
発議台帳 年金管理審議官

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課係 起案者 起案日 施行先 施行者

国民年金法施行令第七条及び第八条第ニ項の規定に基
H22.1.29 地局方長厚生 (支)1年管発0129第1号 H22.2.1 づき国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付 年金局事業管理課 山田敏之 年金管理審議官

すべき額の一部を改正する件(通知)

H22.2.12 
厚生年金保険法第 100条の6第1項等の規定により

年金局事業管理課厚
|高梨大輔 H22.2.12 2年管発0212第1号 財務大臣に対して滞納処分等その他の権限が委任され

生年金保険管理係
国税庁徴収部長 年金管理審議官

た場合等の差押え等の畳記の嘱託について(通知)

3年管発0223第1号 H22.2.23 1行て政事件訴訟の指定代理人の指定及び実施依頼につい |年金局事業管理課 山田敏之 H22. 2. 23 東京法務局長 |年金管理審譜官

4 年管発0224第1号 H22. 2. 23 
ヂ行政晶訴訟画事配件の指指定定代代…理人の定制実施捕につい

年金局事業管理課 山田敏之 H22.2.23 神長戸地方法務局 年金管理審議官

5 年管発0224第2号 H22.2.24 指定及び実施依頼につい
年金局事業管理課 山田敏之 H22.2.24 大阪法務局長 年金管理審議官

て

健て日本康(保依年金障頼機福}構祉責施産設評聾価理垂機員構会貴Z庫Kぴ独立行政法人年金・
財務省

61年管発0305第1号 年金局事業企画課会H22.3.5 評価委員の就任につい
計室管財係

黒川正憲 H22.3.3 大臣官房秘書課 年金管理審議官
長

71年管発0305第2号 H22.3.5 日本年金機構資産評価委員の就任について(依頼) 年金局管事業企画課会 黒川正憲 H22.3.5 日本年金機構
年金管理審議官

計室 財係 理事長

8 
日本年金機構資産評価委員会及び独立行政法人年金・

年金室局事業企画課会
H22.3.5困・年管発0305第3号 H22.3.5 健康保院福祉施設整理機構資産評価委員の就任につい

計 管財係
黒川正憲 年金管理審議官

て(依頼)

独立行政法人年

9年管発0305第4号 H22.3.5 独立行政法人年金・健康保検福祉施設整理機構資産評 年金局事業企画課会
黒川正憲 H22.3.5 金・健康保険福

年金管理審議官価委員会の就任について(依頼) 計室管財係 祉施設整理機構
理事長

10 年管発0310第1号 H22.3.4 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の
年金局事業管理課 山田敏之 H22.3.4 年金管理審議官

一部を改正する政令の施行について

11 年管発0310第2号 H22.3.4 国民健康保険の国庫負担金等の算定に聞する政令等の
年金局事業管理課 山田敏之 H22.3.4 事日本長年金機構理 年金管理審議官

一部を改正する政令の施行について

H22.3.10 
住民基本台帳ネットワークに関する財団法人地方自治

H22.3.9 情(財報)セ地方自治12 年管発0310第3号 情報センターと社会保険庁との協定の廃止について 年金局事業管理課 山田敏之 年金管理審議官
(通知) ンター

13 年管発0316第1号 H22.3.16 行政繭輔の指定代理人の指定及び実施依頼につい
て

年金局事業管理課 山田敏之 H22.3.15 東京法務局長 |年金管理審議官



発議台帳 年金管理審議官

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

14 年管発0319第1号 H22.3.18 行政描画面ヂ指定代理人の指定及び実施依頼につい
て(

年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.3.18 東京法務局長 年金管理審議官

記録訂正による年金額への影響がある者に関する取扱
日本年金機構企

15 年管発0330第1号 H22.3.30 年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.3.30 画部門・事業管 年金管理審議官
いについて(通知)

理部門理事

金日本年金機構法附則第12条第3項及び独立行政法人年
計年金局事財業企画課会

厚生労働省
16 年管発0401第1号 H22.4.1 -健康保障福祉施設聾理機構法附尉第3条第3項に規 黒川正憲 H22.3.31 大臣官房人事課 年金管理審議官

定する評価委員の任命内申について 室管係 長

17 年管発0401第2号 H22.4.1 健康保険の事務の一部を行わせる地域の取消しについ 年金年局事業管理課厚 高梨大輔 H22.3.31 該当市区町村長 年金管理審議官
て(通知) 生金保障管理係

国民年金法施行令第十条第二項の規定に基づき国民年
地方厚生(支)18 年管発0402第1号 H22.4.2 金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 年金局事業管理課 山田敏之 H22.4.1 年金管理審議官

等について〈通知)
局長

日本年金機構資産評価委構員会及評び価独立行政法人催年金・
計年金室局管事財係業企画課余 財務省19 年管発0405第1号 H22.4.5 健康保険福祉施設整理機資産 委員会の聞につ 黒川正憲 H22.4.5 

理財局次長
年金管理審議官

いて

日本年金機構資産評価霊員会及び独価立行員政法人催年金， zs局事業企画課会
自本不動産鑑定

20 年管発0405第2号 H22.4.5 健康保険福祉施設整理機構資産評委舎の開につ 黒川正憲 H22.4.5 協会常務理事 年金管理審議官
いて 管財係 外1者

21 年管発0405第3号 H22.4.5 日本年金機構資産評価委員会の開催について 黒川正憲 H22.4.5 日本年金機構
年金管理審議官

計 管財係 理事長

独立行政法人年

22 年管発0405第4号 H22.4.5 独立行政法人年金・健廉保険福祉施設整理機構資産評 計年金章局事業企画課会 黒川正憲 H22.4.5 金・健康保険福
年金管理審議官価委員会の開催について 管財係 祉施設整理機構

¥ 理事長

23 年管発0409第2号 H22.4.9 日本年金機構法附則第 12条資金第3項等の規程に基づき 年金局事財業企画課会 黒川正憲 H22.4.9 日本年金機構
年金管理審議官

評価委員が評価した政府出 の価額について 計室管係 理事長

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法附則政
独立行政法人年

24 年管発0409第3号 H22.4.9 第3条第3項等の規程に基づき評価委員が評価した 年金室局事業企画課会 黒川正憲 H22.4.9 金・健康保険福
年金管理審議官

府出資金の価額について 計 管財係 祉施設整理機構
理事長

25 年管発0415第1号 H22. 5. 20 行政事件訴訟の指定代理組跡、実施依頼及び訴訟
代理権の消滅について 年金局事業管理課 山田敏之 H22.5.20 東京法務局長 年金管理審議官



発議台帳 年金管理審議官

起案日 施行先 施行者

年金管理審議官
1.A~j;lii，'1胃，司耳罵

271年管発0420第3号 1 H22. 4. 20凪t A甲 lT酔耐V"'1iI1'桝凶哩.....v...桐鵬，.....""，，" '-、 年金局事業管理課 山 田 敏 之 年金管理審議官

281年管発0421第1号 1 H22. 4. 211ピー J掴定代理人の指定及び実施依頼につい 年金局事業管理課 |山田 敏之 1H22. 4.191大阪法務局長 l年金管理審譜官

山地方法務局

制年管制昭和号|山 111~ヰ植樹画面面会錨昌造11Fω|年金局事業管理課 H22.5.11 長静岡地方法|年金管理審議官
務局長東京法
務局長

京都地
E 官昔

年管発0517第1号 1 H22. 5.171血盤璽について<-、 -・・・・・・及 年金局事業管理課 |山田敏之

311年管発0519第1号 1H22. 5. 191~1で 応刊曙人の指定及び寮施依頼につい 年金局事業管理課 |山田 敏之 1H22. 5.191東京法務局長 |年金管理審嵩官

1号 1H22. 5. 271描画面首脳25画面配依頼等について 年金局事業管理課 山 田 敏 之

名古屋法務局

年管発0614第1号 1H22. 6.171常事価幽宇品品詰5輔副伊等iこつ 年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.6.17 長、大阪法務局|年金管理審議官
長、東京法務局
長

341年管発0622第1号 1 H22. 6. 221~-苧汁冊車両?掴J.t:.l"理人の指定及び実施依頼につい 年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.6.22新長潟地方法務局I拝金管理審議官

351年管発0701第1号 1 H22. 7. 1I ~1可申汁酌臥W掴A町、軍AV"'r聞広ぷv'胃腸郁相1_ .Jド 年金局事業管理課 山 田 敏 之 限 7.11:都地方法務局l年金管理審議官

361年管発0722第1号 1 H22. 7. 221~・"』臥辛TT掛臨WE畑及津t戸市圃、再圃圃A圃U~圃帽 A)taび実施依頼につい 年金局事業管理課 山田敏之 H22.7.21 福岡法務局長 |年金管理審識官
札幌法務局長

371年管発0730第1号 1 H22. 7. 301行政事件訴訟の指定代理人の指定及び実施依頼につい
て(平成22年(行ウ)第338号)

年金局事業企画課情 粛村明
報公開係

H22.7.28 東京法務局長 |年金管理審議官

国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十三
381年 管 制O第2号 1H22.7榊に規定する第四種被保険者の保険料を前納する場合 年金局事業管理課厚|高梨大輔 IH22.7伊本年金機構理|年金管理審議官

の期間及び納付すべき額の告示について(通知) 生年金保険管理係 事長



発議台帳

401年管発0916第1号

411年管発0916第2号

421年管発0928第1号

H22.9.161厚生年金保険料及び国民年金保険料等の領収済通知事
等の送付先の変更に伴う代行機関の霞置について

H22.9.161厚生年金保障料及び国民年金保障料等の領収済通知事
等の送付先の変更について(通知)

厚生年金保険料及び国民年金保韓料等の領収清通知書
H22. 9. 281等の送付先変更に伴う代行機関設置にかかる厚生労働

省会計事務取扱規程の改正について(依頼)

年金管理審議官

22局事業管理課企|小林

年金局事業管理課厚|高梨大輔 1H22. 9. 151地方厚生(支) 1年金管理審議官
生年金保障管理係 1l11li"':: ，̂'I'IH 1 ・・ |局長 | 

年金属事業管理課厚|高梨大輔 1H22.9.151日本年金機構理|年金問審議官
生年金保険管理係 1.....".:: ，̂'I'IH 1 ・・ |事長 、 l 

年金局事業管理課厚|高梨大輔 1H22. 9. 271大臣官房会計課l年金管理審議官
生年金保障管理係 IPQ;IIIII; "...， 111'-""'."'."'1長


