
施行自 文書番号 件名 起案者 起案担当課園｛系 施行先 施行者

H27.11.11 年管発1111第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

吉本雅
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H27.11.12 年管発1112第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
指定について

H27.11.12 年菅発1112第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

小杉光恵 年金局事業管理課 高松法務居長 年金管理審議官
指定について

H27.11.13 年菅発1113第1号
行政事件訴訟の実雄及び指定代理人の

眠部 JI慎一 年金晶事業管理課 津地方法務昂長 年金管理審議官
指定について

平成27年（行ウ）第28号遺族基礎年金
H27.11.13 年官発1113第2号 不支給処分取消等請求事件の調査囲報 臓部 JI慎一 年金届事業管理課 法務省訟務島長、津地方法務局長 年金管理審議官

の寵出について

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
1-127.11.16 年管発1116第1号 指定について（名吉屋地裁平成27年（行 畑中正視 年金局事業管理課 名古崖法務局長 年金管理審議官

ウ）第88号）

H27.11.16 年管発1116第2号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

佐藤謙一 年金高事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
いて（｛衣車買）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H27.1U7 年管発1117第1号 指定について（神戸地裁平成27年（行ウ） 畑中正調 年金蝿事業管理課 神戸地方法務昂長 年金管理審議官

第57号）

H27.11.18 年管発1118第1号
行政事件訴訟の実施設び指定代理人の

佐藤謙一 年金島事業管理課 東京法務局長 年金管理審議宮
指定について

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H27.11.19 年管発1119第1号 指定について（札幌地裁平成27年（行ウ） 畑中正課 年金局事業管理課 札幌法務晶長 年金管理審議官

第38号）



平成27年（行ウ）第328号，開（行ウ）第3
H27.1L20 年管発1120第1号 92号，間（行ウ）第540号年金減額改定 自軍部順一 年金崩事業管理課 法務省法務局長，東京法務晶長 年金管理審議官

取消請求事件の調査聞報の提出について

H27.11.25 年管発1125第1号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

松永潔文 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
いて

H27.11.27 年管発1127第1号
行政事件訴訟の実施設び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
指定について

平成27年（行ウ）第516号国民年金障
H27.11.27 年管発1127第2号 害基礎年金停止取滞請求事件の調査囲 小杉光悪 年金局事業管理課 法務省訟務扇長，東京法務局長 年金管理審議官

報について

平成26年度年金特別会計財務書類（健麗

H27.11.30 年菅発1130第i号
勘定、子どものための金銭の給付勘定を

新田 j告之
年金局事業企画課

大臣官爵会計課長 年金管理審議官
除く）に罷る大臣官爵会計課長あて報告に 会計室決算保
ついて

H27.12.2 年管発1202第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

内垣安英
年金昂事業企画課

田本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H27.12.2 年管発1202第2号
訴訟事件の調査回報について（札幌地裁

畑中正視 年金局事業管理課 法務省訟務昂長，札幌法務届長 年金管理審議官
平成27年（行ウ）第38号）

訴訟事件の調査田報について
H27.12.2 年管発1202第3号 ｛東京地裁平成27年（ワ）第27173号損 ｛左藤謙一 年金局事業管理課 法務省訟務局長 年金管理審議宮

害賠償請求事件］

訴訟事件の調査囲報について
H27.12.2 年管発1202第3号 ［東京地裁平成27年（ワ）第27173号損 佐藤謙一 年金局事業管理課 東京法務員長 年金管理審議官

害賠償請求事件］

H27.12.4 年管発1204第1号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

服部順一 年金晶事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
いて



H27.12.8 年菅発1208第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹 年金島事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

指定について

H27.12.8 年管発1208第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 神戸地方法務昂長 年金管理審議官
指定について

H27.12.10 年管発1210第1号 判決に対する上訴の要否等について 松永潔文 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

訴訟事件の調査囲報について（平成27年
H27.12.11 年管発1211第1号 （行ウ）第16号障害基礎年金不支給処 小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局長，高松法務昂長 年金管理審議官

分取消請求事件）

H27.12.11 年管発1211第2号
争訟事件の処理について（回報）（さいた

小杉光恵 年金局事業管理課 さいたま地方法務昂長 年金管理審議官
ま地裁圃平成27年（行ウ）第30号）

訴訟事件に保る指定代理人の消滅につい 年金局事業管理課
H27.12.11 年管発1211第3号 て（福岡地裁飯塚支部（平成27年（ワ）第 山村祐介 厚生年金保険管理 福岡法務局長 年金管理審議官

116号）） ｛系

f-127.12.11 年管発1211第4号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐藤謙一 年金届事業管理課 仙台法務昂長 年金管理審議官
指定について

争訟事件の処理について（回報）
H27.12.14 年管発1214第1号 ［東京地方裁判所平成27年（行ウ）第4 佐藤謙一 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

11号不作為の違法確認等請求事件］

判決に対する上訴の要否等について

H27.12.14 年菅発1214第2号
東京地方裁判所平成24年（行ウ）第81

佐藤謙一 年金局事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官
3号「国民年金障害基礎年金不支給処
分取消等請求事件」

（建麗保険法施行規則等の一部を改正する
年金蝿事業管理課

｜年金管理審議官｜H27.12.15 年管発1215第1号
省令の施行について

山村祐介 車生年金保険管理 日本年金機構理事長
保



｛建麗保険法施行規則等の一部を改正する
年金局事業管理課

H27.12.15 年菅発1215第2号
省令の施行について

山村祐介 厚生年金需険管理 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
｛系

法令データ突合結果の認証について（日
H27.12.16 年管発1216第2号 本年金機構の設立に伴う関係政令の整備 柴田甚慧 年金局事業企画課 総務省行政管理局長 年金管理審議官

等及び経過措置に関する政令）

H27.12.17 年管発1217第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 岐車地方法務局長 年金管理審議官
指定について

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H27.12.17 年管発1217第2号 指定について 佐藤謙一 年金局事業管理課 名古屋法務局長 年金管理審議官

［名古屋高裁平成27年（行コ）第65号］

H27.12.18 年管発1218第1号
決定の告知について（求意毘）の田報につ

小杉光恵 年金昂事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
いて

H27.12.24 年管発1224第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

末永博和
年金昂事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H27.12.25 年管発1225第1号 日本年金機構の役員の任命について 鈴木利和
年金毘事業企画課

大臣官麗人事課長 年金管理審議官
廉務f系

公務員及び私学教職員に関する厚生年金
年金属事業企画課

H27.12.25 年管発1225第2号 保険適用給付状況調査の実施に探る承 伊藤匡人 大臣官爵統計構報部長 年金管理審議宮
認申請について

調査室統計調査係

H27.12.25 年管発1225第3号
平成27年（ワ）第21044号損害賠償請

服部順一 年金局事業管理課 法務省訟務局長、東京法務昂長 年金管理審議官
求事件の調査団報の提出について

政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H27.12.28 年雷発1228第1号
めの国民年金法等の一部を改正する法需

小森圏ひとみ
年金局事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
の一部の施行期日を定める政令等の公布 企画係

‘ら について（通知）



政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H27.12.28 年管発1228第2号
めの国民年金法等の一部を改正する法鐸

小森園ひとみ
年金昂事業管理課

地方厚生（支）昂長 年金管理審議官
の一部の施行期自を定める政令等の公布 企画罷
について（通知）

H27.12.28 年管発1228第3号
国畏年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

地方j享生（支）島長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理保

H27.12.28 年管発1228第3号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金属事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理探

ト-127.12.28年管発1228第4号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理係

H27.12.28 年管発1228第4号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

田本年金機構理事長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理係

H28.1.6 年管発0106第1号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

｛左藤謙一 年金属事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
いて（｛衣頼）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
ト128.1.6年管発0106第2号

指定について
小杉光恵 年金昂事業管理課 東京法務島長 年金管理審議官

平成27年（行ウ）第454号障害基礎年
H28.1.6 年管発0106第3号 金不支給処分取消請求事件の調査囲報 小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務届長，東京法務局長 年金管理審議官

書の田報について

官＇

訴訟事件の調査団報について（不支給処
H28.1.7 年管発0107第1号 分取消請求事件（名古塵地裁平成27年 畑中正課 年金局事業管理課 法務省訟務局長，名古屋法務昂長 年金管理審議官

（行ウ）第88号））

H28.1.7 年菅発0107第2号
未払遺族車生年金請求事件（平成27年

佐久間裕樹 年金昂事業管理諜 法務省訟務局長、神戸地方法務毘長 年金管理審議官
（行ウ）第54号）に保る調査田報について



ト128.U年菅発0107第3号
国民年金請求事件（平成27年（行ウ）第1

佐久間裕樹 年金属事業管理課 岐阜地方法務晶、法務省訟務局長 年金管理審議官
8号）に係る調査囲報について

H28.U 年管発0107第4号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金晶事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
指定について

H28.U8 年管発0118第1号 争訟事件の処理について（囲報） 佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務属長 年金管理審議官

H28.1.18 年管発0118第2号 システム監査の実施について 遠藤孝次
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

H28.1.19 年菅発0119第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

岩諜I]i政博
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H28.1.20 年管発0120第1号
行政訴訟事件の実施設び指定代理人の

松永潔文 年金馬事業管理課 名古屋法務昂長 年金管理審議官
指定について

H28.1.20 年官発0120第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金局事業管理課 名古塵法務昂長 年金菅理審議宮
指定について

H28.1.22 年管発0122第2号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金属事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理係

H28.1.22 年菅発0122第3号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

地方厚生（支）居長 年金管理審議官
令の施行について 国民年金管理係

訴訟事件の調査田報について（未支給年
H28.1.22 年管発0122第4号 金支給請求事件（神戸地裁平成27年（行 畑中正課 年金局事業管理課 法務省訟務局長，神戸地方法務居長 年金管理審議官

ウ）第57号））



H28.1.25 年管発0125第5号
社会保障審議会臨時委員任命に係る承

萩原尭麗 年金局事業企画課 東京工業大学学長三島良直 年金管理審議官
諾依頼について（年金事業管理部会）

H28.1.25 年管発0125第6号
社会保障審議会臨時委員桂命に罷る承

萩原克彦 年金毘事業企画課 東京工業大学大山永昭 年金管理審議官
諾依頼について（年金事業管理部会）

H28.1.25 年管発0125第7号 判決に対する上訴の要否等について 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

H28.1.26 年菅発0126第1号 判決に対する上訴の要否等について Jj＼杉光恵 年金属事業管理課 東京法務届長 年金管理審議官

H28.1キ管発問第1号 決定的告知について（回答） 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

H28.1.28 年管発0128第2号
行政事件訴訟の指定代理人の指定につ

小杉光恵 年金局事業管理課 神戸地方法務届長 年金管理審議官
いて

H28.1.28 年管発0128第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

小杉光恵 年金昂事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
指定について

H28圃2.2年管発0202第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

末永博和
年金崩事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H28.2.2 年管発0202第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官
指定について

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H28.2.3 年管発0203第1号 指定について（福岡高裁平成27年（行コ） 畑中正視 年金属事業管理課 福田法務昂長 年金管理審議官

第61号）



H28.2.3 年管発0203第2号
個人情報等の取扱いに保る決裁等の事務

竹ノ肉貴弘
年金局事業管理課

自本年金機構理事長 年金管理審議官
手続きの徹底について（依頼） システム室計画保

H28.2.4 年管発0204第I号
平成26年（行ウ）第57,58号訴えの取

服部 )I慎一 年金属事業管理課 福岡法務局長 年金管理審議官
下げについて（囲報）

H28.2.9 年管発0209第1号
行政事件訴訟の指定代理人の指定につ

服部 JI慎一 年金島事業管理課 前橋地方法務局長 年金管理審議官
いて

髄鹿保険の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

H28.2.10 年管発0210第1号 山村祐介 厚生年金保験管理 綾部市長 年金管理審議官
取消しについて

保

（建麗｛呆践の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

H28.2.10 年管発0210第2号 山村祐介 厚生年金保険管理 洲本市長 年金管理審議官
取消しについて

｛系

｛建麗保険の事務の一部を行わせる地域の
年金昂事業管理課

H28.2.10 年管発0210第3号 山村祐介 摩生年金保験管理 王様市長 年金管理審議官
取消しについて

係

健藤保障の事務の一部を行わせる地域の
年金馬事業管理課

H28.2.10 年菅発0210第4号 山村祐介 車生年金保険管理 山陽小野田市長 年金管理審議官
取消しについて

｛系

健麗保践の事務の一部を行わせる地域の
年金島事業管理課

H28.2.10 年菅発0210第5号
取消しについて

山村祐介 厚生年金保険管理 久山町長 年金管理審議官
保

日本年金機構における特定個人情報の適
年金局事業管理課

年金管理審議官｜H28.2.10 年管発0210第6号 正な取扱い等に関する報告書の提出につ 竹ノI刻貴弘
システム室計画係

日本年金機構理事長
いて

H28.2.15 年管発0215第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

小杉光恵 年金属事業菅理課 東京法務局長 年金管理審議官
指定について



平成27年（行ウ）第44号障害基礎年金
H28.2.15 年管発0215第2号 不支給処分取消請求事件の調査囲報書 小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務昂長，神戸地方法務昂長 年金管理審議官

の回報について

平成28年（行ウ）第1号障害基礎年金不
H28.2.15 年管発0215第3号 支給決定取消請求事件の調査回報書の 小杉光恵 年金昂事業管理課 法務省訟務局長，東京法務居長 年金管理審議官

囲報について

H28.2.16 年管発0216第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

服部 JI蹟一 年金属事業管理課 札幌法務局長 年金官理審議官
指定について

平成27年（行ウ）第40号年金繰上受給
H28.2.16 年管発0216第2号 決定取消等請求事件の調査団報の提出 服部 JI慎一 年金局事業管理課 法務省訟務局長，札幌法務局長 年金管理審議官

について

H28.2.16 年管発0216第3号
平成27年（ワ）第448号損害賠髄請求

服部順一 年金局事業管理課 法務省訟務昂長，前橋地方法務局長 年金管理審議官
事件の調査団報の提出について

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H28.2.16 年管発0216第4号 指定について（東京簡裁平成28年（ハ）第 畑中正課 年金昂事業管理課 東京法務毘長 年金管理審議官

10866号）

H28.2.17 年管発0217第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金毘事業管理課
福岡法務馬長

年金管理審議官
指定について

H28.2.17 年管発0217第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金晶事業管理課 福岡法務畠長 年金管理審議官
指定について

H28.2.17 年管発0217第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金商事業管理課 那覇地方法務昂長 年金管理審議官
指定について

H28.2.17 年菅発0217第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

小杉光恵 年金局事業管理課 神戸地方法務昂長 年金管理審議官
指定について



争訟事件の処理について（田報）（宇都宮
H2S.2.19 年管発0219第1号 地裁・平成27年（行ウ）第13号年金減額 小杉光，恵 年金島事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議宮

処分取消等請求事件の移送申立事件）

H28圃2.22年管発0222第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

住野勉
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H28.2.22 年管発0222第2号
行政事件訴訟の実施設び指定代理人の

小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務昂長 年金管理審議官
指定について

厚生封働大臣が定める現物給与の価額
年金局事業管理課

H28圃2圃23年菅発0223第1号 坊農雄樹 厚生年金保験管理 田本年金機構理事長 年金管理審議官
について（通知）

｛系

H28.2.23 年管発0223第2号 システム監査の実施結果について 加藤幸次
年金昂事業企酉課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

H28.2.23 年管発0223第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐藤謙一 年金属事業管理課 大阪法務昂長 年金管理審議官
指定について

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定
年金崩事業管理課

H28.2.24 年管発0224第1号
に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料

I］＼森園ひとみ 日本年金機構理事長 年金管理審議官
を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を 企画係
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
年金賄事業管理課

H28.2.24 年管発0224第2号
に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料

小森圏ひとみ 地方厚生（支）晶畏 年金管理審議官
を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を 企菌保
改正する件について（通知）

争訟事件の処理について（囲報）（静岡地

H28圃2.25年菅発0225第1号
裁：平成27年（行ウ）第11号年金額改定

小杉光恵 年金昂事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官
（減額）処分取消請求事件の移送申立事
件）

H28.2.25 年管発0225第2号
行政事件訴訟の実施麗び指定代理人の

小杉光恵 年金毘事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官
指定について



H28.3.2 年管発0302第1号 国民年金法施行令の一部を故正する政令
小森園ひとみ

年金属事業管理課
日本年金機構理事長 年金管理審議官

の公布について（通知） 企画保

H28.3.2 年管発0302第2号
園畏年金法施行令の一部を改正する政令

小森圏ひとみ
年金局事業管理課

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
の公布について（通知） 企画館

H28.3.2 年管発0302第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金届事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
指定について

H28.3.2 年管発0302第4号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理署議官
指定について

H28.3.2 年管発0302第5号
訴訟事件の調査回報について（東京簡裁

畑中正課 年金昂事業管理課 法務省訟務局長，東京法務員長 年金管理審議官
平成28年（ハ）第10866号）

争訟事件の処理について（囲報）（甲府地

H28凶3.2年菅発0302第6号
裁．平成27年（行ウ）第4号年金額改定

小杉光憲 年金属事業管理課 東京法務局著 年金管理審議官
（減額）処分取消請求事件の移送申立事
件）

H28.3.3 年管発0303第1号
訴訟事件の調査聞報について（神戸地裁

畑中正視 年金高事業管理課 法務省訟務昂長，神戸地方法務局長 年金管理審議宮
平成27年（ワ）第1875号）

平成27年（ワ）第2492号年金支給遅延
H28.3.3 年管発0303第2号 損害金国家賠償請求事件の調査田報書 小杉光恵 年金属事業管理課 法務省訟務昂長，神戸地方法務昂長 年金管理審議官

の圏報について

平成26年（行ウ）第502号遺族車生年金

H28.3.3 年管発0303第4号
不支給決定取消等請求事件の判決に対

｛左久間裕樹 年金属事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官
する上訴の要否について（回報）

争訟事件の処理について（田報）（前橋地
H28.3.7 年管発0307第1号 裁：平成27年（行ウ）第12号年金額減額 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

処分取消請求事件の移送申立事件）



平成28年（行ウ）第22号障害厚生年金
H28.3圃7年管発0307第2号 不支給処分取消等請求事件の調査囲報 小杉光恵 年金昂事業管理課 法務省訟務局，大阪法務局長 年金管理審議官

書の囲報について

争訟事件の処理について（回報）（徳島地
H28.3.9 年管発0309第1号 裁：平成27年（行ウ）第フ号年金額減額処 小杉光恵 年金局事業管理課 高松法務局長 年金管理審議官

分取消請求事件の移送申立事件）

『｛建産保険法及び厚生年金保険法におけ
年金局事業管理課

H28.3.14 年管発0314第1号
る標準報酬月額の定時決定及び随時改

坊農雄樹 塵生年金保険管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官
定の取扱いについてJの一部改正につい
て（通知）

｛系

H28.3.14 年管発0314第2号 争訟事件の処理について（回報） 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

平成28年（行ウ）第32号障害基礎年金
ト128.3."14年管発0314第3号 不支給処分の取消等請求事件の調査囲 小杉光恵 年金昂事業管理課 法務省訟務昂長，東京法務局長 年金管理審議官

報書の囲報について

H28.3.15 年管発0315第1号
平成28年公的年金加入状況等調査の実

南練貴紀
年金局事業企画課

大臣官麗統計情報部長 年金管理審議官
施にf系る承認申請について 調査室統計調査係

H28.3. l8 年管発0318第1号 争訟事件の処理について（聞報） 小杉光恵 年金島事業管理課 徳島地方法務局長 年金管理審議官

H28.3.23 年管発0323第1号
「国民年金市町村事務処理基準Jの一部

麗島旺 年金局事業管理課 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
改正について

H28.3.23 年管発0323第2号
「国民年金市町村事務処理基準』の一部

麗島匠 年金局事業管理課 日本年金機構理事長 年金管理審議官
改正について

「年金請求時に添付する戸籍謄本等の庫
H28.3.23 年菅発0323第3号 本返却の推進（あっせん）J 鹿島匠 年金崩事業管理課 総務省行政評髄局長 年金管理審議官

に対する回答について



ト128.3.24年菅発0324第1号
国民年金法施行規制の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
令の公布について 国民年金管理｛系

H28.3.24 年管発0324第2号
園民年金法施行規則の一部を改正する省

若山大輔
年金局事業管理課

地方厚生（支）島長 年金管理審議官
令の公布について 国民年金管理保

国民健康保険の国庫負担金等の算定に
年金属事業管理課

H28.3.24 年管発0324第4号 関する政令の一部を故正する政令の施行 五昧憲治 日本年金機構理事長 年金管理審議官
について（通知）

交付金保

国民健鹿保険の国庫負担金等の算定に
年金属事業管理課

H28.3.24 年管発0324第5号 関する政令の一部を改正する政令の施行 五昧憲治
交付金保

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
について（通知）

日本年金機構組織規程の一部改正に伴う
H28.3.24 年管発0324第6号 厚生年金保険等の適用園徴収関保通知の 小田開田秋 年金崩事業管理課 地方車生（支）局長 年金管理審議官

改正について

日本年金機構組織規程の一部改正に伴う
H28.3.24 年管発0324第7号 ！草生年金保険等の適用園徴収関係通知の 小田顕自秋 年金昂事業管理課 自本年金機構理事長 年金管理審議宮

改正について

年管発0325第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金昂事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官H28.3.25 
指定について

「高年齢震用継続給付金の受給を理由と
ト128.3.25年管発0325第2号 した老齢厚生年金の一部支給停止の解除 住久政彦 年金高事業管理課 総務省行政評価居長 年金管理審議官

（あっせん）Jに対する回答について

国民年金の事務費交付金の算定に関す
年金晶事業管理課

H28胴3圃28年管発0328第3号 る省令の一部を改正する省令的施行につ 五昧憲治
交付金様

自本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（通知）

国民年金の事務費交付金の算定に闘す
年金高事業管理課

H28.3.28 年菅発0328第4号 る省令の一部を改正する省令の施行につ 五昧憲治 地方厚生（支）島長 年金管理審議官

いて（通知）
交付金係



H28.3.28 年管発0328第5号
平成27年度における国民年金事務費交付

五昧憲治
年金属事業管理課

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
金等交付要綱の取扱いについて 交付金係

H28.3.28 年管発0328第7号
業務監査忍び会計監査の実施結果につ

早川誠一
年金昂事業企画課

自本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 監査室

H28.3.28 年菅発0328第8号 決定の告知について（囲答） 佐久間裕樹 年金昂事業管理課 岡山地方法務局長 年金管理審議宮

H28園3.28年管発0328第9号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金昂事業管理課 札幌法務昂長 年金管理審議官
指定について

H28.3.28 年管発0328第10号
平成28年公的年金加入状現等調査の実

南保貴紀
年金昂事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
施について 調査室統計調査係

争訟事件の処理について（回報）（損害賠
H28.3.28 年管発0328第11号 償請求事件周神戸地方裁判所平成27年 畑中正視 年金崩事業管理課 神戸地方法務局長 年金管理審議官

（ワ）第1875号）

H28.3.29 年管発0329第1号
国民年金・庫生年金保険障害認定基準の

村松英明
年金島事業管理課

自本年金機構理事長 年金管理審議官
一部改正について 障害認定企画罷

社会保険封務士試験の試験科自の一部
年金局事業企画課

H28凶3.29年管発0329第2号 中村和弘 情報公開国社労士 全国社会探検労務士会連合会会長 年金管理審議官
の免除について

係

国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の
ト128.3.30年管発0330第1号 訂正に関する事務取扱要領等の改正につ 前田真樹子 年金局事業企画課 地方厚生（支）昂長 年金管理審議官

いて

国民年金醸簿及び厚生年金保険原簿の
H28.3.30 年管発0330第2号 訂正に関する事務取扱要領等の改正につ 前田真樹子 年金崩事業企画課 日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて



ト128.3.30年管発0330第4号 システム監査の実施結果について 遠藤孝次
年金賭事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

H28.3.30 年管発0330第5号
社会保険労務士の不適切な情報発信の

津谷宜和 年金属事業企画課 全圏社会保険労務士会連合会会長 年金管理審議官
間止について

H28.3.31 年管発0331第1号
国民年金の保険料を追納する場合に納付

小森圏ひとみ
年金局事業管理課

田本年金機構理事長 年金管理審議官
すべき額を定める件等について（通知） 企画保

H28.3.31 年管発0331第2号
園民年金の保険料を追納する場合に納付

小森圏ひとみ
年金属事業管理課

地方庫生（支）島長 年金管理審議官
すべき額を定める件等について（通知） 企画保

H28.3.31 年管発0331第3号 争訟事件の処理について（囲報） 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官




