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施行田 文書番号 件名 起案者 起案担当課幽係 施行先 臨行者

鍵鹿｛開業の事務の一部を行わせる地
九州厚生局年金調整課長、中国

H29.10.3 年管管発1003第6号 野本祐樹
年金昂事業管理課庫生 四国厚生局年金調整課長、日本 厚生首働省年金崩事業管

域の取消しについて 年金保験管理保 年金機構事業推進部門（統括担 理課長
当）担当理事
九州厚生局年金調整課長、中国

H29.10.3 年管管発1003第7号 健醸保醸の事務の一部を行わせる地
野本祐樹

年金賄事業管理課庫生 四国厚生高年金調整課長、日本 厚生労働省年金馬事業管
域の取消しについて 年金保験管理保 年金機構事業推進部門（統括担 理課長

当）担当理事
九州厚生局年金調整課長、中国

H29.10.3 年管管発1003第8号 ｛建藤保険の事務の一部を行わせる地
野本祐樹

年金局事業管理課摩生 四国厚生届年金調整課長、日本 厚生骨髄省年金蝿事業管
域の取消しについて 年金保験管理保 年金機構事業推進部門（統括担 理課長

当）担当理事

年金の裁定等の決定に保る京言語につ
日本年金機構本部

厚生封i動省年金賄事業管
H29.10.3 年管管発1003第9号

いて（平成29年10月2日依頼分）
大森勝太 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.10.4 年管管発1004第i号 再審査請求事件に保る処分変重互につ
小林玄典

年金崩事業管理課審査
日本年金機構経曽企画部長 年金崩事業管理課長

いて ｛系

審査請求事件iこ保る保験者意見の提 年金賭事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H29.10.4 年管管発1004第2号 小林玄興 溝、近畿、中圏四盟、囲圏、九 年金高事業管理課長
出について ｛嘉

州厚生島社金保験審査官

審査請求事件に係る探険者意見の擢 年金崩事業管理課年金
北海道、関東信越、東海北

H29.10.4 年管管発1004第3号 大久保秀直 睦、近畿、中圏西圏、九州庫 年金島事業管理課長
出について 審査犠

生（支）島社金保険審査官

H29.10.4 年管管費1004第4号
審査請求事件に罷る処分について

大久保持甚
年金蝿事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
（容認裁決） 審査保

H29.10.4 年管管発1004第5号
再審査請求事件に罷る処分変更につ

大先保持置
年金関事業管理課年金

日本年金機構経営企画部長 年金崩事業管理課長
いて 審査保



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

H2!:U0.6 年菅菅発1006第1号 酒井敏之 海北陸、近畿、四圏、九，•Ml享 年金属事業管理課長出について 審査保
生（支）居社金保験審査官

H29.10.6 年管管発1006第2号 審査請求事件の容認決定に保る処分
小林玄典

年金蝿事業管理課審査
日本年金機構経曽企画部長 年金賄事業管理課長

について（容認決定） ｛系

老齢福祉年金の各撞諸変璽等の憲
日本年金機構本部

j草生労働省年金属事業管H29.10.6 年管管発1006第3号
認について

大森勝太 年金閣事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

j草生背働省年金高事業管
H29.10.6 年管管発1006第4号

等の承認について 大森勝コセ 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整聾
理課長

長

H29.10園11年管管発1011第1号
審査請求事件に係る姐分取消し等の

小林室典
年金痛事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
承認について 審査保 9一長

H29.10.11 年管管発1011第1号
審査請求事件に｛系る処分取消し等の

小林玄典
年金崩事業管理課年金 関東信越、東海北陸、九州厚

年金崩事業管理課長
承認について 審査犠 生局社会楳l境審査官

H29.10.11 年管管発1011第2号
審査請求事件に罷る処分取消しの承

大丸保蕎直
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
認について 審査保 9一長

審査請求事件に係る処分取消しの京 年金属事業管理課年金
東北、関東信越、近畿、中園

H29.10.H 年管管発1011第2号 大よえ保霧車 四圏、九州厚生島社金保障審 年金賭事業管理課長
認について 審査協

査官

年金の裁定等の決定に｛系る意認につ
日本年金機構本部

j草生労｛動省年金賄事業管
H29.10.11 年管管発1011第3号

いて（平成29年10月11日蝕頼分）
大森勝JS;: 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

トl29.10.12年管管発1012第1号
力一ド番号管理業者変更に伴う加盟

稲田裕藁 年金崩事業管理課 ユーシーカード株式金社
厚生労輸省年金馬事業管

J苫登録申込手続きについて 理課長



H29.10.13 年管管発1013第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分
小林玄典

年金局事業管理課審査
日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長について（容認決定） 係

吟4

H29.10.13 年管管発1013第2号
審査請求事件に係る処分取消し等の

酒井敏之
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

H29.10.13 年管管発1013第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 東海北陸、近畿、中国四国厚
年金局事業管理課長承認について 審査係 生局社会保険審査官

特別障害給付金に係る裁定の承認に
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H29.10.13 年管管発1013第3号
ついて

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

「国民年金・老齢基礎年金額加算開始事 日本年金機構本部
厚生労働省年金局事業管H29.10.13 年管管発1013第4号 由該当届の不該当について』の承認及び 大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長厚生労働大臣印の押印依頼について 長

「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金
日本年金機構本部

H29.10.13 年管管発1013第5号
額加算開始事由該当に係る加給年金額

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
厚生労働省年金局事業管

対象者の不該当についてJの承認及び厚 理課長
生労働大臣印の押印依頼について 長

H29.10.13 年管管発1013第6号
再審査請求事件に係る処分変更につ

酒井敏之
年金局事業管理課年金

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長いて 審査係

H29.10.13 年管管発1013第7号
口頭意見陳述における保険者回答

佐藤康悦 年金局事業管理課 東北厚生局社会保険審査官 年金局事業管理課長
（文書）の送付について

特別障害給付金の諸変更等の承認
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.10.13 年管管発1013第8号

について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.10.13 年管管発1013第9号

等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



審査請求事件に係る保険者意見の提 東北、関東信越、東海北陸、
H29.10.16 年管管発1016第1号

出について 佐藤康悦 年金局事業管理課 近畿、中国四園、四圏、九州 年金局事業管理課長
厚生（支）局社会保険審査官

H29.10.l6 年管管発1016第2号 再審査請求事件に係る処分について
大久保秀直

年金局事業管理課年金
日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長（容認裁決） 審査係

年管管発1017第1号 年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H29.10.17 
いて（平成29年10月16日依頼分）

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H29.10.18 年管管発1018第1号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金局事業管理課長
承認について 審査係 ター長

H29.10.18 年管管発1018第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
小林玄典

年金局事業管理課年金 関東信越厚生局社会保険審
年金局事業管理課長

承認について 審査係 査官

審査請求事件に係る保険者意見の提 年金局事業管理課年金 北海道、東北、関東信越、東海北
H29.10.19 年管管発1019第1号

出について
大久保秀竃

審査係
陸、近畿、中国四国、四園、九州 年金局事業管理謀長
厚生（支）局社会保険審査官

H29.10.20 年管管発1020第1号 審査請求事件の処分変更について 酒井敏之
年金属事業管理課年金

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
審査係

H29.10.20 年管管発1020第2号
審査請求事件の容認決定に係る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
について（容認決定） 係

介護保険料等の特別徴収に係る市町
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.10.20 年管管発1020第3号

村への通知について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.10.23 年管管発1023第1号

いて（平成29.年10月23日依頼分）
大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
厚生労働省年金局事業管H29.10.23 年管管発1023第2号

等の承認について 大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H29.10.24 年管管発1024第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

H29.10.24 年管管発1024第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 関東信越、近畿厚生局社会保
年金局事業管理課長承認について 審査係 険審査官

審査請求事件に係る保険者意見の提 年金局事業管理課審査
東北、関東信越、東海、近畿、

H29.10.24 年管管発1024第2号 小林玄典 中園田園、四圏、九州厚生局 年金局事業管理課長出について 係
社会保険審査官

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

H29.10.25 年管管発1025第1号 酒井敏之 陸、近畿、中園田園、四園、九州 年金局事業管理課長出について 審査係 厚生（支）局社会保険審査官

関係団体に対する社会保険制度及び
年金局事業管理課厚生 国税庁酒税徴収課長ほか5H29.10.25 年管管発1025第2号 労働保険制度の周知について（協力 野本祐樹 年金局事業管理課長

依頼） 年金保険管理係 件

関係団体に対する社会保険制度及び
年金局事業管理課厚生 国税庁酒税徴収課長ほか5H29.10.25 年管管発1025第3号 労働保険制度の周知について（協力 野本祐樹 年金局事業管理課長

依頼）
年金保険管理係 件

関係団体に対する社会保険制度及び
年金局事業管理課厚生 国税庁酒税徴収課長ほか5H29.l0.25 年管管発1025第4号 労働保険制度の周知について（協力 野本祐樹 年金局事業管理課長

依頼） 年金保険管理係 件

関係団体に対する社会保険制度及び
年金局事業管理課厚生 国税庁酒税徴収課長ほか5

H29.10.25 年管管発1025第5号 労働保険制度の周知について（協力 野本祐樹 年金局事業管理課長
依頼） 年金保険管理係 件

関係団体に対する社会保険制度及び
年金局事業管理課厚生 国税庁酒税徴収課長ほか5

H29.10.25 年管管発1025第6号 労働保険制度の周知について（協力 野本祐樹 年金局事業管理課長
依頼） 年金保険管理係 件



関｛系団体に対する社会保験制度政び
年金属事業管理課摩生 国税庁酒税徴収課長ほか5H29.10.25 年管管発1025第7号 骨髄保険制度の閤知について（協力 野本祐樹 年金崩事業管理課長

依頼） 年金保験管理傑 ｛牛

特別障害給付金に罷る裁定の承認に 日本年金機構本音B
厚生労働省年金局事業管H29.10.26 年管管発1026第1号

ついて 大森勝::t: 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

『摩生年金保験未支給保験給付の却 日本年金機構本部
厚生卦輸省年金島事業管

H29.10.26 年管管発1026第2号 下について』の景認及び車生労鋤大 大森勝js:, 年金馬事業管理課 年金給付部給付業務調整室
臣印の押印依頼について 畏

理課長

「共清年金未支給年金の却下につい 日本年金機構本部
厚生労輸省年金愚事業管H29.10.26 年管管発1026第3号 てJの承認畏びj草生賢官働大臣mの押 大森勝:;t: 年金昂事業管理諜 年金給付部給付業務調整室

印依頼について 長
E里諜長

「国民年金値厚生年金保険障害給付の不支給 田本年金機構本部
H29.10.26 年管管発1026第4号

決定」及び『国民年金担厚生年金保険の支給し
大森勝太 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整童

厚生費｛動省年金属事業曹
ない理由のお知らせについてjの承認及び厚 理課長
生労働大臣印の押印依頼について 長

平成29年台旗第21号による大閣により
年管管発1026第5号地方厚生（支）局
年金調整課長年金管理課長 厚生勢i動省年金属事業管

H29.10.26 年管管発1026第5号 被害を受けた圏民年金第1号被保険者に 稲田格藁 年金崩事業管理課 年管管発1026第6号日本年金機構事
理課長対する保険料免除に罷る取扱いについて 業当企理画事部門担当理事、事業推進部門担

平成29年台愚第21号による大闘により
年管管発1026第5号地方厚生（支）局
年金調整課長年金管理課長 厚生労働省年金島事業管

H29.10.26 年管管発1026第6号 被害を受けた国民年金第1号被保険者に 稲田裕美 年金属事業管理課 年管管発1026第6号日本年金機構事
理課長対する保険料免除に保る取扱いについて 業当企盟画事部門担当理事、事業推進部門担

H29.10.27 年管管発W27第1号 再審査請求事件に保る処分変買につ
小林玄典

年金蝿事業管理課審査
日本年金機構経嘗企画部長 年金賄事業管理課長

いて ｛系

H29.10.27 年管管発1027第2号
再審査請求事件に犠る処分変買につ

大丸｛果ヲ号車
年金蝿事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
いて 審査係

〆

H29.10.27 年管管発1027第3号
再審査藷求事件に探る処分変重につ

大久保書車
年金賭事業管理課年金

日本年金機構経曽企画部長 年金高事業管理課長
いて 審査保



H29:10.30 年管管発1030第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

H29.10.30 年管管発1030第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 関東信越、近畿、九州厚生局
年金局事業管理課長承認について 審査係 社会保険審査官

H29.10.30 年管管発1030第2号 再審査請求事件に係る処分変更につ
酒井敏之

年金局事業管理課年金
日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長いて 審査係

審査請求事件に係る保険者意見の提
東北、関東信越、東海北陸、

H29.10.30 年管管発1030第3号
出について

佐藤康悦 年金局事業管理課 近畿、中国四園、九州厚生局 年金局事業管理課長
社会保険審査官

行政訴訟事件（東京地裁平成29年
H29.10.30 年管管発1030第4号 〔行ウ〕第43号）に係る新たな処分につ 三井修 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長

いて（依頼）

各種諸変更等の承認について（平成
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H29.10.30 年管管発1030第5号
29年11月支払分等）

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H29.10.30 年管管発1030第6号
等の承認について

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.10.30 年管管発1030第7号

いて（平成29年10月30日依頼分）
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.10.31 年管管発1031第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
について（容認決定） 係

H29.10.31 年管管発1031第2号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金局事業管理課長
承認について 審査係 ター長



H29.10.31 年管管発1031第2号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金局事業管理課年金 関東信越、近畿、九州厚生局

年金局事業管理課長承認について 審査係 社会保険審査官

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

H29.11.1 年管管発1101第1号
出について 大久保秀宣

審査係
近畿、四回、九州厚生（支）局 年金局事業管理課長
社会保険審査官

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.11.6 年管管発1106第1号

等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長， 

老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.11.6 年管管発1106第2号

認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.11.6 年管管発1106第3号

決定等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
， 長

年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.11.6 年管管発1106第4号

いて（平成29年11月6日依頼分）
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.11.8 年管管発1108第1号
再審査請求事件に係る処分変更につ

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
いて 係

H29.11.8 年管管発1108第2号
審査請求事件の容認決定に係る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
について（容認決定） 係

H29.11.8 年管管発1108第3号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金局事業管理課長
承認について 審査係 ター長

H29.11.8 年管管発1108第3号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金局事業管理課年金 北海道、関東信越、九州厚生

年金局事業管理課長
承認について 審査係 局社会保険審査官



H29.11.8 年管管発HOB第4号 審査請求事件に傑る処分取消し等の
酒井敏之

年金馬事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金馬事業管理課長

京認について 審査罷 ター長

H29.11.8 年管管発1108第4号
審査請求事件iこ罷る処分取消し等の

酒井敏之
年金馬事業管理課年金 関東信越、近畿、開園、九州

年金崩事業管理課長
承認について 審査協 庫生島社金保験審査官

審査請求事件に儀る保障者意見の提 年金賄事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東

H29.11.8 年管管発1108第5号
出について

酒井敏之
審査保

海北陸、近畿、中国四圏、オL 年金馬事業管理課長
外l屠：生局社会保険審査官

H29園 11司8年管管発1108第6号
再審査請求事件に儒る処分菱重きにつ

大久保秀置
年金島事業管理課年金

田本年金機構経堂企画部長 年金蝿事業管理課長
いて 審査保

H29圃11.8年管官発1108第7号
審査請求事件に罷る処分変買につい

大丸保書号車
年金崩事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金崩事業管理課長
て 審査協

H29.11.8 年管管発1108第8号
審査請求事件に保る処分取消しの承

大~｛呆秀甚
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
認について 審査保 ター畏

H29.11.8 年管管発1108第8号
審査請求事件に罷る処分取消しの去最

大~i呆ヲ号車
年金蝿事業管理課年金 関東信越、近畿、保中険国審囲査圏官、 年金蝿事業管理課長

認について 審査｛系 九州厚生属社会

審査請求事件lこ罷る保障者意見の捷 年金局事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H29.11.9 年管管発1109第1号 小林玄興 海、近畿、中園田園、盟国、九 年金局事業管理課長
出について ｛系

州厚生居社会保i境審査官

審査請求事件に保る保験者意毘の提
関東信越、東海北陸、近畿、

H29.11.9 年管管発1109第2号 f左藤醸悦 年金賄事業管理課 中園田園、四圏、九州厚生届 年金蝿事業管理課長
出について

社金保障審査官

特別障害給付金の署員定及び不支給
日本年金機構本部

厚生労輸省年金賭事業管
H29.11.9 年管管発1109第3号

決定等の京語、について
大森隣太 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



H29JUO 年管管発1i -W第1号
再審査請求事件に係る処分について

大久保持甚
年金聞事業菅E皇官果年金

日本年金機構経曹企画部長 年金崩事業管理課長
（容認戴決） 審査保

H29.11.13 年管管発1113第2号
審査請求事件の容認決定に慌る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経曽企画部長 年金高事業管理課長
について（容認決定） 4莱

H29.1U3 年管管発U13第3号
審査請求事件に係る照金について

大IA保ヲ毒菌
年金賄事業管理課年金 九州厚生（支）属社金保験審

年金居事業管理課長
（園答） 審査係 査官

年金の裁定等の決定に保る去最認につ
日本年金機構本部

厚生首｛動省年金島事業管
H2!l1 U3 年管管発1113第4号

いて（平成29年11月13自依頼分）
大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

庫生労働省年金属事業管
H29.1 U3 年管管発1113第5号

等の＊認について
大森勝~ 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整童

理課畏
長

審査請求事件に罷る処分取消し等の
H29.1 U5 年管管発1115第1号 酒井敏之

年金属事業管理課年金 自本年金機構中央年金セン
年金聞事業管理課長

承認について 審査様 51一長

H29.11.15 年管管発i115第1号
審査請求事件に｛系る処分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 東海北睦j草生昌幸土金保険審

年金蝿事業管理課長
意認について 審査協 査官

H29.1 U5 年管管発1115第2号
再審査請求事件に保る処分変重宝につ

酒井敏之
年金局事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金局事業管理課長
いて 審査罷

審査請求事件に係る保険者意見の寵 年金賄事業管理課年金
北海道、東北、関東電越、東海北

H2!UU5 年管管発1115第3号 大久保書菌 陸、近畿、中薗四圏、九州厚生 年金問事業管理課長
出について 審査保 （支）局社会保険審査官

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

j草生労働省年金崩事業管
H29.11.16 年管管発1116第1号

決定等の主義認について
大森勝太 年金昂事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



特別障害給付金の諸変車等の71<認 日本年金機構本部
摩生労働省年金聞事業管H29.1 U6  年管管発1116第2号

について 大森勝A 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整璽
理課長

長

H29.1 U7  年管管発nn第1号 審査請求事件の容認決定に罷る処分
小林玄典

年金高事業管理諜審査
日本年金機構経嘗企画部長 年金崩事業管理課長

について（容認決定） ｛系

H29.11.17 年管管発1117第2号 審査請求事件に保る処分取消し等の
小林蛮興

年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金属事業管理課長

承認について 審査協 合一長

H29.1 U 7 年管管発1117第2号
審査請求事件に保る拠分取消し等の

小林玄典
年金E君事業管理課年金 関東信越l草生島社会保険審

年金崩事業管理課長
芸員認について 審査懐 査官

H29.11.17 年管管発1117第5号 再審査請求事件に保る蝿分変璽につ
大久保罫直

年金島事業管理課年金
日本年金機構経営企画部長 年金賭事業管理課長

いて 審査保

H29.11.20 年管管発1120第1号 行政訴訟事件に係る処分変更等につ
小杉光悪 年金馬事業管理課 日本年金機構経嘗企闇部長 事業管理課長

いて（故頼）

平成29年度年金生活者支揺給付金
摩生骨髄省年金昂事業管

H29.11.20 年管管発1120第2号 支給準｛覇市圏T村事務敢扱交付金の 堀内優戚 年金蝿事業管理課 市IE:村長
理課長

肉示について

「国民年金老齢基礎年金額加算開始事 日本年金機構本部
j享生首働省年金賄事業管

H29.11.20 年管管発1120第3号 由書識当届の不該当について』の君主語及 大森勝太 年金賄事業管理課 年金給付昔n給付業務調整室
理課長び厚生君臨大臣l:f]の押印依頼について 長

園民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生骨髄省年金馬事業管
H29.11.20 年管管発1120第4号

等の承認について
大森勝:t 年金馬事業管理課 年金給付部給付業務調整霊

理課長
長

介護保験料等の特別徴眼iこ保る市圏T
日本年金機構本部

摩生費融省年金賭事業管
H29.11.20 年管管発1120第5号

村への通知について
大講勝太 年金蝿事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



H29.11.22 年管管発1122第1号
審査請求事件の審認決定に罷る処分

小林玄典
年金蝿事業管理課審査

日本年金機構経嘗企画部長 年金蝿事業管理課長
について（容認決定） ｛系

H29.11.22 年管管発1122第2号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

酒井敏之
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
承認について 審査保 う量一長

審査請求事件に保る処分取消し等の 年金高事業管理課年金
関東信越、東海北陸、近畿、

H29.11圃22年管管発1122第2号 酒井敏之 中国閤圏、九州j草生島社金保 年金崩事業管理課長
承認について 審査保

験審査官

H29.11.22 年管管発1122第3号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金蝿事業管理課年金 自本年金機構障害年金セン

年金賄事業管理課長
去最認について 審査保 合一長

H29.11.22 年管官発1122第3号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金馬事業管理課年金

近畿臣室生崩社会保険審査官 年金属事業管理課長
承認について 審査保

H2!U L22 年管管発1122第4号
再審査請求事件に繰る処分変璽につ

小林玄奥
年金賄事業管理課審査

関本年金機構経営企画部長 年金崩事業管理課長
いて f系

H29.11.22 年管管発1122第5号
審査請求事件に保る処分取消し等の

小林玄典
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金馬事業管理課長
承認について 審査保 ター長

審査請求事件に罷る処分取消し等の 年金昂事業管理課年金
東北、関東信越、東海北陸、

H29.11.22 年管管発1122第5号 小林玄典 近畿、中国囲圏j草生高社会犠 年金島事業管理課長
君史認について 審査犠

険審査官

年金の裁定等の決定に｛薬る承寵につ
日本年金機構本部

厚生背｛動省年金聞事業管
H29.11.22 年管管発1122第6号

いて（平成29年11月20日依頼分）
大森勝太 年金賭事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に保る保険者意見の提 年金島事業管理課審査
北海道、関東信越、東溝、近

H29.11.24 年管管発1124第1号 小林玄興 畿、中園田園、九州厚生島社 年金届事業管理課長
出について i莱

全保験審査官



H29.11 .24 年管管発1124第2号 審査請求事件にi系る処分取消し等の
小林玄奥

年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金属事業管理課長

意認について 審査保 宇一長

H29.11 .24 年管管発1124第2号 審査請求事件に保る処分取消し等の
小林玄典

年金高事業管理課年金 関東信越、東海北睦j享生昂社
年金属事業管理課長

承認について 審査｛系 金保験審査官

特別障害給付金の裁定忍び不支給
日本年金機構本部

厚生労i動省年金属事業管
H29.11 .24 年管管発1124第3号

決定等の承認について
大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.11.27 年管管発1127第1号
再審査請求事件に罷る処分変更につ

佐藤麗悦 年金賄事業管理課 日本年金機構経醤企＠］部長 年金蝿事業管理課長
いて

H29.11.27 年管管発1127第2号
審査請求事件に保る処分取消しの承

大乱保持甚
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金昂事業管理課長
認について 審査係 事一長

審査請求事件に保る処分取消しの承 年金局事業管理諜年金
東北、関東信越、東海北陸、

H29.11.27 年管雷発1127第2号
認について

大良保持車
審査保

近畿、中国田園、九州j草生関 年金E毒事業管理課長
社会保験審査宮

審査請求事件に罷る保険者意毘の提 年金属事業管理課年金
北i毎道、東北、関東信越、東海北

H29.i 1.28 年管管発1128第1号 酒井敏之 陸、近畿、中国四圏、田園、九州 年金馬事業管理課長
出について 審査｛系 厚生（支）局社会保障審査官

圏畏年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

j草生労i動省年金賄事業管
H29.11.28 年管管発1128第2号

等の承認について
j麗謹浩分 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整霊

理課長
畏

H29.11.28 年管管発1128第3号
年金(I)裁定等の決定に保る承認につ

漉遅浩ブト 年金属事業管理課
日本年金機構本部 ！草生労働省年金崩事業管

いて（平成29年11月27自俄頼分） 年金給付部業務調整室長 理課長

審査請求事件に慌る課験者意毘の提
北海道、東北、関東信越、東

H29.11.29 年管管発1129第1号 イ主藤麗挽 年金賄事業管理課 溝北陸、近畿、九州j享生毘社 年金崩事業管理課長
出について

金保験審査官



行政訴訟事件（神戸地裁平成29年
H29回11.29年管管発1129第2号 〔行ウ〕第70号）［こ保る新たな処分につ 三井｛摩 年金昂事業管理課 日本年金機構経宮企画部長 年金崩事業管理課長

いて（｛衣頼）

H29.11.29 年管管発1129第3号
審査請求事件に罷る処分変璽につい

佐藤麓税 年金高事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長 年金高事業管理課長
て

f建設業の許可行政庁との連携による
年金崩事業管理課 j草生 国本年金機構事業推進部門 厚生卦働省年金高事業管

H29圃11.29年管管発1129第4号 適用の適正化についてjの一部故正 野本祐輯
について

年金保験管理｛系 （総括担当）担当理事 理課長

H29.11.29 年管管発1129第5号
審査請求事件に保る照会について

性藤康税 年金賄事業管理課 九州厚生高社会保障審査官 年金商事業管理課長
（囲答）

特別障害給付金の裁定説び不支給
日本年金機構本部

厚生費｛動省年金昂事業管 t

H29.11.30 年管管発1130第1号
決定等の意認について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付昔日給付業務調整室
理課長

長

H29.12.1 年管管発1201第1号
審査請求事件の容認決定に保る処分

小林玄典
年金高事業管理課審査

日本年金機構経曽企画部長 年金昂事業管理課長
について（容認決定） ｛系

審査請求事件に罷る保険者意見の提 年金賄事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H29.12J 年管管発1201第2号 大久保書車 陸、近畿、中園囲圏、四国、九州 年金崩事業管理課長
出について 審査様 ！草生（支）愚社会保険審査官

関｛系団体等に対する社会保険制農産
年金蝿事業管理課車生 経清産業省経草寺産業政室長局 j草生骨髄省年金属事業管

H29.12.1 年管管発1201第3号 び労｛動｛呆i険制震のj習知について（協 萌農雄樹
カ｛衣頼）

年金保験管理保 産業構造課長 理課長

平成29年度国民年金事務費支付金
年金属事業管理課琵付 地方厚生（支）閤年金調整課 ！草生勢i動省年金崩事業管

H29.12園5年管管発1205第1号 等の概算支付について（第3四半期 勝又瀬良
分）

金｛嘉 （年金管理課）長 理課長

H29.12.5 年菅管発1205第2号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

酒井敏之
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金長君事業管理課長
承認について 審査保 合一長



H29.12.5 年管管発1205第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之 年金昂事業管理課年金 近畿j草生島社会保験審査官 年金局事業管理課長京認について 審査保

年金生活者支援給付金に関する所得
地方j享生（:i:）購年金調整課 厚生労輸省年金局事業管H29.12.5 年管管発1205第3号 構報等晴報交換のため0)媒体仕様書 堀内｛憂戚 年金蝿事業管理課

の送付について
（年金管理課）長 理課長

老齢福祉年金の各手重諸変重宝等の去最
日本年金機構本部

庫生労働省年金局事業管H29.12岡5年管管発1205第4号
認について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整謹
理課長

長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

j草生労働省年金毘事業管
H29冒12.5年管管発1205第5号

等の意認について
大森勝太 年金田事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

年金の裁定等の決定に保る芸員認につ
日本年金機構本部

j草生労輸省年金局事業管
H29.12.5 年管管発1205第6号

いて（平成29年12月4日依頼分）
大森勝"A 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

各種諸変更等の承認について（平成
日本年金機構本部

庫生活働省年金居事業管
H29.12.5 年管管発1205第7号

29年12月支払分等） 大森勝~ 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H29.12.6 年管管発1206第3号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金馬事業管理課年金 日本年金機構瞳害年金セン

年金蝿事業管理課長
承認について 審査保 ター長

審査請求事件に保る処分取消し等の 年金賄事業管理諜年金
北海道、関東信越、近畿、囲

H29 .. 12.6 年管管発1206第3号
承認について

酒井敏之
審査保

圏、九州厚生（支）属社会保醸 年金馬事業管理課長
審査官

H29.12.6 年管嘗発1206第4号
審査請求事件に探る処分取消し等の

Jj＼林室典
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金属事業管理課長
承認について 審査｛系 $l一長

H29.12.6 年管管発1206第4号
審査請求事件に係る処分取消し等の

小林玄典
年金賄事業管理課年金 近畿、中園田圏、九州厚生高

年金属事業管理課長
君主語について 審査保 社会保険審査官



特別障害給付金の識定説lぴ不支給
日本年金機構本部

j草生首働省年金崩事業管
H29."l 207 年管嘗発1207第1号

決定等の意認について
大森勝if:. 年金属事業管理課 年金給付師給付業務調整室

理課長
長

H29.12.8 年管管発1208第1号
審査請求事件に保る処分取消しの意

大丸保霧車
年金島事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
認について 審査協 ター長

H29.12司8年管管発1208第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの柔軟

大丸保持車
年金島事業管理課年金 関東｛言越、東海北陸、近畿摩

年金賭事業管理課長
認について 審査保 生島社金保験審査官

H29園12.11年管管発12i1第1号
審査請求事件の審認決定に保る処分

小林玄興
年金賄事業管理課審査 田本年金機構経嘗企田富B

年金蝿事業管理課長
について（容認決定） ｛系 長、大手前年金事務所長

H29.12.11 年管管発1211第2号
再審査請求事件に罷る処分について

大久保秀直
年金蝿事業嘗理課年金

田本年金機構経曽企画部長 年金蝿事業管理課長
（容認裁決） 審査保

国民年金保険料、厚生年金保険料、健E襲 白木年金機構事業企画部門担当理

H29.12.12 年管管発1212第1号
保験料、船員保障料展び子ども周子育て

野本祐樹
年金痛事業管理課 j草生 事、地方厚生局年金指導課長、地方 j享生骨髄省年金昂事業管

拠出金等に保る延滞金の割合の特糊に 年金保験管理保 厚生（支）局年金管理課長、全国社 理課長
ついて 会保険労務士会連合会会長

審査請求事件に保る保験者意見の捷 年金賄事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H29.12.12 年管管発1212第2号 小林玄典 海、近畿、中園囲圏、囲圏、九 年金賄事業管理課園長
出について ｛系

州j草生島社会保i境審査官

H29.12.12 年管管発1212第3号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

lj＼林室典
年金昂事業管理課年金 日本年金機構仙台東年金事

年金属事業管理課長
君主認について 審査保 務所長

H29.12.12 年管管発1212第3号
審査請求事件に保る処分取消し等の Jj＼林室典

年金愚事業管理課年金
東北羅生島社会保険審査官 年金晶事業管理課長

承認について 審査保

特別障害給付金の藷変更等の君主認
日本年金機構本部

j草生曽輸省年金賄事業管
H29 .. i2.12 年管管発1212第4号

について
大森勝太 年金島事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

j草生党｛動省年金局事業管
H29.12J2 年嘗智発1212第5号

等の承認について
大森隣太 年金属事業管理課 年金給付昔B給付業務調整室

理課長
長

年金の裁定等の決定に罷る芸員認につ
日本年金機構本部

車生労働省年金局事業管
H29.12.12 年管管発i212第6号

いて（平成29年12月11日依頼分）
大森勝~ 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.12.14 年管管発1214第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金賭事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
芸員認について 審査龍 ター畏

H29.12.14 年雷管発1214第1号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

酒井敏之
年金高事業管理課年金

近畿j草生島社金保験審査官 年金馬事業管理課長
承認について 審査保

審査請求事件に罷る保験者意見の寵 年金属事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東溝北

H29.12.15 年管管発1215第1号 酒井敬之 陸、近畿、中圏囲圏、田園、九州 年金蝿事業管理課長
出について 審査保 j草生（支）属社会保険審査官

H29.12.15 年管管発1215第2号
審査請求事件の容認決定に保る処分

小林玄典
年金属事業管理課審査

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
について（容認決定） ｛嘉

審査請求事件に罷る保験者意毘の寵
北海道、東北、関東信越、東海北

H29.12.15 年管管発1215第3号 佐藤醸暁 年金属事業管理課 睦、近畿、中園田園、呂田、九州 年金昂事業管理課長
出について

摩生（支）局社会保障審査官

特別障害給付金の諸変重宝等の芸員寵
日本年金機構本部

厚生労働省年金属事業管
H29.12.15 年管管発1215第4号

について
大森勝;t 年金賭事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

特別樺害給付金の裁定及び不支給
田本年金機構本部

摩生首｛動省年金蝿事業管
H29.12.15 年管管発1215第5号

決定等の承認について
大森勝太 年金居事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生首働省年金属事業管
H29.12.15 年管管発1215第6号

等の承認について
大森勝太 年金島事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



トi29.12J8 年管管発1218第1号
審査請求事件に保る賠金について

小林玄興
年金高事業管理課審査

九州摩生賄事土金保験審査官 年金局事業管理課長（囲筈） ｛系

「老齢基礎年金の握替加算額を加算する
田本年金機構本部

H29.12.18 年管管発1218第2号 処分に付随する通知の取消通知書Jに係
大森勝Js;: 年金局事業管理諜 年金給付部給付業務調整室

厚生労働省年金賄事業管
る承認及び厚生労働大臣印の押印抜頼 理課長
について 長

「国民年金老齢基礎年金額加算開始事 日本年金機構本部
厚生勢｛動省年金局事業管H29.12.18 年管管発1218第3号 自該当届の不議当について」の承認及び 大森勝太 年金蝿事業管理課 年金給付部給付業務調整室

厚生労働大臣印の押印鰻頼について 長
理課長

「老齢厚生年金e退職共溝年金加給年金
日本年金機構本部

H2!U2.18 年管管発1218第4号
額加算開始事由該当に罷る加給年金額

大森勝~ 年金関事業管理課 年金給付部給付業務調整室
厚生労働省年金属事業管

対象者への不議当について』の京認及び 理課長
車生曽f動大臣正ねの押印故頼について 長

年金の戴定等の決定に｛系る主義認につ
日本年金機構本部

厚生勢輸省年金属事業管
H2!U2.19 年管管発1219第1号 大森勝:is: 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整霊

いて（平成29年12周18自依頼分）
長

理課長

H29.12.19 年管管発1219第2号 振替加算事務取扱通知について 意科学 年金聞事業管理課
日本年金機機事業推進部門

事業管理課長
（年金給付）担当理事

年金の裁定等の決定に係る意認につ
日本年金機構本部

車生労輸省年金属事業管
H29.12.20 年管管発1220第1号

いて（平成29年12月18日｛衣頼分）
大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H29.12.20 年管管発1220第2号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

小林玄典
年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金属事業管理課長
承認について 審査保 うZ一長

審査請求事件に保る処分取消し等の 年金賄事業管理課年金
東北、関東、東海、近畿、 圏

H29.12.20 年管管発1220第2号 小林玄興 四圏、九州厚生馬社会保験審 年金蝿事業管理課長
承認について 審査保

査官

H29.12.20 年管管発1220第3号
審査請求事件に保る処分取消しの主義

大先f果秀E霊
年金毘事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金届事業管理課長
認について 審査保 う喜一長



H29.12.20 年管管雪量・1220第3号 審査請求事件に保る処分取消しの去最
大久保秀直

年金蝿事業管理課年金 関東信越、東海北陸、近畿、
年金崩事業管理課長認について 審査保 九州厚生局杜金傑i境審査官

H29.12.20 年管管発1220第4号
再審査請求事件に罷る処分変買につ

大広保罫直
年金崩事業管理課年金

日本年金機構経堂企面部長 年金馬事業管理課長いて 審査保

介護保険料等の特別徴頓に保る市酎
日本年金機構本部

j享生労働省年金崩事業管H29.12.20 年管管発1220第5号
村への通知について

大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H29.12.21 年管管発1221第1号
審査請求事件に保る賜金について

酒井敏之
年金届事業管理課年金

九州j草生島社金保険審査官 年金蝿事業管理課長（田答） 審査保

行政事件訴訟に保る処分取捕しにつ
j草生ヲヲi動省年金崩事業管H29. 12.21 年管管発1221第2号 いて（｛衣頼）（名古麗地裁平成29年 畑中正調 年金崩事業管理課 日本年金機構軽曽企画部長
理課長

（行ウ）第86号）

H2!U2.22 年管管発1222第1号
審査請求事件の容認決定！こ罷る処分

小林室典
年金蝿事業管理課審査

日本年金機構経嘗企画部長 年金崩事業管理課長
について（容認決定） ｛系

H29.12.22 年管管発1222第2号
審査請求事件に保る照金について

小林玄興
年金崩事業管理課審査

九州j草生蝿社金保験審査官 年金崩事業管理課長
（回答） ｛系

H29.12.22 年管管発1222第3号
審査請求事件に犠る照金について

佐藤醸悦 年金崩事業管理課 九州j草生局社金保険審査官 年金属事業管理課長
（圏答）

審査請求事件に罷る保験者意毘の提 年金高事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H29.12.22 年管管発1222第4号 大~i:果秀産 陸、近畿、中国四圏、九州厚生 年金毘事業管理課長
出について 審査保 （支）聞社会保験審査官

年管管発1222第5号
行政訴訟事件に罷る新たな処分につ

谷山雅子 年金属事業管理課 日本年金機構経曹企画部長 年金昂事業管理課長
いて



特別障害給付金の裁定患び不支給
日本年金機構本部

塵生？？働省年金崩事業管H:2!:il.12.22 年菅管発1222第6号
決定等の承認について

大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整聾
理課長

長

現j見麗により生存確認を行っている年
日本年金機構事業推進部門 厚生芳｛動省年金崩事業管H29.12.22 年管管発1222第7号 金受給権者への対誌の継続について 桑j東和征 年金蝿事業管理課

（通知） （年金給付）担当理事 理課長

現況麗により生存確認を行っている年
地方j草生（支）局 j享生費働省年金属事業管H2!U2.22 年管管発1222第8号 金受給権者への対fit、の継続について 桑原和征 年金昂事業管理課
年金調整課長年金管理課長 理課長（通知）

H29.12.25 年管管発1225第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

Jj＼林玄興 年金賄事業管理諜年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長

京認について 審査様 ~－長

H29.12.25 年管管発1225第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

小林玄興
年金島事業管理課年金 関東、東海、近畿、中国囲圏、

年金崩事業管理課長
書是認について 審査｛系 九9•Mil室生縄社会保験審査官

H29.12.25 年管管発1225第2号
再審査請求事件に偽る処分蓋軍につ

小林室典
年金田事業管理課審査

田本年金機構経曽企画部長 年金蝿事業管理課長
いて f系

行政訴訟事件（福間地裁平成29年
H29.12.25 年管官発1225第3号 〔行ウ〕第n号）Iこ｛系る新たな処分につ 三井｛事 年金蝿事業管理課 田本年金機構経堂企画部長 年金崩事業管理課長

いて〈依頼）

H29.12.26 年管管発1226第1号
再審査請求事件に慌る処分変買につ

酒井敏之
年金崩事業管理課年金

日本年金機構経醤企画部長 年金崩事業管理課長
いて 審査罷

H29.12.26 年管管発1226第2号
審査請求事件に罷る組分取消し等の

酒井轍之
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金蝿事業管理課長
主義認について 審査保 告一長

審査請求事件に係る処分取消し等の 年金属事業管理課年金
東北、関東信越、東海北陸、

H29.12.26 年管管発1226第2号 酒井敏之 近畿、中圏西田厚生購社会課 年金属事業管理課長
君主認について 審査保

険審査官



年管管発1226第3号 審査請求事件に係る保険者意見の提 年金局事業管理課審査 北海道、東北、関東信越、東海、
H29.12.26 

出について 小林玄典
係

近畿、中国四園、四園、九州厚生 年金局事業管理課長
局社会保険審査官

H29.12.26 年管管発1226第4号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

H29.12.26 年管管発1226第4号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 関東信越厚生局社会保険審
年金局事業管理課長承認について 審査係 査官

行政訴訟事件に係る支払い手続きに
H29.12.26 年管管発1226第5号 ついて（依頼）（名古屋高裁平成28年 畑中正視 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長

（行コ）第46号）

H29.12.27 年管管発1227第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分
小林玄典

年金局事業管理課審査
日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長について（容認決定） 係

年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H29.12.27 年管管発1227第2号
いて（平成29年12月25日依頼分）

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H29.12.27 年管管発1227第3号

等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

各種諸変更等の承認について（平成
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.1.4 年管管発0104第1号

30年1月支払分等） 佐藤大和 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.1.4 年管管発0104第2号

決定等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.1.4 年管管発0104第3号

認について
佐藤大和 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



審査請求事件に保る保i験者意見の擢 年金局事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.1.5 年菅管発0105第1号 酒井敏之 陸、近畿、中国四圏、四圏、九州 年金昂事業管理課長出について 審査協 厚生（支）島社会保険審査官

H30.1圃5年管管発0105第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金蝿事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金馬事業管理課長承認について 審査保 ター畏

審査請求事件に保る処分取消し等の 年金賭事業管理課年金
関東信越、東海北陸、近畿、

H30.1.5 年管管発0105第2号 酒井敏之 田園、九州j草生（支）局社会保 年金蝿事業管理課長意認について 審査保
険審査官

H30.1.5 年管管発0105第3号
基礎年金等年間被保験者数等の報

勝3Z.淑よえ
年金園事業管理課変付 地方j享生（支）届年金調整（管 摩生封働省年金蝿事業管

告について 金｛系 理）課長 理課長

年金の裁定等の決定に係る意認につ
田本年金機構本部

j草生骨髄省年金蝿事業管H30.1.9 年管官発0109第i号
いて（平成30年1月9日依頼分）

大森勝太 年金属事業管理諜 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

自民年金障害給付等の不支給決定
田本年金機構本部

j草生活百働省年金崩事業管
H30.1.9 年雷管発0109第2号

等の承認について
大森勝太 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H30.UO 年管管発0110第1号
再審査請求事件に擁る処分変更につ

小林玄興
年金蝿事業管理課審査

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
いて ｛莱

審査請求事件に保る保険者意毘の提
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.1.11 年管管発0111第1号 佐藤義麗醜 年金崩事業管理課 陸、近畿、中園田園、田園、九州 年金晶事業管理課長
出について 厚生（支）毘社会保験審査官

平成29年産年金生活者支援給付金 瑞穂酌長、横井市長、三宅酎
j草生勢働省年金蝿事業管

H30.U 1 年管管発0111第2号 の支給準構市町村事務取扱支付金 堀内｛憂成 年金E毒事業管理課 長、網1杖村長、高取田T長、明
理課長

について（再内示） 日香村長、吉野間長

「平成29年産における闇民年金事務
年金属事業管理課交付 地方厚生（支）愚年金調整（管 j享生骨髄省年金賄事業管

H30.1.12 年管管発0112第1号 費交付金等交付要綱の取扱いについ 勝又？事＼！！~
金保 理）課長 理課長

て（案）』等の送付について



審査請求事件に保る保険者意見の膿 年金崩事業管理課年金
北溝道、東北、関東信越、東海北

H30J .12 年管管発OH2第2号
出について xよぇ保書直

審査保
陸、近畿、中園田園、四国、九州 年金局事業管理課長
厚生（支）盟社会保険審査官

H30.1.12 年管管発0112第3号 審査請求事件の容認決定に保る処分
1J王寺本室典 年金昂事業管理課審査 日本年金機構経営企画部

年金崩事業管理課長について（容認決定） i莱 長、博多年金事務所長

H30.1.12 年管管発0112第4号 再審査請求事件に保る処分について
大~｛：果霧車

年金賄事業管理諜年金
日本年金機構経嘗企画部長 年金崩事業管理課長（容認裁決） 審査保

特別障害給付金の諸変更等の芸員認
日本年金機構本部

車生骨髄省年金賄事業管H3CU.16 年管管発OH6第1号
について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

圏民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

摩生労働省年金賭事業管H30.U6 年管管発0116第2号
等の員訳語、について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

年金の戴定等の決定に｛系る承認につ
日本年金機構本部

厚生常働省年金昂事業管
H30.1.H3 年管管発0116第3号

いて（平成30年1月15日韓頼分）
大森勝:;t 年金国事業管理課 年金給付師給付業務調整璽

理課長
長

「老齢厚生年金回退職共済年金力日給年金額加 日本年金機構本部
H30.1.16 年管官発0116第4号

算開始事由該当に係る加給年金額対象者の
大森勝~ 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

厚生封輸省年金員事業管
不該当についてJの京認及び厚生労働大臣印 理課長
の押印依頼について 長

『圏畏年金老齢基礎年金額加算開始事 田本年金機構本部
厚生首轍省年金昂事業管

H30.1.16 年管管発0116第5号 由設当層の不該当についてJの承認思び 大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整聾
厚生苦手｛動大臣巨nの押印依頼について 長

理課長

H30圃1.17年管管発0117第1号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

小林玄典
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金局事業管理課長
主義盟、について 審査｛系 う喜一畏

H30.1.17 年管管発0117第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

小林玄典
年金崩事業管理課年金 東海北陸厚生局社会保険審

年金高事業管理課長
承認について 審査保 査官



審査請求事件に保る処分取消しの愚H30.1.n 年管官発0117第2号 大乱保持置
年金商事業管理課年金 日本年金機構｜嘩害年金セン

年金昂事業管理課長認について 審査係 ター長

H30.1.17 年管管発0117第2号
審査請求事件に罷る処分取消しの意

大丸｛呆罫直
年金関事業管理課年金 関東信越、東海北陸、中国囲

年金高事業管理課長認について 審査罷 国厚生島社金保険審査官

H30固1.17年管管発0117第3号
再審査請求事件に保る処分変重につ

大京保霧車
年金高事業管理課年金

日本年金機構経曹企画部長 年金賄事業管理課長
いて 審査係

「f公的年金制度の櫨全性患び信頼性の
日本年金機構事業企画部門

H30圃U7年管管発0117第4号 確保のための塵生年金保険法等の一部
佐藤大和 年金崩事業管理課 担当理事、事業推進部門（年

j草生骨髄省年金崩事業管
を改正する法律」等の自主行に伴う事務の 理課長
取り扱いについて』の一部改正について 金給付）担当理事

『「公的年金制度の鍵全性及び信頼性の

H30圃U7年管管発0117第5号
確保のための厚生年金保険法等の一部

佐藤大和 年金崩事業管理課
地方羅生（支）畠年金調整課 摩生骨髄省年金昂事業管

を改正する法律』等の施行に伴う事務の 長、年金管理課長 理課長
取り扱いについてJの一部改正について

H31lU8 年管官発0118第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
主義語、について 審査犠 う喜一長

H30.U8 年管管発0118第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 関東信越、東海北陸、近畿j享

年金痛事業管理課長
承認について 審査協 生毘社会保険審査官

特別障害給付金に係る裁定の員長認に
日本年金機構本部

厚生労i動省年金局事業管
H30.1. 19 年管管発0119第1号

ついて
大森勝:t.: 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整童

理課長
長

介護保険料等の特別徴収に保る市圏T
日本年金機構本部

厚生労i動省年金高事業管
H31:U.19 年管管発0119第2号

村への通知について
大森勝:t.: 年金賄事業管理課 年金給付昔~給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に探る保険者意見の提 年金崩事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H30.1.22 年管管発0122第1号 小林玄典 海、近畿、中闇阻圏、囲菌、九 年金属事業管理課長
出について f系

州厚生高社会保険審査官



H30.1.22 年管管発0122第2号
審査請求事件の審認決定に罷る処分

小林玄興
年金蝿事業管理課審査

日本年金機構経酋企iii部長 年金馬事業管理課長
について（容認決定） ｛系も，

H30.1.23 年管管発0123第1号
再審査請求事件に保る処分変買につ

酒井敏之
年金馬事業管理課年金

日本年金機構経醤企闇部長 年金蝿事業管理課長
いて 審査協

審査請求事件に保る保険者意見の提 年金賄事業管理課年金
北溝道、東北、関東信越、東海北

H30.1.23 年管管発0123第2号 酒井敏之 陸、近畿、中国閤圏、四圏、九~·Ii 年金局事業管理課長
出について 審査係 厚生（支）島社会保険審査官

年金の裁定等(J)決定に｛嘉る君主認につ
日本年金機構本部

j草生骨髄省年金愚事業管
H30.1.23 年雷管発0123第3号

いて（平成30年1月22日依頼分）
大森勝太 年金蝿事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
ー畏

H30.l.24 年管管発0124第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金島事業管理課年金 自本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
承認について 審査罷 9一長

審査請求事件に保る処分取消し等の 年金畠事業管理課年金
関東信越、東海北陸、近畿、

H30.1.24 年管管発0124第1号 酒井敏之 中圏西国厚生島社会保険審 年金賭事業管理課長
承認について 審査保

査官

H30.1.24 年管管発0124第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

小林玄興
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金属事業管理課長
承認について 審査罷 タ一長

H30.1.24 年管管発0124第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

小林玄典
年金庫号事業管理課年金 関東、東海、近畿、四圏、九州

年金崩事業管理課長
去最認につ，いて 審査慌 厚生局社会標験審査官

関畏年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生賞働省年金高事業管
H30.1.24 年管管発0124第3号

等の京認について
大森勝太 年金問事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

北海道、東北生、関（支東）信j司越社、北東i海北陸、近畿、中国四属、

年管管発0125第i号
審査請求事件に保る保険者意毘の提

｛左藤農協 年金崩事業管理課
四圏、九州厚 海道、東北、関東信越、東

年金昂事業管理課長H30.1.25 
出について

海北陸、近畿、中国四圏、四園、九州厚生（支）局社会
保険審資官



メ

年管管発0125第2号
審査請求事件に保る保険者意見の提 関東信越厚生購社会保験審H30.1.25 
出について

佐藤醸憐 年金賄事業管理課
査官

年金蝿事業管理課長

H30.1.25 年管管発0125第3号 口頭意毘陳述における保験者への聾
佐藤麗鵠 年金賄事業管理課

関東信越j享生島社会保険審
年金崩事業管理課長

開事項に対する闇答について 査官

特別障害給付金に保る戴定の主義認に
日本年金機構本部

j享生労働省年金崩事業管
H30.1.25 年管管発0125第4号

ついて
大森勝太 年金関事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H30.1.26 年管管発0126第1号
審査請求事件に保る処分取消しの最

大~i果秀車
年金属事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金閣事業管理課長
認について 審査保 安一長

H30.1.26 年管管発0126第1号
審査請求事件に保る処分取消しの最

大久保書麗
年金属事業管理課年金 関東信越、東海北陸庫生闇社

年金賄事業管理課長
認について 審査係 会保験審査官

国畏年金障害給付等の本支給決定
日本年金機構本部

j草生骨髄省年金届事業管
H30.1.26 年管管発0126第2号

等の承認について
大森勝太 年金掲事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に保る保験者意毘の提 年金高事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.1.29 年管管発0129第1号 大久保秀置 陸、近畿、中国四圏、囲圏、九州 年金賄事業管理課長
出について 審査罷 厚生（支）島社会保険審査官

年金の裁定等の決定に｛系る主義認につ
日本年金機構本部 厚生賢官輸省年金届事業管

H30.1圃30年管管発0130第1号
いて（平成30年1月29田龍頼分）

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

『老齢基礎年金の振替加算額を加算する 関本年金機構本部
H30.1.30 年管管発0130第2号

処分に付随する通知の取消通知書』の承
大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

厚生労輸省年金賄事業管
認及びj草生労働大臣巨nの押印依頼につ 理課長
いて 長

「障害基礎年金の子の加算額を開始する 日本年金機構本部
H30.1.30 年管管発0130第3号

処分に付随する通知の取消通知書」の承
大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

j草生曽｛動省年金蝿事業管
認及び厚生労働大臣印の押印依頼につ 理課長
いて 長



H30.1.31 年管管発0131第1号
審査請求事件の容認決定に探る処分

小林~典
年金局事業管理課審査 日本年金機構経堂企画部

年金馬事業管理課長
について（容認決定） 4系 長、大手前年金事務所長

企業年金連合会における年金記録整
日本年金機構事業企画部門

j享生労｛動省年金崩事業管
H30.1.31 年管管発0131第2号

備について（通知）
｛左藤大和 年金蝿事業管理課 担当理事、事業推進部門（総

理課長
揺担当）謹当理事

老齢福祉年金の各年重諸変璽等の景
日本年金機構本部

厚生背働省年金属事業管
H30.2圃1年管雷発0201第1号

認について
大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

各手重詰変重等の承認について（平成
日本年金機構本部

厚生党働省年金賄事業管
H30.2.・1 年管管発0201第2号

30年2丹支払分等）
大森勝太 年金馬事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

日本年金機構本部
特別障害給付金の裁定患び不支給 厚生労｛動省年金蝿事業管

H30.2.1 年管管発0201第3号
決定等の承認について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

年金受給資格期間短縮に伴う円滑な年金
各都道府県 B指定都市回中犠市民

請求手続を実施するための生活保護担当 厚生活働省年金属事業管
1-130.2.2 年管管発0202第1号

部昂と圏民年金担当部局との連曜につい 堀内｛憂戚 年金崩事業管理課 主主管部（局）長泉び各地方厚生
理課長

て（その4)
（支）昂年金調整（年金管理）課長

年金受給資格期間の短縮に伴い新たに年金 公益社盟法入国民纏康楳陵中央 厚生芳働省年金晶事業管
H30.2.2 年管管発0202第2号

受給権が発生する者のうち、米請求者に闘す
堀内｛憂戚 年金崩事業管理諜 会理事長および、各都道府県由民

るデータの送付について（協力依頼）
｛建麗｛果験囲体連合会理事長 理課長

H30.2.5 年管管発0205第1号
審査請求事件の容認決定に罷る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経曹企臨部長 年金崩事業管理課長
について（容認決定） i系

審査請求事件に保る保険者意毘の提 年金高事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東海、

H30.2.5 年管管発0205第2号 小林玄典 近畿、中国四圏、囲盟、九州j草生 年金崩事業管理課長
出について ｛菜 昂社会保険審査官

審査請求事件に探る保験者意毘の提 年金昂事業管理課年金
北湛道、東北、関東f言越、東海北

H30.2.5 年管管発0205第3号 酒井敏之 陸、近畿、中園田圏、四圏、九州 年金崩事業管理課長
出について 審査保 厚生（支）高社会保険審査官



H30.2.5 年管管発0205第4号
再審査請求事件に保る処分について

大丸保持藍
年金高事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
（容認裁決） 審査係

H30.2.5 年管管発0205第5号
審査請求事件に罷る処分取消しの去最

大久f呆罫車
年金高事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金賭事業管理課長
認について 審査保 ヲー長

審査請求事件に罷る処分取消しの京 年金高事業管理課年金
関東信越、東海北陸、近畿、

H30.2.5 年管管発0205第5号
認について 大久保持藍

審査｛系
中国盟国、九州j享生島社会保 年金高事業管理課長
院審査宮

H30.2.5 年管管発0205第6号
審査請求事件に慌る処分取消し等の

大久保持車
年金島事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
不承習について 審査協 ター長

H30.2.6 年管管発0206第1号
審査請求事件に｛系る処分取消し等の

酒井敏之
年金昂事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金崩事業管理課長
不承認について 審査保 ター長

H30.2.6 年管管発0206第2号
闇金議員（衆議院）の被保障者記録

呈箇｛者司
年金高事業管理課闇畏

間本年金機構冨lj理事長
庫生労｛動省年金賄事業管

確認について 年金管理儒 理課長

ト130.2園6年管管発0206第3号
E霊嬢専門職の暢託について（平成30

植木和宏
年金賭事業管理課年金

石下駿一郎監師ilh12名 年金馬事業管理課長
年度） 審査犠

国民年金障害給付等の不支給決定
田本年金機構本部

厚生労｛動省年金閣事業管
H30.2.7 年管管発0207第1号

等の承認！こついて
大森勝太 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

年金（の平裁成定3等の決定に保る承認につ
田本年金機構本部

厚生労骨省年金属事業管
H30.2.7 年管管発0207第2号

いて 0年2月5日依頼分）
佐藤大和 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に保る保険者意毘の提
北海道、東北、関東信越、東

H30.2.7 年管管発0207第3号 ｛左醸麗悦 年金属事業管理課 海北陸、近畿、四圏、九州j享 年金昂事業管理課長
出について

生（支）崩社会保験審査官



H30.2.8 年管管発0208第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の
酒井敏之

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

審査請求事件に係る処分取消し等の 年金局事業管理課年金
北海道、関東信越、九州厚生

H30.2.8 年管管発0208第1号
承認について 酒井敏之

審査係
局社会保険審査官 年金局事業管理課長

『加算額・加給年金額対象者不該当 日本年金機構本部
厚生労働省年金局事業管H30.2.8 年管管発0208第2号 処分の取消通知書jの承認及び厚生 大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

労働大臣印の押印依頼について 長
理課長

特別障害給付金に係る裁定の承認に 日本年金機構本部
厚生労働省年金局事業管H30.2.8 年管管発0208第3号

ついて 大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H30.2.8 年管管発0208第4号
訴訟事件に係る処分変更について

大窪真弓 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
〔平成29年（行ウ）第447号．．． 

H30.2.9 年管管発0209第1号 審査請求事件の容認決定に係る処分
小林玄典

年金局事業管理課審査
日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長について（容認決定） 係

H30.2.9 年管管発0209第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の
小林玄典

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長承認について 審査係 ター長

審査請求事件に係る処分取消し等の 年金局事業管理課年金
関東、東海、近畿、中園、九州

H30.2.9 年管管発0209第2号
承認について 小林玄典

審査係
厚生局社会保険審査官 年金局事業管理課長

H30.2.9 年管管発0209第3号 審査請求事件に係る処分取消し等の
小林玄典

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長

不承認について 審査係 ター長

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

H30.2.13 年管管発0213第1号 大久保秀直 陸、近畿、中国四園、四国、九州 年金局事業管理課長
出について 審査係 厚生（支）局社会保険審査官



年金の裁定等の決定に｛菜る去最認につ
日本年金機構本昔B

厚生勢働省年金閣事業管
H30.2固13年管管発02・13第2号

いて（平成30年2月9日依頼分）
大森勝;t: 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

国民年金障害給付等の不支給決定
自本年金機構本部

厚生労働省年金馬事業管
H30.2.13 年管管発0213第3号

等の承認について
大森勝太 年金愚事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

特別障害給付金の諸変重宝等の承認
日本年金機構本部

庫生労働省年金高事業管
H30.2.13 年管管発0213第4号

について
大森勝太 年金E毒事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

「国民年金老齢基礎年金額加算開始事 田本年金機構本部
摩生骨髄省年金高事業管

H30.2.13 年管管発0213第5号 由該当窟の不設当について」の承認盈び 大森勝J's;: 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長厚生活’働大臣巨11の押印｛衣頼について 長

H30.2.14 年管管発0214第1号 審査請求事件に保る処分取消しの意
大丸保霧車

年金属事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金賭事業管理課長

認について 審査罷 安一長

H30.2.14 年管管発0214第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの意

大久保持直
年金蝿事業管理課年金 東北、関東信越、近畿、九州

年金属事業管理課長
認について 審査協 厚生島社会保険審査官

H30.2.14 年管官発0214第2号 再審査請求事件に罷る処分変買につ
大武保秀甚 年金問｛系 事業管理課年金 日本年金機構経嘗企画部長 年金蝿事業管理課長

いて 審査

H30.2.15 年管管発0215第1号 審査請求事件に罷る関金について
酒井敏之

年金閣事業管理課年金
九州摩生島社会保障審査官 年金馬事業管理課長

（田答） 審査協

ト130.2.15年管管発0215第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金島事業管理課長
主義認について 審査保 ター長

H30.2.15 年管管発0215第2号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金崩事業嘗理課年金 東北、関東信越厚生局社会保

年金E毒事業管理課長
承認について 審査保 険審査官



H30.2.15 年管管発0215第3号 審査請求事件に保る照金について
i左藤麗脱 年金崩事業管理課 九州j享生間社金保験審査官 年金馬事業管理課長

（闇筈）

全国健麗保障協会管掌｛謹醸保険の 年金痛事業管理課 j草生
日本年金機構事業企画部門担当 厚生労働省年金崩事業管

H30.2.15 年管管発0215第4号
保険料等について（通知）

野本祐樹
年金保険管理罷

理事、日本年金機構事業推進部
理課長門（統括担当）担当理事

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

摩生労働省年金崩事業管
H30.2.15 年管管発0215第5号

決定等の主義認について
大森勝太 年金賄事業管理課 年金給付部総付業務調整室

理課長
長

摩生年金基金加入員鹿簿の記録の 日本年金機構事業企画部門
厚生労働省年金局事業管

H30.2.16 年管管発0216第1号 整構等に｛系る事務処理について（通 佐藤大和 年金崩事業管理課 担当理事、事業推進部門（総
理課長

知） 措担当）担当理事

H30.2.19 年菅管発0219第1号
審査請求事件の容認決定に罷る処分

小林玄興
年金属事業管理課審査

自本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理謀長
について（容認決定） i系

審査請求事件に保る保険者意見の提 年金昂事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H30.2."i9 年管管発0219第2号 Jj＼林五興 溝、近畿、中園田圏、田園、九 年金賄事業管理課長
出について ｛系

州厚生昂社金保険審査官

国民年金障害給付等の不支給決定
自本年金機構本部

車生骨髄省年金属事業管
H30.2.19 年管管発0219第3号

等の主義認について
大森勝;t: 年金蝿事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

年金の裁定等の決定に｛嘉る君主認につ
日本年金機構本部

塵生労働省年金賄事業管
H30.2司20年管管発0220第1号

いて（平成30年2月19日韓頼分）
大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

介護保険料等の特別徴収iニ罷る市町
田本年金機構本部

j享生背働省年金属事業管
H30.2.20 年管管発0220第2号

村への通知について
大森勝太 年金馬事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に罷る保険者意毘(J)提 年金属事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.2.21 年管管発0221第1号 酒井敬之 陸、近畿、中圏四圏、四圏、九州 年金毘事業管理課長
出について 審査課 車生（支）昂社会保険審査官



H30.2.22 年管管発0222第1号 審査請求事件に探る賜金について
酒井敏之

年金局事業管理課年金
九州厚生島社会保険審査官 年金属事業管理課長

（圏答） 審査係

H30司2.22年管管発0222第2号
再審査請求事件に保る処分変重につ

酒井敏之
年金馬事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金属事業管理課長
いて 審査捺

H30胸2.22年管管発0222第3号 調査嘱託書について（囲答） 大森勝太 年金属事業管理課
大臨地方裁判所第3民事部 車生労働省年金局事業管
合議4｛系 理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

摩生労働省年金属事業管
H30.2.22 年管管発0222第4号

決定等の京認について
大森勝;is;: 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H30.2.23 年管管発0223第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
承認について 審査協 11一長

H30.2.23 年管官発0223第1号
審査請求事件に保る処分取消し等の

酒井轍之
年金昂事業嘗理課年金 関東信越、東海北陸、近畿、

年金属事業管理課長
承認について 審査罷 九州厚生属社会保験審査官

H30園2.23年管管発0223第2号
審査請求事件に探る処分取消し等の

酒井敏之
年金届事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
不芸能認について 審査保 ター畏

H30.2.23 年管管発0223第3号
審査請求事件に保る処分取消し等(f)

酒井敏之
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金賄事業管理課長
主義認について 審査保 ?l一長

H30.2.23 年管管発0223第3号
審査請求事件に係る処分取消し等の

酒井敏之
年金高事業管理課年金

東北厚生崩社金保i韓審査官 年金賭事業管理課長
承認について 審査保

H30.2.23 年管管発0223第4号
再審査請求事件に保る処分変璽につ

大矢保ヲ号車
年金昂事業管理課年金

日本年金機構経嘗企画部長 年金蝿事業管理課長
いて 審査罷



H30.2.23 年管管発0223第5号
審査講求事件に罷る処分取消しの主義

大久保秀竃
年金蝿事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金賭事業管理課長
認について 審査協 ター長

H30.2.23 年管管発0223第5号
審査請求事件に罷る処分取消しの京

大久保秀麗
年金蝿事業管理課年金 関東信越、近畿、中園田圏、

年金賄事業管理課長
認について 審査保 九州j享生高社会保験審査官

平成28年度圏民年金事務費交付金
年金属事業管理課交付

議入徴収官厚生労働省年金局事
厚生労働省年金昂事業管

H30圃2圃26年管管発0226第2号 等の遮還について（債権発生通知及 勝又瀬久 業企画課長、地方揮生島年金調
び厚生局通知）

金保 整（管理）課長 理課長

平成28年度園民年金事務費支付金
年金閣事業管理課交付

歳入徴収官摩生背働省年金昂事
塵生労働省年金局事業管

H30曹2.26年管管発0226第3号 等の返還について（｛量権発生通知設 勝又撤よえ 業企画課長、地方厚生昂年金調
び厚生毘通知）

金保 整（管理）課長 理課長

審査請求事件に保る保i験者意毘の提 北海道、東北、関東信越、東海北
H30.2.26 年管管発0226第4号

出について
佐藤麗悦 年金島事業管理課 睦、近畿、中園田園、九州車生昂 年金局事業管理課長

社会舘醸審査官

日震特例被保険者の保醸料等の改
日本年金機構事業企画部門担当理

j草生労i動省年金蝿事業管
H30岨2.26年管管発0226第5号 野本祐樹

年金島事業管理課 j草生 事、地方厚生局年金指導調整課長、
正について（通知） 年金保験管理保 地方厚生（支）局年金管理課長、社 理課長

会保険労務士会連合会会長

日産特例被｛呆険者の保険料等の理主
日本年金機構事業企画部門担当理

j享生場働省年金高事業管
H30.2.26 年管管発0226第6号 野本祐樹

年金関事業管理課車生 事、地方厚生局年金指導調整課長、
正について（通知） 年金保験管理保 地方厚生（支）局年金管理課長、社 理課長

会保険労務士会連合会会長

国畏年金障害給付等の不支給決定
田本年金機構本部

j草生活’働省年金局事業管
H30固2.26年管管発0226第7号

等の走塁認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整輩

理課長
長

「圏民年金老齢基礎年金額加算開始事 田本年金機構本部
厚生首働省年金買事業管

H30.2胴26年管管発0226第8号 由該当置の不該当について』の承認及び 大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長車生背｛動大臣Ellの押印依頼について 長

年金の裁定等の決定に係る意認につ
自本年金機構本部

厚生労働省年金属事業管
H30.2冒26年管管発0226第9号

いて（平成30年2月268依頼分）
大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



j享生年金保験法施行規則等の一昔Bを
年金崩事業管理課企菌

日本年金機構事業企画部門担当理

H30目2.27年管管発0227第1号 改正する省令の雄行に伴う事務取扱 田中健畳
事、事業推進部門（統括）担当理事

事業管理課長
等について（通知） ｛系 及び事業推進部門（年金給付）担当

理事並びに地方厚生（支）局長

厚生年金保険法施行規則等の一部を
年金崩事業管理課企画H30.2凶27年管管発0227第2号 改正する省令の施行に伴う事務取撫 間中｛撞査 地方厚生（支）居長 事業管理課長

等について（通知） ｛嘉

H30.2.28 年管管発0228箪1号
審査請求事件の容認決定に保る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査 日本年金機構経営企画部

年金賄事業管理課長について（容認決定） ｛系 長、大手前年金事務所長

審査請求事件に保る保険者意毘の提 年金属事業管理課年金 北海道、東北、関東信越、東海北
H30.2固28年管管発0228第2号

出について 大!J,.,保書E草
審査保

陸、近畿、中国四菌、九州厚生 年金毘事業管理課長
（支）局社会保険審査官

「外国人並びに20龍、 34蕗及び44麓至IJi童

同30圃2.28年管管発0228第3号
者に対する国民年金被｛呆験者資格取得

三菌｛高司
年金蝿事業管理課国民 地方j享生（支）高年金調整（年 j草生労｛動省年金蝿事業管

閣の届出勧援等の実施について」の一部 年金管理保 金管理）課長 理課長
改正について
『外国人並びに20識、 34歳及び、44歳至ljj童

H30.2.28 年管管発0228第4号
者に対する圏畏年金被保険者資格取縛

三箇｛右司
年金崩事業管理課圏毘 日本年金機構事業企画（事業 車生勢輸省年金蝿事業管

届の届出勧奨等の実施について」の一部 年金管理犠 推進）部門担当理事 理課長
改Eについて

厚生年金保験料等に過誤納付が判
年金局事業管理課 j草生 日本年金機構事業企画部門 庫生勢働省年金崩事業管

H30.2.28 年管管発0228第5号 明した場合の延滞金の取扱いについ 岸壁予賢太郎
て（通知） 年金保験管理保 担当理事 理課長

厚生勢働大臣が定める現物給与のi菌
地方厚生局年金指導課長、地方厚生（支）局年金管理

j草生背輸省年金局事業管
年管管発0228第6号 野本祐樹

年金高事業管理課厚生 課長、財務省大臣官房企画官（主計局給与共済課担
H30.2.28 

額について（構報提供） 年金｛果験管理保
当）、総務省自治行政局公務員部福利課長、文部科学

理課長省高等教育局私学部私学行政課長、社会保険労務工
会連合会会長

地方厚生局年金指導課長、地万厚生（支）局年金管理

年管管発0228第7号
厚生労働大臣が定める現物給与の髄

野本祐樹
年金昂事業管理課厚生 課長、財務省大臣官房企画官（主計局給与共済課担 j草生骨髄省年金蝿事業管

H30.2.28 
額について（構報提供） 年金保険管理保

当）、総務省自治行政局公務員部福利謀長、文部科学
理課長省高等教育局私学部私学行政課長‘社会保険労務士

会連合会会長

審査請求事件に係る保険者意毘の提 年金届事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H30.3.1 年管管発0301第1号 小林窓典 海、近畿、中園田圏、囲圏、九 年金局事業管理課長
出について ｛莱 1骨i摩生崩社会保険審査官



『健康保険法及び厚生年金保険法におけ
地方厚生局年金指導課長・地方厚生（支）局年金管理課

H30.3.1 年管管発0301第2号 る標準報酬月額の定時決定及び随時改
坊農雄樹

年金局事業管理課厚生 長、財務省大臣官房企画宮｛主計局給与共済課担当）、 厚生労働省年金局事業管
定の取扱いについてjの一部改正につい 年金保険管理係 総務省自治行政局公務員部福利課長、文部科学省高 理課長
て（周知）

等教育局私学部私学行政謀長

『健康保険法及び厚生年金保険法におけ
地方厚生局年金指導課長・地方厚生（支）局年金管理課

H30.3.1 年管管発0301第3号 る標準報酬月額の定時決定及び随時改
坊農雄樹

年金局事業管理課厚生 長‘財務省大臣官房企画官｛主計局給与共済課担当）、 厚生労働省年金局事業管
定の取扱いについて』の一部改正につい 年金保険管理係 総務省自治行政局公務員部福利課長、文部科学省高 理課長
て（周知）

等教育局私学部私学行政課長

『健康保険法及び厚生年金保険法におけ

H30.3.1 年管管発0301第4号 る標準報酬月額の定時決定及び随時改
坊農雄樹

年金局事業管理課厚生 日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門 厚生労働省年金局事業管
定の取扱いについて』の一部改正に伴う 年金保険管理係

（統指担当）担当理事、地方厚生局年金指導課長・地方

理課長厚生（支）局年金管理課長

事務処理について
『健康保険法及び厚生年金保険法におけ

H30.3.1 年管管発0301第5号 る標準報酬月額の定時決定及び随時改
坊農雄樹

年金局事業管理課厚生 日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門 厚生労働省年金局事業管
定の取扱いについて』の一部改正に伴う 年金保険管理係

（統括担当）担当理事、地方厚生局年金指導課長・地方

理課長厚生｛支）局年金管理課長

事務処理について

H30.3.1 年管管発0301第6号 平成29年度健康保険事務指定市町
野本祐樹

年金局事業管理課厚生 地方厚生局年金調整課長、地 厚生労働省年金局事業管
村交付金の交付について 年金保険管理係 方厚生（支）局年金管理課長 理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H30.3.1 年管管発0301第8号
決定等の承認について

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

各種諸変更等の承認について（平成
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.3.1 年管管発0301第9号

30年3月支払分等）
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H30.3.2 年管管発0302第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の
小林玄典

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長

承認について 審査係 ター長

審査請求事件に係る処分取消し等の 年金局事業管理課年金
北海道、東北、関東、東海、近

H30.3.2 年管管発0302第2号
承認について

小林玄典
審査係

畿、中国厚生局社会保険審査 年金局事業管理課長
F届晶司’

H30.3.5 年管管発0305第1号 再審査請求事件に係る処分変更につ
大久保秀直

年金局事業管理課年金
日本年金機構経嘗企画部長 年金局事業管理課長

いて 審査係



H30.3.5 年管管発0305第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承
大久保秀直

年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金局事業管理課長認について 審査係 ター長

審査請求事件に係る処分取消しの承 年金局事業管理課年金
東北、関東信越、近畿、中国

H30.3.5 年管管発0305第2号 大久保秀直 四園、四圏、九州厚生局社会 年金局事業管理課長認について 審査係
保険審査官

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H30.3.5 年管管発0305第3号
等の承認について

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

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

H30.3.6 年管管発0306第1号
出について

酒井敏之
審査係

陸、近畿、中国四圏、四国、九州 年金局事業管理課長
厚生（支）局社会保険審査宮

年金の裁定等の決定に係る承認につ
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管H30.3.6 年管管発0306第2号
いて（平成30年3月5日依頼分）

大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H30.3.7 年管管発0307第1号
再審査請求事件に係る処分変更につ

酒井敏之
年金局事業管理課年金

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
いて 審査係

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.3.8 年管管発0308第1号

決定等の承認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部

厚生労働省年金局事業管
H30.3.8 年管管発0308第2号

認について
大森勝太 年金局事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

H30.3.9 年管管発0309第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分

小林玄典
年金局事業管理課審査

日本年金機構経営企画部長 年金局事業管理課長
について（容認決定） 係

H30.3.9 年管管発0309第2号
審査請求事件に係る照会について

佐藤康悦 年金局事業管理課 九州厚生局社会保険審査官 年金局事業管理課長
（回答）



社会｛畢験制度及び背働｛果験制度の
匡薬鴎生活緯i生島生活簡生課H30園3.9年管管発0309第3号 関知について（協力蝕頼） 中山孝裕 年金崩事業瞥理課
長

年金高事業管理課長

H30.3.9 年管管発0309第4号 再審査請求事件に保る処分変璽につ
大丸｛栗霧車

年金蝿事業管理課年金
日本年金機構経嘗企菌部長 年金崩事業管理課長いて（容認裁決） 審査罷

健藤保険の事務の一部を行わせる地 年金蝿事業管理課厚生
九州厚生昂年金調整課長、日

！享生労働省年金属事業管H30.3.9 年管雷発0309第5号
域の指定の取消について（構報提供）

野本祐樹
年金保験管理犠

本年金機構事業推進統括部
理課長

（統括担当）担当理事

｛建麗｛呆i墳の事務の一部を行わせる地 年金崩事業管理課厚生
九州j享生昂年金調整課長、日

庫生首働省年金崩事業管H30.3.9 年管管発0309第6号
域の指定の取消について件費報提供）

野本祐樹
年金保験管理保

本年金機構事業推進統括部
理課長

（統揺担当）担当理事

H30.3.9 年管管発0309第8号
社金保険告！If;量及び労働保障制度の

中山幸裕 年金島事業管理課
日本年金機構事業推進部門

年金島事業管理課長
j曹知について （統括担当）担当理事

H30.3.12 年管管発0312第1号
審査請求事件に罷る処分散消し等の

酒井敏之
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金賄事業管理課長
議認について 審査保 51一長

H30.3.12 年管管発0312第1号
審査請求事件に保る拠分取消し等の

酒井敏之
年金賄事業管理課年金 北海道、関東信越、近畿厚生

年金蝿事業管理課長
君主認について 審査保 島社金保i境審査官

審査請求事件に保る保険者意見の提
北j毎道、東北、関東信越、東海北

H30.3.12 年管管発0312第2号
出について

住藤康脱 年金高事業管理課 陸、近畿、中園田圏、田園、九州 年金馬事業管理課長
厚生（支）高社会保険審査官

H30.3.12 年管管発0312第5号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

小林室典
年金蝿事業管理課年金 日本年金機構大曽根年金事

年金馬事業管理課長
承認について 審査保 務所長

H30.3.12 年管管発0312第5号
審査請求事件に保る処分取消し等の

lj王寺本五典
年金馬事業管理課年金 東海北陸軍生昂社会保験審

年金崩事業管理課長
承認について 審査保 査官



H30.3園 12年管管発0312第6号 審査請求事件に罷る処分取消し等の
小林主主興

年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン
年金属事業管理課長語史認について 審査儀 ター長

H30.3.12 年管管発0312第6号 審査請求事件に係る処分取消し等の
小林室典

年金局事業管理課年金 関東、中国囲圏、九州厚生掲
年金高事業管理課長承認について 審査保 社会保験審査官

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

厚生労働省年金属事業管H30.3.12 年管管発0312第7号
等の実誤認について

大森勝太 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整璽
理課長

長

年金の裁定等の決定に保る主義認につ
日本年金機構本部

車生労働省年金賄事業管H30.3.12 年管管発0312第8号
いて（平成30年3月12日依頼分）

大森勝太 年金属事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

H30.3.14 年管管発0314第1号
審査請求事件の容認決定に協る担分

小林玄興
年金局事業管理課審査

日本年金機構経嘗企田部長 年金痛事業管理課長
について（容認決定） ｛系

H30.3.14 年管管費0314第2号 審査請求事件に係る賜金について
小林玄興

年金崩事業管理課審査
九捌！草生高社全保験審査官 年金賄事業管理課長（間答） 罷

審査請求事件に保る保験者意見の提 年金崩事業管理課年金
北海道、東北、関東需越、東海北

ト130.3.14年管管発0314第3号 大久保書置 陸、近畿、中園田園、四菌、九州 年金蝿事業管理課長
出について 審査保 厚生（支）昂社会保障審査官

圏民年金j去描行規則の一部を改正す 日本年金機構事業企酷部門担

H30.3.14 年管官発0314第4号 る省令の施行に伴う事務の取扱いに 草笛倍司
年金賭事業管理課題富良 当理事国事業推進部門担当理事 j草生芳働省年金崩事業管
年金管理保 地方車生（支）昂年金調整課 理課長

ついて 長固年金管盟課長

国民年金法措行規員IJの一部を改正す 日本年金機構事業企画部門担

1-130.3.14 年管管発0314第5号 る省令の施行に｛辛う事務の取扱いに 三菌｛右司
年金賄事業管理課闇畏 当理事・事業推進部門損当理事 厚生首働省年金賭事業管
年金管理保 地方揮生（支）局年金調整課 理課長

ついて 長百年金管理課長

特別障害給付金の諸変更等の員長認
日本年金機構本部

厚生労｛勤省年金昂事業管
H30.3.15 年管管発0315第1号

について
大森勝:;t: 年金崩事業管理課 年金給付部給付業務調整童

理課長
長



特別障害給付金に係る裁定の承認に
宮本年金機構本部

j草生骨髄省年金崩事業管H30.3.15 年嘗管発0315第2号
ついて

大森勝太 年金閣事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

厚生年金保険の保険給付及び保険料の

H30.3.19 年管管発0319第4号 納付の特例等に関する法律第2条第12！頁
野本祐樹

年金局事業管理課厚生
塵生労輸省年金局総務課長

厚生労｛動省年金局事業管
の規定に保る平成28年度の国鹿繰入に 年金保険管理係 理課長
ついて
厚生年金保般の保険給付思び保険料の

H30固3.19年管管発0319第5号 納付の特例等に関する法律第2条第9項
野本祐樹

年金属事業管理課厚生
車生骨髄省年金馬総務課長 年金高事業管理課長の規定に罷る平成29年度の国庫量担に 年金保験管理保

ついて

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

庫生労働省年金局事業管
H30.3.19 年管管発0319第6号

等の意認について
大森勝太 年金E毒事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

審査請求事件に係る保険者意毘の握 年金高事業管理課審査
北海道、東北、関東信越、東

H30.3.20 年管管発0320第1号
出について

小林玄興
i系

溝、近畿、中園田園、囲圏、九 年金蝿事業管理課長
持，w草生昂社会保1境審査官

介護保験料等の特別徴収に｛系る市町
日本年金機構本部 l享生賞｛動省年金愚事業管

H30.3.20 年管管発0320第2号
村への通知について

大森勝太 年金届事業管理課 年金給付部給付業務調整室
理課長

長

年金の裁定等の決定に保る君主認につ
日本年金機構本部

厚生背働省年金属事業管
H30.3.20 年管管発0320第3号

いて（平成30年3月19日依頼分）
大森勝太 年金賄事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長

平成29年度における園畏年金事務費交
年金崩事業管理課交付

官署っ出時車生背骨省年金 1草生労輸省年金崩事業管
H30.3.22 年管管発0322第1号 付金等の概算交付額の変聾決定に伴う嶺 勝又 i菰久 馬事業企画課長設び各庫生

権発生通知書の送付等について 金f系
高年金調整課長

理課長

平成29年度における国民年金事務費
年金蝿事業管理課交付 地方厚生（支）島年金調整（管

H30.3.22 年管管発0322第2号 交付金等の受付決定震び精算支付に 勝又 j畝久
金保 理）課長

年金高事業管理課長
ついて（！草生島施て通知）

平成29年震における由民年金事務費
年金崩事業管理課交付 地方厚生（支）高年金調整（管

H30闇3.22年管管発0322第3号 交付金等の交付決定及び精算支付に 勝又瀬久 年金崩事業管理課長
ついて(l草生島苑て通知）

金保 理）課長



ト130.3.22年管管発0322第4号
平成29年度における国民年金事務費

勝又淑丸
年金属事業管理課交付 地方庫生（~）掲年金調整（管

年金島事業管理課長
交付金等の交付の申請について 金犠 理）課長

H30.3.22 年管管発0322第5号
口頭意見陳述における保験者への質

中西需樹 年金崩事業管理課 近畿車生愚杜金保験審査官 年金島事業管理課長
問事項に対する閏答について

海外に在住し日本圏内に住所を有し
田本年金機構事業企画部門

H30.3.22 年管管費0322第6号
えよい被扶養者の認定事務について

中山孝裕 年金昂事業管理課 担当理事’事業推進部門（統 年金高事業管理課長
措担当）担当理事外3件

海外に在住し田本圏内に住所を有し
日本年金機構事業企菌部門

H30.3圃22年管管発0322第7号
ない被扶養者の認定事務について

中山孝裕 年金聞事業管理課 担当理事也事業推進部門（統 年金高事業管理課長
措担当）担当理事外3件

海外に在住し日本圏内に住所を有し
日本年金磯構事業金田部門

H30.3.22 年管管発0322第8号
怠い被扶養者の認定事務について

中山孝裕 年金高事業管理課 担当理事園事業推進部門（統 年金属事業嘗理課長
措担当）担当理事外3件

H30.3.23 年管管発0323第1号
再審査請求事件に保る処分変璽につ

酒井敏之
年金蝿事業管理課年金

田本年金機構経嘗企画部長 年金賄事業管理課長
いて 審査協

H30.3.23 年管管発0323第2号
審査請求事件に保る拠分取消しの意

大矢｛果ヲ号車
年金崩事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
認について 審査保 ター長

H30.3.23 年管管発0323第2号
審査請求事件に龍る処分取消しの京

大久保罫直
年金賄事業管理課年金 関東信越、東湛北陸、近畿j草

年金高事業管理課長
認について 審査保 生島社会保険審査官

H30圃3.23年管管発0323第3号
審査請求事件に罷る拠分取消しの不

大久保秀藍
年金賄事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金高事業管理課長
承認について 審査保 ター長

H30.3.26 年管管発0326第1号
審査請求事件に鋳る処分取消し等の

酒井敏之
年金蝿事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金馬事業管理課長
京認について 審査保 9一長



H30.3.26 年管管発0326第1号
審査請求事件に保る処分取；躍し等の

酒井敏之
年金蝿事業管理課年金 東海北陸、近畿、中間四国、

年金属事業管理課長
芸員認について 審査保 九州厚生局社会保験審査官

審査請求事件に保る保験者意見の提 年金馬事業管理課年金
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.3園26年管管発0326第2号
出について

酒井敏之
審査保

陸、近畿、中園田園、盟国、九州 年金局事業管理課長
厚生（支）属社会保険審査官

H30幽3.26年管管発0326第3号
審査請求事件に罷る処分取消し毒事の

小林玄典
年金高事業管理課年金 自本年金機構障害年金セン

年金居事業管理課長
震を認について 審査保 う章一長

H30.3.26 年管管発0326第3号
審査請求事件に織る処分取消し等の

小林室典
年金田事業管理課年金 東北、関東、近畿、中間四国、

年金届事業管理課畏
去最認について 審査保 九州厚生高社会保険審査官

H30.3咽26年管管発0326第4号 審査請求事件に保る処分取消し等の
小林室典

年金崩事業管理課年金 田本年金機構 It島東年金事
年金高事業管理課長

京語、について 審査保 務所長

H30.3置26年管管発0326第4号
審査請求事件！こ罷る処分取消し等の

小林立興
年金崩事業管理課年金 中園田園庫生高社金繰険審

年金賄事業管理課長
去最認について 審査保 査官

ト130.3.26年管管発0326第5号
審査請求事件の容認決定に探る処分

小林玄典
年金属事業管理課審査

日本年金機構経曽企画部長 年金崩事業管理課長
Jη ＼ について（容認決定） 係

H30.3.26 年管管発0326第6号
平成29年度健麗保障事務指定市開

野本祐樹
年金罰事業管理課厚生 地方j草生局年金調整課長、地 j草生賞｛動省年金蝿事業管

村交付金的支付について 年金保険管理犠 方j草生（支）閤年金管理課長 理課長

闇民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

j草生労働省年金蝿事業管
H30.3.27 年管管発0327第1号

等の＊認について
大森勝太 年金高事業管理課 年金給付部給付業務調整童

理課長
長

H30.3.28 年管管発0328第1号
審査請求事件に協る賠金について

佐藤鹿脱 年金高事業管理課 九州j草生崩杜金保険審査官 年金属事業管理課長
（囲答）



年金の裁定等の決定に保る最認につ
日本年金機構本部

j草生党働省年金毘事業管 iH30.3.28 年管雷発0328第2号
いて（平成30年3月26自依頼分）

大森勝太 年金賄事業管理課 年金給付音B給付業務調整室
理課長

長

審査講求事件に保る保験者意見の提
北海道、東北、関東信越、東海北

H30.3.29 年管管発0329第5号
出について

｛左藤醸悦 年金賄事業管理課 陸、近畿、中園田圏、四園、九州 年金昂事業管理課長
厚生（支）高社会保醸審査官

厚生年金保験法麗び圏民年金j去に基
田本年金機構年金給付業務 j草生背働省年金昂事業管

H30.3.30 年管管発0330第12毛づく給付と損害賠龍額との調整に用 大森勝太 年金開事業管理課
いる基準生活費について

昔日問題当理事 理課長

j草生年金保険法思び国民年金j去に基
厚生勢働省年金閣事業管

ト130圃3.30年管管発0330第13長づく給付と損害賠償額との調整に開 大森勝太 年金賭事業管理課 財務省主計愚給与共済課長
いる基準生活費について

理課長

j草生年金保障法及び闇毘年金j去に基
総務省自治行政局公務員部 厚生背働省年金属事業管

H30.3.30 年管管発0330第14吾 づく給付と損害賠髄額との調整に用 大森勝太 年金蝿事業管理課
いる基準生活費について

福利課長 理課長

j草生年金保険法及び圏民年金j去に基
文部科学省高等教青島私学 i享生労働省年金賄事業管

H30.3.30 年管雷発0330第15妄 づく給付と損害賠積額との調整iこ用 大森勝太 年金属事業管理課
いる基準生活費について

部私学行政課長 理課長

H30.3.30 年管管発0330第1号
審査請求事件に罷る処分取消し等の

酒井敏之
年金局事業管理課年金 日本年金機構障害年金セン

年金馬事業管理課長
承認について 審査｛系 ター長

ト130園3.30年管管発0330第1号
審査請求事件に保る処分取捕し等の

酒井敏之
年金高事業管理課年金 東j醤北陸、九捌厚生高社会保

年金島事業管理課長
承認について 審査保 験審査官

H30.3.30 年管管発0330第2号
審査請求事件に罷るR盟会について

大久保需産
年金賭事業管理課年金

九州j草生愚社会探険審査官 年金高事業管理課長
（囲答） 審査罷

各種諸変重等の承語について（平成
日本年金機構本部

j享生首輸省年金賄事業管
H30.3圃30年管官発0330第3号

30年4月支払分等）
大森勝太 年金関事業管理課 年金給付部給付業務調整室

理課長
長



H30匂3園30年官官発0330第4号
社金保i投制居室及び骨髄保i換器l]E監の

岸里予賢太郎
年金局事業管理課！草生 E霊薬包生活衛生島食品監視安 厚生労働者年金局事業管

関知について（協力依頼） 年金保験管理保 全課長 理課長

行政訴訟事件（東京地裁平成27年
H30掴3圃30年管管発0330第5号 〔行ウ〕第534号）！こ罷る新たな処分に 主井鯵 年金畠事業管理課 日本年金機構経堂企画部長 年金崩事業管理課長

ついて（鍛頼）

東日本大震災に伴い発生した東尽電力福 日本年金機構事業推進部門（統

H30.3.30 年管管発0330第6号
島第一顕子力発電所の事故に罷る国畏

｛在藤葉樹 年金崩事業管理課
括担当）担当理事 厚生労轍省年金局事業管

年金保険料の申請免除等の取扱いにつ 地方塵生（支）高年金調整（年金 理課長
いて 管理）課長
東日本大震災に伴い発生した東京電力指 日本年金機構事業推進部門（統

H30園3司30年管管発0330第7号
島第一j草子力発電所の事故に罷る園毘

｛主藤襲樹 年金局事業管理課
括担当）担当理事 厚生背働省年金昂事業管

年金保険料の申請免除等の取扱いにつ 地方j草生（支）馬年金調整（年金 理課長
いて 管理）課長




