
発議台帳 年金局事業管理課

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

1年管管発0104第2号 H22. 1. 4 
納入告知事の「取扱庁名』欄の表示方法につ

年金局事業管理課 津谷宜和 H22. 1. 4 大臣官房会計課長
年金局

いて 事業管理課長

社会保障の保験料等に係る延滞金を軽減する
華生民金年局金保事険業管管理理係課 厚

日本年金機構事業 年金局
2 年管管発0105第1号 H22. 1. 5 ための厚生年金保障法等の一部を改正する法 片谷大介 H22. 1. 4 

管理部門担当理事 事業管理課長
律の施行の実施について

『年金記録に係る申立てに対するあっせんに

3 年管管発0105第3号 H22. 1. 5 
関する受付等事務手続要領j及び『年金記録 年金局保事験業管管理理係課厚 片谷大介 H22. 1. 4 日本年金機構事業 年金局

等に係事務る手申立続細て則に対』するあっせんに聞する受付 生年金 管理部門担当理事 事業管理課長
の一部政正について

祉手扱金曹い保理に院オンラインシステムに量録されt，;.ぃ
H22. 1. 14 日本年金機構事業 年金局

4 年管管発0114第1号 H22. 1. 14 分の債権に係る納入告知事務等の取り 年金局事業管理課 津谷宜和 管理部門担当理事 Ei 

ついて(通知)
|甲南国唱肺凪

社て会(保通険知料)納入証明にかかる取り扱いについ H22. L 14 
日本年金機構事業 年金局

5年管管発0114第2号 H22. 1. 14 年金局事業管理課 津谷宜和
管理部門担当理事 事業管理課長

本山和也
日本年金機構本部

|事業管理課長6年管管発0129第1号 H22.2.1 訴訟事件に関する照会について(依頼) 年金局事業管理課 H22.1.29 リスク・コンブラ
イアンス部長

告事理長都量事・道曹日府本理部県年労金門働機担局構当
派遣元事業主等におけ構る社会保院の適用の適道

年生金年金局保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.1.29 事年金業局管理課長7年管管発0129第2号 H22.1.29 正化に係る日本年金機 ブロック本部と都
府県労働局との連携に係る協蟻について

国民年金事務費交付金等に係る市耐村マス 年付金金係局事業管理課交 鈴木利和
地方厚生(支)局

事年金業局管理課長8年管管発0201第2号 H22.2.1 
ター収録内容等の確認について(依頼)

H22.2.1 理年金)調整(年金管
課長

9年管管発0202第4号 H22.2.2 
厚生労働太臣の処分(年金給付の裁定等)に

年金局事業管理課 波多野正明 H22.2.2 
日本年金機構理事 年金局

対する審査請求に係る事務について 長 事業管理課長

再審査請求事件に係る年金給付等の裁定等に
日本年金機構本部

年金局10 年管管発0202第5号 H22.2.1 年金局事業管理課 波多野正明 H22.1.27 リスク・コンブラ係る事務について
イアンス部長

事業管理課長

i不外支5給名裁)定に取係消等請求事件(原告:.ー 日本年金機構本部
年金局11 |年管管発0203第1号 H22.2. る年金給付の裁定等に 年金局事業管理課 堀勝博 H22.2.3 リスク・コンブラ
事業管理課長

について(依頼) イアンス部長
」



項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課圃係 起案者 起案日 施行先 施行者

再審査請求事件に係る年金給付等の裁定等に
日本年金機構本部

年金局12 年管管発0205第1号 H22.2.4 
係る事務について

年金局事業管理課 田村明子 H22.2.4 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

13 年管管発0205第2号 H22.2.5 日本年金機構に対する所得聞係情報の提供に
年金局事業管理課 津谷宜和 H22.2.5 国税庁課税部個人 年金局

ついて(依頼) 課税課長 事業管理課長

14 年管管発0205第3号 H22.2.5 日本年金機構に対する所得関係情報の提供に
年金局事業管理課 津谷宜和 H22.2.5 

国税庁課税部個人 年金局
ついて(依頼) 課税課長 事業管理課長

15 年管雷発0208第1号 H22.3.3 平成22年(モ)第28号訴訟救助の申立て事件
年金局事業管理課 本山和也 H22.2.8 神戸地方法務局長

年金局
について(意見書) 事業管理課長

日本年金機構設立に伴う厚生年金保障におけ
日本年金機構事業 年金局16 年管管発0209第1号 H22.2.9 る不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録 年金局事業管理課 津谷宜和 H22.2.5 
管理部門担当理事 事業管理課長

の回復における所得関係情報の利用について

再審査請求事件に係る年金給付等の裁定等に
日本年金機構本部

年金局17 年管管発0210第1号 H22.2.10 年金局事業管理課 青木健 H22.2.8 リスク・コンブラ
係る事務について

イアンス部長
事業管理課長

18 年管管発0210第2号 H22.2.10 審査請求事件に係る年金給付等の裁定等に係
年金局事業管理課 青木健 H22.2.8 日本年金機構中国 年金局

る事務について ブロック本部長 事業管理課長

19 年管管発0212第1号 H22.2.10 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.2.10 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

厚生年金保障法第 100条の4等の規定によ

20 年管管発0212第2号 H22.2.12 り日本年金機構又は財務大臣に対等して事務委 年金局保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.2.12 日本年金機構事業 年金局
任された滞納処分による蓑押え の登記の嘱 生年金 管理部門担当理事 事業管理課長
託について(通知)

地方厚生局年金調

.21 年管管発0212第3号 H22.2.12 平成21年度健康保険事務指定市町村支付金の 年金局事業管理課厚
高梨大輔 H22.2.12 整課長地方厚生 年金局

交付について 生年金保険管理係 (支)局年金管理 事業管理課長
課長

22 年管管発0215第1号 H22.2.15 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.15 日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長



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

23 年管管発0215第2号 H22.2.15 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.15 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

障害年金を受給していない身体障害者のサン
地方公共団体障

年金局
24 年管管発0215第3号 H22.2.15 

プル調査の実施について
年金局事業管理課 中 村 憲 弘 H22.2.12 害保健福祉主管部

事業管理課長
(局)長

25 年管管発0216第1号 H22.2.16 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.16 北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

26 年管管発0216第2号 H22.2.16 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.16 東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

27 年管管発0216第3号 H22.2.16 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 膏木健 H22.2.16 関東慣越厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

28 年管管発0216第4号 H22.2.16 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.16 東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

29 年管管発0216第5号 H22.2.16 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.16 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

30 年管管発0218第1号 H22.2.18 全国健康保障協会管掌健康保障の特定保険料
年金局事業管理課 津谷宜和 H22.2.18 日本年金機構事業 年金局

率等の変更について 管理部門担当理事 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局31 年管管発0219第1号 H22.2.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

32 年管管発0219第2号 H22.2.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

33 年管管発0222第1号 H22. 2. 22 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長



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

34 年管管発0222第2号 H22. 2. 22 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

35 年管管発0222第3号 H22. 2. 22 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

36 年管管発0222第4号 H22. 2. 22 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.18 中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

日本年金機構北関
年金局

37 年管管発0224第1号 H22. 2. 24 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.23 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

38 年管管発0224第2号 H22. 2. 24 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.23 日本年金機構部近畿 年金局
ブロック本長 事業管理課長

" 

39 年管管発0224第3号 H22. 2. 24 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 膏木健 H22.2.23 
日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

40 年管管発0224第4号 H22. 2. 24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.24 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

41 年管管発0224第5号 H22.2.24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.24 東海北陸厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

42 年管管発0224第6号 H22. 2. 24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.24 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

43 年管管発0224第7号 H22. 2. 24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.24 中国四国厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

44 年管管発0224第8号 H22. 2. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.24 九州厚生局社会保 年金局
験審査官 事業管理課長



項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起東日 施行先 施行者

45 年管管発0226第1号 H22. 2. 26 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.25 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

46 年管管発0301第1号 H22.3.1 外国人の社会保険制度加入促進について
年金局事業管理課厚

高梨大輔 H22.3.1 
日本年金機構事業 年金局

生年金保険管理係 管理部門担当理事 事業管理課長

47 年管管発0301第2号 H22.3.1 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.2.26 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

福岡県佐賀県家具厚生猶年金基金に対する責任 年金局保事険業管管理理係課厚
福岡県佐賀県家具

年金局
48 年管管発0301第3号 H22.3.1 高梨大輔 H22.3.1 厚生年金基金代表

準備金相当額の納付の 予について 生年金 精算人
事業管理課長

兵庫県乗用自動車厚生年金係基金の知責任準備金 年金局保事障業管管理理係課 厚
兵庫県乗用自動車

年金局
49 年管管発0301第4号 H22.3.1 高梨大輔 H22.3.1 厚生年金基金代表

相当額の納付計画の変更に る通について 生年金
精算人

事業管理課長

日本年金機構本部
年金局50 年管管発0304第1号 H22.3.4 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.3 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

51 年管管発0304第2号 H22.3.4 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.3 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

52 年管管発0304第3号 H22.3.4 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.3 
日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構図国 年金局53 年管管発0304第4号 H22.3.4 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.3 
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局54 年管管発0305第1号 H22.3.5 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.4 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長

日本年金機構本部
年金局55 年管管発0308第1号 H22.3.8 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 膏木健 H22.3.5 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長



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

56 年管管発0308第2号 H22.3.8 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.5 
日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

57 年管管発0308第3号 H22.3.8 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.5 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

58 年管管発0308第4号 H22.3.8 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.5 
日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

59 年管管発0308第5号 H22.3.8 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

60 年管管発0308第6号 H22.3.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

61 年管管発0308第7号 H22.3.8 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

62 年管管発0308第8号 H22.3.8 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
東海北陸厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

63 年管管発0308第9号 H22.3.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

64 年雷管発0308第10号 H22.3.8 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

65 年管管発0308第11号 H22.3.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

66 年管管発0308第12号 H22.3.8 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.8 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長



項 文書番号 決裁目 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

67 年管管発0309第1号 H22.3.9 国税局職員等への実務研修の実施について 年金局保事験業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.3.9 
国税斤徴収部徴収 年金局

生年金 課長 事業管理課長

68 年管管発0309第2号 H22.3.9 
小切手振出後一年経過にかかる償還請求書の

年金局事業管理課 津谷宜和 H22.3.9 
日本年金機構事業 年金局

取扱いについて 管理部門担当理事 事業管理課長

市区町村から日本年金機構に対聞する国民年金 総務省自治税務局 年金局
69 年管管発0311第1号 H22.3.11 保験料未納者対策に係る所得係情報の提供 年金局事業管理課 青木誠一 H22.3.11 

市町村税課長 事業管理課長
について(依頼)

70 年管管発0311第2号 H22.3.11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.10 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

71 年管管発0311第3号 H22.3.11 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.10 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

72 年管管発0311第4号 H22.3.11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.10 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

73 年管管発0311第5号 H22.3.11 審査請求に係る保験者意毘の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.10 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

74 年管管発0315第1号 H22.3.15 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.12 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

75 年管管発0315第2号 H22.3.15 日雇特例被保障者の保険料額等の改正につい 年金屑保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.3.15 
日本年金機構事業 年金局

て 生年金 管理部門担当理事 事業管理課長

地方厚生局年金調

76 年管管発0315第3号 H22.3.15 日雇特例被保障者の保険料額等の改正につい 年金局事業管理課厚
高梨大輔 H22.3.15 

聾課長地方厚生 年金局
て 生年金保険管理係 (支)局年金管理 事業管理課長

課長

日本年金機構本部
年金局77 年管管発0316第1号 H22.3.16 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.15 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長



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

78 年管管発0316第2号 H22.3.16 審査語求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.15 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

79 年管管発0316第3号 H22.3.16 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.15 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

80 年管管発0316第4号 H22.3.16 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.15 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

81 年管管発0316第5号 H22.3.16 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業審理課 青木健 H22.3.15 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

82 年管管発0316第6号 H22.3.16 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.15 
四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

83 年管管発0317第1号 H22.3.17 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.16 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

厚生年金保険の保験給第付及び保険料係の納付の
年金局保事障業管管理理係課厚 厚生労働省年金局 年金局84 年管管発0317第2号 H22.3.17 特例等に関する法律 2条第9項に る平成21
生年金

片 谷 大 介 H22.3.16 
総務課長 事業管理課長

年度の国庫負担について

国民年金保険料未納者対策に係村る所得情報の
日本年金機構事業 年金局85 年管管発0319第1号 H22.3.19 提供に関する総務省から市町への通知につ 年金局事業管理課 大西耕平 H22.3.19 
管理部門担当理事 事業管理課長

いて

日本年金機構本部
年金局86 年管管発0319第2号 H22.3.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.17 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

87 年管管発0319第3号 H22.3.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.17 日本年金機構長中部 年金局
ブロック本部 事業管理課長

88 年管管発0319第4号 H22.3.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.17 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長



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

89 年管管発0319第5号 H22.3.19 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.17 
日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

90 年管管発0323第1号 H22.3.23 
国税局への社会保険オンラインシステム端末 年生金局事業管理課厚 高梨大輔 H22.3.18 

日本年金機構事業 年金局
機の設置について 年金保障管理係 管理部門担当理事 事業管理課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の責知任準備金 年生金年属金保事験業管管理理係謀厚
兵庫県乗用自動車 年金局91 年管管発0324第1号 H22. 3. 24 高梨大輔 H22.3.24 厚生年金基金代表

相当額の納付計画の変更に係る通 について
精算人

事業管理課長

再審査請求事件に係る処分変更について
日本年金機構本部

年金局
92 年管管発0325第1号 H22. 3. 25 年金局事業管理課 青木健 H22.3.23 リスク・コンブラ

事業管理課長
イアンス部長

在留資格の変更又は在本留期聞の更新陳の申請を
年生金年金局保事障業管管理理係課厚

法務省入国管理局 年金局93 年管管発0325第2号 H22. 3. 25 行う外国人のうち「日 の社会保制度への 高梨大輔 H22.3.25 
入国在留課長 事業管理課長

加入義務がない者Jについて

94 年管管発0325第3号 H22.3.25 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.24 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

95 年管管発0325第4号 H22. 3. 25 審査請求に係る保除者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.24 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

96 年管管発0325第5号 H22. 3. 25 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.23 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

97 年管管発0325第6号 H22. 3. 25 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.23 
関東信越厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

98 年管管発0325第7号 H22. 3. 25 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.23 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

99 年管管発0325第8号 H22. 3. 25 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.23 
四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長



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

100 年管管発0326第1号 H22. 3. 26 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.25 東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

101 年管管発0326第2号 H22. 3. 26 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.25 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

102 年管管発0326第3号 H22. 3. 26 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.25 東海北陸厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

103 年管管発0326第4号 H22.3.26 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.25 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

平成21年度における国民年金事務費交付金 地方厚生(支)局
年金局104 年管管発0329第1号 H22.3.29 等の交付の申請について 年金局事業管理課 鈴木利和 H22.3.29 年金調整(年金管
事業管理課長

理)課長

平成21年度国民年金事務取扱交付金金に構係る 地方厚生(支)局
年金局105 年管管発0329第4号 H22. 3. 29 被保険者等の報告について(日本年機報 年金局事業管理課 鈴木利和 H22.3.29 年金調整(年金管
事業管理課長

告) 理)課長

， 北海道厚生局年金
管理課長、東北庫
生局年金管理課
長、東海北龍厚生
局年金調整課長、

106 年管管発0330第1号 H22.3.30 平成21年度における国民年金事務費支付金
年金局事業管理課 鈴木利和 H22.3.30 近畿厚生局年金調 年金局

等の交付決定について 整課長、中国岡田 事業管理課長
厚生局年金管理課
長、四国厚生支局
年金管理課長、九
州厚生局年金調整
課長

107 年管管発0330第2号 H22. 3. 30 平成21年度における国民年金事務費交付金
年金局事業管理課 鈴木利和 H22. 3. 30 関東信越厚生局年 年金局

等の交付決定について 金調整課長 事業管理課長

在留資格の変更又は在留期聞の更新の申請を
年金局事業管理課厚 管日本年金機構事業 年金局108 年管管発0331第3号 H22.3.31 行う外国人のうち『日本の社会保険制度への 高梨大輔 H22.3.30 

加入義務がない者』に係る取扱いについて
生年金保険管理係 理部門担当理事 事業管理課長



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

東海北陸厚生局年
金調整課長関東
信越厚生局年金調

a 

整課長九州厚生

109 年管管発0331第4号 H22.3.31 平成21年度健康保険事務指定市町村支付金 年金局保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.3.31 局年金調整課長 年金局
の交付について 生年金 近畿厚生局年金調 事業管理課長

整課長田園厚生
支局年金課長中
園田園厚生局年金
管理課長

110 年管管発0401第1号 H22.4.1 健康保障印紙の形式の改正について 年金局保事障業管管理理係課 厚 高梨大輔 H22.3.29 日本年金機構事業 年金局
生年金 管理部門担当理事 事業管理課長

地方厚生局年金調

111 年管管発0401第2号 H22.4.1 健康保険印紙の形式の改正について 年金属保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.3.29 
整課長・地方厚生 年金局

生年金 (支)局年金管理 事業管理課長
課長

112 年管管発0401第3号 H22.4.1 健康保険印紙の形式の改正について 年生金年金局保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.3.29 健康保険事務指定 年金局
市町村主管課長 事業管理課長

関東借越厚生局年
健康保験の事務の一部を行わせる地域の取消

年生金年金局保事障業管管理理係課厚
金調整課長近畿

年金局113 年管管発0401第4号 H22.4.1 しについて(通知) 高梨大輔 H22.3.31 厚生局年金調整課 事業管理課長
長九州厚生局年
金調整課長

日本年金機構本部
年金局114 年管管発0406第1号 H22.4.6 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.29 リスク・コンブラ 事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構北関
年金局115 年管管発0406第2号 H22.4.6 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 3. 29 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

116 年管管発0406第3号 H22.4.6 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.3.29 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長



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

117 年管管発0406第4号 H22.4.6 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 3. 29 
日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局

118 年管管発0406第5号 H22.4.6 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.1 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

再審査事件に係る処分変更について
日本年金機構本部

年金局119 年管管発0406第6号 H22.4.6 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.4.5 リスク・コンブラ
イアンス部長

事業管理課長

市町村が保管している国民年金被保情障者名供簿
地方厚生(支)局

年金局120 年管管発0407第1号 H22.4.7 
等(磁気媒体)の提供について( 報提 ) 

年金局事業管理課 鈴木利和 H22.4.7 年金調整(年金管
事業管理課長

理)課長

121 年管管発0407第2号 H2Z.4.7 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局122 年管管発0407第3号 H22.4.7 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

123 年管管発0408第1号 H22.4.8 
遅延特別加算金の支払いのためのデータ入力

年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.4.8 
日本年金機構事業 年金局

事務の開始について 管理部門担当理事 事業管理課長

124 年管管発0408第2号 H22.4.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

125 年管管発0408第3号 H22.4.8 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

126 年管管発0408第4号 H22.4.8 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

127 年管管発0408第5号 H22.4.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長



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

128 年管管発0408第6号 H22.4.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 中周囲国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

129 年管管発0408第7号 H22.4.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

130 年管管発0408第8号 H22.4.8 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

131 年管管発0409第1号 H22.4.8 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.6 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

132 年管管発0409第2号 H22.4.1 厚生労働大臣の処分に対する審査請求に係る
年金局事業管理課 波多野正明 H22.3.26 日本年金機構理事 年金局

事務について 長 事業管理課長

障害基礎年金事ー務ム・車l・と車・ヲ・車P生1て年に金係依処分取金給;間帯輔都事
日本年金機構本部

年金局133 年管管発0409第3号 H22.4.9 事件(原告 頼る年付の 年金局事業管理課 小川哲男 H22.4.8 リスク・コンブラ
事業管理課長

定等に係る (i:RG) イアンス部長

134 年管管発0413第1号 H22.4.13 平成21年度最終分の月計喪合関係処理等に
年金局事業管理課 埠谷宜和 H22.4.13 日本年金機構事業 年金局

ついて 管理部門担当理事 事業管理課長

再審査請求事件に係る処分変更について
日本年金機構本部

年金局135 年管管発0413第2号 H22.4.13 年金局事業管理課 田村明子 H22.4.12 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構本部
年金局136 年管管発0414第1号 H22.4.13 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.9 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

137 年管管発0414第2号 H22.4.14 再審査請求事件に係る照会について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.12 鶴岡市長
年金局
事業管理課長

日本年金機構本部
年金局138 年智管発0414第3号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長



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

139 年管管発0414第4号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 日本年金機構北海 年金局
道ブロック本部長 事業管理課長

140 年管管発0414第5号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 日本年金機構部東北 年金局
ブロック本長 事業管理課長

日本年金機構北開
年金局141 年管管発0414第6号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

142 年管管発0414第7号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 膏木健 H22.4.12 日本年金機構南関 年金局
東ブロック本部長 事業管理課長

143 年管管発0414第8号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変東について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

144 年管管発0414第9号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分蛮車について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

145 年管管発0414第10号 H22.4.14 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.12 日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局146 年管管発0415第1号 H22.4.15 再審査請求事件に係る処分牽更について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.14 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

147 年管管発0415第2号 H22.4.15 健康保障法第 171条第3項の規定に基づく
年生金年局金保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.4.15 厚生労働省保険局 年金局

健康保険組合の報告について 保険課長 事業管理課長

148 年管管発0420第1号 H22. 4. 20 平成21年度における健廉保障事務指定市耐
年生金年局金保事険業管管理理係課厚 高製大輔 H22.4.15 中国四国厚生局年 年金局

村交付金の変更決定について 金管理課長 事業管理課長
ー...Lー



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

日本年金機構障害

149 年管管発0421第1号 H22.4.19 審査請求事件に係る処分の取消しについて 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.15 年金業務部長、東 年金局
海北陸厚生局社会 事業管理課長
保険審査官

遅延加算金法の施行のための準備作業につい
日本年金機構事業 年金局150 年管管発0421第2号 H22. 4. 21 て 年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.4.21 
管理部門担当理事 事業管理課長

(通知)

再審査請求事件に係る処分変更について 日本年金機構本部
年金局151 年管管発0422第1号 H22.4.22 口 年金局事業管理課 田村明子 H22.4.22 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

152 年管管発0423第1号 H22.4.23 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

153 年管管発0423第2号 H22.4.23 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業智理課 青木健 H22.4.21 東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

154 年管管発0423第3号 H22. 4. 23 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査宮 事業管理課長

155 年管管発0423第4号 H22.4.23 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

156 年管管発0423第5号 H22.4.23 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

157 年管管発0423第6号 H22.4.23 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

L帽圃圃



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

158 年管管発0423第7号 H22.4.23 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

159 年管管発0423第8号 H22. 4. 23 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 4. 21 九州厚生局社会保 年金局
検審査官 事業管理課長

両下肢の3大関節のうち 1関節にそれぞれ人
年害金認局定企事画業係管理課障

日本年金機構事業 年金局160 年管管発0426第1号 H22.4.26 エ骨頭又は人工関節のそう入置換手術を行つ 小杉光恵 H22.4.14 
管理部門担当理事 事業管理課長

た場合の障害臨定について

日本年金機構本部
年金局161 年管管発0426第2号 H22.4.26 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.21 リスク圃コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構本部
年金局162 年管管発0426第3号 H22. 4. 26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理謀 青木健 H22.4.23 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構北関
年金局163 年管管発0426第4号 H22. 4. 26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

164 年管管発0426第5号 H22.4.26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

165 年管管発0426第6号 H22.4.26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

166 年管管発0426第7号 H22. 4. 26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

167 年管管発0426第8号 H22. 4. 26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 日本年金機構四国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

168 年管管発0426第9号 H22.4.26 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.23 日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

一一一一



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

厚生年金保障法第100条の4等の規定により日
本年金機構に委任された厚す生年金保障料の滞

年生金年金局保事験業管管理理係課厚
日本年金機構事業 年金局

169 年管管発0427第1号 H22. 4. 27 納処分等の業務等を実施 るために必要な畳 片谷大介 H22.4.27 
管理部門担当理事 事業管理課長

記事項証明書の交付請求に係る取扱いについ
て(通知)

日本年金機構障害
年金業務部長、北
海道厚生局社会保
険審査官、東北厚

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
生局社会保険審査

年金局170 年管管発0427第2号 H22.4.27 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.26 官、関東信越厚生
て 局社会保障審査

事業管理課長

官、東海北陸厚生
局社会保険審査
官、九州厚生局社
会保険審査官

171 年管管発0428第1号 H22.4.28 船員保険被保険者証の切替え!こ係る船舶所有
生年金年局金保事障業管管理理係課 厚 高梨大輔 H22.4.27 

日本年金機構事業 年金局
者あて周知について(情報提供) 管理部門担当理事 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局172 年管管発0428第2号 H22. 4. 28 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.28 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

厚生年金保障の脱退手年金当舎事に係段る階年金記録龍の 日本年金機構事業 年金局173 年管管発0430第1号 H22.4.30 確認申立てにおける 務所 での録 年傘局事業管理課 山田敏之 H22.4.30 
管理部門担当理事 事業管理課長

回復について(通知)

日本年金機構本部
年金局174 年管管発0507第1号 H22.5.6 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.4.28 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構障害
年金業務部長、関
東信越厚生局社会
保険審査官、東海

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい 北陸厚生局社会保
年金局175 年管管発0507第2号 H22.5.7 年金局事業管理課 波多野正明 H22.4.28 院審査官、近畿厚て

生局社会保険審査
事業管理課長

官、四国厚生支局
社会保険審査官、
九州厚生局社会保
険審査官



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

日本年金機構本部
年金局

176 年管管発0510第1号 H22.5.10 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.5.7 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構本部
年金局

177 年管管発0510第2号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

178 年管管発0510第3号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 
日本年金機構東北 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構北関
年金局179 年管管発0510第4号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 東・信越ブロックノ
事業管理課長

本部長

180 年管管発0510第5号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 膏木健 H22.5.6 
日本年金機構南関 年金局
東ブロック本部長 事業管理課長

181 年管管発0510第6号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 
日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

182 年管管発0510第7号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

183 年管管発0510第8号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 
日本年金機構図圏 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

184 年管管発0510第9号 H22.5.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 
日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局185 年管管発0510第10号 H22.5.10 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.6 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長



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

日本年金機構障害. 
年金業務部長、聞
東借越厚生局社会

186 年管管発0511第1号 H22.5.10 
審査請求事件に係る処分取消しの承聴につい

年金局事業管理課 波多野正明 H22.5.10 
保険審査官、東海 年金局

て 北陸厚生局社会保 事業管理課長
険審査官、九州厚
生局社会保険審査
官

日本年金機構本部
年金局

187 年管管発0511第2号 H22.5.11 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.5.11 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

下88
日本年金機構本部

年金局
年管管発0512第1号 H22.5.12 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.5.12 リスク・コンブラ

事業管理課長
イアンス部長

日本年金機構本部
年金局

189 年管管発0512第2号 H22.5.12 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.11 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

190 年管管発0512第3号 H22.5.12 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

191 年管管発0512第4号 H22.5.12 審査請求に係る保険者意毘の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

192 年管管発0512第5号 H22.5.12 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
関東信越厚生局社 年金局
会保院審査官 事業管理課長

193 年管管発0512第6号 H22.5.12 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

194 年管管発0512第7号 H22.5.12 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

195 年管管発0512第8号 H22.5.12 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長



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

196 年管管発0512第9号 H22.5.12 審査輯求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.10 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

197 年管管発0514第1号 H22.5.14 
平成21年度債権管理計算書等の請報告に聞す

年金局事業管理課 片 谷 大 介 H22.5.14 
日本年金機構事業 年金局

る事務の取扱について 管理部門担当理事 事業管理課長

再審査請求事件に係る原処分の取消しおよび 年金局事業管理課年
日本年金機構リス

年金局
198 年管管発0514第2号 H22.5.14 斉藤茂 H22.5.14 ク・コンブライア

新たな処分について(依頼) 金給付管理係
ンス部長

事業管理課長

ホームレス自立支援センターに入所されてい
年審局事業管理課年

各自治体ホームレ
年金局

199 年管管発0517第1号 H22.5.17 る方の年金記録等の確認調査の実施について
金付管理係

安粛恭平 H22.5.14 ス自立支援担当部
事業管理課長

(依頼) (課)長

日本年金機構本部
年金局

200 年管管発0517第2号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事藁管理課 膏木健 H22.5.14 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

201 年管管発0517第3号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.14 
日本年金機構南関 年金局
東ブロック本部長 事業管理課長

202 年管管発0517第4号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.14 日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

203 年管管発0517第5号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.14 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

204 年管管発0517第6号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.14 日本年金機構四国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

205 年管管発0517第7号 H22.5.17 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.14 日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

206 年管管発0518第1号 H22.5.18 参議院議員の国民年金加入状況について 年金局事業管理課 大西耕平 H22.5.18 
日本年金機構本部 年金局
経営企画部長 事業管理課長



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
r 

207 年管管発0518第2号 H22.5.18 船舶所有者あて船員保験被保隙者寵提切替え対 年生金年局金保事障業管管理理係課 厚 高梨大輔 H22.5.18 
日本年金機構事業 年金局

象者リストの送付について(情報供) 管理部門担当理事 事業管理課長

日本年金機構障害
年金業務部長、日
本年金機構北海道
ブロック本部管理
部長、日本年金機
構南関東ブロック

208 年管管発0519第1号 H22.5.18 
審査請求事件に係る処分取消しの承認につい

年金局事業管理課 波多野正明 H22.5.18 
本部管理部長、北 年金局

て 海道厚生局社会保 事業管理課長
険審査官、東北厚
生局社会保険審査
官、関東信越厚生
局社会保険審査
官、九州厚生局社
会保険審査官

再審査請求事件に係る処分変更について 日本年金機構本部
年金局

209 年管管発0519第2号 H22.5.19 口 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.5.19 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

210 年管管発0519第3号 H22.5.19 平成21年度債権管理計算等書等の諸報告に閉す
年金局事業管理課 太西耕平 H22.5.19 

日本年金機構事業 年金局
る事務の取扱いの追加 について 管理部門担当理事 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局

211 年管管発0519第4号 H22.5.19 再審査請求事件に係る処分変更について 年金屑事業管理課 栗原秀行 H22.5.19 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構陣害
年金業務部長、東

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
北厚生局社会保険

年金局212 年管管発0524第1号 H22.5.21 年金局事業管理課 波多野正明 H22.5.20 審査官、関東信越
て

厚生局社会保険審
事業管理課長

査官、九州厚生局
社会保険審査官

213 年管管発0524第2号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.24 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

214 年管管発0524第3号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 膏木健 H22.5.24 
東北厚生局社会保 年金局
験審査官 事業管理課長



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

215 年管管発0524第4号 H22.5.24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 5. 24 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

216 年管管発0524第5号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 5. 24 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

217 年管管発0524第6号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理諜 青木健 H22.5.24 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

218 年管管発0524第7号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 膏木健 H22.5.24 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

219 年管管発0524第8号 H22. 5. 24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 5. 24 
四国庫生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

220 年管管発0524第9号 H22. 5. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.24 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

健康保険法第 173条康第保 1項に規定す報る日扉 厚生労働康省保障局 年金局221 年管管発0524第10号 H22. 5. 24 拠出金に係る国民健 験組合からの告に 年金局事業管理課 津谷宜和 H22.5.24 
国民健保険課長 事業管理課長

ついて

国民年金法曹 109畢由接4専構なの掃華箱車により厚固
222 年管管発0526第1号 H22. 5. 26 生労働大臣から日本年金 に任された 年金局管事理業係管理課年 斉藤茂 H22.5.26 法務省民事局民事 年金局

民年金事業等の実施に必要 戸 謄会本等のま 金給付 第一課長 事業管理課長
付請求に係る取扱いについて(照 ) 

国民年金法等に基づく住民票等の交付請求の 金年金局事業管理課年
各都道府県住民基

年金局223 年管管発0526第2号 H22. 5. 26 斉藤茂 H22.5.26 本台帳事務担当課
取扱いについて 給付管理係

長
事業管理課長

224 年管管発0527第1号 H22. 5. 27 船員保険等未加入者に対する対応について 年金局保事陸業自管理課厚 片 谷 大 介 H22. 5. 25 日本年金機構事業 年金局
生年金 管理係 管理部門担当理事 事業管理課長

日本年金機構事

225 年管管発0528第1号 H22. 5. 28 社会保険オンラインシステム(窓口装置)の 務年金係局事業管理課庶 半間渉 H22.5.28 業企画部門担当理 年金局
稼働時聞の延長について 事 システム 事業管理課長

部門担当理事



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

226 年管管発0528第4号 H22. 5. 26 
国民年金法等に基づく住民票等の交付繭求の 年金給局事業管理課年 斉藤茂 H22.5.26 

各都道府県住民基
事業管理課長

取扱いについて 金付管理係 本台帳事務担当課

日本年金機構本部
年金局

227 年管管発0531第1号 H22.5.31 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.28 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

国民年金法第109条の4等の規定により厚生労

228 年管管発0531第3号 H22.5.31 働大臣から日本年金機構に委任された国民年請 年金局管事理業係管理課年 斉藤茂 H22. 5. 28 
日本年金機構事業 年金局

金事業等の実施に必要な戸籍謄知本等のま付 金給付 管理部門担当理事 事業管理課長
求に係る取扱いについて(通 ) 

日本年金機構障害
年企業務部長、東

229 年管管発0601第1号 H22.5.31 審査請求事件に係る処分取消しの承謬につい
年金局事業管理課 波多野正明 H22.5.31 北厚生局社聞会保険 年金局

て 審査官、 東信越 事業管理課長
厚生局社会保険審
査官

再審査請求事件に係る処分変更について
日本年金機構本部

年金局
230 年管管発0601第2号 H22.6.1 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.6.1 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長

日本年金機構本部
年金局231 年管管発0602第1号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構北関
年金局232 年管管発0602第2号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

233 年管管発0602第3号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 
日本年金機構南関 年金局
東ブロック本部長 事業管理課長

234 年管管発0602第4号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 
日本年金機構中部 事年金局
ブロック本部長 業管理課長

235 年管管発0602第5号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

L 



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

236 年管管発0602第6号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金属事業管理謀 青木健 H22.5.31 
日本年金機構四国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

237 年管管発0602第7号 H22.6.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.5.31 
日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

238 年管管発0602第8号 H22.6.2 障害年金の詐欺未遂等に係る告訴状について 年金局事業管理課 山田敏之 H22.6.2 
警視斤高井戸警察 年金局
署長 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局239 年管管発0603第1号 H22.6.2 再審査請求事件に係る処分変更について 年金属事業管理課 波多野正明 H22.6.1 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

240 年管管発0604第1号 H22.6.4 日本年金機構が行う受給権者及び被保障者へ
金年金給局付智事理業係管理課年 安粛恭平 H22.6.4 

日本年金機構四国 年金局
の調査等に係る認可にっ て ブロック本部長 事業管理課長

241 年管管発0604第2号 H22.6.3 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.6.2 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

242 年管管発0607第1号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る国民年金保験料の免除の事
年金局事業管理課 青木誠一 H22.5.27 

日本年金機構事業 年金局
務処理方法について 管理部門担当理事 事業管理課長

243 年管管発0607第2号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る国民年金保険料の免除の事
年金局事業管理課 青木誠一 H22.5.27 

九州厚生局年金調 年金局
務処理方法について 聾課長 事業管理課長

ロ蹄痕被害に係る国民年金保障料の免除の事
地方厚生(支)局

年金局244 年管管発0607第3号 H22.6.7 年金局事業管理課 青木誠一 H22.5.27 年金調整(年金管務処理方法について
理)課長

事業管理課長

245 年管管発0607第4号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る年金給付等の支給停止の取
年金局事業管理課 中村憲弘 H22.6.7 

日本年金機構事業 年金局
り扱いについて 管理部門担当理事 事業管理課長

246 年管管発0607第5号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る厚生年金保障料等の納付の 年金局事業管理課軍
高梨大輔 H22.6.1 

日本年金機構事業 年金局
猶予について 生年金保障管理係 管理部門担当理事 事業管理課長
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247 年管曹発0607第6号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る厚生年金保験料等の納付の 年金局保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.6.1 日本年金機構事業 年金局
猶予について 生年金 管理部門担当理事 事業管理課長

248 年管管発0607第7号 H22.6.7 口蹄疫被害に係る年金給付等の支給停止の取
年金局事業管理課 中村憲弘 H22.6.7 九州厚生局年金調 年金局

り扱いについて 聾課長 事業管理課長

口蹄擾被害に係る年金給付等の支給停止の取
地方厚生(支)局

年金局249 年管管発0607第8号 H22.6.7 
り扱いについて

年金局事業管理課 中村憲弘 H22.6.7 年金調整(年金管
事業管理課長

理)課長

日本年金機構本部
年金局250 年管管発0607第9号 H22.6.7 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.6.7 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

再審査請求事件に係る処分変更について
日本年金機構本部

年金局251 年管管発0608第2号 H22.6.8 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.6.8 リスク・コンブラ
イアンス部長

事業管理課長

日本年金機構障害
年金業務部長、聞

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
東信越厚生局社会

年金局252 年管管発0609第1号 H22.6.8 年金局事業管理課 波多野正明 H22.6.7 保険審査官、近畿
て

厚生局社会保険審
事業管理課長

査官、九州厚生局
社会保険審査官

「嘱託として再雇用された者の被保知障者資格
金年金給局付管事理業係管理課年

日本年金機構理事
年金局253 年管管発0610第1号 H22.6.10 の取扱いについての一部改正(通 ) Jのー 安粛恭平 H22.6.10 (事業管理部門担
事業管理課長

部改正について 当)

254 年管管発0611第1号 H22.6.11 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 北海道厚生局社会 年金局
保障審査官 事業管理課長

255 年管管発0611第2号 H22.6.11 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

256 年管管発0611第3号 H22.6.11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長
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257 年管管発0611第4号 H22.6.11 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

258 年管管発0611第5号 H22. 6. 11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

259 年管管発0611第6号 H22.6.11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

260 年管管発0611第7号 H22. 6. 11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

261 年管管発0611第8号 H22. 6. 11 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.10 九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

262 年管管発0614第1号 H22.6.14 国税局職員等への実務研修の実施について
年生金年属金保事障業管管理理係課厚 高梨大輔 H22.6.14 国税庁徴収部徴収 年金局

(依頼) 課長 事業管理課長

263 年管管発0614第2号 H22.6.14 国税局職員等への実務研修の実施について
年生金年金局保事隙業管管理理係課 厚 高梨大輔 H22.6.14 日本年金機構事業 年金局

(通知) 管理部門担当理事 事業管理課長

264 年管管発0615第1号 H22.6.15 訴訟上の救助申立事件について(意見) 年金属事業管理課 内海淳ニ H22.6.15 新潟地方法務局長
年金局
事業管理課長

訴訟事件における原処分の取消し及び新たな 年金局事業管理課年
日本年金機構リス

年金局管265 年管管発0616第1号 H22.6.16 
処分について 金給付管理係

斉藤茂 H22.6.15 ク・コンブライア
事業理課長

ンス部長

日本年金機構本部
年金局266 年管管発0618第4号 H22.6.18 再審査請求事件に係る処分変更について 年金崩事業管理課 膏木健 H22.6.16 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構本部
年金局267 年管管発0618第5号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長



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

268 年管管発0618第6号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 日本年金機構東北 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

日本年金機構北聞
年金局

269 年管管発0618第7号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 東・信越ブロック
事業管理課長

本部長

270 年管管発0618第8号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 日本年金機構南関 年金局
東ブロック本部長 事業管理課長

271 年管管発0618第9号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 
日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

272 年管管発0618第10号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

273 年管管発0618第11号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

274 年管管発0618第12号 H22.6.18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.6.16 日本年金機構九州 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

275 年管管発0621第1号 H22.6.21 平成22年度における老齢福祉年金等受給権者
年金局事業管理課 山 田 敏 之 H22.6.21 日本年金機構事業 年金局

実態調査の実施について(通知) 管理部門担当理事 事業管理課長

遺族に・厚つ・生い・年て・金E(P依不支給決定取金消請求事件定 (原
日本年金機構本部

276 年管管発0623第1号 H22.6.23 告 に係る年給付の韓等の事 年金局事業管理課 内 海 津 ニ H22.6.23 リスク・コンブラ 事業管理課長
務 頼) イアンス部長

金年金局管事理業官管理課年
三重県熊野警警察署 年金局277 年管管発0623第2号 H22.6.23 捜査関係事項照会書(回答)の送付について 斉藤茂 H22.6.7 司法警察員視山

給付 係
本辰己

事業管理課長、

278 年管管発0624第1号 H22. 6. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長



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

279 年管管発0624第2号 H22.6.24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

280 年管管発0624第3号 H22. 6. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

281 年管管発0624第4号 H22.6.24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
東海北陸厚生局社 年金局
会保障審査官 事業管理課長

282 年管管発0624第5号 H22.6.24 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

283 年管管発0624第6号 H22.6.24 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 6. 23 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

284 年管管発0624第7号 H22.6.24 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 膏木健 H22. 6. 23 
四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

285 年管管発0624第8号 H22. 6. 24 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課. 青木健 H22. 6. 23 
九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

. 
日本年金機構本部
陣害年金業務部
長、日本年金機構
東北ブロック本部
管理部長、日本年
金機構北関東・信

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい 越ブロック本部管
年金局286 年管管発0625第1号 H22.6.25 年金局事業管理課 波多野正明 H22.6.25 理部長、東北厚生て

局社会保険審査
事業管理課長

官、関東信越厚生
局社会保険審査
官、東海北陸厚生
局社会保険審査
官、近畿厚生局社
会保険審査官



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

日本年金機構本部
年金局

287 年管管発0702第1号 H22.7.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構北関
年金局

288 年管管発0702第2号 H22.7.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 東・信越フロック
事業管理課長

本部長

289 年管管発0702第3号 H22.7.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 膏木健 H22. 7. 1 
日本年金機構中部 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

290 年管管発0702第4号 H22.7.2 審査請求事件に係る処分変車について 年金属事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
日本年金機構近畿 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

291 年管管発0702第5号 H22.7.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金属事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
日本年金機構中国 年金局
ブロック本部長 事業管理課長

292 年管管発0702第6号 H22.7.2 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金属事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
北海道厚生局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

293 年管管発0702第7号 H22.7.2 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金属事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
東北厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

294 年管管発0702第8号 H22.7.2 審査請求に係る保障者意毘の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

295 年管管発0702第9号 H22.7.2 審査請求に係る保除者意見の提出について 年金馬事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長 | 

296 年管管発0702第10号 H22.7.2 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
近畿厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

297 年管管発0702第11号 H22.7.2 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 
中国四国厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長



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

298 年管管発0702第12号 H22.7.2 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金屑事業管理課 青木健 H22. 7. 1 四国厚生支局社会 年金局
保険審査官 事業管理課長

299 年管管発0702第13号 H22.7.2 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 1 九州厚生局社会保 年金局
険審査官 事業管理課長

日本年金機構本部
年金局

300 年管管発0705第1号 H22.7.5 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.7.5 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構本部
年金局

301 年管管発0707第1号 H22.7.6 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.7.6 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

再審査請求事件に係る処分蜜更について 日本年金機構本プ部ラ 年金局302 年管管発0707第2号 H22. 7. 7 口 年金局事業管理課 田村明子 H22. 7. 7 リスク・コン
事業管理課長

イアンス部長

『嘱託として再雇用された者の被改保隙者か資格

303 年管管発0707第3号 H22. 7. 7 の取扱いについて(通知)の一部正にかる
年金局事業管理課 中 村 憲 弘 H22. 7. 7 全国社会保険労務 年金局

全国社会保障労務士会連合会への周知依頼に 士連合会会長 事業管理課長
ついて

厚生年金保院法施行規則第 108条結第 1項等告
年生金年局金保事障業管管理理係謀厚

日本年金機構事業 年金局304 年管管発0708第1号 H22.7.8 の規定による滞納処分等に闘する 果の報 高梨大輔 H22.7.8 
管理部門担当理事 事業管理課長

について(報告)

厚生年金保障法施行靖則第 108条結第 1項等告 2金年局金保事険業管管理理係課厚
地方厚生(支)局

年金局305 年管管発0708第2号 H22.7.8 の規定による滞知納処分等に聞する 果の報 高梨大輔 H22.7.8 年金指導課(年金
事業管理課長

について(通 ) 管理課)長

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、関東信越厚生

306 年管管発0712第1号 H22.7.8 審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
年金局事業管理課 波多野正明 H22.7.8 局社会保険審査 年金局

て 官、九州厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、東
北厚生局社会保験

」ー
審査官



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

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、日本年金機構
東北ブロック本部
管理部長、近畿厚

307 年管管発0714第1号 H22. 7. 14 審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 13 生局社会保険審査 年金局

て 官、九州厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、関
東信越厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保険審
査官

日本年金機構本部
年金局308 年管管発0715第1号 H22. 7. 15 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22. 7. 14 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

309 年管管発0720第1号 H22. 7.16 永住者の在留資格等を有するに至った者に係 年金局管事理業官管理課年 安粛恭平 H22. 7. 16 日本年金機構年金 年金局
る合算対象期間の取扱いについて(回答) 金給付 係 給付部長 事業管理課長

北海道厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保険審
査官、関東信越厚
生局社会保険審査
官、東海北陸厚生

310 年管管発0720第2号 H22. 7. 20 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 20 局社会保険審査 年金局
官、近畿厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、中
園田園厚生局社会
保険審査官、四国
厚生支局社会保険
審査官、九州厚生
局社会保険審査官

再審査請求事件に係る処分変更について 日本年金機構本部
年金局311 年管管発0721第1号 H22.7.21 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.7.21 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

再審査請求事件に係る処分変更について 日本年金機構本部
年金局312 年管管発0721第2号 H22.7.21 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22. 7. 21 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長



項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起業者 起案日 施行先 施行者

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構東北ブ
ロック本部長、日
本年金機構北関

313 年管管発0722第1号 H22.7.22 審査請求事件に係る処分変更について 年金属事業管理課 青木健 H22.7.22 東・信越ブロック 年金局
本部長、日本年金 事業管理課長
機構中部ブロック
本部長、日本年金
機構近畿ブロック
本部長、日本年金
厚中国ブロック本
部長

厚生年金保障法施行規制第 108条結第 1報項等告 日本年金機構事業 年金局314 年管管発0723第1号 H22. 7. 23 の規定による滞納処分等に関する 果の 年金局事業管理課 津谷宜和 H22. 7. 14 
管理部門担当理事 事業管理課長

について(改正通知)

平成21年度第4・四半期購入徴収額計算書
年生金年金局保事除業管管理理係課厚

会計検査院第二局
年金局315 年管管発0727第1号 H22.7.27 高梨大輔 H22.7.27 厚生労働検査第4

及び同附属寵拠書の送付について
課長

事業管理課長

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、日本年金機構

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
北関東・信越ブ

年金局316 年管管発0727第2号 H22.7.27 
て

年金局事業管理課 青木健 H22.7.26 ロック本部管理部
事業管理課長

長、東北厚生局社
会保険審査官、関

保東信険越審査厚生官局社会

日本年金機構本部
年金局317 年管管発0728第1号 H22. 7. 28 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.7.28 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長

平成22年度における画国民年金事務に係る市
地方厚生(支)局

年金局318 年管管発0729第1号 H22.7.29 年金局事業管理課 鈴木利和 H22.7.29 年金調整(年金管
町村との協力・連携計書等の提出について

理)課長
事業管理課長



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

北海道厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保障審
査官、関東信越厚
生局社会保険審査
官、東海北陸厚生

319 年管管発0729第2号 H22.7.29 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 27 
局社会保険審査 年金局
官、近畿厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、中
園田園厚生局社会
保険審査官、四国
厚生支局社会保険
審査官、九州厚生
局社会保険審査官

日本年金機構本部
年金局

320 年管管発0729第3号 H22. 7. 29 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 28 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

日本年金機構事

321 年管管発0729第4号 H22.7.29 
社会保険オンラインシステム(窓口装置)の 年務金係局事業管理課庶 半間渉 H22. 7. 29 

業企画部門担当理 年金局
稼働時間の延長について 事 システム 事業管理課長

部門担当理事

雇用保険法等の一部を改正する法ぴ律国の一金部の

施行に伴う関係政す令仰整律を備等施且 民年 法
金年金給付属管事理業係管理課年

日本年金機構事業
322 年管管発0730第2号 H22.7.30 等の一部を改正 る法 の 行すに伴政令う経過措施 安粛恭平 H22. 7. 30 

管理部門担当理事 事業管理課長
置に関する政令の一部改正る 等の
行について

日本年金機構本部
年金局

323 年管管発0802第1号 H22.8.2 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22. 7. 28 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

324 年管管発0802第2号 H22.8.2 
国民年金のテレビコマーシャル放映に聞する

年金局事業管理課 柳田真一 H22.7.30 総年務金担省栃保木磁行昆政栃肝木偏地事方積第所三者養 年金局
資料について 員会担当限長 事業管理課長

325 年管管発0803第1号 H22.8.3 再審査請求事件に係る照会について 年金局事業管理課 膏木健 H22.8.2 
全国健康保険協会 年金局
東京支部長 事業管理課長

326 年管管発0803第2号 H22.8.3 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.8.2 
東海北陸厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

327 年管管発0803第3号 H22.8.3 年金受給者の安否の緊急確認について(依 年金局事業管理課年
安 粛 恭 平 H22.8.3 

日本年金機構事業 年金局
頼) 金給付管理係 情理部門担当理事 F事業管理課長



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

日本年金機構本部 年金局
328 年管管発0806第1号 H22.8.6 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 波多野正明 H22.8.3 リスク・コンブラ

事業管理課長
イアンス部長

329 年管管発0809第1号 H22.8.9 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22.8.6 
関東信越厚生局社 年金局
会保険審査官 事業管理課長

日本年金機構本部
障害年金業務部

、長、日ブ本年金機構
東北 ロック本部
管理部長、東海北
陸厚生局社会保険
審査官、近畿厚生

330 年管管発0809第2号 H22.8.9 審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
年金局事業管理課 栗原秀行 H22.8.6 

局社会保険審査 年金局
て 官、中国四国厚生 事業管理課長

局社会保険審査
官、九州厚生局社
会保験審査官、関
東信越厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保険審
査官

331 年管管発0810第1号 H22.8.10 永住者の在留資格を有するに至った者筈に係る
計給付局管事理業係管理課年 安粛恭平 H22.8.10 

日本年金機構年金 年金局
合算対象期間の取扱いについて(回 ) 給付部長 事業管理課長

332 年管管発0810第2号 H22.8.10 永住者の在留資格等を有するに至った者筈に係 金年給金属付管事理業係管理課年 安粛恭平 H22.8.10 
日本年金機構年金 年金局

る合算対象期聞の取扱いについて(岡 ) 給付部長 事業管理課長

再審査請求事件に係る担分変更について
日本年金機構本部

年金局333 年管管発0811第1号 H22.8.11 年金局事業管理課 田村明子 H22.8.11 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長
日本年金機構本部

年金局334 年管管発0811第2号 H22.8.11 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.8.10 リスク・コンブラ
イアンス部長

事業管理課長

335 年管笹発0812第1号 H22.8.12 市区町村が把握している行方不明高齢者の把
年金金給局付管事理業係管理課年 安鷲恭平 H22.8.12 

地方厚生(支)局 年金局
握等について 年金担当課長 事業管理課長

336 年管管発0812第2号 H22.8.12 市区町村が把握している行方不明高齢者への 金年金給局付管事理業係管理課年 安粛恭平 H22.8.12 
日本年金機構事業 年金局

対応について 管理部門担当理事 事業管理課長



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

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構北海道
ブロック本部長、
日本年金機構北関
東・信越ブロック
本部長、日本年金

337 年管管発0812第3号 H22.8.12 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.8.10 
機構南関東ブロッ 年金局
ク本部長、日本年 事業管理課長

ョ. 金機構中部ブロッ
ク本部長、日本年
金機構近畿ブロッ
ク本部長、日本年
金機構中国ブロッ
ク本部長、日本年
金機構九州ブロッ
ク本部長

338 年管管発0813第1号 H22.8.13 永住者の在留資格等を有するに至った者答に係 年金給屑事業管理課年 安粛恭平 H22.8.13 
日本年金機構年金 年金局

る合算対象期聞の取扱いについて(固 ) 金付管理係 給付部長 事業管理課長

339 年管管発0813第2号 H22.8.13 永住者の在留資格等を有するに至った者に係 年金給局事業管理課年 安粛恭平 H22.8.13 
日本年金機構年金 年金局

る合算対象期聞の取扱いについて(回答) 金付管理係 給付部長 事業管理課長

北海道厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保障審
査官、関東借越厚
生局社会保障審査
官、東海北陸厚生

340 年管管発0813第3号 H22.8.13 審査請求に係る保障者意見の提出について 年金属事業管理課 青木健 H22.8.11 局社会保険審査 年金局
官、近畿厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、中
国四国厚生局社会
保険審査官、四国
厚生支局社会保険
審査官、九州厚生
局社会保険審査官

341 年管管発0813第4号 H22.8.13 平成21年度歳入決算純計額調について 年金局事業管理課 津谷宜和 H22.8.13 日本年金機構事業 年金局

」ー
管理部門担当理事 事業管理課長



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

日本年金機構本部
陣害年金業務部
長、日本年金機構
本部支払部長、日

、 本年金機構北海道
ブロック本部管理
部長、日本年金機
構南関東ブロック
本部管理部長、北
海道厚生局社会保

342 年管管発0818第1号 H22.8.18 審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
年金局事業管理課 栗原秀行 H22~8. 17 

険審査宮、東海北 年金局
て 陸厚生局社会保険 事業管理課長

審査官、東北厚生
局社会保険審査
官、関東信越厚生
局社会保険審査
官、近畿厚生局社
会保険審査官、九
州厚生局社会保険
審査官、中園田園
厚生局社会保険審
査官

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構北関

343 年管管発0818第2号 H2-2. 8. 18 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.8.17 
東・信越ブロック 年金局
本部長、日本年金 事業管理課長
機構中部ブロック
本部長、日本年金
機構近畿ブロック
本部長

福岡県佐賀県家具庫生年金基金の責知任準借金
年生金年金局保事険業管管理理係課厚

福岡県佐賀県家具
年金局344 年管管発0818第5号 H22.8.18 高梨大輔 H22.8.16 厚生年金基金代表

相当額の納付計画の変更に係る通 について
精算人

事業管理課長

345 年管管発0819第1号 H22.8.19 船員保険各種申請書等の処理期報聞のホーム 年金局事業管理課厚
高梨大輔 H22.8.18 

日本年金機構事業 年金局
ページへの記載について(情提供) 生年金保障管理係 管理部門担当理事 事業管理課長

346 年管管発0820第1号 H22. 8. 20 再審査請求事件に係る照会について 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.8.20 
全国健康保険協会 年金局
三重支部長 事業管理課長

347 年管管発0820第2号 H22.8.19 捜査関係事項照会事について(回答)
年金局事業管理課年 安商恭平 H22.8.19 福島県若松警察署司法 年金局
金給付管理係 警察員警視山口喜久夫 事業管理課長



、噌

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

348 年管管発0824第1号 H22. 8. 24 市区町村が把握している行方不明高齢者の再 金年金給付属管事理業係管理標年 安粛恭平 H22.8.24 日本年金機構事業 年金局
確認について 管理部門担当理事 事業管理課長

現況眉を提出して年プ金ルを受給している85鹿応以
金年金給属付管事理業係管理課年 日本年金機構事業 年金局

349 年管管発0827第1号 H22. 8. 27 上の方に係るサン 調査を踏まえた対に 安粛恭平 H22.8.27 
管理部門担当理事 事業管理課長

ついて

現況届を提出して年金を受給している65歳以
金年金給局付管事理業係管理課年

地方厚生(支)局
年金局350 年管管発0827第2号 H22. 8. 27 上の方に係るサンプル謂査を踏まえた対応に 安粛恭平 H22.8.27 年金指導課長
事業管理課長

ついて 年金管理課長

北海道厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会信保障審
査官、関東越厚
生局社会保院審査
官、東海北陸厚生

351 年管管発0830第1号 H22. 8. 30 審査請求に係る保験者意見の提出について 年金局事業管理課 青木健 H22. 8. 26 局社会保険審査 年金局
官、近畿厚生局社 事業管理課長
会保障審査官、中
園田園厚生局社会
保険審査官、四国
厚生支局社会保険
審査官、九州厚生
局社会保険審査官

日本年金機構本部
年金局352 年管管発0831第1号 H22.8.31 再審査請求事件に係る担分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.8.26 リ、スク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長

後期高齢者医療の医癒係給付デを一定期供間利用し 年金属事業管理課企 各後期高齢者医療 年金局353 年管管発0831第2号 H22.8.31 ていない被保障者にるータ提について
聞係

小林孔 H22.8.30 
広域連合事務局長 事業管理課長(依頼)

後期高齢者医癒の医療給る付デを一定期供間利用し 年金局事業管理謀企 社団法人国民健康 年金局354 年管管発0831第3号 H22.8.31 ていない被保険者に係 ータ提について
画係

小林孔 H22.8.30 
保険中央会理事長 事業管理課長(依頼)

再審査請求事件に係る処分変更について 日本年金機構本部
年金局355 年管管発0901第1号 H22.9.1 年金局事業管理課 田村明子 H22.9.1 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長



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

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構東北ブ
ロック本部長、日

356 年管管発0902第1号 H22.9.2 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 田 村 明 子 H22.9.2 本年金機構北関 年金島
東・信越ブロック 事業管理課長
本部長、日本年金
機構中部ブロック
本部長、日本年金
機構近畿ブロック
本部長

北海道厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保障審
査官、関東信越厚
生局社会保険審査
官、東海北陸厚生

年金局357 年管管発0903第1号 H22.9.3 審査請求に係る保険者意見の提出について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22. 9. 1 局社会保険審査
事業管理課長

官、近畿厚生局社
会保険審査官、中
国四国厚生局社会
保険審査官、九州
厚生局社会保障審
査官

日本年金機構における未対処案件の点検・報 年金局事業管理課庶
日本年金機構副理

年金局358 年管管発0903第2号 H22.9.3 半開渉 H22.9.3 事長(統括管理部告について(依頼) 務係
門担当)

事業管理課長

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、関東信越厚生
局社会保険審査

審査請求事件に係る処分取消しの承認につい 官、北海道厚生局
年金局359 年管管発0903第3号 H22.9.3 

て 年金局事業管理課 青木健 H22.9.3 社会保険審査官、
事業管理課長

九州厚生局社会保
験審査官、東海北
陸厚生局社会保険
審査官、近畿厚生
局社会保険審査官



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

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、日本年金機構
本部業務渉外部
長、日本年金機構
北海道ブロック本
部管理部長、日本
年金機構南関東ブ
ロック本部管理部
長、日本年金機構

360 年管管発0909第1号 H22.9.9 審査請求事件に係る処分取消しの承認につい
年金局事業管理課 栗原秀行 H22.9.8 九州ブロック本部 年金局

て 管理部長、関東信 事業管理課長
越厚生局社会保険
審査官、近畿厚生
局社会保険審査
官、東北厚生局社
会保険審査官、東
海北陸厚生局社会
保険審査官、北海
道厚生局社会保険
審査官、九州厚生
局社会保険審査官

日本年金機構本部
年金局361 年管管発0910第1号 H22.9.10 再審査請求事件に係る処分変東について 年金局事業管理課 青木健 H22.9.8 リスク・コンブラ
事業管理課長

イアンス部長
d 

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構北関

362 年管管発0910第2号 H22.9.10 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 青木健 H22.9.9 
東・信越ブロック 年金局
本部長、日本年金 事業管理課長
機構中部ブロック
本部長、日本年金
機構近畿ブロック
本部長



日 件名

年金局
事業管理課長

3631年管管発0913第1号 1 H22.9叫全国建設工事業国民健康保障組合の無資格加|年金局事業管理課厚|西元公宣 1 H22. 9. 1 
入者の資格喪失等の取扱いについて |生年金保険管理係

1 H22. 9. 131捜査関係事項照会事(回答)の送付「ーついて |金年金給局付管事理業係管理課年
一重県熊野警察署

年管管発0913第2号 斉藤茂 H22.9.13 司法警察員警視山
本辰己

三重県1

3651年管管発0913第3号 1 H22. 9.131捜査関係事項照会事(回答)の送付について lzzz諒理課年 斉藤茂 H22.9.1 

|隆仁

|北海道厚生局社会
、東北

社会保険審
、関東信越厚

生局社会保験審査
官、東海北陸厚生

年管管発0915第1号 1 H22. 9. 151審査請求に係る保障者意見の提出について |年金属事業管理課 IEEI~ qijT 1 H22. 9. 141局社会保険F |年金局田 村 明 子 H22.9.14 官、近畿厚局社事業管理課長

会保険審査官、中
国四国厚生局社会
保険審査官、四国
厚生支局社会保陵
審査官、九州厚生
|局社会保険審査官

3671年管管発0915第2号 1 H22. 9. 151再審査請求事件に係る処分変更について 田村明子
|日本年金機構

H22.9.1 
|イアンス

3681年管管発0915第3号 1 H22. 9. 15 1 に係る解決金|年金局事業管理課 |小川哲男
日本年金機構本部

H22.9.91リスク・コンブラ
イアンス部長



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

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長、日
本年金機構東北ブ
ロック本部長、日
本年金機構北関
東・信越ブロック

369 年管管発0916第1号 H22.9.16 審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.9.15 本部長、日本年金 年金局
機構南関東ブロッ 事業管理課長
ク本部長、日本年
金機構中部ブロッ
ク本部長、日本年
金機構近畿ブロッ
ク本部長、日本年
金機構九州ブロッ
ク本部長

年金局保事験業管管理理係課厚
兵庫県乗用自動車

年金局370 年管管発0916第2号 H22.9.16 責任準備金相当額の納付の猶予について
生年金

高梨大輔 H22.9.14 厚生年金基金代表
事業管理課長

精算人

日本年金機構本部
障害年金業務部
長、日本年金機構
北海道ブロック本
部管理部長、日本
年金機構近畿ブ

371 年管管発0917第1号 H22. 9.17 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
年金馬事業管理課 田 村 明 子 H22. 9.17 ロック本部管理部 年金局

ついて 長、近畿厚生局社 事業管理課長
会保険審査官、聞
東信越厚生局社会
保険審査官、東北
厚生局社会保険審
査官、北海道厚生
局社会保険審査官

日本年金機構本部
年金局372 年管管発0917第2号 H22. 9.17 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22. 9.17 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長

日本年金機構本部
年金局373 年管管発0922第1号 H22. 9. 22 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行 H22.9.22 リスク・コンブラ

イアンス部長
事業管理課長



3741年管管発0924第1号 H22. 9. 241審査請求に係る保障者意見の提出について 年金局事業管理課 木健

3751年管管発0927第1号 1 H22. 9. 271社会保険オンラインシステム(窓口装置)の 作務事珂帯承肩哩静刷、半間 渉
稼働時聞の延長について 係

3761年管管発0927第2号 1 H22. 9. 271後期高齢者医療の医療給付を一定期間利用し
H22.9.27 ていない年金受給権者への対応について 金年金給局付管事理業係管理課年 安蘇恭平

3771年管管発0927第3号 1 H22. 9. 271後期高齢者医癒の医療給付を一定期間利用し
H22. 9. 27 ていない年金受給権者への対応について

金年金局事業管理課年
給付管理係

安粛恭平

1 H22. 9. 281年金給付システムのソフトウ平ア開発に係る 年金局室事業管理課ム シ
第1号 ステム システ企|金野輝

「委託要領』の見直しについて
画係

H22. 9. 291再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 栗原秀行

年管管発0930第1号 H22.9.30骨昔亙閉 1-係る照会について 年金局事業管理課 田 村 明 子

3811年管管発0930第2号 H22. 9. 30 再審査請求事件に係る処分変更について 年金局事業管理課 |田村明子

H22. 9. 27 

H22.9.27 

H22.9.27 

H22. 9. 28 

北海道厚生局社会
険審査官、東北

厚生局社会保険審
査官、関東信越厚
生局社会保険審査
官、東海北陸厚生
局社会保険審査
官、近畿厚生局社

険審査官、中
四国厚生局社会
険審査官、九州
生局社会保障審
官

:>1<:.1巳匝副回1>1 J官主主=司品呈

事、システム部門
担当理事

日本年金機構事業
管理部門担当理事

地方厚生(支)局
年金指導課長
.a=..o..jI<皇宮聞吾圃冒

日本年金機構本部
リスク・コンブラ
イアンス部長

年金局
業管理課長

事業管理課長

年金局
事業管理課長

年金局
事業管理課長

年金局
事業管理課長



文書番号 件名 | 起案担当課・係 | 起案者

災害等により厚生年金保障及び国民年金の被 i
H22. 9. 301保障者に係る記録が滅失した場合作おける資|年金局事業管理課企|中捨一弘

格記録等の回復基準について(通語) l商係

施行先 施行者

年金局
事業管理課長


