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文書番号 決裁臼 |件名 起案担当課冨係 起案者 量塞日 施行先 |施行者

年管発0402第1号 H24.4圃2
平成24年度の年金委員の活動等に 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24.3.29 日本年金機構理事長
年金管理審議

ついて(伺い) 監理圃社労士係 F眉晶『

年管発0402第2号 H24.4.2 
平成24年度の年金委員の活動等に 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24.3.29 地方厚生(支)局長
年金管理審議

ついて(伺い) 監理・社労士係 F居晶『

年管発0402第3号 H24.4.2 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 H24.3.30 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 「回晶、

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅
年金管理審議年管発0402第4号 H24.4.2 及び指定代理人の指定について 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 新潟地方法務局長

他 47)
F筒." 

年管発0402第5号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 福岡法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F眉晶『

年管発0402第6号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 青森地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F属&掴軍

年管発0402第7号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 大阪法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について r鼠a司

年管発0402第8号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 大甑法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F眉." 

年管発0402第9号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について .. 鼠『

年管発0402第10号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F昌.. 

年管発0402第11号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 喜田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 官

年管発0402第12号 ~124圃 4.2
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 官

年管発0402第13号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 名古屋法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について r自晶ー司



年管発0402第14号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24圃 4圃 2広島法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国"" 

年管発0402第15号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F属晶『

年管発0402第16号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 仙台法務局長
年金管理審議:

及び指定代理人の指定について 官

年管発0402第17号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶圃軍

年管発0402第18号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 東京法務掲長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F昆"" 

年管発0402第19号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国占『

年管発0402第20号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F居"" 

年管発0402第21号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉由 哲弘 H24.4.2 名古屋法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について p届品『

年管発0402第22号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 那覇地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F属晶圃軍

年菅発0402第23号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について r昌晶=官

年管発0402第24号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 「自4・司

年管発0402第25号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金昂事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶田富

年管発0402第26号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 官



年管発0402第27号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 福井地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 伊国品『

年管発0402第28号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4圃 2仙台法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F民晶E官

年管発0402第29号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶『

年管発0402第30号 H24. 4. 2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 さいたま地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F園晶『

年管発0402第31号 1-124.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 高松法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶、

年管発0402第32号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 大阪法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F員"" 

年管発0402第33号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F眉晶・，

年管発0402第34号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 間山地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F昆-竜

年管発0402第35号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 岡山地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国"" 

年管発0402第36号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 名古屋法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について r園&・，

|年齢04即号 H24圃 4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 東京法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F昌晶『

年管発0402第38号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 福間法務馬長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶『

年管発0402第四号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 名古屋法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F園晶『



年管発0402第40号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F届晶園署

年管発0402第41号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 横浜地方法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 官

年管発0402第42号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4圃 2大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F闘晶圃官

年管発0402第43号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について p居晶、

年管発0402第44号 H24.4圃 2
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金属事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.2 前橋地方法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について p民晶岨官

年管尭0402第45号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 宮崎地方法務島長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶『

年管発0402第46号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.2 広島法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について V酋4幽唱

年菅発0402第47号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務閤長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国:. 

年管発0402第48号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 さいたま地方法務馬畏
年金管理審議

及び指定代理人の指定について r国4・，

年菅発0402第49号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議 l

及び指定代理人の指定について F国"" 

年管発0402第50号 H24.4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.2 名古屋法務昂長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国晶『

年管発0402第引号 H24圃 4.2 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.4.2 札幌法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について F国h・，

年管発0402第53号 H24.4.2 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.2 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国企『



年管発0402第54号 1-124.4.2 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝弘 H24.4.2 高松法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r園=-

年管発0402第55号 H24.4.2 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝弘 H24.4.2 福岡法務崩長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

年管発0404第1号 H24.4.4 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.4.3 金沢地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F自晶司

年管発0406第1号 H24.4.6 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.5 岐車地方法務局長
年金管理審議
F昆晶、

年管発0406第2号 H24.4.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24.4.5 那覇地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発0406第3号 H24.4.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川l哲男 H24.4掴 5横浜地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

年管発0406第4号 H24.4.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川 哲男 H24.4.5 神戸地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F届晶『

障害年金支給停止決定取消請求事 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0410第1号 H24.4.10 件(平成 24年(行ウ)第 10 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.5 括審議宮及び福間法務
号)に係る調査田報について 局長

F国&・，

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
年金管理審議

年管発0410第2号 H24.4.1O 事件(平成 24年(行ウ)第 56 年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.6 括審議官、東京法務局
号)に係る調査回報について 長

r国&ー軍

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅
年金管理審議

年管発0411第1号 H24. 4. 11 及び指定代理人の指定について 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.10 東京法務局長
p臣=-

年管発0411第2号 H24.4圃 11
損害賠償請求事件に係る指定代理

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4圃 10札幌法務局長 年官金管理審議 l

人の指定について

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0411第3号 H24. 4.11 び会計監査の実施について(実施
監査室

下山晴彦 H24. 4. 11 日本年金機構理事長 F国h可

通知)

日本年金機構に対するシステム監
年金局事業企画課

年金管理審議
年管発0416第2号 H24.4圃 16

査の実施について(実施通知)
監査室システム監査 佐藤健悦 H24.4.12 日本年金機構理事長 F属&・.

係

年管発0416第3号 H24.4.18 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小川l哲男 H24.4.12 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について r局晶'宅



損害賠償請求事件(東京地方裁判

年管発0417第1号 H24.4.17 
所 平成24年(ワ)第8231 

年金局事業企画課 本山和也 H24.4.16 東京法務局長
年金管理審議

号)に係る指定代理人の指定につ 官
いて(依頼)

老齢基礎年金一部支給決定取消等
法務省大事官房訟務総

年金管理審議請求事件(大阪地裁平成24年
年管発0417第2号 H24.4圃 17

(行ウ)第48号)に係る調査団
年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.4.16 括審議官大阪法務局 r目4・唱

報について
長

処分取消請求事件(横浜地裁平成 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0418第1号 H24.4.18 24年(行ウ)第 19号)に係る 年金局事業管理課 小川l哲男 H24. 4.12 括審議官，横浜地方法

調査回報について 務局長
F自晶『

年管発0419第1号 H24.4.19 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.18 札幌法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F民晶・，

損害賠償請求事件(東京地方裁判 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0420第1号 H24.4.20 所 平成24年(ワ)第8231 年金局事業企画課 本山和也 H24.4.16 括審議官、東京法務局
官

号)に係る調査回報について 長

損害賠償等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0423第1号 H24.4.22 (行ウ)第 11号)に係る調査回 年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.4.19 括審議官，神戸地方法
報について 務局法務局長

官

障害年金給付不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年菅発0423第2号 H24.4.22 事件(平成24年(行ウ)第 11 年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.19 括審議官、札幌法務局
p眉"'" 

号)に係る調査回報について 長

年管発0423第3号 H25.4.23 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 堀勝博 H25.4.23 名古屋法務局長
年金管理審議
F国"'" 

年管発0423第4号 H24“4.23 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金馬事業管理課 堀勝博 H24.4.23 高知地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶・，

年管発0425第1号 H24.4.25 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.4.24 福岡法務島長
年金管理審議

人の指定について 「民品・.

年管発0425第2号 H24.4.25 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金属事業管理課 本杉 真 一 H24.4.24 仙台法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発0426第1号 H24. 4. 25 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H25.4.25 名古屋法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F昌占『

損害賠償請求事件(札幌地裁平 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0426第3号 H24.4.26 成 24年(ワ)第476号)に係 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.4.23 括審議官及び札幌法務 F届~官

る調査回報について 局長

年管発0426第5号 H24.4.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.4.25 さいたま地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 「民晶ー官



裁決取消等請求事件(仙台地方裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0426第6号 H24.4.26 判所平成24年(行ウ)第8 年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 4. 24 括審議官，仙台法務局
号)に係る調査回報について 長

F匡晶『

遺族厚生年金不支給決定処分取消 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0427第1号 H24.4.27 請求事件(平成24年(行ウ)第 年金局事業管理課 堀勝博 H24.4.23 括審議官、高知地方法
3号)に係る調査回報について 務局長

r闘晶『

障害基礎年金の支給及び障害厚生
年金の額を改定しない旨の処分取 法務省大臣官房訟務総

年金管理審議
年管発0427第2号 H24.4.27 消請求事件(平成24年(行ウ) 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 4. 25 括審議官及び福岡法務

官
第 17号)に係る調査回報につい 局長
て
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課園係 起案者 起塞自 施行先 施行者

取消請求事件(平成24年(行 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0507第1号 H24.5.7 ウ)第9号)に係る調査回報につ 年金局事業管理課 小川哲男 H24.4.25 括審議官，さいたま地

いて 方法務局長
F届晶司

年管発0507第2号 H24圃5.7 行政事件訴訟の実施依頼及び代理
年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.5.7 盛開法務局長

年金管理審議
人の指定について F眉晶『

年管発0508第1号 H24.5.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理諜 本杉真一 H24.5.7 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について p昆"" 

年管発0508第2号 H24.5.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小JII 哲男 H24圃5.8広島法務局長 年金管理審議|
人の指定について F国晶『

時効特例給付不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0508第3号 H24.5.8 事件(平成24年(行ウ)第4 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.5.8 括審議官及び盛岡法務

号)に係る調査回報について 眉長
F国晶『

年管発0508第4号 H24.5.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.5.7 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について F国晶『

通算遺族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0509第1号 H24.5.8 事件(平成24年(行ウ)第 10 年金局事業管理課 小川哲男 H24.5.8 括審議官，広島法務局
号)に係る調査回報について 長

F昌"" 

慰謝料請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0511第1号 H24. 5. 8 (ハ)第 9388号)に係る調査 年金局事業管理課 堀勝博 H24.5.8 括審議官、東京法務局
回報について 長

F国晶 "

年管発0518第1号 H24.5.18 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.5.10 名古屋法務局
年金管理審議

人の指定について p国"" 

年管発0522第1号 H24園5.18
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金属事業管理課 小川 哲男 H24圃5.18
東京法務局長，札幌法 年金管理審議

代理人の指定について 務局長，仙台法務局長 F国晶『・

日本年金機構が行う「地域年金展
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0525第1号 H24.5園24聞事業』への支援副協力について
監理圃社労士係

立花慎太郎 H24.4圃26地方厚生(支)島長
官

(伺い)

日本年金機構理事長、
国家公務員共済組合連

年管発0529第1号 H24圃5.29
国民年金・厚生年金保険障害認定 年金高事業管理課

長尾忍 H24圃5.22
合会理事長、地方公務 年金管理審議

基準の一部改正について 障害認定企画係 員共済組合連合会理事 F闘4・奮

長、日本私立学校振
輿圃共済事業団理事長
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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0601第1号 H24. 6. 1 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.5.31 神戸地方法務局長
年金管理審議

人の指定について 宮

年管発0605第1号 ト124.6.5
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小川l哲男 H24.6.4 横浜地方法務屑長
年金管理審議

人の指定について r国=-

年管発0608第1号 H24.6.8 
平成24年度国民年金事務費交付 年金局事業管理課

本田忠嗣 H24.6.5 地方厚生(支)崩長
年金管理審議

金等の概算交付申請について 交付金係 r国晶画.

年管発0608第2号 H24.6.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.6.6 水戸地方法務局長
年金管理審議

人の指定について F国晶『

日本年金機構の業務運営に関する
年金局事業企画課 年金管理審議年管発0608第3号 H24圃 6.8省令の一部を改正する省令の公布 池田陽 平 H24. 6. 8 日本年金機構理事長

について
企画保 F目=-

厚生年金保険脱退処分等無効確認
法務省大臣官房訟務総

年管発0612第1号 H24.6.12 
等請求事件(平成24年(行ウ)

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 6. 7 括審議官，横浜地方法
年金管理審議

第 34号)に係る調査回報につい
務局長

F居晶『

て

年管発0613第1号 H24圃 6.13 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小川哲男 H24.6.12 福岡法務局長
年金管理審議

人の指定について 官
国

年管発0613第2号 H24.6.13 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小JiI 哲男 H24. 6. 12 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について F国晶『

年菅発0613第3号 H24.6.13 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24.6.8 神戸地方法務局長
年金管理審議

人の指定について F属=-

年金記録確認申立棄却処分取消等
法務省大臣官房訟務総

年管発0614第1号 H24.6.12 
請求事件(平成 23年(行ウ)第

年金属事業管理課 堀勝博 H24. 6. 7 括審議官、東京法務局
年金管理審議

724号外1件)に係る調査国 F国=-

報について
長

年管発0614第2号 H24.6.12 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 6. 7 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r昌晶・，
関胆

老齢基礎年金決定処分取消等請求 法務省大事官房訟務総
年金管理審議

年管発0619第1号 1-124.6.19 事件(平成24年(行ウ)第 29 年金局事業管理課 小川哲男 H24.6.12 括審議官，福岡法務局
号)に係る調査回報について 長

F闘晶『

差押処分等取消請求事件(平成2 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年菅発0620第1号 H24酬 6.204年(行ウ)第4号)に係る調査 年金局事業管理課 小林 良 和 H24.6.19 括審議官及び熊本地方
回報について 法務局長

F国‘. 



障害年金給付裁定請求却下処分取
法務省大臣官房訟務総;開請求事件(平成24年(行ウ) 年金管理審議年管発0620第2号 H24.6.20 

第 109号)に係る調査回報につ
年金局事業管理課 堀勝 博 H24. 6.19 括審議官、大阪法務局

官
いて

長

年管発0620第3号 H24.6.20 
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小林 良 和 H24. 6.19 熊本地方法務局長
年金管理審議

人の指定について F目晶『

年管発0620第4号 H24.6.20 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24.6.19 大販法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発0621第1号 H24.6.21 
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. 6. 19 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 官

障害者雇用の促進に向けた取組の 年金用事業企画課
独立行政法人年金圃

年金曹理審議
年管発0626第1号 H24.6圃 26 鈴木 秀男 H24圃 6.25健康保険福祉施設整理

推進について(要請) 企画係
機構理事長

宮

年管発0626第2号 H24.6.26 
障害者雇用の促進に向けた取組の 年金局事業企画課

鈴木 秀男 H24. 6. 25 日本年金機構理事長
年金管理審議

推進について(要請) 企画係 F届." 

年管発0628第1号 H24.6.28 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.6.27 福岡法務届長
年金管理審議
F目晶『

年管発0628第2号 H24.6.28 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 本杉真 一 H24.6.28 宮崎地方法務局長
年金管理審議
「自‘司

年管発0629第1号 H24. 6. 28 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24圃 6.28名古屋法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F首晶『
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文書番号 決裁日 |件名 起案担当課園係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発0703第1号 1-124.7.3 損害賠償請求事件に係る指定代理
年金局事業管理課 小川 哲男 H24. 6. 28 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について 「国晶『

損害賠償請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0703第2号 1-124.7.3 (少コ)第 1376号)に係る調 年金局事業管理課 小川 哲男 H24. 6. 28 括審議官，東京法務局
査団報について 長

F民." 

年管発0703第3号 1-124.7.3 
行政事件訴の実施依頼及び指定代

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.7.3 大阪法務局長
年金管理審議

理人の指定について F園&司

年管発0705第1号 H24. 7固 4
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小林 良 和 H24. 7固 4岡山地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国企『

障害基礎年金給付等不支給処分取
法務省大臣官房訟務総

消請求事件(平成24年(行ウ) 年金管理審議
年菅発0705第2号 1-124.7.5 

第52号)に係る調査回報につい
年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.7.3 括審議官及び大阪法務

F昌." 

て
局長

年管発0705第4号 1-124.7.5 
判決に対するよ訴の要否について

年金局事業管理課 本杉 真 一 1-124.7.5 宮崎地方法務局長
年金管理審議

(再回報) 官

年管発0706第1号 H24.6.28 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上田基仙 H24.6.27 日本年金機構理事長
年金管理審議

する省令の施行について(通知) 企画係 p国晶司

年管発0706第2号 H24.6.28 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上田基仙 H24.6.27 地方厚生(支)局長
年金管理審議

する省令の施行について(通知) 企画係 F民品・官

年管発0709第1号 H24.7.6 
「国民年金市町村事務処理基準J 年金局事業管理課

菊地 英 明 H24.7.6 地方厚生(支)局長
年金管理審議

の一部改正について 国民年金管理係 p百&吋

年管発0709第2号 1-124.7.6 
「国民年金市町村事務処理基準』 年金局事業管理課

菊地 英 明 H24.7.6 日本年金機構理事長
年金管理審議

の一部改正について 国民年金管理係 F扇晶『

年管発0709第3号 H24.7.9 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.7.6 福間法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国'" 

年管発0710第1号 H24. 7. 10 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝 博 H24.7.9 京都地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

年管発0710第2号 H24. 7. 10 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 7. 10 神戸地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F眉‘『

遺族厚生年金不支給処分等取消請
法務省大臣官房訟務総

年管発0712第1号 H24. 7. 12 
求事件(福岡地方裁判所平成2

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.7.9 括審議官，福岡法務局
年金管理審議

4年(行ウ)第35号)に係る調 r昌晶圃官

査回報について
長



障害基礎年金不支給決定取消等請
法務省大臣官爵訟務総

求事件(大阪地方裁判所平成2 年金管理審議
年管発0712第2号 H24. 7. 12 

4年(行ウ)第 66号，同 71 
年金局事業管理課 本杉真一 H24. 7. 10 括審議官，大阪法務居

官
号)に保る調査回報について

長

障害基礎年金請求事件(平成24 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0712第3号 H24. 7. 12 年(行ウ)第 20号)に係る調査 年金局事業管理課 堀勝博 H24.7.9 括審議官、京都地方法
回報について 務局長

F旨晶『

年管発0712第4号 H24. 7固 12
行政事件訴訟の実施依頼及び代理

年金局事業管理課 小川l哲男 H24. 7. 10 函館地方法務島長
年金管理審議

人の指定について 官

年金支給額変更決定取消請求事件 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0712第5号 H24. 7. 12 (平成 24年(行ウ)第2号)に 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 7.10 括審議官，函館地方法
保る調査囲報について 務局長

F園"" 

年管発0718第1号 H24圃 7.18
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24. 7. 13 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

年管発0718第2号 H24. 7. 18 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 7.13 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F畠"" 

年管発0719第1号 H24. 7. 19 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金崩事業管理課 小川 哲男 H24. 7.18 東京法務居畏
年金管理審議

代理人の指定について F鼠‘・，

年管発0720第1号 H24. 7. 20 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金屑事業企画課

下山晴彦 H24. 7.17 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同晶'官

日本年金機構/::対する業務監査及

年管発0720第2号 H24. 7圃 20
び会計監査 (24年10月-25年1月 年金局事業企画課

下山 晴彦 H24. 7.17 日本年金機構理事長
年金管理審議

実施分)の実施について(実施通 監査室
F自晶『

知)

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0720第3号 H24.7.20 

(結果通知)
監査室システム監査 佐藤 健 悦 H24. 7. 18 日本年金機構理事長 F国晶、
係

障害者年金等請求事件(東京地方

年管発0723第1号 H24圃 7.22
裁 判所平成 22年(行ウ)第6

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24圃 7.19 東京法務局長
年金管理審議

08号)に係る和解の応否等につ 官

いて(回報)

久保田伸枝、小沢忠
彦、社団法人全国社会

「障害年金の認定(眼の障害)に 年金局事業管理課
保検協会連合会社会保

年金管理審議
年管発0724第1号 H24. 7圃 24

関する専門家会合』について 障害認定企画係
長尾忍 H24.7.23 険群馬中央総合病院病

F民"" 
院長、近畿大学医学部
長、医療法人社団済安
堂井上眼科病院理事長



年管発0725第1号 H24. 7. 17 国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課
上田 基仙 H24. 7. 13 日本年金機構理事長

年金管理審議
する省令の施行について(通知) 企画係 官

年管発0725第2号 H24. 7. 17 国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課
上田基仙 H24. 7. 13 地方厚生(支)局長

年金管理審議
する省令の施行について(通知) 企画係 官

国民年金の後納保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0725第4号 H24. 7.17 場合に納付する額を定める件につ 上田基仙 H24. 7. 13 日本年金機構理事長
いて(通知)

企画係 宮

国民年金の後納保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0725第5号 H24. 7.17 場合に納付する額を定める件につ 上回基仙 H24. 7.13 地方厚生(支)局長
いて(通知)

企画係 官

雇用保険法等の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う関係政令の

年金局事業管理課 年金管理審議
年管発0725第6号 H24.7.25 整備等及び経過措置に関する政令 上田 基 仙 H24.7.24 日本年金機構理事長

の一部を改正する政令等の施行に
企画係 宮

ついて(通知)

年管発0725第7号 H24.7.25 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 本杉真一 H24.7.25 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について

p匡晶圃唱

損害賠償請求控訴事件(平成24
法務省大臣官房訟務総 年金管理審議

年管発0727第4号 H24.7.27 年(ネ)第391 5号)に係る調 年金局事業企画課 清水尊幸 H24.7.26 
査回報について

括審議官 官

損害賠償請求控訴事件(平成24 年金管理審議
年管発0727第5号 H24.7.27 年(ネ)第3915号)に係る調 年金局事業企画課 清水尊幸 H24.7.26 東京法務局長

査回報について
F園晶『

年金記録訂正請求事件(平成24 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0727第6号 H24.7.27 年(行ウ)第7号)に係る調査回 年金局事業管理課 小林良和 H24. 7. 25 括審議官及び岡山地方
報について 法務局長

官

年管発0731第1号 H24.7.31 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.7.27 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F自晶司

障害基礎年金不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0731第2号 H24.7.31 事件(平成24年(行ウ)第 12 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.7.27 括審議官及び大阪法務
7号)に係る調査回報について 局長

F昌晶『

健康保険法施行規則等の一部を改
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0731第3号 H24.7.30 正する省令の施行について(通 上回 基仙 H24.7.26 日本年金機構理事長
知)

企画係 宮

健康保険法施行規則等の一部を改
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0731第4号 H24.7.30 正する省令の施行について(通 上回基 仙 H24.7.26 地方厚生(支)局長
知)

企画係 官



厚生年金保険の第四種被保険者の

年管発0731第5号 H24.7.31 
保険料を前納する場合の期間及び 年金局事業管理課

風間龍介 H24. 7. 11 日本年金機構理事長
年金管理審議

納付すべき額の告示について(通 厚生年金保険管理係 p国晶画'

知)

年管発0731第6号 H24.7.31 
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 H24.7.30 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(平成24事業年度) 監査室監査係 宮
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文書番号 - 決裁日 |件名 起案担当課園保 起案者 起案日 施行先 撞fi者

年管発0808第1号 H24.8圃 8
決定に対する即時抗告の要否につ

年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.8.7 函館地方法務島長
年金管理審議

いて p昆ι.唱

年管発0808第2号 H24.8.8 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.8.7 松江地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

日本年金機構等に対するシステム 年金局事業企画課
年金管理審議年管発0809第1号 H24.8.9 監査 (24年10月 ~25年3月実施 監査室システム監査 佐藤健挽 H24.8.9 日本年金機構理事長

分)の実施について(実施通知) {系
r自晶司

年管発0809第2号 H24.8.9 
業務監査及び会計監査の実施につ 年金局事業企画課

下山晴彦 H24.8.6 日本年金機構理事長
年金管理審議

いて 監査室 伊闘品・咽

厚生年金保険法施行規則等の一部
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0810第1号 H24.7.27 を改正する省令の施行について 上田基仙 H24.7.26 日本年金機構理事長
(通知)

企画係 F国A・，

厚生年金保険法施行規則等の一部
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0810第2号 H24.7.27 を改正する省令の施行について 上田基仙 H24.7.26 地方厚生(支)局長
(通知)

企画係 F昂晶『

再審査請求裁決取消請求事件(水 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0810第3号 H24.8.10 戸地 裁平成24年(行ウ)第5 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 8明 10括審議官及び東京法務
号)に係る調査回報について 局長

官

障害基礎年金不支給取消請求事件
法務省大臣宮房訟務総

年管発0810第4号 H24.8.10 
(大阪地裁平成24年(行ウ)

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.8.10 括審議官及び大阪法務
年金管理審議

第 105号)に係る謂査囲報につ
局長

F国'" 

いて

l木消請又栢求味事限件帽(付平不成支2給4決年定(処行分ウ取) r 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0813第1号 H24.8.6 
第 132号)に係る調査回報につ

年金局事業管理課 堀勝博 H24.7.31 括審議官、大阪法務局 F眉晶司

いて
長

年管発0815第1号 H24.8.15 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理謀 小川哲男 H24.8.13 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r届晶ー，

年管発0821第1号 H24.8.21 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.8.21 札幌法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F闘-官

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

年管発0823第1号 1-124.8.23 
事件(東京地裁平成24年(行

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 8園 23括審議官及び東京法務
年金管理審議

ウ)第404号)に係る調査回報 F自晶司

について
局長

年管発0824第1号 H24.8.24 
損害賠償請求事件に係る指定代理

年金局事業管理課 小林 良 和 H24.8.23 東京法務局
年金管理審議

人の指定について F国晶『



年管発0824第2号 H24.8圃 24行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 堀勝博 H24.8.24 福岡法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 官

年管発0824第3号 H24.8.24 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.8.22 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発0824第4号 H24.8.24 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.8.24 神戸法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F崩-雪

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

年管尭0824第5号 H24圃 8.24事件(東京地方裁判所平成24
年金局事業管理課 本杉真 一 H24.8.24 括審議官，東京法務局

年金管理審議
年(行ウ)第359号)に係る調 r自晶司

査回報について
長

障害給付年金不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0827第1号 H24.8.24 事件(平成24年(行ウ)第47 年金局事業管理課 堀勝博 H24.8.24 括審議官、福岡法務局
号)に係る調査回報について 長

F眉品『

裁決等の無効等確認請求事件(平 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0827第2号 H24.8.24 成24年(行ウ)第21号)に係 年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.8.24 括審議官及び札幌法務
官

る調査回報について 局長

独立行政法人年金聞健康保険福祉 独立行政法人年金圃健
年金管理審議

年管発0828第2号 H24.8.28 施設整理機構の会計監査人の選任 年金局事業企画課 清水尊幸 H24.8.27 康保険福祉施設整理機 F園晶『

について(平成24事業年度) 構理事長尾身蔑

老齢厚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0830第1号 H24.8.30 事件(平成24年(行ウ)第23 年金局事業管理課 小川哲男 H24.8.29 括審議官札幌法務局 F届&・z

号)に係る調査回報について 長

再審査請求棄却裁決取消請求事件 法務省大臣官麗訟務総
年金管理審議

年管発0831第1号 H24.8.30 (平成24年(行ウ)第 139 年金局事業管理課 堀勝博 H24.8.30 括審議官、大阪法務局 F自晶司

号)に係る調査回報について 長

子ども・子育て支援法及び就学前
の子どもに関する教育、保育等の

年管発0831第2号 H24.8.31 総合的な提供の推進に関する法律 年金局事業企画課
池田陽 平 H24.8.31 日本年金機構理事長

年金管理審議
の一部を改正する法律の施行に伴 企画係 F回晶E置

う関係法律の整備等に関する法律
の公布について(通知)

」ー



年金島施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課 E 係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発0903第1号 H24.9.3 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川l哲男 H24.8.28 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F自ゐ司

年管発0903第2号 H24.9.3 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24.8.28 札幌法務眉長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶・軍

年管発0903第3号 H24.9.3 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真一 H24. 8. 28 さいたま地方法務高長 年官金管理審議|
代理人の指定について

年管発0903第4号 H24.9.3 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 8. 28 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F回ι百

年管発0904第1号 H24.9.4 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24圃9.4大阪法務島長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶・，

独立行政法人年金・健康保険福祉

年管発0904第2号 H24.9.4 
施設整理機構における平成23年

年金局事業企画課 清水尊幸 H24.9.4 
藤入徴収官厚生労働 年金管理審議

度分の国庫納付金の債権発生通知 省年金局事業企画課長 官
について

独立行政法人年金・健康保険福祉

年管発0904第3号 H24. 9. 4 
施設整理機構における平成23年

年金局事業企画課 清水尊幸 H24. 9園 4
購入徴収官軍生労働 年金管理審議

度分の国庫納付金の債権発生通知 省年金局事業企画課長 p国品『

について

独立行政法人年金・健康保険福祉

年管発0904第4号 H24.9.4 
施設整理機構における平成23年

年金局事業企画課 清水尊幸 H24.9.4 
歳入徴収官厚生労働 年金管理審議

度分の国庫納付金の債権発生通知 省保険局長
F園晶圃.

について

損害賠償請求事件(東京簡易裁判 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0906第1号 H24.9.6 所平成24年(ハ)第 1810 年金局事業管理課 本杉 真 一 H24.9.3 括審議官，東京法務局
F国‘・，

4号)に係る調査団報について 長

年管発0906第2号 H24.9.6 
不当利得返還請求事件に係る指定

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.9.5 札幌法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

健康保険法・厚生年金保険一括適

年管発0907第1号 H24. 9. 6 
用承認基準及び全国健康保険協会 年金局事業管理課

片谷大介 H24.9.4 日本年金機構理事長
年金管理審議

管掌健康保険・厚生年金保険一括 厚生年金保険管理罷 F闘"" 

適用取扱要領の改正について

健康保険圃厚生年金一括適用承認

年管発0907第2号 H24.9.6 
基準及び全国健康保険協会管掌健 年金局事業管理課

片谷大介 H24.9.4 地方厚生(支)局長
年金管理審議

康保険・厚生年金保険一括適用取 厚生年金保険管理係 「国晶~

扱要領の改正について



年管発0907第3号 H24.9.7 
東北厚生年金病院譲受けに係る要

年金局事業企画課 大津昭彦 H24.9.4 宮城県知事
年金管理審議

望について(照会) F回-噌

年管発0907第4号 H24.9.7 
東北厚生年金病院譲受けに係る要

年金局事業企画課 大津昭 彦 H24.9.4 仙台市長
年金管理審議

望について(照会) F昌品・，

東北厚生年金病院譲受けに保る要
独立行政法人年金圃健

年金管理審議年管発0907第5号 H24.9.7 
望について(照会)

年金局事業企画課 大j畢昭彦 H24.9.4 康保険福祉施設整理機
F局-事

構理事長

厚生年金保険の保険給付及び国民
年金局事業管理諜 年金管理審議年管発0907第6号 H24.9.7 年金の給付を受ける権利に係る消 鹿間等 H24.9.4 日本年金機構理事長

滅時効の援用の取扱いについて
年金給付管理係 F国晶『

厚生年金保険の保険給付及び国民
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0907第7号 1-124. 9. 7 年金の給付を受ける権利に係る消 鹿間等 H24.9.4 地方厚生(支)局長
滅時効の援用の取扱いについて

年金給付管理係 r園品・唱

不作為の違法確認請求事件(平成 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0907第8号 1-124.9.7 24年(行ウ)第371号)に係 年金局事業管理課 小川l哲男 H24.9.6 括審議官，東京法務局
F国!:o 

る調査団報について 長

処分取消請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0907第9号 H24.9.7 (行ウ)第480号)に係る調査 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 9. 6 括審議官，東京法務届 p昌品『
回報について 長

不当利得返還請求事件(札幌地裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0907第10号 1-124.9.7 平成24年(ワ)第 1672号) 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.9.6 括審議官及び札幌法務
に係る調査回報について 局長

官

損害賠償請求事件(東京地方裁判

年管発0919第1号 H24.9.18 
所 平成24年(ワ)第8231号)に

年金局事業企画課 本山 和也 H24.9.18 東京法務局長
年金管理審議

係る指定代理人の変更について F国&・軍

(依頼)

年管発0919第3号 H24.9.18 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 9.12 福岡法務局長
年金管理審議

代理人の指定について
F国晶幽唱

年管発0919第4号 H24.9.18 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川l哲男 H24.9.12 津地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国&・司

行政事件訴訟の実施依頼及び指定 年金管理審議
年管発0919第5号 H24.9.18 

代理人の指定について
年金局事業管理課 小JII 哲男 H24.9.12 東京法務局長 F旨晶同宣



年管発0919第6号 H24.9.19 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 本杉真 一 H24.9.19 東京法務局長 2金管理審議 l

年管発0920第1号 H24.9.20 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 堀勝博 H24.9.19 名古屋法務島長
年金管理審議
F届晶『

年管発0921第1号 H24.9.21 
東京北社会保険病院の譲受けに係

年金局事業企画課 大津昭 彦 H24.9.19 東京都知事
年金管理審議

る要望について(照会) r昆晶ー.

年管発0921第2号 H24.9.21 
東京北社会保険病院の譲受けに係

年金局事業企画課 大津昭憲 H24.9.19 北毘長
年金管理審議

る要望について(照会) F昌晶『

東京北社会保険病院の譲受けに係
独立行政法人年金・健

年金管理審議
年管発0921第3号 H24.9.21 年金局事業企画課 大理昭 彦 H24. 9.19 療保険福祉施設整理機

る要望について(照会)
構理事長

官

年管発0921第4号 H24.9.21 
損害賠償等請求事件に係る指定代

年金局事業管理課 堀勝博 H24.9.20 東京法務局長
年金管理審議

理人の指定について F毘晶、

年管発0921第5号 H24.9.21 
損害賠償請求事件に係る指定代理

年金局事業管理課 小林良和 H24.9.21 大阪法務局
年金管理審議

人の指定について F届晶司

厚生年金保険法第 100条の 10 

年管発0924第1号 H24.9.24 
等の規定により日本年金機構に対 年金局事業管理課

風間龍介 H24. 9園 21法務省民事局長
年金管理審議

して事務委託された際の登記嘱託 厚生年金保険管理係 F国占『

の様式について(照会)

行政訴訟事件(平成24年(行 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0925第1号 H24.9.25 ウ)第48号)に係る調査回報に 年金局事業管理課 小川 哲男 H24.9.14 括審議官，福間法務局 F園晶『
ついて 長

障害認定の認定理由の訂正請求事 法務省大臣宮房訟務総
年金管理審議

年管発0925第2号 H24.9.25 件(平成24年(行ウ)第 10 年金局事業管理課 小川哲男 H24.9.14 括審議官，津地方法務 p届品噌

号)に係る調査回報について 局長

損害賠償等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0925第3号 H24.9.25 (ワ)第23485号)に係る調 年金局事業管理課 堀勝博 H24. 9. 21 括審議官、東京法務愚 F国-唱

査田報について 長

年管発0926第2号 H24.9.26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉 真一 H24.9.20 岡山地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F眉晶『

障害基礎年金不支給決定取消等請
法務省大臣官房訟務総

年管発0926第3号 H24.9.26 
求事件(岡山地方裁判所平成2

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24. 9. 21 括審議官，岡山地方法
年金管理審議

4年(行ウ)第 16号)に係る調 F園晶ー，

査団報について
務局長



保険料過誤納にかかわる慰謝料等
年金管理審議

年管発0927第1号 H24.9.27 請求事件に係る指定代理人の指定 年金局事業管理課 堀勝 博 H24.9.26 神戸地方法務局長
について

官

大橋正洋、慶慮義塾大

『障害年金の認定(高次脳機能障
学医学部長、鹿児島県

年管発0927第2号 H24.9.27 害等)に関する専門家会合」につ
年金局事業管理課

長尾忍 H24.9.25 
知事、日本年金機構障 年金管理審議

障害認定企画係 害年金業務部長、国立 宮
いて

障害者リハビリテー
ションセンター総長

損害賠償請求事件(平成24年
法務省大臣官房訟務総

年金管理審議
年管発0928第1号 H24. 9. 25 

(ワ)第9652号
年金局事業管理課 小林 良和 H24.9.21 括審議官及び大阪法務

官
局長
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文書番号 決裁日 件名 超案担当課圃係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発1003第1号 H24.10.2 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.10.2 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発1004第1号 1-124.10贋 4
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24.10.3 大販法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F属晶『

年管発叩10第1号 H24. 10. 10 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金属事業管理課 吉田哲弘 H24.10.9 千葉地方法務局
年金管理審議

代理人の指定について F国." 

障害厚生年金不支給処分取消等請
法務省大臣官房訟務総

求事件(神戸地方裁判所平成2 年金管理審議
年管発1010第2号 H24. 10. 10 

4年(行ウ)第39号)に係る調
年金局事業管理課 本杉真 一 H24.9.25 括審議官，大阪法務局

官
査団報について

長

年金時効特例法不適用の処分取消 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1010第3号 H24. 10. 10 請求事件(平成24年(行ウ)第 年金局事業管理課 本杉真一 H24. 9圃26括審議官、神戸地方法
34号)に探る調査回報について 務局長

官

処分取消請求事件(さいたま地方 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発10叩第4号 H24. 10. 10 裁判所 平 成24年(行ウ)第2 年金屑事業管理課 本杉 真 一 H24.10.4 括審議官，さいたま地
4号)に係る調査回報について 方法務局長

「白晶、

年管発1011第1号 H24. 10. 11 
健康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 H24.9.24 下市町長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理係 r民‘・官

年管発1011第2号 H24. 10. 11 
健康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 H24.9.24 黒滝村長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理保 官

年管発1011第3号 H24. 10. 11 
健康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 H24.9圃24天川村長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理係 官

年管発1011第4号 H24. 10. 11 
健康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 H24.9.24 十津川村長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理係 F旨晶司

年管発1011第5号 H24圃10.11 
健康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 H24.9.24 東吉野村長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保隙管理係 r屈&ー，

年管発1011第6号 H24圃10.11 
健康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. 9. 24 東洋町長
年金管理審議

地域の取消について(通知) 厚生年金保険管理保 F昌占『

年管発1012第1号 H24. 10. 11 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 10. 11 東京法務局長 年官金管理審議 I
代理人の指定について

年管発1012第2号 H24. 10. 11 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 10. 11 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r昌." 
」 一 一



年管発1012第3号 H24. 10. 11 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 小川l哲男 H24. 10. 11 高松法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F届晶『

年管発1012第9号 H24. 10. 12 厚生年金保険料等の納付の猶予に 年金局事業管理課
風間 龍介 H24. 9. 21 日本年金機構理事長

年金管理審議
ついて 厚生年金保険管理係 F園." 

年管発1012第10号 H24. 10. 12 厚生年金保険料等の納付の猶予に 年金局事業管理課
風間 龍介 H24. 9. 21 地方厚生(支)局長

年金管理審議
ついて 厚生年金保険管理係 F国晶司

年管発1012第13号 H24. 10. 12 行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 10. 11 東京法務局長

年金管理審議
定について 官

年管発1012第14号 H24圃 10.12 行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 10固 11高松法務局長

年金管理審議
定について F昌』百

年管発1012第15号 H24. 10圃 12行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 10. 11 名古屋法務局長

年金管理審議
定について r国品『

年管発1012第16号 H24. 10. 12 行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉 真 一 H24. 10. 11 名古屋法務局長

年金管理審議
定について 官

年管発1012第17号 H24. 10. 12 行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金屑事業管理課 本杉 真一 H24. 10. 11 大阪法務局長

年金管理審議
定について r自品目司

年管尭1012第18号 1124.10開 12行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 10. 11 東京法務局長

年金管理審議
定について F民." 

年管発1012第19号 H24. 10. 12 行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉真 一 H24. 10. 11 東京法務局長

年金管理審議
定について F国晶『

年管発1012第20号 H24圃 10.12行政事件訴訟等の指定代理人の指
年金局事業管理課 本杉真 一 H24. 10. 11 東京法務局長

年金管理審議
定について F国晶司

国民年金障害基礎年金不支給処分
法務省大臣官房訟務総

年管発1015第1号 H24. 10. 15 取消請求事件(平成24年(行
年金局事業管理課 堀勝博 H24. 10. 11 括審議宮、東京法務局

年金管理審議
ウ)第559号)に係る調査回報

長
官

について



国民年金障害基礎年金不支給処分
法務省大臣官房訟務総

年管発1015第2号 H24. 10. 15 
取消請求事件(平成24年(行

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 10. 11 括審議官、東京法務局
年金管理審議

ウ)第 560号)に係る調査田報 F匡晶，

について
長

国民年金障害基礎年金不支給処分
法務省大臣官房訟務総

年管発1015第3号 H24. 10. 15 
決定取消等事件(平成24年(行

年金島事業管理課 小杉 光 恵 H24. 10. 11 括審議官及び奈良地方
年金管理審議

ウ)第 17号)に係る調査回報に
法務局長

r園ι， 

ついて

年管発1015第4号 H24. 10. 15 
行政訴訟事件に実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 10. 11 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F属晶司

年管発1017第1号 H24. 10. 17 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川 哲男 H24園 10.16東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F闘." 

年管発1018第1号 H24. 10. 18 
審査請求胸再審査請求事件の増加 年金局事業管理課

市川 幸 伸 H24. 10. 16 厚生労働省保障局長
年金管理審議

に対する対応について(回答) 年金審査係 F国晶『

年管発1019第1号 H24圃10圃19
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小杉 光恵 H24. 10. 19 奈良法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r国晶、

年管発1022第1号 H24. 10圃22
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 10. 19 さいたま地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F居." 

年管発1022第2号 H24.10.22 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 10. 19 東京法務局長 年官金管理審議 ! 
代理人の指定について

由民年金納付月訂正等請求事件 法務省大臣官房訟務総
年官金管理審議 I年管発1022第3号 H24.10.22 (平成24年(行ウ)第 11号) 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 10. 19 括審議官，高松法務局

に係る調査回報について 長

裁決取消等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1022第4号 H24.10.22 (行ウ)第 33号)に係る調査団 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 10. 19 括審議官，さいたま地 r田-ー酒
報について 方法務局長

年管発1022第5号 H24.10.22 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝 博 H24. 10. 19 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r昌." 

(社)全圏社会保険協会連合会及

年管発1023第2号 H24.10.23 
び独立行政法人年金・健康保険福 年金局事業企画課

中村和弘 H24. 10.23 
(社)全国社会保険協 年金管理審議

祉施設整理機構に対する監督権限 監理 E 社労土保 会連合会理事長 r自晶=司

に基づく文書の発出について

(社)全国社会保険協会連合会及 (独)年金圃健康保険
年管発1023第3号 H24.10.23 

び独立行政法人年金網健康保険福 年金局事業企画課
中村和弘 H24圃10.23福祉施設整理機構理事

年金管理審議
祉施設整理機構に対する監督権限 監理圃社労士係 r昌." 

に基づく文書の発出について
長

」一…



障害基礎年金額改定処分取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1023第4号 H24圃10圃23事件(平成 24年(行ウ)第 55 年金局事業管理課 堀勝博 H24.10同 23括審議官、東京法務局

7号)に係る調査回報について 長
F国&・.

障害給付不支給処分取消請求事件 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1023第5号 H24.10.23 (平成 24年(行ウ)第 601 年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.10.23 括審議官及び東京法務

号)に係る調査回報について 局長
官

年金保険料納付確認請求事件(平 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1024第1号 H24.10.24 成 24年(行ウ)第 604号)に 年金局事業管理課 小川哲男 H24.10.23 括審議官，東京法務局
係る調査回報について 長

F国晶~

年管発1024第2号 H24.10.24 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24.10.24 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶圃置

障害基礎年金不支給処分等取消請
法務省大臣官房訟務総

年管尭1024第3号 H24.10.24 
求事件(大阪地方裁判所平成2

年金局事業管理課 本杉 真一 H24.10.24 括審議官，大阪法務局
年金管理審議

4年(行ウ)第 193号)に係る F自=-
調査回報について

長

平成23年度年金特別会計(健療勘

年菅発1029第1号 H24.10.29 
定、児童手当及び子ども手当勘定 年金局事業企画課

植木 和 宏 H24. 10圃26大臣官房会計課長
年金管理審議

を除く)に係る財務書類の大臣官 会計室決算係 F昆晶司

房会計課長あて提出について

年管発1029第2号 H24圃10.29
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

佐藤 正人 H24. 10. 16 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闘:. 

年管発1030第1号 H24.10.23 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上田基仙 H24. 10. 18 日本年金機構理事長
年金管理審議

する省令の施行について 企画係
F国晶司.

年管発1030第2号 H24. 10.23 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上田基仙 H24.10司18地方厚生(支)局長
年金管理審議

する省令の施行について 企画係 r目晶、

障害年金不支給決定取消請求事件 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1031第1号 H24圃10圃31 (平成24年(行ウ)第 47号) 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.10.30 括審議官及び千葉地方 F居晶~

に係る調査回報について 法務局長



年金崩施行簿
文書番号 決裁日 l件名 起案担当課 E 係 起案者 起案日 施行先 施行者

社会保険審査会の裁決の取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1101第1号 H24. 10.31 事件(平成24年(行ウ)第21 年金局事業管理課 堀勝博 H24.10.30 括審議官、大阪法務局

9号)に係る調査回報について 長
官

年管発1101第2号 H24. 10.31 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24咽 10.31名古屋法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r昌H 

老齢厚生年金額改定処分取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1101第3号 H24. 10.31 事件(平成24年(行ウ)第99 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 10.31 括審議官及び名古屋法

号)に保る調査回報について 務局長
F民晶園'

年金給付の請求事件(平成24年
年金管理審議年管発1102第1号 H24. 11. 2 (行ウ)第4号)の判決に対する 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 11. 1 福岡法務局長
F鼠... 

上訴の要否について

年管発1107第1号 H24. 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 小川l哲男 H24. 11. 7 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について p昌品『

年管発1108第1号 H24. 11. 8 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24. 11. 7 大阪法務闇長
年金管理審議

について F民晶司

年管発1109第1号 H24. 11圃 8
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 11. 7 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F回晶『

年管発1112第1号 H24. 11胆 12
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24. 11. 9 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r属占句

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
年金管理審議

年管発1112第2号 H24圃 11.12 求事件(平成24年(行ウ)第6 年金属事業管理課 本杉 真一 H24. 11. 9 括審議官、東京法務局 F自晶司司

79号)に係る調査回報について 長

年管発1112第4号 H24開 11.12 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

市川 幸 伸 H24. 11. 12 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 年金審査係 F国晶『

年管発1114第1号 H24. 11. 12 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 11. 12 名古屋法務居長
年金管理審議

代理人の指定について F国晶『

一
遺族厚生年金等裁決取消請求事件

法務省大臣官房訟務総
年管発1114第2号 H24. 11. 14 

(平成23 (行ウ)第575号， 年金局事業管理課
市川 幸 伸 H24. 11. 12 括審議問，東京法務島

年金管理審議
第607号)に係る調査回報につ 年金審査係 F昆晶『

いて
長

年管発1114第3号 H24圃 11.14 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24. 11. 13 福岡法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F属晶司

障害基礎年金不支給決定取消等請 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1114第4号 H24. 11. 14 求事件(平成24年(行ウ)第6 年金馬事業管理課 小杉光恵 H24. 11. 13 括審議官及び福闘法務 F昆晶'置

5号)に係る調査回報について 局長



，...司ー司

年管発1114第5号 H24. 11. 14 行政事件訴訟の実施融頼及び指定
年金属事業管理課 堀勝博 H24圃11.14 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F昌占『

年管発1115第1号 H24. 11. 14 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24圃11園 14大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国." 

独立行政法人年金・健康保険福祉
財務省大臣宮房秘書課 年金管理審議年管発1115第2号 H24. 11. 15 施設整理機構資産評価委員会の評 年金局事業企画課 立石康幸 H24. 11. 13 

価委員への就任依頼について
長 F属ゐ噌

独立行政法人年金司健康保険福祉 独立行政法人年金'健
年金管理審議年管発1115第3号 H24. 11. 15 施設整理機構資産評価委員会の評 年金局事業企画課 立石 康幸 H24圃11.13 康保険福祉施設整理機

価委員への就任依頼について 構理事長尾身茂
F国4ー唱

独立行政法人年金圃健康保険福祉
年金管理審議

年管発1115第4号 H24. 11. 15 施設整理機構資産評価委員会の評 年金局事業企画課 立石 康幸 H24. 11. 13 田中義幸
価委員への就任依頼について

F届晶『

独立行政法人年金圃健鹿保険福祉
年金管理審議

年管発1115第5号 H24. 11. 15 施設整理機構資産評価委員会の評 年金局事業企画課 立石 康 幸 H24. 11. 13 臼杵克久
価委員への就任依頼について

F国晶司

年管発1119第1号 H24. 11. 16 
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅

年金局事業管理課 本杉 真一 H24. 11. 15 大阪法務局長
年金管理審議

及び指定代理人の指定について 官

年管発1119第2号 H24. 11. 16 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 11. 15 静岡地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F園ゐー，

年管発1120第2号 H24. 11圃20
社会保険紀南病院の譲渡に係る要

年金局事業企画課 大理昭 彦 H24. 11圃20和歌山県知事
年金管理審議

望について(照会) F眉晶『

年管発1121第1号 H24. 11圃21争訟事件の処理について(回報) 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24. 11. 21 東京法務局長
年金管理審議
'"邑『

年管発1122第1号 H24. 11. 22 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

岩諜IJ 政博 H24. 11. 6 日本年金機構理事長
年金管理審議

について(結果通知) !重詰 F国." 

一



厚生年金保険障害給付不支給処分
法務省大臣官房訟務総

取消等請求事件(平成24年(行 年金管理審議
年管発1126第1号 H24. 11. 26 

ウ)第227号)に係る調査回報
年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24. 11. 21 括審議官及び大阪法務 F園晶『

について
局長

年管発1127第1号 H24. 11. 26 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H24. 11. 16 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

処分取消請求事件(平成24年
年金管理審議

年管発1128第1号 H24. 11. 28 (行ウ)第480号)の取下げに 年金属事業管理課 小川 哲男 H24. 11. 27 東京法務局長
対する同意について

官

年管発1130第1号 H24. 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 本杉 真 一 H24. 11. 29 大阪法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 官



年金局施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課圃係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発1203第1号 1-124.12.3 
行政訴訟事件の取下げに対する同

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 11. 29 東京法務局長
年金管理審議

意について F国晶・，

厚生年金保険法施行規則及び国民
年金局事業管理課 年官金管理審議 I年管発1203第2号 H24. 10. 19 年金法施行規聞の一部を改正する
企画係

上田基仙 H24. 10. 18 日本年金機構理事長
省令の施行について(通知)

厚生年金保険法施行規則及び国民
年金局事業管理課 年金管理審議年管発1203第3号 H24. 10. 19 年金法施行規則の一部を改正する 上田基仙 H24. 10. 18 地方厚生(支)扇長

省令の施行について(通知)
企画係 F民晶a官

年管発1204第1号 1-124.12.4 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 12.3 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r自‘'司

未支給年金・保険給付不支給処分
法務省大臣官房訟務総

取消等請求事件(平成24年(行 年金管理審議
年管発1204第2号 H24.12.4 

ウ)第743号)に係る調査回報
年金局事業管理課 堀勝博 H24.12.3 括審議官、東京法務昂 F届晶『

について
長

障害年金の年金額を変更しない処
法務省大臣官房訟務総

年金管理審議
年管発1204第3号 H24.12.4 

分等取消請求事件
年金局事業管理課 小杉光 恵 H24. 11. 29 括審議官及び大阪法務 「自-司

局長

被保険者記録と厚生年金基金記録
年金管理審議

年管発1205第1号 H24.12.5 の突合せ業務実施要綱の一部改正 年金局事業企画課 上原健司 H24.12.4 日本年金機構理事長
F国"'" 

について

年管発1205第2号 H24.12.5 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

市HI 幸伸 H24.12.4 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 年金審査係
F民晶司官

年管発1206第1号 H24.12.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川 哲男 H24. 12.5 京都地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F園晶“官

年管発1206第2号 H24.12.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 12.5 岡山地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F自晶司

年管発1206第3号 1-124.12.6 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H24圃12.5福間法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

年管発1206第4号 H24.12.6 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.12.5 福岡法務局長
年金管理審議

代理人の指定について
F居晶圃宮



遺族基礎年金支給停止処分取消請
年金局事業管理課

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1206第5号 H24.12.6 求事件(平成24 (行ウ)第67 市JII 幸伸 H24.12.4 括審議官、東京法務局

O号)に係る調査回報について
年金審査係

長
F国占『

独立行政法人における役職員の退 年金局事業企画課
独立行政法人年金圃健

年金管理審議年管発1206第6号 H24.12.6 鈴木秀男 H24. 12. 5 康保険福祉施設整理機職手当について 企画係
構理事長

H旨『

年雷発1206第7号 H24.12.6 
特殊法人における役職員の退職手 年金局事業企画課

鈴木秀男 H24. 12.5 日本年金機構理事長
年金管理審議

当について 企画係 官

年管発1206第8号 H24.12.6 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

畑中正視 H24. 11. 29 日本年金機構理事長 年官金管理審議|
について(結果通知) 監査室

平成23年度年金特別会計財務書類
(健鹿勘定、児童手当及び子ども

年金局事業企画課 年金管理審議
年管発1207第1号 H24. 12.6 手当勘定を除く)に係る会計検査

会計室決算係
植木和宏 H24. 12. 5 大臣官房会計課長 F民晶・官

院検査結果の大臣官房会計課長あ
て報告について

年管発1211第1号 H24. 12. 10 
争訟事件の取下げについて(回

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24. 12. 10 東京法務局長
年金管理審議

報) 官

厚生年金記録の訂正請求事件(平 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1211第2号 H24.12.6 成 24年(行ウ)第79号)に係 年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.12.6 括審議官及び福岡法務
F眉"" 

る調査回報について 局長

年管発1211第4号 H24. 12. 11 システム監査の実施結果について
年金局事業企画課

宮本政彦 H24. 12. 10 日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室調査係 官

国民年金障害基礎年金不支給処分
法務省大臣官房訟務総

年管発1212第1号 H24. 12. 11 
無効確認等取消請求事件(平成2

年金局事業管理課 小林良 和 H24. 12. 7 括審議官、東京法務局
年金管理審議

4年(行ウ)第716号)に係る F届晶『

調査回報について
長

年管発1213第1号 H24. 12. 13 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川l哲男 H24. 12. 12 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F闘晶・，

損害賠償等請求控訴事件(平成2

年管発1213第2号 H24. 12. 13 
4年(行コ)第 162号)に係る

年金局事業管理課 小川哲男 H24. 12. 12 大阪法務局長
年金管理審議

指定代理人の指定について(依 F眉晶『

頼)



損害賠償等請求控訴事件(平成2

年管発1213第3号 H24.12圃 134年(行コ)第 162号)に係る
年金局事業管理課 小川l哲男 H24. 12. 12 大阪法務局長

年金管理審議
請求の減縮に対する同意の可否に F国晶『

ついて

年金不支給決定取消請求事件(平 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発1213第4号 H24. 12. 13 成24年(行ウ)第47号)に係 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 12. 11 括審議官京都地方法

る調査回報について 務局長
F回"" 

年金記録に係るコンビ斗ータ記録
年金局事業企画課 年金管理審議年管発1218第1号 H24. 12. 18 と紙台帳等の突合せ業務実施要領 松波丈 H24. 12. 17 日本年金機構理事長

について
管理運営係 F属晶司

損害賠償請求事件(平成24年
年金管理審議年管発1219第1号 H24. 12. 19 (ワ)第2881 0号)に係る指 年金局事業管理課 小川哲男 H24. 12. 14 東京法務局長

定代理人の指定について(依頼)
F国"" 

年管発1220第1号 H24. 12. 19 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24. 12. 18 京都地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について r回』百

加給年金等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1220第2号 H24圃 12.19 (行ウ)第 50号)に係る調査囲 年金局事業管理課 吉田哲弘 H24. 12. 18 括審議宮及び京都地方
報について 法務局長

官

年管発1220第3号 H24.12.20 平成23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. 12. 18 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 官

年管発1220第4号 H24.12.20 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 堀勝博 H24.12.20 札幌法務局長

年金管理審議
代理人の指定について p民&苛

加給年金不支給決定取消請求事件 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発1220第5号 H24.12.20 (平成24年(行ウ)第34号) 年金局事業管理課 堀勝博 H24圃 12.20括審議官、札幌法務局
F眉"" 

に係る調査回報について 長

年管発1221第1号 H24.12圃 21業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課
光家昭司 H24. 12. 18 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 官

(社)全国社会保険協会連合会に
年金局事業企画課 (社)全国社会保険協 年金管理審議

年管発1221第2号 H24圃 12.21対する監督権限に基づく文書の発
監理・社労士係

中村和弘 H24.12.21 
会連合会理事長 F届4・噂

出について



(社)全国社会保険協会連合会に
年金局事業企画課

独立行政法人年金・健
年金管理審議

年管発1221第3号 H24.12.21 対する監督権限に基づく文書の発 中村 和弘 H24.12.21 康保険福祉施設整理機
出について

監理・社労士係
構理事長

官
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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0108第1号 H25. 1圃7行政事件訴訟の指定代理人の指定
年金局事業管理課 本杉真 一 H24.12.26 大阪法務局長

年金管理審議
について F国-ー，

年管発0108第2号 H25圃1.7行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 本杉 真一 H24.12.26 福間法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F自-司

平成24年(行ウ)第80号国民 法務省大臣官房訟務統
年金管理審議

年管発0108第3号 H25圃1.7年金法障害基礎年金原処分取消請 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H25. 1. 7 括審議官及び福岡法務
求事件の調査回報について 局長

F昆』司E

年管発0108第4号 H25固1圃8行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 吉田哲弘 H25. 1. 7 京都地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F箇"'" 

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0109第3号 H25. 1. 9 監査室システム監査 佐藤健暁 H25. 1. 7 日本年金機構理事長

(結果通知)
係

r国品『

年管発0109第4号 H25. 1. 9 業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課
岩諜IJ 政博 H24.12.24 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局晶・，

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0109第5号 H25. 1. 9 査及び会計監査の実施について
監査室

岩諜1) 政博 H24.12.26 日本年金機構理事長 F旨晶司司
(実施通知)

コンブライアンス事案が発生した
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0110第1号 H25. 1. 10 場合の日本年金機構と年金局との
庶務係

磯貝昌彦 H24. 12. 27 日本年金機構理事長 F国晶『
連携体制について

平成24年(行ウ)第22号障害 法務局大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0111第1号 H25. 1. 11 厚生年金不支給決定取消請求事件 年金局事業管理課 小杉光 恵 H25. 1. 8 括審議官及び岡山地方 F国晶『
にかかる調査回報について 法務局長

年管発0115第1号 H25開1.11 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業企画課 本山和也 H25圃1.11 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について r酋晶“唱

保有個人情報の開示決定取消請求
法務省大臣官房訟務総

年管発0115第2号 H25. 1. 11 事件(東京地方裁判所平成24年
年金局事業企画課 本山和也 H25. 1. 11 括審議官、東京法務局

年金管理審議
(行ウ)第741号)の調査回報に

長
F闘晶『

ついて

損害賠償請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0115第3号 H25固1.11 (ワ)第2881 0号)に係る調 年金属事業管理課 小川| 哲男 H25. 1. 11 括審議官，東京法務局 F田』富

査回報について 長

損害賠償等請求事件(平成24年
年金管理審議

年管発0115第4号 H25園1.11 (ワ)第3388号)に係る指定 年金局事業管理課 小川哲男 H25. 1. 11 福岡法務局長
r国"'" 

代理人の指定について



損害賠償等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0115第5号 H25困1.11 (ワ)第3388号)に係る調査 年金局事業管理課 小JII 哲男 H25.1圃11括審議官，福岡法務局

園報について 長
「関晶、

(財)厚生年金事業振興団に対す
年金局事業企画課 (財)厚生年金事業振 年金管理審議年管発0116第1号 H25. 1. 16 る監督権限に基づく文書の発出 中村和弘 H25圃1.16 

について
監理・社労士係 興団理事長 「国晶ー富

年管発0121第1号 H25. 1圃18行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金問事業管理課 本杉真一 H25胴1.17大阪法務島長

年金管理審議
代理人の指定について 官

年管発0121第3号 H25冒1.21 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H25圃1.18 大阪法務馬長
年金管理審議

代理人の指定について r届品ー司

年管発0121第4号 H25. 1. 21 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 堀勝博 H25.1. 18 名古屋法務局長
年金管理審議
p国品ー，

裁決取消請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0121第5号 H25. 1. 21 (行ウ)第678号)に係る調査 年金局事業管理課 堀勝博 H25.1. 18 括審議官、東京法務局 p闘~官

回報について 長
問

年管発0122第1号 H25. 1.21 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H25. 1. 18 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F旨』司ー

被保険者記録と厚生年金基金記録
年金管理審議

年管発0123第1号 H25.1.23 の突合せ業務実施要綱の一部改正 年金局事業企画課 上原健司 H25.1.23 日本年金機構理事長 F属晶『
について

国家賠償請求事件(平成 24年
年金管理審議

年菅発0125第1号 H25.1圃24 (ワ)第 1044号)に係る指定 年金局事業管理課 小杉光 恵 H25圃1.21 鹿児島地方法務局長
p自"" 

代理人の指定について

平成24年(ワ)第 1044号の 法務局大臣官房訟務統
年金管理審議

年管発0125第2号 H25.1.25 国家賠償請求事件にかかる調査団 年金属事業管理課 小杉光恵 H25. 1. 21 括審議官及び鹿児島地 r民品・官
報について 方法務局長

国民年金障害基礎年金不支給処分
法務省大臣官房訟務総

年管発0125第3号 H25圃1.25 
取消等請求事件(平成24年(行

年金局事業管理課 堀勝博 H25.1.23 括審議官、東京法務局
年金管理審議

ウ)第813号)に保る調査回報 F民晶・官

について
長

年管発0125第4号 H25.1.25 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 堀勝博 H25. 1. 23 東京法務局長
年金嘗理審議

代理人の指定について
「自晶司司

年管発0128第1号 H25.1.24 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉 真一 H25. 1. 23 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国品『
圃

時効特例給付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0128第2号 H25. 1圃25事件(平成 24年(行ウ)第 28 年金局事業管理課 本杉真一 H25. 1. 23 括審議官、大阪法務局 F箇晶『
8号)に係る調査回報について 長



年管発0130第1号 H25.1.30 訴訟事件の取下げ同意の可否につ
年金局事業管理課 本杉 真一 H25. 1. 28 岡山地方法務局長

年金管理審議
いて(間報) 官

年管発0131第1号 H25.1.30 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 小川哲男 H25. 1. 29 京都地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 官

特例民法法人の業務及び財産状況
年金局事業企画課 (財)社会保険協会会 年金管理審議

年管発0131第2号 H25. 1. 29 の検査の実施について(実施通
監理・社労士係

立花慎太郎 H25.1.25 
長 r園&・.

知)
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文書番号 決裁自 件名 起案担当課・保 起案者 起案自 施行先 |施行者

年管発0201第1号 H25. 2. 1 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小川哲男 H25. 1. 31 横浜地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国." 

国家賠償等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0201第2号 H25. 2. 1 (行ウ)第77号)に係る調査回 年金属事業管理課 小川哲男 H25. 1. 31 括審議官横浜地方法

報について 務局長
p箇&・，

脱退手当金支給決定処分無効等請 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0201第3号 H25.2.1 求事件(平成24年(行ウ)第5 年金局事業管理課 小川哲男 H25.2.1 括審議官，京都地方法

1号)に係る調査田報について 務局長
F局-宅

年管発0201第4号 H25圃2.1 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定 年金局事業管理課

市川幸 伸 H25.2.1 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 年金審査係 F国4・唱

損害賠償請求事件(平成25年
年金局事業管理課

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0201第5号 H25. 2. 1 (ワ)第815号)に係る調査団

年金審査係
市川幸 伸 H25.2圃1括審議宮，東京法務局 F回晶・百

報について 長

年管発0204第1号 H25. 1圃25
厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

上田基仙 H25.1.23 日本年金機構理事長
年金管理審議

価額について(通知) 企画係 r民晶=官

年管発0204第2号 H25.1.25 
厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

上田基仙 H25. 1. 23 地方厚生(支)局長
年金管理審議

価額について(通知) 企画係 官

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0205第1号 1-125圃1.15 
大臣が定める国民年金の保険料を 年金局事業管理課

上田 基仙 H25. 1. 11 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 F民&・，

き額の一部を改正する件について
(通知)

同

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0205第2号 H25.1圃15
大臣が定める国民年金の保険料を 年金局事業管理課

上田 基仙 H25. 1. 11 地方厚生(支)局長
年金管理審議

前納する場合の期間及び納付すベ 企画係 官
き額の一部を改正する件について
(通知)

年管発0207第1号 H25.2.7 移送申立てに対する意見について 年金局事業管理課 小川l哲男 H25.2贋 5福岡法務局長
年金管理審議
r局品~

年管発0208第1号 H25.2.8 争訟事件の処理について(囲報) 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H25.2.8 大阪法務局長
年金管理審議
F国晶『

年管発0213第1号 H25.2.13 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田哲弘 H25.2.13 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F国." 



年管発0213第2号 H25.2.13 
行政訴法事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H25.2.13 仙台法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 官

損害賠償請求控訴事件(東京高等

年管発0214第1号 H25.2.14 
裁判 所 平 成25年(ネ)第 10 

年金局事業企画課 本山 和也 H25.2.13 東京法務局長
年金管理審議

2号)に係る指定代理人の指定に 官
ついて(依頼)

年管発0214第2号 H25.2.14 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

畑中正視 H25.2.4 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 官

再審査請求棄却処分取消請求事件
法務省大臣官房訟務総

年管発0222第1号 H25.2.22 
の訴えの追加的併合事件(平成2

年金局事業管理課 小杉 光 恵 H25.2.19 括審議官及び東京法務
年金管理審議

5年(行ウ)第66号)に係る調 官
査回報について

局長

年管発0222第2号 H25.2.22 
不当利得返還請求控訴事件に係る

年金局事業管理課 吉田 哲弘 H25. 2. 22 札幌法務局長
年金管理審議

指定代理人の指定について 官

年管発0225第1号 H25. 2. 25 
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 本杉真 一 H25.2.21 東京法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F回晶、

独立行政法人年金・健康保険福祉
施設整理機構法附則第4条の2第

厚生労働省大臣官房人 年金管理審議
年管発0225第2号 H25.2.25 3項の規定により準用する附則第 年金局事業企画課 立石康幸 H25. 2. 22 

3条第3項に規定する評価委員の
事課長 F旨晶・，

任命内申について

独立行政法人年金・健康保険福祉
財務省理財局次長西 年金管理審議

年管発0225第4号 H25.2.25 施設整理機構資産評価委員会の開 年金局事業企画課 立石康幸 H25. 2. 22 
目安範 官

催について

独立行政法人年金・健康保険福祉 日本不動産鑑定士協会
年金管理審議

年管発0225第5号 H25.2.25 施設整理機構資産評価委員会の開 年金局事業企商課 立石康幸 H25. 2. 22 連合会常務理事 臼杵
催について 克久

p自晶司

独立行政法人年金・健康保険福祉
年金管理審議

年管発0225第6号 H25.2.25 施設整理機構資産評価委員会の開 年金局事業企画課 立石康幸 H25. 2. 22 公認会計士 田中義幸
催について

官

独立行政法人年金・健康保険福祉 独立行政法人年金・健
年金管理審議

年管発0225第7号 H25.2.25 施設整理機構資産評価委員会の開 年金局事業企画課 立石康幸 H25. 2. 22 康保険福祉施設整理機
催について 構理事長尾身茂

官

年管発0226第1号 H25.2.26 争訟事件に関する意見について 年金局事業管理課 小川哲男 H25.2.26 広島法務局長
年金管理審議
r旨晶・，
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文書番号 決裁日 If'牛名 超案担当課・保 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発0301第1号 H25圃 3.1 行政訴訟事件の実施依頼及び指定 年金局事業管理課
市川l幸伸 H25.2.21 高松法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 年金審査保 F国晶『

年管発0301第2号 H25. 3. 1 社会保障審議会専門委員のご就任 年金局事業企画課
青柳哲 H25.3園 1国際福祉医癒大学学長 年金管理審議

の依頼について 管理運営保 外7名 F国"" 

年管発0304第1号 H25圃 3.4行政事件訴訟に実施依頼及び指定
年金局事業管理課 小川哲男 H25.3.4 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F昆』弔

年管発0305第1号 H25.3.5 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金属事業管理課 本杉 真 一 H25.2.21 大阪法務局長

年金管理審議
代理人の指定について F旨晶司置

厚生年金保険料法的擬制に因る年
法務省大臣官爵訟務総

金返還賠償請求事件(平成25年 年金管理審議
年菅発0305第2号 H25.3.5 

(行ウ)第 12号)に係る調査田
年金属事業管理課 本杉 真一 H25.2圃 21括審議官、大阪法務局 F昌晶噌

報について
長

処分取消等請求事件(平成24年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0305第3号 H25.3.4 (行ウ)第879号)に係る調査 年金属事業管理課 堀勝博 H25.2.28 括審議官、東京法務局
回報について 長

F旨』司.

特例民法法人(公益法人)の業務
年金局事業企画課 (財)社会保険協会会 年金管理審議

年管発0301第1号 H25.3.6 及び財産状況の検査の結果につい 立花慎太郎 H25.3.4 
て(通知)

監理・社労士係 長 F匝晶・，

年管発0301第2号 H25園 3.6訴えの一部取下げに対する意見に
年金局事業管理課 小川哲男 H25.3.5 高松法務昂長

年金管理審議
ついて F届晶『

年管発0301第3号 H25.3.1 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 本杉真 一 H25.3圃 4大津地方法務局長 年金管理審議 l

代理人の指定について 官

平成24年(行ウ)第 18号障害 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0308第1号 H25. 3圃 7年金不支給処分取消請求事件にか 年金局事業管理課 小杉光 恵 H25. 3. 1 括審議官及び大津地方
かる調査回報について 法務局長

F民-官

年管発0308第2号 H25.3.1 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
年金属事業管理課 堀勝博 H25.3.1 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 「居晶『

年金記録訂正請求事件(平成24 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0308第3号 H25.3.1 年(行ウ)第 833号)に係る調 年金局事業管理課 堀勝博 H25.3.1 括審議官、東京法務局
官

査田報について 長

年管発0312第1号 H25園 3.12 
社会保障審議会専門委員の発令に 年金局事業企画課

青柳哲 H25. 3.12 大臣官房人事課長
年金管理審議

ついて(内申) 管理運営部 F国占『



国民年金法第 108条第 1項の規

年管発0315第1号 H25.3.15 
定により国民年金被保険者の資格 年金局事業管理課

菊地 英明 H25.3.15 法務省入国管理局長
年金管理審議

に関する確認のための出国情報の 国民年金管理係 r目h 

提供依頼について(依頼)

年管発0318第1号 H25.3.18 
判決に対する上訴の要否について

年金局事業管理課 堀勝博 H25.3.14 神戸地方法務局長
年金管理審議

(回報) 官

独立行政法人年金圃健康保険福祉
施設整理機構法附則第4条の 2第 独立行政法人年金圃健

年金管理審議年管発0318第2号 H25.3固 183J員等の規定により評価委員が評 年金屑事業企画課 立石原幸 H25. 3. 18 康保険福祉施設整理機
価した政府出資金の価額について 構理事長

「属晶E唱

(通知)

国民年金の事務費交付金の算定に
年金局事業管理課 年金管理審議年管発0321第1号 H25.3.12 関する省令の一部を改正する省令 上田 基仙 H25.3.12 日本年金機構理事長

の施行について(通知)
企画係 「自&ー司

国民年金の事務費交付金の算定に
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0321第2号 H25.3.12 関する省令の一部を改正する省令 上田 基仙 H25.3.12 地方厚生(支)局長
の施行について(通知)

企画係 F白晶『

f社会保険労務土誌験の受験資格
年金局事業企画課 都道府県労働局長 年金管理審議

年管発0322第1号 H25.3.22 (法第8条第10号)についてJの 立花慎太郎 H25.3.18 
一部改正について(偶い)

監理回社労士係 地方摩生(支)局長 F国晶『

「社会保険労務士試験の受験資格
年金局事業企画課 全国社会保険労務士会 年金管理審議

年管発0322第2号 H25.3.22 (法第8条第10号)について」の
監理 E 社労士係

立花模太郎 H25. 3. 18 
連合会会長

「国晶圃軍
一部改正について(伺い)

年管発0322第3号 H25.3.22 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

岩淵政博 H25.3.15 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 r国』司

(社)全国社会保険協会連合会に
年金局事業企画課 (社)全国社会保障協 年金管理審議

年管発0327第1号 H25.3.27 対する監督権限に基づく文書の発
監理 e 社労士係

中村和弘 H25.3.27 
会連合会理事長 F箇晶『

出について

(社)全国社会保険協会連合会に
年金局事業企画課

独立行政法人年金圃健
年金管理審議

年管発0327第2号 H25.3.27 対する監督権限に基づく文書の発
監理・社労士係

中村和弘 H25.3.27 康保険福祉施設整理機 「国晶、
出について 構理事長



厚生年金保険法施行規則及び国民
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0328第1号 H25.3.22 年金法施行規則の一部を改正する 上回基 仙 H25.3.18 日本年金機構理事長
省令の施行について(通知)

企画係 r昌晶『

厚生年金保険法施行規則及び由民
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0328第2号 H25.3.22 年金法施行規則の一部を改正する 上田基 仙 H25.3.18 地方厚生(支)局長
省令の施行について(通知)

企画係 官

年管発0328第3号 H25町 3.12 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上回基 仙 H25.3.8 日本年金機構理事長
年金管理審議

する省令の施行について(通知) 企画係 官

年管発0328第4号 H25.3.12 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

上田基 仙 H25.3.8 地方厚生(支)局長
年金管理審議

する省令の施行について(通知) 企画係 F昌晶『

日本年金機構理事長、
国家公務員共済組合連

年管発0329第1号 H25.3.28 
国民年金・厚生年金保険障害認定 年金局事業管理課

長尾忍 H25.3.26 
合会理事長、地方公務 年金管理審議

基準の一部改正について 障害認定企画係 員共済組合連合会理事 官
長、日本私立学校振
輿・共済事業団理事長

国民年金の後納保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0329第2号 H25.3.19 場合に納付すべき額を定める件に 上田基仙 H25.3.15 日本年金機構理事長
ついて(通知)

企画係 官

国民年金の後納保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0329第3号 H25.3.19 場合に納付すべき額を定める件に 上回基仙 H25.3.15 地方厚生(支)局長
ついて(通知)

企画係 官

国民年金の保険料を追納する場合
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0329第4号 H25.3.19 に納付すべき額を定める件等につ
企画係

上田基仙 H25.3.15 日本年金機構理事長 F国晶・.

いて(通知)

国民年金の保険料を追納する場合
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0329第5号 H25.3.19 に納付すべき額を定める件等につ
企画係

上田基仙 H25.3.15 地方厚生(支)局長
官

いて(通知)


