

年管発0830第1号 H23. 8‘30 
損害賠償請求事件に係る指定代理 年金局事業管理課

上回 基 仙 H23. 8. 29 旭川地方法務局
年金管理審議

人の指定について 企画係 F園晶『

「平成23年度における子ども手
当の支給等に関する特別措置法j

年金局事業管理課 年金管理審議年管発0830第6号 H23. 8. 30 の施行に伴う子ども手当の拠出金 片谷大介 H23. 8. 26 日本年金機構理事長
の額の免除の特例措置の延長につ

厚生年金保険菅理保 F国H 

いて(通知)
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文書番号 決裁日 |件名 |起案担当課・係 l起案者 l起案日 施行先 施行者

損害賠償請求事件(平成23年 法務省大事官房訟務総
年金管理審議

年管発0901第1号 H23. 9.1 (ワ)第21 231号)に係る調 年金局事業管理課 小川哲男 H23.8.26 括審議官、東京法務局
F昌." 

査回報について 長

年管発0908第1号 H23.9.8 
行政事件訴訟等の実施依頼及び指 年金局事業管理課

上田基 仙 H23.9.7 
東京法務局長及びさい 年金管理審議

定代理人の指定について 企画係 たま地方法務局長 F自晶司

厚生年金保険障害給付不支給処分
取消等請求事件(東京地方裁判所

年金管理審議
年管発0909第1号 H23.9.9 平成21年(行ウ)第575号) 年金局事業管理課 本山和也 H23.9.8 東京法務局長 r昌品『

の訴えの取下げに対する同意につ
いて

日本年金機構!こ対する業務監査及
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0912第1号 H23.9.6 び会計監査の実施について(実施
監査室

斎藤信義 H23.9.5 日本年金機構理事長
F昌." 

通知)

年管発0914第1号 li23.9.14 
訴えの取下げに対する同意の可否

年金局事業管理課 小川哲男 H23.9.13 佐賀地方法務局長
年金管理審議

について(回報) F回H 

障害基礎年金不支給処分取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0914第2号 H23.9司 14事件(平成23年(行ウ)第32 年金局事業管理課 小川哲男 H23.9.13 括審議官、さいたま地 F自晶司
号)に係る調査回報について 方法務局長

国家賠償請求事件(平成23年 法務省大事官房訟務総
年金管理審議

年管発0914第3号 H23司 9.14 (ワ)第21 75号)に係る調査 年金局事業管理課 小川 哲男 H23.9.13 括審議官、さいたま地 F闘晶司
回報について 方法務局長

障害者年金等請求事件(東京地裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0922第1号 H23. 9. 22 平成22年(行ウ)第 608号) 年金属事業管理課 吉田哲弘 H23.9.14 括審議官及び東京東京
P箇H 

に係る調査回報について 法務局長

配当異議請求事件(平成21年
年金管理審議

年管発0929第1号 H23. 9. 29 (ワ)第22......24号)にかかる 年金局事業管理課 小111 哲男 H23.9.28 広島法務局長
F届." 

上訴方針について

裁決取消等請求事件(静岡地方裁 法務省大臣官房訟務方総 年金管理審議
年管発0929第2号 H23. 9. 29 判所平成23年(行ウ)第 18 年金局事業管理課 本山和也 H23司 9.22括審議官，静岡地法 F昌晶、

号)に係る調査由報について 務局長

「年金請求書に係る金融機関の証
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0929第3号 H23. 9. 29 明の簡素化〈あっせん)Jに対す
年金給付管理係

根本 剛 H23. 9. 28 総務省行政評価局長
F昌." 

るE答について

健震保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0930第1号 H23.9.9 地域の取消しについて(東海市
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.9.6 東海市長 F昌晶『
長)

健康保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 年金管哩審議

年管発0930第2号 H23. 9.9 地域の取消しについて(南丹市 高梨大輔 H23.9.6 南丹市長
長)

厚生年金保険管理係 F居H 



健康保険の事務の一部を行わせる 年金局事業管理課 年金管理審議
年管発0930第3号 H23.9.9 地域の取消しについて(玉野市

厚生年金保険菅理係
高 梨大輔 H23.9.6 玉野市長 F昌晶『

長)

健康保検の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0930第4号 H23.9.9 地域の取消しについて(小竹町
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.9.6 小竹町長 F闘晶『

長)
国民年金障害基礎年金支給額変更 法務省大臣官房訟務総

年管発0930第5号 H23. 9. 30 処分取消等請求事件(平成23年 年金局事業管理課 堀勝博 H23. 9. 26 括審議官、東京法務局
年金管理審議

l同m報に)つ第いて505号)に係る調査 長
r闘晶司

日本年金機構に対する業務監査及
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発1014第1号 H23.9.6 i通び会知計)監査の実施について(実施 監査室
斎藤信義 H23.9.5 日本年金機構理事長 F届晶『

日本年金機構に対する業務監査及
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発1102第1号 H23.9.6 |通び会知計)監査の実施について(実施 監査室
斎藤信義 H23.9.5 日本年金機構理事長 F昌晶司

」一一一一



文書番号 決裁日 件名 e 起案担当課・係 l喜戸宮E蓋号 [起案日 l施行先 撞行者
東京法務局長、静岡地

年管発1004第1号 H23.10.4 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 9. 30 
方法務局長、岡山地方 年金管理審議

代理人の指定について 企画係 法務局長、大阪法務局 F昌晶『

長
損害賠償請求事件(平成23年

年金管理審議
年管発1020第2号 H23.10.20 (ワ)第 13730号)に係る調 年金局事業企商課 清水尊幸 H23.10.20 東京法務局長

査回報について
F昌晶『

平成23年度システム監査(一般
年金局事業企画課

年金管理審議年管発1026第2号 H23.10.26 
監査)の監査日程の変更について

監査室システム監査 佐藤健悦 H23.10.24 日本年金機構理事長 F届晶『

係

年管発1026第3号 H23.10.26 
東日本大震災に伴う社会保険料等 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.10.26 呂本年金機構理事長
年金管理審議

の納期限の指定について 厚生年金保険管理係 F昌H 

年管発1026第4号 H23.10.26 
東日本大震災に伴う厚生年金保険 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.10.26 地方厚生(支)局長
年金管理審議

料等の納期限の指定について 厚生年金保険管理係 F国H 

厚生年金支給等請求事件(東京地 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1027第1号 H23.10.27 裁平成23年(行ウ)第330 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 10. 14 括審議官及び東京法務

号)に係る調査団報について 局長
F国H 

障害基礎年金不支給決定処分取消
法務省大事官房訟務総

年管発1031第1号 H23.10.31 等請求事件(平成23年(行ウ)
年金局事業管理課 小川 哲男 H23.10.26 括審議官、東京法務局

年金管理審議
第507号)に係る謂査回報につ

長
F届晶『

いて
」一一
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文書番号 決裁日 l件名 起案担当課・係 l起案者 起案日 施行先 施行者

年管発1026第1号 H23. 11. 2 上訴の要否について(回報) 年金局事業管理課 小JII 哲男 H23.10.26 名古屋法務局長
年金管理審議
F届晶『

年管発1101第1号 H23. 11. 1 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

水巻章 H23.10.24 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(結果通知) 監査室 F届"" 

年管尭1101第2号 H23. 11. 1 
平成23年度シスナム監査(一般 年金局事業企画課

健崎博介 H23.10.27 日本年金機構理事長
年金管理審議

監査)の実施結果について 監査室 F昌晶『

行政処分取消請求事件(大阪地裁
年金管理審議

年管発1104第1号 H23. 11. 4 平成23年(行ウ)第87号)の 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 11. 1 大阪法務局長
F昌"" 

取下げに対する同意について

年管発1107第1号 H23. 11. 7 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上回基 仙 H23. 11. 4 
東京法務局長、高松法 年金管理審議

代理人の指定について 企画係 務局長、福岡法務局長 F届晶『

年管発1109第1号 H23. 11. 9 
被保険者記録と厚生年金基金記録 年金局事業企画課

松尾辰二 H23. 11. 7 日本年金機構理事長
年金管理審議

の突合せ事業の実施について 記録整備保
F昌晶圃唱

年管発1110第1号 行23.11.10 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 小川哲男 H23. 11. 9 東京法務局長
年金管理審議
F昌晶司

年金記録に係るコンビュータ記録
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発1110第2号 H23. 11. 10 と紙台帳等の突合せ業務実施要領
記録整備係

田中 洋之 H23. 11. 10 日本年金機構理事長
官

改正について

神戸赤十字病院院長、
国際医療福祉大学学

「障害年金の認定(関節の機能 長、信州大学医学部

年管発1110第3号 H23. 11. 10 等)に関する専門家会合」につい
年金局事業管理課

長尾忍 H23. 11. 8 長、医療法入社団福寿 年金管理審議

て
障害認定企画保 会理事長、国立樟害者 r扇"" 

リハビリテーションセ
ンター総長

年管発1114第2号 H23. 11. 14 訴訟事件の係属について(報告) 年金局事業管理課 小川! 哲男 H23. 11. 7 名古屋法務局長
年金管理審議
F届-吋

不支給処分取消請求事件(高松地 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1114第3号 H23. 11. 14 方裁判所平成23年(行ウ)第 年金属事業管理課 本山和也 H23. 11. 8 括審議官，高松法務局
6号)に係る調査回報について 長

F属-吋

年管発1117第1号 H23. 11. 17 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

水巻章 H23. 11. 14 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(結果通知) 監査室 F国品『

年管発1117第2号 H23. 11. 17 
行政事件訴訟等の指定代理人の指 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 11. 17 
大阪法務局長、札幌法 年金管理審議

定及び実施依頼について 企画係 務局長 F局晶、

年管発1118第1号 H23. 11. 18 
「国民年金市町村事務処理基準」 年金局事業管理課

根本 剛 H23. 11. 17 地方厚生(支)局長
年金管理審議

の別衰の一部改正について 年金給付管理係 v届"'" 

年管発1118第2号 ーH23. 11. 18 「国民年金市町村事務処理基準J 年金局事業管理課
根本間11 H23. 11. 18 日本年金機構理事長

年金管理審議
の1.¥IJ表の一部改正について 年金給付管理係 官



年管発1122第1号 H23. 11. 22 訴えの一部取下げに対する同意の
年金局事業管理課 堀勝博 H23. 11. 16 佐賀地方法務局長

年金管理審議
可否について F闘H 

決定処分取消等請求事件(平成2 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1128第1号 H23. 11. 28 3年(行ウ)第28号)に係る調 年金局事業管理課 小川哲男 H23. 11. 24 括審議官、広島法務局 F昌晶圃唱

査回報について 長

韓国政府への厚生年金保険被保険
対日抗争期強制動員被

年管発1129第1号 H23.11.28 者台帳(旧台帳)の写しの提供に
年金局事業企画課

田中洋之 H23. 11. 18 
害調査及び圏外強制動 年金管理審議

記録整備係 員犠牲者等支援委員会 F届晶『

ついて
委員長

障害基礎年金不支給処分取消請求
法務省大臣官房訟務総

事件(大阪地裁平成23年(行 年金管理審議
年管発1129第2号 H23. 11. 29 

ウ)第 183号)に係る調査回報
年金局事業管理課 吉田哲弘 H23.11.25 括審議官及び大阪法務

F昌"" 

について
局長

年管発1130第1号 H23. 11. 29 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上回基 仙 H23. 11. 24 広島法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F届晶『

年管発1130第2号 H23.11.28 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上回基 仙 H23. 11. 24 大津地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F昌晶『

年管発1130第3号 H23. 11. 28 行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金馬事業管理課
上田基仙 H23.11.24 大阪法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 企画係 F眉H 
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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

年管発1205第2号 H23.12.5 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 12. 1 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 r鼠4剛唱

障害基礎年金不支給処成分取消請求

年管発1207第1号 H23. 12. 7 
事件(札幌地裁平 22年(行

年金局事業管理課 吉田哲弘 H23.12.5 札幌法務局長
年金菅理審議

ウ)第44号)の取下げに対する F邑晶『

同意について

厚生年金給付減額処分取消誇求事 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1208第1号 H23.12.6 件(平成23年(行ウ)第6号) 年金局事業管理課 小JII 哲男 H23.12.2 括審議官、大分地方法
に係る調査回報について 務局長

F園"" 

平成22年度年金特別会計財務書類
(健康勘定及び児童手当及び子ど

年金局事業企画課 年金管理審議
年管発1209第1号 H23.12.9 も手当勘定を除く)に保る誤謬訂 植木和宏 H23.12.8 大臣官房会計課長

正の大臣官房会計課長あて報告に
会計室決算係 F昌晶圃唱

ついて

裁決取消等請求事件(大津地方裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1213第1号 H23. 12. 13 判所 平 成23年(行ウ)第 14 年金局事業管理課 本山和也 H23. 12. 7 括審議官大津地方法
号)に係る調査回報について 務局長

F隠H 

遺族厚生年金不支給決定取消請求
法務省大臣官房訟務総

年管発1213第2号 H23. 12. 13 
事件(福岡地方裁判所平成23

年金局事業管理課 本山和也 H23. 12. 7 括審議官，福岡法務局
年金管理審議

年(行ウ)第56号)に係る調査 F自晶司

回報について
長

年管発1214第1号 H23. 12. 14 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

下山晴 彦 H23. 12. 12 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(結果通知) 監査室 F鼠H 

「日本年金機構が行う滞納処分等
年金局事業管理課 日本年金機構理事長 年金管理審議

年管発1214第2号 H23. 12. 14 の認可処理要領」について(通 風間龍介 H23.12.8 
知)

厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局長 F回H 

年管発1214第4号 H23. 12. 14 指定代理人の指定の依頼について 企年金画係属事業管理課 上回基仙 H23. 12. 12 東京法務局長
年金管理審議
官

年管発1214第5号 H23. 12. 14 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上回基仙 H23. 12. 12 奈良地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画孫 F闘晶司

年管発1214第6号 H23. 12. 14 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理諜

上回基仙 H23. 12. 12 福間法務局長
年金管理審議ヨ

代理人の指定について 企画係 F昌晶司

年管発1214第7号 H23. 12. 14 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金属事業管理課

上田 基 仙 H23. 12. 12 大分地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 r回H 

老齢厚生年金支給停止処分取消請 法務省大臣官房訟務総 年金管理審議 l

年管発1219第1号 H23. 12. 19 求事件(平成23年(行ウ)第2 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 12. 15 括審議官及び奈良地方
1号)に係る調査回報について 法務局長

F国H 



争訴事件に保る和解について(宮
年金局事業管理課

年金管理審議
年管発1220第1号 H23. 12. 19 崎地方裁判所延岡支部 平成23 本山和也 H23. 12. 16 宮崎地方法務局長 r昆H 

年(ワ)第 11 2号)

年管発1220第2号 H23.12.20 
日本年金機構の役員の任命につい 年金局事業企画課

磯貝昌彦 H23.12.20 大臣宮房人事課長
年金管理審議

て(内申) 庶務保 F昌"" 

国民年金障害基礎年金不支給取消
請求控訴事件(東京高等裁判所平

年金管理審議
年管発1226第1号 H23.12.26 成22年(行コ)第45号)に係 年金局事業管理課 小川哲男 H23.12.20 東京法務局長

る訴えの取下げに対する同意の可
F自晶司

否について

業務監査及び会計監査の実施結果
年金局事業企冨課 年宮金管理審議 I年管発1226第2号 H23.12.26 について(結果通知)
監査室

矢野原志 H23.12.22 日本年金機構理事長
(香川、熊本、静岡、山梨)

年管発1227第1号 H23.12.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金属事業管理課

上回 基 仙 H23. 12. 16 仙台法務局長
年金管理審議 i

代理人の指定について 企画係 F自晶司

年管発1227第2号 H23. 12. 26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 12. 16 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 T鼠"" 

年菅発1227第3号 H23.12.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 12. 16 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F昌"" 

年管発1227第4号 H23.12.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理諜

上田 基 仙 H23. 12. 16 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F園晶吋

年管発1227第5号 H23.12.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H23. 12. 16 福岡法務局長
年金管理審議

L一一一一一一

代理人の指定について |企画係 p国h 
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 |随行者

厚生年金国民年金記録訂正回復請 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0111第1号 H24. 1. 11 求事件(平成23年(行ウ)第3 年金局事業管理課 小川 哲男 H24. 1. 5 括審議官，東京法務局
宮

1 2号)に保る調査回報について 長

行政処分取消等請求事件(平成2 法務省大臣官居訟務総
年金管理審議

年管発0113第1号 H24. 1. 13 3年(行ウ)第629号)に係る 年金局事業菅理課 堀勝博 H24. 1. 11 括審議官、東京法務局 F届晶『

調査回報について 長

遺族厚生年金裁決取消請求事件
法務省大臣官房訟務総

年管発0113第2号 H24. 1. 13 
(東京地方裁判所平成23年

年金局事業管理課 本山和也 H24.1.5 括審議官東京法務局
年金管理審議

(行ウ)第 550号)に係る調査 F鼠:. 

回報について
長

システム監査の実施結果について
年金局事業企画課

年金管理審議
年管発0123第1号 H24.1.23 

(結果通知)
監査室システム監査 佐藤健悦 H24. 1. 13 日本年金機構理事長 r回H 

係

処分取消請求事件(平成23年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0123第2号 H24.1.23 (行ウ)第 19号)に係る調査回 年金局事業管理課 堀勝 博 H24. 1. 19 括審議官、釧路地方法
報について 務局長

F自晶司

掻害賠償請求事件(平成23年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年菅発0123第3号 H24.1.23 (ワ)第836号に係る調査回報 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24. 1. 20 括審議官及び前橋法務
について 局長

p弱h 

遺族厚生年金を支給しない旨の処
法務省大臣官房訟務総

年管発0130第1号 H24. 1. 30 分取消請求事件(東京地裁平成2
年金局事業管理課 小川哲男 H24.1.27 括審議官，東京法務局 2金管理審議 l

3年(行ウ)第684号)に係る
長

調査回報について

年管発0130第2号 H24.1.30 
上告受理申立て事件に係る決定の

年金局事業管理課 小川哲男 H24.1.25 名古屋法務局長
年金管理審議

送達について(報告) F自晶司

年管発0131第1号 H24. 1. 5 
厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.12.21 都道府県労働局長
年金管理審議

価額について(都道府県労働局) 厚生年金保険管理係 F昌:. 

年管発0131第2号 H24. 1. 5 
厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

高 梨大輔 H23.12.21 日本年金機構理事長
年金管理審議

価額について(日本年金機構) 厚生年金保険管理係 F届:. 

年管発0131第3号 H24.1.30 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H24.1.26 釧路地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画保 F届:. 

年管発0131第4号 H24.1.30 指定代理人の指定の依頼について
年金馬事業管理課

上田 基 仙 H24.1.26 前橋地方法務局長
年金管理審議

企画係 F局~宅

年管発0131第5号 H24.1.30 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金馬事業管理課

上回基仙 H24.1.26 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F自:. 



年管発0131第6号 H24.1.301行政事件訴訟の実施依頼及び指定|年金局事業管理課 i上田 基仙
代理人の指定について |企画係

H24. 1. 261名古屋法務局長
年金管理審議
官
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文書番号 決裁日 l件・名 l起案担当課・係 l起案者 起案日 施行先 施行者

年管発0202第2号 H24.2.2 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

吉本 雅 H24.1.31 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(結果通知) 監査室 F鼠H 

年金記録に保るコンピュータ記録
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0202第3号 H24.2.2 と紙台帳等の突合せ業務実施要領
記録整婿係

田中 洋之 H24.2.2 日本年金機構理事長 F届晶『

の改正について(承認通知)

国民年金法施行令第七条及び第八
条第二項の規定に基づき厚生労働

年管発0206第1号 H24.2.6 
大臣が定める国民年金の保験料を 年金局事業管理課

上田 基 仙 H24.2.2 
日本年金機構理事長、 年金管理審議

前納する場合の期間及び納付すベ 企画係 地方厚生(支)局長 F昌"" 

き額の一部を改正する件について
(通知)

障害基礎年金不支給処分取消等請
法務省大臣官房訟務総

求事件(東京地方裁判所平成2 年金管理審議
年管発0206第3号 H24.2.10 3年(行ウ)第720号)に係る

年金局事業管理謀 本山和也 H24. 1. 31 括審議官，東京法務局
F届"" 

調査回報について
長

行政事件訴訟の実施依頼、指定代
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0208第2号 H24.2.8 理人の指定及び指定代理人の指定
企画係

上回基 仙 H24.2.5 東京法務局長
F回H 

の依頼について

年管発0208第4号 H24.2.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田基 仙 H24.2.5 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F昌晶『

日本年金機構本部に対する業務監
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0209第1号 H24.2.2 査及び会計監査の実施について
監査室

水巻章 H24.2.2 日本年金機構理事長
F昆"" 

(実施通知)

障害基礎年金支給停止処分取消請 法務省大臣官房訟務総
年金菅理審議

年管発0210第1号 H24.2.10 求事件(平成23年(行ウ)第2 年金局事業管理課 堀勝博 H24.2.9 括審議官、大阪法務局 F昌晶『

20号)に係る調査回報について 長

年管発0210第2号 H24.2.10 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田基 仙 H24.2.9 那覇地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F回H 

年管発0210第3号 H24.2.10 行代理政事人件の訴指訟定の実施依頼及び指定 年企金画局係 事業管理課 上田基 仙 H24.2.9 大阪法務局長
年金管理審議

について F昌晶"

障害基礎年金支給停止処分取消請
法務省大臣官房訟務総

年管発0213第1号 H24.2.13 
求事件(仙台地裁平成23年

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.2.8 括審議官及び仙台法務
年金管理審議

(行ウ)第 18号に係る調査回報
局長

F昌晶『

について

障害庫生年金不支給処分取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0214第1号 H24.2.14 事件(平成23年(行ウ)第21 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.2.9 括審議官及び仙台法務
号)に係る調査回報について 局長

F昌晶『



年管発0215第1号 H24.2.15 
川崎社会保険病院の運営について

年金局事業企画課 飯吉徹也 H24.2.15 
社団法人全国社会保険 年金管理審議

(勧告) 協会連合会理事長 F届晶『

年管発0215第2号 H24.2.14 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田基仙 H24曹 2.13 仙台法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F昌，." 

年菅発0217第1号 H24.2.17 
東日本大震災に伴う社会保険料の 年金局事業管理課

風間龍介 H24.2.17 日本年金機構理事長
年金管理審議

納期限の指定について(通知) 厚生年金保険管理係 F届晶『

年管発0217第2号 H24.2.17 
東日本大震災に伴う社会保険料等 年金局事業管理課

風間龍介 H24.2.17 地方厚生(支)局長
年金管理審議

の納期限の指定について(通知) 厚生年金保険管理係 F回H 

障害厚生年金支給停止処分取消請
法務省大臣官房訟務総

年管発0220第1号 H24. 2. 20 
求事件(東京地方裁判所平成2

年金属事業管理諜 本山和也 H24.2.16 括審議官，東京法務局
年金管理審議

3年(行ウ)第764号)に係る F自』咽

調査回報について
長

行政事件訴訟の実施依頼、指定代
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0221第2号 H24.2.21 理人の指定及び指定代理人の指定
企画保

上田基 仙 H24.2.17 広島法務局長 p箇晶司

の依頼について

「東日本大震災に対処するための
特別の財政援助及び助成に関する

年管発0222第1号 H24. 2. 22 
法律第2条第2項及び第3項の市 年金局事業管理課

高梨大輔 H24. 2. 22 日本年金機構理事長
年金管理審議

町村を定める政令の一部を改正す 厚生年金保険管理係 F自晶司

る政令Jの施行による特定被災区
域の追加指定について(機構)

「東日本大震災に対処するための
特別の財政援助及び助成に関する

年管発0222第2号 H24. 2. 22 
法律第2条第2項及び第3項の市 年金局事業管理課

高 梨大輔 H24.2.22 地方厚生(支)局長
年金管理審議

町村を定める政令の一部を改正す 厚生年金保険管理係 F昌，." 

る政令」の施行による特定被災区
域の追加指定について(厚生局)

加給年金額対象者不該当処分取消 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0223第1号 H24. 2. 23 請求事件(平成24年(行ウ)第 年金局事業管理課 小川哲男 H24.2.17 括審議官，大阪法務局
1 7号)に係る調査回報について 長

r届品『

年管発0224第1号 H24. 2. 23 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上回基仙 H24. 2. 22 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 F昌晶吋

年雷発0224第2号 H24. 2. 23 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上 田基仙 H24. 2. 22 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 企画係 官 |

年管発0224第3号 H24. 2. 23 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

上田 基 仙 H24. 2. 22 横浜地方法務局長
年金管理審議|

代理人の指定について 企画係 F園晶吋

遺族厚生年金不支給処分取消請求
法務省大臣官房訟務総

年管発0227第1号 H24. 2. 27 
事件(横浜地裁平成24年(行

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.2.22 括審議官及び横浜地方
年金管理審議

ウ)第 10号)に係る調査回報に F昌晶司

ついて
法務局長
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H24. 2. 241日本年金機構理事長
年金管理審議
官



ー可- .1U.1回 I/JI.BI J ，曙亭
文書番号 決裁日 11'牛名 起案担当課・係 |記婁者 l起案日 |施行先 施行者

行政事件訴訟の実施依頼、指定代
年金属事業管理課 年金管理審議

年管発0307第1号 H24.3.6 理の依人の頼指に定及び指定代理人の指定 企画係
上田基仙 H24.3.5 名古屋法務局長

F回H 

ついて

年管発0307第3号 H24.3.7 平成22年度決算における政策別コ 年金局事業企画課
植木和宏 H24.3.6 大臣官房会計課長

年金管理審議
スト情報の提出について 会計室決算係 F届晶『

障害年金請求事件(名古屋地方裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0308第1号 H24.3.8 判所平 成23年(行ウ)第 15 年金局事業管理課 本山和也 H24.3.1 括審議宮，名古屋法務
宮

5号)に係る調査回報について 局長

独立行政法人年金・

年管発0309第1号 H24.3.9 
独立行政法人における役職員の給 年金局事業企画課

鈴木 秀 男 H24.3.9 
健康保険福祉施設整理 年金管理審議

与の見直しについて 企画係 機構理事長、日本年金 F届晶『

機構理事長

遺族厚生年金不支給処分取消等請 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0313第1号 H24.3.13 求事件(平成24年(行ウ)第4 年金局事業管理課 堀勝博 H24.3.9 括審議官、高松法務局 F届晶『

号)に係る調査回報について 長

年管発0316第1号 H24.3.15 行政事件の訴指訟定のに実施依頼及び指定 企年金画係局事業管理課 上回基 仙 H24.3.14 高松法務局長
年金管理審議

l代理人 ついて F邑晶『

「徴収職員・収納職員に係る認可
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0323第1号 H24.3.23 処理要領Jの改正について(通
厚生年金保険管理係

風間龍介 H24.3.23 地方厚生(支)局長
F昌‘『

知)

r徴収職員冨収納職員に係る認可
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0323第2号 H24. 3. 23 処理要領Jの改正について(通
厚生年金保険管理係

風間龍介 H24. 3. 23 日本年金機構理事長 F自晶司

知)

システム監査の実施結果について
年金昂事業企画課

年金管理審議
年管発0328第1号 H24.3.27 監査室システム監査 佐藤健悦 H24. 3. 22 日本年金機構理事長

(結果通知)
係

V回何

東日本大震災に伴う国民年金法第
九十条第一項等の規定に基づき厚

年金局事業管理課 日本年金機構理事長、 年金管理審議
年管発0328第2号 H24. 3. 28 生労働大臣が指定する期間の特例 上回基仙 H24. 3. 28 

の一部を改正する件について(通
企画係 地方厚生(支)局長 F昌晶圃唱

知)

霞民健康保険の国庫負担金等の算
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、 年官金管理審議 I年管発0328第4号 H24.3.28 定に関する政令等の一部を改正す 上田基仙 H24.3.26 

る政令の施行について(通知)
企画係 地方摩生(支)局長

被保険者記録と厚生年金基金記録
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0329第1号 H24.3.29 の突合せ業務実施要綱の一部改正
管理運営係

中村明宏 H24.3.26 日本年金機構理事長
F国H 

について



「老齢年金請求書に添付する戸籍
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0329第2号 H24. 3. 29 関係書類の範圏の明確化(あっせ 根本間11 H24.3.28 総務省行政評価局長
ん)J rこ対する自答について

年金給付管理係 r眉H 

国民年金の保険料を追納する場合
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、 年金管理審議

年管発0330第2号 H24. 3. 28 に納付すべき額を定める件等につ 上田 基 仙 H24.3.14 
いて(通知)

企画係 地方厚生(支)局長 F昌晶『

国民年金の事務費交付金の算定に
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、 年金管理審議

年管発0330第6号 H24. 3. 28 関する省令の一部を改正する省令 上回 基 仙 H24. 3. 26 
の施行について(通知)

企画係 地方厚生(支)局長 F局晶『

厚生年金保険法施行規則等の一部
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、 年金管理審議

年管発0330第8号 H24.3.28 を改正する省令等の一部を改正す 上回 基 仙 H24. 3. 28 
る省令の施行について(通知)

企画係 地方厚生(支)局長 F邑"" 

年管発0330第10号 H24.3.14 
健痩保険の事務の一部を行わせる 年金局事業管理課

風間龍介 H24.3.2 荒尾市長
年金菅理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理係 官


