
施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
年金局事業管理

日本年金機構本部給付企画部業 年金局事業管理H27. 4. 1 年管管発0401第1号 湯浅大輔 課年金給付管理
ついて

係
務管理室長 課長

厚生年金保険法及び国民年金法に基づ
年金局事業管理 日本年金機構年金給付業務部門担当 年金局事業管理H27. 4. 1 年管管発04.01第2号 く給付と損害賠償額との調整に用いる 俵英高

基準生活費について
課 理 事 殿 課長

H27.4. 2 年管管発0402第1号 平成26年度最終分の月計突合関係処
鈴木優史

年金局事業管理
日本年金機構事業管理部門担当理事

年金局事業管理
理について 諜歳入金管理係 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.4.2 年管管発0402第2号
について

西野智樹
課年金審査係

陸、近畿、中国四国、四国、九州厚
課長

生（支）局社会保険審査官

H27.4. 2 年管管発0402第3号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

西野智樹
年金局事業管理 東海北陸、近畿厚生局社会保険審査 年金局事業管理

について 課年金審査係 F昌"' 課長

H27.4. 2 年管管発0402第3号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、南 年金局事業管理

について 課年金審査係 関東ブロック本部管理部長 課長

H27. 4. 2 年管管発0402第4号
特別障害給付金に係る裁定の承認につ

湯浅大輔
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、東北ブロック本部長、北関

年金局事業管理
H27.4. 3 年管管発0403第1号 上村武志 東・信越ブロック本部長、中部ブ

ついて 課
ロック本部長、近畿ブロック本部

課長

長、九州ブロック本部長

H27.4. 3 年管管発0403第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

湯浅大輔
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

加害者処遇状況等通知希望申出書の提
年金局事業管理 福島地方検察庁いわき支部 検察官 年金局事業管理

H27. 4. 6 年管管発0406第1号 出について（福島地方検察庁いわき支 住久政彦
部あて）

課 殿 課長

H27.4. 7 年管管発0407第1号
年金の裁定等の決定に係る承認につい

湯浅大輔
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

て（平成27年4月6日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27.4. 7 年管管発0407第2号 上村武志 陸、近畿、中園田園、四国、九州厚

について 課
生（支）局社会保険審査官

課長

H27.4. 8 年管管発0408第1号
再審査請求事件に係る処分変更につい

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
日本年金機構法務・コンブライアン

年金局事業管理
H27.4. 8 年管管発0408第2号 中西秀樹 ス部長、東北・南関東・中部・近

ついて 課
畿・中国ブロック本部長

課長

国民年金保険料免除・納付猶予審査処
年金局事業管理

地方厚生（支）局年金調整課長年 年金局事業管理
H27.4. 8 年管管発0408第3号 大島隆成 課国民年金管理

理票の新様式について
係

金管理課長 課長

国民年金保険料免除・納付猶予審査処
年金局事業管理

日本年金機構事業企画部門担当理 年金局事業管理
H27.4.8 年管管発0408第4号 大島隆成 課国民年金管理

理票の新様式について
係

事事業管理部門担当理事 課長

H27.4. 9 年管管発0409第1号
特別障害給付金に係る裁定の承認につ

湯浅大輔
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 4. 9 年管管発0409第2号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

湯浅大輔
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.4. 10 年管管発0410第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.4. 10 年管管発0410第2号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

西野智樹
年金局事業管理

近畿厚生局社会保険審査官
年金局事業管理

について（訂正） 課年金審査係 課長

H27.4. 10 年管管発0410第3号
平成25年度国民年金事務費交付金等の

五昧憲治
年金局事業管理 歳入徴収官厚生労働省年金局事業企 年金局事業管理

返還に係る債権発生通知について 課交付金係 画課長 課長

H27.4. 10 年管管発0410第4号
平成25年度国民年金事務費交付金等の

五昧憲治
年金局事業管理

東海北陸厚生局年金調整課長
年金局事業管理

返還について 課交付金係 課長

日本年金機構障害年金業務部長、近

H27. 4. 13 年管管発0413第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 畿、中国ブロック本部管理部長、北 年金局事業管理
について 課 海道、東北、関東信越、近畿、中国 課長

四国、九州厚生局社会保険審査官

H27. 4. 13 年管管発0413第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

湯浅大輔
年金局事業管理 岡本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.4.14 年管管発0414第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
湯浅大輔

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年4月 13日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.4. 15 年管管発0415第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構 法務・コンブライア 年金局事業管理

ついて 3果 ンス部長、東北ブロック本部長 課長

H27.4. 15 年管管発0415第2号 再審査請求事件に係る処分について
中西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構 法務・コンブライア 年金局事業管理
（容認裁決） 課 ンス部長 課長

国会議員（衆議院）の被保険者記録確
年金局事業管理

年金局事業管理H27. 4. 15 年管管発0415第3号 大島隆成 課国民年金管理 日本年金機構副理事長
認について

係
課長

H27.4. 15 年管管発0415第4号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.4. 17 年管管発0417第1号 介護保険料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27.4.20 年管管発0420第1号 佐藤崇宏 陸、近畿、中国四国、四園、九州厚

について 課年金審査係
生（支）局社会保険審査官

課長

日本年金機構障害年金業務部長、南

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
関東ブロック本部管理部長、中国ブ

年金局事業管理H27.4.20 年管管発0420第2号 佐藤崇宏 ロック本部管理部長、関東信越、近
について 課年金審査係

畿、中国四園、九州厚生局社会保険
課長

審査官

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
東海北陸、近畿、中国四国厚生局社

年金局事業管理
H27. 4. 20 年管管発0420第3号 西野智樹 会保険審官、日本年金機構障害年金

について 課年金審査係
業務部長

課長

H27.4.20 年管管発0420第4号 建設業の許可行政庁との連携について 磯貝昌彦
年金局事業管理

日本年金機構事業部門担当理事
年金局事業管理

課 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27.4. 21 年管管発0421第1号 西野智樹 陸、近畿、中国四園、四圏、九州厚

について 課年金審査係
生（支）局社会保険審査官

課長

H27.4.21 年管管発0421第2号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 4. 22 年管管発0422第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理
日本年金機構 近畿ブロック本部長

年金局事業管理
ついて 課 課長

H27.4.22 年管管発0422第2号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年4月20日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長



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27年度国民年金事務に係る市町村
年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理

H27.4. 22 年管管発0422第3号 との協力・連携計画書等の提出につい 五昧憲治
て

課交付金係 年金管理課長 課長

H27.4. 24 年管管発0424第1号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
の承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 4. 24 年管管発0424第2号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
佐久間裕樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

H27.4. 24 年管管発0424第3号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

離婚時の年金の分割制度の申請期限に
地方厚生（支）局

年金局事業管理
H27.4. 27 年管管発0427第1号 住久政彦 年金局事業管理課 年金調整課長殿 年金管理課長

ついて（周知依頼）
殿

課長

H27.4. 28 年管管発0428第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27.4.28 年管管発0428第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
よ村武志

年金属事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

H27.4. 28 年管管発0428第3号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27.4. 28 年管管発0428第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年4月27日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27.4.30 年管管発0430第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構中部ブロック本部長、 年金局事業管理
ついて 課 九州ブロック本部長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課’係 施行先 施行者

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、北

年金局事業管理
H27.4. 30 年管管発0430第2号 上村武志 海道、関東信越、東海北陸、近畿厚

について 課
生局社会保険審査官

課長

H27. 4. 30 年管管発0430第3号
特別障害給付金に係る裁定の承認につ

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.4.30 年管管発0430第4号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

厚生年金保険の保険給付及び保険料の
年金局事業管理

H27.4.30 年管管発0430第5号 納付の特例等に聞する法律による特例
山村祐介 課厚生年金保険 日本年金機構事業部門担当理事

年金局事業管理
納付保険料の納付勧奨状の様式につい

管理係
課長

て

審査請求事件に係る保険者意見の提出
年金局事業管理 北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27. 4. 30 年管管発0430第6号 上村武志 課厚生年金保険 陸、近畿、中国四圏、四園、九州厚

について
管理係 生（支）局社会保険審査官

課長

H27. 5. 7 年管管発0507第1号
各種諸変更等の承認について（平成2

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

7年5月支払分等） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 5. 7 年管管発0507第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 5. 11 年管管発0511第1号
特別障害給付金の裁定及び却下の決定

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

の承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

特例水準解消に伴う改定及び原簿更新
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27.5.11 年管管発0511第2号 の承認について（平成27年6月支払 佐藤洋平
分等）

課 給付企画部 業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構 法務・コンブフイア

H27. 5. 12 年管管発0512第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 ンス部長、中部ブロック本部長、近 年金局事業管理
ついて 課 畿ブロック本部長、九州ブ口ック本 課長

部長

H27.5.12 年管管発0512第2号 再審査請求事件に係る処分について
中西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構 法務・コンブライア 年金局事業管理
（容認裁決） 課 ンス部長 課長

国会議員（参議院）の被保険者記録確
年金局事業管理

年金局事業管理H27.5.12 年管管発0512第3号 大島隆成 課国民年金管理 日本年金機構副理事長
認について

係
課長

H27. 5. 12 年管管発0512第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年5月 11日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 5. 12 年管管発0512第5号 審査請求事件に係る照会について（回
西野智樹

年金局事業管理
近畿厚生局社会保険審査官

年金局事業管理
答） 課年金審査係 課長

H27. 5. 12 年管管発0512第6号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
小杉光恵

年金局事業管理 日本年金機構 法務・コンブライア 年金局事業管理
て（依頼） 課 ンス部長 課長

関東信越、東海北陸、近畿、中国四

審査請求事件に係る処分取消し等の承 年金局事業管理
圏、九州厚生局社会保険審査官、

年金局事業管理
H27. 5. 13 年管管発0513第1号 西野智樹 日本年金機構障害年金業務部長、南

認について 課年金審査係
関東、中部、近畿ブロック本部管理

課長

部長

H27. 5. 13 年管管発0513第2号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長様 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.5.14 年管管発0514第1号
について

佐藤崇宏
課年金審査係

陸、近畿、中園田園、四国、九州厚
課長

生（支）局社会保険審査官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 5. 14 年管管発0514第2号 特別障害給付金の諸変更等の承認つい
佐藤洋平

年金属事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.5. 15 年管管発0515第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
商野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 5. 15 年管管発0515第2号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
小杉光恵

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て（依頼） 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.5. 15 年管管発0515第3号 西野智樹 陸、近畿、中国四園、九州厚生局社
について 課年金審査係

会保険審査官
課長

H27.5. 18 年管管発0518第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年5月18日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.5. 18 年管管発0518第2号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 i 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 5. 19 年管管発0519第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構近畿ブロック本部管理 年金局事業管理
について 課年金審査係 部長、近畿厚生局社会保険審査官 課長

， 日本年金機構障害年金業務部長、北

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
関東・信越ブロック本部管理部長、

年金局事業管理H27.5.20 年管管発0520第1号
について

上村武志
課

中部ブロック本部管理部長、関東信
課長

越、東海北陸、近畿、中国四圏、九
州厚生局社会保険審査官

H27. 5.20 年管管発0520第2号 介護保障料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.5. 20 年管管発0520第3号
介護保険料等の年金からの特別徴収に

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 5.20 年管管発0520第4号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

等の承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブフイアン

H27. 5.21 年管管発0521第5号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、南関東ブロック本部長、中 年金局事業管理

ついて 課 国ブロック本部長、九州ブロック本 課長
部長

年金手続時に添付する戸籍謄本等の原 年金局事業管理
地方厚生（支）局

年金局事業管理
H27. 5.22 年管管発0522第l号 俵英高 年金調整課長殿 年金管理課長

本の取扱いについて（周知依頼） 課
殿

課長

特別障害給付金の諸変更（平成27年
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27. 5.25 年管管発0525第1号 度物価スライドによる改定）の承認に 佐藤洋平
課 給付企画部 業務管理室長 課長

ついて

老齢福祉年金諸変更（平成27年度物
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27. 5. 25 年管管発0525第2号 価スライドによる改定）の承認につい 佐藤洋平
課 給付企画部 業務管理室長 課長

て

H27. 5. 26 年管管発0526第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、関 年金局事業管理
について 課年金審査係 東信越、近畿厚生局社会保険審査官 課長

H27. 5. 26 年管管発0526第2号
行政事件訴訟にかかる新たな処分につ

佐久間裕樹
年金局事業管理 日本年金機構法務コンブライアンス 年金局事業管理

いて 課 部長 課長

H27.5. 26 年管管発0526第3号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金属事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年5月25日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 5. 26 年管管発0526第4号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
日本年金機構法務・コンブライアン

年金局事業管理
H27.5. 27 年管管発0527第1号 中西秀樹 ス部長、近畿ブロック本部長、中国

ついて 課
ブロック本部長

課長

H27.5.27 年管管発0527第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

健康保険及び厚生年金保険における新規
年金局事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理

H27.5.27 年管管発0527第3号 坊農雄樹 厚生年金保険管理 事、日本年金機構事業管理部門担当 事業管理課長
適用届等に係る事務の取扱いについて

係 理事

健康保険及び厚生年金保障における新規
年金局事業管理課

地方厚生（支）局年金指導課長、地方
H27.5.27 年管管発0527第4号 坊農雄樹 厚生年金保険管理 事業管理課長

適用届等に係る事務の取扱いについて
係

厚生（支）局年金管理課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27.5.27 年管管発0527第5号 上村武志 陵、近畿、中国四園、九州厚生

について 課
（支）局社会保険審査官

課長

H27. 5. 27 年管管発0527第6号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
佐久間裕樹

年金局事業管理 日本年金機構法務コンブライアンス 年金局事業管理
て i果 部長 課長

H27. 5. 27 年管管発0527第7号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

国民年金事務費交付金等に係る市町村
年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理H27.5. 28 年管管発0528第1号 の振込口座等情報の確認について（依 五昧憲治

頼）
課交付金係 年金管理課長 課長

日本年金機構障害年金業務部長、支

審査請求事件に係る処分取消し等の承 年金局事業管理
払部長、北関東・信越ブロック本部

年金局事業管理H27. 5. 29 年管管発0529第1号
認について

佐藤崇宏
課年金審査係

管理部長、北海道、関東信越、東海
課長

北陸、中国四国厚生局社会保険審査
官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

持続可能な医療保険制度を構築するた 年金局事業管理課
地方厚生局年金指導課長、地方厚生 年金局事業管理

H27.5. 29 年管管発0529第2号 めの国民健康保険法等の一部を改正す 山村祐介 厚生年金保険管理
る法律の施行について（通知） 係

（支）局年金管理課長 課長

H27. 5.29 年管管発0529第3号
市町村システムの改修経費に係る所要

五昧憲治
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長及び年 年金局事業管理

見込額調べについて（依頼） 交付金係 金管理課長 課長

H27. 6. 1 年管管発0601第1号
審査請求事件に係る処分変更等につい

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長、九州厚生局社会保険審査官 課長

H27. 6. 1 年管管発0601第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 6. 1 年管管発0601第3号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課 ス部長 謀長

H27. 6. 2 年管管発0602第1号
年金の裁定等の決定に係る承認につい

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

て（平成27年6月 1日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 2 年管管発0602第2号 各種諸変更等の承認について（平成27
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
年6月支払分等） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 2 年管管発0602第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 2 年管管発0602第4号
老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

ついて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

国民年金法に基づく届書の電子媒体化
年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理H27. 6.2 年管管発0602第6号 および様式の統一化にかかる調査およ 五昧憲治

び意見照会について
課交付金係 年金管理課長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 6.3 年管管発0603第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、南関東ブロック本部長、中 年金局事業管理

ついて 課 部ブロック本部長、近畿ブロック本 課長
部長、北関東・信越ブロック本部長

H27. 6. 3 年管管発0603第2号
再審査請求事件に係る処分変更等につ

佐藤崇宏
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

いて 課年金審査係 ス部長 課長

岡本年金機構障害年金業務部長、近

審査請求事件に係る処分取消し等の承 年金局事業管理
畿ブロック本部管理部長、中部ブ

年金局事業管理
H27. 6. 3 年管管発0603第3号 佐藤崇宏 ロック本部管理部長、北海道、東

認について 課年金審査係
北、関東信越、東海北陸、近畿、九

課長

州厚生局社会保険審査官

日本年金機構障害年金業務部長、中
部ブロック、近畿ブロック、中国ブ

H27. 6. 3 年管管発0603第4号
審査請求事件に係る処分取消し等の承

酉野智樹
年金局事業管理 ロック、九州ブロック本部管理部 年金局事業管理

認について 課年金審査係 長、北海道、関東信越、東海北陸、 課長
近畿、中国四園、九州厚生局社会保
険審査官

厚生年金保険遺族年金の却下について
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27. 6. 3 年管管発0603第5号 （通知）への厚生労働大臣印の押印に 佐藤洋平
課 給付企画部 業務管理室長 課長

ついて

H27. 6.4 年管管発0604第1号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
小杉光恵

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て（依頼） 課 ス部長 課長

H27. 6.4 年管管発0604第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

の承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27.6.5 年管管発0605第1号
社会保険オンラインシステム（窓口装置）

岸野賢太郎
年金局事業管理課 日本年金機構システム部門担当理事 年金局事業管理

の稼働時間について システム室 事業管理部門担当理事 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 5 年管管発0605第2号
行政訴訟事件に係る新たな処分につい

小杉光恵
年金馬事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て（依頼） 課 ス部長 課長

H27. 6. 8 年管管発0608第1号
再審査請求事件に係る処分変更等につ

佐藤崇宏
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

いて 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 6.8 年管管発0608第2号
再審査請求事件に係る処分変更につい

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 6. 8 年管管発0608第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 6. 9 年管管発0609第1号
再審査請求事件に係る処分変更につい

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長 課長

住所地特例対象者であって介護保険料
等の徴収方法が特別徴収から普通徴収

年金局事業管理 地方厚生（支）局 年金局事業管理
H27. 6. 9 年管管発0609第2号 へ変更となった者への対応について 俵英高

（平成28年10月開始分についての再
課 年金調整課長 年金管理課長 課長

周知）

H27. 6. 9 年管管発0609第3号
社会保険オンラインシステム（窓口装置）

竹ノ内貴弘
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 年金局事業管理

の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、間

年金局事業管理
H27. 6. 10 年管管発0610第1号 上村武志 東信越、東海北陸、近畿、九州厚生

について 課
局社会保険審査官

課長

H27. 6. 10 年管管発0610第2号
年金の裁定等の決定に係る承認につい

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

て（平成27年 6月8日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 6. 11 年管管発0611第1号 佐藤崇宏 陸、近畿、中国四園、九州厚生局社
について 課年金審査係

会保険審査官
課長

日本年金機構障害年金業務部長、南

H27. 6. 11 年管管発0611第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金局事業管理 関東ブロック本部管理部長、九州ブ 年金局事業管理
認について 課年金審査係 ロック本部管理部長、関東信越、近 課長

畿、九州厚生局社会保険審査官

H27.6.11 年管管発0611第3号 社会保険オンラインシステム（窓口装置）
岸野賢太郎

年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 厚生労働省年金
の稼働時間について システム室 当理事システム部門担当理事 局事業管理課長

日本年金機構法務・コンブフイアン

H27.6.12 年管管発0612第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、中部ブロック本部長、近畿 年金局事業管理

ついて 課 ブロック本部長、中国ブロック本部 課長
長

H27.6.12 年管管発0612第2号
再審査請求事件に係る処分について

中西秀樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

（容認裁決） 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 6. 12 年管管発0612第3号 西野智樹 陸、近畿、中国四園、四国、九州厚
について 課年金審査係

生（支）局社会保険審査官
課長

H27. 6. 12 年管管発0612第4号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 6. 16 年管管発0616第1号
年金の裁定等の決定に係る承認につい

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

て（平成 27年6月 15日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 16 年管管発0616第2号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 16 年管管発0616第3号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 16 年管管発0616第4号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

の承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

平成27年度における国民年金法第3

H27. 6. 16 年管管発0616第5号 0条の4の規定による障害基礎年金受
佐藤洋平

年金属事業管理 日本年金機構年金給付業務部門担当 年金局事業管理
給権者の実態調査の実施について（通 課 理事 課長
知）

北海道、東北、関東信越、東海北

H27. 6. 17 年管管発0617第1号
審査請求事件に係る保険者意見の提出

よ村武志
年金局事業管理 陸、近畿、中国四圏、四圏、九州厚 年金局事業管理

について 課 生（支）局社会保険審査官 課長

東北、関東信越、近畿、四園、九州

H27. 6. 17 年管管発0617第2号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

西野智樹
年金局事業管理 厚生（支）局社会保険審査官、 日 年金局事業管理

について 課年金審査係 本年金機構陣害年金業務部長、東北 課長
ブロック本部管理部長

H27. 6. 18 年管管発0618第1号 介護保険料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、北関東・信越ブロック本部

年金局事業管理H27.6.19 年管管発0619第1号 中西秀樹 長、南関東ブロック本部長、中部ブ
ついて 課

ロック本部長、近畿ブロック本部
課長

長、九州ブロック本部長

国税局職員等への実務研修の実施につ
年金局事業管理

年金局事業管理
H27. 6. 19 年管管発0619第2号 山村祐介 課厚生年金保険 国税庁徴収部徴収課長

いて
管理係

課長

日本年金機構障害年金業務部長、中

H27. 6. 19 年管管発0619第3号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 部ブロック本部管理部長、北海道、 年金局事業管理
について 課 関東信越、近畿、東海北陸、九州厚 課長

生局社会保険審査官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

国税局職員等への実務研修の実施につ
年金局事業管理課

年金局事業管理H27. 6. 19 年管管発0619第5号
いて（依頼）

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
課長

係

H27. 6. 19 年管管発0619第6号 社会保険オンラインシステム（窓口装置）
竹ノ内貴弘

年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 課年金長局事業管理
の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事

H27. 6.23 年管管発0623第1号 平成27年度国民年金事務費支付金等の
五昧憲治

年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理
概算交付について（第1四半期分） 課交付金係 年金管理課長 課長

H27.6.23 年管管発0623第2号 平成27年度国民年金事務責交付金等の
五昧憲治

年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理
概算交付決定について 課交付金係 年金管理課長 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、闇

年金局事業管理H27. 6. 23 年管管発0623第3号 上村武志 東信越、近畿、四国支局、九州厚生
について 課

局社会保険審査官
課長

国民年金法の一都政正に伴う学生納付特
年金局事業管理課 年金局事業管理H27. 6.24 年管管発0624第1号 例の事務手続に関する特例に係る事務取 若山大輔
国民年金管理係

日本年金機構国民年金部長
課長

扱要領に係る様式の送付について（通知）

国民年金法の一部改正に伴う学生納付特
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長年金 年金局事業管理H27. 6.24 年管管発0624第2号 例の事務手続に関する特例に係る事務取 若山大輔

扱要領に係る様式の送付について（通知）
国民年金管理係 管理課長 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.6.24 年管管発0624第3号 中西秀樹 陸、近畿、中園田園、四園、九州厚
について 課

生（支）局社会保険審査官
課長

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、東北ブロック本部長、南関

年金局事業管理.H27. 6.24 年管管発0624第4号 中西秀樹 東ブロック本部長、中部ブロック本
ついて 課

部長、近畿ブロック本部長、九州ブ
課長

ロック本部長



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 24 年管管発0624第5号
年金の裁定等の決定に係る承認につい 佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年6月22日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 6. 24 年管管発0624第6号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブフイアン

H27. 6. 24 年管管発0624第7号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 ス部長 年金局事業管理
て 課 課長

関東信越、東海北陸、近畿、中園田
園、九州厚生局社会保険審査官、

H27. 6.25 年管管発0625第1号
審査請求事件に係る処分取消し等の承

佐藤崇宏
年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、近 年金局事業管理

認について 課年金審査係 畿ブロック本部管理部長、中部ブ 課長
ロック本部管理部長、九州ブロック
本部管理部長

H27.6. 25 年管管発0625第2号
再審査請求事件に係る処分変更等につ

佐藤崇宏
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

いて 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 6. 25 年管管発0625第3号
再審査請求事件に係る処分変更につい

中西秀樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課 ス部長 課長

H27. 6. 29 年管管発0629第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 6.29 年管管発0629第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

等の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 6. 30 年管管発0630第1号
各種諸変更等の承認について（平成2

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

フ年7月支払分等） 課 給付企画部 業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金の裁定等の決定に係る承認につい
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理H27. 6.30 年管管発0630第2号 て（平成27年6月29日依頼分） 佐藤洋平
課 給付企画部 業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 7. 2 年管管発0702第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、北関東・信越ブロック本部 年金局事業管理

ついて 課 長、中部ブ口ック本部長、近畿ブ 課長
ロック本部長、九州ブロック本部長

H27. 7.2 年管管発0702第2号
特別障害給付金に係る裁定の承認につ

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 7. 2 年管管発0702第3号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 7.2 年管管発0702第4号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27.7.2 年管管発0702第5号
社会保険オンラインシステム（窓口装置）

竹ノ内貴弘
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 厚生労働省年金

の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事 局事業管理課長

審査請求事件に係る保脱者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 7. 3 年管管発0703第1号 佐藤崇宏 陸、近畿、中国四園、四圏、九州厚
について 課年金審査係

：生（支）局社会保険審査官
課長

H27. 7. 3 年管管発0703第2号 再審査請求事件に係る処分変更等につ
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
いて 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 7. 3 年管管発0703第3号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
酉野智樹

年金局事業管理 北海道、関東信越、東海北陸、近 年金局事業管理
について 課年金審査係 畿、九州厚生局社会保険審査官 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 7. 3 年管管発0703第3号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、北 年金局事業管理

について 課年金審査係 海道ブロック本部管理部長 課長

岡本年金機構障害年金業務部長、北

H27. 7. 6 年管管発0706第1号
審査請求事件に係る処分取消しの承認

上村武志
年金局事業管理 関東・信越ブロック本部管理部長、 年金局事業管理

について 課 南関東ブロック本部管理部長、近畿 課長
ブロック本部管理部長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
関東信越、近畿、九州厚生局社会保

年金局事業管理
H27. 7. 6 年管管発0706第1号

について
上村武志

課
険審査官

課長

H27. 7. 6 年管管発0706第2号
平成26年度市町村国民年金等事務費決

五昧憲治
年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整課長及び 年金局事業管理

算審査の実施等について 課交付金係 年金管理課長 課長

H27. 7. 6 年管管発0706第3号
再審査請求事件に係る処分変更につい

西野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長 課長

建設業者の厚生年金保険及び健康保険
年金局事業管理課

年金局事業管理
H27.7.7 年管管発0707第1号 山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事

の加入状況の確認について
係

課長

H27. 7. 7 年管管発0707第2号
再審査請求事件に係る処分変更につい

上村武志
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課 ス部長 課長

H27. 7. 7 年管管発0707第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企闇部業務管理室長 課長

H27. 7. 7 年管管発0707第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年 7月6日依頼分） 課 給付企画部、業務管理室長 課長

” 



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27. 7.8 年管管発0708第1号 西野智樹 陸、近畿、中間四国、四国、九州厚

について 課年金審査係
生（支）局社会保験審査官

課長

岡本年金機構法務・コンブフイアン

H27. 7.9 年管管発0709第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 ス部長、中部ブロック本部長、近畿 年金局事業管理
ついて 課 ブロック本部長、九州ブロック本部 課長

長

H27. 7.9 年管管発0709第2号 再審査請求事件に係る処分について
中西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
（容認裁決） 課 ス部長 課長

H27. 7.9 年管管発0709第3号
再審査請求事件に係る処分変更につい

商野智樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

て 課年金審査係 ス部長 課長

H27.7.13 年管管発0713第1号 特別障害給付金にかかる裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理課 日本年金機構本部給付企画部業務 厚生労働省年金
いて 年金給付管理係 管理室長 局事業管理課長

H27. 7. 13 年管管発0713第2号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 7. 13 年管管発0713第3号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

国民年金保険料等の預金口座振替納付
年金局事業管理

年金局事業管理
H27. 7. 13 年管管発0713第4号

事務手続きに関する覚書について
五箇佑司 課国民年金管理 株式会社SMBC信託銀行

課長
係

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 7. 15 年管管発0715第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、東北ブロック本部長、中部 年金局事業管理

ついて 諜 ブロック本部長、近畿ブロック本部 課長
長、九州ブロック本部長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求事件に保る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27. 7. 15 年管管発0715第2号 上村武志 陸、近畿、中園田圏、四園、九州厚

について 課
生（支）局社会保険審査官

課長

H27. 7. 15 年管管発0715第3号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金屑事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年7月13日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.7.16 年管管発0716第1号 社会保険オンラインシステム（窓口装置）
竹ノ内貴弘

年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 厚生労働省年金
の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事 局事業管理課長

H27. 7. 17 年管管発0717第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27.7.17 年管管発0717第2号 介護保険料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 岡本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 7.21 年管管発0721第1号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金属事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 7.21 年管管発0721第2号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年7月21日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 7.21 年管管発0721第3号 国民年金障害給付等の不支給決定等の 佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 7.23 年管管発0723第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、支 年金局事業管理
認について 課年金審査係 払部長、東北ブロック本部管理部長 課長

H27. 7.23 年管管発0723第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金局事業管理 東北、関東信越、東海北陸、近畿、 年金局事業管理
認について 課年金審査係 中国四国厚生局社会保険審査官 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、東北ブロック本部長、北関

年金局事業管理
H27. 7.23 年管管発0723第2号 中西秀樹 東・信越ブロック本部長、中部ブ

ついて 課
ロック本部長、近畿ブロック本部

課長

長、九州ブロック本部長

加害者処遇状況通知希望申出者の提出
年金屑事業管理 広島地方検察庁福山支部検察官 年金局事業管理H27. 7.23 年管管発0723第3号 について（広島地方検察庁福山支部あ 住久政彦

て）
課 殿 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27. 7. 24 年管管発0724第1号 中西秀樹 近畿、中国四圏、四園、九州厚生（支）

について 課
局社会保険審査官

課長

H27. 7. 27 年管管発0727第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、九 年金局事業管理
について 課 州ブロック本部管理部長 課長

H27. 7.27 年管管発0727第2号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 岡本年金機構本部 年金局事業管理
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

障害基礎年金の支給額を政定する処分
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27. 7.27 年管管発0727第3号 の取消通知書（通知）への厚生労働文 佐藤洋平
臣印の押印について

課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 7. 28 年管管発0728第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年7月27日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.7.28 年管管発0728第2号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27.7.29 年管管発0729第1号 佐藤崇宏 近畿、中国四圏、四園、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
局社会保険審査官

課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.7.30 年管管発0730第2号
行政事件訴訟にかかる新たな処分につい

佐久間裕樹 年金局事業管理課
日本年金機構法務コンブライアンス部 年金局事業管理

て 長 課長

H27.7.30 年管管発0730第3号
特別障害給付金に係る裁定の承認につい

佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 年金局事業管理

て 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理H27.7.30 年管管発0730第4号 西野智樹 近畿、中周囲園、四園、九州厚生（支）
ついて 年金審査係

局社会保険審査官 課長

H27.7.31 年管管発0731第1号
老齢福祉年金の各種諸変更等の承認！こ

佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 年金局事業管理

ついて 給付企画部業務管理室長 課長

H27.8.3 年管管発0803第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27.8.4 年管管発0804第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、北関東・信越ブロック本部 年金局事業管理

ついて 課 長、中部ブロック本部長、近畿ブ 課長
ロック本部長、中国ブロック本部長

H27.8. 5 年管管発0805第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
て（平成27年8月3日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 局事業管理課長

H27. 8.5 年管管発0805第2号
各種諸変更等の承認について（平成2

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金

7年8月支払分等） 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.5 年管管発0805第3号
平成26年度歳入決算純計額報告書の提

川口万里子
年金局事業管理

日本年金機構事業管理部門担当理事
厚生労働省年金

出について 課歳入金管理係 局事業管理課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構障害年金業務部長、業

審査請求事件に係る処分取消し等の承 年金属事業管理
務渉外部長、北関東・信越ブロック

年金局事業管理H27.8.6 年管管発0806第1号
認について

佐藤崇宏
課年金審査係

本部長、社会保険審査畿会委員長、北
課長

海道、関東信越、近 、中国四園、
九州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

H27.8.6 年管管発0806第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
西野智樹

年金局事業管理 関東・信越、近畿ブロック本部管理 年金属事業管理
について 課年金審査係 部長、関東信越、近畿、中国四国厚 課長

生局社会保険審査官

H27.8.6 年管管発0806第3号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8. 7 年管管発0807第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

日本年金機構における不正アクセスに
年金局事業管理

H27.8. 7 年管管発0807第2号 よる情報流出事薫に伴う基礎年金番号
三箇佑司 課国民年金管理

全園地方銀行協会
事業管理課長

変更に係る閤民年金保険料の納付事務
係

第二地方銀行協会
について

H27.8. 10 年管管発0810第1号 再審査請求事件に係る処分について
中西秀樹

年金局事業管理 岡本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
（容認裁決） 課 ス部長 課長

H27.8. 10 年管管発0810第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 岡本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

関東信越、東海北陸、近畿、九州厚

H27.8. 10 年管管発0810第3号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 生局社会保険審査官、日本年金機 年金局事業管理
について 課 構障害年金業務部長、北関東・信越 課長

ブロック本部管理部長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.8.11 年管管発0811第1号 上村武志 陸、近畿、中園田園、四園、九州厚
について 課

生（支）局社会保険審査官
課長



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構法務・コンブライアン

H27.8.11 年管管発0811第2号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 ス部長、中部ブロック本部長、近畿 年金局事業管理
ついて 課 ブロック本部長、中国ブロック本部 課長

長、九州ブロック本部長

H27.8.11 年管管発0811第3号 再審査請求事件に係る処分変更につい
商野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

国民年金障害給付等の不支給決定等の
年金局事業管理

日本年金機構本部給付企画部業 厚生労働省年金H27.8. 11 年管管発0811第5号 佐藤洋平 課年金給付管理
承認について

係
務管理室長 局事業管理課長

年金の裁定等の決定に係る承認につい
年金局事業管理

日本年金機構本部給付企画部業 厚生労働省年金H27. 8. 11 年管管発0811第6号
て（平成27年8月10日依頼分）

佐藤洋平 課年金給付管理
務管理室長 局事業管理課長係、

賃金スライドに伴う原簿更新の承認に 年金局事業管理
日本年金機構本部給付企画部業

H27.8.11 年管管発0811第7号 ついて 佐藤洋平 課年金給付管理
務管理室長 厚生労働省年金

係
局事業管理課長

H27. 8. 13 年管管発0813第1号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
いて 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8. 13 年管管発0813第2号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 8.14 年管管発0814第1号 中西秀樹 陸、近畿、中国四園、九州厚生局社
について 課

会保険審査官
課長

H27. 8. 19 年管管発0819第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.19 年管管発0819第2号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
湯浅大輔

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労業働管省年金
て（平成27年8月17日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 局事 理課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求による、年金額変更不該当決
年金馬事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金H27.8. 19 年管管発0819第3号 定取消通知書への厚生労働大臣印の押 湯浅大輔

印依頼について
課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27. 8. 19 年管管発0819第4号 特別障害給付金に係る裁定の取り下げ
湯浅太輔

年金属事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

介護保険料等の年金からの特別徴収に 年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金H27.8. 19 年管管発0819第5号
ついて

湯浅大輔
課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.20 年管管発0820第1号 再審査請求事件に係る処分変更等につ
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
いて 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件に係る処分取消し等の承 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、東

年金局事業管理
H27.8.20 年管管発0820第2号

認について
佐藤崇宏

課年金審査係
北ブロック本部長、中部ブロック本

課長
部長

H27.8.20 年管管発0820第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金局事業管理 東北、関東信越、東海北陸、近畿、 年金局事業管理
認について 課年金審査係 中国四国厚生局社会保険審査官 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27.8.20 年管管発0820第3号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 ス部長、中部ブロック本部長、近畿 年金局事業管理
ついて 課 ブロック本部長、中国ブロック本部 課長

長、四国ブロック本部長

H27.8.24 年管管発0824第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

建設業者の厚生年金保険及び健康保険
年金局事業管理課

国土交通省土地・建設産業局建設業課 年金局事業管理H27.8.24 年管管発0824第2号 山村祐介 厚生年金保険管理
の加入状況について（報告）

係
長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.8.25 年管管発0825第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.25 年管管発0825第3号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.25 年管管発0825第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金馬事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
て（平成27年8月24日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 局事業管理課長

日本年金機構障害年金業務部長、業
務渉外部長、近畿ブロック本部管理

H27. 8.26 年管管発0826第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 部長、四国ブロック本部管理部長、 年金局事業管理
について 課 九州ブロック本部管理部長、関東信 課長

越会、近畿、四園、九州厚生（支）局
社保険審査官

審査請求事件に係る保験者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.8. 27 年管管発0827第1号 佐藤崇宏 陸、近畿、中国四圏、四園、九州厚
について 課年金審査係

生（支）局社会保険審査官
課長

H27.8.27 年管管発0827第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
日本年金機構法務・コンブライアン

年金局事業管理H27. 8.27 年管管発0827第3号 中西秀樹 ス部長、中部ブロック本部長、近畿
ついて 課

ブロック本部長
課長

H27.8.28 年管管発0828第1号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 厚生労働省年金
いて 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.8.28 年管管発0828第2号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 年金機構本部 厚生労働省年金
ついて 課 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 8.28 年管管発0828第3号 西野智樹 陸、近畿、中国四園、四園、九州厚
について 課年金審査係

生（支）局社会保険審査官
課長

国民年金保障料の免除等に係る事務処
年金局事業管理

日本年金機構事業企画部門担当理事 年金局事業管理H27. 8.31 年管管発0831第1号 大島隆成 課国民年金管理
理の効率化について

係
事業管理部門担当理事 課長

H27.8.31 年管管発0831第2号 国認民年に金障害給付等の不支給決定等の 佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承 ついて 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

被用者年金制度の一元化等を閣るため
岡本年金機構

H27.9. 1 年管管発0901第1号 の厚生年金保障法等の一部を改正する
佐藤貴史

年金局事業管理
事業企画部門担当理事殿 年

年金局事業管理

法律の施行取に伴扱う経過措置に関する省 課
金給付業務部門担当理事殿

課長
令の事務の いについて
被用者年金制度の一元化等を図るため

地方摩生（支）局
H27.9. 1 年管管発0901第2号 の厚生年金保険法等の一部を改正する

佐藤貴史
年金局事業管理

年金調整課長殿 年金管理課長
年金局事業管理

法律の施行に伴う経過措置に関する省 課
殿

課長
令の事務の取扱いについて

H27. 9. 1 年管管発0901第3号 各種諸変更等の承認について（平成2
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
7年9月支払分等） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 9. 1 年管管発0901第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 、 年金局事業管理
て（平成27年 8月31日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27.9.2 年管管発0902第1号 西野智樹 陸、近畿、九州厚生局社会保険審査
について 課年金審査係

官
課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、中

年金局事業管理H27.9. 2 年管管発0902第1号 西野智樹 部ブロック本部管理部長、近畿ブ
について 課年金審査係

ロック本部管理部長
課長

H27.9. 2 年管管発0902第2号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.9.2 年管管発0902第3号 社会保険オンラインシステム（窓口装置） 竹ノ｜苅貴弘 年金局事業管理課 岡本年金機構年金給付業務部門担 厚生労働省年金
の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事 局事業管理課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 9.3 年管管発0903第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分に・

中西秀樹
年金局事業管理 ス部長、東北ブロック本部長、南関 年金局事業管理

ついて 課 東ブロック本部長、中部ブロック本 課長
部長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 9.3 年管管発0903第2号 上村武志 陸、近畿、中国四園、四圏、九州厚
について 課

生（支）局社会保険審査官
課長

H27. 9.3 年管管発0903第3号 介護保験料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理H27. 9. 7 年管管発0907第1号 中西秀樹 近畿、中国四t審園査、四園、九州厚生（支）について 課
局社会保険 官

課長

H27. 9.8 年管管発0908第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
てi 課年金審査係 ス部長 課長

H27.9.8 年管管発0908第2号 再審査請求事件に係る処分棄更につい
商野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 9.8 年管管発0908第3号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.9. 8 年管管発0908第4号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年9月フ日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 9. 9 年管管発0909第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
中西秀樹

年金局事業管理 ス部長、南関東ブロック本部長、中 年金局事業管理
ついて 課 部ブロック本部長、近畿ブロック本 課長

部長、中国ブロック本部長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構における個人番号利用の 年金局事業管理
日本年金機構

年金局事業管理H27. 9.9 年管管発0909第2号 小林代悟 事業企画部門担当理事
延期に伴う事務取扱等について 課庶務係

事業管E皇部門担当理事
課長

日本年金機構における個人番号利用の 年金局事業管理
地方厚生（支）局

年金局事業管理H27.9. 9 年管管発0909第3号 小林代悟 年金調整課長
延期に伴う事務取扱等について 課庶務係

年金管理課長
課長

H27.9.10 年管管発0910第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金局事業管理 関東信越、東海北陸、九州厚生局社 年金局事業管理
認について 課年金審査係 会保険審査官 課長

H27. 9. 10 年管管発0910第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の承
佐藤崇宏

年金属事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、中 年金局事業管理
認について 課年金審査係 部ブロック本部長 課長

H27.9. 10 年管管発0910第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金属事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

特別障害給付金の諸変更等の承認！こっ
年金局事業管理

日本年金機構本部給付企画部業 年金局事業管理H27. 9. 11 年管管発0911第1号
いて

佐藤洋平 課年金給付管理
務管理室長 課長

係

H27.9.11 年管管発0911第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長

年金局事業管理
について 課 課長

関東信越、東海北陸、近畿、中国四

H27.9.11 年管管発0911第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 国厚生局社会保険審査官 年金局事業管理
について 課 課長

H27. 9. 11 年管管発0911第3号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 9. 11 年管管発0911第4号 平成27年度国民年金事務費交付金等の
五昧憲治

年金局事業管理 地方厚生（支）局年金調整・年金管 年金局事業管理
概算交付について（第2四半期分） 課交付金係 理課長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 9. 14 年管管発0914第1号
再審査請求事件に係る処分について

中西秀樹
年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理

（容認裁決） 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 9. 14 年管管発0914第2号
について

佐藤崇宏
課年金審査係

陸、近畿、中園田園、四園、九州厚
課長

生（支）局社会保険審査官

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 9. 15 年管管発0915第1号 西野智樹 陸、近畿、中園田園、四園、九州厚
について 課年金審査係

生（支）局社会保険審査官
課長

H27.9. 15 年管管発0915第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 9. 15 年管管発0915第3号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年9月14日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27.9.15 年管管発0915第4号 社会保険オンラインシステム（窓口装置）
竹ノ肉貴弘

年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担 厚生労働省年金
の稼働時間について システム室計画係 当理事、システム部門担当理事 局事業管理課長

審査請求事件に係る保険者意見の操出 年金局事業管理
北海道、関東信越、東海北陸、近

年金局事業管理
H27. 9. 16 年管管発0916第1号 上村武志 畿、中国四園、九州厚生（支）局社

について 課！
金保険審査官

課長
J 

H27.9.17 年管管発0917第1号
訴訟事件の休止に対する期目指定のl申

松永潔文 年金局事業管理課 東京法務局長
年金局事業管理

立て等について（意見事） 課長

政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H27.9.17 年管管発0917第2号 めの国民年金法等の一部を改納付正にす闘るす法る律 若山大輔 年金局金事管業理管係理課 日本年金機構事業管理部門担当理 年金局事業管理
の施行に伴う後納保険料の納 国民年 事 課長
事務の取扱いについて
政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H27.9.17 年管管発0917第3号 めの国民年金法等の一部を改正する法律
若山大輔

年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長年金 年金局事業管理
の施行に伴う後納保険料の納付に関する 国民年金管理係 管理課長 課長
事務の取扱いについて



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 9. 17 年管管発0917第4号 介護保険料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、東北ブロック本部長、中部

年金局事業管理
H27. 9. 18 年管管発0918第1号 中西秀樹 ブロック本部長、近畿ブロック本部

ついて 課
長、中国ブロック本部長、四国ブ

課長

ロック本部長、九州ブロック本部長

「健康保険法及び厚生年金保障法におけ 年金局事業管理課
厚生労働省年金

H27.9.18 年管管発0918第2号 る賞与に係る報酬の取扱いについてjの 坊農雄樹 厚生年金保障管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
局事業管理課長

一部改正について（通知） 係

「健康保険法及び厚生年金保険法におけ 年金局事業管理課
地方厚生（支）局年金指導課長・年金管 厚生労働省年金

H27.9.18 年管管発0918第3号 る賞与に係る報酬の取扱いについて」の 坊農雄樹 厚生年金保険管理
一部改正について（通知） 係

理課長 局事業管理課長

「健康保険法及び厚生年金保険法におけ 年金局事業管理課
財務省大臣官房企画官（主計局給与共
済課担当）、総務省自治行政局公務員 厚生労働省年金

H27.9.18 年管管発0918第4号 る賞与に係る報酬の取扱いについてJの 坊農雄樹 厚生年金保験管理
部福利課長、文部科学省高等教育局 局事業管理課長

一部改正について（通知） 係
私学部私学行政課長

「健康保険法及び厚生年金保障法におけ 年金属事業管理課
厚生労働省年金

H27.9.18 年管管発0918第5号 る賞与に係る報酬の取扱いについてJの 坊農雄樹 厚生年金保険管理 健康保険組合理事長
局事業管理課長

一部改正について（通知） 係

H27.9. 18 年管管発0918第6号
特別障害給付金に係る裁定の承認につ

佐藤洋平
年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 9. 18 年管管発0918第7号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

佐藤洋平
年金属事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27.9.24 年管管発0924第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中園田園、四園、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 9.24 年管管発0924第2号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

健康保しl険の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

年金局事業管理H27.9.25 年管管発0925第1号 山村祐介 厚生年金保険管理 関東信越厚生局年金調整課長
取消 ごついて

保
課長

健康保険の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

年金局事業管理H27.9.25 年管管発0925第2号
取消しについて

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
課長

係

茨城県の一部の地域における厚生年金保
年金局事業管理課

年金局事業管理
H27.9.25 年管管発0925第4号

険料等の納期限の延長等について
山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事

課長
係

平成27年台風第18号等による大雨によ

H27.9.28 年管管発0928第1号
り被害を受けた国民年金第1号被保院者

若山大輔
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長年金 年金局事業管理

に対する保険料免除に係る取扱いについ 国民年金管理係 管理課長 課長
て
平成27年台風第18号等による大雨によ

H27.9.28 年管管発0928第2号 り被害を受けた国民年金第1号被保険者
若山大輔

年金局事業管理課
日本年金機構事業管理部門理事

年金局事業管理
に対する保険料免除に係る取扱いについ 国民年金管理係 課長
て

日本年金機構障害年金業務部長、東
北ブロック本部、北関東・信越ブ

H27.9. 28 年管管発0928第3号
審査請求事件に係る処分取消し等の承

佐藤崇宏
年金局事業管理 ロック本部、中部ブロック本部、中 年金局事業管理

認について 課年金審査係 園田園ブロック本部管理部長、東 課長
北、関東信越、東海北陸、中国四
園、九州厚生局社会保険審査官

H27. 9.28 年管管発0928第4号 再審査請求事件に係る処分変更につい
佐藤崇宏

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 9.28 年管管発0928第5号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

障害年金の初診日を明らかにすることが
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付業務部門担当 厚生労働省年金H27.9.28 年管管発0928第6号 できる書類を添えることができない場合の 村松英明
障害認定企画係 理事 局事業管理課長

取扱いについて（通知）

障害年金の初診日を明らかにすることが
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長、年金 厚生労働省年金H27.9.28 年管管発0928第7号 できる書類を添えることができない場合の 村松英明

取扱いについて（通知）
障害認定企画係 管理課長 局事業管理課長

障害年金の初診日を明らかにすることが
財務省大臣官房企画官（主計局給与共

H27.9.28 年管管発0928第8号 できる書類を添えることができない場合の 村松英明
年金局事業管理課 済課担当）、総務省自治行政局公務員 厚生労働省年金

取扱いについて（通知）
障害認定企画係 部福利課長、文部科学省高等教育局 局事業管理課長

私学部私学行政課長

H27.9. 28 年管管発0928第9号 特別障害給付金に係る裁定の承認！こっ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 9.28 年管管発0928第10号 年金の裁定等の決定に係る承穏につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年9月28日依頼分） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

国民年金・厚生年金保験障害給付の障
年金屑事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理

H27.9.28 年管管発0928第11号 害状態確認眉に係る処分理由の変更の 佐藤洋平
課 障害年金業務部長 課長

通知に係る大臣印の押印について

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27. 9.29 年管管発0929第1号 佐藤崇宏 陸、近畿、中周囲園、四国、九州厚

について 課年金審査係
生（支）局社会保険審査官

課長

茨城県の一部の地域における厚生年金保
年金局事業管理課

年金局事業管理H27.9.30 年管管発0930第1号
険料等に関する納期限の延長について

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
課長

係

茨城県の一部の地域における厚生年金保 年金局事業管理課
地方厚生局年金調整課長、地方厚生 年金局事業管理H27.9.30 年管管発0930第2号 険料等に関する納期限の延長について 山村祐介 厚生年金保険管理

（厚生局あて通知） 係
（支）局年金管理課長 課長

H27.9.30 年管管発0930第3号 公的年金給付総合情報連携システムの
鈴木良希

年金局事業管理 日本年金機構事業企画部門担当理事 年金局事業管理
セキュリティの確保・徹底について 課 日本年金機構システム部門担当理事 課長



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

「派遣河事業主等における社会保険の適
年金局事業管理課

H27.9.30 年管管発0930第4号 用の適正化に係る地方社会保障事務局と 山村祐介 厚生年金保険管理
骨都道府県労働局長、日本年金機構 年金局事業管理

都道府県労働局との連携に係る留意事項 事業管理部門担当理事 課長
について』の一部改正について

係

「派遣労働者に対する社会保隣適用の取
年金局事業管理課

年金局事業管理H27.9.30 年管管発0930第6号 山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
扱いについてJの一部改正について

係
課長

厚生年金保険法及び国民年金法に基づく
日本年金機構年金給付業務部門担当 厚生労働省年金H27.9.30 年管管発0930第6号 給付と損害賠償額との調整の取扱いにつ 小野寺晋 年金局事業管理課
理事 局事業管理課長

いて

厚生年金保験法及び国民年金法に基づく
財務省大臣官房企画官（主計局給与共 厚生労働省年金

H27.9.30 年管管発0930第7号 給付と損害賠償額との調整の取扱いにつ 小野寺晋 年金局事業管理課 済課担当） 局事業管理課長
いて

厚生年金保験法及び国民年金法に基づく
厚生労働省年金

H27.9.30 年管管発0930第8号 給付と損害賠償額どの調整の取扱いにつ 小野寺晋 年金局事業管理課 総務省自治行政局公務員部福利課長
いて

局事業管理課長

厚生年金保障法及び国民年金法に基づく
文部科学省高等教育局私学部私学行 厚生労働省年金

H27.9.30 年管管発0930第9号 給付と損害賠償額との調整の取扱いにつ 小野寺晋 年金属事業管理課
政課長 局事業管理課長

いて

H27.9.30 年管管発0930第10号 決算検査報告に掲記した事項に対する処
小野寺晋 年金局事業管理課 会長計山検際査秀院一第2局厚生労働検査第4課 厚生労働省年金

置状況について（追加回答） 局事業管理課長

「派遣労働者に対する社会保障適用の取 年金局事業管理課
年金局事業管理

H27 .. 9.30 年管管発0930第11号 扱いについてJの一部改正について（健保 山村祐介 厚生年金保障管理 健康保験組合連合会会長
連あて通知） 係

課長

厚生年金保臨法及び国民年金法に碁づく
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長、年金 厚生労働省年金H27.9.30 年管管発0930第12号 給付と損害賠償額との調整の取扱いにつ 俵英高
年金給付管理係 管理課一長 局事業管理課長

いて



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保障法事等の一部を改正する 年金局事業管理 日本年金機構事業企画部門担当理

年金局事業管理H27.9. 30 年管管発0930第13号 法律の施行に伴う 務の取扱いについ 溝浅文輔 課年金給付管理 事、事業管理部門担当理事、年金給
て 係 付業務部門担当理事

課長

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保険法等の一部を改正する 年金局事業管理

地方厚生局（支）局年金調整課長、 年金局事業管理H27.9.30 年管管発0930第14号 法律の施行に伴う事務の取扱いについ 湯浅大輔 課年金給付管理
年金管理課長 課長

て 係

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保険法等の一部を改正する 年金局事業管理

財務省大臣官房企画官（主計局給与 年金局事業管理
H27. 9.30 年管管発0930第16号 法律の施行に伴う事務の取扱いについ 湯浅大輔 課年金給付管理

共済課担当） 課長
て 係

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保険法事等の一部を取正する 年金局事業管理

年金局事業管理
H27.9.30 年管管発0930第17号 法律の施行に伴う 務の取扱いについ 湯浅太輔 課年金給付管理 総務省自治行政局公務員部福利課長

課長
て 係

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保障法等の一部を政正する 年金局事業管理

文部科学省高等教育局私学部私学行 年金局事業管理
H27. 9.30 年管管発0930第18号 法律の施行に伴う事務の取扱いについ 湯浅大輔 課年金給付管理

政課長 課長
て 係

「生計維持関係等の認定基準及び認定 年金局事業管理
財務省大臣官房企画官（主計局給与 年金局事業管理

H27. 9.30 年管管発0930第19号 の取扱いについて」の一部改正につい 湯浅大輔 課年金給付管理
て 係

共済課担当） 課長

「生計維持関係等の認定基準及び認定 年金局事業管理
年金局事業管理H27. 9.30 年管管発0930第20号 の取扱いについてJの一部改正につい 湯法大輔 課年金給付管理 総務省自治行政局公務員福利課長

て 係
課長

「生計維持関係等の認定基準及び認定 年金局事業管理
文部科学省高等教育局私学部私学行 年金局事業管理H27. 9.30 年管管発0930第21号 の取扱いについて」の一部改正につい 湯浅大輔 課年金給付管理

て 係
政課長 課長



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金受給権者の年金給付関係届書等の 年金局事業管理
岡本年金機構年金給付業務部門担当 年金局事業管理H27.9. 30 年管管発0930第22号 添付書類に関する事務の取扱いについ 湯浅太輔 課年金給付管理

て 係
理事 課長

日本年金機構法務・コンブライアン

審査請求事件の容認決定に係る処分に 年金局事業管理
ス部長、東北ブ口ック本部長、南関

年金局事業管理H27. 10. 1 年管管発1001第1号 中西秀樹 東ブロック本部長、中部ブロック本
ついて 課

部長、近畿ブロック本部長、中国ブ
課長

ロック本部長、九州ブロック本部長

H27. 10. 1 年管管発1001第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理、
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理
H27. 10. 1 年管管発1001第3号 西野智樹 陸、近畿、中園田園、四園、九州厚

についで 課年金審査係
生（支）局社会保険審査官

課長

H27. 10. 2 年管管発1002第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、関

年金局事業管理
H27. 10. 2 年管管発1002第2号 西野智樹 東信越、近畿、九州厚生局社会保険

について 課年金審査係
審査官

課長

H27. 10.2 年管管発1002第3号 特別障害給付金に係る裁定の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 2 年管管発1002第4号 各種諸変更等の承認について（平成2
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
7年 10月支払分等） 課 給付企画部 業務管理室長 課長

H27. 10. 2 年管管発1002第5号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10.5 年管管発1005第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10.6 年管管発1006第1号 年金の裁定と決定に係る承認について
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成27年 10月5日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 7 年管管発1007第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 10. 7 年管管発1007第2号 上村武志 陸、近畿、中国四国、四園、九州厚
について 課

生（支）局社会保険審査官
課長

日本年金機構法務・コンブフイアン

H27. 10.8 年管管発1008第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
文久保秀直

年金局事業管理 ス部長、南関東ブロック本部長、中 年金局事業管理
ついて 課年金審査係 部ブロック本部長、近畿ブロック本 課長

部長、中国ブロック本部長

H27. 10. 8 年管管発1008第2号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

H27. 10. 8 年管管発1008第3号 再審査請求事件に係る処分変更につい
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年金業務部長、北

年金局事業管理H27. 10.9 年管管発1009第1号 よ村武志 海道ブロック本部管理部長、九州ブ
について 謀

ロック本部管理部長
課長

H27. 10.9 年管管発1009第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
上村武志

年金局事業管理 北海道、関東信越、東海北陸、中国 年金局事業管理
について 課 四園、九州厚生局社会保険審査官 課長

H27. 10.9 年管管発1009第2号 特別障害給金の裁定及び不支給決定等
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

閣僚等就任時における国民年金手続に
年金局事業管理

地方厚生（支）局年金調整課長（年 年金局事業管理H27. 10. 9 年管管発1009第3号 三箇佑司 課国民年金管理
係る周知について（依頼）

係
金管理課長） 課長

H27. 10. 9 年管管発1009第4号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 9 年管管発1009第5号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 9 年管管発1009第6号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

社会保険オンラインシステム（窓口装
年金局事業管理

日本年金機構事業企画部門担当理 年金局事業管理H27. 10. 13 年管管発1013第1号
置）の稼働時聞について

柳瀬康宏 課システム軍シ
事 システム部門担当理事 課長

ステム企画係

H27. 10. 14 年管管発1014第1号 再審査請求事件に係る処分について
申西秀樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金局事業管理
（容認裁決） 課 ス部長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 10, 14 年管管発1014第2号 中西秀樹 陸、近畿、四圏、九州厚生（支）局
について 課

社会保険審査官
課長

H27. 10. 14 年管管発1014第3号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年10月13日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

「国民年金・厚生年金保険未支給保

H27. 10. 14 年管管発1014第4号 険 保険給付決定取消処分の取消通知
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
書J （通知）への厚生労働大臣印の押 課 給付企画部業務管理室長 課長
印について

H27. 10. 15 年管管発1015第1号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
等の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10. 19 年管管発1019第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 19 年管管発1019第2号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年 10月19日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10. 19 年管管発1019第3号 介護保険料等の年金からの特別徴収に
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 課 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブフイアン

H27. 10.20 年管管発1020第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
太久保秀直

年金局事業管理 ス部長、中部ブロック本部長、中国 年金局事業管理
ついて 課年金審査係 ブロック本部長、九州ブロック本部 課長

長

審査請求事件に係る保障者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 10.21 年管管発1021第1号 西野智樹 陸、近畿、中園田園、四園、九州厚
について 課年金審査係

生（支）局社会保険審査官
課長

H27. 10. 21 年管管発1021第2号 行政訴訟事件に係る新たな処分につい
佐久間裕樹

年金属事業管理 日本年金機構法務コンブライアンス 年金局事業管理
て 課 部長 課長

H27. 10.21 年管管発1021第3号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
等の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、関東信越、東海北陸、近

年金局事業管理
H27. 10.22 年管管発1022第1号 大久保秀直 畿、中国四園、四園、九州厚生

について 課年金審査係
（支）局社会保険審査官

課長

H27. 10.27 年管管発1027第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につい
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
て（平成27年 10月26日依頼分） 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10.28 年管管発1028第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認
西野智樹

年金局事業管理 日本年金機構障害年金業務部長、四 年金局事業管理
について 課年金審査係 国ブロック本部管理部長 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10.28 年管管発1028第2号 行政事件訴訟にかかる新たな処分につ
佐久間裕樹

年金属事業管理 日本年金機構法務コンブライアンス 年金局事業管理
いて 課 部長 課長

H27. 10.28 年管管発1028第3号 再審査請求事件に係る処分変更につい
上村武志

年金局事業管理 日本年金機構法務コンブライアンス 年金局事業管理
て 課 部長 課長

H27. 10.28 年管管発1028第4号 老齢福祉年金の各種諸変更の承認につ
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
いて 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10.28 年管管発1028第5号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 10.28 年管管発1028第6号 上村武志 陸、近畿、中国四園、四国、九州厚
について 課

生（支）局社会保険審査官
課長

H27. 10.28 年管管発1028第7号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理 日本年金機構本部 年金局事業管理
等の承認について 課 給付企画部業務管理室長 課長

H27. 10.29 年管管発1029第1号 再審査請求事件に係る処分変更につい
商野智樹

年金局事業管理 日本年金機構法務・コンブライアン 年金属事業管理
て 課年金審査係 ス部長 課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
日本年金機構障害年企業務部長、南

年金局事業管理
H27. 10. 29 年管管発1029第2号 上村武志 関東ブロック本部管理部長、中部ブ

について 課
ロック本部管理部長

課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認 年金局事業管理
北海道、東北、関東信越、東海北

年金局事業管理H27. 10.29 年管管発1029第2号 よ村武志 陸、近畿、九州厚生局社会保験審査
について 課

官
課長

日本年金機構法務・コンブライアン

H27. 10. 30 年管管発1030第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分に
大久保秀直

年金局事業管理 ス部長、北海道ブロック本部長、中 年金局事業管理
ついて 課年金審査係 部ブロック本部長、近畿ブロック本 課長

部長、中国ブロック本部長


