
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 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定代

H30.4.2 年管発0402第1号 理人の指定等について（青森地方裁判所平成29年 ＝井修 年金局事業管理課 担当法務局長 大臣官房年金管理審議官

（行ウ）第9号ほか84件）

H30.4.2 年管発0402第2号
訴訟事件の調査回報について（大阪地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課
法務省訟務局長，大阪法務局

年金管理審議官
平成30年（行コ）第 10号） 長

H30.4.2 年管発0402第3号
平成30年度における年金委員の重点的

野口栄治
年金局事業企画課情報公開・

日本年金機構理事長 年金管理審議官
な活動内容等について 社労士係

H30.4.2 年管発0402第4号
平成30年度における年金委員の重点的

野口栄治
年金局事業企画課情報公開・

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
な活動内容等について 社労士係

H30.4.2 年管発0402第5号
年金委員委嘱等事務取扱要領の一部改

野口栄治
年金局事業企画課情報公開・

日本年金機構理事長 年金管理審議官
正について 社労士係

H30.4.2 年管発0402第6号
年金委員委嘱等事務取扱要領の一部改

野口栄治
年金局事業企画課情報公開・

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
正について 社労士係

H30.4.3 年管発0403第1号
（大阪地裁： 30年（行ウ）第21号）裁決取

小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
消等事件に係る指定代理人の指定について

H30.4.3 年管発0403第2号
（福岡地裁： 30年（ワ）第10 6号）損害賠

小杉光恵 年金局事業管理課 福岡法務局長 年金管理審議官
償請求事件に係る指定代理人の選任依頼ついて

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

H30.4.4 年管発0404第1号 について（仙台高等裁判所平成30年（行コ）第2 三井修 年金局事業管理課 仙台法務局長 大臣官房年金管理審議官

号）

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

H30.4.4 年管発0404第2号 について（高松地方裁判所平成30年（行ウ）第2 三井修 年金局事業管理課 高松法務局長 大臣官房年金管理審議官

号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.4.6 年管発0406第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 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
指定について

H30.4.6 年管発0406第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 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
指定について

H30.4.6 年管発0406第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 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
指定について

H30.4.6 年管発0406第4号 争訟事件の処置について（回報） 小杉光恵 年金局事業管理課 長崎地方法務局長 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指定

H30.4.6 年管発0406第5号 について（福岡地方裁判所平成30年（行ウ）第6 二井修 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

号）

H30.4.10 年管発0410第1号
行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅につ

郡司康幸 年金局事業管理課 広島法務局他1件 大臣官房年金管理審議官
いて（平成29年（行ウ）第9号他1件）

H30.4.10 年管発0410第2号
行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅につ

郡司康幸 年金局事業管理課 広島法務局他1件 大臣官房年金管理審議官
いて（平成29年（行ウ）第9号他1件）

行政訴訟事件の訴訟代理権の指定代理人の指定

H30.4.10 年管発0410第3号 について（名古屋高等裁判所：平成28 （行 矢作靖 年金局事業管理課 名古屋法務局長 大臣官房年金管理審議官

コ）第73号）

（名古屋地裁： 2 9年（行ウ）第9号，平成28年

H30.4.13 年管発0413第1号 （行ウ）第11 0号）国民年金資格取得処理無効確認 小杉光恵 年金局事業管理課 名古屋法務局長 年金管理審議官
請求等事件に係る指定代理人の選任依頼ついて

H30.4.13 年管発0413第2号
訴訟事件の調査回報について（大阪地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課
法務省訟務局長，大阪法務局

年金管理審議官
平成30年（行ウ）第21号） 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

H30.4.18 年管発0418第1号
平成30年（行ウ）第13号遺族厚生年金不支給

谷山雅子 年金局事業管理課
法務省訟務局長，福岡法務局

大臣官房年金管理審議官
決定取消請求事件の調査回報の送付について 長

H30.4.19 年管発0419第1号
情報セキュリティ対策等に関する監査

八巻純一
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長 大臣官房年金管理審議官
の実施について 査係

H30.4.20 年管発0420第1号
判決に対する上訴の可否等について

三井修 年金局事業管理課 名古屋法務局 大臣官房年金管理審議官
（回報）

H30.4.23 年管発0423第1号
行政訴訟事件の訴訟代理人の指定につ

郡司康幸 年金局事業管理課 仙台法務局長 大臣官房年金管理審議官
いて（平成29年（行ウ）第5号）

H30.4.23 年管発0423第3号
争訟事件の処理（取下げ同意）につい

三井修 年金局事業管理課 神戸地方法務局長 大臣官房年金管理審議官
て（回報）

法令データ突合結果の認証について（国民年金

H30.4.23 年管発0423第4号 の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改 田中健登 年金局事業管理課企画係 総務省行政管理局 大臣官房年金管理審議官

正する省令）

H30.4.23 年管発0423第5号
法令データの突合結果の認証について

田中健登 年金局事業管理課企画係 総務省行政管理局 大臣官房年金管理審議官
（平成29年厚生労働省令第11号）

H30.4.23 年管発0423第6号
情報セキュリティ対策及び特定個人情報等の保

八巻純一
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長 大臣官房年金管理審議官
護管理事務に係る監査の実施結果について 査係

年金額改定（減額）処分取消請求事件（平成2

H30.4.24 年管発0424第1号 7年（行ウ）第49 7号）に係る争訟事件の処 佐藤康悦 年金局事業管理課 大阪法務局長 大臣官房年金管理審議官

理について（回報）

H30.4.24 年管発0424第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第53号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.4.24 年管発0424第3号
判決に対する上訴の要否等について

谷山雅子 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
（回報）

H30.4.24 年管発0424第4号
決定の告知について（回報） 〔訴状救助の

大窪真弓 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
申立事件（平成30年（行ク）第155号）〕

H30.5.8 年管発0508第1号
判決に対する上訴の要否等について

谷山雅子 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
（回報）

H30.5.8 年管発0508第2号
争訟事件の処理（取下げ同意）につい

三井修 年金局事業管理課 津地方法務局長 大臣官房年金管理審議官
て（回報）

H30.5.8 年管発0508第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の指定につ

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
いて（東京高裁：平成30年（行コ）第79号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.8 年管発0508第4号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第28 大窪真弓 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

号）

H30.5.8 年管発0508第5号
法令データの突合結果の認証について（考

田中健登 年金局事業管理課企画係 総務省行政管理局 大臣官房年金管理審議官
齢福祉年金支給規則ほか4件）

システム監査（日本年金機構が平成28年度に

H30.5.8 年管発0508第7号 行った情報セキュリティ監査及びシステム監査 杉山英臣 年金局事業企画課監査室 日本年金機構理事長 年金管理審議官

の有効性の確認）の実施結果について

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

H30.5.9 年管発0509第1号 について（大阪地方裁判所平成30年（行ウ）第四 三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長 大臣官房年金管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.9 年管発0509第2号 いて（福岡地裁：平成30年（行ウ）第19 小杉光恵 年金局事業管理課 福岡法務局長 年金管理審議官

号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.5.14 年管発0514第1号
行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

＝井修 年金局事業管理課 名古屋法務局長 大臣官房年金管理審議官
について（名古屋裁判所平成30年（行ウ） 47号）

障害厚生年金不支給処分取消等請求事件（大阪
法務省訟務局長，大阪法務局

H30.5.14 年管発0514第2号 地方裁判所（平成29年（行ウ）第四号）の調査 三井修 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官

回報の送付について
長

処分取消等請求事件（名古屋地方裁判所（平成
法務省訟務局長，名古屋法務

H30.5.15 年管発0515第1号 30年（行ウ）第47号）の謁査回報の送付につい 三井修 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官

て
局長

H30.5.21 年管発0521第1号 争訟事件の処理について（回報） 矢作靖 年金局事業管理課 札幌法務局長 大臣官房年金管理審議官

H30.5.21 年管発0521第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

小杉光恵 年金局事業管理課 水戸地方法務局長 年金管理審議官
いて（水戸地裁：平成30年（行ウ）第2号）

H30.5.22 年管発0522第2号
行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

＝井修 年金局事業管理課 名古屋法務局長 大臣官房年金管理審議官
について（名古屋裁判所平成30年（行ウ） 50号）

H30.5.23 年管発0523第2号
判決に対する上訴の要否等について

谷山雅子 年金局事業管理課 高松法務局長 大臣官房年金管理審議官
（回報）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.23 年管発0523第3号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第72 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官

号）

H30.5.23 年管発0523第4号
訴訟上の救助決定に対する上訴の要否

小杉光恵 年金局事業管理課 札幌法務局長 年金管理審議官
について（回報）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.24 年管発0524第1号 いて（東京高裁：平成30年（行コ）第10・2 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.24 年管発0524第2号 いて（東京高裁：平成30年（行コ）第10 7 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

号）

年金減額分支払請求事件（平成28年（行ウ）

H30圃5.31年管発0531第1号 第8号）に係る争訟事件の処理について（回 佐藤康悦 年金局事業管理課 鳥取地方法務局長 大臣官房年金管理審議官

報）

障害基礎年金等改定拒否処分取消等請求事件
法務省訟務局長，名古屋法務

H30.5.31 年管発0531第2号 （名古屋裁判所平成30年（行ウ） 50号）の調査 ＝井修 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官

回報の送付について
局長

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.5.31 年管発0531第3号 いて（大阪高裁：平成30年（行コ）第42 谷山雅子 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官

号）

年管発0601第1号
平成30年度国民年金事務費交付金等の

勝又淑久 年金局事業管理課交付金係 地方厚生（支）局長
厚生労働省大臣官房年金

H30.6.l 
概算交付申請について 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.7 年管発0607第1号 いて（札幌高裁：平成30年（行コ）第15 小杉光恵 年金局事業管理課 札幌法務局長 年金管理審議官

号）

H30.6.8 年管発0608第1号
公的年金加入状況等調査に係る調査票

情報の提供について（通知）
大原智 年金局事業管理課調査室 年金局長 年金管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.11 年管発0611第1号 いて（札幌地裁：平成30年（行ウ）第16 佐藤康悦 年金局事業管理課 札幌法務局長 年金管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.11 年管発0611第2号 いて（福岡地裁：平成30年（ワ）第 10 6 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長 年金管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.ll 年管発0611第3号 いて（東京地裁：平成30年（ワ）第10 8 7 矢作靖 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

8号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.ll 年管発0611第4号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第 11 6 矢作靖 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議宮

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.ll 年管発0611第5号 いて（岐阜地裁：平成30年（ワ）第20 5 矢作靖 年金局事業管理課 岐車地方法務局長 年金管理審議官

号）

H30.6.ll 年管発0611第6号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

矢作靖 年金局事業管理課 岐車地方法務局長 年金管理審議官
いて（岐阜地裁：平成30年（行ウ）第4号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.ll 年管発0611第7号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第19 5 矢作靖 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

号）

H30.6.ll 年管発0611第8号
平成30年（行ウ）第四号障害基礎年金不支給

大窪真弓 年金局事業管理課
法務省訟務局長、東京法務局

大臣官房年金管理審議官
決定取消請求事件の調査回報の送付について 長

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.13 年管発0613第1号 いて（東京地裁：平成29年（行ウ）第58 1 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

号）

H30.6.14 年管発0614第1号
現外部委託業者に対して実施した特別

八巻純一
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長 大臣官房年金管理審議官
監査の有効性確認等の実施について 査係

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.14 年管発0614第2号 いて（札幌地裁：平成30年（行ウ）第 15 小杉光恵 年金局事業管理課 札幌法務局長 年金管理審議官

号）

地方厚生（支）局に対する情報セキュ 大臣官房地方課長北海道厚生局長東北

H30.6.14 年管発0614第3号 リティ対策に関する監査の実施につい 八巻純一
年金局事業企画課監査室監 厚生局長関東信越厚生局長東海北陵厚

大臣官房年金管理審議官
査係 生局長近畿厚生局長中国四国厚生局長

て 四国厚生支局長九州厚生局長

H30.6.15 年管発0615第1号
年金記録の訂正請求事蹟システムの運

北村秀仁 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
用等の変更について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.6.19 年管発0619第1号 いて（京都地裁：平成30年（行ウ）第13 小杉光恵 年金局事業管理課 京都地方法務局長 年金管理審議官

号）

H30.6.19 年管発0619第2号 争訟事件の処理について（回報） 谷山雅子 年金局事業管理課 大阪法務局長 大臣官房年金管理審議官

障害年金不支給決定取消請求事件（名古屋裁判
法務省訟務局長，名古屋法務

H30.6.20 年管発0620第2号 所平成30年（行ウ） 61号）の調査回報の送付に 三井修 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官

ついて
局長

H30.6.20 年管発0620第3号
行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

三井修 年金局事業管理課 名古屋法務局長 大臣官房年金管理審議官
について（名古屋裁判所平成30年（行ウ） 61号）

法令データの突合結果の認証について（国民年

H30.6.20 年管発0620第4号 金法に基づき市町村に交付する事務費に関する 田中健登 年金局事業管理課企画係 総務省行政管理局 大臣官房年金管理審議官

政令ほか1件）

H30.6.20 年管発0620第5号
訴訟事件の調査回報について（水戸地

小杉光恵 年金局事業管理課
法務省訟務局長，水戸地方法

年金管理審議官
裁：平成30年（行ウ）第2号） 務局長

H30.6.20 年管発0620第7号
訴訟事件の調査回報について（福岡地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課
法務省訟務局長，福岡法務局

年金管理審議官
平成30年（行ウ）第 19号） 長

加給年金額対象者不該当処分取消請求事件（平
法務省訟務局長及び札幌法務

H30.6.20 年管発0620第8号 成30年（行ウ）第16号）に係る調査回報に 佐藤康悦 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官

ついて
局長

H30.6.22 年管発0622第1号
訴訟事件の調査回報について（札幌地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局，札幌法務局長 l 年金管理審議官
平成30年（行ウ）第15号）

H30.6.25 年管発0625第1号 争訟事件の処理について（回報） 谷山雅子 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



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.7.2 年管発0702第1号 いて（奈良簡裁：平成30年（ハ）第28 0 小杉光恵 年金局事業管理課 奈良地方法務局長 年金管理審議官

号）

H30.7.2 年管発0702第2号 争訟事件の処理について（依頼） 小杉光恵 年金局事業管理課 奈良地方法務局長 年金管理審議官

H30.7.2 年管発0702第3号
訴訟事件の調査回報について（奈良簡

小杉光恵 年金局事業管理課
法務省訟務局長，奈良地方法

年金管理審議官
裁：平成30年（ハ）第28 0号） 務局長

H30.7.6 年管発0706第1号
行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

＝井修 年金局事業管理課 大阪法務局長 大臣官房年金管理審議官
について（大阪裁判所平成30年（行ウ） 97号）

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定

H30.7.6 年管発0706第2号 について（東京地方裁判所平成30年（行ウ） 210 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

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ

H30.7.6 年管発0706第3号 いて（福岡地裁小倉支部平成30年（ワ）第 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長 年金管理審議官

4 5 5号）

H30.7.6 年管発0706第4号 内部監査の有効性監査の実施について 八巻純一
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長 大臣官房年金管理審議官
査係

障害基礎年金支給停止及び障害厚生年金改定処分取消
法務省訟務局長，東京法務局

H30.7.13 年管発0713第1号 請求事件（東京地方裁判所平成30年（行ウ） 2 1 0 ＝井修 年金局事業管理課 大臣官房年金管理審議官
号）の調査回報の送付について 長

H30.7.13 年管発0713第2号
訴訟事件の調査回報について（岐阜地

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，岐車地方法

大臣官房年金管理審議官
裁平成30年（ワ）第20 5号） 務局長

H30.7.13 年管発0713第3号
訴訟事件の調査回報について（岐阜地

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，岐車地方法

大臣官房年金管理審議官
裁平成30年（行ウ）第4号） 務局長



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30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町

H30.7.19 年管発0719第1号
村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保

大森勝太
年金局事業管理課年金給付管

日本年金機構理事長
厚生労働省大臣官房年金

険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日 理係 管理審議官
を延長する件の告示について
平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町

H30.7.19 年管発0719第2号
村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保

大森勝太
年金局事業管理課年金給付管

地方厚生（支）局長
厚生労働省大臣官房年金

険の年金受給権者又は受給者が眉喜等を提出すべき日 理係 管理審議官
を延長する件の告示について

H30.7.19 年管発0719第4号
平成30年7月豪雨における厚生年金保険料

野本祐樹
年金局事業管理課厚生年金保

日本年金機構理事長
厚生労働省大臣官房年金

等に関する納期限の延長について（通知） 険管理係 管理審議官

H30.7.19 年管発0719第5号
平成30年7月豪雨における厚生年金保険料

野本祐樹
年金局事業管理課厚生年金保

地方厚生（支）局長
厚生労働省大臣官房年金

等に関する納期限の延長について（通知） 険管理係 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.7.19 年管発0719第6号 いて（東京地方裁判所平成30年（行ウ）第2 佐藤康悦 年金局事業管理課 東京法務局長

4 8号）
管理審議官

H30.7.19 年管発0719第7号
特別監査（機構本部・年金給付部門）

八巻純
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長
厚生労働省大臣官房年金

の実施について 査係 管理審議官

H30.7.23 年管発0723第1号
日本年金機構の会計監査人の選任につ

八巻純一
年金局事業企画課監査室監

日本年金機構理事長
厚生労働省大臣官房年金

いて 査係 管理審議官

障害年金額改定不支給決定取消等請求事件（間
法務省訟務局長，岡山地方法 厚生労働省大臣官房年金

H30.7.24 年管発0724第1号 山地方裁判所平成30年（行ウ） 19号）の調査回 三井修 年金局事業管理課

報の送付について 務局長 管理審議官

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.7.24 年管発0724第2号 について（岡山地方裁判所平成30年（行ウ） 19 ＝井修 年金局事業管理課 岡山地方法務局長

号）
管理審議官

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.7.25 年管発0725第1号 について（大阪高等裁判所：平成30年（行コ） 67 三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

障害基礎年金不支給決定取消請求事件（平成3
法務省訟務局長及び東京法務 厚生労働省大臣官房年金

H30.7.26 年管発0726第1号 0年（行ウ）第24 8号）に係る調査回報につ 佐藤康悦 年金局事業管理課

いて
局長 管理審議官

H30.7“26 年管発0726第2号 争訟事件の処理について（回報） 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

H30.7.26 年管発0726第3号 争訟事件の処理について（回報） 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

「社会保障各制度における利用者等への必要な
厚生労働省大臣官房年金

H30.7.30 年管発0730第1号 情報の伝達の徹底について」の発出について 浅j秋泰志 年金局事業企画課企画係 各都道府県知事殿 . 
（依頼）

管理審議官

雇用保険法等の一部を改正する法律の 部の施行に伴 厚生労働省大臣官房年金
H30.7.31 年管発0731第1号 う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の 部 田中健登 年金局事業管理課企画係 日本年金機構理事長

を改正する政令の施行等について（通知） 管理審議官

H30.8.8 年管発0808第1号
国民年金法施行規則の 部を改正する

杉村弘樹 年金局事業管理課 日本年金機構理事長
厚生労働省大臣官房年金

省令の公布について（通知） 管理審議官

H30.8.8 年管発0808第2号
国民年金法施行規則の一部を改正する

杉村弘樹 年金局事業管理課 地方厚生（支）局長
厚生労働省大臣官房年金

省令の公布について（通知） 管理審議官

H30.8.9 年管発0809第1号 決定の告知について（回報） 中西秀樹 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

H30.8.10 年管発0810第1号
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅について（大

三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

阪地方裁判所平成27年（行ヴ）第288号ほか） 管理審議官

H30.8.10 年管発0810第2号
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅について（大

三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

阪地方裁判所平成27年（行ウ）第288号ほか） 管理審議官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.8.20 年管発0820第1号 行政事件訴訟の実施依頼について 中西秀樹 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

H30.8.20 年管発0820第2号
損害賠償請求事件（さいたま地裁：平成30年

大窪真弓 年金局事業管理課 さいたま地方法務局長
厚生労働省大臣官房年金

（行ウ）第22号）に係る指定代理人の依頼 管理審議官

H30.8.20 年管発0820第3号 争訟事件の処理について（回報） 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

（横浜地裁： 30年（行ウ）第53号）老齢給
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.20 年管発0820第4号 付年金額改定決定処分無効確認訴訟に係る指定 小杉光恵 年金局事業管理課 横浜地方法務局長
管理審議官

代理人の指定について

障害年金の過去の請求事件（東京地方裁判所平
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

H30.8.22 年管発0822第1号 成30年（行ウ）第295号）の調査回報の送付に 三井修 年金局事業管理課
管理審議官

ついて
長

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.22 年管発0822第2号 について（東京地方裁判所平成30年（行ウ） 295 ＝井修 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

号）

H30.8.22 年管発0822第3号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁・

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

平成30年（行ウ）第 11 6号） 長 管理審議官

H30.8.22 年管発0822第4号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁・

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

平成30年（行ウ）第 19 5号） 長 管理審議官

年管発0822第5号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁・

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

H30.8.22 
平成30年（ワ）第 10 8 7 8号） 管理審議官長

年管発0822第6号
訴訟事件の調査回報について（福岡地裁小

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，福岡法務局 厚生労働省大臣官房年金

H30.8.22 
倉支部・平成30年（ワ）第 10 6号） 管理審議官長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係． 施行先 施行者

H30.8.22 年管発0822第7号
訴訟事件の調査回報についで（福岡地裁小

矢作靖 年金局事業管理課
法務省訟務局長，福岡法務局 厚生労働省大臣官房年金

倉支部・平成30年（ワ）第45 5号） 長 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣宮房年金

H30.8.22 年管発0822第8号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第12 1 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

号）

H30.8.23 年管発0823第1号
訴訟事件の処理（求意見）に対する意

大窪真弓 年金局事業管理課 青森地方法務局
厚生労働省大臣官房年金

見について（回報） 管理審議官

年管発0828第1号
法令データの突合結果の認証について

田中健登 年金局事業管理課企画係 総務省行政管理局
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.28 
（国民年金法施行規則ほか 1件） 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.29 年管発0829第1号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第12 3 谷山雅子 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.29 年管発0829第2号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第12 4 谷山雅子 年金局事業管理謀 大阪法務局長
管理審議官

号）

障害給付支給決定変更等請求事件（福岡地方裁
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

H30.8.30 年管発0830第1号 判所平成30年（行ウ）第6号）の調査回報の送 ＝井修 年金局事業管理課
管理審議官

付について
長

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.30 年管発0830第2号 について（東京高等裁判所：平成30 （年コ） 矢作靖 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

第18 0号）

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.31 年管発0831第1号 について（東京地方裁判所：平成30 （年ウ） 矢作靖 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

第22 3号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.31 年管発0831第2号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第32 2 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

号）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.8.31 年管発0831第3号 について（東京高等裁判所田平成30年（行コ） 227 三井修 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.3 年管発0903第3号 いて（東京地裁：平成30年（行ウ）第28 1 谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官号）

年管発0903第4号
期目指定の申し立て（照会）に対する

大窪真弓 年金局事業管理課 青森地方法務局
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.3 
意見について（回報） 管理審議官

年管発0903第5号
平成30年（行ウ）第22号損害賠償請

大窪真弓 年金局事業管理課
法務省訟務局長，東京法務局 厚生労働省大臣官房年金

H30.9.3 
求事件の調査回報の送付について 長 管理審議官

遺族基礎年金不支給決定処分取消請求事件
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.13 年管発0913第1号 〔東京地裁平成30年（行ウ）第25 7号， 大窪真弓 年金局事業管理課 東京法務局長
管理審議官

第26 5号〕

年金額減額分給付訴訟事件（平成28年（行
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.14 年管発0914第1号 ウ）第18号）に係る争訟事件の処理について 佐藤康悦 年金局事業管理課 千葉地方法務局長
管理審議官

（回報）

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理人の指定
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.14 年管発0914第2号 について（新潟地方裁判所田平成30年（行ウ）第 三井修 年金局事業管理課 新潟地方法務局長
管理審議官

11号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.14 年管発0914第3号 いて（大阪地裁・平成30年（行ウ）大 13 2 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

公的年金加入状況等調査に係る調査票 年金局事業企画課調査室統計
年金局長

厚生労働省大臣官房年金
H30.9.18 年管発0918第1号

情報の提供について（承諾通知）
東郷拓己

調査係 管理審議官

老齢年金給付を受けることができる法的地位確
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年官発0919第1号 認請求事件（平成30年（行ウ）第7号）に係る 畑中正視 年金局事業管理課 法務省訟務局長外1件
管理審議官

調査回報の提出について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

老齢年金給付を受けることができる法的地位確
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第2号 認請求事件（平成30年（行ウ）第7号）に係る 畑中正視 年金局事業管理課 法 務 省 訟 務 局 長 外 1件
管理審議官

調査回報の提出について

H30.9.19 年管発0919第3号 争訟事件の処理について（依頼） 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

行政事件訴訟の訴訟参加となる指定代理人の指
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第4号 定について（福岡地方裁判所：平成30 （年 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長

ウ）第7号）
管理審議官

（大阪地裁： 30年（行ウ）第13 4号）裁定
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第5号 請求却下処分取消等請求事件に係る指定代理人 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

の指定について

年管発0920第1号
争訟事件（大阪地裁平成30年（行ウ）第四号）

三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.20 
の処理（取下げ同意）について（回報） 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.20 年管発0920第2号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第13 5 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.25 年管発0925第1号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第13 3 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号、同 13 9号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.26 年管発0926第1号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第12 8 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

年管発0926第2号 争訟事件の処理について（回報） 中西秀樹 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.26 
管理審議官

年管発0928第1号
l健康保険の事務の一部を行わせる地域

野本祐樹
年金局事業管理課厚生年金保

筑紫野市長
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.28 
の指定の取消について（通知） 険管理係 管理審議官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

老齢年金給付を受けることができる法的地位確
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第2号 認請求事件（平成30年（行ウ）第7号）に係る 畑中正視 年金局事業管理課 法務省訟務局長外 1件
管理審議官

調査回報の提出について

H30.9.19 年管発0919第3号 争訟事件の処理について（依頼） 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

行政事件訴訟の訴訟参加となる指定代理人の指
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第4号 定について（福岡地方裁判所：平成30 （年 矢作靖 年金局事業管理課 福岡法務局長
管理審議官ウ）第7号）

（大阪地裁： 30年（行ウ）第13 4号）裁定
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.19 年管発0919第5号 請求却下処分取消等請求事件に係る指定代理人 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官の指定について

H30.9.20 年管発0920第1号
争訟事件（大阪地裁平成30年（行ウ）第四号）

三井修 年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

の処理（取下げ同意）について（回報） 管理審議官

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.20 年管発0920第2号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第13 5 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.25 年管発0925第1号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第13 3 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号、問 13 9号）

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の指定につ
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.26 年管発0926第1号 いて（大阪地裁：平成30年（行ウ）第12 8 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務局長
管理審議官

号）

H30.9.26 年管発0926第2号 争訟事件の処理について（回報） 中西秀樹 、年金局事業管理課 大阪法務局長
厚生労働省大臣官房年金

管理審議官

年管発0928第1号
i健康保険の事務の一部を行わせる地域

野本祐樹
年金局事業管理課厚生年金保

筑紫野市長
厚生労働省大臣官房年金

H30.9.28 
の指定の取消について（通知） 険管理係 管理審議官



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.9.28 年管発0928第2号
｜健康保険の事務の一部を行わせる地域

野本祐樹
年金局事業管理課厚生年金保

嘉麻市長
厚生労働省大臣官房年金

の指定の取消について（通知） 険管理係 管理審議官


