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平成23年度第3.四半期におけ 藤入徴収官

年管管発0403第1号 H24.4.3 る購入徴収額計算書の送付につい 年金局事業管理課 大西耕 平 H24.3.29 
会計検査院第二局厚生 厚生労働省年

て
労働検査第4課長 金局事業管理

課長

年管管発0403第2号 H24.4胴 3
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安藤恭 平 H24.4.2 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0403第3号 H24.4.3 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.3.30 日本年金機構業務管理 年金局事業管
(平成24年4月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0403第4号 H24圃4.3
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.3.30 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0403第5号 H24司 4.3
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.4.2 
日本年金機構年金給付 年金馬事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0404第1号 H24.4.3 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理諜 田村 明子 H24.4.3 
自本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0404第5号 H24.4.4 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.4.3 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管官発0404第8号 H24.4.4 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛恭平 H24圃4圃2日本年金機構年金給付 年金崩事業管
認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0406第1号 H24.4.6 
平成23年度最終分の月計突合間

年金局事業管理課 鈴木 利 和 H24.4.6 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

係処理について 部門担当理事 理課長

年管管発0406第2号 H24.4.6 
厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局事業管理課

西元 公 宜 H24.4.6 
日本年金機構事業管理 年金高事業管

に関する照会について(依頼) 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

北海道耳東北園関東信

年管管発0410第1号 H24.4.9 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24.4.4 
越・東海北陸園近畿凶 年金局事業管

、提出について 中国・園田園九州厚生 理課長
局社会保険審査宮

年管管発0410第2号 H24.4.10 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.4.10 
日本年金機構リスク E 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0410第3号 H24圃4.10
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.9 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0410第4号 H24.4.10 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.6 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



日本年金機構障害年金
〈 業務部長、支払部長、

南関東ブロック本部管
理部長、近畿ブロック

年管管発0411第1号 H24.4.5 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島直樹 H24.4.5 
本部管理部長、九州ブ 年金局事業管

の承認について 年金審査係 ロック本部管理部長、 理課長
四国厚生支局社会保険
審査官、関東信越・近
畿副九州厚生局社会保
険審査宮

日本年金機構リスク固

コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東・信越ブ

年金局事業管
年管管発0412第1号 H24.4.12 

分変更について 年金審査係
佐藤 崇宏 H24.4.12 ロック本部長、南関東

理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発0413第1号 H24.4.12 
平成23年度国民年金事務費交付金 年金局事業管理課

本田 忠 嗣 H24.4.11 
東北厚生局年金管理課 年金屑事業管

に係る過不足分の取扱いについて 交付金係 長 理課長

年管雷発0413第2号 H24.4.13 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 4. 11 
日本年金機構業務管理 年金属事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構業務管理

年管管発0413第3号 H24.4.13 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24圃 4.11 部長 年金局事業管
について 年金給付管理保 日本年金機構年金給付 理課長

部長

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金属事業管理課 年金局事業管

年管管発0413第4号 H24.4.13 に関する照会について(三井生
厚生年金保験管理係

西YーE ハムJー旦 H24.4.13 三井生命保険株式会社
理課長

命)
厚生年金適用事業所以外の事業所

年金局事業管理課 アクサ生命保険株式会 年金局事業管
年管管発0413第5号 H24.4.13 に関する照会について(アクサ生

厚生年金保険管理係
西元 公宣 H24.4.13 

キ土 理課長
命)

厚生年金適用事業所以外の事業所
プルデンシャル ジブ

年金局事業管理課 ラルタ ファイナン 年金局事業管
年管管発0413第6号 H24.4.13 に関する照会について(プルデン

厚生年金保験管理係
西元公宣 H24.4.13 

シャル生命保険株式会 理課長
シャル)

キ土

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 年金局事業管

年菅管発0413第7号 H24.4.13 に関する照会について(大間生
厚生年金保険管理保

西元公室 H24.4園 13大同生命保険株式会社
理課長

命)

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 年金局事業管

年管管発0413第8号 H24.4.13 に関する照会について(明治安田
厚生年金保険管理係

風間龍介 H24.4.13 明治安田生命棺互会社
理課長

生命)



厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 年金局事業管 l年管官発0413第9号 H24.4圃 13に関する照会について(日本生 酉元公宣 H24.4.13 日本生命相互会社

命)
厚生年金保険管理係 理課長

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 年金高事業管

年管管発0413第10号 H24.4.13 に関する照会について(第一生 西元公宣 H24.4.13 第一生命保険株式会社
命)

厚生年金保険管理係 理謀長

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 ジブラルタ生命保険株 年金局事業管

年管管発0413第11号 H24.4.13 に関する照会について(ジブラル 西元公宣 H24.4.13 
タ生命)

厚生年金保険管理係 式会社 理課長

厚生年金適用事業所以外の事業所
年金局事業管理課 年金局事業管

年菅管発0413第12号 H24.4.13 に関する照会について(住友生 西元公宣 H24.4圃 13住友生命保険相互会社
命)

厚生年金保険管理係 理課長

年管管発0417第1号 H24.4.17 
訴訟救助申立事件について(意

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 4. 16 高知地方法務局長
年金局事業管

見) 理課長

年管管発0417第2号 H24.4.17 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安驚恭平 H24.4.16 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0417第3号 H24幽 4.17
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管官発0417第4号 H24圃 4.17
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.16 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0420第1号 H24.4.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安薦 恭平 H24.4.19 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道・東北胃関東信

年管管発0423第1号 H24.4.19 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金商事業管理課

中島直樹 H24.4.16 
越国東海北陸，近畿・ 年金局事業管

提出について 年金審査係 中国四国・九州厚生局 理課長
社会保験審査官

年管管発0424第1号 H24圃 4.23
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.4.23 
日本年金機構リスク臨 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0424第2号 H24.4.20 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.4.20 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0424第3号 H24.4.20 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H24.4圃 19
日本年金機構リスク固 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

北海道 E 東北田関東信

年管管発0425第1号 H24. 4. 23 
審査請求事件に保る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明子 H24. 4.19 
越ー東海北陸 E 近畿圏 年金局事業管

提出について 中国 E 四国信九州厚生 理課長
局社会保障審査官



日本年金機構リスク=
コンブライアンス部

年管管発0425第2号 H24.4.24 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.4.19 
長、北関東盟信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長南関東ブ

年管管発0425第3号 H24.4.24 
審査請求事件に係る処分耳R消し等

年金局事業管理課 田村 明子 H24.4圃 20
ロック本部管理部長 年金島事業管

の承認について 東北置関東信越閉近 理課長
畿皿九州厚生局社会保
険審査官

年管管発0425第4号 H24.4.25 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安驚恭 平 H24.4.23 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0425第5号 H24.4.25 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.4.23 
日本年金機構年金給付 年金属事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消しの
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0425第6号 H24.4.24 

承認依頼について(匝答)
年金局事業管理課 田村明子 H24.4.20 業務部長北海道ブ

理課長
ロック本部管理部長

平成 23年度債権管理計算書の諸
日本年金機構業務管理 年金局事業管

年管管発0426第1号 H24.4.26 報告に関する事務の取扱いについ 年金局事業管理課 鈴木利和 H24.4.26 
部門担当理事 理課長

て

国民年金保険料収納事務の適正か
株式会社セブンーイレ

年金局轄菅|
年管管発0426第2号 H24.4.26 年金局事業管理課 伊藤 政 広 H24.4.26 ブンジャパン代表取締

つ確実な実施について
役他11名殿

理課長

年管管発0427第1号 H24.4.27 
再診断の事務の取り扱いにかかる 年金局事業管理課

小杉 光恵 H24.4.24 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

国民年金関係通知の廃止について 障害認定企画係 部門担当理事 理課長

障害基礎年金、障害厚生年金及び
年金局事業管理課

各地方厚生(支)局
年金局事業管

年管管発0427第2号 H24.4.27 特別障害給付金の障害認定にかか
障害認定企画係

小杉 光恵 H24.4.25 年金調整課長
理課長

る再診断の事務の取扱いについて 年金管理課長

年管管発0427第3号 H24.4.27 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.27 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成 24年5月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0427第4号 H24.4.27 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.4.27 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0427第5号 H24.4.18 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.4.16 
日本年金機構リスク箇 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長、北関東ブ

年管管発0427第6号 H24. 4. 27 
審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課

中島直樹 H24.4.27 
ロック本部管理部長、 年金局事業管

の承認について 年金審査係 関東信越厚生局・近畿 理課長
厚生局圃九州厚生局社
会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0427第7号 H24. 4. 27 中島直樹 H24.4.27 業務部長、南関東ブ

承認依頼について 年金審査係
ロック本部管理部長

理課長
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年管管発0501第2号 H24.5.1 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安薦 恭平 H24.5.1 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0501第3号 H24.5.1 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安驚 恭平 H24.5圃1
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0507第1号 H24.5.7 
年金の裁定等の決定に罷る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24贋 5.1 
日本年金機構業務管理 年金属事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0507第2号 H24.5.7 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.4.27 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの
業務部長北海道・関

年金属事業管
年管管発0508第1号 H24.5.7 年金局事業管理課 田村明子 H24.5.7 東信越・東海北陸 E 近

承認について
畿・中圏西国厚生局社

理課長

会保険審査官

日本年金機構障害年金

年管管発0508第2号 H24.5.7 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24.5.7 
業務部長北関東圃信 年金局事業管

承認依頼について(回答) 越・南関東園近畿ブ 理課長
ロック本部管理部長

年管管発0508第3号 H24.5.7 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.5.7 
日本年金機構リスク凪 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0508第4号 H24.5.8 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安驚 恭 平 H24圃5.7 
日本年金機構年金給付 年金屑事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク聞
コンブライアンス、北

年管管発0509第1号 H24.5.9 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.4.27 
海道ブロック本部長、 年金局事業管

分変更について 年金審査係 北関東 E 信越ブロック 理課長
本部長、近畿ブロック
本部長

年管管発0509第2号 H24.5.9 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川! 幸伸 H24.5.9 
日本年金機構リスク E 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

平成24年度国民年金事務に係る市
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金崩事業管

年管管発0510第1号 H24圃5.10 町村との協力圃連携計画書等の提
交付金係

本田 忠嗣 H24圃5.8調整課長、年金管理課
理課長

出について 長

国民年金・厚生年金保険障害給付
年金局事業管理課 日本年金機構業務管理 年金局事業管

年管管発0510第2号 H24.5圃10の不支給決定等に係る承認につい
年金給付管理係

安粛恭 平 H24.5.8 
部長 理課長

て



兵庫県乗用自動車庫生年金基金の
藤入徴収官

年管管発0510第3号 H24.5.10 責任準備金相当額の納付計画の変 年金局事業管理課 大西 耕平 H24圃5.9
兵庫県乗用自動車厚生 厚生労働省年

更に係る通知について
年金基金代表清算人 金局事業管理

課長

年管管発0511第1号 H24.5贋 11
参議院議員の国民年金加入状況に 年金局事業管理課

菊地 英明 H24.5.10 日本年金機構副理事長
年金局事業管

ついて 国民年金管理係 理課長

年管管発0511第2号 H24.5圃11
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 5. 11 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0515第1号 H24.5.15 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安藤 恭平 H24.5.14 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

つい 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0515第2号 H24.5.15 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安薦 恭 平 H24. 5. 11 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0515第3号 H24.5.15 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.7 
日本年金機構年金給付 年金属事業管

決定の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

自本年金機構リスク明
コンブライアンス部
長、北海道ブロック本

年管管発0516第1号 H24.5.16 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.5.11 
部長、東北ブロック本 年金局事業管

分変更について 年金審査保 部長、北関東・信越ブ 理課長
ロック本部長、近畿ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

北海道・東北四関東信
越 E 東海北睦園近畿圏

年管管発0516第2号 H24.5.16 審査請求事件に係る
年金局事業管理課

中島 雇樹 H24.5.7 
中国四園田九州厚生昂 年金属事業管

年金審査係 社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保険審査
r闘&・司

年管管発0516第3号 H24.5.16 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.5.14 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 年金審査係 業務部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構韓害年金

年金屑事業管
年管管発0516第4号 H24.5圃16 中島 直樹 H24.5.14 業務部長、南関東ブ

承認依頼について(回答) 年金審査係
ロック本部管理部長

理課長

北海道園東北圃関東信

年管管発0517第1号 H24.5.16 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明子 H24圃5.9
越 E 東海北陸回近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官



日本年金機構リスク園

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
コンブライアンス部

年金眉事業管年管管発0517第2号 H24.5.17 
分変更について 年金審査保

佐藤 崇 宏 H24. 5.16 長、北関東圃信越ブ
理課長

ロック本部長、東海北
陸ブロック本部長

年管管発0518第1号 H24.5.18 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.5.15 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0518第2号 H24.5.18 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安驚恭平 H24.5.18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0521第1号 H24.5.11 
ねんきん月間におけるエッセイ募

年金局事業管理諜 青木誠一 H24.5圃 11
文部科学省初等中等教 年金局事業管

集の周知について(依頼) 育局課程課長 理課長

年管管発0521第2号 H24.5.21 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 5.18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

国民年金法に基づく適用関保届書
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0521第3号 H24.5.21 の電子媒体化の実施に伴う事前準
交付金保

伊藤 政広 H24.5.18 
部門担当理事 理課長

備について

国民年金法に基づく適用関係届書
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0521第4号 H24.5.21 の電子媒体化の実施に伴う市町村
交付金係

伊藤 政 広 H24.5.18 調整課長、年金管理課
理課長

への協力依頼について 長

年管管発0522第1号 H24.5.22 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金属事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.21 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理協 部長 理課長

年管管発0522第2号 H24.5.22 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.21 E
本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0522第4号 H24.5.22 擬制取り下げについて(意見書) 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24.5.22 東京法務局
年金局事業管
理課長

年管官発0522第5号 H24.5.22 
平成23年度における国民年金事務 年金局事業管理課

本田 忠嗣 H24.5.18 
東北厚生局年金管理課 年金局事業管

費交付金等の交付決定について 交付金係 長 理課長

年管管発0522第6号 H24.5圃 21
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 5. 21 
日本年金機構リスク園 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長北関東 E 信

年管菅発0524第1号 H24.5.24 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明子 H24.5.23 
越・南関東ブロック本 年金屑事業管

承認について 部管理部長東北・関 理課長
東信越園近畿・九州厚
生局社会保障審査官



地方厚生(支)局年金

住民票の住所の記載における居室 年金局事業管理課
調整課長、年金管理課

年金局事業管年管管発0525第1号 H24.5.25 
番号等の取扱いについて(依頼) 企画係

藤原 j享一 H24.5.25 長。
理課長

日本年金機構理事(事
業管理部門)

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

審査請求事件の容器、決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東冨信越ブ

年金局事業管年管管発0528第1号 H24.5圃 28
分変更について 年金審査係

佐藤 崇宏 H24圃 5圃 24ロック本部長、南関東
理課長

ブロック本部長、近畿
ブロック、中部ブロッ
ク本部長

日本年金機構事業管理
部門担当理事、国家公

国民年金・厚生年金保験障害認定
年金局事業管理課

務員共済組合連合会理
年金屑事業管

年管雷発0529第1号 H24.5.29 基準の一部改正に伴う診断書の項
障害認定企画保

長尾忍 H24.5.22 事長、地方公務員共済
理課長

目改正について 組合連合会理事長、日
本私立学校振興・共済
事業団理事長

国民年金・厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金馬事業管

年管管発0529第2号 H24.5.29 基準の一部改正に伴う診断書の項
障害認定企画係

長尾忍 H24.5.22 調整課長、年金管理課
理課長

目改正について 長

年管管発0529第3号 H24.5.29 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.28 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長

特別障害給付金の諸変更の承認に

年管管発0529第4号 H24.5.29 
ついて 年金属事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

(平成 24年度物価スライドによ 年金給付管理係 部長 理課長
る改定)

年管管発0529第5号 H24.5.29 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.5園 25
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

国民年金・厚生年金保険障害認定
日本年金機構事業管理

年金局事業管理課 部門担当理事、地方公 年金局事業管
年管管発0529第6号 H24.5.29 基準の一部政正に伴う関係通知の

障害認定企画係
長尾忍 H24.5.25 

務員共済組合連合会理 理課長
廃止について

事長

国民年金 E 厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0529第7号 ~124. 5. 29 基準の一部改正に伴う関係通知の
障害認定企画係

長尾忍 H24.5.25 調整課長、年金管理課
理課長

廃止について 長



老齢福祉年金の諸変更の承認につ

年管管発0530第1号 H24.5.30 
いて 年金局事業管理課

安驚 恭平 H24.5.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

(平成24年度物価スライドによ 年金給付管理部 部長 理課長
る改定)

年管管発0530第2号 H24圃 5.30
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.5.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理保 部長 理課長

年管官発0530第3号 H24.5.30 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.5.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道園東北・関東信
越園東海北陸 E 近畿・

年管管発0531第1号 H24.5.30 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

中島直樹 H24.5.16 
中国四国間九州厚生局 年金局事業管

提出について 年金審査係 社会保険審査官、四国 理課長
厚生支局社会保験審査
官

年管管発0531第2号 H24.5.31 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.5.30 
日本年金機構業務管理 年金属事業管

(平成24年6月支払分等) 年金給付管理保 部長 理課長
同



年金局瞳宜簿
文書番号 決裁日 |書名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

マクロ改定等業務に伴う原簿更新
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付 年金属事業管年管管発0601第1号 H24. 6. 1 の承認について 安粛恭 平 H24.5.30 

(平成 24年6月支払分等)
年金給付管理係 部長 理課長

田本年金機構リスク a

コンブライアンス部
長、北海道ブロック本

年管管発0604第1号 H24. 6. 1 
審査請求事件の容認決定に保る処 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.6圃1
部長、北関東圃信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、南関東 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、四国
ブロック本部長

北海道園東北岡関東信

年管管発0604第2号 H24. 6. 1 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24. 5圃25
越国東海北陸岡近畿・ 年金局事業管

提出について 中国・四国関九州厚生 理課長
島社会保険審査官

年管管発0605第1号 H24.6.5 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.6.4 
日本年金機構業務管理 年金屑事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0605第2号 H24.6.5 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.6.4 
日本年金機構年金給付 年金屑事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0605第3号 H24.6.5 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.6.4 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0605第4号 H24.6.5 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.6.4 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

平成23年度社会保険料の口座振替
年金局事業管理課 最入徴収官厚生労働省 年金局事業管

年管管発0605第5号 H24園6圃5納付に関する契約に基づく手数料
厚生年金保険管理係

風間 龍介 H24. 5. 28 
年金局事業企画課長 理課長

の過払金の債権発生通知について

年菅管発0606第1号 H24. 6. 6 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川l幸伸 H24圃6.4
日本年金機構リスク E 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの
業務部長北海道回開

年金局事業管
年管管発0606第3号 H24.6.6 年金属事業管理課 田村 明子 H24. 6. 1 東信越・東海北陸 E 近

承認について 畿圃中国四国圃九州厚 理課長

生局社会保険審査官

日本年金機構リスク圃

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金属事業管
年管管発0606第4号 H24.6.6 

分変更について
年金局事業管理課 田村 明子 H24. 6. 5 北関東圃信越・南関

理課長東園中部・近畿圏九州
ブロック本部長



国民年金事務費交付金等に係る市
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管|年管管発0606第5号 H24. 6. 6 町村の振込口座等情報の確認につ 本田 忠 嗣 H24.6.5 調整課長及び年金管理

いて
交付金保

課長
理課長

年管管発0608第1号 H24.6.7 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24圃6.7 
日本年金機構リスク a 年金局事業管|

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0608第2号 H24. 6. 7 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

佐藤 崇 宏 H24.6.7 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管 l

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0612第1号 H24圃6.12
由民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.6.8 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0612第2号 H24.6.12 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 6. 11 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0613第1号 H24.6.13 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安驚恭平 H24.6.11 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

北海道摩生局 B 東北厚
生局幽関東信越庫生

審査請求事件に保る保険者意見の 年金局事業管理課
局園東海北陸厚生眉 E

年金局事業管
年管官発0614第1号 H24.6.14 

提出について 年金審査係
中島直樹 H24.6.4 近畿厚生局・中国四国

理課長
車生局・九州厚生局社

6込
会保険審査官、四国厚
生支局社会保験審査官

日本国籍を有する者の国外居住期
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0614第6号 H24.6.14 間等に係る合算対象期間の確認に
年金給付管理係

斉藤茂 H24.6.13 
部門担当理事 理課長

必要な書類について

日本国籍を有する者の圏外居住期
年金局事業管理課

地方厚生(支)届
年金局事業管

年管管発0614第7号 H24.6“14 間等に係る合算対象期間の確認に
年金給付管理係

斉藤茂 H24. 6圃13年金調整課長
理課長

必要な書類について 年金管理課長

年管管発0614第8号 H24.6.14 
外国人に係る裁定請求書等の添付 年金局事業管理課

斉藤茂 H24. 6.13 
自本年金機構事業管理 年金局事業管

書類の取扱いについて 年金給付管理係 部門担当理事 理課長

外国人に係る裁定請求書等の添付 年金島事業管理課
地方厚生(支)局

年金商事業管
年管管発0614第9号 H24.6.14 

書類の取扱いについて 年金給付管理係
斉藤茂 H24.6.13 年金調整課長

理課長
年金管理課長

年管管発0615第1号 ~124. 6. 15 
「介護保険事務取扱通知」の一部 年金局事業管理課

風間 龍介 H24. 6. 13 
日本年金機構事業管理 年金馬事業管

改正について 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生島年金調整課

年管管発0615第2号 H24.6.15 
「介護保険事務取扱通知」の一部 年金局事業管理課

風間 龍介 H24.6.13 
長 年金局事業管

改正について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
管理課長



東日本大震災に伴い発生した東京
地方厚生(支)局年

年管管発0615第3号 H24.6.15 
電力福島第一原子力発電所の事故

年金局事業管理課 青木誠一 H24. 6. 14 金調整(年金管理)課
年金局事業管

に係る国民年金保険料の申請免除 理課長
等の取扱いについて 長

東日本大震災に伴い発生した東京

年管管発0615第4号 H24. 6. 15 
電力福島第一原子力発電所の事故

年金局事業管理課 青木誠一 H24. 6.14 
日本年金機構事業管 年金局事業管

に係る国民年金保険料の申請免除 理部門担当理事 理課長
等の取扱いについて

年管管発0618第1号 H24.6.15 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.6.7 厚生局社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長個近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ク本部管理部長、関東

年金局事業管
年管管発0618第2号 H24.6圃18

承認について 年金審査係
中島 直樹 H24.6.15 信越厚生局・東海北陸

理課長
厚生局・近畿厚生局固
九州厚生局社会保険審
査官

年管管発0618第3号 H24.6.18 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.6.15 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0618第4号 H24.6.18 
審査請求事件に係る保険者意見に 年金局事業管理課

中島直樹 H24.6.14 
近畿厚生局社会保険審 年金局事業管

ついて(回答) 年金審査係 査官 理課長

年管管発0618第5号 H24.6.18 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 6. 15 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年菅管発0618第6号 H24.6.18 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.6園 15
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

平成 24年度における老齢福祉年
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0618第7号 H24.6.18 金等受給権者の実態調査の実施に
年金給付管理係

安粛恭平 H24. 6.13 
部門担当理事 理課長

ついて

北海道園東北・関東信

年管管発0619第1号 H24.6圃19
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24.6.14 
越 E 東海北陸園近畿剛 年金局事業管

提出について 中国圃四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年管管発0619第2号 H24.6.19 
訴訟上の救助付与決定L対する即

年金局事業管理課 本杉 真 一 H24. 6. 18 福岡法務届長
年金局事業管

時抗告の要否について 理課長

年管管発0619第3号 H24.6.19 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 6.18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0619第4号 H24圃6.19 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 6.18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理協 部長 理課長

年管管発0620第1号 H24.6.20 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.6.19 
日本年金機構リスク岨 年金局事業管

分変更について 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

一一



-
年管管発0620第2号 H24.6.12 

再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
中島 甚樹 H24. 6.12 

日本年金機構リスク E 年金局事業管
ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

社会保険オンラインシステム(窓
日本年金機構事業企

年管官発0620第4号 H24.6圃20ロ装置)の稼働時聞の延長につい
年金局事業管理課

半間渉 H24.6.20 
画部門担当理事事業 年金局事業管

庶務係 管理部門担当理事 シ 理課長て
ステム部門担当理事

年管官発0620第5号 H24.6.19 債権発生通知書(一関市)
年金局事業管理課

本田忠嗣 H24. 6固 14
歳入徴収官摩生労働省 年金局事業管

交付金係 年金局事業企画課長 理課長

平成 23年度国民年金事務費交付
年金局事業管理課 東北厚生局年金管理課 年金局事業管年管管発0620第6号 H24.6.19 金等概算交付決定通知書の送付に 本田忠嗣 H24.6.14 

ついて
交付金係 長 理課長

年管管発0620第8号 H24.6.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 6. 20 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長・北関東ブロック本

年金局事業管
年管管発0621第1号 H24.6.21 中島直樹 H24.6.20 部長、近畿ブロック本

分変更について 年金審査係
部長、中国ブロック本

理課長

部長、九州ブロック本
部長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金属事業管理課
日本年金機構障害年金

年金島事業管
年管管発0622第1号 H24.6.22 

承認について 年金審査係
佐藤崇宏 H24. 6. 20 業務部長、業務渉外部

理課長
長、社会保険審査官

年管管発0622第2号 H24.6.25 
国税局職員等への実務研修の実施 年金局事業管理課

風間龍介 H24. 6. 22 国税庁徴収部徴収課長
年金局事業管

について 厚生年金保験管理係 理課長

年管管発0622第3号 H24.6.25 
国税局職員等への実務研修の実施 年金局事業管理課

風間龍介 H24.6.22 
日本年金機構事業部門 年金局事業管

について 厚生年金保険管理係 担当理事 理課長

日本年金機構リスクコ
ンブライアンス部長、
北関東ー信越ブロック

審査請求事件の容認決定に係る処 年金馬事業管理課
本部長、南関東ブロッ

年金局事業管
年管管発0625第1号 H24. 6. 25 佐藤崇宏 H24.6.25 ク本部長、中部ブロッ

分変更について 年金審査係
ク本部長、近畿ブロッ

理課長

ク本部長、中国ブロツ
ク本部長、九州ブロッ
ク本部長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの
業務部長北海道圃関

年金属事業管
年管官発0626第1号 H24.6.25 年金局事業管理課 田村明子 H24.6.25 東信越園東海北陸・近

承認について
畿・九州厚生局社会保

理課長

険審査官



日本年金機構リスクョ

年管管発0626第2号 H24.6.25 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 田村明子 H24. 6. 25 コンブライアンス部長 年金馬事業管
分変更について 南関東園近畿圏中国ブ 理課長

ロック本部長

北海道厚生局園東北厚
生局 E 関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局園東海北陸厚生局圃

年金局事業管年管管発0626第3号 H24.6.26 
提出について 年金審査係

中島直樹 H24.6.25 近畿厚生局・中国四国
理課長厚生局 B 九州厚生局社

会保険審査官、四国厚
生支局社会保険審査官

年管管発0626第4号 H24.6.26 年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24. 6圃25日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0626第5号 H24.6.26 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24.6.22 

日本年金機構年金給付 年金局事業管
等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0626第6号 H24.6.26 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 6. 25 日本年金機構年金給付 年金局事業管
について 年金給付管理係 部長 理課長

平成24年度国民年金事務費交付金 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年金

年金局事業管
年管管発0626第7号 H24.6.25 

等の概算交付決定について 交付金係
本田 忠 嗣 H24. 6. 20 調整課長及び年金管理

理課長
課長

平成24年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管雷発0626第8号 H24.6.26 等の概算交付について(第 1四半
交付金係

本田 忠嗣 H24.6.20 調整課長及び年金管理
理課長期分) 課長

決裁取消請求事件1::係る処分の取
年金局事業管理課

日本年金機構 リス
年金局事業管

年管管発0627第1号 H24.6圃27消し及び新たな処分について(依
年金給付管理係

斉藤茂 H24.6.7 クーコンブライアンス
理課長

頼) 部長

年管管発0629第1号 H24.6.29 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 田村 明子 H24.6.27 

日本年金機構リスク圃 年金局事業管
ついて コンブライアンス部長 理課長



年金属施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課担保 起案者 起案E 施行先 施行者

年管管発0702第1号 H24.7.2 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 6. 29 
日本年金機構業務管理 年金局事章昔|

(平成 24年7月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0702第2号 H24.7.2 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金属事業管理課

安粛恭平 H24. 6圃 29
日本年金機構年金給付 年金島事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

入管法等の改正に伴う改正健康保
地方厚生局年金調整課

年管管発0702第3号 H24.7.2 険施行規則の施行について 厚生
年金局事業管理課

風間龍介 H24. 6. 29 長
年金局事業管

局あて
厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長

入管法等の改正に伴う改正健康保
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金島事業管

年管管発0702第4号 H24圃 7.2険施行規則の施行について 機構 風間龍介 H24. 6圃 29
あて

庫生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

l入管法等の改正に伴う改正健市鹿町

年管管発0702第5号 H24. 7. 2 
保険施行規則の施行Jに伴う 年金局事業管理課

風間 龍 介 H24.6.29 
健康保険事務指定市町 年金局事業管

村事務処理基準の一部改正につい 厚生年金保障管理係 村主管課長 理課長
て

年管管発0704第1号 H24.7.4 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 7. 2 
自本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0704第2号 H24. 7圃 4
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.7.2 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0704第3号 H24. 7. 4 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安驚 恭平 H24.7.2 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

配偶者からの暴力を受けた者に係
日本年金機構事業管理

年金局事業管理課 担当部門理事 年金局事業管
年管管発0706第1号 H24.7.4 る国民年金保険料の免除制度の改

国民年金管理係
菊地 英明 H24.7.4 

地方厚生(支)局年金 理課長
善について

調整(年金管理)課長
置

日本年金機構事業企画
「配偶者からの暴力を受けた者に 部門担当理事

年管管発0706第3号 H24.7.4 
係る園畏年金、厚生年金保険及び 年金局事業管理課

菊地 英 明 H24.7.4 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

船員保険における秘密の保持の配 国民年金管理係 部門担当理事 理課長
慮について」の一部改正について 地方庫生(支)局年金

調整(年金管理)課長

日本年金機構障害年金
業務部長 m 北関東信越
ブロック本部管理部

年管菅発0706第5号 H24. 7圃 6
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 7. 6 
長、北海道厚生局園東 年金屑事業管

承認について 年金審査係 北厚生局・関東信越厚 理課長
生局 g 東海北陸厚生
局開近畿厚生島・九州
厚生局社会保険審査官



日本年金機構リスク闘
コンブライアンス部

年管管発0706第6号 H24. 7. 6 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 7. 6 
長圃中部ブロック本部 年金局事業管

分変更について 年金審査係 長園近畿ブロック本部 理課長
長圃九州ブロック本部
長

年管管発0706第7号 H24. 7. 6 決定の告示について(回答) 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.7.5 大阪法務昂畏 年理金課長局事業管

年管管発0710第1号 H24. 7.10 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安驚 恭 平 H24.7.6 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0711第3号 H24. 7. 11 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金屑事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7. 9 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0712第1号 H24. 7圃11
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.7.2 厚生局社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

老齢厚生年金の不支給決定の承認

年管管発0712第2号 H24. 7.12 
について 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7. 11 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

(平成 24年 7月 10日報告 年金給付管理係 部長 理課長
分)

年管管発0712第3号 H24. 7.12 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7. 11 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金

年管管発0717第1号 H24. 7. 17 
審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24. 7.12 
業務部長、北海道ブ 年金局事業管

承認について 年金審査係 ロック本部管理部長、 理課長
社会保障審査官

年管管発0717第2号 H24. 7. 17 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7. 13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

北海道関東北圃関東信
年金局事業管 i

年管管発0718第1号 H24. 7圃17
蕃査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明子 H24. 7. 5 
越園東海北陸・近畿圏

提出について 中国周囲国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年管管発0718第2号 H24. 7.18 
年金の裁定等の決定に罷る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 7圃17
日本年金機構業務管理 年金属事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長
.開

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの
業務部長北海道・関

年金局事業管
年管管発0718第3号 H24. 7.18 年金局事業管理課 田村 明子 H24. 7.11 東信越園東海北陸 E 近

承認について
畿・九州厚生局社会保

理課長

険審査官



障害基礎年金支給停止処分取消請

年管管発0718第4号 H24. 7. 18 
求事件(仙台地裁平成23年

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 7.18 仙台法務局長
年金属事業管

(行ウ)第 18号)の取下げに対 理課長
する同意について

年管管発0718第5号 H24. 7. 18 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 7圃12
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

分変更について 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0719第1号 H24. 7.19 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7.18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理罷 部長 理課長

年管管発0719第2号 H24. 7. 19 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 7.18 
日本年金機構年金給付 年金属事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道厚生届・東北厚
生局関関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局園東海北陸厚生局包

年金馬事業管
年管管発0719第3号 H24. 7.19 中島直樹 H24. 7. 13 近畿厚生局・中国四国

提出について 年金審査係
厚生局園田園厚生支

理課長

局固九州厚生局社会保
険審査官

日本年金機構リスク幽
コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

年管管発0719第4号 H24. 7. 19 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24. 7.17 
長、北関東・信越ブ 年金局事業管

分変質について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、四国ブ
ロック本部長、九捌ブ
ロック本部長

日本年金機構リスク園

年管管発0720第1号 H24. 7. 19 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 田村 明子 H24. 7.18 
コンブライアンス部長 年金属事業管

分変更について 中部園近畿ブロック本 理課長
部長

年管管発0720第2号 H24.7.20 
衆議員議員の国民年金加入状況に 年金局事業管理課

菊地英明 H24. 7. 20 
日本年金機構副理事 年金局事業管

ついて(依頼) 国民年金管理保 長 理課長

年管管発0720第3号 H24.7.20 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.7.20 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0720第4号 H24.7.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安藤恭 平 H24. 7. 20 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0724第1号 H24.7.24 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.7.23 
日本年金機構業務管理 年金屑事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0724第2号 H24.7.24 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 7. 20 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援

年管管発0725第1号 H24.7.25 
するための国民年金法等の一部を 年金局事業管理課

柳田真 一 H24. 7. 25 
自本年金機構事業管 年金局事業管

改正する法律」の施行に伴う後納 国民年金管理慌 理部門担当理事 理課長
保険料に関する事務の取扱につい
て

日本年金機構障害年金
業務部長 B 近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ク本部管理部長、東北

年金局事業管
年管管発0725第3号 H24.7.25 

承認について 年金審査係
中島 直樹 H24. 7圃25厚生局・関東信越厚生

理課長島園東海北陸厚生局園
近畿厚生島園九州厚生
局社会保険審査官

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
コンブライアンス部

年金局事業管
年管管発0725第4号 H24. 7圃25

分変更について 年金審査係
中島 車樹 H24.7.25 長・近畿ブロック本部

理課長
長岡九州ブロック本部

長

平成23年度市町村国民年金等事務 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年金

年管管発0726第1号 H24圃7.26
費決算審査の実施について 交付金係

本田 忠嗣 H24. 7. 25 調整課長、年金管理課
理課長

長

年管管発0726第2号 H24.7.26 
平成23年度市町村国民年金等事務 年金局事業管理課

本田 忠嗣 H24.7.25 
東北厚生局年金管理課 年金局事業管

費決算審査の実施について 交付金係 長 理課長

年管菅発0727第1号 H24.7.27 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 7. 25 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0727第2号 H24.7.27 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 吉田哲 弘 H24.7.27 東京法務局長
年金局事業管
理課長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構北関東圃

年金局事業管
年管管発0730第1号 H24.7.27 佐藤崇宏 H24. 7. 26 信越ブロック本部管理

承認依頼について(回答) 年金審査係
部長

理課長

年管管発0730第2号 H24.7.30 
審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.7.26 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 年金審査係 部長、社会保険審査官 理課長

年管管発0731第1号 H24.7.31 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安薦恭 平 H24.7.30 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成24年8月支払分等) 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0731第2号 H24.7.31 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.7.30 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管官発0731第3号 H24.7.31 
特別障害給付金に保る裁定の承認 年金屑事業管理課

安粛恭平 H24.7.30 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0731第4号 H24. 7. 311国民年金障害給付等の不支給決定|年金局事業管理課 |安蔚恭平
等の承認について i年金給付管理係

日本年金機構年金給付 |年金島事業管H24. 7. 271!;!-::;"'1"";m;1Ja1l'J"'1"";m;INl"J 
部長 |理課長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課園保 起案者 起案日 施行先 施行者

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構 リス

年金居事業管年管管発0802第1号 H24.8冒 2 市川幸伸 H24. 8. 1 ク E コンブライアンス
ついて 年金審査係

部長
理課長

年管管発0802第2号 H24.8.2 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤 崇 宏 H24圃7.24社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、南関東ブロック本

年金属事業管
年管管発0803第1号 H24.8.2 佐藤崇宏 H24. 8. 1 部長、中部ブロック本

分変更について 年金審査係
部長、近畿ブロック本

理課長

部長、九州ブロック本
部長

北海道・東北圃関東信

年管管発0803第2号 H24. 8. 2 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24. 7. 25 
越・東海北陸 a 近畿 E 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保験審査官

日本年金機構障害年金
業務部長近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの
ク本部管理部長北海

年金局事業管
年管管発0803第3号 H24.8.2 年金局事業管理課 田村明子 H24. 8圃1道・関東信越園東海北

承認について 陸・近畿・中国四国岡 理課長

九州厚生届社会保険審
査官

適用事業所の事業主における被保
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管菅発0803第4号 H24.8.3 険者及び被扶養者の氏名の確認に
厚生年金保険管理係

片谷大介 H24.8圃1
部門担当理事 理課長

ついて

適用事業所の事業主における被保
年金局事業管理課 地方厚生支(島)担当 年金局事業管

年管管発0803第5号 H24.8.3 険者及び被扶養者の氏名等の確認
厚生年金保険管理係

片谷大介 H24.8.1 
課長 理課長

について

年管管発0807第1号 H24. 8. 7 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.6 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

賃金スライドに伴う原簿更新の承
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付 年金局事業管

年管管発0807第2号 H24.8.7 認について
年金給付管理係

安藤 恭 平 H24.8.6 
部長 理課長

(平成24年8月改定分)

年管管発0807第4号 H24.8.7 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安驚 恭 平 H24.8.3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0807第5号 H24.8.7 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.8.3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0807第6号 H24固 8.7 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.8.6 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道厚生局聞東北厚
生局・関東信越厚生

年管管発0807第7号 H24.8.7 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

中島直樹 H24.8.1 
局・東海北陸厚生局・ 年金局事業管

提出について 年金審査係 近畿厚生局・四国厚生 理課長
支馬田九州厚生局社会
保険審査官

田本年金機構リスク固

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0808第1号 H24. 8. 8 

分変更について
年金局事業管理課 田村明子 H24.8.6 東北町北関東圃信越・

理課長
中部園近畿ブロック本
部長

藤入徴覗官

年管管発0809第1号 H24.8.9 
平成 23年度歳入決算純計額調に

年金属事業管理課 森山 益 人 H24.8.8 
日本年金機構事業管理 厚生労働省年

ついて 部門担当理事 金局事業管理
課長

厚生年金保険法施行規則等の一部
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0810第1号 H24.8.6 を改正する省令の施行に伴う事務
厚生年金保険管理保

片谷大介 H24.8.6 
部門担当理事 理課長

の取扱いについて(機構宛)

厚生年金保険法施行規則等の一部
地方厚生局年金指導課

年管管発0810第2号 H24.8.6 を改正する省令の施行に伴う事務
年金局事業管理課

風間 龍介 H24.8.6 長
年金局事業管

の取扱いについて(厚生局宛)
摩生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長

年管管発0813第1号 H24.8.13 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.8.10 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0815第1号 H24.8.15 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 8.13 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0815第2号 H24.8.15 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0820第1号 H24.8.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金扇事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.17 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0820第2号 H24.8.20 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.8.17 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長間近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ク本部管理部長、東北

年金島事業管
年管管発0820第3号 H24.8.20 

承認について 年金審査係
中島直樹 H24.8.9 厚生局副関東信越厚生

理課長局聞東海北陸厚生局国
近畿厚生局田中間四国
厚生局社会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0820第4号 H24.8.20 

承認依頼について(回答) 年金審査係
中島直樹 H24.8圃 9業務部長・近畿ブロッ

理課長
ク本部管理部長

年管管発0821第1号 H24.8.21 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.8圃 20
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0821第2号 H24. 8. 21 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.17 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0821第3号 H24. 8. 21 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24圃 8.20
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

障害の状態にある加給年金対象者
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0822第1号 H24.8.22 である子等の障害状態を確認する
障害認定企画係

小杉 光恵 H24.8.21 
部門担当理事 理課長

診断書の取扱いについて

障害の状態にある加給年金対象者
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年
年金局事業管

年管管発0822第2号 H24圃 8.22である子等の障害状態を確認する
障害認定企画保

小杉光 恵 H24.8.21 金調整課長、年金管理
理課長

診断書の取扱いについて 課長

年管管発0822第3号 H24.8.22 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川幸 伸 H24.8.22 
日本年金機構リスク・ 年金属事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構リスク E

コンブライアンス部

年管管発0823第1号 H24.8.23 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.8.23 
長、北関東 a 信越ブ 年金島事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

年管管発0827第1号 H24.8.24 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.8.24 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0829第1号 H24.8.29 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24. 8.15 社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

年管管発0829第2号 H24.8.29 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金馬事業管理課

安粛恭平 H24.8.28 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0829第3号 1-124.8.29 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金島事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0829第4号 1-124.8.29 
特別障害給付金の裁定及び却下の 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.8.28 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定に係る承認について 年金給付管理保 部長 理課長

北海道司東北園関東信

年管管発0830第1号 H24.8.30 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明子 H24. 8. 16 
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

提出について 中国固四国圃九州車生 理課長
局社会保険審査官

還付金差押の支払い誤りについて
議入徴収官厚生労働 年金局事業管年管管発0830第2号 H24圃 8.30 (平成 24年3月30日及び7月 年金局事業管理課 鈴木 利和 H24.8.29 

24日支払分)
省年金局事業管理課長 理課長

日本年金機構リスク幽
コンブライアンス部、

年管管発0830第3号 H24.8.29 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金聞事業管理課

佐藤崇宏 H24.8.24 
南関東ブロック本部 年金局事業管

分変更について 年金審査係 長、近畿ブロック本部 理課長
長、九州ブロック本部
長

日本年金機構障害年金

年管管発0830第4号 H24.8.29 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.8.27 
業務部長、北海道ブ 年金局事業管

承認について 年金審査係 ロック本部長、社会保 理課長
険審査官

日本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0831第1号 H24.8.30 

分変更について
年金局事業管理課 田村 明子 H24.8.29 東北・北関東・信越圃

理課長
中部・近畿 E 中国・九
州ブロック本部長

年管管発0831第2号 H24.8.31 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.8.31 
日本年金機構リスク掴 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長



I _~町-..u‘ー-・. .. 
文書番号 決韓日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管管発0904第1号 H24.9.4 
再審査請求事件L係る処分変更に 年金局事業管理課

市川幸伸 H24.9.4 
日本年金機構リスク固 年金属事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

障害年金支給停止決定取消請求事
年金島事業管|

年管管発0904第2号 H24. 9. 4 
件(福岡地裁平成24年(行

年金局事業管理課 吉田哲弘 H24.9.4 福岡法務局長
ウ)第 10号)の取り下げに対す 理課長
る同意について

北海道厚生局、東北厚
生局、関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局、東海北陸厚生居、

年金局事業管
年管管発0905第1号 H24. 9. 5 

提出について 年金審査保
中島直樹 H24.8.31 近畿厚生局、中国四国

理課長
厚生局、四国厚生支
局、九州厚生局社会保
険審査官

年管管発0905第2号 H24. 9圃 5
行政訴訟事件の訴え取下げに対す

年金局事業管理課 堀勝博 H24.9.5 東京法務局長
年金局事業管

る同意について 理課長

年管管発0905第3号 H24.9圃 5
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 9. 3 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0905第4号 H24圃 9.5
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.9.3 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成 24年9月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0905第5号 H24.9.5 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.9.3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0905第6号 H24.9.5 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金属事業管理課

安粛 恭平 H24.9.3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0905第7号 H24.9.5 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.9圃 3
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0905第8号 H24圃 9.5
老齢福祉年金の各種諸変更の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 9. 3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長北関東・信

審査請求事件に係る処分取消しの
越ブロック本部管理部

年金島事業管
年管管発0906第1号 H24.9.5 年金局事業管理課 田村明子 H24.8.30 長東北・関東信越 a

承認について 東海北陸歯中国四国・
理課長

九州厚生島社会保険審
査官

年管管発0906第2号 H24.9.6 決定の告知について(意見書) 年金局事業管理課 吉田 哲弘 H24.9同 6金沢地方法務局長
年金局事業管
理課長

年管管発0906第3号 H24.9.6 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明子 H24圃 9圃 5
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 業務部長 理課長



電子申請により社会保険労務士が
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発0907第1号 H24.9.7 提出代行する届書等における添付 片谷大 介 H24.9.4 
書類の取扱いについて

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

電子申請により社会保険労務士が
年金局事業管理課 全国社会保険労務士連 年金局事業管

年管管発0907第2号 H24.9.7 提出代行する届書等における添付 片谷大介 H24.9.4 
書類の取扱いについて

厚生年金保険管理係 合会会長 理課長

電子申請により社会保険労務士が
地方厚生局年金指導課

年管管発0907第3号 H24.9.7 提出代行する届書等における添付
年金局事業管理課

片谷大 介 H24.9.4 長
年金局事業管

書類の取扱いについて
厚生年金保険管理係 地方厚生{支)局年金 理課長

管理課長

厚生年金保険の保険給付及び国民
年金局事業管理課

日本年金機構
年金局事業管

年管管発0907第4号 H24.9.7 年金の給付を受ける権利に係る消 鹿間等 H24.9.7 事業企画部門担当理事
滅時効の接用の取扱いについて

年金給付管理係
事業管理部門担当理事

理課長

日本年金機構障害年金
業務部長・近畿ブロッ
ク本部管理部長・四国

年管管発0907第5号 H24.9.7 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H24.9.7 
ブロック本部管理部 年金局事業管

承認について 年金審査係 長、関東信越厚生局・ 理課長
東海北陸厚生局・近畿
厚生局・四国厚生支局
社会保険審査官

日本年金機構リスク凶
コンブライアンス部

年管管発0907第6号 H24.9.7 審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
中島直樹 H24.9.7 長、近畿ブロック本部 年金局事業管

分変更について 年金審査係 長、中国ブロック本部 理課長
長、九州ブロック本部
長

年管管発0907第7号 H24.9.7 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.9.7 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0910第1号 H24.9.10 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.9.10 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0912第1号 H24.9.12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.9.7 日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

年管管発0913第1号 H24.9.12 審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H24.9.11 

長、北関東 E 信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、南関東 理課長
ブロック本部長、九州
ブロック本部長



審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管年管管発0913第2号 H24.9.12 
承認について 年金審査係

佐藤 崇 宏 H24.9.11 業務部長、社会保険審
理課長

査宮

年管管発0913第3号 H24.9.12 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇 宏 H24. 9. 11 
日本年金機構障害年金 年金島事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0913第4号 H24圃9.13 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 9圃12
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0914第1号 H24圃9.14
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 9.12 
日本年金機構年金給付 年金島事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0914第2号 H24.9.14 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 9.12 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0914第3号 H24.9贋 14
訴訟事件に係る処分変更について

年金局事業管理課 小川 暫男 H24.9.13 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

(依頼) コンブライアンス部長 理課長

平成24年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0919第1号 H24. 9. 6 等の概算交付について(第2四半
交付金係

本田 忠 嗣 H24.9.6 調整課長、年金管理課
理課長

期分) 長

北海道・東北・関東信

年管管発0919第2号 H24.9.18 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金商事業管理課 田村明子 H24. 9固 10
越・東海北陸・近畿・ 年金局事業管

提出について 中国園四国園九州厚生 理課長
局社会保険審査官

年管管発0919第3号 H24. 9. 11 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.9.10 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0919第4号 H24.9.19 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.9.18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年菅管発0919第5号 H24.9圃19
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 9圃14
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長業務渉外部
長近畿ブロック本部

年管管発0920第1号 H24.9.20 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明子 H24.9.12 
管理部長東北 E 関東 年金局事業管

承認について 信越・東海北陸 E 近 理課長
畿圏九州厚生局社会保
険審査官社会保険審
査会委員長



日本年金機構リスク周

審査請求事件の容認決定に係る処
コンブライアンス部長

年金局事業管
年管管発0920第2号 H24.9.20 

分変更について
年金局事業管理課 田村 明子 H24. 9圃19東北・北関東園信越圃

理課長中部園近畿箇九州ブ
ロック本部長

年管管発0920第3号 H24.9.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安驚 恭 平 H24.9.19 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理保 部長 理課長

年菅管発0921第1号 H24.9.21 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.9.19 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長園近畿ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ク本部管理部長、北海

年金属事業管
年管管発0921第2号 H24.9.21 

承認について 年金審査係
中島 直樹 H24. 9. 21 道厚生局圃関東信越厚

理課長
生局・東海北陸厚生
局・近畿厚生局圃九州
厚生局社会保険審査官

年管管発0921第3号 H24.9.21 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島 直樹 H24.9.21 
日本年金機構近畿ブ 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 ロック本部管理部長 理課長

社会保険オンラインシステム(窓
年金局事業管理課

日本年金機構事業管
年金局事業管

年管管発0924第1号 H24.9伺 24口装置)の稼働時間の延長につい
庶務係

半開渉 H24.9圃24理部門担当理事 シス
理課長

て テム部門担当理事

年管管発0925第1号 H24.9.25 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 9. 24 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0925第2号 H24.9.25 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 9冒 24
日本年金機構年金給付 年金閤事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0925第3号 H24.9.25 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.9.24 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

購入徴収官

年管管発0927第1号 H24.9.27 
歳入金の誤びゅう訂正について

年金局事業管理課 鈴木利 和 H24.9.27 
会計検査員第一局財 厚生労働省年

(報告) 務検査第一課長 金局事業管理
課長

日本年金機構リスク B

コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東固信越ブ

年金局事業管
年管管発0927第2号 H24.9.27 中島 直樹 H24. 9. 25 ロック本部長、中部ブ

分変更について 年金審査係
ロック本部長、近畿ブ

理課長

ロック本部長、九州ブ
ロック本部長



北海道厚生局聞東北厚
生島田関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発0927第3号 H24.9.27 

提出について 年金審査係
中島直樹 H24.9.20 近畿庫生局開中国四国

理課長厚生局聞四国厚生支
局掴九州厚生局社会保
険審査官

陶

年管官発0928第1号 H24.9.28 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24司 9.26
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



.~."u‘面白.. 司"・a

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案自 施行先 |施行者

年管管発1001第1号 H24. 10圃1国畏年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24.9.28 日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発1001第2号 H24. 10. 1 審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
佐藤 崇宏 H24.9.25 社会保険審査官

年金属事業管
提出について 年金審査保 理課長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
業務部長、南関東ブ

年金昂事業管年管管発1001第3号 H24圃10.1 佐藤 崇宏 H24.9.28 ロック本部管理部長、
承認について 年金審査係

中部ブロック本部管理
理課長

部長

購入徴収官

年管管発1002第2号 H24.10.2 平成 24年度第 1四半期における
年金局事業管理課 森山 益人 H24. 10. 1 会計検査院第二局摩生 厚生労働省年

薦入徴収額計算書の送付について 労働検査第4課長 金属事業管理
課長

年管管発1002第3号 H24.10.2 年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課
安驚 恭平 H24. 10. 1 日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管官発1002第4号 H24.10.2 各種詰変更等の承認について 年金局事業管理課
安粛 恭 平 H24. 10. 1 日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成 24年 10月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1002第5号 H24. 10園 2特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24. 10. 1 日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道聞東北園関東信

年管管発1003第1号 ~124. 10.2 審査請求事件に係る保険者意見の
年金局事業管理課 田村明子 H24. 9圃27

越園東海北陸回近畿・ 年金局事業管
提出について 中国・四国 E 九州厚生 理課長

局社会保険審査官

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東信越ブロツ

年金局事業管
年管管発1004第1号 H24.10.4 佐藤 崇宏 H24. 10.4 ク本部長、南関東信越

分変更について 年金審査係
ブロック本部長、中部

理課長

ブロック本部長、近畿
ブロック本部長

年管管発1005第1号 H24.10.5 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課
安粛 恭 平 H24.10.3 日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1010第1号 H24. 10圃4再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 田村明子 H24.10.4 日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長北関東・信
越園近畿ブロック本部

年管管発1010第2号 H24.10.9 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24.10.5 
管理部長北海道園東 年金局事業管

承認について 北圃関東信越幽東海北 理課長
陸箇近畿・中国四国圃

九州厚生局社会保険審
査官

年管管発1010第3号 H24.10.9 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24.10.5 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 業務部長 理課長

年菅管発1010第4号 H24. 10. 10 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H24. 10. 10 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理様 部長 理課長

年管管発1010第5号 H24. 10. 10 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24圃10.5 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構 リス

年金属事業管
年管管発1011第1号 H24. 10. 11 

ついて 年金審査係
市川I幸伸 H24. 10. 10 クーコンブライアンス

理課長
部長

健鹿保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 近畿厚生局年金調整課 年金局事業管

年管管発1011第2号 H24. 10. 11 地域の指定の取消について(通
厚生年金保険管理係

風間 龍介 H24.9.24 
長 理課長

知)

健廉保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 四国厚生支局年金管理 年金局事業管

年管管発1011第3号 H24. 10. 11 地域の指定の取消について(通
厚生年金保険管理係

嵐闇 龍 介 H24. 9圃24
課長 理課長

知)

健康保険の事務の一部を行わせる
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年管管発1011第4号 H24. 10. 11 地域の指定の取消について(通
厚生年金保険管理係

風間 龍介 H24.9.24 
部門担当理事 理課長

知)

年管管発1011第5号 H24. 10. 11 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 10. 10 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1011第6号 H24. 10. 11 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 10. 10 
日本年金機構年金給付 年金居事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1016第1号 H24. 10. 12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 10. 12 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1016第2号 H24. 10. 16 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 10. 15 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1016第3号 H24. 10圃16
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 10. 15 
日本年金機構年金給付 年金高事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発1017第1号 H24. 10. 15 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24. 10. 12 
日本年金機構リスク園 年金局事業管|

ついて コンブライアンス部長 理課長

北海道厚生局園東北厚
生局圃関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
眉・東海北陸厚生局・

年金局事業管年管管発1019第1号 H24. 10. 19 
提出について 年金審査係

中島 直樹 H24. 10. 10 近畿厚生局・中国四国
理課長厚生局圃四国厚生支

局開九州厚生局社会保
険審査官

年管管発1019第3号 H24. 10. 19 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安蘭恭平 H24. 10. 18 
日本年金機構年金給付 年金馬事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1019第4号 H24. 10. 19 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安驚恭平 H24. 10. 19 
日本年金機構業務管理 年金馬事業管

町村への通知について 年金給付管理保 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信
越ブロック本部管理部

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
長、中部ブロック本部

年金局事業管
年管管発1023第1号 H24.10圃23

承認について 年金審査係
中島直樹 H24. 10. 17 管理部長、北海道厚生

理課長
局・関東信越厚生局ー
東海北陸厚生局開近畿
厚生局圃中国四国厚生
局社会保険審査宮

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構南関東ブ

年金屑事業管
年管管発1023第2号 H24.10.23 

承認依頼について(回答) 年金審査係
中島直樹 H24. 10. 17 ロック本部・近畿ブ

理課長
ロック本部管理部長

年管管発1024第1号 H24.10.23 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24.10.23 
日本年金機構リスク闘 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発1024第2号 H24.10.24 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.10.22 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1024第3号 H24圃10.24
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 10. 19 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長
-- 剛

年管管発1024第4号 H24.10.24 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24.10.24 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長
ー一



日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東 E 信越ブ

年金馬事業管年管管発1024第5号 1-124.10.24 
分変更について 年金審査係

本杉 真一 H25. 10. 18 ロック本部長、南関東
理課長

ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、中酉
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

日本国への帰化許可申請者からの

年管管発1024第6号 H24.10.24 
社会保険料納入確認又は国民年金

年金昂事業管理課 森山 益 人 H24圃10.22
法務省毘事局民事第一 年金局事業管

保険料納付確認の申請に係る取扱 課長 理課長
について(回答)

日本国への掃化許可申請者からの

年管官発1024第7号 H24.10.24 
社会保険料納入確認又は国民年金

年金局事業管理課 森山 益人 H24.10.22 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

保険料納付確認の申請に係る取扱 部門担当理事 理課長
いについて(通知)

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発1025第1号 H24.10.25 

承認について 年金審査係
佐藤崇宏 H24.10圃23業務部長、社会保険審

理課長
査官

社会保険オンラインシステム(窓
年金局事業管理課

日本年金機構事業企
年金屑事業管

年管管発1026第1号 H24. 10匹 26ロ装置)の稼働時間の延長につい
庶務係

半間渉 H24.10.26 画部門担当理事 シス
理課長

て テム部門担当理事

「生活に困窮する外国人に対する
地方厚生島年金調整課

生活保護の措置J (通知)に基づ
年金属事業管理課 長 年金局事業管

年管管発1026第2号 H24圃10.26く保護を受けている外国人の富民
国民年金管理保

菊地 英明 H24.10.25 
地方厚生(支)局年金 理課長

年金保険料免除の申請の取扱いに
管理課長

ついて

年管管発1026第4号 H24齢 10.26
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.10.22 社会保険審査宮
年金属事業管|

提出について 年金審査係 理課長

年管管発1029第1号 H24.10.29 
厚生年金基金からの離婚分割移換 年金局事業管理諜

安粛恭 平 H24.10司 26
厚生年金基金理事長 年金局事業管

金の徴収について 年金給付管理協 企業年金連合会理事長 理課長

一



年管管発1029第2号 H24.10.29 
建設業の許可行政庁との連携によ 年金局事業管理課

西YーE ノムL罵a H24.10.29 
自本年金機構事業管理 年金局事業管

る適用の適正化について 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発1029第3号 H24.10.29 
建設業の許可行政庁との連携によ 年金局事業管理課

西元公宣 H24.10.29 長
年金局事業管

る適用の適正化について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
管理課長

年管管発1030第1号 H24.10.23 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 10. 19 
日本年金機構リスク圃 年金属事業管!

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発1030第2号 H24.10.30 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24.10.29 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1031第1号 H24.10.31 
捜査関係事項照会書について(回 年金局事業管理課

斉藤茂 H24.10.30 
年金局事業管

答) 年金給付管理係 理課長

日本年金機構リスク岡
コンブライアンス部

年管管発1031第2号 H24. 10.31 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉 真一 H25.10.30 
長、北関東圃信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

北海道・東北・関東信

年管菅発1031第3号 H24.10.31 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24.10圃23
越園東海北陸・近畿圏 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保険審査官



年金局施行簿
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

最入徴収官

年管管発1101第1号 H24.11開 1
平成24年度第2四半期における

年金局事業管理課 鈴木 利 和 H24. 10圃30
会計検査院第二周厚生 厚生労働省年

歳入徴収額計算書の送付について 労働検査4課長 金局事業管理
課長

年管管発1101第2号 1-124.10.31 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24園 10.30
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発1101第3号 H24. 11. 1 
訴訟上の救助付与決定について

年金局事業管理課 堀勝博 H24. 11. 1 静岡地方法務局長
年金局事業管

(回答) 理課長

年管管発1101第4号 H24. 11. 1 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24.10.26 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1101第5号 H24. 11. 1 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24圃10.31
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

近畿大阪銀行茨木支届の不祥事に
日本年金機構厚生年金

年管管発1102第1号 H24. 11. 2 
伴う領収証書と領収済通知書の領

年金局事業管理課 鈴木 利 和 H24.10.30 保険部長 日本年金機
年金局事業管

収日付が異なる藤入金受入分の対
構国民年金部長

理課長
応について(依頼)

年管管発1106第1号 H24. 11. 6 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安藤 恭平 H24. 11圃5日本年金機構業務管理 年金局事業管
ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1106第2号 H24. 11圃6
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 2 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成24年 11月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1106第3号 H24. 11. 6 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 2 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1106第5号 H24. 11. 6 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 2 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1106第6号 H24. 11. 6 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 5 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
長、中部ブロック本部

年金昂事業管
年管菅発1106第7号 H25. 11. 6 本杉 真 一 H25. 11. 5 長、近畿ブロック本部

ついて 年金審査係
長、中国ブロック本部

理課長

長、九州ブロック本部
長



日本年金機構
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

リス
年金馬事業管年管管発1106第8号 ~124. 11. 6 市川幸伸 H24. 11. 6 ク圃コンブライアンス

ついて 年金審査係
部長

理課長

年管管発1108第1号 H24. 11. 7 決定の告知について(意見書) 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 11. 7 東京法務局長
年金局事業管
理課長

日本年金機構障害年金
業務部長北関東圃信

審査請求事件に係る処分取消しの
越町中部ブロック本部

年金局事業管年管管発1108第2号 H24. 11. 8 年金局事業管理課 田村明子 H24. 10. 25 管理部長関東信越国
承認について

東海北陸園近畿 R 四 理課長

国圃九州庫生局社会保
険審査官

年管管発1108第3号 H24. 11. 8 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24.10.25 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 業務部長 理課長

年管管発1109第1号 H24. 11. 8 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H24. 11. 8 大阪法務届長
年金局事業管
理課長

開

年管管発1112第1号 H24. 11園 12
訴訟よの救助付与決定に対する即 年金局事業管理諜

市JII 幸伸 H24. 11. 12 東京法務局長
年金局事業管

時抗告の要否について 年金審査係 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
長、北関東田信越ブ

年金屑事業管
年管管発1112第2号 H24. 11. 12 本杉 真一 H25. 11. 9 ロック本部長、南関東

ついて 年金審査係
ブロック本部長、近畿

理課長

ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発1113第1号 H24園 11.13 決定の告知について(意見書) 年金局事業管理課 小杉 光 恵 H24. 11. 13 福岡法務局長
年金局事業管
理課長

年管管発1113第2号 H24. 11. 13 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 12 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発1113第3号 H24. 11. 13 
由民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 9 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1113第4号 H24. 11. 13 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 12 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長



北海道厚生昂 E 東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求事件に保る保験者意見の 年金局事業管理課
崩園東海北陸厚生局開

年金局事業管年管管発1114第1号 H24. 11. 14 中島直樹 H24. 11. 2 近畿厚生局圏中国四国
提出について 年金審査保

厚生局圃四国厚生支 理課長

局 E 九州厚生局社会保
険審査官

年管管発1114第2号 H24. 11. 14 
時効に係る決定圃裁決への対応に 年金局事業管理課

市川 幸 伸 H24.11圃13
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

北海道厚生局・東北厚
生島・関東信越厚生

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理諜
局周東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発1116第1号 H24司 11.16 本杉 真 一 H25. 11. 12 近畿厚生島園中国四国

ついて 年金審査係
厚生島岡囲園厚生支 理課長

馬圃九州厚生局社会保
険審査官

年菅管発1116第2号 H24. 11. 16 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 15 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理保 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長園東北ブロッ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ク本部管理部長、北海

年金局事業管
年管管発1119第1号 H24. 11. 16 中島直樹 H24. 11. 14 道厚生局幽東海北陸厚

承認について 年金審査係
生局・近畿厚生闇・九

理課長

州厚生局・東北厚生局
社会保険審査官

年管管発1119第2号 H24. 11. 16 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島 直樹 H24. 11. 14 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発1120第1号 H24. 11. 20 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 19 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1120第2号 H24. 11. 20 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 19 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1120第3号 H24. 11. 20 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11圃16
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理部 部長 理課長

年管管発1120第4号 H24. 11. 20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 11. 20 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長



日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
長、北関東・信越ブ

年金局事業管年管管発1122第1号 H24. 11司 22 本杉真一 H25. 11. 21 ロック本部長、南関東
ついて 年金審査係

ブロック本部長、中部
理課長

ブロック本部長、中国
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発1122第2号 H24. 11圃22国税通則法の改正について
年金局事業管理課

風間龍介 H24. 11. 22 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

地方厚生局年金調整課

年管管発1122第3号 H24. 11. 22 国税通則法の改正について
年金局事業管理課 i風間龍介 H24. 11. 22 長 年金局事業管
厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長

管理課長

年管菅発1126第1号 H24圃11.22
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

|佐藤崇宏 H24. 11. 12 社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

年管管発1127第1号 H24. 11. 27 
捜査関係事項照会書について(回 年金局事業管理課

斉藤琵 回4.11. 27 
年金局事業管

答) 年金給付管理係 理課長

年管管発1127第2号 H24. 11. 27 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 26 
年金属事業管

ついて 年金給付管理係 理課長

年管管発1127第3号 H24. 11.27 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 26 
日本年金機構年金給付 年金屑事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1127第4号 H24. 11. 27 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 26 日本年金機構年金給付 年金局事業管
について 年金給付管理係 部長 理課長

北海道園東北・関東信

年管管発1129第1号 H24. 11. 28 提審査出請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課 田村明子 H24. 11. 19 
越・東海北陸・近畿圏 年金局事業管

について 中国園四国圃九州厚生 理課長
居社会保険審査官

日本年金機構リスク・

再蕃査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
コンブライアンス部

年金局事業管
年管管発1130第1号 H25. 11. 30 本杉 真一 H25園11.28長、近畿ブロック本部

ついて 年金審査係
長、中国ブロック本部

理課長

長



:.....'.I.....f.l 'V  

文書番号 決裁日 件名 起案担当課園係 起案者 起案日 施行先 施行者

「年金記緑に係る申立てに対する
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

年菅管発1203第1号 H24圃11.30あっせんに関する受付等事務手続 半間渉 H24. 11. 30 
細貝IJJの一部改正について

庶務係 部門担当理事 理課長

「厚生年金等の振込、送金、およ 日本年金機構
び外国送金に関する財務省会計セ

年金局事業管理課
事業企画部門担当理

年金局事業管
年管管発1203第2号 H24. 11. 26 ンタ一、厚生労働省および日本銀 斉藤茂 H24.11.21 事殿

行との協定書j の締結に伴う振込
年金給付管理係

事業管理部門担当理
理課長

事務等の実施について 事殿

平成25年における厚生年金保険法
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業菅

年管管発1203第3号 H24圃12.3附則第17条の14等の規定による延 高橋 智弘 H24.12.3 
滞金の割合の特例について

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

年管管発1204第1号 H24.12.4 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 11. 30 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成 24年 12月支払分等) 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発1204第2号 H24.12.4 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 12.3 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1204第3号 H24.12.4 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安藤 恭 平 H24. 11. 30 B本年金機構年金給付 年金局事業管
認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1204第4号 H24.12.4 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 11. 30 日本年金機構年金給付 年金局事業管
等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1204第5号 H24.12.4 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H24. 12. 3 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1206第1号 H24.12.5 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H24. 12.3 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金

年管管発1206第2号 ~124. 12. 6 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24. 11. 27 
業務部長、北関東園信 年金局事業管

承認について 年金審査係 越ブロック本部管理部 理課長
長、社会保険審査官

年管管発1206第3号 H24圃12.6
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H24.12.4 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(田答) 年金審査係 業務部長 理課長



北海道厚生島・東北厚
生層冨関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局 E 東海北陸厚生局聞

年金局事業管年管管発1206第4号 H24.12.6 
提出について 年金審査係

中島直樹 H24. 11. 28 近畿厚生局・中国四国
理課長

厚生局側四国厚生支
局 E 九州厚生局社会保
険審査官

日本年金機構障害年金

年管管発1207第1号 H24圃12.6
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24. 11. 29 業務部長関東信越・ 年金島事業管
承認について 東海北陸・近畿・九州l 理課長

厚生局社会保険審査官

年管管発1207第2号 H24.12.6 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H24. 11. 29 日本年金機構障害年金 年金商事業管
承認依頼について(回答) 業務部長 理課長

年管管発1207第3号 H24. 12. 7 
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木 利和 H24圃12.5
日本年金機構事業管理 年金局事業管

の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

年管管発1207第4号 H24. 12.7 
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木 利 和 H24.12.5 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

年管管発1207第5号 H24. 12. 7 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉真 一 H25.12.4 
長、北関東白信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、南関東 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発1207第6号 H24. 12.7 
時効に係る決定開決裁への対応に 年金局事業管理課

本杉真一 H25.12.4 
田本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発1211第1号 H24. 12. 11 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H24. 12. 10 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1211第2号 1-124. 12. 11 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安藤恭 平 H24. 12.7 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発1211第3号 H24. 12. 11 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H24. 12. 7 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1211第4号 H24. 12. 11 
特別障害給付金に係る戴定の承認 年金局事業管理課

安驚恭 平 H24. 12. 10 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長



社会保険オンラインシステム(窓
年金局事業管理課

日本年金機構事業企
年金局事業管年管管発1212第1号 H24. 12. 13 口装置)の稼働時間の延長につい

庶務保
半開渉 H24. 12. 12 画部門担当理事 シス

理課長て テム部門担当理事

平成24年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管年管管発1214第1号 H24. 12. 13 等の概算交付について(第3四半

交付金係
本田忠 嗣 H24圃12.10 調整課長、年金管理課

理課長期分) 長

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

年管管発1214第2号 H25. 12. 14 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉真 一 H25. 12. 12 
長、北関東園信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

年管管発1219第1号 H24. 12. 19 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局付事管業理管係理課 安粛恭平 H24圃12圃17日本年金機構業務管理 年金局事業管
ついて 年金給 部長 理課長

年管管発1219第2号 H24. 12. 19 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安驚恭 平 H24. 12. 14 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1219第3号 H24. 12. 19 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安驚恭 平 H24. 12. 17 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、関東信越厚

年管管発1219第4号 H24圃12.19 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島車樹 H24. 12. 11 
生局・東海北陸厚生 年金局事業管

承認について 年金審査保 局 E 近畿厚生局園 理課長
中国四国軍生局副九州
厚生局社会保険審査官

年管管発1219第5号 H24. 12. 19 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H24. 12. 19 
日本年金機構本部障害 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 年金業務部長 理課長

年管管発1220第1号 H24.12.20 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安驚恭平 H24. 12. 19 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

自本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、東北ブロック本部

年金局事業管
年管管発1220第2号 H24.12.20 本杉 真 一 H24.12.20 長、近畿ブロック本部

分変更について 年金審査係
長、中国ブロック本部

理課長

長、九州ブロック本部
長



年管管発1225第2号 1-124.12.25 年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24.12.25 日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発1225第3号 1-124.12.25 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛 恭 平 H24.12.25 日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理儒 部長 理課長

年管管発1226第1号 1-124.12.25 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
佐藤 崇宏 H24.12圃 20日本年金機構リスク・ 年金島事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発1226第2号 1-124.12.25 審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
佐藤 崇 宏 H24. 12. 19 社会保険審査官

年金局事業管
提出について 年金審査係 理課長

年管管発1226第3号 H24.12.26 
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木 利 和 H24.12.25 日本年金機構事業管理 年金局事業管
の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

年管管発1228第1号 1-124司 12.28各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課
安粛 恭平 H24.12.28 

日本年金機構業務管理 年金局事業管
(平成25年 1月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長
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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

年管管発0104第1号 H24.12.28 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24.12.20 社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

年管管発0104第2号 H24.12.28 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H24. 12. 21 
自本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0107第1号 H25園1.7
特別障害給付金に係る裁定の君主認 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.12.27 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0107第2号 H25. 1. 7 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.12.28 
日本年金機購年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0107第3号 H25. 1. 7 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H24.12.28 日本年金機構年金給付 年金局事業管
等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0108第1号 H25. 1. 7 決定の告知について(回答) 年金局事業管理課 堀勝博 H25. 1. 7 東京法務国長
年金局事業管
理課長

北海道聞東北・関東信

年管管発0109第1号 H25. 1. 9 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H24.12.26 
越園東海北陸・近畿圏 年金局事業管

提出について 中国・四国・九州厚生 理課長
局社会保験審査官

年管管発0109第2号 H25. 1. 9 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H25. 1. 7 
日本年金機構業務管理 年金属事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0109第3号 H25. 1. 9 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安薦 恭平 H25. 1. 7 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク置
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東側信越ブ

年金局事業管
年管管発0109第4号 H25園1.9 本杉 真 一 H25. 1. 9 ロック本部長、近畿ブ

分変更について 年金審査係
ロック本部長、中国ブ

理課長

ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

年管管発0109第5号 H25. 1. 9 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川 幸 伸 H25. 1. 9 
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

ついて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0109第6号 H25.1.9 
再審査請求事件に保る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H25. 1. 7 
日本年金機構リスク宵 年金局事業菅

ついて コンブライアンス部長 理課長

東北厚生局 E 関東信越
厚生局・東海北陸厚生

年管管発0110第1号 H25. 1. 10 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

中島 車樹 H25. 1. 7 
局園近畿厚生局 B 中国 年金局事業管

提出について 年金審査係 四国厚生局園田園厚生 理課長
支局眠九州車生局社会
保険審査官



年管管発0111第1号 H25圃1.11 審査請求事件L保る処分取消しの 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H25. 1“8 日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について 年金審査係 業務部長 理課長

基礎年金等年間平均被保険者数等 年金局事業管理課
地方厚生(支)崩年金

年金局事業管年管管発0111第2号 H25. 1. 11 
の報告について 交付金係

本田忠 嗣 H25. 1. 11 調整課長、年金管理課
理課長

長

日本年金機構リスク園
コンブライアンス部
長、北海道ブロック本
部長、北関東・信越ブ

年管管発0115第1号 H25.1圃15審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
本杉真 一 H25. 1. 15 ロック本部長、南関東 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ブロック本部長、中部 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長、中国
ブロック本部長、四国
ブロック本部長

日本年金機構障害年金

年管管発0115第2号 H25. 1. 15 審査請求事件に係る処分取消しの
年金局事業管理課 田村 明子 H25. 1. 4 業務部長関東信越・ 年金局事業管

承認について 東海北陸 E 近畿圏九州 理課長
厚生局社会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの
日本年金機構障害年金

年金馬事業管
年管管発0115第3号 H25. 1. 15 年金局事業管理課 田村 明子 H25. 1. 4 業務部長近畿ブロッ

承認鍬頼について(回答)
ク本部管理部長

理課長
同

年管管発0116第1号 H25圃1.16 年金の裁定等の決定に保る承認に 年金局事業管理課
安粛恭平 H25.1. 15 日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0116第2号 H25. 1. 16 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛恭平 H25. 1. 11 日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0118第1号 H25. 1. 18 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 田村明子 H25. 1. 16 日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長田南関東ブ

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
ロック本部管理部長、

年金局事業管
年管管発0118第2号 H25. 1. 18 中島直樹 H25.1. 15 東北厚生局・関東信越

承認について 年金審査係 厚生局・近畿厚生局圃
理課長

中間四国厚生局圃九州
厚生局社会保険審査宮

年管管発0118第3号 H25. 1. 18 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
中島直樹 H25. 1. 15 日本年金機構九州ブ 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 ロック本部管理部長 理課長

年管管発0118第4号 H25. 1. 18 特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課
安粛 恭平 H25圃1.16 B本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理保 部 理課長



年管管発0118第5号 H25圃1固18
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安斎恭平 H25. 1. 16 日本年金機構年金給付 年金局事業管
について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0118第6号 H25. 1. 18 介護保険料等の特別徴収に保る市 年金局事業管理課
安粛恭 平 H25. 1. 17 日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0122第1号 H25.1.22 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安驚恭 平 H25. 1. 21 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0122第2号 H25.1.22 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25. 1圃21
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長
" 

年管管発0122第3号 H25.1.22 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H25. 1. 18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0124第1号 H25.1.24 
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木利 和 H25. 1. 23 日本年金機構事業管理 年金局事業管
の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

『平成24年度における国民年金事
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金属事業管

年管管発0124第2号 H25.1.24 務費交付金等交付要綱の取扱いに 本田忠 嗣 H25. 1. 23 調整課長、年金管理課
ついて(案)J等の送付について

交付金係
長

理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東園信越ブ

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
ロック本部長、中部ブ

年金局事業管
年管管発0124第3号 H25.1.24 本杉真一 H25. 1.23 ロック本部長、近畿ブ

分変更について 年金審査係
ロック本部長、中園ブ

理課長

ロック本部長、四国ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

ー

『嘱託として再雇用された者の被

年管管発0125第1号 H25. 1. 17 
保険者資格の取扱いについて(通 年金局事業管理課

高橋 智 弘 H25. 1. 17 日本年金機構理事
年金局事業管

知)Jの一部改正について(通 厚生年金保険管理係 理課長
知)

「嘱託として再雇用された者の被

年管管発0125第2号 H25. 1. 17 
保険者資格の取扱いについて(通 年金局事業管理課

高橋 智 弘 H25. 1. 17 地方厚生(支)局長
年金局事業管

知)Jの一部改正について(通 厚生年金保険管理係 理課長
知)

北海道厚生局園東北厚
生局圃関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局関東海北陸厚生居固

年金局事業管
年管管発0125第3号 H25.1.25 本杉 真 一 H25. 1.23 近畿厚生局留中国四国

提出について 年金審査係
厚生局・四国厚生支

理課長

局面九州厚生局社会保
険審査官



日本年金機構障害年金

年管官発0129第1号 H25.1.29 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H25. 1. 23 業務部長、日本年金機 年金局事業管

承認について 年金審査係 構中国ブロック本部 理課長
長、社会保険審査官

年菅管発0130第1号 H25贋1.30 年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課
安粛恭 平 H25. 1. 28 日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長課長 理課長

年管管発0130第2号 H25.1.30 特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
安粛恭 平 H25.1.28 日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0130第3号 H25.1.30 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
安粛恭 平 H25. 1. 25 日本年金機構年金給付 年金屑事業管

等の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

平成 24年度第3四半期藤入徴収
議入徴収官厚

年管管発0131第1号 H25. 1. 31 額計算書及び同附属証拠書の送付 年金局事業管理課 鈴木優史 H25.1.28 会計検査院第二局厚生 生労働省年金
労働検査第4課長 局事業管理課

について
長

年管管発0131第2号 H25. 1. 31 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課
安驚恭 平 H25. 1.30 日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク圃
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
長、北関東・信越ブ

年金局事業管
年管管発0131第3号 H25. 1.31 

分変更について 年金審査係
本杉真一 H25圃 1.29ロック本部長、近畿ブ

理課長
ロック本部長、中国ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長
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決裁日 |件名 起案担当課聞保 起案者 起案日 !施行先 施行者

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの
業務部長四国ブロッ

年金局事業管年管官発0201第1号 H25贋1.31 年金局事業管理課 田村明子 H25.1司 29ク本部管理部長関東
承認について

信越険 園四国厚生局社会
理課長

保 審 査 官

審査請求事件に係る処分取消しの
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0201第2号 H25. 1. 31 

承認依頼について(回答)
年金局事業管理課 田村 明子 H25. 1. 29 業務部長近畿ブロッ

理課長
ク本部管理部長

年管管発0201第3号 H25. 2. 1 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25. 2. 1 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0201第4号 H25. 2. 1 
審査請求事件に係る保院者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25. 1圃 23社会保験審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長

年管管発0204第1号 H25.1.24 
庫生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

上田基仙 H25. 1.23 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

価額の取扱いについて(通知) 企画係 部門担当理事 理課長

問

年管管発0204第2号 H25. 1‘24 
厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課

上田基仙 H25. 1司 23
都道府県労働局総務部 年金局事業管

価額の取扱いについて(通知) 企画係 長 理課長

厚生労働大臣が定める現物給与の 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年金

年金局事業管
年管管発0204第3号 H25.1.24 上田基仙 H25.1.23 指導課長及び年金管理

価額の取扱いについて(通知) 企画係
課長

理課長

年管管発0204第4号 H25.2.4 
審査請求事件に係る処分変更につ 年金局事業管理課

市川l幸伸 H25圃 1圃 31
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

いて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0204第5号 H25.2.4 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H25.2.1 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0205第2号 H25.2.5 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭平 H25.2.4 
日本年金機構業務管理 年金屑事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年菅管発0205第3号 H25.2.5 
各種諸変更等の承認について 年金屑事業管理課

安粛 恭平 H25.2.1 
自本年金機構業務管理 年金昂事業管

(平成 25年2月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0205第4号 H25司 2.5
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金属事業管理課

安粛恭 平 H25.2.4 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金属事業管
年管管発0206第1号 H25.2.6 

承認について 年金審査係
中島直樹 H25. 1. 31 業務部長・近畿ブロッ

理課長
ク本部管理部長

年管雷発0206第2号 H25圃 2.6
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H25. 1. 31 日本年金機構障害年金 年金局事業管
承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に保る処 年金局事業管理課
長、北関東 E 信越ブ

年金局事業管年管管発0207第1号 H25圃 2.7 本杉真 一 H25.2.6 ロック本部長、南関東
分変更について 年金審査係

ブロック本部長、近畿
理課長

ブロック本部長、九州
ブロック本部長

北海道・東北 E 関東信

年管管発0208第1号 H25.2.7 
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村 明子 H25. 1圃 28
越・東海北陸・近畿圏 年金局事業管

提出について 中国・四国 E 九州厚生 理課長
局社会保険審査官

北海道厚生局聞東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求事件に係る保験者意見の 年金局事業管理課
局園東海北陸厚生局園

年金局事業管
年管管発0212第1号 H25圃 2.12

提出について 年金審査保
中島直樹 H25.1.30 近畿庫生局開中国四国

理課長
厚生局・四国厚生支
昂置九州厚生局社会保
険審査官

年管管発0212第2号 H25. 2.12 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H25. 2.12 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0212第3号 H25.2.12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H25.2.8 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0213第1号 H25.2.13 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川l幸伸 H25.2.8 
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

ついて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0213第2号 H25. 2. 13 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川 幸伸 H25. 2.12 
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

ついて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0213第3号 H25. 2. 13 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川 幸伸 H25. 2. 7 
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

ついて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0214第1号 H25.2.14 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金属事業管理課

安粛 恭平 H25. 2. 13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長



年管管発0214第2号 H25.2.14 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25.2.13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0214第3号 H25.2.14 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25.2.13 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構リスク E

コンブライアンス部
長、東北ブロック本部

年管管発0214第4号 H25.2.14 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉真 一 H25.2.13 
長、北関東・信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、中国ブ
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
業務部長、北関東・信

年金局事業管
年管管発0215第1号 H25.2.14 佐藤崇宏 H25.2.14 越ブロック本部管理部

承認について 年金審査係
長、中国四国ブロック

理課長

本部管理部長

日本年金機構障害年金
業務部長支払部長

年管管発0219第1号 H25.2.18 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明 子 H25.2.8 
南関東・九州ブロック 年金局事業管

承認について 本部管理部長関東信 理課長
越・近畿・九州厚生局
社会保険審査官

年管管発0219第2号 H25.2.18 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明 子 H25.2.8 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 業務部長 理課長

厚生年金保険の保険給付及び保険

年管管発0219第3号 H25.2.19 
料の納付の特例等に関する法律第 年金局事業管理課

高橋智弘 H25.2.19 
厚生労働省年金局総務 年金局事業管

2条第 12項の規定に基づく平成 厚生年金保険管理係 課長 理課長
24年度の国庫繰入について

日本年金機構障害年金

年管管発0219第4号 H25.2.19 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25.2.18 
業務部長、北関東・信 年金局事業管

承認依頼について(回答) 年金審査係 越ブロック本部管理部 理課長
長

年管管発0219第5号 H25.2.19 
審査請求事件に係る照会について 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25.2.18 
関東信越厚生局社会保 年金局事業管

(回答) 年金審査係 検審査官 理課長

年管管発0219第6号 H25.2.19 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25.2.15 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長
一一



地方厚生局年金調整課

年管管発0220第1号 H25.2.19 
平成24年度健鹿保陳事務指定市町 年金局事業管理課

嵐闇龍介 H25. 2. 14 長
年金崩事業管

村交付金の交付について 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)馬年金 理課長
管理課長

年管管発0220第2号 H25.2.20 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25. 2. 18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0220第3号 H25圃 2.20
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25圃 2.19
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0220第4号 H25.2.20 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛恭平 H25. 2.18 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理保 部長 理課長

日本年金機構リスク'
コンブライアンス部

審査請求事件の容認決定に保る処 年金局事業管理課
長、中部ブロック本部

年金局事業管
年管管発0221第2号 H25.2圃 21 本杉真一 H25. 2. 19 長、近畿ブロック本部

分変更について 年金審査係
長、中国ブロック本部

理課長

長、九州ブロック本部
長

年管管発0222第1号 H25.2.22 
特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課

安粛恭平 H25.2.20 
日本年金機構年金給付 年金崩事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0225第1号 H25圃 2.25
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木利和 H25圃 2.20 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

、翻圏圃

年金局事業管理課
圏、園田層、圃圃圃医

年金局事業管
年管管発0225第2号 H25.2.25 医療専門職の委嘱について

年金審査係
市川 幸伸 H25.2.21 師並びに各医師所属医

理課長
療機関の長又iま日本年
金機構理事長

年管管発0226第1号 H25.2.26 
再審査請求に係る処分変更につい 年金局事業管理課

佐藤 崇 宏 H25.2圃 25
日本年金機構リスク園 年金局事業管

て 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

北海道厚生局園東北厚
生局関関東信越厚生

審査請求事件に係る保検者意見の 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局開

年金高事業管
年管管発0226第2号 H25.2.26 

提出について 年金審査係
本杉 真一 H25.2.12 近畿庫生局国中国四国

理課長厚生局 a 囲園厚生支
局・九州厚生局社会保
険審査官

年管管発0226第3号 H25.2.26 
行政訴訟事件に係る処分変更につ

年金局事業管理課 吉田 哲 弘 H25圃 2.26
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

いて コンブライアンス部長 理課長



年管管発0227第1号 H25.2.27 年金の裁定等の決定に保る承認に 年金局事業管理課
安粛 恭平 H25.2.25 

日本年金機構業務管理 年金局事業管
ついて 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0227第2号 H25.2.27 
特別障害給付金の裁定及び却下の 年金局事業管理課

安粛 恭平 H25圃 2.25日本年金機構年金給付 年金局事業管
決定に係る承認について 年金給付管理係 部長 理課長

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0227第3号 H25胴 2.27

承認について 年金審査係
中島直樹 H25.2.21 業務部長、関東信越厚

理課長
生局社会保険審査官

年管管発0227第4号 H25.2.27 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H25.2.26 日本年金機構障害年金 年金局事業管
承認依頼について(回答) 年金審査係 業務部長 理課長

一一



Jι量量官苦ヲヨF |決裁日 |件名 |起案担当課圃係 起案者 起案日 |施行先 施行者

年管管発0301第1号 H25.3.1 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H25圃 2.22 
日本年金機構年金給付 年金高事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

平成22年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課 藤入徴収官厚生常働省 年金属事業管年管管発0301第2号 H25. 3. 1 等の返還に係る債権発生通知につ 本田 忠 嗣 H25.2.15 

いて
交付金係 年金局事業企画課長 理課長

年管管発0301第3号 H25. 3. 1 債権発生通知書
年金局事業管理課

本田 忠 嗣 H25. 2.15 
購入徴収官厚生労働省 年金局事業管

交付金係 年金局事業企画課長 理課長

年管管発0301第4号 H25.3.1 
平成22年度国民年金事務費交付金 年金局事業管理課

本田 忠 嗣 H25.2.15 九州厚生周年金調整課 年金局事業管
等の返還について 交付金保 長 理課長

平成23年度国民年金事務費交付金
年金局事業管理課 最入徴収官厚生労働省 年金属事業管

年管管発0301第5号 H25.3.1 等の返還に係る債権発生通知につ
交付金保

本顕 忠 嗣 H25.2.15 
年金局事業企画課長 理課長

いて

年管管発0301第6号 1-125. 3. 1 債権発生通知書
年金局事業管理課

本田 忠嗣 H25. 2.15 
歳入徴収官厚生労働省 年金局事業菅

交付金係 年金局事業企画課長 理課長

平成23年度国民年金事務費交付金 年金局事業管理課
関東信越厚生局年金調

年金局事業管
年管管発0301第7号 1-125. 3. 1 

等の返還について 交付金保
本田 忠嗣 H25.2.15 整課長，中国四国厚生局

理課長
年金調整課長

…|冨置年管管発0304第1号 H25圃 3.4
捜査関係事項照会書について(回 年金局事業管理課

斉藤茂
年金局事業管

答) 年金給付管理保 理課長

日本年金機構リスク姐
コンブライアンス部

年管管発0304第2号 H25.3.4 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉 真一 H25.2.27 
長、北関東・信越ブ 年金属事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長、九州ブ
ロック本部長

年管管発0305第1号 H25.3.5 
各種諸変更等の承認について 年金局事業管理課

安驚 恭 平 H25.3.1 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

(平成25年3月支払分等) .• 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0305第2号 H25.3.5 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安薦 恭 平 H25圃 3.1 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0305第3号 H25.3.5 |特に別つ障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課
安驚恭 平 H25.3.4 

日本年金機構年金給付 年金局事業管
いて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0305第4号 H25.3.5 
審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25.2.21 社会保険審査官
年金局事業管

提出について 年金審査係 理課長



年管管発0306第1号 H25.3.6 
年金の裁定等の決定に保る承認に 年金局事業管理課

安粛恭平 H25冊 3.4
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
業務部長、南関東ブ

年金局事業管
年管管発0306第2号 H25.3.6 

承認について 年金審査係
佐藤 崇宏 H25.2.26 ロック本部管理部長、

理課長
近畿ブロック本部管理
部長

北海道・東北圃関東信

年管管発0307第1号 H25. 3圃6
審査請求事件に係る保険者意見の

年金局事業管理課 田村明子 H25. 2. 25 
越・東海北陸 E 近畿・ 年金高事業管

提出について 中国圃四国圃九州厚生 理課長
局社会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0307第2号 H25圃3.7 

承認について 年金審査係
中島 直樹 H25.3.4 業務部長、近畿厚生局

理課長
社会保験審査官

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構北関東固

年金局事業管
年管管発0307第3号 H25.3.7 中島車樹 H25. 3. 6 信越ブロック本部管理

承認依頼について(回答) 年金審査係
部長

理課長

年管管発0307第5号 H25.3.7 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H25.3.6 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

認について 年金給付管理係 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長北関東圃信

年管管発0308第1号 H25圃3.8
審査請求事件に係る処分取消し等

年金局事業管理課 田村明子 H25.2.28 
越田中部ブロック本部 年金局事業管

の承認について 管理部長関東信越・ 理課長
東海北陸 E 近畿厚生局
社会保険審査官

年管管発0308第2号 H25.3.8 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村明子 H25.2.28 
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について(回答) 業務部長 理課長

年管管発0311第1号 H25.3.11 
全国健康保障協会管掌健康保険の 年金局事業管理課

風間龍介 H25.3.8 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

特定保険料率等について 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

日本年金機構リスク回
コンブライアンス部

年管管発0311第2号 H25.3圃11
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

本杉真一 H25.3.8 
長、北関東匪信越ブ 年金局事業管

分変更について 年金審査係 ロック本部長、南関東 理課長
ブロック本部長、近畿
ブロック本部長



年管菅発0312第1号 H25.3.12 
再審査請求事件に保る処分変更に

年金居事業管理課 田村明子 H25.3.5 
日本年金機構リスク・ 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0312第2号 H25.3.12 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛 恭平 H25.3.8 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管雷発0312第3号 H25.3.12 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H25.3司 8
日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0313第1号 H25.3.13 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H25. 3. 11 
日本年金機構業務管理 年金属事業管

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0313第2号 H25.3.13 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H25. 3. 11 
自本年金機構年金給付 年金属事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0313第3号 H25.3.13 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課

中島車樹 H25. 3. 13 
日本年金機構リスク E 年金局事業管

分変更について 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

年管管発0314第1号 H25.3.14 
行政訴訟事件に係る処分変更につ

年金局事業管理課 吉田哲 弘 H25.3圃14日本年金機構リスク・ 年金局事業管
いて コンブライアンス部長 理課長

北海道厚生島園東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局聞東海北陸厚生居酒

年金局事業管
年管管発0314第2号 H25.3.14 中島直樹 H25.3.6 近畿厚生局圃中国四国

提出について 年金審査係
厚生局・四国厚生支

理課長

局・九州庫生局社会保
険審査官

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部
長、北関東聞信越ブ

年管管発0315第1号 H25.3.15 
審査請求事件の容認決定に係る処 年金商事業管理課

本杉真一 H25.3.14 
ロック本部長、南関東 年金局事業菅

分変更について 年金審査係 ブロック本部長、近畿 理課長
ブロック本部長、中国
ブロック本部長、九州
ブロック本部長

年管管発0318第1号 H25匹 3.18 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭平 H25.3.15 
日本年金機構年金給付 年金崩事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

社会保険オンラインシステム(窓
年金局事業管理課

日本年金機構事業企
年金局事業管

年管管発0318第2号 H25.3.18 口装置)の稼働時間の延長につい
庶務係

半間渉 H25.3圃18画部門担当理事 シス
理課長

て テム部門担当理事



r--

「生活に圏窮する外園人に対する
生活保護の措置についてJ (通

年金局事業管理課 地方厚生(支)居年金 年金局事業管年管雷発0318第3号 H25.3圃18知)に基づく保護を受けている外 菊地 英明 H25.3圃15
国人の国民年金保険料免除の申請

国民年金管理係 調整(年金管理)課長 理課長

の取扱いについて

「生活に困窮する外闇人に対する
生活保護の措置についてJ (通

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
年管官発0318第4号 H25.3岨 18知)に基づく保護を受けている外 菊地 英明 H25. 3. 15 

国人の国民年金保険料免除の申請
国民年金管理係 部門担当理事 理課長

の取扱いについて

年管管尭0318第6号 H25.3.18 
再審査請求事件に保る処分変更に

年金局事業管理課 田村明子 H25.3.15 
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長

年管管発0319第1号 H25.3.19 
社会保険料納入証明書等に係る取

年金局事業管理課 鈴木 利和 H25圃3.19 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

扱いについて 部門担当理事 理課長

年管管発0319第2号 H25.3.19 
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安藤 恭平 H25. 3.18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管 l

ついて 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0319第3号 H25.3.19 
介護保険料等の特別徴収に係る市 年金局事業管理課

安藤 恭平 H25.3.18 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

町村への通知について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0319第4号 H25.3.19 
特別障害給付金の不支給及び却下 年金局事業管理課

安粛 恭 平 H25圃3.18
日本年金機構年金給付 年金局事業管

決定の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

平成24年度における国民年金事務
近畿厚生閏年金調整課

年金島事業管理課 長、四国厚生支局年金 年金局事業管
年管官発0321第1号 H25圃3.21費交付金等の概算交付額の変更決

交付金係
本田 忠 嗣 H25.3.12 

管理課長、九州厚生局 理課長
定について

年金調整課長

平成24年度における国民年金事務
年金局事業管理課 地方厚生局年金調整課 年金局事業管

年管管発0321第2号 H25.3.21 費交付金等の交付決定及び精算交
交付金係

本田忠嗣 H25.3圃12
長、年金管理課長 理課長

付について

平成24年度における国民年金事務 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年金

年金局事業管
年管菅発0321第4号 H25.3.21 

費交付金等の交付の申請について 交付金係
本田忠 嗣 H25.3.12 調整課長、年金管理課

理課長
長

平成24年度における国民年金事務
近畿厚生局年金調整課

年金局事業管理課 長、四国厚生支局年金 年金局事業管
年管管発0321第5号 H25.3.21 費交付金等の概算交付額の変更決

交付金需
本田忠 嗣 H25.3.12 

管理課長、九州厚生局 理課長
定について

年金調整課長



平成24年度における国民年金事務
年金崩事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管年管管発0321第6号 H25.3.21 費交付金等の交付決定及び精算交 本田 忠嗣 H25.3.12 調整課長、年金管理課

付について
交付金係

長
理課長

厚生年金保険の保険給付及び保険

年管管発0321第8号 H25.3.21 
料の納付の特例等に関する法律第 年金局事業管理課

高橋 智弘 H25.3園 18
厚生労働省年金局総務 年金局事業管

2条第9項の規定に係る平成24 厚生年金保険管理係 課長 理課長
年度の国庫負担について

日本年金機構リスク E

審査請求事件の容認決定に係る処 年金局事業管理課
コンブライアンス部

年金局事業管年管管発0322第1号 H25.3.22 
分変更について 年金審査係

本杉 真 一 H25.3.22 長、北海道ブロック本
理課長

部部長長、近畿ブロック本

年管管発0322第2号 H25圃3.21
平成25年度における児童手当拠出 年金局事業管理課

風間龍介 H25.3.21 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

金の率について 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

年管管発0322第3号 H25圃3.22
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25.3圃15
日本年金機構リスク圃 年金局事業管

ついて 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金

年管管発0322第4号 H25.3.22 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

住藤崇宏 H25.3.14 
業務部長、南関東ブ 年金局事業管

承認について 年金審査係 ロック本部管理部長、 理課長
社会保険審査官

年管管発0322第5号 H25.3.22 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

佐藤崇宏 H25.3圃22
日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認依頼について 年金審査係 業務部長 理課長

年管管発0322第6号 H25.3圃22
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25.3.22 
日本年金機構年金給付 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0325第1号 H25.3.25 
再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課

市川幸 伸 H25.3.22 
日本年金機構リスクコ 年金局事業管

ついて 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

平成24年度健康保険事務指定市町 年金局事業管理課
地方厚生(支)局年金

年金局事業管
年管管発0325第2号 H25開 3.22

村交付金の交付について 厚生年金保険管理係
風間龍介 H25. 3.18 調整課長、年金管理課

理課長
長

日本年金機構障害年金

年管曹発0326第1号 H25.3.25 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 田村 明子 H25.3圃18
業務部長北海道・東 年金属事業管

承認について 北幽関東信越・近畿厚 理課長
生局社会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの
日本年金機構北関東・

年金局事業管
年管管発0326第2号 H25.3.25 

承認依頼について(回答)
年金局事業管理課 田村明子 H25. 3. 18 信越ブロック本部管理

理課長
部長



年管管発0327第1号 H25圃 3.27
支払期間経過未受領金の受取人へ

年金局事業管理課 鈴木利和 H25.3.25 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

の償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

年管管発0327第2号 H25.3固 27
年金の裁定等の決定に係る承認に 年金局事業管理課

安粛恭 平 H25.3.25 
日本年金機構業務管理 年金局事業管

ついて 年金給付管理保 部長 理課長

年管管発0327第3号 H25.3.27 
特別障害給付金の裁定及び不支給 年金屑事業管理課

安粛恭 平 H25圃 3圃 25
日本年金機構年金給付 年金島事業管

決定等の承認について 年金給付管理係 部長 理課長

厚生年金保険法施行規則及び国民

年管管発0327第4号 H25.3.27 
年金法施行規則の一部を改正する 年金局事業管理課

上田基仙 H25圃 3.22
日本年金機構事業管理 年金局事業管

省令等の施行に伴う事務の取扱い 企画係 部門担当理事 理課長
について(通知)

厚生年金保険法施行規則及び国民
地方厚生(支)局年金

年金法施行規則の一部を改正する 年金局事業管理課 年金局事業管
年管管発0327第5号 H25.3圃 27

省令等の施行に伴う事務の取扱い 企画係
上田基仙 H25.3.22 指導課長及び年金管理

理課長
について(通知)

課長

日本年金機構障害年金
業務部長、近畿ブロッ

年菅管発0327第6号 H25.3.27 
審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課

中島直樹 H25.3.22 
ク本部管理部長、関東 年金局事業管

承認について 年金審査係 信越厚生局 a 東海北陸 理課長
厚生局 E 近畿厚生局社
会保険審査官

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金

年金局事業管
年管管発0327第7号 H25.3.27 

承認依頼について(回答) 年金審査係
中島直樹 H25.3.22 業務部長、近畿ブロッ

理課長
ク本部管理部長

厚生年金保険法施行規則l及び由民

年管管発0328第1号 H25.3.26 
年金法施行規則の一部を改正する 年金崩事業管理課

斉藤茂 H25司 3.25
日本年金機構事業管理 年金局事業管

省令の施行に伴う事務の取扱いに 年金給付管理係 部門担当理事殿 理課長
ついて

厚生年金保険法施行規則及び国民
地方厚生(支)局

年管管発0328第2号 H25圃 3冒 26
年金法施行規則の一部を改正する 年金局事業管理課

斉藤茂 H25.3.25 年金調整課長殿
年金局事業管

省令の施行に伴う事務の取扱いに 年金給付管理係
年金管理課長殿

理課長
ついて

年管管発0328第3号 H25.3.28 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金屑事業管理課 田村明子 H25.3.26 
日本年金機構リスク館 年金局事業管

ついて コンブライアンス部長 理課長



日本年金機構事業管理
部門担当理事、国家公

国民年金・厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課

務員共済組合連合会理
年金局事業管

年管管発0329第1号 H25.3.27 基準の一部改正に伴う診断書の項 長尾忍 H25. 3. 26 事長、地方公務員共済
自改正について

障害認定企画係
組合連合会理事畏、日

理課長

本私立学校振興・共済
事業団理事長

国民年金・厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課

地方厚生(支)局年金
年金局事業管

年管管発0329第2号 H25.3.27 基準の一部改正に伴う診断書の項
障害認定企画係

長尾忍 H25.3.26 調整課長、年金管理諜
理課長

巨改正について 長

北海道庫生局・東北厚
生局・関東信越厚生

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
局・東海北陸厚生局・

年金局事業管
年管管発0329第3号 H25.3.29 本杉 真 一 H25;3.13 近畿厚生局・中国四国

提出について 年金審査係
厚生局・四国厚生支

理課長

局・九州厚生局社会保
険審査官

代行返上基金等の加入員原簿の記
年金局事業管理課

日本年金機構理事
年金局事業管

年管管発0329第4号 H25.3.29 録の確認を要する場合の事務処理
年金給付管理係

安粛 恭平 H25. 3. 28 (事業企闘部門担当)
理課長

について (事業管理部門担当)


