
平成 22年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月 30日)

棄却



平成 22年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月 30日)



平成 22年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月初日)

棄却



平成 22年 4月 裁決内訳 (裁決日 4月初日)

No 事件番号 . 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 L!iL害関係企 f，¥;理人 件名
主棄主却主主

原処分庁

67 21(国 )460 I庁長官

68 21(国)468 棄却 庁長官

69 21 (国 )499 棄却 L胃 開 問IJ 0><白

70 21 (国 )503---- "~ 棄却 I' I~I<-' 川日同

71 21 (国 )534 却下 " "'-口

， 21 (国 )592 その他 却下 長四日 .，ム~，



平成 22年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 31日)



平成 22年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 31日)

日

その



平成 22年間 裁決内訳 (裁決日間 31日)



平成 22年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月 31日)

No 
事21存(国否)51475 ー証 氏名61 

代理人氏名 利害関係人氏名!利害関係 λ 代理人 件名 裁決 原処分庁

棄却 災IJ主主と旨

68 21(国 )604 -= 棄却 I P<邑

69 22(国)20 面下 日

70 22(国)24 品 却下 }} ."芝田

7 22(国)30 司画面 却下 日

22(国)54 ~ム 却下 庁長官



平成 22年 6月 裁決内訳 (裁決日 6月初日)



平成 22年 6月 裁決内訳 (裁決日日月初日)



平成 22年 6月 裁決内訳 (裁決日 6月 30日)



平成 22年 6月 裁決内訳 (裁決日 6月 30日)

N60 7 問事件番)号9|四国請・求人氏名 ・・圃・代・-理a人 氏名
有害百1茶人氏名!車直蘭係人代理人 件名 |裁決 原処分庁

作 棄却 、以庁長官T.L: 



平成 22年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月初日)



平成 22年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月初日)



平成 22年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月初日)



平成 22年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月初日)

No 事件 番号画蘭請圃求一人氏名
代理人 氏名 利害関係人氏名 l利害関係 λ代理人 千平 名 裁決 原処分庁

67 22(国)72 棄却 えIJ工芝日

ノ



平成 22年 8月 裁決内訳 (裁決日 8月 31日)



平成 22年 B月 裁決内訳 (裁決日日月 31日)

No 事 件番号四誇求人氏名 代理人氏 名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件<s 裁決 原処分庁

23 21(国 )599 "I"'，，̂-'，- 棄却 長春日部

24 21 (国 )603胃・薗 1棄却 川且同

25 21(国 )624 却下 "判明ロJJI~"'=

課長

26 22(国)19 棄却 I J ""日

27 22(国)22 棄却 /JJ定日

トノ 22(困)23 棄却 /Jエ疋白

29 22(国)27 棄却 l. -;z::;;1'F1!7<:.1 J PC;同

30 22(閤)36 棄却 " "'-ロ

31 22(図)55 棄却 I "" E 

32 22(国)62 棄却 /J耳目

33 22(園)64 棄却
" '"同

34 22(国)66 棄却 l且同

35 22(国)86 却下 /J J><日

仁



平成 22年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日)



平成 22年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日)

そ



平成 22年 9月 裁決内訳 (裁決日明 30日)



平成 22年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月 30日)

No 事 件番号
，匝ム氏名

代理人氏名 初言扇京工E¥;;i， 利害関係人代理人 件名 裁決 原処分庁

67 22(恩)91 棄却 山白l J丁主疋国

6f 22(国)99 盲圃扇 伊 棄却 JJ;定日

61 22(国 )100 棄却 '干エ刀

1( 22(国 )102 棄却 n定目

7 22(国 )106 冒園園圃E 棄却 n定日

ト lJ22(国 )101 棄却 ま定白

13 22(閤 )125 棄却 JTtて民

14 22(国 )132 却下 Jn文 E

15 22(国)142 却下 「ま定昌

、



平成 22年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月 29日)



平成 22年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月 29日)



平成 22年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月 29日)



平成 22年 10月 裁決内訳 (裁決日 10月 29日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏 名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁

67 22(国)139 障害基礎年金 棄却 社会保険庁長官

68 22(国)141 障害基億年金 棄却 社会保険庁長官

69 22(国 )146 障害基礎年金 棄却 厚生労働大臣

70 22(国)147 保険料免除 棄却 長崎南社会保険事務所

長
71 22 (国 )157 障害基礎年金 棄却 厚生労働大臣

円; l(国 )159 障害基礎年金 棄却 厚生労働大臣
) 

73 22(国 )169 障害基礎年金 棄却 厚生労働大臣

74 22(国)182 保険料免除 却下 神奈川社会保険事務局

長

75 22(国 )270-. 障害基礎年金 却下 厚生労働大臣



平成 22年 11月 裁決内訳 〔裁決日 11月 30日)



平成 22年 11月 裁決内訳 (裁決日 II月初日)



平成 22年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)



平成 22年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)

臣



平成 zz年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)



平成 22年 11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)

No 事件番号 請求 人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁

111 22(国)404 障害基礎年金 却下 厚生労働大臣

、

¥ー



平成 22年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月 24日)



平成 22年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月 24日)



平成 22年 12月 裁決内訳 (裁決日 12月 24日)

No 
2事2(国件番)24号0 ¥・ 請求人氏名 {-" 311! A瓦三百

45 
帝王百1烹人瓦Z 匝豆亙亙士有豆ヌ 1平名 薮つ涙 原処分庁

棄却er旦ム "別人臣

4E 22(国 )241 一品 棄却 品 川r!9{JT:T<:日

47 22(国 )247 品 Z 棄却 Z生労働大臣

4E 22(国 )251 -= 棄却 己主百棚X臣

491 22 (国 )259 →= 棄却 一」ノJ剛 ハμ

同I卜沼市圃圃園 I 品 棄却 _N 、p

511 22 (国 )269 j'.op.-r=rz:E:i"暗，.= 棄却 ニヒ""場"ノ、ロヱ

52 22(国)310 -= 棄却 事亙芳爾天雇

53 22(国)316 司薗 比 棄却 匡生労働大臣

54 22(国 )371 = 棄却 厚生労働大臣

55 22(国 )442 一問T 且
両三F 厚生労働大臣

5E 22(国 )472 T 棄却 厚生労働大臣

57 22(国 )504 且 却下 制炭庁長官

トー



平成 23年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 31日)



平成 23年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 31日)

臣



平成 23年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 31日)



平成 23年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月 31日)

事件 番亘氏名 ||ー代ー理人氏名
利害関係人氏名 l利害 係人代 理人 f午 4面 裁決 原処分庁

671 22 (国 )346 棄却 1'>定日

681 22 (国 )348 却下 厚生労働大且

69 22(国 )352 冒圃・E -= 棄却 厚生労働大臣

70 22(園)361 ，- 耳目tw;: 1~ 棄却 厚生労働大臣

7J 22(国 )365 棄却 厚生労働大臣

|72rJ 1(国 )444E園面 園田国匝 却下 厚生労働大匡

73 22(国 )524 -.ll!. 却下 み保険庁長官



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)

日



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)

係人代理 人 l
1 障害基礎年金



平成 23年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月 28日)

No 事件吾写 求人氏名 代理人氏名

111 22(国 )491
利害関係人氏名 | 手 『 蚕 蘭 京雇人 f牛名 裁決

厚生労原働大処臣分庁
.官 却下

112 22(国 )494 棄却 厚生労働大臣

1113 22(国 )496 棄却 J三手コヒ1:1鴎羽ノ、民主

22(国 )552 その他 王1Il' 厚生労働大臣

ー
I~ 

ト一一



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 10日)

No 事件番号 請求人氏名
.圃代・・理・人・ 氏名

利害関係人氏名 l利 害 関 係 人 代理人 f午'l'i 裁決 原処分庁

11 21 (厚 )153 却下 引 J:p<日

2 21 ()早)185 古関I'-r• ..!l!. 却下 J J 立て日

3 22(厚 )261 問主宰主í~宝包 却下 l エ疋田

4 22(厚 )355 "} 却下 l民同

5 22(厚 )359目 屯 1 却下 Fエ n問ハロー

トーτ」 tJ早 ) 369 
屯問，.~三1ι 却下 JJ:P<日

22(厚 )451 ~ 却下 ρ手コエフコ下伊Jノ、ロコL

81 22(厚}411司圃匪 その他 却下 日
、

91 22(厚 )543 '刊"} 却下 j寺主主ヒ刀1朝ノ¥且

10 22(厚 )583国 =年告 却下 厚生労働大臣

11 22(健j草)319 却下 H盟"占

.12 21 (国 )265層面画 その他 却下

金課長
13 21(国 )215冒圃・・ その他 却下 社課長会 、I!!I":.JJ加 'U.JI 叫 U

14 2I(国 )285圃圃 その他 却下
" 

課長
15 21 (国 )295 その他 却下

金課長
16 (国)305 その他 却下

E圃圃薗 金課長
1， 21(国 )461 その他 却下 も半出 IJ.'込

18 22(国)39 

E・・・・F
却下 '"白

19 22(国 )245 その他 却下 日

20 22(国 )385 珂l卜
司 ....L.../.J I明^匝

、(



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日間 31日)



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日間 31日)



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日 3月 31日)



平成 23年 3月 裁決内訳 (裁決日間 31日)

No 事 件番号 -請-求.人氏名
.-... 代.. 理.-人 氏名

利害関係人氏名 |利害関係人代理人 件名 裁決 原処分庁

1
m 22(国 )420 棄却 l'手士と百1明人民

22(困 )429 棄却 同 l 且回

22(国 )441 棄却 ，子エ μ 削パ臣

22(国 )446 その他 棄却 日

22(国 )447司田園匝 棄却 :iJ1lllA匡

同 国 )465 棄却 :臣

22(国 )508圃圃E 事園園E その他 容認 _N  

1
118 22(国 )512-・・E

その他 棄却 日

22 (国 )603 耳 却下 厚生労働大臣

22(国 )637 ド ほ l 却下 '子エ刀間八匹

22(国 )685
E・・E

却下 日

22(国 )687 却下 厚生労働大臣

1
123 22(困 )699 ~， 却下 J弓三コニフコl'切ノ、、主Z主

J 

トー


