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文書番号 決裁日 |件名 起案担当課・係 |起案者 |思案臼 |施行先 施行者

東北地方太平洋沖地震による被害
各地方厚生(支)局

年管管発0401第2号 H23.4.1 
を受けた闇民年金第 1号被保険者

年金局事業管理課 青木誠一 H23.3.31 年金調整課長(年金管
年金局事業管

からの保険料免除申請の受付に係 理)課長
理課長

る留意点について

東北地方太平洋沖地震による被害

年管管発0401第3号 H23.4.1 
を受けた国民年金第 1号被保険者

年金局事業管理課 青木誠一 H23.3.31 
日本年金機構本部事 年金局事業管

からの保険料免除申請の受付に係 業管理部門担当理事 理課長
る留意点ついて

東北地方太平洋沖地震により被災
を受けた国民年金、厚生年金保積

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発0405第1号 H23.4.5 及び船員保険の年金受給権者又は

年金給付管理係
根本剛 H23.4.1 

部門担当理事 理課長
受給者が届書等を提出すべき日を
延長する件の対象地域について

東北地方太平洋沖地震により被災
を受けた国民年金、厚生年金保険

年金局事業管理課
地方厚生(支)局

年金局事業管
年管管発0405第2号 H23.4.5 及び船員保険の年金受給権者文は

年金給付管理係
根本 剛 H23.4.1 年金調整課長

理課長
受給者が届書等を提出すべき日を 年金管理課長
延長する件の対象地域について

年管管発0406第1号 H23.4.6 
再審査請求事件に保る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.4 日本年プ金ラ機イ構アリスク・ 年理金課局長事業管
ついて コン ンス部長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0406第2号 H23.4.6 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.5 南関東・中部・近畿・

分変更について
中国・九州ブロック本

理課長

部長

年管管発0406第3号 H23.4.6 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.5 
日本年金機構本部業務 年金局事業管

3年3月31日裁定分) 年金給付管理保 管理部長 理課長

年管管発0406第4号 H23.4.6 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.5 
岡本年金機構本部業務 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 管理部長 理課長

年管管発0406第5号 H23‘4.6 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.5 
日本年金機構本部業務 年金局事業管

年金給付管理係 管理部長 理課長

年管管発0406第6号 H23.4.6 
加給年金額対象者の不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.5 
日本年金機構本部業務 年金局事業管

について 年金給付管理係 管理部長 理課長

年管管発0406第7号 H23.4.6 
来支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.5 
日本年金機構本部業務 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 管理部長 理課長

年管管発0406第8号 H23.4.6 
来支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業菅理課

高山貴子 H23.4.5 
日本年金機構本部業務 年金局事業管|

の取消に係る承認について 年金給付管理係 管理部長 理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
日本年金機構本部 業

年金局事業管
年管管発0406第9号 H23.4.6 

決定等の承認について 年金給付菅理係
高山貴子 H23.4.5 付務部管理長部長及び年金給 理課長



遺族厚生年金不支給処分取消請求
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

年管管発0407第1号 H23.4.6 事件に係る年金給付の裁定等に係 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23.4.6 
コンブライアンス部長 理課長

る事務について(依頼)

日本年金機構支払部長
北関東・信越ブロック

審査請求事件に係る処分取消し等
本部管理部長九州ブ

年金局事業管
年管管発0407第2号 H23.4.7 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.6 ロック本部管理部長

の承認について
関東信越・東海北陸・

理課長

近畿・九州厚生局社会
保険審査官

年菅管発0408第1号 H23.4.7 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金属事業管理課

中島直樹 H23.4.6 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0408第2号 H23.4.8 
国畏年金保険料の納付証明書に係

年金局事業管理課 伊藤政広 H23.4.8 
日本年金機構事業管理 年金属事業管

る取扱いについて(通知) 部門担当理事 理課長

年管管発0408第3号 H23.4.8 
国民年金保険料の預金口座振替納

年金局事業管理課 伊藤政広 H23.4.7 
全国信用協同組合連合 年金局事業管

付手続に関する覚書等について 会理事長 理課長

年管管発0408第4号 H23.4.11 
訴えの一部取下げに対する両意の

年金局事業管理課 小川哲男 H23.4.8 那覇地方法務局長
年金島事業管

可否について 理課長

厚生局社会保険審査官

年金局事業管|
(北海道・東北・関東

年管管発0411第1号 H23. 4. 11 
審査請求に係る保験者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.4.7 
信越国東海北陸・近

について 畿・中国四国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発0411第2号 H23.4.11 
平成22年度最終分の月計突合間

年金局事業管理課 大西耕平 行23.4.4
日本年金機構事業管理 年金属事業管

係処理等について 部門控当理事 理課長

年管管発0412第1号 H23.4.12 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 4.11 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
日本年金機構業務管

年金局事業管
年管管発0412第2号 H23.4.12 

等の承認について 年金給付管理係
高山貴子 H23.4.11 理部長及び年金給付部

理課長
長

特別障害給付金の各種諸変更等の 年金属事業管理課
日本年金機構業務管

年金局事業管
年管管発0412第3号 H23.4.12 

承認について 年金給付管理保
高山貴子 H23.4.11 理部長及び年金給付部

理課長
長

年管管発0413第1号 H23.4.13 
年金裁定の承認について(平成2 年金馬事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年4月7日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0413第2号 H23.4.13 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0413第3号 H23.4.13 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発0413第4号 H23.4.13 
来支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0413第5号 H23.4.13 
未支給年金 E 保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険遺族基
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0413第6号 H23.4.13 礎・厚生年金受給権者の障害不該
年金給付管理係

高 山貴子 H23.4.12 
理部長 理課長

当の承認について

年管管発0413第7号 H23.4.13 
国民年金・厚生年金保険脱退ー 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

時金不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険脱退ー
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年雷管発0413第8号 H23.4.13 時金不支給決定の取消の承認につ
年金給付管理保

高山貴子 H23.4.12 
理部長 理課長

いて

年管管発0413第9号 H23.4.13 
特別障害給付金の裁定の承認につ 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

いて 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0413第10号 H23.4.13 
外国人脱退一時金裁定処理及び諸 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

変更処理に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0414第1号 H23.4.13 中島直樹 H23.4.11 日本年金機構北関東・

分変更について 年金審査係
信越、中部長、近畿ブ

理課長

ロック本部

日本年金機構(障害年
金業務部長、支払部
長、北関東・信越ブ
ロック本部管理部長、

年管管発0414第2号 H23.4.14 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.4.12 
南関東ブロック本部管 年金属事業管

承認について 理部長) 理課長
厚生局社会保険審査官
(北海道・関東信越・

東海北陸"近畿・九
州)

北海道・東北・関東信

年管管発0415第1号 H23.4.15 
審査請求に係る保験者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.12 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年管管発0415第2号 H23.4.15 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H23.4.14 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0418第1号 H23.4.18 
健麗保険事業報告に係る調査表情 年金局事業管理謀

菊地 英 明 H23.4.18 
厚生労働省保険局調査 年金局事業管

報の提供について 国民年金管理係 課長 理課長

年管管発0418第2号 H23.4.18 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.15 
日本年金機構業務管 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長



年管管発0419第1号 H23.4.20 
年金受給者現況届の送付について 年金局事業管理課

斉藤茂 H23.4.20 国立市長
年金局事業管

(回答) 年金給付管理係 理課長

年管管発0419第2号 H23.4.19 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について(平成23年4月分) 年金給付管理係 理部長 理課長

東日本大震災に伴い発生した福島

年管管発0420第1号 H23.4.20 
第一原子力発電所の事故に係る国

年金局事業管理課 青木誠一 H23.4.20 
地方厚生(支)局年金 年金局事業管

民年金保険料の申請免除等の取扱 調整(年金管理)課長 理課長
いについて

東日本大震災に伴い発生した福島

年管管発0420第2号 H23. 4. 20 
第一原子力発電所の事故に係る国

年金局事業管理課 青木誠一 H23.4.20 
日本年金機構本部事 年金局事業管

民年金保険料の申請免除等の取扱 業管理部門担当理事 理課長
いについて

平成23年度における国民年金事 地方厚生局年金調整課
年金局事業管

年管管発0420第3号 H23.4.20 務に係る市町村との協力・連携計 年金局事業管理課 鈴木利和 H23.4.20 長地方厚生(支)局
画書等の提出について 年金管理課長

理課長

東日本大震災に伴い発生した福島

年管管発0420第4号 H23.4.20 
第一原子力発電所の事故に係る国

年金局事業管理諜 青木誠一 H23.4.20 
東北厚生局年金管理課 年金属事業管

民年金保験料の申請免除等の取扱 長 理課長
いについて

年管管発0420第5号 H23.4.20 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金属事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0420第6号 H23.4.20 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年4月 14日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0420第7号 H23. 4. 20 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0420第8号 H23.4.20 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理保 理部長 理課長

年管管発0420第9号 H23.4.20 
未支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管 i

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0420第10号 H23.4.20 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

平成23年度東北地方太平洋沖地
震に際し災害救助法が適用された

年管管発0420第11号 H23.4.20 
市町村の区域における国民年金、 年金局事業管理課

根本 剛 H23.4.19 
地方公務員共済組合連 年金局事業管

厚生年金保険及び船員保険の年金 年金給付管理係 合会 理課長
受給者又は受給者が届書等を提出

L一一 L_ 
Lすべき日を延長する件について



日本年金機構障害年金
業務部長北関東・信

審査請求事件に係る処分取消し等
越・近畿・九州ブロツ

年金局事業管
年管管発0421第1号 H23.4.21 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.20 ク本部管理部長北海

の承認について 道圃関東信越圃東海北 理課長

陸・近畿・九州厚生局
社会保検審査官

日本年金機構リスク・

年管管発0421第2号 H23.4.21 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H23.4.21 
コンブライアンス部長 年金局事業管

分変更について 年金審査係 日本年金機構近畿ブ 理課長
ロック本部長

東日本大震災により被災した方か
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0422第1号 H23. 4. 22 らの年金の裁定請求書等に必要な
年金給付管理保

斉藤茂 H23.4.22 
部門担当理事 理課長

添付書類の取扱いについて

年管管発0422第3号 H23.4.22 
年金受給権者現況届の送付につい 年金局事業管理課

安粛恭平 H23.4.22 矢祭町長
年金局事業管

て(回答) 年金給付管理係 理課長

東日本大震災に伴い発生した福島
地方厚生(支)局年

年管管発0425第1号 H23.4.25 
第一原子力発電所の事故に罷る国

年金局事業管理課 青木誠一 H23.4.22 金調整(年金管理)課
年金局事業管

民年金保険料の申請免除等の対象 理課長
市町村の追加について

長

東日本大震災に伴い発生した福島

年管管発0425第2号 H23.4.25 
第一原子力発電所の事故に係る国

年金局事業管理課 青木誠一 H23.4.22 
日本年金機構事業管 年金局事業管

民年金保険料の申請免除等の対象 理部門担当理事 理課長
市町村の追加について

年管管発0425第3号 H23.4.25 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.22 
日本年金機構業務管 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

厚生局社会保険審査官
(北海道剛東北・関東

年管管発0425第4号 H23.4.25 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.4.19 
信越同東海北陣・近 年金局事業管

について 畿圏中国四国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発0426第1号 H23.4.26 
年金裁定の承認について(平成2 年金島事業管理課

高山貴子 H23. 4. 25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年4月21日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0426第2号 H23.4.26 
国民年金冨厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管|

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0426第3号 H23.4.26 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0426第4号 H23.4.26 
来支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務菅 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長
」一一一



年管管発0426第5号 H23.4.26 
未支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0426第6号 H23.4.26 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0426第7号 H23.4.26 
加給年金額対象者の不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金圃厚生年金保険遺族基
年金局事業曹理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0426第8号 H23.4.26 礎・厚生年金受給権者の障害不該
年金給付管理係

高山貴子 H23.4.25 
理部長 理課長

当の承認について

年管管発0426第9号 H23.4.26 
国民年金通算老齢年金(国際通 年金属事業管理課

高 山貴子 H23.4.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

算)の不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険障害給付
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0426第10号 H23. 4. 26 の額改定請求不該当等の承認につ
年金給付管理係

高山貴子 H23.4.25 
理部長 理課長

いて

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東・信越ブ

年管管発0426第11号 H23.4.26 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H23.4.26 
ロック本部長、南関東 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ブロック本部長、中部 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、中国
ブロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構北関東'

年管管発0427第2号 H23咽 4.26
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.4.26 
信越ブロック本部管理 年金局事業管

承認について 部長 理課長
厚生局社会保践審査官
(東北・関東信越・東

海北陸・近畿・九州)

年管管発0427第3号 H23.4.27 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.26 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年5月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0427第4号 H23.4.27 
特別障害給付金の裁定の承認につ 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.26 
日本年金機構業務管 年金局事業管

いて 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0427第5号 H23.4.27 
老齢福祉年金新規裁定の承認につ 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.26 
日本年金機構業務管 年金局事業管

いて 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0427第6号 H23.4.27 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23.4.26 
日本年金機構業務管 年金局事業管

認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

訴えの取下げに対する同意につい
年金局事業管

年管管発0428第1号 H23.4.28 
て(行(大ウ阪)地第方1裁8判6号所)平成22年

年金局事業管理課 本山和也 H23.4.28 大阪法務局訟務部長
理課長



_JI.JL! 

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 記婁者 起案日 植行先 |施行者

年管管発0502第1号 H23.5.2 国等の民承年金認障に害給付等の不支給決定
ついて

l年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.4..28 理日本部年長金機年構金給付業部務管長 理年金課局長事業管

東日本大震災により被災した方か
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0502第2号 H23.5.2 らの年金の裁定請求等に必要な添
年金給付管理係

根本剛 H23.5‘2 
部門担当理事 理課長

付書類の取扱いについて

第 3号被保険者期間として記録管
理されていた期聞が実際には第 1

年管管発0502第3号 H23聞 5.2
号被保険者期間であったことが事 年金局事業菅理課

菊地 英 明 H23.-5.2 
日本年金機構事業部門 年金局事業管

後的に判明した場合の取扱いに係 国民年金管理係 担当理事 理課長
る通知の廃止等に伴う事務の取扱
について(通知)

第 3号被保険者期間として記録管
理されていた期聞が実際には第 1

地方厚生(支)局年金
号被保険者期間であったことが事 年金局事業管理課 年金局事業管

年管管発0502第4号 H23.5.2 
後的に判明した場合の取扱いに係 国民年金管理係

菊地 英 明 H23.5.2 調整課長年金管理課
理課長

る廃止等に伴う事務の取扱いにつ
長

いて

年管管発0506第1号 H23.5.6 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.28 日本年金機構リス^部ク長・ 年理金課長局事業管

ついて コンヨライ"zン

年管管発0506第2号 H23.5.6 再つ審い査て請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.4.27 日本ン年プ金ラ機イ構リスス部ク長・
コ アン

理年金課局長事業管

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法

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発0506第3号 H23.5.6 律における老齢厚生年金及び老齢

年金給付管理係
根本 剛 H23.5.2 

部門担当理事 理課長
基礎年金の裁定の特例措置につい
て

東日本大震災に対処するための特
地方厚生局年金額整課

別の財政援助及び助成に関する法
年曹管発0506第4号 H23.5.6 律における老齢厚生年金及び老齢

年金局事業管理課
根本剛 H23.5.2 

長 年金局事業管
年金給付管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

基礎年金の裁定の特例措置につい
管理課長

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法

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発0509第1号 H23.5.9 律における厚生年金保険等の標準 高梨大輔 H23.5.9 

報酬月額の改定等の特例措置につ
厚生年金保験管理係 部門担当理事 理課長

いて

東日本大震災に対処するための特
地方車生局年金諦整課

別の財政援助及び助成に関する法
年管管発0509第2号 H23.5.9 律における厚生年金保険等の標準

年金局事業管理課
高梨大輔 H23.5.9 

長 年金局事業管

報酬月額の改定等の特例措置につ
厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

いて
管理課長



北海道・東北・関東信

年管管発0510第1号 H23.5.9 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 問村 明 子 H23.4.26 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国四国・四国・九州 理課長
摩生局社会保険審査官

年管管発0510第2号 H23.5.10 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川幸伸 H23.5.6 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

平成22年度債権管理計算書等の
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金属事業管

年管管発0510第3号 H23.5.10 諸報告に関する事務の取扱いにつ
厚生年金保障管理係

高梨大輔 H23.5.6 
部門担当理事 理課長

いて

日本年金機構障害年金
業務部長南関東・北

審査請求事件に係る処分取消し等
関東・信越ブロック本

年金局事業管
年管管発0511第1号 日23.5.10 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.5.10 部管理部長関東信

の承認について
越・東海北陸・近畿・

理課長

中国四国・九州厚生局
社会保険審査官

年管管発0511第2号 H23.5.11 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年4月28日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第3号 H23.5.11 
国民年金・厚生年金保険樟害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第4号 H23.5.11 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

年雷管発0511第5号 H23.5.11 
未支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第6号 H23.5.11 
未支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消!こ係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第7号 H23.5.11 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第8号 H23.5.11 
老齢基礎・厚生年金(国際通算) 年金属事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第9号 H23. 5. 11 
遺族基礎年金(単一者)の不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

決定の取消の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第10号 H23.5.11 
外国人脱退一時金裁定処理及び諸 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

変更処理に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第11号 H23.5.11 
国民年金・厚生年金保険脱退ー 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

時金不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0511第12号 H23.5.11 
国民年金・厚生年金保険裁定取消 年金島事業管理課

富山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の決定の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長



年管管発0511第13号 H23.5.11 特い別て障害給付金の裁定の承認につ l年年金金局給付事管業理管係理課 高山貴子 H23.5.9 
日本年金機構業務管 年金局事業管
理部長年金給付部長 理課長

年管管発0511第14号 H23.5.11 
特別障害給付金の裁定の承認につ 年金局事業管理課

|高山貴子 H23.5.10 
日本年金機構業務管 年金局事業管

いて 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

厚生局社会保険審査官

年管管発0511第15号 H23. 5. 11 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金島事業管理課 栗原秀行 H23.5.10 
(北海道=東北・関東 年金局事業管

について 信越・東海北陸・近 理課長
畿・中国四国・九州)

年管管発0513第1号 H23.5.13 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.13 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について 年金給付管理係 |理部長 理課長

|年管管発0516第1号 H23.5.16 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金属事業管理課 田村 明 子 H23.5.13 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0516第2号 H23.5.16 
特別障害給付金の各種諸変更等の 年金局事業管理課

富山貴子 H23.5.13 理日本部年金機構 業務管 年金島事業管
承認について 年金給付管理係 長年金給付部長 理課長

年管管発0516第3号 H23.5.16 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.13 理日本部年金機構 業務管 年金局事業管
等の承認について 年金給付管理係 長年金給付部長 理課長

年管管発0516第4号 H23.5.16 
会弁護(士回法答)2事3咽条件・由に・係2・1・るこ・基処・分づ・変くE更ご照に

年金馬事業管理課
高梨大輔 H23.5.16 

年金局事業管
厚生年金保験管理係 理課長

年金局事業管理課 日本年金機構リスク・
年管管発0516第5号 行23.5.16再つ審い査て請求

年金審査係
中島直樹 H23.5.16 

コンブライアンス部長

業日本務部年金長機構障害年金

日本年金機構支払部長
日本年金機構北関東・

年管管発0517第1号 審査請求事件に係る処分取消し等
年金属事業管理課 栗原秀行 H23.5.16 

信越ブロック本部管理 年金局事業管
H23.5.17 

の承認について 部長 理課長
関東信越厚生局社会保
険審査官
東海北陸厚生局社会保
険審査官

国民年金保険料等の預金口座振替
年金局事業管理課 年金局事業管

年管管発0517第2号 H23.5.17 納付事務手続に関する覚書につい
国民年金管理係

伊藤政広 H23.5.13 信金中央金庫理事長
理課長

て

年管管発0518第1号 H23.5.18 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

富山貴子 H23.5.17 
日本年金機構業務管 年金属事業管

3年5月 12日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0518第2号 H23.5.18 
国民年金・車生年金保陵障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.17 |理日本部年長金機構 業務管 年金局事業管
の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理課長

年管管発0518第3号 H23.5.18 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.17 
年金局事業管

年金給付管理係 理課長



年管管発0518第4号 H23.5.18 
加給年金額対象者の不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.17 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理保 理部長 理課長

年菅管発0518第5号 H23.5.18 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

富山貴子 H23.5.17 
日本年金機構業務管 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理罷 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0519第1号 H23.5.19 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.18 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について(平成23年5月分) 年金給付管理係 理部長 理課長

北海道・東北・関東信

年管管発0520第1号 H23. 5. 20 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.5.17 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国四国・四国・九州 理課長
厚生局社会保険審査官

年管管発0520第2号 H23. 5. 20 
参議院議員の国民年金加入状況に

年金局事業管理課 大西耕平 H23.5.19 日本年金機構副理事長
年金局事業管

ついて 理課長

日本年金機構リスク・
r 

コンブライアンス部
長、北海道ブロック本
部長、北関東・信越ブ

年管管発0523第1号 H23. 5. 23 
審査請求事件に係る処分変更につ 年金局事業管理課

中島直樹 H23.5.17 
ロック本部長、南関東 年金局事業管

いて 年金審査係 ブロック本部長、中部 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、中国
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発0523第2号 H23. 5. 23 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 5. 20 
日本年金機構業務管 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

日本年金機構リスク・

年金局事業管|
コンブライアンス部長

年管管発0524第3号 H23. 5. 24 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 5. 24 
日本年金機構ブロック

分変更について 本部長(北海道、東 理課長
北、北関東・信越、近
畿)

年管菅発0525第1号 H23. 5. 24 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 5. 23 
日本年金機構障害年金 年金局事業管 l

の承認について 業務部長 理課長

年管管発0525第2号 H23.5.25 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 5. 25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年5月 19日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0525第3号 H23. 5. 25 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金属事業管理課

富山貴子 H23. 5. 25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理保 理部長 理課長

年管管発0525第4号 H23. 5. 25 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課，

高山貴子 H23.5.25 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発0525第5号 H23. 5. 25 
加給年金額対象者の不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 5. 25 
日本年金機構業務菅 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険遺族基
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0525第6号 H23.5.25 礎・厚生年金受給権者の醸害不該
年金給付管理保

高 山貴子 H23.5.25 
理部長 理課長

当の承認について

年管管発0525第7号 H23. 5. 25 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 5. 25 
日本年金機構業務管込 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

領収済通知書の確認について(依
株式会社ゅうちょ銀行

年金局事業管
年管管発0526第1号 H23.5.26 年金局事業管理課 伊藤政広 H23. 5. 25 福岡貯金事務センター

頼)
振替課長

理課長

国民年金等事務取扱交付金に係る 地方厚生(支)局年
年金局事業管

年管管発0526第2号 H23.5.26 市町村の振込口座情報の確認につ 年金島事業管理課 鈴木利和 H23. 5. 24 金調整課(年金管理
いて 課)長

理課長

年管管発0527第1号 H23.5.27 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 5. 26 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0530第1号 H23.5.30 
マクロ改定等業務に伴う原簿更新 年金属事業管理課

安驚恭平 H23.5.27 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0530第2号 H23. 5. 30 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.27 
日本年金機構業務管 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長
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文書番号 決裁日 |件名 |起案担当課・係 |記塞岩 |起案日 |施行先 施行者

年管管発0601第1号 H23.6.1 
再審査請求事件に係る処分変吏に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.5.31 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0601第2号 H23. 6.1 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高 山貴子 H23.5.31 
自本年金機構業務管 年金局事業管

成23年6月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0601第3号 H23.6.1 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管'

3年5月26日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課 岡本年金機構業務管 年金局事業管
年管管発0601第4号 H23.6.1 

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係
高 山貴子 H23.5.31 

理部長 理課長

年管管発0601第5号 H23.6.1 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0601第6号 H23.6.1 
未支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0601第7号 H23.6.1 
未支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0601第8号 H23.6.1 
障害基礎年金(単一者)の不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0601第9号 H23. 6.1 年金の決定取消の承認について
年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保験障害給付
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0601第10号 H23.6.1 の額改定講求不該当等の承認につ
年金給付管理係

高山貴子 H23.5.31 
理部長 理課長

いて

老齢福祉年金諸変更(平成23年
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0601第11号 H23.6.1 度物価スライドによる改定)の承 高山貴子 H23.5.31 
認について

年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0601第12号 H23.6.1 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金属事業管

認について 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

特別障害給付金の諸変更(平成2
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0601第13号 H23.6隣 13年度物価スライドによる改定 高山貴子 H23.5.31 
等)の承認について

年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0601第14号 H23.6.1 
特別障害給付金の裁定の承認つい 年金局事業管理課

高山貴子 H23.5.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

て 年金給付管理係 理部長年金給付部長 理課長

年管管発0601第15号 H23.6.1 
領収済通知書の確認について(回

年金局事業管理謀 伊藤政広 H23. 6.1 
日本年金機構国民年金 年金局事業管

答) 部長 理課長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0602第1号 H23.6.1 

分変更について
年金局事業管理課 田村 明 子 H23.5.31 北関東・信越・中部閉

理課長
近畿・中国ブロック本

」一一一一一一…
部長



年管管発0602第2号 H23.6.2 
遺族厚生年金における原処分の取 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.1 
日本年金機構年金給 年金局事業管

消し及び新たな処分について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0602第3号 H23.6.2 
参議院議員の国民年金加入状況に

年金局事業管理課 大西 耕 平 H23.5.19 日本年金機構副理事長
年金局事業管

ついて 理課長

北海道厚生局・東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発0606第1号 H23.6.6 

について 年金審査係
中島直樹 H23. 5. 30 近畿厚生局・中国四国

理課長
厚生局・四国厚生支
局・九州厚生局社会
保険審査官

年管管発0606第2号 H23.6.6 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.3 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0607第1号 H23.6.7 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.6 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0607第2号 H23.6.7 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川幸伸 H23.6.3 
日本年金機構リスク・ 年金局事業

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 管理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0607第3号 H23.6.7 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.6 日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、中部、近畿、九
州)

年管管発0607第4号 H23.6.6 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.6.3 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

東日本大震災による災害により行

年管管発0607第5号 H23.6.7 
方不明となった者に係る遺族厚生 年金局事業管理課

斉藤 茂 H23.6.7 
日本年金機構事業菅理 年金局事業管

年金等の請求があった場合の取扱 年金給付菅理係 部門担当理事 理課長
いについて

東日本大震災による災害により行
地方車生(支)局

年管管発0607第6号 H23.6.7 
方不明となった者に係る遺族厚生 年金局事業管理諜

斉藤 茂 H23.6.7 年金調整課長
年金局事業管

年金等の請求があった場合の取扱 年金給付管理係
年金管理課長

理課長
いについて

厚生局社会保険審査官

年管管発0608第1号 H23.6司 8審査請求に係る保険者意見の提出
年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.1 (北海道・東北・関東信 年金局事業管

について
|越申間・東四海間北・陸九州・近)畿.

理課長

年管管発0608第2号 H23.6.8 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年6月2日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0608第3号 H23.6.8 
国民年金・厚生年金保検障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金属事業管|

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発0608第4号 H23.6‘8 年金の決定取消の承認について 年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.6.6 理日本部年長金機構 業務管 理年課金長局事業管

年管管発0608第5号 H23.6.8 
来支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理保 理部長 理謀長

年曹管発0608第6号 H23.6.8 
来支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理諜

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険遺族基
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年菅管発0608第7号 H23.6.8 l礎当の厚承認生年に金受給権者の障害不該 高山貴子 H23.6.6 
ついて

年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険障害給付
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金属事業管

年管管発0608第8号 H23.6.8 の額改定請求不該当等の承認につ 高山貴子 H23.6.6 
いて

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0608第9号 H23.6.8 
国民年金・車生年金保険脱退ー 年金馬事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金局事業管

時金不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0608第10号 H23.6.8 
外国人脱退一時金裁定処理及び諸 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構業務管 年金局事業管

変更処理に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0608第11号 H23.6.8 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.6 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0609第1号 H23.6.8 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.6‘8 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、支払部長、
東北ブロック本部管理

年管管発0609第2号 H23.6.9 
審査請求事件に係る処分変更につ 年金局事業管理課

中島直樹 H23.6.8 
部長、南関東ブロック 年金局事業管

いて 年金審査係 本部管理部長、北海 理課長
道・東北・関東信越・
東海北陸・近畿・九州
厚生局社会保険審査官

平成22年度第3・四半期歳入徴
年金局事業管理課 会計検査院第二局恵生 年金局事業管

年管管発0609第3号 H23.6.9 収額計算書及び同附属証拠書の送
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.6.8 
労働検査第4課長 理課長

付について

北海道・東北・関東信

年管管発0610第1号 H23. 6. 10 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金馬事業管理課 田村 明 子 H23.6.7 
越・東海北陸・近畿・

について 中国・九州厚生局社会 理課長
保険審査官

東日本大震災に対処するための特

年管管発0610第2号 H23.6.10 
別の財政援助及び助成に関する法 年金局事業管理課

斉藤 茂 H23.6.9 
地方公務員共済組合連 年金局事業管

律における摩生年金保険法等の特 年金給付管理係 合会年金業務部長 理課長
例措置について



東日本大震災による災害により行

年管管発0610第3号 H23.6.10 
方不明となった者に係る遺族厚生 年金局事業管理課

斉藤 茂 H23.6.10 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

年金等の請求があった場合の取扱 年金給付管理係 部門担当理事 理課長
いについて

東日本大震災による災害により行
地方厚生(支)局

年管管発0610第4号 H23.6.10 
方不明となった者に係る遺族厚生 年金局事業管理課

斉藤茂 H23.6.10 年金調整課長
年金局事業管

年金等の請求があった場合の取扱 年金給付管理係
年金管理課長

理課長
いについて

平成23年度における老齢福祉年
年金局事業管理諜 年金局事業管

年管管発0613第1号 H23.6.13 金等受給者実態調査の実施につい
企画係

藤原 淳 一 H23.6.13 日本年金機構
理課長

て

年管菅発0613第2号 H23. 6. 13 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金属事業管理課

高山貴子 H23.6.10 
日本年金機構年金給 年金属事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0614第1号 H23.6.13 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金属事業管理課 田村 明 子 H23.6.10 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構支払部長

年管管発0614第2号 H23.6.14 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.13 
日本年金機構北海道ブ 年金局事業管

の承認について ロック本部管理部長 理課長
厚生局社会保険審査官
(北海道・寵東信越・

東海北陸剛近畿)

日本年金機構リスク・

年管管発0614第3号 H23.6.14 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.6.13 
コンブライアンス部長 年金局事業管

分変更について 近畿・中国・九州ブ 理課長
ロック本部長

双葉郡富岡町(福島県)の平成2

年管管発0614第4号 H23.6.14 
1年度国民年金事務費交付金等の

年金局事業管理課 鈴木利和 H23.6.14 
議入徴収官厚生労働 年金局事業管

返還に係る債権の債権異動通知に 省年金局事業企画課長 理課長
ついて

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

年管管発0614第5号 H23.6.14 
所在不明高齢者に係る共済組合へ 年金局事業管理課

中村憲弘 H23.6.14 
合会理事長 年金局事業管

の情報提供について 年金給付管理係 日本私立学校振興・共 理課長
済事業団理事長
農林漁業団体職員共済
組合理事長



日本銀行業務局企画役
歳入徴収宮

年金特別会計における歳入金の誤 年金局事業管理課 (総務課国庫業務企画
年管管発0614第6号 H23.6.14 

謬について 厚生年金保険管理係
高梨大輔 H23.6.14 統-括i.. 年金尾事業菅

理課長

年管管発0615第1号 H23.6.15 
年金裁定の承認について(平成2 年金島事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年6月9日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第2号 H23.6.15 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第3号 H23.6.15 年金の決定取消の承認について
年金島事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第4号 H23.6.15 
未支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 14 
日本年金機構業務管 年金属事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第5号 H23.6.15 
来支給年金・保険給付の支給決定 年金属事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理孫 理部長 理課長

年管管発0615第6号 H23‘6.15 
加給年金額対象者の障害不該当の 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第7号 H23.6.15 
国民年金通算老齢年金の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0615第8号 H23.6.15 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金馬事業管理課

高山貴子 H23.6.14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理保 付部長 理課長

年管管発0616第1号 H23.6.16 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H23.6.15 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

社会保険オンラインシステム(窓
日本年金機構事業企画

年管管発0617第1号 H23.6.17 ロ装置)の稼働時間の延長につい
年金馬事業管理課

半間渉 H23.6.17 
部門担当理事、事業管 年金属事業管

庶務係 理部門担当理事、シス 理課長
て テム部門担当理事

国民年金法施行規副等の一部を改
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0617第2号 H23.6.17 正する省令の施行に伴う事務の取 斉藤 茂 H23.5.25 
扱について

年金給付管理係 部門担当理事 理課長

国民年金法施行規則等の一部を改
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0617第3号 H23.6.17 正する省令の施行に伴う事務の取 斉藤茂 H23.5.25 調整課長、年金管理課
扱について

年金給付管理係
長

理課長

年管管発0617第4号 H23.6.17 
特別障害給付金の諸変更の承認に 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.17 
日本年金機構年金給 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0617第6号 H23.6.17 
住所変更等の届出省略の施行に向 年金局事業管理課

藤原淳一 H23.6.17 
地方厚生(支)局長、 年金局事業管

けた住所情報の取扱について 企画係 日本年金機構 理課長

年管管発0617第8号 H23.6.17 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.17 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について(平成23年6月分) 年金給付管理係 理部長 理課長



北海道厚生局、東北厚
生局、関東信越庫生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局、東海北韓厚生局、

年金属事業管
年管管発0620第1号 H23.6.20 中島直樹 H23.6.20 近畿厚生局、中国四国

について 年金審査係
厚生局、四国産生支

理課長

局、九州産生島社会保
険審査官

年管管発0620第2号 H23. 6. 20 
特別障害給付金の各種諸変更等の 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.16 
日本年金機構年金給 年金局事業管

承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0620第3号 H23. 6. 20 
特別樟害給付金の不支給決定に係 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.16 
日本年金機構年金給 年金属事業管

る承認について 年金給付管理保 付部長 理課長

年管管発0620第4号 H23. 6. 20 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.17 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0622第2号 H23. 6. 22 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 20 
日本年金機構，業務管 年金局事業管

3年6月16日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0622第3号 H23.6.22 
国民年金・厚生年金保陵障害給付 年金局事業菅理課

高山貴子 H23. 6. 20 
日本年金機構業務管 年金属事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0622第4号 H23. 6. 22 未定支の給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課
高山貴子 H23.6.20 

日本年金機構業務管 年金属事業管
承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0622第5号 H23. 6. 22 
未支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 20 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0622第6号 H23.6.22 
加算額対象者の障害不該当の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.20 
日本年金機構業務管 年金局事業管

について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0622第7号 H23. 6. 22 年金の決定取消の承認について 年l年金金給局付事管業理管保理課 高山貴子 H23.6.20 理日部本長年金機構 業務管 理年課金長馬事業管

年管管発0622第8号 H23. 6. 22 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.21 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0622第9号 H23. 6. 22 
訴えの一部取下げに対する同意の

年金局事業管理課 小川哲男 H23.6.21 静岡地方法務局長
年金局事業管

可否について 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東・信越ブ

年管管発0623第1号 H23. 6. 23 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H23.6.21 
ロック本部長、中部ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、中国ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長



日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長・
業務渉外部長・北海道

年管管発0624第1号 H23.6.23 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 6. 22 
ブロック本部管理部長 年金局事業管

の承認について 北海道・関東信越・近 理課長
畿・中国四国・四商摩
生局社会保険審査官
社会保険審査会委員長

年管管発0624第2号 H23. 6. 23 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 6. 22 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0624第3号 H23.6.24 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.21 

日本年金機構リスク・ 年金属事業管|
ついて コンブライアンス部長 理課長

平成23年度における国民年金事
年管管発0624第4号 H23. 6. 24 務費交付金等の交付決定(概算交 年金局事業管理諜 鈴木利和 H23. 6. 23 

地方厚生(支)局年金 年金局事業管

付)について
調整(年金管理)課長 理課長

東日本大震災に伴い発生した東京

年管管発0624第5号 H23. 6. 24 
電力福島第一原子力発電所の事故 年金局事業管理課

菊地 英 明 H23. 6. 24 
地方厚生局年金調整 年金局事業管

に係る国民年金保険料の申請免除 国民年金管理係 (年金管理)課長 理課長
等の取扱いの変更について

東日本大震災に伴い発生した東京

年管管発0624第6号 H23.6.24 
電力福島第一原子力発電所の事故 年金局事業管理課

菊地 英 明 H23. 6. 24 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

に係る国民年金保陵料の申請免除 国民年金管理係 担当部門理事 理課長
等の取扱いの変更について

年管管発0627第1号 H23.6.27 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H23.6.27 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0627第2号 H23.6.27 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 24 
日本年金機構年金給 年金馬事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0628第1号 H23. 6. 28 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.6.27 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、南関東、中部、近
畿)

社会保険審査官(北海

年管管発0628第2号 H23. 6. 28 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 6. 22 
道・東北・関東信越・ 年金局事業管

について 東海北陸・近畿・中国 理課長
四国・九州)

年管管発0629第1号 H23. 6. 29 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年6月23日裁定分) 年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発0629第2号 H23. 6. 29 
国民年金・厚生年金保険障害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.6.28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理懐 理部長 理課長

年管管発0629第3号 H23. 6. 29 年金等の決定取消の承認について
年金局事業管理諜

高山貴子 H23. 6. 28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0629第4号 H23.6.29 
来支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0629第5号 H23. 6. 29 
未支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

国民年金・厚生年金保険遺族基
年金属事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0629第6号 H23. 6. 29 礎・厚生年金受給権者の障害不該
年金給付管理係

高山貴子 H23. 6. 28 
理部長 理課長

当の承認について

国民年金 E 厚生年金保険障害給付
年金属事業管理諜 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0629第7号 H23. 6. 29 の額改定請求不該当等の承認につ
年金給付管理係

高山貴子 H23. 6. 28 
理部長 理課長

いて

年管管発0629第8号 H23.6.29 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 6. 28 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構事業管理
部門担当理事、菌家公

国民年金・厚生年金保険障害認定
年金馬事業管理課

務員共済組合連合会理
年金局事業管

年管管発0630第1号 H23. 6. 30 基準の一部改正に伴う診断書の様
障害認定企画係

長尾 忍 H23.6.24 事長、日本私立学校振
理課長

式変更等について 興・共済事業団理事
長、農林漁業団体職員
共済組合理事長

国民年金・厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年
年金局事業管

年管管発0630第2号 H23. 6. 30 基準の一部改正に伴う診断書の様
障害認定企画係

長尾忍 H23. 6. 24 金調整課長、年金管理
理課長

式変更について 課長

北海道・東北・関東信

年管管発0630第4号 H23. 6. 29 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 6. 28 
越・東海北陸・近畿圏 年金局事業管

について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長・
東北ブロック本部管理

審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課
部長・近畿ブロック本

年金局事業管
年管管発0630第5号 H23. 6. 30 中島直樹 H23. 6. 30 部管理部長、東北厚生

の承認について 年金審査係
局・関東信越厚生島・

理課長

東海北陣厚生局・九州
厚生局・近畿厚生局社
会保験審査官
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文書番号 決裁日 件名 起案坦当課・係 喜戸望聖呈号 |起案日 |随行先 l随行者

年管管発0701第1号 H23. 7. 1 
ねんきん月間におけるエッセイ募

年金局事業管理課 伊藤政広 H23. 7. 1 
文部科学省初等中等教 年金局事業嘗

集の周知に係る協力依頼について 育局教育課程課長 理課長

口蹄疫被害に係る国民年金保険料
各地方厚生(支)局

年金局事業管
年管管発0705第1号 H23.7.5 年金局事業管理課 青木 誠 一 H23. 7. 1 年金調整(年金管理)

免除等の取扱いについて
課長

理課長

年管管発0705第2号 H23.7.5 
ロ蹄疲被害に係る国民年金保険料

年金局事業管理課 青木 誠 一 H23. 7. 1 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

免除等の取扱いについて 部門担当理事 理課長

年管管発0705第3号 H23.7.5 
各種諸変更等の承認について(平 年金属事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年7月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第4号 H23.7.5 
富民年金障害給付等の不支給決定 年金属事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0705第5号 H23.7.5 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0705第6号 H23.7.5 
年金裁定の承認について(平成2 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

3年6月30日裁定分) 年金給付管理保 理部長 理課長

年管管発0705第7号 H23. 7珊 5
国民年金調車生年金保険樟害給付 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定等の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第8号 H23.7.5 年金の決定取消の承認について
年金局事業嘗理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第9号 H23.7.5 
来支給年金・保険給付の不支給決 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第10号 H23.7.5 
未支給年金・保険給付の支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の取消に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

特別支給の老齢厚生年金受給権者
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0705第11号 H23.7.5 障害者特例請求の却下に係る承認
年金給付管理係

高山貴子 H23.7.4 
理部長 理課長

について

年管管発0705第12号 H23.7.5 
障害基礎年金(国際通算)の不支 年金属事業管理諜

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第13号 H23.7.5 
老齢基礎・厚生年金(国際通算) 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

の不支給決定の承認について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0705第14号 H23.7.5 
厚生年金保険寡婦年金の決定及び 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.4 
日本年金機構業務管 年金局事業管

失権に係る承認について 年金給付管理係 理部長 理課長



日本年金機構樟害年金
業務部長
日本年金機構北海道ブ
ロック本部管理部長

年管管発0705第15号 H23.7.5 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.7.4 
日本年金機構南関東ブ 年金局事業管

の承認について ロック本部管理部長 理課長
厚生局社会保障審査官

(北海道・関東信越中 ・
東海北陸・近畿・ 国
四国)

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構 リス

年金局事業管
年管管発0705第16号 H23.7.5 市川幸伸 H23.7.4 ク・コンブライアンス

ついて 年金審査係
部長

理課長

年管管発0706第1号 H23.7.6 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.5 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0706第2号 H23.7.6 
老齢福祉年金に係る諸変更の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.5 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について(追加歪急分) 年金給付管理係 付部長 理課長

東日本大震災による災害により行
方不明となった者に係る遺族厚生

年金島事業管理課 地方公務員共済組合連 年金島事業管
年管管発0706第3号 H23.7.6 年金等の請求があった場合の取扱

年金給付管理係
斉藤 茂 日23.7.6

合会年金業務部長 理課長
いについて(行方不明であること
の確認方法関係)

責任準備金相当額の納付の猶予に
年金局事業管理課 福岡県佐賀県家具厚生 年金局事業管

年管管発0706第4号 H23.7.6 ついて(福岡県佐賀県家具厚生年
厚生年金保障管理係

高梨大輔 H23.7.4 
年金基金代表清算人 i 理課長

金基金代表清算人)

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0707第1号 H23. 7. 6 年金局事業管理課 田村明子 H23.7.5 北関東・信越・南関

分変更について
東・中部園近畿・九州

理課長

ブロック本部長

正確な年金記録の確認が行われな
かったことにより任意加入の機会

年金属事業管
年管管発0708第1号 H23.7.8 を失い老齢基礎年金等の受給権を 年金馬事業管理課 柳田真一 H23.7.8 日本年金機構担当理事

得られなかった者に係る任意加入
理課長

申出の取扱いについて

年管管発0712第1号 H23. 7. 12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 7. 11 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0713第1号 H23. 7. 13 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 7. 12 
日本年金機構業務管 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発0713第2号 H23. 7. 13 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高 山貴子 H23. 7. 12 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長・
中国ブロック本部管理

年管管発0714第1号 H23. 7. 13 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村明子 H23. 7. 12 
部長北海道・東北・ 年金局事業管

の承認について 関東信越・東海北陸・ 理課長
近畿・中国・四国・九
州厚生局社会保険審査
p回何

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東・信越ブ

年管管発0714第2号 H23. 7. 14 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H23. 7. 14 
ロック本部長、中部ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、中国ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

厚生労働大臣の処分(年金給付等

年管警発0715第1号 H23. 7. 15 
の裁定等)に対する審査請求事務 年金局事業管理課

市川幸伸 H23. 7. 13 日本年金機構理事長
年金局事業管

iこ係る医務の取扱いの一部改正に 年金審査係 理課長
ついて

年管管発0719第1号 H23. 7. 19 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 7. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0719第2号 H23. 7. 19 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局付事管業理管係理課 高山貴子 H23. 7. 14 

日本年金機構年金給 年金局事業管
について 年金給 付部長 理課長

年管管発0719第3号 H23. 7. 19 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 7. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0719第4号 H23. 7. 19 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 7. 19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について(平成23年7月分) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0719第5号 H23.7.20 
訴訟上の救助付与決定に対する特

年金局事業管理課 小林 武 H23.7.20 宮崎地方法務局長
年金局事業管

別抗告等に関する意見について 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金馬事業管

年管管発0720第1号 H23.7.20 ついて(平成23年7月 19白依 高山貴子 H23. 7. 19 
頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0720第2号 H23.7.20 
特別障害給付金の諸変更の承認に 年金属事業管理課

高山貴子 H23. 7. 19 
日本年金機構年金給 年金局事業管

ついて 年金給付菅理係 付部長 理課長

年管嘗発0720第3号 H23.7.20 特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
高山貴子 H23. 7. 19 

日本年金機構年金給 年金属事業管
決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0720第4号 H23.7.20 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.7.19 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、中部、近畿、中
菌、九州)

北海道厚生局、東北厚
生局、関東信越厚生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局、東海北陸厚生局、

年金局事業管
年管管発0720第5号 H23.7.20 

について 年金審査保
中島直樹 H23.7.8 近畿厚生局、中国四国

理課長
車生局、四冨厚生支
局、九州厚生局社会保
険審査官

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0721第1号 H23.7.21 審査請求に係る保険者意見の提出
年金局事業管理課 栗原秀行 H23.7.20 

信越・東海北陸・近 年金局事業管
について 畿・中国四国・九州) 理課長

四国厚生支局社会保険
審査官

日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長・

審査講求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課
南関東ブロック本部管

年金局事業管
年管管発0722第1号 H23. 7. 22 

の承認について 年金審査係
中島直樹 H23.7.21 理部長、東北厚生局・

理課長
関東信越厚生局・近畿
厚生局・九州厚生局社
会保険審査官

年管管発0722第2号 H23.7.22 
平成22年度の市町村国民年金等

年金局事業管理課 鈴木利和 H23.7.22 
地方厚生(支)局年金 年金局事業管

事務費決算審査の実施等について 調整(年金管理)課長 理課長

東日本大震災に係る障害基礎年金
年金局事業管理課 岡本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0722第3号 H23. 7. 22 受給権者等の所得状況届の取扱い
年金給付管理係

斉藤 茂 H23.7.21 
部門担当理事 理課長

について

東日本大震災に係る障害基礎年金
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0722第4号 H23.7.22 受給権者等の所得状況届の取扱い
年金給付管理係

斉藤 茂 H23.7.21 調整課長、年金管理課
理課長

について 長

年管管発0726第1号 H23.7.26 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.25 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長



日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消し等
業務部長

年金局事業管
年管管発0726第2号 H23.7.25 年金局事業管理課 栗原秀行 H23.7.25 厚生局社会保険審査官

の承認について
(関東信越・中国四

理課長

国・九州)

平成22年度第4・四半期最入徴
年金局事業管理課 会計検査院第二局厚生 年金局事業管

年管管発0726第3号 H23.7.26 収額計算書及び同附属証拠書の送
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.7.26 
労働検査第4課長 理課長

付について

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0727第1号 行23.7.26 年金局事業管理課 田村 明 子 H23.7.25 北関東・信越・中部・

分変更について
近畿・中国ブロック本

理課長

部長

北海道・東北・関東信

年管管発0727第2号 H23.7.26 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金属事業管理課 田村 明 子 H23.7.20 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金属事業管|

年管管発0727第3号 H23.7.27 ついて(平成23年7月25日依
年金給付管理保

高山貴子 H23.7.26 
理部長 理課長

頼分)

年管管発0727第4号 H23.7.27 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.7.26 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0728第1号 H23.7.28 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.7.27 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

「東日本大震災に伴う鍵震保険法
及び厚生年金保険法における標準

年金属事業管理課 年金局事業管
年管管発0728第2号 H23.7.28 報酬月額の定時決定の取扱いに係

厚生年金保険管理係
高梨大輔 H23.7.26 日本年金機構理事

理課長
る特例措置について」に伴う事務
処理等について

「東日本大震災に係る健療保検法
及び厚生年金保険法における標準

年金局事業管理課 年金局事業管
年管管発0728第3号 H23.7.28 報酬月額の定時決定の取扱いに係 高梨大輔 H23.7.26 地方厚生(支)局長

る特例措置についてJに伴う事務
厚生年金保験管理係 理課長

， 処理等について
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起栗田 施行先 施行者

年管管発0801第1号 H23.8.1 成各種2諸3変年更8等周の支承払認分等につ)いて (平 年k 金今局*s寸事管業理管係理課 高山貴子 H23. 7罵 29理日部本長年金機構 業務管 理年金課局長事業管

年管管発0801第2号 H23.8.1 l等国の民承年認金障に害給付等の不支給決定
ついて

l年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.7.29 付日本部年長金機構 年金給 理年金課局長事業管

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0802第1号 H23.8.2 ついて(平成23年8月1日依頼
年金給付管理係

高山貴子 H23.8.1 
理部長 理課長

分)

北海道厚生局、東北厚

審査請求に係る保験者意見の提出 年金局事業管理課
生局、関東信越厚生

年金局事業管
年管管発0802第2号 H23.8.2 

について 年金審査係
中島 直 樹 H23.7.26 局、東海北陸厚生局、

理課長
近畿厚生局、中国四国
厚生局社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長・
北海道ブロック本部管

年管管発0803第1号 H23.8.2 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.8.2 
理部長・業務渉外部長 年金局事業管

の承認について 北海道・東北・関東信 理課長
越・近畿・九州厚生局
社会保険審査官社会
保険審査会委員長

年管管発0803第2号 H23.8.3 
再審査請求事件に係る処分変更に 年年金金審局答事係業管理課 市川幸伸 H23.8.2 日本年金機構リスス部ク長・ [年理言金豆局島事業管
ついて コンブライアン

年管管発0803第3号 H23.8.3 特決別定障の害承給認付に金の裁定及び不支給
ついて

年年金金給局l寸事管業E里管保理課 高山貴子 H23.8.2 付日本部年長金機構 年金給 年理課金長属事業管

平成23年度第1.四半期歳入徴収
年金属事業管理諜 会計検査院第2厚生労 年金局事業管

年管管発0804第1号 H23.8.19 額計算書及び道附属証拠書の送付
厚生年金保険管理係

鹿間龍介 H23.8.18 
働検査第4課長

について
理課長

年管管発0804第2号 H23.8.4 l平書成に22年度歳入決算純計額報告
ついて

l年厚金生局年金事保業険管管理理課係 高梨大輔 H23.8.3 部日本門担年金当機理構事事業管理 |年理金課局長事業管

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0805第1号 H23.8.5 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.8.5 
信越・東海北睦・近 年金局事業管

について 畿・中国四国・九州) 理課長
田昌摩生支局社会保険
審査官



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東・信越ブ

審査請求事件の容認決定に係る処 年金属事業管理課
ロック本部長、南関東

年金局事業管
年管管発0805第2号 H23.8.5 中島直樹 H23. 8. 4 ブロック本部長、中部

分変更について 年金審査係
ブロック本部長、近畿

理課長

ブロック本部長、四国
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年菅菅発0808第1号 H23.8.8 |認老齢に福祉年金の各種諸変更等の承 i年年金金給局付事管業理管係理課 高 山貴子 H23.8.8 
日本年金機構年金給 年理金課局長事業管

ついて |付部長
後期高齢者医療の医療給付を一定 年金局事業管理課 各後期高齢者医療広域 年金局事業管

年管管発0809第1号 H23.8.9 |期る間ヂー利用タ樺し棋てにいなついい被で保険者に係 年金給付管理係
中村憲弘 H23.8.8 

連合事務局長 理課長

後期高齢者医療の医いい被績て給保付険を一定 年金局事業管理課 社団法人国民健康保険 年金属事業管
年管管発0809第2号 H23.8.9 期る間デ利ー用タ裡し棋てにいなつ 者に係 年金給付管理係

中村憲弘 H23.8.8 
中央会理事長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0809第3号 H23.8.8 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.8.8 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(東北、北関 理課長
東・信越、近畿、中
園、九州)

年管管発0810第1号 H23. 8. 10 等国の民年承金認障害給付等の不支給決定
について

年年金金給属付事管業理管係理課 高 山貴子 H23.8.9 付日部本年長金機構 年金給 理年金課局長事業管

年管管発0810第2号 H23.8.10 賃認金にスフイドに伴う原簿更新の承
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 安粛恭平 H23.8.8 給日本付部年金長機構本部年金 理年金課局長事業管

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0810第3号 H23.8.10 ついて(平成23年8月8日依頼 高山貴子 H23.8同 9
分)

年金給付管理様 理部長 理課長

年管管発0810第4号 H23.8.10 特決別宮障の承害給認付に金の裁定及び不支給
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23. 8. 9 付日本部年長金機構 年金給 年理金課局長事業管

国民年金及び企業年金等による高
齢期における所得の確保を支援す

年管菅発0810第5号 H23.8.10 るための国民年金法等の一部を改 年金局事業管理課 柳田真一 H23.8.10 
日本年金機構事業管 年金局事業管

正する法律の施行に伴う第3号被 理部門担当理事 理課長

保iv:t.醸E者い期1=間つのL、特γ例に関する事務の

国期民年に金お及けびる企所得業年の金等による高
齢 確保を支援す 地方厚生(支)島

年管管発0810第6号 H23.8.10 るための国民年金法等の一部を改 年金局事業管理課 柳田真一 H23.8.10 年金調整課(年金管理
年金属事業管

正する法律の施行に伴う第3号被
課)長

理課長

|保iv:t.険:Jl7者い期1=間つのい特γ例に関する事務の



北海道・東北・関東信

年管管発0811第1号 H23.8.10 
審査請求に係る保験者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.8.9 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国四国・四国・九州 理課長
厚生局社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東岡信
越ブロック本部管理部
長、九州ブロック本部

年管管発0811第2号 H23.8.11 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金属事業管理課

中島 直 樹 H23.8.11 
管理部長、関東信越厚 年金局事業管

の承認について 年金審査係 生局社会保険審査官、 理課長
近畿厚生局社会保険審
査官、中国四国厚生局
社会保険審査官、九州
車生局社会保険審査宮

年管管発0815第1号 H23.8.15 等国の民承年金認障に害給付等の不支給決定
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.8.15 |付日本部年長金機構 年金給 理年金課長局事業管 | 

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管|

年管管発0816第1号 H23.8.16 ついて(平成23年8月 15日依
年金給付管理係

高山貴子 H23.8.16 
理部長 理課長

l頼分)

年管管発0816第2号 H23.8.16 I特決別定障のゑ害給認付に金つのい裁て定及び不支給 年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.8.16 付日本部年長金機構 年金給 理年金課局長事業管

年管管発0816第3号 H23.8.16 特別障害給付金の諸変更等の承認
I年年金金給属付事管業理管係理課 高山貴子 H23禽 8.16付日本部年長金機構 年金給 理年課金局長事業管

について

日本年金機構障害年金
業務部長

審査請求事件に係る処分取消し等
日本年金機構支払部長

年金局事業管
年管管発0817第1号 H23.8剛 17 年金局事業管理課 栗原秀行 日23.8.15社会保険審査官(北海

の承認について
道・関東信越・東海北

理課長

陸・近畿・中国四国・
九州)

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0817第2号 H23. 8. 17 年金局事業管理課 田村明子 H23.8.15 東北・北関東・信越・

分変更について
中部・近畿圏中国・四 理課長

国ブロック本部長

年管管発0818第1号 H23.8.18 介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課
高山貴子 H23.8.18 日本年金機構業務管 年金局事業管

収について(平成23年8月分) 年金給付管理係 理部長 理課長



北海道厚生局、東北厚
生局、関東信越厚生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局、東海北陸厚生局、

年金局事業管
年菅管発0819第2号 H23.8.19 

について 年金審査係
中島直樹 H23.8.17 近畿厚生局、中国四国

理課長
厚生局、四国厚生支
局、九州厚生局社会保
験審査宮

年管管発0822第1号 H23. 8. 22 |国等の民承年金認障に害給付て等の不支給決定
つい

l年年金金給馬付事管業理管係理課 高 山貴子 H23. 8. 22 日付部本長年金機構 年金給 理年金課長局事業管

/ 年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金属事業管

年管管発0824第1号 H23. 8. 24 ついて(平成23年8月22日依 年金給付管理係
高 山貴子 H23. 8. 23 

理部長 理課長|頼分)

年管管発0824第2号 H23. 8. 24 |特決別定障の害承認給付に金の裁定及び不支給
ついて

|年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23. 8. 23 |付日本部年長金機構 年金給 理年金課局長事業管

年管管発0824第3号 H23. 8. 24 
軽自動車検査ファイルの照会につ

|年厚金生局年金事保業険管管理理課係 高梨大輔 H23. 8. 23 l備国課土交長通省自動車局整 年理金課局長事業管
いて

年管管発0824第4号 H23.8.24 
軽自動車検査ファイルの照会につ

|年厚金生局年金事保業険管管理理課係 高梨大輔 H23.8.23 i部日本門年担金当機理構事事業管理 年理金課局長事業管
いて

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消し等
業務部長東北・関東

年金局事業管
年管管発0825第1号 H23. 8. 24 年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 8. 22 信越・東海北陸・近

の承認について
畿・中国四国圃九州厚

理課長

生局社会保険審査官

年管管発0826第1号 H23. 8. 25 再審査請求事件に係る処分変貰に
年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 8. 24 日本年金機構リス三部ク長・ 理年金課局長事業管

ついて コンブライアン

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0826第2号 H23. 8. 26 審査請求に係る保険者意見の提出
年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 8. 25 

信越・東海北陸・近 年金局事業管
について 畿"中国四国・九州) 理課長

四国厚生支局社会保険
審査宮

年管管発0826第3号 H23. 8. 26 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 8. 25 東京法務局長 年理金課局長事業管

年管管発0826第4号 H23.8.26 訴(意訟上見の)救助申立事件について 年金属事業管理課 小111 哲男 日23.8.26さいたま地方法務局長 理年金課局長事業管

年管管発0826第5号 H23. 8. 26 訴(意訟上毘の)救助申立事件について 年金局事業管理課 小川哲男 H23. 8. 26 さいたま地方法務局長 理年金課局長事業管

厚生年金保険の保険給付及る法び保律険

年管管発0826第6号 H23. 8. 26 料の納付の特例等に闘す !こ 年金局事業管理課
高梨大輔 H23. 8. 24 

日本年金機構事業管理 年金局事業管

のよる層特高例し納に付つ保い険で料の納付勧奨状 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

年管管発0829第1号 H23. 8. 29 等国の民承年金認障に害給付等の不支給決定 年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23. 8. 26 
日本年金機構年金給 年金局事業管

ついて 惜 B長 理課長



34歳到達者及び44歳到達者に 年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発0829第3号 H23.8.29 |対屈すの聞る国出勧民器年金等被の保婁険腕者に資格取得 伊藤政広 H23.8.29 

ついτ
国民年金管理係 部門担当理事 理課長

34歳到達者及び44歳到達者に 年金局事業管理課 地方厚生(支)局 年金局事業管
年管管発0829第4号 H23. 8. 29 (届対すの届る国出勧民奨年金等被の保実施険者に資格取得

伊藤政広 H23. 8. 29 年金調整課(年金管理
ついて

国民年金管理係 課)長 理課長

「災害弔慰金の支給等に関する法
律及び被災者生活再建支援法のー

年金属事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発0830第7号 H23. 8. 30 部を改正する法律」及び「東日本 風間龍介 H23.8.30 

大震災関連義援金に係る差押禁止
厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

等に関する法律」の施行について

年管管発0831第1号 H23.8.31 
特別障害給付金に係る裁定の承認 l年年金金給局付事管業理管係理課 富山貴子 H23. 8. 30 部日本長年金機構年金給付 年理金課局長事業管
について

年管管発0831第2号 H23.8.31 
年金の裁定等の決定に係る承認に i年年金金給局付事管業理管係理課 高 山貴子 H23. 8. 30 |部日本長年金機構業務管理 年金局事業管
ついて 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、南関東ブロック本

年管管発0831第3号 H23.8.31 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島 直樹 H23. 8. 30 
部長、近畿ブロック本 年金属事業管

分変更について 年金審査係 部長、中国ブロック本 理課長
部長、四国ブロック本
部長、九州ブロック本
部長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課
業務部長、東北厚生

年金局事業管
年管管発0831第4号 H23.8.31 中島 直樹 H23. 8. 30 局・関東信越厚生局・

の承認について 年金審査係
近畿厚生局・中国西国

理課長

厚生局・九州厚生局
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文書番号 決裁日 |件名 :亙重量量轟・1莱 l起案者 |起栗田 |施行先 |施行者

年管管発0901第1号 H23.9.1 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23.8.31 
日本年金機構リスク・ 理年金課長局事業管

ついて コンブライアンス部長

年管管発0901第2号 H23.9.1 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 8. 30 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年9月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

東北・関東信越・東海

年管管発0902第1号 H23.9.1 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 8. 30 
北陸・近畿・中国四 年金局事業管

について 国・四国・九州厚生局 理課長
社会保険審査官

年管管発0902第2号 H23.9.2 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.1 コ日本ン年ブ金ラ機イ構アンリスス部ク長・ 年理金課局長事業管
ついて

日本年金機構リスク幽
コンブライアンス部長
日本年金機構東北ブ

年管管発0902第3号 H23.9.2 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.1 
ロック本部長 年金局事業管

分変更について 日本年金機構北関東・ 理課長
信越ブロック本部長
日本年金機構近畿ブ
ロック本部長

年管管発0902第5号 H23.9.2 認老菌に幸福祉年金の各種諸変更等の承 年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.1 
日本年金機構年金給 年理金課局長事業管

ついて l付部長

年管管発0902第6号 H23.9.2 再審査請求事件に係る処分変更に 年年金金審局査事係業管理課 中島直樹 H23.9.1 コ日本ン年ブ金ラ機イ構アンリスス部ク長・ 理年金課局長事業管
ついて

年管管発0905第1号 H23.9.5 等国の民承年金認障に害給付等の不支給決定
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.2 l付日本部年長金機構 年金給 理年金課局長事業管

年管管発0907第1号 H23.9.7 再審査請求事件に係る処分変更に 年年金金審属査事係業管理課 市川幸伸 H23.9.2 日本年金機構 リス 年理金課局長事業管
ついて |ク・コンブライアンス
年金の裁定等の決定に係る承認に

年金属事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管
年管管発0907第2号 H23.9.7 ついて(平成23年9月5日依頼 高 山貴子 H23.9.6 

分)
年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0907第3号 H23. 9. 7 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.9.6 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構北関東・
信越ブロック本部管理

審査請求事件に係る処分取消し等
年管管発0908第1号 H23.9.8 年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.6 部長 年金局事業管

の承認について 日本年金機構南関東ブ 理課長

ロック本部管理部長
関東信越厚生局社会保
険審査官



年管管発0908第2号 H23.9.8 法律意見照会について 年金局事業管理課 本山和也 H23.9.7 大阪法務局長 |年理金課局轟事業管

年管管発0908第3号 H23.9.8 l収介護に保険料等の年金からの特別徴
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.8 理日部本長年金機構 業務管 |理年金課長局事業管

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0909第1号 H23.9.8 

分変更について
年金局事業管理課 田村明 子 H23.9.6 東北・北関東・信越・

理課長
南関東・中部・近畿ブ
ロック本部長

年管管発0909第2号 H23.9.8 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明 子 H23.9.8 日本年金機構リスク・ 年理金聾局長事業管
ついて コンブライアンス部長

北海道厚生局・東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発0909第3号 H23.9.9 中島直樹 H23.9.6 近畿厚生島・中国四国

について 年金審査係
摩生局・酉菌厚生支

理課長

局・九州厚生局社会保
険審査官

年菅管発0913第1号 H23.9.13 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.9.9 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管
年管管発0913第2号 H23.9.13 頼つ件いて)(平成23年9月12日依 年金給付管理係

高山貴子 H23.9.12 
理部長 理課長

社会保険オンラインシステム(窓
日本年金機構事業企

年管管発0913第3号 H23.9.13 ロ装置)の稼働時聞の延長につい
年金局事業管理課

半間渉 H23.9.13 
画部門担当理事事業 年金局事業管

庶務係 管理部門担当理事 シ 理課長
て

ステム部門担当理事

年管管発0913第4号 H23.9.13 再審査請求事件に係る処分変更に 年金属事業管理課 栗原秀行 H23.9.12 日本年ブ金ラ機イ構アンリスク・ 年狸金課局長事業管
ついて コン ス部長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消し等
業務部長東北・関東

年金局事業管
年管管発0914第1号 H23.9.13 年金局事業管理課 田村d 明子 H23. 9. 12 信越・東海北陸・近

の承認について
畿険審・査四国官厚生局社会保

理課長

年管管発0914第2号 H23.9.14 特決別宜障の承害給認付に金の裁定反び本支給
ついて

年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.13 付日本部年長金機構 年金給 理年課金局長事業管

年管管発0914第3号 H23.9.14 特別障害給付金の諸変更等の承認 年年金金給馬付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.13 付日部本長年金機構 年金給 理年金課長局事業管
について

年管管発0915第1号 H23.9.8 障害厚生年(依金頼の支)給等に係る事務
について

年金局事業管理課 堀勝博 H23.9.7 日本年金機構リスス部ク長・
コンブライアン

理年金課局長事業管



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

年管管発0915第2号 H23.9.15 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中畠直樹 H23.9.15 
長、北関東・信越ブ 年金馬事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、南関東 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長

年管管発0915第3号 H23.9.15 再審査請求事件に係る処分変更に !年年金令局審杏事係業管理課 中島直樹 H23.9.15 日本年プ金ラ機イ構アリスス部ク長・ |年理金課局長事業管
ついて コン ン

年管管発0916第1号 H23.9.16 l介収護に保険料等の年金からの特別徴
ついて

非|年金金給属付事管業理管係理課 高山貴子 H23.9.14 理日本部年長金機構 業務管 年理金課局長事業管

遺族厚生年金不支給処分取消第請求

年管管発0916第2号 H23.9.16 
事件(平成21年(行ウ)m47 

年金局事業管理課 小川哲男 H23.9.15 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

5号)に係る遺族厚生年金の支給 コンブライアンス部長 理課長
決定等の事務について(依頼)

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年菅管発0916第3号 H23.9.16 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.14 
信越・東海北睦・近 年金局事業管

について 畿・中国四国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発0920第1号 H23.9.16 再審査請求事件に係る処分変更に 年金属事業管理課 田村 明 子 H23.9.16 日本年金機構リスク・ 年理金課局長事業管
ついて コンブライアンス部長

年管管発0921第1号 H23.9.21 特別障害給付金の諸変更等の承認 年年金金給局付事管業理管係理課 高 山貴子 H23.9.21 
日本年金機構年金給付 年理金課局長事業管

について l部長

年管管発0921第2号 H23.9.21 等国民の年承金認障に害給付等の不支給決定
ついて

年年金金給馬付事管業理管係理課 高 山貴子 H23.9.21 |部日本長年金機構年金給付 年理金課局長事業管

年管管発0921第3号 H23.9.21 年金の裁定等の決定に係る承認、に 年年金金給局付事管業理管係理課 安粛恭平 H23.9.20 日|部本長年金機構業務管理 躍年金課局長事業管
ついて

日本年金機構 リス

審査請求事件に係る原処分の取消 年金局事業管理課
ク・コンブライアンス

年金局事業管
年管菅発0926第1号 H23. 9. 26 高山貴子 H23.9.16 部長

し及び新たな処分について 年金給付管理係
東海北陸厚生局社会

理課長

保険審査宮

年管管発0927第1号 H23.9.27 特別障害給付金に係る裁定の承認 年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 H23. 9. 26 付日本部年長金機構 年金給 理年金課局長事業管 l 

について

年管管発0927第2号 H23. 9. 27 特別障害給付金の諸変更等の承認 年年金金給局付事管業理管係理課 安粛恭平 H23.9.27 
日本年金機構年金給付 理年金課局長事業管

について 部長
日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0928第1号 H23. 9. 28 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金属事業管理課 栗原秀行 H23. 9. 26 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北海道・南関 理課長
東・中部・近畿・中
菌)



日本年金機構障害年金
業務部長

審査請求事件に係る処分取消し等
厚生局社会保険審査官

年金局事業管
年管管発0928第2号 H23.9.28 年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.26 (関東信越・東海北

の承認について
陸・中圏西国・九州)

理課長

四国庫生支局社会保障
審査官

年管管発0928第3号 H23. 9. 28 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.9.27 日本年金機構リスス部ク長・ 年理金課長島事業管
ついて コンブライアン

年管管発0928第4号 H23. 9. 28 i承時効認特に例の不支給等の決定に係る
ついて

l年年金金給局付事管業理管係理課 高山貴子 行23.9.27部日本長年金機構業務管理 年理金課局長事業管

年管管発0928第5号 H23. 9. 28 |国等の民承年金認障に害給付等の不支給決定 i年年金金給局付事管業理管係理課 高 山貴子 H23. 9. 27 
日本年金機構年金給付 年金属事業管

ついて |部長 理課長

年管管発0928第6号 H23.9.28 
特別障害給付金に係る裁定の承認

|年年金金給属付事管業理管係理諜 高 山貴子 H23.9.27 日|部本長年金機構年金給付 狸年金護局尋事業管
について

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信
越ブロック本部管理部

年管管発0929第1号 H23. 9. 29 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島 直樹 H23. 9. 22 
長、南関東ブロック本 年金局事業管

の承認について 年金審査係 部管理部長、関東信越 理課長
厚生局社会保険審査
官、近畿厚生局社会保
険審査官

健康保険の事務の一部を行わせる
年金属事業管理課 東海北陸厚生局年金調 年金局事業管

年管管発0930第1号 H23.9.9 地域の指定の取消しについて(東 高 梨大輔 H23.9.6 
海北陸厚生局)

厚生年金保険管理係 整課長 理課長

健震保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 近畿厚生局年金調整課 年金局事業管

年管管発0930第2号 H23.9.9 地域の指定の取消しについて(近 高梨大輔 H23.9.6 
畿厚生局)

庫生年金保険管理係 長 理課長

健康保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 中圏西国厚生局年金管 年金局事業管

年管管発0930第3号 H23.9.9 地域の指定の取消しについて(中 高梨大輔 H23.9.6 
国四国厚生局)

厚生年金保険管理係 理課長 理課長

健康保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 九州摩生局年金調整課 年金局事業管

年管管発0930第4号 H23.9.9 地域の指定の取消しについて(九 高梨大輔 H23.9.6 
州厚生局)

厚生年金保険管理係 長 理課長

健康保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0930第5号 H23.9.9 地域の指定の取消しについて(機 高梨大輔 H23.9.6 
構)

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

北海道・東北"関東信

年管管発0930第6号 H23. 9. 30 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理謀 田村 明 子 H23. 9. 22 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中国・四国・九州産生 理課長
局社会保険審査官

圃ー」ーーー 』幽



年管管発0930第7号 H23. 9. 29 
再審査講求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H23. 9. 22 日本年プ金ラ機イ構アリスス部ク長・ 年理金課局長事業管
ついて コン ン

日本年金機構リスク・

年管菅発0930第8号 H23. 9. 29 
審査請求事件の容認決定に探る処

年金局事業管理課 田村明子 H23. 9. 29 
コンブライアンス部長 年金島事業管

分変更について 北関東・信越・中部・ 理課長
近畿ブロック本部長

関東信越厚生局"東海

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
北陸厚生極・近畿厚生

年金局事業管
年管管発0930第11号 H23. 9. 30 中島 直樹 H23. 9. 28 局・中国四国厚生局・

について 年金審査係
九州厚生局社会保険審

理課長

査官

国民年金に係る年金記録の確認申 日本年金機構理事(事
年金局事業管

年管管発0930第12号 H23. 9. 30 立てにおける年金事務所段階J!の 年金局事業管理課 伊藤政広 H23. 9. 30 業企画部門担当) (事
記録回復について(通知) 業管理部門担当)

理課長

年管菅発0930第13号 H23. 9. 30 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 9. 30 日コ本ン年ブ金ラ機イ構アンリスス部ク長・ 理年金課局長事業管
ついて
東日本大震災に伴い発生した東京
電力福島第一原子力発電所の事故 地方厚生(支)局年

年金局事業管
年管管発0930第14号 H23. 9. 30 に係る国民年金保険料の申請免除 年金局事業管理課 青木誠 一 H23. 9. 30 金調整(年金管理)課

理課長
等のの取扱緊急い時l三避つ難L主準て備区域の解除後

長
を

東日本大震災に伴い発生した東京

年金局事業管|
電力福島第一原子力発電所の事故

日本年金機構事業管理
年管管発0930第15号 H23. 9. 30 に係る国民年金保険料の申請免除 年金局事業管理課 青木誠一 H23. 9. 30 

等の緊急時避難準備区域の解除後
部門担当理事 理課長

の取扱いについて
」一一



一r~/WJIJL::i 両宇

文書番号 決裁日 {牛名 起案担当課・係 用官官号吾 l起案日 l施行先 施行者

年管管発1003第1号 H23.10.3 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.3 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年 10月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理謀長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管菅発1005第1号 H23.10.5 ついて(平成23年 10月3日依
年金給付管理係

高山貴子 H23.10.3 
理部長 理課長

頼分)

年管管発1005第2号 H23.10.5 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.3 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1005第3号 H23.10.5 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.3 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1005第4号 H23.10.5 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金馬事業管理課

高山貴子 H23.10.3 
日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1005第5号 H23.10.5 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H23.10.4 
日本年金機構リスク・ 年金属事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年ブ金機構北関東・

年管管発1005第6号 H23.10.5 
審査請求事件の容認決定に罷る処 年金局事業管理課

中島直樹 H23.10.4 
信越 ロック本部長、 年金局事業管

分変更について ・ 年金審査保 中部ブロック本部長、 理課長
近畿ブロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長北海道ブ
ロック本部管理部長

年管管発1006第1号 H23.10.5 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村明子 H23.10.5 
南関東ブロック本部管 年金属事業管

の承認について 理部長北海道・東 理課長
北・関東信越・近畿圏
四国・九州厚生局社会
保険審査官

厚生年金保険料等に関する納期限
年金局事業管理課 日本年金機構 年金局

年管管発1007第1号 H23. 10. 7 等が指定された東日本大震災被災
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23. 10. 7 
事業管理部門担当理事 事業管理課長

地域における適切な対応について

厚生局社会保険審査宮
(北海道・東北・関東

年管管発1007第2号 H23. 10. 7 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 10. 7 
信越・東海北陸・近 年金局事業管

について 畿・中国四国 E 九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

国民年金保験料等の預金口座振替 株式会社北九州銀行
年金局事業管

年管管発1012第1号 H23. 10. 12 納付事務手続きに関する覚書につ 年金局事業管理課 伊藤政広 H23. 10. 12 代表取締役頭首
いて 加藤俊雄殿

理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1012第2号 H23. 10. 12 (佐つ麓い分て)(平成23年 10月 11 日 年金給付管理係
高山貴子 H23. 10. 11 

理部長 理課長
」ー



年管管発1012第3号 H23. 10. 12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 11 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1012第4号 H23. 10. 12 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 11 
日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1013第1号 H23. 10. 13 再審査請求事件に係る処分変更に
年金属事業管理課 栗原秀行 H23. 10. 11 日本年金機構リスク" 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発1013第2号 H23. 10. 13 中島直樹 H23. 10. 11 業務部長、関東信越厚

承認について 年金審査係
生局社会保険審査官

理課長

年管管発1013第3号 H23. 10. 13 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 12 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付菅理係 付部長 理課長

児童手当法等に基づき一般事業主
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発1013第4号 H23. 10. 13 から徴収する拠出金に係る拠出金
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23. 10. 12 
部門担当理事 理課長

率を定める政令について

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発1014第1号 H23. 10. 14 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 10. 13 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、近畿、四圏、九
州)

年管管発1017第1号 H23. 10. 17 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1017第2号 H23. 10. 17 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1018第1号 H23. 10. 18 
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. 18 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

料等の納期限の指定について 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発1018第2号 H23. 10. 18 
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. 18 
長 年金局事業菅

料等の納期限の指定について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
管理課長

日本年金機構障害年金
業務部長

年管管発1018第3号 H23. 10. 18 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 10. 18 
厚生局社会保険審査官 年金局

承認について (関東信越・東海北 事業管理課長
陸・近畿・中国四国・
九州)

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1018第4号 H23. 10. 18 ついて(平成23年 10月 17日 高 山貴子 H23. 10. 17 
依頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発1018第5号 H23. 10. 18 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 17 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長



北海道・東北・関東信

年管管発1019第1号 H23. 10. 18 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 10. 17 
越ー東海北陸・近畿・ 年金局事業管

について 中閤・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

日本年金機構リスク・

年菅管発1019第2号 H23. 10. 18 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 国村明子 H23. 10. 18 
コンブライアンス部長 年金局事業管

分変更について 東北・南関東・中部・ 理課長
近畿ブロック本部長

年管管発1019第3号 H23. 10. 19 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業菅理課

市川幸伸 H23. 10. 14 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発1019第4号 H23. 10. 19 
介護保険料等の年金のからの特別 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 10. 19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

徴収 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発1020第1号 H23. 10. 19 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明 子 H23. 10. 19 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発1020第2号 H23.10.20 
特別障害給付金の諸変更の承認に 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.19 
日本年金機構年金給 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1020第3号 H23.10.20 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.10.20 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

分変更について コンブライアンス部長 理課長

北海道厚生局関東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発1020第4号 H23. 10. 20 

について 年金審査係
中島直樹 H23. 10. 18 近畿厚生局・中圏西国

理課長
厚生局・四国厚生支
局・九州厚生局社会保
険審査官

時効特例給付及び遅延特別加算金
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1020第5号 H23.10.20 の決定に係る承認について(平成
年金給付管理係

高山貴子 H23.10.20 
理部長 理課長23年 10月 19日依頼分)

厚生年金基金加入記録を有する被
保険者記録の整備等において、被
保険者種別の記録が相違し、厚生

年金属事業管理課
日本年金機構事業企

年金局事業管
年管管発1021第1号 H23.10.21 年金基金が支給する代行部分に係 高山貴子 H23.10.5 画部門担当理事事業

る給付の二重給付による過払い文
年金給付管理係

管理部門担当理事
理課長

iま不支給が生じている場合の取扱
いについて(通知)

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1025第1号 H23.10.25 ついて(平成23年 10月24日
年金給付管理保

高山貴子 H23.10.24 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1025第2号 H23司 10.25
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.24 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長



年管管発1025第3号 H23. 10. 25 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.24 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長支払部長
北関東・信越ブロック

年管管発1026第1号 H23.10.26 
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村明 子 H23.10.25 
本部管理部長北海 年金烏事業管

の承認について 道・東北・関東信越・ 理課長
近畿・中国四国・四
国・九州厚生局社会保
険審査官

年管管発1028第1号 H23.10.27 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H23.10.26 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

年管管発1028第2号 H23.10.28 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金属事業管理課

中島直樹 H23.10.26 
長、北関東・信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、中部ブ 理課長
ロック本部長、近畿ブ
ロック本部長

年管管発1028第3号 H23. 10曹 28審査請求に係る保険者意見の提出 年金局事業管理課
中島 直樹 H23.10.28 

東海北陸厚生局社会保 年金局事業管
について 年金審査係 険審査官 理課長

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年曹管発1031第1号 H23.10.31 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.10.28 
信越・東海北陸・近 年金属事業管

について 畿・中国四国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発1031第2号 H23.10.31 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.31 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年 11月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長
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年管管発1101第1号 H23. 11. 1 
訴訟上の救助申立事件について

年金局事業管理課 堀勝博戸 H23.10.31 東京法務局長
年金局事業管

(意見書) 理課長

日本年金機構リスクー

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発1101第2号 H23. 11. 1 年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 11. 1 日本年金機構ブロック

分変更について
本部長(南関東・中

理課長

部・近畿圏九州)

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1101第3号 H23. 11. 1 ついて(平成23年 10月31日
年金給付管理係

高山貴子 H23.10.31 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1101第4号 H23. 11. 1 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

富山貴子 H23.10.31 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1101第5号 H23. 11. 1 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.31 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1101第6号 H23. 11. 1 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23.10.31 
日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

所在不明高齢者に係る訪問調査に 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年

年金局事業管
年管管発1102第1号 H23.11.2 高 山貴子 H23. 11. 2 金調整課長年金管理

ついて 年金給付管理係
課長

理課長

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構 リス

年金局事業管
年管管発1104第1号 H23. 11. 4 市川幸 伸 H23. 11. 2 ク・コンブライアンス

ついて 年金審査係
部長

理課長

損害賠償請求事件(宮崎地方裁判

年管管発1107第1号 H23. 11. 7 
所延岡支部平成23年(ワ)第

年金局事業管理課 本山和也 H23. 11. 4 宮崎地方法務局長
年金局事業管

1 1 2号)に係る請求の減縮に対 理課長
する同意について

北海道、東北・関東信

年管管発1108第1号 H23. 11. 7 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 11. 2 
越・東海北陸園近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業菅理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1108第2号 H23. 11. 8 ついて(平成23年 11月7日依 高山貴子 H23. 11咽 7
頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発1108第3号 H23. 11. 8 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 4 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長



年管管発1108第4号 H23. 11. 8 
特別種害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 7 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
歳入徴収官

兵庫県乗用自動車厚生 厚生労働省年
年管管発1109第1号 H23. 11. 9 責任準備金相当額の納付計画の変 年金局事業管理課 大西耕平 H23. 11. 9 

年金基金代表清算人 金局事業管理
更に保る通知について

課長

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構ブロック
本部管理部長(北関

審査請求事件に係る処分取消しの
東・信越、南関東、近

年金局事業管
年管管発1109第3号 H23. 11. 9 

承認について
年金局事業管理諜 栗原秀行 H23.11.9 畿)

理課長
厚生局社会保険審査官
(関東信越・近畿・九

州)
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発1109第4号 H23. 11. 9 
住民票の住所の記載における居室 年金局事業管理課

藤原淳 一 H23. 11. 9 
地方厚生(支)局、日 年金局事業管

番号等の取扱いについて(通知) 企画係 本年金機構 理課長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発1110第1号 H23. 11. 10 

分変更について
年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 11: 7 北関東・信越・南関

理課長
東・中部・近畿・九州
ブロック本部長

年管管発1110第2号 H23. 11. 10 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.11.9 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コシブライアンス部長 理課長

年管管発1111第1号 H23. 11. 10 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H23. 11. 9 日本年金機構リスク" 年金局事業管
ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害業務
部長、関東信越厚生

年管管発1111第2号 H23. 11. 11 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H23. 11. 2 
局・東海北陸軍生局・ 年金局事業管

承認について 年金審査係 近畿厚生局・中国四国 理課長
句除 厚生局・九州厚生局社

金保障審査官

年管管発1111第3号 H23. 11. 11 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 11. 10 大阪法務局長
年金属事業管
理課長



全国建設工事業国民健康保険組合
の無資格加入者のうち全国健康保

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管管発1111第4号 H23. 11. 11 検協会管掌健原保険を適用すべき

厚生年金保険管理係
高梨大輔 H23. 11. 11 

部門担当理事 理課長
事業所に対する適用促進等につい
て

北海道・東北・関東信
越・東海北陸・近畿・

年管管発1114第1号 H23. 11. 14 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金属事業管理課

中島 直樹 H23. 11. 11 
中国四国・九州厚生局 年金局事業管

ついて 年金審査係 社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
P国H 

年管管発1115第1号 H23. 11. 15 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1115第2号 H23. 11. 15 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H23. 11. 11 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長東北・北関

審査請求事件に係る処分取消し等
東・信越圃南関東ブ

年金属事業管
年管管発1116第1号 H23. 11. 16 年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 11. 14 ロック本部管理部長

の承認について
関東信越・近畿・中国

理課長

四国厚生局社会保険審
査官

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務菅 年金局事業管

年管管発1116第2号 H23. 11. 16 ついて(平成23年 11月 14日
年金給付管理係

高山貴子 H23. 11. 14 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1116第3号 H23. 11. 16 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金馬事業管理課

高 山貴子 H23. 11. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1116第4号 H23. 11. 16 
特別樟害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 14 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発1117第1号 H23. 11. 17 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 11. 16 
信越・東海北陸・近 年金局事業管

について 畿 E 中国西国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発1117第3号 H23. 11. 17 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 17 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について 年金給付管理係 理部長 理課長



国民年金法施行規則等の一部を改
日本年金機構事業管理

年金局事業管理課 部門担当理事、地方厚 年金局事業菅
年管管発1118第1号 H23. 11. 16 正する省令の施行に伴う事務の取

企笛係
上回基仙 H23. 11. 16 

生(支)局年金調整課 理課長
扱いについて(通知)

長及び年金管理課長

年管管発1118第3号 H23. 11. 18 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金属事業管理課

中島直樹 H23. 11. 17 
日本年金機構近畿ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長 理課長

年管管発1118第4号 H23. 11. 18 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H23. 11. 17 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(自答) 年金審査保 業務部長 理課長

年管管発1118第5号 H23. 11. 18 
米支給年金の却下に係る承認につ 年金局事業管理課

安驚恭平 H23. 11. 18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

いて 年金給付管理係 部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1122第1号 H23. 11. 22 ついて(平成23年 11月21日
年金給付管理係

高山貴子 H23. 11. 21 
理部長 理課長町

依頼分)

年管管発1122第2号 H23. 11. 22 
国民年金樟害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

富 山貴子 H23.11‘21 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1122第3号 H23. 11. 22 
特別樟害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 21 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1122第4号 H23.11.22 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.11.21 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発1122第5号 H23. 11. 22 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 11. 21 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(東北、北関 理課長
東・信越、南関東、近
畿、中薗)

社会保険オンラインシステム(窓
日本年金機構事業企画

年金局事業管|
年管管発1125第1号 H23. 11. 25 ロ装置)の稼働時間の延長につい

年金局事業管理課
半間 渉 H23. 11. 24 

部門担当理事事業管
庶務係 理部門担当理事 シス 理課長

て
テム部門担当理事

日本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ
ロック本部管理部長、

審査請求事件に係る処分取消し等
年管管発1125第2号 H23. 11.25 

年金馬事業管理課
中島直樹 H23. 11. 24 

東北厚生局・関東信越 年金局事業管
の承認について 年金審査係 厚生局・東海北陸厚生 理課長

局・近畿厚生局・中国
四菌厚生局社会保険審
査官

」一一一一一



年管管発1125第3号 行23.11.25 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
中島 車樹 H23. 11. 24 

日本年金機構リスク・ 年金局事業管
ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

北海道・東北・関東信

年管管発1130第1号 H23. 11. 30 審査講求事件に係る保険者意見の
年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 11. 24 

越・東海北陸園近畿・ 年金局事業管
提出!こついて 中国・四国・九州厚生 理課長

局社会保険審査官

年管管発1130第2号 H23.11.30 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23.11.29 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成23年 12月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管|

年管管発1130第3号 H23.11.30 ついて(平成23年 11月28日
年金給付管理係

高 山貴子 H23.11.29 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1130第4号 H23. 11. 30 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 29 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1130第5号 H23. 11. 30 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 29 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構リスク・
〆 コンブライアンス部長

年管管発1130第6号 H23. 11. 30 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 田村明子 H23. 11. 28 北関東"信越・南関 年金局事業管
分変更について 東・近畿・中国・四 理課長

国・九州ブロック本部
長

日本年金機構樟害年金
業務部長
日本年金機構ブロック
本部管理部長(東北・

年管管発1130第7号 H23. 11. 30 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 11. 30 
南関東) 年金局事業管

承認について 厚生局社会保険審査官 理課長
(東北・関東信越・近

畿・中国四国)
四国厚生支局社会保険
審査官

L一一一一一
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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 l施行者

年管管発0106第6号 H23.12.26 
平成22年度国畏年金事務費交付金 年金局事業管理課

本田忠嗣 H23.12.21 
北海道庫生局年金管理 年金局事業管

等の返還について 交付金係 課長他5件 理課長

平成22年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課 議入徴収宮厚生労働省 年金局事業管

年管管発0113第2号 H23. 12. 26 等の返還に係る債権発生通知につ
交付金係

本田忠嗣 H23.12.21 
年金局事業企画課長 理課長

いて

平成22年度富民年金事務費交付金
年金昂事業管理課 歳入徴収官厚生労働省 年金局事業管

年管管発0113第3号 H23.12.26 等の返還に係る穫権発生通知につ
交付金係

本田忠嗣 H23.12.21 
年金局事業企画課長 理課長

いて

年管管発0113第4号 H23.12.26 債権発生通知書
年金局事業管理課

本田忠嗣 H23.12.21 
歳入徴収官厚生労働省 年金局事業管

交付金係 年金局事業企画課長 理課長

厚生労働大臣が定める現物給与の
年金局事業管理課 都道府県労働局総務部 年金局事業管

年管管発0131第1号 H23. 12. 28 価額の取扱いについて(都道府県
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.12.21 
(労働保険徴収部)長 理課長

労働局)

厚生労働大臣が定める現物給与の
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0131第2号 H23.12.28 価額の取扱いについて(日本年金
厚生年金保険管理係

高梨大輔 H23.12.21 
部門担当理事 理課長

機構)

地方厚生局年金指導課

年管管発0131第3号 H23.12.28 車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 

長 年金局事業管
価額について(情報提供) 摩生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長

平成24年における厚生年金保険
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発1201第1号 H23. 12. 1 法附則第 17条の 14等の規定に 高梨大輔 H23. 12. 1 
よる延滞金の割合の特例について

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理謀長

年管管発1201第2号 H23. 12. 1 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 11. 29 
日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1201第3号 H23. 12. 1 
老齢福祉年金に係る未支給年金請 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 1 
日本年金機構年金給 年金局事業管

求処理の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1202第1号 H23. 12. 1 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村 明 子 H23. 11. 29 日本年金機構リスク・ 年金局事業管
ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発1205第1号 H23. 12. 12 
厚生年金保検法等における被保険 年金局事業管理課

風間龍介 H23.12.5 法務省民事局総務課長
年金局事業管

者情報の提供について 厚生年金保験管理係 理課長

北海道厚生島 E 東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発1205第2号 H23.12.5 

提出について 年金審査係
中島直樹 H23. 11. 30 近畿厚生局・中国四国

理課長
厚生局・四国厚生支
局・九州厚生局社会保
検審査官



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

年管管発1205第3号 H23.12.5 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島 直樹 H23:12.5 
長、北海道ブロック本 年金局事業管

分変更について 年金審査係 部長、近畿ブロック本 理課長
部長、九州ブロック本
部長

年管管発1207第1号 H23. 12. 7 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23.12.5 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1207第2号 H23. 12. 7 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23.12.5 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1207第3号 H23. 12. 7 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金島事業管理課

高 山貴子 H23.12.5 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1207第4号 H23. 12. 7 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金島事業管理課

市川幸伸 H23.12.6 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

遺族年金不支給決定処分取消等請
求事件(平成22年(行ウ)第5

日本年金機構リスク・ 年金局事業管
年管管発1208第1号 H23.12.8 7 1号)に係る遺族基礎・厚生年 年金局事業管理課 小川 哲男 H23.12.8 

金の支給決定等の事務について
コンブライアンス部長 理課長

(依頼)

年管雷発1208第2号 H23.12.8 
老齢福祉年金新規裁定の承認につ 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 7 
日本年金機構年金給 年金局事業管

いて 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1208第3号 H23.12.8 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 7 
日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

再審査請求事件に係る処分変更に
日本年金機構リスク・

年金局事業管
年管管発1212第1号 H23.12.9 

ついて
年金局事業管理課 田村明子 H23.12.9 コンブライアンス部長

理課長

厚生局社会保険審査官

年管管発1212第2号 H23. 12. 12 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 12. 12 
(北海道・東北・関東 年金局事業管

について 信越・東海北陸・近 理課長
畿"中国毘国・九州)

日本年金機構リスク=

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発1212第3号 H23. 12. 12 年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 12. 12 日本年金機構ブロック

分変更について
本部長(中部・近畿・

理課長

九州)



日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信

審査請求事件に係る処分取消し等 年金属事業管理課
越ブロック本部管理部

年金局事業管
年雷管発1212第4号 H23. 12. 12 中島 直樹 H23. 12. 12 長、南関東ブロック本

の法認について 年金審査係
部管理部長、北海道・

理課長

東北・関東信越・近畿
厚生局社会保険審査官

年管管発1212第5号 H23. 12. 12 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H23. 12. 12 
日本年金機構リスク・ 年金烏事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金属事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1213第1号 H23. 12. 13 ついて(平成23年 12月 12日
年金給付管理係

高山貴子 H23. 12. 12 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1213第2号 H23. 12. 13 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業曹理課

高山貴子 H23. 12. 12 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理諜長

年管管発1213第3号 H23. 12. 13 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 12 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付菅理係 村部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの
ク本部管理部長北海

年金局事業管
年管管発1216第1号 H23. 12. 15 年金局事業管理課 田村明子 H23. 12. 15 道・東北・関東信越・

承認について 東海北陸軍近畿・四 理課長

国・九州厚生局社会保
険審査官

北海道・東北・関東信

年管管発1216第2号 H23. 12. 15 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金馬事業管理課 田村 明 子 日23.12.14
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

20最前障害による障害基礎年金

年管管発1216第3号 H23. 12. 16 
の請求において初診日が確認でき 年金局事業管理課

長尾忍 H23. 12. 14 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

る書類が添付できない場合の取扱 障害認定企画係 部門担当理事 理課長
いについて

日本年金機構から市町村に槽報提
日本年金機構理事(事

供する「ねんきんネット」情報の 年金局事業管
年管管発1216第4号 H23. 12. 13 

取扱いに関する覚書の締結につい
年金局事業管理課 青木誠一 H23. 12. 7 業企画部門) (事業管

理課長
て

理部門)

年管管発1219第1号 H23. 12. 19 
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 19 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について 年金給付管理係 理部長 理課長



日本年金機構リスク・

年管管発1220第1号 H23.12.20 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 田村明 子 H23. 12. 19 
コンブライアンス部長 年金局事業管

分変更について 近畿・九州ブロック本 理課長
部長

年管管発1220第2号 H23.12.20 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H23. 12. 19 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1220第3号 H23.12.20 ついて(平成23年 12月 19日
年金給付管理係

高山貴子 H23. 12. 19 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1220第4号 H23.12.20 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 19 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1220第5号 H23.12.20 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H23. 12. 19 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構(障害年
金業務部長・支払部
長・業務渉外部長)
ブロック本部管理部長

年管管発1220第6号 H23.12.20 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H23.12.20 
(北関東・信越、南関 年金局事業管

承認について 東、四国) 理課長
社会保践審査会委員長
厚生局社会保険審査官
(北海道聞東北・関東

信越・近畿・九州)

20歳前障害による障害基礎年金
地方厚生(支)局年金

の請求において初診日が確認でき 年金局事業管理課 年金局事業管
年管管発1220第7号 H23.12.20 

る書類が添付できない場合の取扱 樟害認定企画係
長尾忍 H23. 12. 19 調整課長、年金管理課

理課長
いについて

長

年管管発1226第1号 H23.12.22 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H23.12.22 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管 i

ついて コンブライアンス部長 理課長

北海道・東北・関東信
越・東海北陸・近畿・

年管管発1226第2号 H23.12.26 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H23.12.21 
中国四国・九州厚生局 年金局事業管

ついて 年金審査係 社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保検審査
F筒晶『

年管管発1226第3号 H23.12.26 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H23.12.21 
日本年金機構年金給 年金属事業管

認について 年金給付管理保 付部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金属事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1227第1号 H23. 12.27 ついて(平成23年 12月27日 高山貴子 H23.12.27 
依頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長



年管管発1227第2号

年管管発1227第3号

H23. 12. 271国民年金障害給付等の不支給決定|年金局事業管理課 i高山 貴子
等の承認について !年金給付管理係

H23.12.271特別障害給付金の裁定及び却下の|年金局事業管理課 i高山 貴子
決定に係る承認について |年金給付管理保
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年管管発0105第1号 H24. 1. 5 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

高山貴子 H23.12.28 
日本年金機構業務管 年金局事業管

成24年 1月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

日本年金機構障害年金

年管管発0106第1号 H24. 1. 5 審査請求事件に係る処分取消し等
年金局事業管理課 田村明子 H24. 1. 4 

業務部長北関東・信 年金局事業管
の承認について 越・南関東・近畿ブ 理課長

ロック本部管理部長

年管管発0106第2号 H24.1.5 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.1.4 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0106第3号 H24. 1. 6 
再審査請求事件!こ探る処分変更に

年金属事業管理課 栗原秀行 H24. 1. 6 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

厚生局社会保陵審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0106第7号 H24. 1. 6 
審査請求に探る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H24. 1. 6 信越・東海北陸・近 年金局事業管
について 畿・中国四国・九州) 理課長

四国厚生支局社会保険
審査官

年金の決定取消の決定等に係る承
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0110第1号 H24. 1. 10 認について(平成24年 1月 10 高山貴子 H24. 1. 10 
日依頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0110第2号 H24. 1. 10 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H24. 1. 10 
日本年金機構年金給 年金属事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

年管管発0111第1号 H24. 1. 10 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 1. 10 
長、東北ブロック本部 年金局事業管

分変更について 年金審査係 長、近畿ブロック本本部 理課長
長、九州ブロック 部
長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0111第2号 H24. 1. 11 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H24. 1. 11 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東圃信 理課長
越、近畿、中園、九
州)

基礎年金等年間平均被保険者数等 年金属事業管理課
地方厚生局年金調整課

年金島事業管
年管管発0111第3号 H24. 1. 11 

の報告について 交付金係
本田忠嗣 H24. 1. 11 長、地方厚生(支)局

理課長
年金管理課長



各国公私立大学学生部
長(担当職)各国公私
立短期大学事務部長

学生生徒・卒業生等に対する公的
(担当職)各国公私立

高等専門学校事務部長 年金局事業管
年管管発0111第4号 H24. 1. 11 年金制度の周知・広報について 年金局事業管理課 青木誠一 H23.12.22 

(担当職)各都道府県 理課長
(依頼)

専修学校・各種学校主
管課長各都道府県教
育委員会専修学校・各
種学校主管課長

日本年金機構障害年金
業務部長、東北厚生

年管管発0112第1号 H24. 1. 12 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 1. 12 
局 a 関東信越厚生局・ 年金局事業管

の承認について 年金審査係 東海北陸厚生局副四国 理課長
厚生支局・九州厚生局
社会保障審査宮

年管管発0113第1号 H24. 1. 13 特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課
高山貴子 H24. 1. 11 

日本年金機構年金給 年金属事業管
について 年金給付管理係 付部長 理課長

北海道・東北・関東信

年管管発0116第1号 H24. 1. 13 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明 子 H24. 1. 11 
越・東海北韓・近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保隙審査官

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0117第1号 日24.1.17ついて(平成24年 1月16日怯
年金給付管理係

富山貴子 H24. 1. 16 
理部長 理課長

頼分)

年管管発0117第2号 H24. 1. 17 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H24. 1. 16 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0117第3号 H24. 1. 17 特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課
高山貴子 行24.1.16日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0117第4号 H24. 1. 17 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金属事業管理課

高山貴子 H24. 1. 16 
日本年金機構年金給 年金島事業管

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

日本年金機構リスク・

年管管発0118第1号 H24. 1. 17 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 田村 明 子 H24. 1. 17 コンブライアンス部長 年金局事業管

分変更につドて 北関東・信越・近畿・ 理課長
九州ブロック本部長

年管管発0118第2号 H24. 1. 18 
国民年金保険料の納付受託事務手

年金局事業管理課 伊藤政広 H24. 1. 17 信金中央金庫理事長
年金局事業管

続に関する覚書の締結について 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構ブロック

年管管発0118第3号 H24. 1. 18 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金島事業管理課 栗原秀行 H24. 1. 18 
本部管理部長(北関 年金局事業管

承認について 東・信越、南関東) 理課長
厚生局社会保険審査官
(関東信越・東海北

陸側近畿・九州)

年管管発0119第1号 H24. 1町 19
介護保険料等の年金からの特別徴 年金局事業管理課

高山貴子 H24. 1. 18 
日本年金機構業務管 年金局事業管

収について 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発0124第1号 H24.1.24 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H24.1.23 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0124第2号 H24. 1. 24 ついて(平成24年 1月23日依
年金給付管理係

高山貴子 H24.1.23 
理部長 理課長

頼分)

年管管発0124第3号 H24.1.24 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山貴子 H24. 1. 23 
日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 付部長 理課長

年管管発0124第4号 H24.1.24 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

高山貴子 H24.1.23 
日本年金機構年金給 年金局事業管

決定等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

北海道・東北・関東信
越・東海北陸・近畿・

年管管発0124第5号 H24. 1. 24 
審査請求事件!こ係る保険者意見の 年金局事業管理課

中島直樹 H24.1.24 
中国四国・九州厚生局 年金局事業管

提出について 年金審査係 社会保検審査官、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
F昆=-

年管管発0124第6号 H24.1.24 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.1.24 
日本年金機構リスク" 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

「平成23年度における国民年金事
年金局事業管理課

地方厚生局年金調整課
年金局事業管

年管管発0125第1号 H24.1.25 務費交付金等交付要綱の取扱いに
交付金係

本田忠嗣 H24.1.23 長、地方厚生(支)馬
理課長

ついて(案)Jの送付について 年金管理課長

年管管発0125第2号 H24. 1. 25 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業菅理課

中島 直樹 H24.1.25 日本年金機構リスク・ 年金局事業管
ついて 年金審査保 コンブライアンス部長 理課長

厚生島社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0125第3号 H24.1.25 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H24.1.25 
信越・東海北陸・近 年金局事業管

について 畿・中国四国・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

し←一一…



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東信越ブロッ

年菅菅発0130第1号 H24.1.27 審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
中島直樹 H24.1.27 ク本部長、南関東ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、中部ブ 理課長
ロック本部長、近畿ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長南関東ブ

年管管発0131第4号 H24. 1. 31 審査請求事件に係る処分取消し等
年金局事業管理課 田村明子 H24.1.27 ロック本部管理部長 年金局事業管

の承認について 関東信越・近畿・四 理課長
園田九州厚生局社会保
験審査官

年管管発0131第10号 H24. 1. 31 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛恭 平 H24.1.30 日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発0131第11号 H24.1.31 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛恭 平 H24.1.30 日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 付部長 理課長

年管管発0131第12号 H24. 1. 31 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金属事業管理課
安粛恭平 H24.1.30 日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0131第13号 H24. 1. 31 特別障害給付金に係る裁定等の承 年金局事業管理課
安粛恭平 H24.1.30 日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0131第14号 H24. 1. 31 各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課
安粛恭平 H24.1.30 日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成24年2月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0131第15号 H24.1.31 年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課
安粛恭平 H24.1.30 日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長
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日本年金機構リスク嗣
コンブライアンス部長

年管管発0201第1号 H24.2.1 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 菓原秀行 H24.2.1 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、近畿、中園、九
州)

年管管発0202第1号 H24.2.2 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金属事業管理課 栗原秀行 H24.2.1 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0202第2号 H24.2.2 
決定に対する即時抗告の要否につ

年金局事業管理課 堀勝博 H24.2.2 大阪法務局長
年金馬車業管

いて(回報) 理課長

北海道・東北"関東信

年曹管発0203第1号 H24.2.3 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24.1.31 
越・東海北陸‘近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州車生 理課長
局社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部、北関東・信越

年管管発0206第1号 H24.2.3 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.2.3 
ブロック本部管理部 年金局事業管

の承認について 年金審査係 長、関東信越・中国四 理課長
国厚生局社会保険審査
F回H 

年管管発0206第2号 H24.2.6 
東日本大震災に伴う社会保険料等 年金馬事業管理諜

風間龍介 H24.2.3 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

の納期限について(通知) 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発0206第3号 H24.2.6 
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 H24.2.3 
長 年金局事業管

の納期隈について(通知) 厚生年金保険管理保 地方厚生(支)局年金 理課長
管理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発0208第1号 H24.2.8 ついて(平成24年2月3日依頼
年金給付管理係

安粛恭平 H24.2.6 
理部長 理課長

分)

年管管発0208第2号 H24.2.8 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.2.6 
日本年金機構年金給付 年金局事業管|

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0208第3号 H24.2.8 
特別障害給付金に犠る裁定等の承 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.2.8 
日本年金機構年金給付 年金局事業管 l

認について 年金給付菅理係 部長 理課長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0209第1号 H24.2.9 

分変更について
年金局事業管理課 田村明子 H24.2.7 北関東・信越・中部・

理課長
近畿・九州ブロック本
部長



年管曹発0213第1号

年管管発0213第2号

年管管発0213第3号

年管管発0213第4号

年管管発0213第5号

年管管発0213第6号

年管管発0214第1号

年管管発0214第2号

年管管発0215第1号

年管管発0215第2号

年管管発0215第3号

年管管発0215第4号

H24.2.131監療専門職の委嘱について 年金局事業管理課 |栗原秀行

H24.2.131震療専門職の委嘱について 年金局事業管理課 i栗原秀行

H24. 2. 131医療専門職の委嘱について 年金局事業管理課 i栗原秀行

H24.2.131医擦専門職の委嘱について 年金局事業管理課 |栗原秀行

H24. 2.131医療専門職の委嘱について 年金局事業管理課 l栗原秀行

H24.2.1 事件に係る処分取消しの l年金局事業曹理課 i栗原 秀行
』ついて

H24.2.131 審査請求事件に係る保険者意見の 1年金局事業管理課
提出について 年金審査係

H24. 2.141全特国健康保険協会管掌健康保険の 年金局事業管理課
高梨大輔

定保険料率等について 厚生年金保険管理係

H24. 2.151等国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安藤恭平

の承認について 年金給付管理係

H24.2.151 特に別つ障い害て給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課
安粛恭平

年金給付管理係

H24.2.151年つ金いのて裁定等の決定に係る承認に 年金馬事業管理課
安粛恭平

年金給付管理係

H24.2.151特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
安驚恭平

決定等の承認について 年金給付管理係

H24.2. 

H24.2. 

H24.2. 

越・東海北陸・近畿・

年金局事業管
理課長

H24. 2.131 中国四国・九州厚生局 1 年金局事業管
社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
官

H24.2.14 
日本年金機構事業管理 年金局事業管
部門担当理事 理課長

H24.2.10 
日本年金機構年金給付 年金局事業管
部長 理課長

年金機構業務管理

H24.2.10 
部長 年金局事業管
日本年金機構年金給付 理課長
部長

H24.2.10 
日本年金機構業務管理 年金局事業管
部長 理課長

H24.2.10 
日本年金機構年金給付 年金局事業管
部長 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長・支払部長

審査請求事件に係る処分取消し等
南関東・北関東・信

年金局事業管
年管管発0216第1号 H24.2.16 年金局事業管理課 田村 明 子 H24.2.14 越・九州ブロック本部

の承認について
管理部長関東信越・

理課長

近畿・中国四国・九州
厚生局社会保険審査官

厚生局社会保険審査官
(北海道・東北・関東

年管管発0217第1号 H24.2.17 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H24.2.17 
信越・東海北陸・近 年金局事業管

について 畿・中間四閤・九州) 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官

年管管発0217第2号 H24.2.17 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理謀

安粛恭平 H24.2.17 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0222第1号 H24. 2. 22 
日雇特例被保険者の保険料額等の 年金局事業管理課

高 梨大輔 H24.2.21 
日本年金機構事業管理 年金属事業管|

改正について(機構) 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発0222第2号 H24.2.22 日雇特例被保険者の保険料額等の 年金局事業管理課
高 梨大輔 H24.2.21 

長 年金局事業管
改正について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長

年管管発0222第3号 H24. 2. 22 
日雇特例被保険者の保険料額等の 年金局事業管理課

高梨大輔 H24.2.21 
健康保険事務指定市長 年金局事業管

改正について 厚生年金保険審理係 村主管課長 理課長

年管管発0222第4号 H24. 2. 22 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.2.17 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0222第5号 H24. 2. 22 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 2. 20 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0222第6号 H24. 2. 22 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 2. 20 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0222第7号 H24. 2. 22 決定の告知について(意見書) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.2.21 金沢地方法務局長
年金局事業管
理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発0223第1号 H24.2.23 平成23年度健康保険事務指定市 年金局事業管理課
風間龍介 H24.2.21 

長 年金局事業管
町村交付金の単価について 厚生年金保験管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長
L一一一一



日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

年管管発0223第3号 H24.2.23 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H24.2.21 
長、北関東・信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、中園田
国ブロック本部長、九
州ブロック本部長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部長

年管管発0223第4号 H24. 2. 23 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 栗原秀行 H24. 2. 22 
日本年金機構ブロック 年金局事業管

分変更について 本部長(北関東・信 理課長
越、近畿、中園、九
州)

年管管発0223第5号 H24. 2. 23 
再審査請求事件に係る処分取消し

年金局事業管理課 栗原秀行 H24陶 2.23
日本年金機構中国ブ 年金局事業管

の承認について ロック本部管理部長 理課長

訴訟上の救助申立事件(名古屋地
年金局事業管

年管管発0223第6号 H24. 2. 23 方裁判所平成23年(行ク)第 年金局事業管理課 本山和也 H24. 2. 23 名古屋法務局長
理課長

48号)について(意見書)

兵庫県乗用自動車庫生年金基金の
藤入徴収官

兵庫県乗用自動車厚生 厚生労働省年
年菅管発0224第1号 H24. 2. 24 責任準備金相当額の納付計画の変 年金局事業管理課 大西耕平 H24. 2. 20 

年金基金代表清算人 金局事業管理
更に係る通知について

課長

日本年金機構樟害年金
業務部長、業務渉外部
長、南関東ブロック本

年管管発0224第2号 H24. 2. 24 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 2. 24 
部管理部長、支払部 年金局事業管

の承認について 年金審査係 長、東北厚生局・関東 理課長
信越厚生局社会保険審
査官、社会保険審査会
委員長

年管管発0227第1号 H24.2.27 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H24.2.21 
日本年金機構リスク鋼 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

北海道・東北・関東信

年管管発0228第1号 H24.2.27 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24. 2. 23 
越・東海北陸・近畿圏 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年管管発0228第2号 H24. 2. 28 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.2.27 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0228第3号 H24. 2. 28 国等民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安藤恭平 H24. 2. 24 

日本年金機構年金給付 年金局事業管
の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0228第4号 H24. 2. 28 
特別障害給付金の裁定及び却下の 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 2. 27 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

決定に係る承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0229第1号 H24. 2. 29 年金局事業管理課 田村 明 子 H24. 2. 29 北海道・南関東・中

分変更について
部・近畿・中国側九州

理課長

ブロック本部長

年管管発0229第2号 H24. 2. 29 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
中島直 樹 H24.2.29 

日本年金機構リスク a 年金属事業管
ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0229第3号 H24. 2. 29 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 2. 29 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0305第1号 H24. 2. 29 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 田村明 子 H24. 2. 29 

日本年金機構リスク圃 年金局事業管
ついて コンブライアンス部長 理課長
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文書番号 決裁日 IJ牛名 |起案担当課・係 |記婁者 l起案日 |施行先 施行者

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構支払部長
日本年金機構ブロック
本部管理部長(北関

年管管発0301第1号 H24.3.1 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H24. 2. 29 
東・信越、南関東、中 年金局事業管

承認について 部) 理課長
厚生局社会保険審査官
(関東信越、東海北

陸)
四国厚生支局社会保障
審査官

平成23年度第2冨四半期歳入徴
会計検査院第二局厚生 |歳厚入生徴労収働省目年

年管管発0302第1号 H24.3.2 収額計算書及び同附属証拠書の送 年金局事業管理課 大西耕平 H24.3.2 
付について

労働検査第4課長 金課長局事業管理

年管管発0302第2号 H24. 3. 26 債権発生通知書
年金局事業管理課

本田忠嗣 H23.12.21 
歳入徴収官厚生労働省 年金局事業管

交付金係 年金局事業企画課長 理課長

年管管発0302第3号 H24.3.2 
各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 2. 29 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

成24年3月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0305第2号 H24.3.5 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 栗原秀行 H24.3.5 
日本年金機構リスク竃 年金馬事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

北海道陣東北・関東信
越・東海北陸・近畿・

年管管発0306第1号 H24.3.6 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.3.5 
中国四国・九州厚生局 年金局事業管

提出について 年金審査係 社会保験審査宮、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
v旨h 

E本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東・信越ブ

年管管発0306第2号 H24.3.6 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.3.6 
ロック本部長、南関東 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ブロック本部長、中部 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発0307第2号 H24.3.7 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.5 
日本年金機構業務管理 年金局事業管|

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0307第3号 H24.3.7 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.2 
日本年金機構年金給付 年金局事業嘗

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長
L一一 L 



年管管発0307第4号 H24.3.7 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.5 
日本年金機構業務管理 年金局事業管、

認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構業務管理

年管管発0307第5号 H24.3.7 
特別障害給付金の諸変更の承認に 年金局事業管理諜

安驚恭平 H24.3.7 
部長 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 日本年金機構年金給付 理課長
部長

年管管発0307第6号 H24.3.7 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.5 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0307第7号 H24.3.7 
厚生年金保険障害手当金の支給額 年金局事業管理課

安驚恭 平 H24.2.28 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

変更について 年金給付管理係 部長 理課長

厚生局社会保険審査官

年管管発0308第1号 H24.3.8 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金局事業管理課 栗原秀行 H24.3.8 
(北海道・東北岡関東 年金局事業管

について 信越・東海北陸・近 理課長
畿・中間四国・九州)

日本年金機構障害年金

年管管発0312第1号 H24.3.12 審査請求事件に係る処分取消し等
年金局事業管理諜 田村 明 子 H24.3.8 

業務部長東北・関東 年金局事業管
の承認について 信越・東海北陸厚生局 理課長

社会保険審査官

年管管発0312第2号 H24.3.12 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.3.12 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構リスク・

審査語求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0312第3号 H24.3.12 年金局事業管理課 栗原秀行 H24.3.12 日本年金機構ブロック

分変更について
本部長(東北・中部・

理課長

近畿・九州)

年管菅発0314第1号 H24.3.14 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.12 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0314第2号 H24.3.14 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金属事業管理課

安粛恭平 H24.3.9 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構業務管理

年管管発0314第3号 H24.3.14 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金馬事業管理課

安粛恭平 H24.3.9 
部長 年金局事業管

について 年金給付管理係 日本年金機構年金給付 理課長
部長

年管菅発0314第4号 H24.3.14 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.12 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

座主の承認について 年金給付管理係 部長 理課長
」一一一一一一一 」一一一一



日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信

- 越ブロック本部管理部
年管管発0315第1号 H24.3.15 

審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課
中島 直樹 H24.3.15 長、九州ブロック本部

年金局事業管
の承認について 年金審査係

管理部長、関東信越・
理課長

東海北陸・九州厚生局
社会保険審査官

北海道・東北・関東信

年管管発0316第1号 H24.3.16 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明 子 H24.3.14 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

¥ 提出について 四国・九州厚生局社会 理課長
保険審査官

年管管発0319第1号 H24.3.19 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安藤恭平 H24.3.16 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

厚生年金保険の保険給付及び保按

年管管発0321第1号 H24.3.21 
料の納付の特例等に関する法律第 年金局事業管理課

風間龍介 H24.3.19 年金局総務課長
年金局事業管

2条第9項の規定に係る平成23 厚生年金保険管理係 理課長
年度の国庫負担について

年管管発0321第2号 H24.3.21 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金馬事業管理課

安驚恭平 H24.3.19 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0321第3号 H24.3.21 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.16 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0321第4号 H24.3.21 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安驚恭平 H24.3.19 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0322第1号 H24. 3. 22 擬制取り下げについて(意見書) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.3.21 大阪法務局長
年金局事業管
理課長

歳入徴収官

年管管発0322第2号 H24. 3. 22 
責任準備金相当額の納付の猶予に

年金局事業管理課 大西耕平 H24.3.21 
兵庫県乗用自動車厚生 原生労働省年

ついて 年金基金代表清算人 金課局轟事業管理

日本年金機構障害年金
業務部長
日本年金機構南関東ブ

年管管発0322第3号 H24. 3. 22 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 栗原秀行 H24. 3. 22 ロッ局ク本部管理部長 年金局事業管
承認について 厚生社会保険審査官 理課長

(北海道園東北・関東
信越・近畿・中国四
国)

年管管発0322第4号 H24. 3. 23 
訴えの取下げに対する同意の可否

年金局事業管理諜 小111 哲男 H24.3.22 静岡地方法務局長
年金局事業管

について(田報) 理課長



日本年金機構リスク・

審分査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0323第1号 H24. 3. 22 年金局事業管理課 田村 明 子 一 H24.3. 22 東北・中部・近畿・中

変更について
国・四国・九州ブロツ

理課長

ク本部長

社会保険オンラインシステム(窓
日本年金機構事業企

年金馬事業管理課 画部門担当理事事業 年金局事業管
年管管発0323第2号 H24. 3. 23 口装置)の稼働時間の延長につい

庶務係
半間渉 H24.3.23 

管理部門担当理事 シ 理課長
て

ステム部門担当理事

矯正施設収容中の者への国民年金
日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0326第1号 H24. 3. 26 制度の周知徹底に関する法務省と 年金局事業管理課 青木誠ー H24.3.15 
部門担当理事 理課長

の協力について(通知)

矯正施設収容中の者への国民年金
各地方厚生(支)局 年金局事業管

年管管発0326第2号 H24. 3. 26 制度の周知徹底に関する法務省と 年金局事業管理課 青木誠一 H24.3.15 
年金調整(管理)課長 理課長

の協力について(周知)

年管管発0326第3号 H24. 3. 26 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24. 3. 23 札幌法務局長
年金属事業管
理課長

「国民健康保践法施行令等の一部 地方厚生(支)馬年金
を改正する政令j 及び「国民年金

年金局事業管理課
調整課(年金管理課)

年金局事業管
年管管発0327第2号 H24. 3. 23 法施行規員IJ等の一部を改正する省 上回基 仙 H24. 3. 22 長

令Jの施行に伴う事務の取扱いに
企画係

日本年金機構事業管理
理課長

ついて 部門担当理事

北海道・東北・関東信
越・東海北陸・近畿置

年管管発0327第4号 H24.3.27 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金島事業管理課

中島 直樹 H24.3.21 
中国四国・九州厚生局 年金局事業管

提出について 年金審査係 社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
F届晶『

地方厚生局年金調整課

年管管発0327第5号 H24. 3. 22 
平成23年度健康保険事務指定市町 年金局事業管理課

風間龍介 H24.3.16 
長 年金局事業管

村交付金の交付について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
調整課長

年管管発0328第1号 H24.3.27 再審査請求事件に係る処分変更に
年金属事業管理課 田村明子 H24.3.27 

日本年金機構リスク・ 年金局事業管
ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0328第2号 H24. 3. 28 
事務委託終了後の日本年金機構へ 年金局事業管理課

根本剛 H24.3.27 
農林漁業団体職員共済 年金局事業管

の情報提供について 年金給付菅理係 組合理事長 理課長

「厚生年金保険被保険者記録に係
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0328第3号 H24. 3. 28 る厚生年金基金等への情報提供に 厚生年金保険管理係
高梨大輔 H24. 2. 23 

部門担当理事 理課長
つい'I"J位一部直正I三つじ主



厚生局社会保険審査官

年管管発0328第4号 H24. 3. 28 
審査請求に係る保険者意見の提出

年金島事業管理課 栗原秀行 H24. 3. 28 
(北海道・東北・関東 年金局事業管

について 信越・東海北陸・近 理課長
畿・中国四国・九州)

年管管発0328第5号 H24. 3. 28 
健康保険印紙の形式の改正につい 年金局事業管理課

高梨大輔 H24. 3. 26 
日本年金機構事業管理 年金属事業管

て(機構) 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発0328第6号 H24. 3. 28 
健康保険印紙の形式の改正につい 年金属事業管理謀

高梨大輔 H24. 3. 26 
長 年金局事業管

て(厚生局) 厚生年金保験管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
管理課長

年管管発0328第7号 H24.3.28 
健康保険印紙の形式の改正につい 年金局事業管理課

高梨大輔 H24.3膏 26
健康保険事務指定市町 年金属事業管

て(市町村) 厚生年金保険管理係 村主管課長 理課長

年管管発0328第8号 H24. 3. 28 
年金の裁定等の決定に様る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 3. 26 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年菅管発0328第9号 H24町 3.28
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 3. 23 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消し等
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0329第1号 H24. 3. 28 年金局事業管理課 田村 明 子 H24. 3. 28 業務部長近畿厚生局

の承認について
社会保険審査官

理課長

年管管発0329第2号 H24. 3. 28 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明 子 H24. 3. 28 
日本年金機構南関東ブ 年金局事業管

承認依頼について ロック本部管理部長 理課長

年金給付システムのソフトウェア
株式会社日立製作所公

年管管発0329第4号 H24.3.28 開発に係る「委託要領」の見直し
年金局事業管理課

野口栄治 H24.3刷 27
共システム営業統括本 年金局事業管

について
システム室

圃部・・公・・・共・・営・・・業・・第一部部長
理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

年管管発0329第5号 H24. 3. 29 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 3. 29 
長、北関東信越ブロッ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ク本部長、近畿ブロッ 理課長
ク本部長、九州ブロツ
ク本部長

年管管発0329第7号 H24. 3. 29 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.3.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

鍵麗保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 九州厚生局年金調整課 年金馬事業管

年管管発0330第1号 H24.3.14 地域の指定の取消について(通
厚生年金保険管理係

風間龍介 H24.3.2 
長 理課長

知)

健麗保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0330第2号 H24.3.14 地域の指定の取消について(通
厚生年金保険管理係

風間龍介 H24.3.2 
部門担当理事 理課長

知)



平成23年度における国民年金事
年金局事業菅理課 地方厚生局年金調整課 年金局事業管

年管管発0330第3号 H24. 3. 30 務費交付金等の交付の申請につい
交付金係

本田忠嗣 H24. 3曹 23
長ほか 理課長

て

平成23年度第3・四半期におけ
歳入徴収官

年管管発0330第4号 H24. 3. 30 る歳入徴収額計算書の送付につい 年金局事業管理課 大西耕平 H24.3.29 
会計検査院第二局厚生 厚生労働省年
労働検査第4課長 金局事業管理

て
課長

年管管発0330第6号 H24. 3. 30 
平成23年度における国民年金事 年金局事業管理課

本田忠嗣 H24. 3. 26 
地方厚生(支)局年金 年金局事業管

務費交付金等の交付決定について 交付金係 調整(年金管理)課長 理課長

年管管発0330第7号 H24. 3. 30 
平成23年度における国民年金事 年金局事業管理課

本田忠嗣 H24. 3. 26 
関東信越厚生局年金調 年金局事業管

務費交付金等の交付決定について 交付金係 整課長 理課長


