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施行田 文書番号 件名 程案者 起案担当課園保 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及び指
H29.10.2 年管発1002第1号 定代理人の指定等について（秋盟地裁平成 三井修 年金昂事業管理課 担当法務痛長 大臣官爵年金管理審議官

28年（行ウ）第4号ほか95件）

H29.10.3 年管発1003第1号
｛建麗保険の事務の一部を行わせる地域の取

野本祐樹
年金崩事業管理課 j草

笠岡市長、松浦市長
厚生労働省年金管理審議

消について 生年金保険管理｛系 r国－』勾

H29.10.3 年管発1003第2号
｛建膿保険の事務の一昔日を行わせる地域の取

野本祐樹
年金崩事業管理課厚

笠間市長、松浦市長
j享生骨髄省年金管理審議

消について 生年金保険管理保 r民~‘ 

j行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の
H29.1 0園4年管発1004第1号 指定について（名古塵高等裁判所平成29年 三井修 年金馬事業管理課 名古屋法務開長 大臣官爵年金管理審議官

（行コ）第83号）

行政事件訴訟の実施i衣頼法び指定代理人の
H29.10.4 年管発1004第3号 指定について（神戸地方裁判所平成29年 三井 i酵 年金賭事業管理課 神戸地方法務局長 大臣官爵年金管理審議官

（行ウ）第70号）

行政事件訴訟の実路及び指定代理人の指定
H29.10.4 年管発1004第4号 について（神戸地裁：29年（行ウ）第67号） 小杉光車、 年金高事業管理課 神戸地方法務島長 年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.10.4 年管発1004第5号 について（神戸地裁固29年（行ウ）第59号） /J＼杉光悪 年金昂事業管理課 神戸地方法務局長 年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.10.4 年管発1004第6号 について（高松高裁：29年（行コ）第12号） I］＼杉光恵 年金崩事業菅理課 高松法務局長 年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.10.4 年管発1004第7号 について（名古塵高裁：29年（行コ）第24号） Jj＼杉光憲 年金高事業管理課 名古塵法務馬長 年金管理審議官

H29.10.10 年管発1010第1号
平成29年園畏年金被保険者実態調査の実

梅北錨朗
年金田事業管理課調

市区町村長 年金管理審議官
施について（依頼） 査室



H29.10.10 年管発1010第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

笹山雅子 年金局事業管理課 札幌法務馬長 大臣官爵年金管理審議官
について

H29.10.10 年管発1010第3号
平成29年（行ウ）第17号厚生年金不支給処

谷山雅子 年金崩事業管理課
法務省訟務長号長／札幌

大軍官麗年金管理審議官
分取消請求事件の調査囲報の送付について 法務届長

厚生年金保険法施行規則及び圏民年金法施
年金昂事業企画課企 厚持省大臣官爵年金管理

H29.10.16 年管発1016第i号 行規制の一部を改正する省令の公布につい 浅j駄泰志
酉｛系

自本年金機構理事長
審議官

ア

H29.10.16 年管発1016第2号
業務監査及び会計監査の翼施結果について

早川誠一
年金属事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（大分凪鳥取） 査室

H29.10.16 年管発1016第3号
日本年金機構本部に対する業務監査及び会

早川誠一
年金昂事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
計監査の実施について 査室

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

H29.10.24 年管発1024第1号
について（名古屋高等裁判所平成29年（行コ）第77

三井修 年金局事業管理課 名古麗法務昂長 大臣官爵年金管理審議官号）

H29.10.24 年管発1024第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

大蓮真is 年金馬事業管理課 東京法務居長 大臣官麗年金管理審議官
について

H29.10.24 年管発1024第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

大窪真弓 年金届事業管理課 東京法務局長 大臣官爵年金管理審議官
について

H29.10.24 年管発1024第4号
訴訟事件の調査囲報について（神戸地裁：平

lj＼杉光恵 年金崩事業管理課
法務省訟務局長，神戸地

年金管理審議官
成29年（行ウ）第59号） 方法務崩長

圏民年金法施行規則第16条の2第2！星第2
年金開事業管理課企

H29.10.25 年管発1025第i号 号に掲げる書類を添付していなかった場合の 田中｛建登 田本年金機構理事長 大臣官麗年金管理審議官
時効援用の取扱いについて（通知）

画係

法令データの認証について（公的年金制度の持続

H29.10.25 年管発1025第2号 可能性の向上を図るための国民年金法等の一部 田中健登
年金局事業管理課企

総務省行政管理騎 大臣官麗年金管理審議官を改正する法律の一部の施行に伴う！享生労働省 画｛系
；関｛系省令の整備及び経過措置に関する省令）



平成28年j支年金特別会計（健鹿勘定、子ど
年金崩事業企画課金

H29園10.26年管発1026第1号 も国子蕎て支援勘定を除く）に係る財務書類の 大前裕喜
計室決算係

大臣官爵会計課長 年金管理審議官
大臣官爵会計課長あて提出について

H29.10.27 年管発1027第2号
行政訴訟事件の実施設び指定代理人の指定

大窪真弓 年金蝿事業管理課 東京法務属長 大臣官麗年金管理審議官
について

H29.10.31 年管発103・1第1 争訟事件の処理について（田報） 矢作靖 年金蝿事業管理課 千葉地方法務昂長 大臣官麗年金管理審議官

H29.10.31 年管発1031第2号 争訟事件の処理について（囲報） ｜矢作靖 年金馬事業管理課 千葉地方法務関長 大臣官爵年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.11.6 年管発1106第1号 について（福問地裁： 29年（行ウ）第45号） 小杉光恵 年金属事業管理課 福関法務昂長 年金管理審議官

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の指定
H29.11司6年管発1106第2号 について（福田高裁：29年（行コ）第34号） ！］＼杉光志 年金馬事業管理課 福岡法務闇長 年金管理審議官

平成29年（行ウ）第351号圏民年金障害基
法務省訟務開長、東京法

H29.11.8 年管発1108第1号 礎年金不支給処分取消請求事件の調査囲 大窪真~ 年金聞事業管理課
務閤長

大臣官扉年金管理審議官
報の送付について

国民年金法施行規則及び厚生年金保験法施
年金崩事業管理課企

H29.11酋9年管発1109第1号 行規制の一部を改正する省令の公布及び施 田中｛建登
関係

日本年金機構理事長 大監官爵年金管理審議官
行について（通知）

国民年金法施行規則及び厚生年金保験法施
年金局事業管理課企

H29.11.9 年管発1109第2号 行規則の一部を改正する省令の公布及び施 田中｛建畳 地方！草生（支）局長 臣官麗年金管理審議官
行について（通知）

画i系

H29.11.9 年管発1・109第3号
争訟事件の処理について（田報）

Jj＼杉光恵 年金高事業管理課 大阪法務昂長 年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.11.9 年管発1109第4号 について（大阪高裁： 29年（行コ）第201号） ！］＼杉光恵 年金蝿事業管理課 大阪法務国長 年金管理審議官



（大阪高裁： 29年（行コ）第201号）国家賠償
H29.11.9 年管発1109第5号 請求行使事件に係る指定代理人の指定につ 光意 年金属事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官

H29.11.10 年管発1110第1号
訴訟事件の調査間報について（福岡地裁：平

小杉光悪 年金属事業管理課
法務省訟務局長，福開法

年金管理審議官
成29年（行ウ）第45号） 務関長

H29.11.13 年管発1113第1号
法令ヂー舎の認証について（平成29年7月1

田中｛建登
年金局事業管理諜企

総務省行政管理購 大臣官薦年金管理審議官
自時点）（国民年金法施行規則） 画係

H29.1 U4  年管発1114第1号
業務監査及び会計監査の実施結果について

白根史貴
年金昂事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（山梨、岩手慣宮城） 査室

（東京高裁： 29年（ネ）第4431号）損害賠償
H29.1 U4  年管発1l 14第2号 請求控訴事件に保る指定代理人の指定につ Jj＼杉光恵 年金問事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官

いて

H29.11.14 年管発1114第3号
行政訴訟事件の翼施及び指定代理人の指定

谷山雅子 年金崩事業管理課 東京法務局長 臣官爵年金管理審議官
について

行政手続における特定の個人を識別するための

H29.1 U 5 年管発1115第1号 番号の利用等に関する法樺附則第三条のニ第二 j実j軟泰昔、
年金局事業企画課企

日本年金機構理事長 大臣官麗年金管理審議官
｜項の政令で定める日を定める政令の公布等につ 圏係
いて
！行政手続における特定の個人を識別するための

年金局事業企画課企
H29.1 U5 年位管発1115第2τロす 番号の利用等に関する法律関員lj第三条のニ第二 浅j秋泰志 地方厚生（支）蝿畏 大臣官房年金管理審議官墳の政令で定める日を定める政令の公布等につ 画｛系

いて

障害基礎年金請求却下処分取消請求事件
法務省訟務昂長，神戸地

H29.1 U 7 年管発1117第i号 （神戸地方裁判所（平成29年（行ウ）第70号） 三井修 年金蝿事業管理課 大臣官爵年金管理審議官
の調査団報の送付について

方法務馬長

処分取消請求事件（東京地方裁判所（平成
法務省訟務島長，東京法

H29.11.17 年管発1117第2号 29年（行ウ）第443号）の調査回報の送付につ 三井｛彦 年金崩事業管理課
務崩長

大臣官爵年金管理審議官
いて

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の
H29.11.17 年管発1117第3号 指定について（東京地方裁判所平成29年（行 三井修 年金馬事業管理課 東京法務関長 大臣官爵年金管理審議官

ウ）443号）



H29.i 1.17 年管発1117第4号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

大窪真弓 年金局事業管理課 東京法務関長 大臣2官爵年金管理審議官
について

裁決取消請求事件（平成29年（行ウ）第5号）
法務省訟務局長外1件

H29.11.17 年管発1117第5号
に係る調査囲報の提出について

郡司鹿幸 年金関事業管理課 大臣官爵年金管理審議官

H29.11.20 年管発1120第1号 決定の告知について（由報） 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務崩長 大臣官爵年金管理審議官

H29.11.20 年管発1120第2号
国民生活基礎調査に係る調査票t情報の提供

梅北搭朗
年金局事業管理課調 政策統括官（統計四構報

年金管理審議官
について（中出） 査室 政策担当）

H29.11.21 年管発1121第1号
特殊法人田本年金機構における役職員の給

松本正罫 年金局事業企画課 関本年金機構理事長 大臣官麗年金管理審議官
与及び退職手当について

H29. 11.22 年管発1122第1号
日本年金機構の情報セキュリティ対策等に関

｛主久正文章
年金崩事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
する監査について 査室

平成28年度年金特別会計財務書類に係る大
年金崩事業企画課金 年金管理審議官及び年金

H29.11.22 年管発1122第2号 臣官爵会計課長あて報告及び会計検査院か 大前裕喜
計室決算係

大臣官房会計課長
毘長

らの検査の結果に保る囲答について

H29.12.4 年管発1204第1号
業務監査及び会計監査の実施結果について

早川誠一
年金崩事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（徳島） 査室

平成29年（行ウ）第353号障害年金不支給
法務省訟務昂長、東京j去

H29.12.4 年管発1204第2号 処分取；高等請求事件の調査囲報の送付につ 大窪真弓 年金属事業管理課
務馬長

大臣官爵年金管理審議官
し

平成29年（行ウ）第228号障害年金不支給
法務省訟務関長、東京法

H29.12.4 年管発1204第3号 処分取；高等請求事件の調査由報の送付につ 大窪真弓 年金賄事業管理課
務局長

大臣官爵年金管理審議官
いて

H29.12.4 年管発1204第4号
判決に対する上訴の要否について（名古塵

畑中正調 年金属事業管理課 名古崖法務局長 大霞官房号年金管理審議官
高裁平成28年（行コ）第46号）



H29.12.4 年管発1204第5号
判決に対する上訴の要否等について（国報）

Jj＼杉光悪 年金属事業管理課 前橋地方法務局長 年金管理審議官

（大阪地裁調29年（行ウ）第220号，同第223号な
H29.12.4 年管発1204第6号 いし同第230号）障害基礎年金支給停止処分取 小杉光恵 年金崩事業管理諜 大阪法務痛長 年金管理審議官

消請求事件に｛系る指定代理人の指定について

（大~裏地裁： 29年（行ク）第179号）執行停止
H29.12.4 年管発1204第7号 申立て事件に係る指定代理人の指定につい Jj＼杉光恵 年金賄事業管理課 大阪法務島長 年金管理審議官

て

i行政裁決取消請求事件（横浜地裁平成29年（行

H29.12.5 年管発1205第1号
ウ）第53号）に保る被告（国）のために訴訟を行う

郡司藤幸 年金馬事業管理課 横浜地方法務昂長 大臣官麗年金管理審議官
職員の指定及び行政事件訴訟の実施依頼につい
て

H29.12圃5年管発1205第2号 争訟事件の処理について（由報） 矢作靖 年金蝿事業管理課 大阪法務局長 大~官爵年金管理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
H29.12.5 年管発1205第3号 について（東京地裁平成29年（行ウ）第473 畑中正調 年金賄事業管理課 東京法務開長 大臣官爵年金管理審議官

号）

年管発1206第1号日本年金

H29.12.6 年管発1206第1号
国民年金法臨行規則の一昔日を改正する省令

三箇｛右司
年金局事業管理課国 機構理事長

大臣官爵年金管理審議官
の公布について（通知） 民年金管理｛系 年管発1206第2号地方j草生

（支）局長
年管発1206第1号日本年金

H29.12阻6年管発1206第2号
国民年金法施行規則の一部を改正する省令

三箇 司
年金昂事業管理課園 機構理事長

大臣官爵年金管理審議官
の公布について（通知） 畏年金管理保 年管発1206第2号地方厚生

（支）昂長

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の
H29.12.12 年管発1212第1号 指定について（高知地方裁判所平成29年（行 三井｛嘩 年金崩事業管理課 高知地方法務局長 大臣官罵年金管理審議官

ウ） 12号）

障害厚生年金裁定請求却下処分取消請求
法務省訟務関長，高知地

H29.12.12 年管発1212第2号 事件（高知地方裁判所（平成29年（行ウ）第12三井鯵 年金賄事業管理課
方法務昂長

大臣官爵年金管理審議官
号）の調査囲報の送付について

行政事件訴訟の実施蝕頼及び指定代理人の
H29.12.14 年管発1214第1号 指定について（東京地方裁判所平成29年（行 玉井修 年金馬事業管理課 東京法務局長 大臣官爵年金管理審議官

ウ）514号）



H29.12.18 年管発1218第1号 争訟事件の処理について（田報） 矢作靖 年金局事業管理課 長崎地方法務昂長 大臣官爵年金管理審議官

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の
H29.i2.19 年管発1219第1号 指定について（東京高等裁判所平成29年（行 王井修 年金賄事業管理課 東京法務属長 大臣官爵年金管理審議官

コ）346号）

H29.12.19 年管発1219第2号 ！行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定
について

谷山雅子 年金局事業管理課 高松法務局長 大臣官爵年金管理審議官

H29.12.19 年管発1219第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

谷山雅子 年金居事業管理課 東京法務昂長 大垣官爵年金管理審議官
について

H29.12.20 年管発1220第1号
裁決取消請求事件（平成29年（行ウ）第53

郡司藤幸 年金馬事業管理課 法務省訟務島長外H牛 大臣官爵年金管理審議官
号）に｛系る調査囲報の提出について

H29.12.22 年管発1222第1号 日本年金機構の役員の佐市について（内申） 久保翼司
年金局事業企画課庶

大臣宮麗人事課長 大臣官爵年金管理審議官
務係

H29.12.26 年管発1226第1号
（東京地裁.29年（行ク）第467号）無効確認

Jj＼杉光恵 年金昂事業管理課 東京法務居長 年金管理審議官
請求事件に係る指定代理人の指定について

国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運

H29.12.27 年管発1227第1号
営の改善のための国民年金法等の一部を改正す

田中｛建畳
年金閣事業管理課企

日本年金機構理事長 大臣官爵年金管理審議官る法律の一部の施行に伴う経過播置に関する政 画｛系
令の一昔日を改正する政令の公布について（通知）
国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運

H29.12.27 年管発1227第2号
堂の改善のための国民年金法等の一部を改正す

田中｛建費
年金問事業管理課企

地方厚生（支）局長 大置官爵年金管理審議官る法律の一部の施行に｛半う経過措置に関する政 画｛系
令の一部を改正する政令の公布について（通知）

H30.1.5 年管発0105第1号
行政事件訴訟に係る指定代理人の指定につ

畑中正規 年金崩事業管理課 東京法務島長 大臣官爵年金管理審議官
いて（東京高裁平成29年（行コ）第300号）

H30.1.5 年管発0105第2号
社会保障審議会臨時委員の任命に係る承諾

荒牧真吾 年金閣事業企画課
東京工業大学学長三島

年金管理審議官
｛衣頼について（年金事業管理部会） 良甚



H30.1.5 年管発0105第3号
社会保障審議会臨時委員の任命に慌る承諾

荒牧真吾 年金崩事業企画課
東京工業大学学長三島

年金管理審議官
｛衣頼について（年金事業管理部会） E皇直

H30.UO 年管発0110第1号
業務監査及び会計監査の実施結果について

干原潔
年金局事業企画課監

田本年金機構理事長 年金管理審議官
（静開、東京邑神奈JII) 査室

年金業務システム刷新ブ口ジェクト開発準備
年金毘事業企画課シ 国立大学法人東京工業

H30.UO 年管発0110第2号 工程に関する技箭審査委員会委員の委嘱に 木谷忠晴 年金管理審議官

ついて（兼業の依頼）
ステム室百十関係 大学長三島畏車

行政事件訴訟等の指定代理人の追加につい
H30.U 1 年管発0111第1号 て（東京地裁平成29年（行ウ）第351号lまか32 三井修 年金馬事業管理課 東京法務馬長 大臣官爵年金管理審議官

i牛）

H30.1.11 年管発0111第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

大窪真弓 年金蝿事業管理課 東京法務局長 大臣官爵年金管理審議官
について（東京地裁：平成29年（行ウ）第546号）

H30.1.11 年管発0111第3号
行政訴訟事件の実施設び指定代理人の指定

大窪真弓 年金昂事業管理課 東京法務毘長 大臣官麗年金管理審議官
について（東京地裁：平成29年（行ウ）第447号）

H30.U 1 年管発0111第4号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

谷山雅子 年金属事業管理課 東京法務関長 大臣官爵年金管理審議官
について

（東京地裁：29年（行ウ）第13号）障害基礎
H30.U5 年管発0115第2号 年金不支給決定処分取消等事件に保る指定 小杉光憲 年金崩事業管理課 那覇地方法務昂長 年金管理審議官

代理人の指定について

（東京地裁：29年（行ウ）第15号）国民年金
H30.1.15 年管発0115第3号 保険料督促処分取消請求事件に保る指定代 小杉光恵 年金崩事業管理課 長崎地方法務島長 年金管理審議官

理人の指定について

H30.U5 年管発Gl 15第4号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

大窪真弓 年金局事業管理課 東京法務購長 大臣官爵年金管理審議官
について（東京地裁：平成29年（行ウ）第563号）

平成29年（行ウ）第455号酷害年金不支給
法務省訟務島長、東京法

H30.U5 年管発0115第5号 処分取j高等請求事件の調査囲報の送付につ 大窪真弓 年金毘事業管理課
務閤長

大El§:官爵年金管理審議官

いて



H30.L18 年管発0118第i号 調査票情報の処置報告書の提出について 梅北拓朗
年金局事業管理課調 政策統括官（統計叶育報

年金管理審議官
；ザEl三ー足 政策担当）

H30.U9 年管発む119第1号 争訟事件の処理について（囲報） 三井修 年金昂事業管理課
大阪法務毘長

大臣官爵年金管理審議官

H30.U9 年管発0119第2号
（奈良地裁：29年（／＼）第768号）国家賠龍詰 ／］＼杉光恵 年金馬事業管理課 奈農地方法務昂長 年金管理審議官
求事件に｛系る指定代理人の選任依頼ついて

H30.1.23 年管発0123第1号
訴訟事件の調査囲報について（東京地裁：平

小杉光恵 年金商事業管理課
法務省訟務局長，東京法

年金管理審議官
成29年（行ウ）第467号） 務関長

H30.1.23 年管発0123第2号
争訟事件の処理について（囲報）（大阪地裁

畑中正規 年金局事業管理課 大阪法務開長 大臣E官爵年金管理審議官
平成27年（行ウ）第216号）

H30.l.23 年管発む123第3号
訴訟事件の調査団報について（奈良簡裁：平

小杉光恵 年金属事業管理課
法務省訟務届長，棄農地

年金管理審議官
成29年（／＼）第768号） 方法務騎長

H30.1.25 年管発0125第1号
訴訟事件の調査自報について（那覇地裁：平

!j＼杉光恵 年金高事業管理課
法務省訟務局長，那覇地

年金管理審議官
成29年（行ウ）第13号） 方法務員長

平成29年（行ウ）第458号未支給年金等不
法務省訟務昂長，東京法

H30.1.25 年官発0125第2号 支給処分取消請求事件の調査団報の送付に 谷山雅子 年金馬事業管理課
務馬ー畏

大軍官爵年金管理審議官
ついて

H30.1.30 年管発0130第1号
（大販地裁：30年（ワ）第170号）配当異議請

lj＼杉光恵 年金賄事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
求事件に係る指定代理人の選佳依頼ついて

H30.1岡30年管発0130第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

谷山雅子 年金昂事業管理課 仙台法務局長 大臣官麗年金管理審議官
について

（札幌高裁：29年（行コ）第18号）年金繰上
H30.1.30 年管発0130第3号 受給決定取；高等請求控訴事件に係る指定代 Jj＼杉光恵 年金昂事業管理課 札幌法務関長 年金管理審議官

理人の指定について



H30.1.31 年管発013-1第l
厚生年金保険法施行規制等の一部を改正す

田中健登
年金開事業管理課企

田本年金機構理事長
保験局長、年金管理審議

る省令の公布について（通知） 画｛系 「届4「

H30.1.31 年管発0131第2号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正す

田中｛建畳
年金局事業管理課企

地方厚生（支）昂長
保険昂長、年金管理審議

る省令の公布について（通知） 酉｛系 r回..I-百

H30.1.31 年管発0131第3号
争訟事件の処理について（囲報）（東京地方

畑中正規 年金属事業管理課 東京法務昂長 大臣官爵年金管理審議官
裁判所平成29年（行ウ）第119号）

（新潟簡裁：30年（少コ）第2号）不当利得遮
H30.1園31年管発0131第4号 還等請求事件に｛系る指定代理人の選佳（衣頼 !j冗杉光恵 年金賄事業管理課 新潟地方法務届長 年金管理審議官

ついて

障害j草生年金不支給処分取；高等請求事件
法務省訟務毘長及び東

H30.1.31 年管発0131第6号 （平成29年（行ウ）第514号）に保る調査囲 佐藤麗悦 年金局事業管理課
京法務開長

大臣官爵年金管理審議官
報について

障害基礎年金不支給処分取消等請求事件
法務省訟務居長，津地方

H30.2.1 年管発0201第i （津地方裁判所（平成29年（行ウ）第21号）の 三井修 年金崩事業管理課 大臣官麗年金管理審議官

調査由報の送付について
法務局長

持政事件訴訟の実施｛衣頼及び指定代理人の
H30.2.1 年管発0201第2号 指定について（津地方裁判所平成29年（行 三井修 年金属事業管理課 津地方法務局長 大臣官爵年金管理審議官

ウ）21号）

H30.2.2 年管発0202第I号 争訟事件の処理について（国報） 矢作靖 年金崩事業管理課 長崎地方法務賭長 大臣官爵年金管理審議官

平成29年（行ウ）第25号遺族厚生年金不支
法務省訟務昂長，｛山吉j去

H30.2.6 年管発0206第1号 給処分取；高等請求事件の調査昌幸震の送付に 谷山雅子 年金局事業管理課 大臣官麗年金管理審議官
iついて

務局長

H30.2園8年管発0208第1号
業務監査及び会計監査の実施結果について

米田悦ニ
年金賄事業企由課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（愛知、福田） 査室

H30.2.8 年管発0208第2号
訴え変更の申立てに対する意毘について（囲

畑中正調 年金居事業管理課 札幌法務崩長 大臣官麗年金管理審議官
報）（札幌地裁平成29年（行ウ）第5号）



ト130固2.8年管発0208第3号
法令データ突合結果の認証について（園民年

田中｛建登
年金局事業管理課企

総務省行政管理局 大臣官麗年金管理審議官
金法施行令外1件） 画｛系

H30.2闘9年管発0209第1号 決定の告知について（回報） 佐藤鹿悦 年金昂事業管理課 東京法務昂長 大臣官爵年金管理審議官

H30.2.15 年管発0215第1号 決定の告知について（回報） 谷山雅子 年金聞事業管理課 東京法務昂長 大臣官爵年金管理審議官

H30園2.20年管発0220第1号
'I官報セキュリティ対策等に関する監査の一部

佐久政彦
年金昂事業企画課監

日本年金機構 年金管理審議官
止について 査室

H30固2.21年管発0221第1
判決に対する上訴の要否等について（回報）

Jj＼杉光憲 年金属事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

H30回2.21年管発0221第2号
行政事件訴訟に｛系る指定代理人の指定につ

畑中正鵠 年金属事業管理課 東京法務昂畏 大臣官麗年金管理審議官
いて（東京高裁平成29年（行コ）第383号）

（大阪地裁：30年（行ウ）第10号）障害基礎
H30園2.21年管発0221第3号 年金不支給処分取；高等事件に係る指定代理 小杉光恵 年金高事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官

人指定について

平成29年（行ウ）第546号障害基礎年金支
法務省訟務島長、東京法

H30.2.21 年管発0221第4号 給停止処分取；高等請求事件の調査囲報の 大窪真弔 年金属事業管理課
務馬長

大臣官爵年金管理審議官
送付について

H30園2.21年管発0221第5号
平成29年（ワ）第8629号損害賠髄請求事件

谷山雅子 年金届事業管理課
法務省訟務毘長，大阪j去

大臣官爵年金管理審議官
の調査聞報の送付について 務島長

H30.2.21 年管発0221第6号
平成29年（ワ）第8440号損害賠償請求事件

谷山雅子 年金高事業管理課
法務省5公務局長，大阪j去

大臣官爵年金管理審議官
の調査団報の送付について 務島長

平成29年（行ウ）第563号未支給年金等不支
法務省訟務局長、東京法

H30.2.21 年管発0221第7号 給決定取消請求事件の調査間報の送付につ 大窪真弓 年金属事業管理諜
務閤長

大臣官爵年金管理審議官
いて



住民基本台帳ネットワークからの本人確認構 年金局事業管理課国
日本年金機構理事長

H30.2園23年管発0223第1
報の提供に関する協定書

三箇佑司
民年金管理｛系

地方公共団体構報システ 大臣官麗年金管理審議官
ム機構理事長

H30困2.23年管発0223第3号 争訟事件の処理（取下関意）について（圏報） 三井修 年金局事業管理課 東京法務眉長 大鹿官房年金管理審議官

国民年金法施行令第七条設び第八条第二項の規

H30.2.27 年管発0227第1号
定に基づき厚生封輸大臣が定める国民年金の保

杉村弘樹 年金賄事業管理課 日本年金機構理事長 大臣官麗年金管理審議官
険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の
一部を改正する件について（
国民年金法施行令第七条及 八条第一項の規

H30.2.27 年管発0227第2号
定に基づきj草生労｛動大臣が定める園民年金の保

杉村弘樹 年金局事業管理課 地方j草生（支）昂長 大監官爵年金管理審議官
険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の
一部を改正する件について（通知）

H30.2.27 年管発0227第3号
国民年金市町村事務処理基準等の一部改

田中｛建登
年金崩事業管理課企 地方厚生（支）馬長、日本

臣官爵年金管理審議官
正について（通知） 関係 年金機構理事長

H30.2.27 年管発0227第4号
国民年金市町村事務処理基準等の一部改

田中櫨畳
年金局事業管理課企 地方厚生（支）関長、日本

大e官爵年金管理審議官
正について（通知） 画係 年金機構理事長

H30園2圃27年管発0227第5号
争訟事件の処理について（田報）

Jj＼杉光恵 年金閣事業管理課 奈農地方法務関長 年金管理審議官

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
法務省訟務崩長及び東

H30.2.28 年管発0228第1号 （平成30年（行ウ）第29号）に保る調査団報 佐藤慶悦 年金昂事業管理課
京法務開畏

大臣官爵年金管理審議官
について

H30.2.28 年官発0228第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定

｛左藤醸悦 年金賄事業管理課 東京法務閣長 大臣官麗年金管理審議官
について

H30.2.28 年管発0228第3号 争訟事件の処理について（囲報） 矢作靖 年金昂事業管理課 名吉塵法務高長 大臣官爵年金管理審議官

「｛建麗｛果験j去及び厚生年金保険法における
年金馬事業管理課 j享

H30.3.1 年管発0301第1号 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取 抗農雄樹 日本年金機構理事長 大置官爵年金管理審議官
扱いについて」の一部改正について

生年金保険管理係



H300301 年管発0301第2号 争訟事件の処理について（回報） 矢作靖 年金昂事業管理課 盛岡地方法務開長 大臣官爵年金管理審議官

H300302 年管発0302第1号
j享生年金保験法施行規則等の一部を改正す

開中健登
年金蝿事業管理課企

自本年金機構理事長 大臣官爵年金管理審議官
る省令の公布について（通知） 国｛系

H30‘302 年管発0302第2号
j享生年金保険法施行規則等の一部を改正す

田中健畳
年金崩事業管理課企

地方厚生（支）昂長 大監官麗年金管理審議官
る省令の公布について（通知） 画｛系

H300309 年管発0309第1号
｛建震保険の事務の一部を行わせる地域の指

野本祐樹
年金問事業管理課厚

宮若市長
厚生労｛動省大臣官爵年金

定取消について（通知） 生年金保験管理保 管理審議官

H3003019 年管発0319第1号
訴訟事件の調査団報について（新潟簡裁：平

Jj＼杉光恵 年金馬事業管理課
法務省訟務関長，新潟地

年金管理審議官
成30年（1>コ）第2号） 方法務痛長

国民｛建麗｛果験の国庫負担金等の算定に関す
年金属事業管理課交 各地方厚生（支）局長及 厚生労鋤省官爵年金管理

H30o3022 年管発0322第1号 る政令等の一部を改正する政令の施行につ 勝又瀬久
付金保 び日本年金機構理事長 審議官司，

いて（通知）

国民｛建麗保険の国j車負担金等の算定に闘す
年金崩事業管理課交 各地方厚生（支）局長及 庫生労働省官爵年金管理

H30o3022 年管発0322第2号 る政令等の一部を改正する政令の施行につ 勝又淑久
付金保 び日本年金機構理事長 審議官

いて（通知）

国民年金の事務費交付金の算定に関する省
年金馬事業管理課交 各地方厚生（支）関長麗 摩生卦働省官爵年金管理

H3003園22年管発0322第3号 の一部を改正する省令の施行について（通 勝又瀬久
付金保 び自本年金機構理事長 審議官

知）

国毘年金の事務費交付金の算定に関する省
年金属事業管理課交 各地方厚生（支）崩長及 厚生封働省官爵年金管理

H3003.22 年管発0322第4号 令の一部を故正する省令の施行について（通 勝又瀬久
付金保 び日本年金機構理事長 審議官

知）

H3003022 年管発0322第5号
平成29年度における闇毘年金事務費交付金

勝又淑久
年金高事業管理課交

地方厚生（支）局長
厚生背働省大臣官麗年金

等交付要綱の取扱いについて 付金保 管理審議官

H30圃3幽22年管発0322第6号
業務監査法び会計監査の実施結果について

皐JiI誠一
年金馬事業企画課監

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（本部） 査室



H30.3.22 年管発0322第7号 判決に対する上訴の可否等について（回報） 三井修 年金局事業管理課 東京法務局長 大臣官房年金管理審議官
‘ 

H30.3.27 年管発0327第1号 争訟事件の処理（取下同意）について（回報） 三井修 年金局事業管理課 福岡法務局長 大臣官房年金管理審議官

国民年金の保険料を追納する場合に納付す
日本年金機構理事長

H30.3.29 年管発0329第12号 ベき額を定める件等について（通知） 杉村弘樹 年金局事業管理課
地方厚生（支）局長

大臣官房年金管理審議官

国民年金の保険料を追納する場合に納付す
日本年金機構理事長

H30.3.29 年管発0329第13号 ベき額を定める件等について（通知） 杉村弘樹 年金局事業管理課
地方厚生（支）局長

大臣官房年金管理審議官

情報セキュリティ対策及び特定個人情報等の保護
年金局事業企画課監

H30.3.29 年管発0329第14号 管理事務に係る監査の実施結果について（支援業 住久政彦 日本年金機構理事長 年金管理審議官
者と共同実施） 査室


