
年金局施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案生日当課・係 起案者 起案臼 施行先 施行者

年管発0401第1号 H26. 3. 11 平成26年度における年金委員の重点
年金局事業企画課 前田真樹子 H26.3. 10 日本年金機構理事長

年金管理審議官
的な活動内容等について（伺い） 地方厚生（支）局長

年管発0401第2号 H26. 3. 11 平成26年度における年金委員の重点
年金局事業企画課 前田真樹子 H26. 3. 10 

日本年金機構理事長
年金管理審議官

的な活動内容等について（伺い） 地方厚生（支）局長

コンブライアンス事案が発生した場合
年金属事業企画課年管発0401第3号 H26. 3.31 の日本年金機構と年金局との連携体制 引野智弘 H26冒 3.27 日本年金機構理事長 年金管理審議官

について
庶務係

年管発0401第4号 H26.3.31 年金事業運営推進室の設置について
年金局事業企画課

引野智弘 H26.3. 27 日本年金機構理事長 年金管理審議官
庶務係

公的年金制度の健全性及び信頼性の確

年管発0401第5号 H26. 4. 1 保のための厚生年金保険法等の一部を 年金局事業管理課
大丸徳泰 H26.4. 1 日本年金機構理事長 年金管理審議官

改正する法律の施行に伴う既存通知等 厚生年金保険管理係
の取扱いについて（通知）

年管発0401第6号 H26.3. 28 年金特別会計における会計機関の怪免 年金局事業企画課
津谷宜和 H26.3.28 

年金局事業企画課調査室調
年金管理審議官

について（補助者） 会計室 査専門宮外13名

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第1号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第2号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第3号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第4号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
f牛）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第5号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第6号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第7号 H26冒 4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第8号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第9号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第10号 H26.4. 2 ぴ指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第11号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第12号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第13号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第14号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第15号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第16号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第17号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第18号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第19号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第20号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第21号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第22号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第23号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第24号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第25号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第26号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第27号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第28号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第四号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第30号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第31号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第， 5号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第32号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第33号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第34号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第35号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及
、

年管発0402第36号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第37号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第38号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第39号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第40号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第41号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第42号 H26.4.2 び指定代理人の指定等ーについて（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第43号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田智弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第44号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H2.6. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第45号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第46号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第47号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第48号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第49号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第50号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第51号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第52号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第53号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第54号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第55号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第56号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第57号 H26目 4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第58号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第59号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務昂長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第60号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第61号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第62号 H26冒 4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第63号 H26町 4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第64号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第65号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第66号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第67号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第68号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第69号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第70号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第71号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第72号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金属事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第73号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第74号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第75号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第76号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第77号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第78号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第79号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第80号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官

26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第81号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第82号 H26.4. 2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第83号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26司 4.1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第84号 H26.4.2 
び指定代理人の指定等について（平成

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官
26年（行ウ）第 15号ほか86
件）



行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第85号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4目 1担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第86号 H26.4.2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

年管発0402第87号 H26.4. 2 び指定代理人の指定等について（平成
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 4. 1 担当法務局長 年金管理審議官26年（行ウ）第 15号ほか86

件）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅に 大阪法務局長，福岡法務局
年管発0402第88号 H26.4. 2 年金局事業管理課 小杉光恵 H26. 4. 1 長，横浜地方法務局長，神戸 年金管理審議官

ついて
地方法務局長

年管発0402第92号 H26.4. 2 行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理
年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4. 2 福岡法務局長 年金管理審議官

人について



年菅発0402第93号 H26.4. 2 損害賠償請求控訴事件に係る指定代理
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 2 札幌法務局長 年金管理審議官人の指定について

年管発0402第94号 H26目 4.2 行政訴訟事件等の訴訟代理権の消滅及
年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4. 2 法務省大臣官房訟務総括審

年金管理審議官び指定代理人の指定について 議官

年管発0403第1号 H26.4. 3 業務監査及び会計監査の実施について 年金局事業企画課
佐野勉 H26. 3.28 日本年金機構理事長 年金管理審議官

監査室

年金局事業企画課
年管発0403第2号 H26.4.3 システム監査の実施について 監査室システム監 佐藤健悦 H26.4.3 日本年金機構理事長 年金管理審議官

査係

年管発0403第3号 H26.4.3 訴訟救助決定に対する上訴（特別抗
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 2 札幌法務局長 年金管理審議官告）の要否について（回報）

訴訟事件（大阪高等裁判所平成26
年金局事業管理課年管発0404第1号 H26.4.4 年（行コ）第20号）の指定代理人の 市川幸伸 H26.4.4 大阪法務局長 年金管理審議官

指定について
年金審査係



社会保障審議会臨時委員発令について
年金局事業企画課

年管発0408第1号 H26.4.8 （内申） 松波丈 H26.4.8 大臣官房人事課長 年金管理審議官
（年金事業管理部会）

運営管理係

年管発0409第1号 H26.4. 9 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理

年金局事業管理課 佐久間裕樹 H26.4.9 東京法務局長 年金管理審議官
人について

年管発0409第2号 H26.4.9 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 9 那覇地方法務局長 年金管理審議官
人の指定について

年管発0411第1号 H26.4. 11 訴えの一部取下げについて 年金局事業管理課 畑中正視 H26.4. 11 東京法務局長 年金管理審議官

年管発0414第1号 H26.4. 10 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定代理

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 9 東京法務局長 年金管理審議官
人の指定について

年管発0414第2号 H26.4. 14 
行政訴訟事件の実施及び指定代理人に

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4. 11 大阪法務局長 年金管理審議官
ついて

厚生年金保険法による脱退手当金の支

年管発0414第3号 H26. 4. 11 
給の取消請求事件（平成25年（行

年金局事業管理課 佐久間裕樹 H26.4. 10 
法務省大臣官房訟務総括審 年金管理審議官

ウ）第 10号）に係る調査囲報につい 議官及び東京法務局長

て」



年管発0414第4号 H26.4. 14 独立行政法人等における女性の畳間推
年金局事業企画課 小林代悟 H26.4. 14 日本年金機構理事長 年金管理審議官

進について

年管発0416第2号 H26. 4. 16 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
年金局事業管理課 畑中正視 H26.4. 16 広島法務局長 年金管理審議官

指定について

年管発0416第3号 H26. 4. 17 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
年金局事業管理課 畑中正視 H26.4. 17 広島法務局長 年金管理審議官

指定について

年管発0416第5号 H26. 4. 16 行政訴訟事件の実施及び指定代理人に
年金局事業管理課 小杉光恵 H26. 4. 16 福岡法務局長 年金管理審議官

ついて

年管発0416第6号 H26.4. 16 訴訟事件の調査回報について 年金局事業管理課 畑中正視 H26.4. 16 
法務省大臣官房訟務総括審

年金管理審議官
議官及び広島法務局長

行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅及び
年管発0421第1号 H26.4. 18 指定代理人の指定等について（平成2年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4. 18 東京法務局長 年金管理審議官

5年（行ウ）第77 6号）

年管発0422第1号 H26.4. 21 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の 年金局事業管理課
市川幸伸 H26.4. 21 名古屋法務局長 年金管理審議官

指定について 年金審査係

未支給年金支給請求事件（名古屋地方
年金局事業管理課 法務省大臣官房訟務総括審

年管発0422第2号 H26.4. 21 裁判所平成26年（行ウ）第30号
年金審査係

市川幸伸 H26.4.21 
議官、名古屋法務局長

年金管理審議官

に係る調査回報について
. 



移送申立事件（平成25年（行ク）第
年管発0423第1号 H26.4.23 3号）に係る決定に対する上訴の要否 年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.4.22 大阪法務局長 年金管理審議官

について

年管発0425第1号 H26.4. 25 
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の 年金局事業管理課

市川幸伸 H26.4.24 福岡法務局長 年金管理審議官
指定について 年金審査係

来支給年金支給請求事件（福岡地方裁
年金局事業管理課 法務省大臣官房訟務総括審

年管発0425第2号 H26.4.25 判所平成26年（行ウ）第 14号） 市川幸伸 H26.4.24 年金管理審議官
に係る調査回報について

年金審査係 議官、福岡法務局長

年管発0425第3号 H26.4. 24 争訟事件の処理について（回報） 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4.24 東京法務局長 年金管理審議官

年管発0430第1号 H26.4.28 
臨時福祉給付金の実施について（協力 年金局事業企画課

木村亮 H26.4.25 日本年金機構理事長 年金管理審議官
依頼） 企画係

年管発0430第3号 H26.4.28 
平成26年国民年金被保険者実態調査 年金局事業企画課

柴田洋平 H26.4.30 大臣官房統計情報部長 年金管理審議官
の実施に係る承認申請について 調査室

年管発0430第4号 H26圃 4.28
平成25年公的年金加入状況等調査の実 年金局事業企画課

柴田洋平 H26.4.30 大臣官房統計情報部長 年金管理審議官
施に係る承認申請について 調査室



年金局施行簿

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0501第1号 H26:5. 1 
「源泉徴収義務者情報」の提供に 年金局事業管理課

大丸徳泰 H26.4. 18 国税庁課税部長
年金管理審議

ついて（依頼） 厚生年金保険管理係
F民晶、

充当訂正，謝罪要求及び慰謝料請 年金管理審議
年管発0501第3号 H26. 5. 1 求控訴事件の指定代理人の指定に 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4.30 沖縄地方法務局長 「旨晶ー，

ついて

年管発0501第4号 H26.5. 1 行政訴訟事件の実施及び指定代理
年金局事業管理課 小杉光恵 H26.4.30 高松地方法務局長

年金管理審議

人の指定について
r昌晶『

年管発0502第1号 H26.5.2 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 加藤明雄 H26.5. 1 高松法務局長
年金管理審議
r昌d『

年管発0513第1号 H26.5. 13 損害賠償請求事件に係る指定代理
年金局事業管理課 畑中正視 H26.5. 12 千葉地方法務局長

年金管理審議

人の指定について
F民晶・官



法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0513第2号 H26.5. 13 訴訟事件の調査回報について 年金局事業管理課 畑中正視 H26.5. 12 括審議官及び千葉地方
法務局長

F国＆ー，

年管発0513第3号 H26.5. 13 損害賠償請求事件に係る指定代理
年金局事業管理課 畑中正視 H26.5. 13 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について

F旨晶『

行政処分取消請求事件（平成26 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0513第4号 H26.5. 12 年（行ウ）第8号）に係る調査団 年金局事業管理課 佐久間裕樹 H26.5.9 括審議官、福間法務局 「国晶、
報について 長

未支給年金等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0514第1号 H26.5. 14 事件（平成26年（行ウ）第8 年金局事業管理課 加藤明雄 H26.5. 14 括審議官、仙台法務局 r昌晶『
号）に係る調査について 長

平成26年（行ウ）第3号障害 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0515第1号 H26.5. 15 基礎年金不支給処分取消請求事件 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.5. 14 括審議官，高松地方法 r話－－， 
の調査回報書の提出について 務局長

年管発0520第1号 H26.5.20 
行政訴訟事件の実施及び指定代理

年金局事業管理課 加藤明雄 H26.5. 19 大阪法務局長
年金管理審議

人について
r局晶ー，



年管発0526第1号 H26. 5. 21 行政訴訟事件の指定代理人の指定
年金局事業管理課 加藤 明 雄 H26. 5.21 大阪法務局長

年金管理審議
について r届ゐ可

年管発0526第2号 H26. 5. 26 国家賠償請求事件に係る指定代理
年金昂事業管理課 吉田哲弘 H26. 5. 23 東京法務昂長

年金管理審議
人の指定について 「国晶ー，

障害基礎年金不支給処分取消等請

年管発0526第3号 H26. 5.26 求事件（平成24年（行ウ）第 1
年金局事業管理課 吉田 哲弘 H26.5. 23 大阪法務局長

年金管理審議
9 3号に保る決定に対する上訴の 「届ーー，

要否について

年管発0527第1号 H26. 5.27 決定に対する即時抗告の可否につ
年金局事業管理課 畑中 正 視 H26. 5. 26 千葉地方法務局長

年金管理審議
いて 「旨占ー官

JR総合病院長慶応義
塾大学医学部長国際
医療福祉大学三田病院

「障害年金の認定（言語機能の障 院長国立医療研究セ
年金局事業管理課 ンター病院長 日本年 年金管理審議年菅発0530第1号 H26. 5. 30 害）に関する専門家会合」につい
障害認定企画係

宮本政彦 H26. 5. 27 
金機構障害年金業務部 「自ーー司

て
長愛知大学歯学部長
国立障害者リハビリ
テーションセンター総
長

年管発0530第2号 H26. 5.28 行政事件訴訟の実施及び指定代理 年金局事業管理課
市川幸伸 H26.5. 28 宮崎地方法務局長

年金管理審議
人の指定について 年金審査係 「国晶ー，



未支給年金支給請求事件（宮崎地
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0530第3号 H26.5.28 方裁判所平成26年（行ウ）第
年金審査係

市川 幸伸 H26.5.28 括審議官、宮崎地方法 r届4『

4号）に係る調査回報について 務局長



年金局施行簿
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0602第1号 H26.6.2 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.5.28 さいたま地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
r届晶『

年管発0602第2号 H26.6.2 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.5.28 福岡法務局長
年金管理審議

人の指定について
F国晶『

年管発0602第3号 H26. 6.2 行政事件訴訟の実施依頼について 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.5.31 大阪法務局長
年金管理審議
r眉~唱

年管発0602第4号 H26.6.2 判決に対する上訴の要否について 年金局事業管理課 畑中正視 H26.6.2 大阪法務局長
年金管理審議
「眉晶ー，

年管発0602第5号 H26. 6.2 
業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課

吉本雅 H26.5.29 日本年金機構理事長
年金管理審議

について 監査室監査係
F国－『

年管発0603第1号 H26.6.3 
平成26年度国民年金事務費交付金 年金局事業管理課

五昧憲治 H26.6.3 地方厚生（支）局長
年金管理審議

等の概算交付申請について 交付金係
F昆晶可



法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0605第1号 H26. 6.4 訴訟事件の調査回報について 年金局事業管理課 小杉光恵 H26. 6.3 括審議官，大阪法務局
長

F届－－． 

年管発0605第2号 H26.6.5 
行政訴訟事件の指定代理人の指定

年金局事業管理課 加藤明雄 H26. 6.5 札幌法務局長
年金管理審議

について
F民晶『

年管発0606第1号 H26. 6.5 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.6.5 さいたま地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
r国占ー咽

， 

障害基礎年金支給請求事件（平成 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0606第2号 H26. 6. 6 26年（行ウ）第21号）に係る 年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.6. 6 括審議官及びさいたま r旨晶ー可

調査回報について 地方法務局長

年管発0611第1号 H26. 6. 11 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26. 6. 10 横浜地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
r眉占ー可



原処分取消請求事件（平成26年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0611第2号 H26. 6. 11 （行ウ）第 17号）に係る調査回 年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 6. 11 括審議官及びさいたま
報について 地方法務局長

r国品ー可

年管発0611第3号 H26. 6. 11 年金記録の訂正手続創設に向けた 年金局事業企画課
木村亮 H26.6.9 地方厚生（支）局長

年金管理審議
諸準備について 企画係

F国晶『

年管発0616第1号 H26. 6. 26 
「日本年金機構が行う滞納処分等

年金局事業管理課 小田原日秋 H26. 6. 11 
地方厚生（支）局長 年金管理審議

の認可処理要項Jの改正について 日本年金機構理事長 F届4・，

年管発0616第3号 H26.6. 16 
国家賠償請求事件に係る指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.6. 12 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
F民品開官

損害賠償請求事件（平成26年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0617第1号 H26. 6. 17 （ワ）第926号）に係る調査団 年金局事業管理課 加藤明雄 H26. 6. 16 括審議官、札幌法務局 r国晶、
報について 長

年管発0619第1号 H26. 6. 19 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 佐 久間裕樹 H26. 6. 18 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
F国晶『



遺族厚生年金不支給処分取消等請 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議年管発0619第2号 H26.6. 19 求権（平成26年（行ウ）第77 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H26. 6. 19 括審議官及び東京法務

号）に係る調査回報について 局長
F昌晶可

年管発0624第1号 H26. 6.24 業務監査及び会計監査の実施結果 年金局事業企画課
早川 誠一 H26. 6. 19 日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室監査係 r旨晶ー唱

平成26年（ワ）第 12 2 6 6号 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0624第2号 H26. 6.24 損害賠償請求事件の調査回報につ 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.6. 23 括審議官，東京法務局 r昌晶『
いて 長

年管発0626第1号 H26.6.25 損害賠償請求事件に係る指定代理
年金局事業管理課 畑中正視 H26. 6.25 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について

「国晶、

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0626第2号 H26. 6.25 訴訟事件の調査回報について 年金局事業管理課 畑中正視 H26. 6.25 括審議官，東京法務局
F民－『

長

年管発0627第1号 H26.6. 27 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅
年金局事業管理課 畑中正視 H26.6.27 大阪法務局長

年金管理審議

及び指定代理人の指定等について
F国品可

年管発0630第1号 H26.6.30 訴訟救助の決定に対する即時抗告
年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 6.30 京都地方法務局長

年金管理審議

の要否について（回報）
「昌晶ー，



年金局施行簿
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0701第1号 H26. 7. 1 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26.6.30 京都地方法務局長
年金管理審議

人の指定について 「民ιー官

行政処分取消等請求事件（平成2 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0703第1号 H26. 7. 1 6年（行ウ）第21 6号）に係る 年金局事業管理課 佐久間裕樹 H26.6.30 括審議官、東京法務局 F巨晶『

調査囲報について 長

議会議員である場合の老齢厚生年 年金管理審議
年管発0704第1号 H26. 7. 1 金の支給停止に係る届出漏れ防止 年金局事業管理課 佐藤貴史 H26.6.30 各市議会議長 F属h・z

等の協力依頼について（通知）

町村議会議員である場合の老齢厚 年金管理審議
年管発0704第2号 H26. 7. 1 生年金の支給停止に係る届出漏れ 年金局事業管理課 佐藤貴史 H26.6.30 各町村議会議長 F国』司

前止等の協力依頼について

年管発0704第3号 H26. 7.2 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 小杉光恵 H26.6.30 東京法務局長

年金管理審議
代理人について F国－－， 

年管発0709第1号 H26. 7.8 システム監査の実施結果について
年金局事業企画課

米山貴章 H26. 7. 7 日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室
r国晶『

年管発0710第1号 H26. 7. 10 
年金分割金請求事件の実施及び指

年金局事業管理課 吉田哲弘 H26. 7. 9 京都地方法務局長
年金管理審議

定代理人の指定について F国－『

年管発0711第1号 H26. 7. 11 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 畑中正 視 H26. 7. 10 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について F民－『

厚生年金保険法施行規則及び国民 年金管理審議
年管発0711第3号 H26. 7. 11 年金法施行規則の一部を改正する 年金局事業管理課 中野貴章 H26. 7. 10 日本年金機構理事長 「眉ー－．

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
年金管理審議年管発0711第4号 H26. 7. 11 年金法施行規則の一部を改正する 年金局事業管理課 中野貴 章 H26. 7. 10 地方厚生（支）局長

省令の施行について（通知）
F問－弔

「障害年金の認定（腎疾患による
東邦大学長 日本年金

年管発0711第5号 H26. 7. 11 障害）に関する専門家会合」につ
年金局事業管理課

宮本政 彦 H26. 7. 10 
機構障害年金業務部長 年金管理審議

障害認定企画係 田熊淑男新潟大学長 F国－『

いて
筑波大学長渡遺有三

都道府県議会議員である場合の老
全国都道府県議会議長 年金管理審議

年管発0715第1号 H26. 7. 15 齢厚生年金の支給停止に係る届出 年金局事業管理課 佐藤貴史 H26. 7. 14 
漏れ防止等の協力依頼について

会会長林正夫 F民晶『

都道府県議会議員である場合の老 年金管理審議
年管発0715第2号 H26. 7. 15 齢厚生年金の支給停止に係る届出 年金局事業管理課 佐藤貴史 H26. 7. 14 各都道府県議会議長

漏れ防止等の協力依頼について
F国"' 

年管発0715第3号 H26. 7. 15 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 H26. 7. 14 日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室

「昌晶、

年管発0716第1号 H26. 7. 16 決定の告知について（回報） 年金局事業管理課 佐久間裕 樹 H26. 7. 11 東京法務局長
年金管理審議
F国－－． 

損害賠償請求事件（平成26年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0716第3号 H26. 7. 16 （ワ）第3739号）に係る調査 年金局事業管理課 加藤明 雄 H26. 7. 15 括審議官及び大阪法務 「局晶、

回報について 局長

年管発0722第1号 H26. 7. 7 
国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課

若山大輔 H26. 7. 7 日本年金機構理事長
年金管理審議

する省令の公布について（通知） 国民年金管理係
F国h『



年管発0722第2号 H26. 7. 7 国民年金法施行規則の一部を改正 年金局事業管理課
若山大輔 H26. 7. 7 地方厚生（支）局長

年金管理審議
する省令の公布について（通知） 国民年金管理係 官

年管発0722第3号 H26. 7. 18 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金属事業管理課 小杉光恵 H26. 7. 17 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－『

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0723第1号 H26. 7.22 訴訟事件の調査回報について 年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7.22 括審議官・東京法務局
F国－－， 

長

年管発0723第2号 H26. 7. 22 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7.22 東京地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について

F届』司

年管発0723第3号 H26. 7. 18 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 佐久間裕 樹 H26. 7. 18 東京法務局長

年金管理審議

代理人について F自－『

年管発0729第1号 H26. 7.28 争訟事件の処理について（回報） 年金局事業管理課 加藤明 雄 H26. 7.28 大阪法務局長
年金管理審議
p園h・，

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0730第1号 H26. 7.29 整備等及び経過措置に関する政令

企画係
中川敬介 H26. 7.24 日本年金機構理事長 F眉晶司

の一部を改正する政令の施行等に
ついて（通知）



国民年金法等の一部を改正する法
律問則第五条第十三号に規定する

年金局事業管理課 年金管理審議
年管発0731第2号 H26. 7.31 第四種被保険者の保険料を前納す 山村祐介 H26. 7. 17 日本年金機構理事長

る場合の期聞及び納付すべき額の
厚生年金保険管理係 官

一部を改正する件（通知）



年金局施行簿
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0805第1号 H26.8.5 判決に対する上訴の要否等につい
年金局事業管理課 小杉 光 恵 H26.8.5 大阪法務局長

年金管理審議
て（回報） F回晶、

年管発0805第2号 H26.8.5 日本年金機構の会計監査人の選任 年金局事業企画課
大渡 祥 匡 H26.8.4 日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室監査係 「眉占『

年管発0805第3号 H26.8.5 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 佐久間裕樹 H26.8.5 大阪法務局長
年金管理審議

代理人について F属－『

年管発0807第1号 H26. 8. 7 臨時福祉給付金の実施について 年金局事業企画課
柳史 生 H26.8. 7 日本年金機構理事長

年金管理審議
（再協力依頼） （通知） 企画係 F届－『

日本年金機構から市町村に提供し

年管発0807第2号 H26.8. 7 た臨時福祉給付金の加算措置の対 年金局事業企画課
柳史 生 H26.8. 7 日本年金機構理事長

年金管理審議
象者情報の阻酷に係る対応につい 企画係

r歯晶、

て（通知）

、

年管発0807第3号 H26.8. 7 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 畑中正視 H26.8. 6 東京法務局長
年金管理審議

代理人について
r国晶、

裁決事項取消し請求事件（平成2 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0807第4号 H26.8. 7 6年（行ウ）第287号）に係る 年金局事業管理課 畑中正視 H26.8. 6 括審議官及び東京法務 F酋.., 

調査回報書について 局長



年管発0818第2号 H26.8. 18 行政訴訟事件の実施及び指定代理
年金局事業管理課 小杉光恵 H26.8.8 横浜地方法務局長

年金管理審議
人の指定について F昌晶『

平成26年（行ウ）第 19号不 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0818第3号 H26. 8. 18 支給処分取消等請求事件の調査匝 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H26.8. 13 括審議官，京都地方法
報書の提出について 務局長

r畠晶『

年管発0818第4号 H26.8. 18 
行政事件訴訟の実施及び指定代理

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H26.8. 8 旭川地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
F畠晶、

年管発0818第6号 ‘H26.8. 18 行政事件訴訟等の訴訟代理権の消
年金局事業管理課 畑中正視 H26.8. 14 広島法務局長

年金管理審議

滅について
F届晶『

遺族厚生年金不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0819第1号 H26.8. 18 事件（平成26年（ウ）第202 年金局事業管理課 佐 久間裕樹 H26.8. 15 括審議官、東京法務局 r旨品ー唱

号）に係る調査団報について 長



年管発0819第3号 H26. 8. 18 「年金の日Jの実施について 年金局事業企画課 上原健司 H26.8. 18 日本年金機構理事長
年金管理審議
r民d咽唱

年管発0820第1号 H26. 8.20 システム監査の実施結果について
年金局事業企画課

健 崎 博 介 H26. 8. 14 日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室 「国ι可

年管発0820第2号 H26. 8. 20 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
年金局事業管理課 畑中正視 H26圃 8圃 19横浜地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 「国晶、

男子の本懐，国・公務員の不作
法務省大臣官扉訟務総

年菅発0820第3号 H26圃 8.20 為・過失の責任を追及する請求事
年金島事業管理課 畑中正調 H26. 8. 19 括審議官及び横浜地方

年金管理審議
件（平成26年（ワ）第2909 「国＆ー軍

号）に係る調査回報書について 法務局長

年管発0820第4号 H26.8. 20 行政訴訟事件の実施及び指定代理
年金局毒事業管理課 畑中正視 H26. 8. 19 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について r旨』 2

平成26年 （ワ）第 29 1 0号
法務省大臣官房訟務総

年管発0820第5号 H26. 8.20 男子の本懐違憲立法審査周年金
年金島事業管理課 小杉光恵 H26. 8. 18 括審議官，横浜地方法

年金管理審議
時効特例法請求事件の調査回報書

務局長
r箇－－， 

の提出について



地方年金記録訂正審議会（仮称〉
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0826第1号 H26. 8. 26 委員の推薦のご協力について（お 木村亮 H26. 8司 26日本弁護士連合会
願い） （日本弁護士連合会宛）

企画係 「昌晶ー，

地方年金記録訂正審議会（仮称）
年金局事業企画課 年金管理審議

年管発0826第2号 H26圃 8.26 委員の推薦のご協力について（お
企画係

木村 亮 H26. 8. 26 日本税理士会連合会 F局4ー宅

願い） （日本税理士会連合会宛）

地方年金記録訂正審議会（仮称）

年管発0826第3号 H26. 8. 26 委員の推薦のご協力について（お 年金局事業企画課
木 村 亮 H26. 8.26 

全国社会保険労務士会 年金管理審議
願い） （全国社会保険労務士会連 企画係 連ムロム苫玄

「民晶ー市

合会宛）



年金居施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課園｛系 起案者 起案日 施行先 施行者

年管発0901第1号 H26. 9. 1 平成26年国民年金被保険者実態調 年金局事業企画課
柴田 洋平 H26. 9. 1 

市区町村長及び東京都 年金管理審議
査 調査室 知事 F国4ー司

年管発0901第2号 H26. 9. 1 行政訴訟事件の実施及び指定代理
年金局事業管理課 加藤明雄 H26. 8.28 名古屋法務局長

年金管理審議
人について 「国晶ー唱

年管発0901第3号 H26. 9. 1 訴えの取下げについて（回報） 年金局事業管理課 加藤明雄 H26.8.28 大阪法務局長
年金管理審議
町品届「

年管発0903第1号 H26. 9.3 決定の告知について（回答） 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H26. 9. 3 大阪法務毘長
年金管理審議
r旨eゐ司

年管発0904第1号 H26. 8. 18 
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.8. 8 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について
「国晶ー司



年管発0904第2号 H26. 9.4 行政事件訴訟の実施及び指定代理
年金局事業管理課 吉田 哲弘 H26. 9.3 大阪法務局長

年金管理審議
人の指定について 「民晶ー官

未支給年金支給請求事件（金沢地
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0909第1号 H26. 9.8 方裁判所平成26年（行ウ）第
年金審査係

市川幸 伸 H26. 9.8 括審議官、金沢地方法 「自品ー司

6号）に係る調査回報について 務局長

年管発0909第2号 H26. 9.8 行政訴訟事件の実施及び指定代理 年金局事業管理課
市川幸 伸 H26. 9.8 金沢地方法務局長

年金管理審議
人の指定について 年金審査保 r民~官

年菅発む911第1号 H26. 9. 10 
行政訴艶事件の実施及び指定代理

年金属事業管理課 小杉光恵 H26. 9. 9 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
r民4ー司

「国民年金市町村事務処理基準」
年金局事業管理課 地方厚生（支）局長 年金管理審議

年管発0919第1号 H26. 9. 18 の一部改正について
国民年金管理係

仲津操 H26. 9. 12 「国晶ー唱

「国民年金市町村事務処理基準」
年金局事業管理課 年金管理審議

年管発0919第2号 H26. 9. 18 の一部改正について
園民年金管理｛系

仲j畢操 H26. 9. 12 日本年金機構理事長 「旨品ー，



年管発0919第3号 H26. 9. 19 争訟事件の処理について（回報）
年金局事業管理課

市川幸 伸 H26. 9. 16 名古屋法務局長
年金管理審議

年金審査係
r話晶『

年管発0919第4号 H26.9. 19 決定の告知について（回報） 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H26.9. 17 神戸地方法務局長
年金管理審議
「国品『

平成26年（行ウ）第347号障 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0919第5号 H26.9. 19 害認定日決定処分取り消し請求事 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H26.9. 17 括審議官，東京法務局 F昌晶ー司

件の調査回報書の提出について 長

平成26年（行ウ）第 32 1号障 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

年管発0919第6号 H26.9. 19 害厚生年金裁定請求却下取消請求 年金局事業管理課 小杉光恵 H26.9. 17 括審議官，東京法務局 F国晶『

事件の調査回報書の提出について 長

年管発0924第1号 H26.9.24 
行政訴訟事件の実施及び指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.9. 18 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
r届占『

年管発0925第1号 H26.9.25 
行政訴訟事件の実施及び指定代理

年金局事業管理課 小杉光恵 H26.9. 22 さいたま地方法務局長
年金管理審議

人の指定ついて
r届晶『



年管発0925第2号 H26. 9. 25 訴訟手続の依頼について 年金局事業管理課 畑中 正 視 H26. 9. 22 広島法務局長
年金管理審議
「国ーー唱

国民年金法施行規則及び日本年金

年管発0929第1号 H26. 9.26 機構の業務運営に関する省令のー 年金局事業企画課
木村 亮 H26圃 9.25 日本年金機構理事長

年金管理審議
部を改正する省令の施行について 企画係 官
（日本年金機構宛） . 

国民年金法施行規員IJ及び日本年金

年管発0929第2号 H26. 9. 26 機構の業務運営に関する省令のー 年金局事業企画課
木村 亮 H26. 9. 25 地方厚生（支）局長

年金管理審議
部を改正する省令の施行について 企画係 r国品ー、

（地方厚生（支）局長宛）

年管発0929第3号 H26.9.25 行政訴書事件の実施及び指定代理
年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H26. 9. 24 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について r届晶、

平成26年（行ウ）第 16 4号 法務省大臣官爵訟務総
年金管理審議年管発0929第4号 H26. 9. 26 年金繰上支給決定取消請求事件の 年金届事業管理課 小杉 光恵 H26. 9. 25 括審議官，大阪法務局 「昆占『

調査回報書の提出について 長



平成25年度年金特別会計（健慶勘

年管発0929第6号 H26. 9司 29定、子どものための金銭の給付を 年金局事業企画課
佐藤 悠 H26. 9. 25 大臣官麗会計課長

年金管理審議
除く）に係る財務書類の大臣官房 会計室決算係 「自晶ー司

会計課長あて提出について

年管発0930第1号 H26. 9. 29 
行政訴訟事件の指定代理人の指定

年金崩事業管理課 松永 潔 文 H26. 9. 29 東京地方法務局長
年金管理審議

について
r届L切、



年金局施行簿
施行自 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H26. 10. 1 年管発1001第1号 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
前田真樹子 年金局事業企画課 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 「届晶ー官

H26. 10. 1 年菅発1001第2号
「年金委員取扱規程』等の一部改

中村和弘
年金局事業企画課 日本年金機構理事長、 年金管理審議

正について 情報公開商社労士係 地方厚生（支）局長 H箇「

H26. 10. 1 年管発1001第3号 「年金委員取扱規程J等の一部改
中村 r和弘

年金局事業企画課 日本年金機構理事長、 年金管理審議
正について 情報公開・社労士係 地方厚生（支）局長 r昌4吋

H26. 10. 3 年管発1003第1号 業務監査及び会計監査の実施結果
佐野勉

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議

について 監査室
「民晶ー官

H26. 10. 3 年管発1003第2号 決定の告知について（回報） 吉田 暫弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議
「国晶ーτ

H26. 10. 3 年管発1003第3号 行政訴訟事件の実施及び指定代理
吉田 哲弘 年金扇事業管理課 神戸地方法務届長

年金管理審議

人の指定について H国司



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

H26. 10. 3 年管発1003第4号 事件（東京地方裁判所平成26
前田真樹子 年金局事業企画課 括審議官、東京法務局

年金管理審議
年（行ウ）第 39 1号）の調査田 戸届ー司

報について
長

法務省大臣官爵訟務総
年金管理審議

H26. 10. 3 年菅発1003第5号 決定の告知について（回報） 佐久間裕樹 年金属事業管理課 括審議官、東京法務昂 「箇晶ー唱

長

H26. 10. 6 年管発1006第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

小杉光恵 年金局事業管理課 さいたま地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
r鼠~唱

H26. 10. 6 年管発1006第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について 「昌晶，

H26. 10. 6 年管発1006第3号 行政訴訟事件の実施及び指定代理
小特光憲 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議

人の指定について
「昌晶ーτ

H26‘10. 8 年管発1006第4号
国民生活基礎調査の調査票情報の

柴田洋平
年金属事業企画課

統計情報部長
年金管理審議

使用について（申請） 調査室
「民占ー官

H26. 10. 10 年管発1010第I号 業務監査及び会計監査の実施結果 光家 日程司
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

について 監査室
r民~官



H26. 10. 10 年管発1010第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について F昆4『

H26. 10. 10 年管発1010第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課
東京法務局長 年金管理審議

人の指定について 「国晶ー，

H26. 10. 10 年管発1010第4号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
F昌晶・，

平成26年（行ウ）第39号裁 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 10. 10 年管発1010第5号 決取消請求事件の調査回報書の送 小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官，さいたま地 F国－『

付について 方法務局長

H26. 10. 15 年管発1015第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 高松法務局長
年金管理審議

人の指定について
F昌h・，

平成26年（行ウ）第6号障害

H26. 10. 16 年管発1016第1号
基礎年金請求事件の訴訟救助の申

小杉光恵 年金局事業管理課 鹿児島地方法務局長
年金管理審議

立てに対する決定の告知について
r国晶ー唱

（回報）

社会保樟審議会年金記録訂正分科

H26. 10. 17 年管発1017第1号
会（仮称）委員の推薦のご協力に

木村亮
年金局事業企画課，

日本税理士連合会会長
年金管理審議

ついて（お願い） （日本税理士連 企画係
F国－『

合会あて）



社会保障審議会年金記録訂正分科

H26. 10. 17 年管発1017第2号 会（仮称）委員の推薦のご協力に
木村亮

年金局事業企画課 全国社会保険労務士連 年金管理審議
ついて（お願い） （全国社会保険 企画係 ~』~-4』玄

「国晶司

労務士連合会あて）

有印公文書遺族求厚生年金証書の虚

H26. 10. 17 年管発1017第5号 偽記載訂正請事件（平成26年
加藤明雄 年金局事業管理課 さいたま地方法務局長

年金管理審議
（行ウ）第20号）に係る調査回 r昌－『

報について

年金支給額変更処分取消請求事件 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 10.21 年管発1017第6号 （平成26年（行ウ）第30号） 佐久間裕樹 年金局事業管理課 括審議官、さいたま法
にかかる調査回報について 務局長

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

H26. 10.21 年管発1017第7号 事件（平成26年（ウ）第41 2 佐久間裕樹 年金局事業管理課 括審議官、東京法務局
号）にかかる調査回報について 長

「昌晶、

H26. 10. 21 年管発1017第9号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
小杉光恵 年金局事業管理課 鹿児島地方法務局長

年金管理審議

人の指定について
F国晶『

H26. 10.21 年管発1017第10号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
F目品『



行政事件訴訟の実施及び指定代理 年金局事業管理課
法務省大臣官房訟務総

年金管理審議H26. 10.21 年管発1020第2号
人の指定について

市川幸伸
年金審査係

括審議官、東京法務局 F国晶・，
長

H26. 10. 21 年管発1020第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
市川幸伸

年金局事業管理課
東京法務局長

年金管理審議
人の指定について 年金審査係 F届－『

行政事件訴訟の実施及び指定代理
法務省大臣官房訟務総

年金管理審議
H26. 10. 21 年管発1021第1号

人の指定について
小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官，鹿児島地方法 F届晶『

務局長

行政事件訴訟の実施及び指定代理
法務省大臣官房訟務総

年金管理審議
H26. 10.21 年管発1021第2号

人の指定について
小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官，鹿児島地方法 F目A『

務局長

H26. 10.24 年管発1024第1号
業務監査及び会計監査の実施結果

早川誠一
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

について 監査室 r局4・宅

H26. 10.27 年管発1027第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
F届晶『

健康保険の事務の一部を行わせる 年金局事業管理課
中之条町長、福生市

年金管理審議
H26圃 10.28 年管発1028第1号 山村祐介 長、あきる野市長、南

地域の取り消しについて（通知） 厚生年金保険管理係 山城村長、田川市長
「昌晶司



年金決定処分取消等請求事件（京
年金管理審議H26. 10. 30 年管発1030第1号 都地裁平成26年（行ウ）第33 畑中正視 年金局事業管理課 京都地方法務局長

号）に係る調査回報書について
r届4”噌

H26. 10. 30 年管発1030第2号 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
畑中正視 年金局事業管理課 京都地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について 「昌晶ー官

H26. 10. 30 年管発1030第3号 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
畑中正視 年金局事業管理課 京都地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について H国－， 

H26. 10. 31 年菅発1031第1号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
加藤明雄 年金局事業管理課 さいたま地方法務局長

年金管理審議
について

町ー届』ー，

H26‘ 10. 31 年管発1031第2号
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

代理人について 「自品ー司

H26. 10. 31 年管発1031第3号
判決に対する上訴の要否等につい

吉田哲弘 年金属事業管理課 東京法務昂長
年金管理審議

て（回報）
r国占ー唱



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

健康保険法施行規則及び厚生年金
年金局事業管理課 年金管理審議

H26. 11. 4 年管発1104第1号 保険法規則の一部を改正する省令 山村祐介
厚生年金保険管理係

日本年金機構理事長 r届4・，
について（通知）

多平成26年（行ウ）第 16 1号 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 11. 5 年管発1105第1号 裁決処分取消請求事件の調査回報 小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官、大阪法務局 「旨晶『

書の回報について 長

H26. 11. 5 年管発1105第2号 訴訟上の救助付与決定に対する即
吉田哲弘 年金局事業管理課 鹿児島地方法務局長

年金管理審議
時抗告の取下げについて（回報） F回－『

平成26年（ワ）第8772号 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 11. 7 年管発1107第1号 損害賠償請求事件の調査回報の提 服部順一 年金局事業管理課 括審議官、大阪法務局 F届晶『

出について 長

H26. 11. 7 年管発1107第2号
行政事件訴訟の指定代理人の指定

服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

について
F届晶『

H26. 11. 7 年管発1107第3号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長

年金管理審議

について
F民晶圃官

H26. 11. 7 年管発1107第3号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長

年金管理審議

について
r旨晶『



H26. 11. 7 年管発1107第4号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長

年金管理審議
について F民晶『

H26. 11. 7 年管発1107第4号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長

年金管理審議
について r民晶『

H26. 11. 1 O 年管発1110第2号 指定代理人の消滅について 畑中正視 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
r昌品ー唱

H26. 11. 13 年管発1112第1号 指定代理人の指定について 畑中正視 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
F国晶、

H26. 11. 13 年管発1112第2号 指定代理人の消滅について 畑中正視 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
F旨晶『

H26. 11. 13 年管発1113第1号 システム監査の実施結果について 米山貴章
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室
F届晶’官

． 

H26. 11. 14 年管発1113第2号
行政訴訟事件の指定代理人の指定

畑中正視 年金局事業管理課 広島法務局長
年金管理審議

について
「届‘ー司



H26. 11. 14 年管発1113第3号 行政訴訟事件の指定代理人の指定
畑中正視 年金局事業管理課 広島法務局長

年金管理審議
について F昆晶『

H26. 11. 18 年管発1118第1号 業務監査及び会計監査の実施結果
吉本雅

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室 r届品価唱

厚生労働大臣の特別支給の老齢厚
生年金裁定取消請求事件（東京地

年金局事業管理課 年金管理審議
H26. 11. 20 年管発1119第2号 方裁判所平成25年（行ウ）第 市川幸伸

年金審査係
東京法務局長 「国晶ー，

483号）に係る調査回報につい
て

年金記録に係る確認申立て請求事
法務省大臣官房訟務総

件（広島地裁平成26年（行ウ） 年金管理審議
H26. 11. 20 年管発1120第1号

第38号）に係る調査回報書につ
畑中正視 年金局事業管理課 括審議官、広島法務局 F眉晶・，

いて
長

H26. 11.20 年管発1120第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
吉田哲弘 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について F昌品『

H26. 11. 20 年管発1120第4号
行政事件訴訟の実施依頼及び指定

吉田哲弘 年金局事業管理課 福岡法務局長
年金管理審議

代理人の指定について
r国品開唱

障害基礎年金不支給処分取消請求 年金管理審議
H26. 11. 20 年管発1120第5号 事件（平成26年（行ウ）第 18 吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長 F民晶『

5号）に係る調査回報について



H26. 11. 20 年管発1120第6号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
畑中正視 年金局事業管理課 広島法務局長

年金管理審議
人の指定について F箇占『

H26. 11.20 年管発1120第7号 争訟事件の移送の要否について
小杉光恵 年金局事業管理課 宇都宮地方法務局長

年金管理審議
（回答） r園晶司唱

H26. 11. 20 年管発1121第1号
社会保険労務士法の一部を改正す

前田真樹子 年金局事業企画課
都道府県労働局長、地 年金管理審議

る法律の公布について 方厚生（支）局長 r国品、

H26. 11. 26 年管発1126第1号 業務監査及び会計監査の実施結果
岩諜I] 政博

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議

について 監査室 「昌~ 

H26. 12. 1 年管発1127第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

畑中正視 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
F昌晶『



年金局施行簿

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H26. 12. 1 年管発1201第1号
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

松永潔文 年金局事業管理課 広島法務局長
年金管理審議

代理人の指定について 「届晶ー唱

H26. 12. 1 年管発1201第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
「国晶、

社会保障審議会臨時委員任命に係
年金局事業企画課 株式会社日本総合研究 年金管理審議

H26. 12.2 年管発1202第1号 る承諾依頼について 松波丈
（年金事業管理部会）

運営管理係 所取締役社長 r民晶、

H26. 12. 2 年管発1202第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

市川幸伸
年金局事業管理課

釧路地方法務局長
年金管理審議

人の指定について 年金審査係 F民－『

平成26年（行ウ）第3号障害
年金局事業管理課

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 12. 2 年管発1202第3号 基礎年金不支給処分取消請求事件 市川幸伸
年金審査係

括審議官、釧路地方法 「眉晶ー，
の調査回報の送付について 務局長

H26. 12.5 年管発1204第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
r昌A『

平成26年（行ウ）第19号不支給

H26. 12. 5 年管発1204第2号
処分取消等請求事件の訴訟救助決

小杉光恵 年金局事業管理課 京都地方法務局長
年金管理審議

定に係る決定の告知について（回
r昌晶・，

報）



障害年金不支給処分取消等請求事 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 12.5 年管発1205第1号 件（平成26年（行ウ）第224 吉田哲弘 年金局事業管理課 括審議官及び大阪法務 F昌晶司冒

号）に係る調査間報について 局長

H26. 12.5 年管発1205第2号 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
松永潔文 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
代理人の指定について r届＆『

行政処分取消請求事件（平成26 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 12. 10 年管発1208第1号 年（行ウ）第2号）に係る調査回 佐久間裕樹 年金局事業管理課 括審議宮、釧路地方法 r旨晶ー唱

報について 務局長

遺族厚生年金不支給決定取消請求 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H26. 12. 10 年管発1208第2号 事件（平成26年（行ウ）第50 佐久間裕樹 年金局事業管理課 括審議官、東京法務局 F昌晶『

2号）に係る調査回報について 長

H26. 12. 10 年管発1208第3号
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

佐久間裕樹 年金局事業管理課 釧路地方法務局長
年金管理審議

代理人の指定について r回－『

厚生年金保険遺族年金不支給決定

H26. 12.8 年管発1208第4号
取消請求事件（平成26年（行

服部 JI慎一 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

ウ）第 18 1号）に係る調査回報 r昌A『

について

H26. 12. 11 年管発1210第2号
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

佐久間裕樹 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

代理人について
r旨晶『



H26. 12. 11 年管発1211第1号 行政事件訴訟の実施依頼及び指定
畑中正視 年金局事業管理課 宮崎地方法務局長

年金管理審議
代理人の指定について r昌晶『

法務省大臣官房訟務総
年金管理審議H26. 12. 11 年管発1211第2号 訴訟事件の調査回報について 畑中正視 年金局事業管理課 括審議官，宮崎地方法 r昆晶、

務局長

H26. 12. 11 年管発1211第3号 業務監査及び会計監査の実施につ
岩淵政博

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議
いて 監査室 r昆晶『

H26. 12. 12 年管発1212第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理
加藤明雄 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について F国－’冒

H26. 12. 15 年管発1215第1号
業務監査及び会計監査の実施結果

栗原秀行
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

について 監査室
「届晶ー唱

H26. 12. 17 年管発1217第1号 訴え変更申立書に係る請求の減縮
吉田哲弘 年金局事業管理課 旭川地方法務局長

年金管理審議
に対する意見について（回報） F国－『

H26. 12. 18 年管発1218第1号 システム監査の実施結果について 健崎博介
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室
「国晶、



H26. 12.24 年管発1224第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
小杉光恵 年金局事業管理課 水戸地方法務局長

年金管理審議
人の指定について 「届晶ー，

平成26年（行ウ）第 14号地 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議H26. 12.24 年管発1224第3号 位確認請求事件の調査回報の提出 服部 JI慎一 年金局事業管理課 括審議官、宮崎地方法 F国－－， 

について 務局長

H26. 12.25 年管発1224第4号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
服部順一 年金局事業管理課 福岡法務局長

年金管理審議
人の指定について F国晶『

行政事件訴訟の実施及び指定代理 年金管理審議
H26. 12. 25 年管発1224第5号

人の指定について
服部順一 年金局事業管理課 福岡法務局長 F民晶『

国民年金の特定保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

H26. 12.26 年管発1226第1号 場合に納付すべき額を定める件に 大島隆成
国民年金管理係

年金機構理事長 F蹟晶『

ついて（通知）

国民年金の特定保険料を納付する
年金局事業管理課 年金管理審議

H26. 12.26 年管発1226第2号 場合に納付すべき額を定める件に 大島隆成
国民年金管理係

地方厚生（支）局長 F国晶『

ついて（通知）



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成26年（行ウ）第6号処分 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27. 1. 6 年管発0106第1号 取消等請求事件の調査回報につい 小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官、水戸地方法
て 務局長

F回－『

H27. 1. 6 年管発0106第2号 業務監査及び会計監査の実施結果
栗原秀行

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室

F民晶『

H27. 1. 7 年管発0106第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
小杉光恵 年金局事業管理課 横浜地方法務局長

年金管理審議
人の指定について r昌晶ー唱

平成26年（行ウ）第57号老 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27. 1. 9 年管発0109第2号 齢厚生年金額改定処分取消等請求 服部順一 年金局事業管理課 括審議官、福岡法務局 「昌晶、
事件の調査回報の提出について 長

平成26年（行ウ）第58号特
法務省大臣官房訟務総

H27. 1. 9 年管発0109第3号
別支給老齢厚生年金支給決定処分

服部順一 年金局事業管理課 括審議官、福岡法務局
年金管理審議

取消等請求事件の調査回報の提出
長

F属占ー司

について

H27.1.9 年管発0109第4号
行政訴訟事件の実施依頼及び指定

松永潔文 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

代理人の指定について
r鼠占『

H27. 1. 13 年管発0113第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

市川幸伸
年金局事業管理課

東京法務局長
年金管理審議

人の指定について 年金審査係 r昌品可



H27. 1. 13 年管発0113第2号 行政訴訟事件の実施依頼及び指定
市川幸伸

年金局事業管理課
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 r届A『

H27. 1. 15 年管発0115第1号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
F昌－『

H27.1.16 年管発0116第1号 厚生労働大臣が定める現物給与の
高橋智弘

年金局事業管理課
日本年金機構理事長

年金管理審議
価額について（通知） 厚生年金保険管理係 F筒－『

H27.1.16 年管発0116第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
小杉光恵 年金局事業管理課 名古屋法務局長

年金管理審議
人の指定について 「E!::I 

H27. 1. 19 年管発0119第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
吉田哲弘 年金局事業管理課 福島地方法務局長

年金管理審議
人の指定について

「国晶ー，

H27. 1.20 年管発0119第2号
行政事件訴訟の指定代理人の指定

畑中正視 年金局事業管理課 松江地方法務局長
年金管理審議

について
r畠4・唱

H27. 1.20 年管発0120第1号 決定の告知について（回答） 吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議
F届晶『

障害基礎年金支給処分の義務付け

H27. 1. 21 年管発0121第1号
等請求事件（平成26年（行ウ）

吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

第10号）に係る調査回報につい
r届晶幽官

て



H27. 1. 21 年管発0121第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
吉田哲弘 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について F届品『

H27. 1. 21 年管発0121第3号 日本年金機構における役職員の給
小林代悟 年金局事業企画課 日本年金機構理事長

年金管理審議
与について F届晶『

平成26年（行ウ）第557号遺 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27. 1.26 年管発0121第4号 族年金不支給処分取消請求事件の 加藤明雄 年金局事業管理課 括審議官 F民－『

調査回報の送付について 東京法務局長

H27. 1. 26 年管発0126第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について r昌＆・，

H27. 1. 26 年管発0126第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

佐久間裕樹 年金局事業管理課 横浜地方法務局長
年金管理審議

人の指定について 「昌‘『

H27. 1. 27 年管発0127第1号 業務監査及び会計監査の実施結果
岩淵政博

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議
について 監査室

F昌晶『

H27. 1. 30 年管発0127第2号
行政事件訴訟の指定代理人の指定

畑中正視 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

について
r旨晶ー司

H27. 1. 27 年管発0127第3号
争訟事件の処理について（意見

小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

書）
F回晶『



H27. 1. 301年管発0130第1号 争訟事件の処理について（回報） ｜吉田哲弘 年金属事業管理課 ｜東京法務局長
年金管理審議
官



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

国会議員である聞の老齢厚生年金

H27. 1.30 年管発0202第1号 の支給停止に係る届出漏れ防止等
佐藤貴史 年金局事業管理諜

衆議院事務局庶務部長 年金管理審議
の協力依頼について（衆議院事務 鹿村謙太郎殿 F目晶『

局庶務部長あて通知）

国会議員である聞の老齢厚生年金

H27. 1. 30 年管発0202第2号 の支給停止に係る届出漏れ防止等
佐藤貴史 年金局事業管理課

参議院事務局庶務部長 年金管理審議
の協力依頼について（参議院事務 星明殿 r昌晶『

局庶務部長あて通知）

H27.2.4 年管発0204第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理
加藤明雄 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について F民晶『

H27.2. 6 年管発0206第1号
行政事件訴訟の指定代理人の指定

小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

について 「国晶、

H27. 2. 9 年管発0209第1号 業務監査及び会計監査の実施結果
光家昭司

年金局事業企画課
日本年金機構理事長

年金管理審議

について 監査室
「国晶ー．



H27.2. 10 年管発0209第2号 指定代理人の指定の変更について 畑中正視 年金局事業管理課 福島地方法務局長
年金管理審議
r昌占『

日本福祉大学長独立
行政法人地域機能推進
機構神戸中央病院長
帝京平成大学長奈良

「精神 E 知的障害に係る障害年金
年金局事業管理課

教育大学長社会法人
年金管理審議

H27.2. 12 年管発0212第3号 の認定の地域差に関する専門家検 宮本政彦
障害認定企画係

広島厚生事業協会府中 r届a『

討会」について みくまり病院長医療
法人社団浅ノ川桜ケ丘
病院理事長厚木市立
病院管理者、青属和宏
後藤雅博

H27.2. 16 年管発0216第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 大阪法務局長
年金管理審議

人の指定について
F昌晶ー司

H27.2. 16 年管発0216第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について 官



H27.2. 17 年管発0217第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
吉田哲弘 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議
人の指定について 「昆晶ー唱

H27.2. 18 年管発0217第2号 訴訟事件の調査回報について 小杉光恵 年金局事業管理課
福井県建設業厚生年金 年金管理審議
基金 「昌‘・，

独立行政法人年金・健康保険福祉

H27.2. 17 年管発0217第3号 施設整理機構における平成25年度
立石康幸 年金局事業企画課

最入徴収官年金局事 年金管理審議
（第9期事業年度）分の国庫納付 業企画課長 F民－．官

金の債権発生通知について

独立行政法人年金・健康保険福祉

H27.2. 17 年管発0217第4号 施設整理機構における平成25年度
立石康幸 年金局事業企画課

最入徴収官年金局事 年金管理審議
（第9期事業年度）分の国庫納付 業企画課長 F鼠晶『

金の債権発生通知について

独立行政法人年金・健康保険福祉

H27.2. 18 年管発0217第5号
施設整理機構における平成25年度

立石康幸 年金局事業企画課 歳入徴収官保険局長
年金管理審議

（第9期事業年度）分の国庫納付
r届占『

金の債権発生通知について



H27.2.23 年管発0220第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
小杉光恵 年金局事業管理課 宮崎地方法務局長

年金管理審議
人の指定について r届晶画唱

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

H27.2.23 年管発0223第1号 大臣が定める由民年金の保険料を
大島隆成

年金局事業管理課
日本年金機構理事長

年金管理審議
前納する場合の期聞及び納付すベ 国民年金管理係 p届晶、

き額の一部を改正する件について
（通知）

国民年金法施行令第七条及び第八
条第二項の規定に基づき厚生労働

H27.2.23 年管発0223第2号
大臣が定める国民年金の保険料を

大島隆成
年金局事業管理課

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 国民年金管理係 F届晶『

き額の一部を改正する件について
（通知）

裁決の取消請求事件（平成26年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27. 2.23 年管発0223第3号 （行ウ）第626号）に係る調査 加藤明雄 年金局事業管理課 括審議官及び東京法務 F届晶『

回報について 局長



H27.2.23 年管発0223第4号
判決に対する上訴の要否について

加藤明雄 年金局事業管理課 福岡法務局長
年金管理審議

（回報） r国品『

H27.2.24 年管発0224第1号
f源泉徴収義務者情報Jの提供に

大丸徳泰
年金局事業管理課

国税庁課税部長
年金管理審議

ついて（依頼） 厚生年金保険管理係 r昌晶『

H27. 2. 27 年管発0227第4号
行政訴訟事件の実施及び指定代理

市川幸伸
年金局事業管理課

東京法務局長
年金管理審議

人の指定について 年金審査係 r旨－『



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課‘係 施行先 施行者

福岡法務局長、法務省
年金管理審議

H27.3.3 年管発0303第1号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹 年金局事業管理課 大臣官房訟務総括審議
F国晶、 F鼠－『

H27.3.3 年管発0303第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長

年金管理審議

人の指定について r民－『

H27.3.3 年管発0303第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
F届晶『

H27.3.3 年管発0303第4号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 熊本地方法務局長
年金管理審議

人の指定について
r笛晶『

平成26年（行ウ）第70号処 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27.3.4 年管発0304第2号 分取消等請求事件の訴訟事件の調 小杉光恵 年金局事業管理課 括審議官，長野地方法 r届晶『
査回報について 務局長



H27. 3. 6 年管発0305第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理
畑中正視 年金局事業管理課 大阪法務局長

年金管理審議
人の指定について 「出晶ー官

訴訟事件の調査回報について（大
法務省訟務総括審議 年金管理審議

H27. 3. 6 年管発0305第2号 阪地裁平成27年（行ウ）第35 畑中正視 年金局事業管理課
宮，大阪法務局長 「旨晶~

号）

平成26年（行ウ）第 15号処
法務省訟務総括審議 年金管理審議

H27.3. 6 年管発0306第1号 分取消請求事件の訴訟事件の調査 小杉光恵 年金局事業管理課
官，長野地方法務局長

r昌』E町宮

回報について

平成26年（ワ）第45号闇家

H27. 3. 6 年管発0306第2号 賠償請求事件訴えの一部取下げ
小杉光恵 年金局事業管理課 静岡地方法務局長

年金管理審議
に対する同意の可否について（囲

「国品，

報）

平成27年（行ウ）第30号不
法務省大臣官扉訟務総

H27.3.10 年管発0309第4号
当利得返還金請求事件の調査回報

服部順一 年金馬事業管理課 括審議官、東京法務局
年金管理審議

の提出について 長
「箇ーー，



H27.3. 10 年管発0310第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

服部順一 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について
r民ゐa官

H27.3. 10 年管発0310第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

服部順一 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議

人の指定について r眉a『

裁決取消請求事件（平成27年 法務省大臣官房訟務総
年金管理審議

H27. 3. 10 年管発0310第2号 （行ウ）第 1号）に係る調査回報 吉田哲弘 年金局‘事業管理課 括審査官及び熊本地方 F扇晶『

について 法務局長

H27. 3. 13 年管発0313第1号
健康保険の事務の一部を行わせる

山村祐介 年金局事業管理課 井出町長、芦屋市長
年金管理審議

地域の取り消しについて（通知）
F届.., 

H27.3. 16 年管発0313第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

吉田哲弘 年金局事業管理課 名古屋法務局長
年金管理審議

人の指定について
r届＆『



H27.3.16I年管発0316第1号

厚生年金保険法第100条の4等の
規定により日本年金機構に事務が
委任等された換価の猶予及び納付｜小田原日秋 ｜年金局事業管理課
の猶予に係る登記の嘱託の様式に
ついて（照会）

法務省民事局
年金管理審議
宮

H27. 3. 171年管発0317第1号 課理管業事局金年恵光杉
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大阪法務局長
年金管理審議
官

H27.3. 171年管発0317第2号
業務監査及び会計監査の実施炉果｜ ｜年金局事業企画課

｜岩淵l政博 ｜ 
について I l監査室

日本年金機構理事長
年金管理審議
官

H27.3.20I年管発0320第1号

平成25年（行ウ）第73号遺

族基礎年金不支給決定取消請求事 ｜小杉光恵
件の判決に対する上訴の要否につ
いて（回報）

年金局事業管理課 ｜名古屋法務局長
年金管理審議
官

H27.3.20I年管発0320第2号
平成27年（行ウ）第42号障
害年金不支給決定処分取消請求事｜松永潔文
件の調査回報の送付について

年金局事業管理課
法務省大臣官房訟務総 I 

｜年金管理審議
括審議宮・東京法務局 ｜官
長 ’



平成26年度における国民年金事務
年金局事業管理課 年金管理審議

H27.3.24 年管発0325第2号 費交付金等交付要綱の取扱いにつ 五味憲治 地方厚生（支）局長
いて

交付金係 r属品『

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

H27. 3.25 年管発0325第3号 場合に納付すべき額を定める件に 大島隆成 日本年金機構理事長
ついて（通知）

国民年金管理係 r眉晶可

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

H27.3. 25 年管発0325第4号 場合に納付すべき額を定める件に 大島隆成
国民年金管理係

地方厚生（支）局長
F国－－， 

ついて（通知）

国民年金の保険料を追納する場合
に納付すべき額を定める件及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進

H27.3.25 年管発0325第5号
並びに永住掃園した中国残留邦人

大島隆成
年金局事業管理課

日本年金機構理事長
年金管理審議

等及び特定配偶者の自立の支援に 国民年金管理係
r届晶ー唱

関する法律施行令第九条第二項に
規定する保険料の額の一部を改正
する件について（通知）



国民年金の保険料を追納する場合
に納付すべき額を定める件及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進

H27.3.25 年管発0325第6号 並びに永住帰国した中国残留邦人
大島隆成

年金局事業管理課
日本年金機構理事長

年金管理審議
等及び特定配偶者の自立の支援に 国民年金管理係 F昌晶『

関する法律施行令第九条第二項に
規定する保険料の額の一部を改正
する件について（通知）

H27.3.25 年管発0325第7号 厚生年金保験料等の滞納整理事務
小田原日秋 年金局事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議
について 地方厚生（支）局長 F民晶、

H27.3.25 年管発0325第8号 厚生年金保険料等の滞納整理事務
小田原日秋 年金局事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議
について 地方厚生（支）局長 F昌晶『

「国民年金原簿及び厚生年金保険

H27. 3. 26 年管発0325第9号 原簿の訂正に関する事務取扱細則
木村亮

年金局事業企画課
地方厚生（支）局長

年金管理審議
の制定等j について（地方厚生 企画係 r届晶『

（支）局宛）

「国民年金原簿及び厚生年金保険
年金局事業企画課 年金管理審議

H27.3.26 年管発0325第10号 原簿の訂正に関する事務取扱細則 木村亮
企画係

日本年金機構理事長 r目晶『

の制定等」について （機構宛）



国民年金法に基づき市町村に交付

H27.3.26 年管発0325第11号 する事務費に関する政令等の一部
五昧憲治

年金局事業管理課 日本年金機構理事長及 年金管理審議
を改正する政令の施行について 交付金係 び地方厚生（支）局長 F民－．官

（通知）

国民年金法に基づき市町村に交付

H27.3.26 年管発0325第12号 する事務費に関する政令等の一部
五味憲治

年金局事業管理課 日本年金機構理事長及 年金管理審議
を改正する政令の施行について 交付金係 び地方厚生（支）局長 r自A・司

（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 日本年金機構理事長及 年金管理審議H27.3. 26 年管発0325第13号 関する省令の一部を改正する省令 五昧憲治
交付金係 び地方厚生（支）局長 菅

の施行について（通知）

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

H27.3.26 年管発0325第14号 関する省令の一部を改正する省令 五味憲治
交付金係 び地方厚生（支）局長 r鼠晶『

の施行について（通知）

H27. 3. 25 年管発0325第15号
訴えの取下げに対する同意の可否

畑中正視 年金局事業管理課 広島法務局長
年金管理審議

について（田答ト
r届品・唱



H27.3.26 年管発0326第1号 争訟事件の処理について（回報） 吉田哲弘 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
F国晶『

政府管掌年金事業等の運営の改善
のための国民年金法等の一部を改

年金局事業企画課 年金管理審議H27.3.31 年管発0327第1号 正する法律の一部の施行に伴う関 木村亮 E本年金機構理事長
係政令の整備に関する政令につい

企画係 r局晶ー育

て（機構宛）

政府管掌年金事業等の運営の改善
のための国民年金法等の一部を改

年金局事業企画課 年金管理審議
H27. 3.31 年管発0327第2号 正する法律の一部の施行に伴う関 木村亮

企画係
地方厚生（支）局長 r昌晶、

係政令の整備に関する政令につい
て（厚生局宛）

H27. 3.30 年管発0330第1号 システム監査の実施結果について 米山貴章
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
年金管理審議

監査室 F回占『



年金局事業企画課
年金管理審議H27.3.30 年管発0330第2号 システム監査の実施について 佐藤健悦 監査室システム監査 日本年金機構理事長 r旨晶『

係

社会保険労務士法の一部を改正す
年金管理審議

H27.3.27 年管発0330第3号 る法律の施行に伴う通達の発出に 前田真樹子 年金局事業企画課 地方厚生（支）局長 r届A・噌
ついて（伺い）

H27.3. 30 年管発0331第1号
国民年金 E 厚生年金保険障害認定

宮本政彦
年金局事業管理課

日本年金機構理事長
年金管理審議

基準の一部改正について 障害認定企画係 F昌晶、

国家公務員共済組合連

国民年金・厚生年金保険障害認定 年金局事業管理課
合会理事長地方公務

年金管理審議
H27.3. 31 年管発0331第2号 宮本政彦 員共済組合連合会理事

基準の一部改正について 障害認定企画係
長 日本私立学校振

r民－『

興・共済事業団理事長



平成27年度における年金委員の
年金管理審議H27. 3.31 年管発0331第6号 重点的な活動内容等について（伺 前田真樹子 年金局事業企画課 日本年金機構理事長

い）
「昌『

平成27年度における年金委員の
年金局事業企画課

年金管理審議H27. 3開 31年管発0331第7号 重点的な活動肉容等について（伺 前田真樹子 地方厚生（支）局長 r昌晶、

い）

子ども・子育て支援法等の施行に
年金局事業管理課 年金管理審議

H27. 3.31 年管発0331第8号 伴う通知等の取扱いについて（通 山村祐介
厚生年金保険管理係

日本年金機構理事長 「届晶、

知）

H27. 3.31 年管発0331第10号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長
年金管理審議
「届晶ー唱

子ども・子育て支援法第71条第

H27.3.31 年管発0331第11号
8項に規定する厚生労働省令で定

中野貴章 年金局事業管理課 日本年金機構理事長
年金管理審議

める権限等を定める省令の公布に r国晶、

ついて（通知）



子ども・子育て支援法第71条第

H27. 3.31 年管発0331第12号 8項に規定する厚生労働省令で定
中野貴章 年金局事業管理課 地方厚生（支）局長

年金管理審議
める権限等を定める省令の公布に 「国=-
ついて（通知）


