








発0501第2号

年管管発0502第4号

年管管発0507第1号

年管管発0507第2号

管発0507第3号

間 5.11吋の裁定等の決定に係る承認に|年金局事業管理課
'""') t. ¥て 年金給付管理係

間 5.11昔耳間不辛，~山部庶且に係る処|年金局事業管理課
八市富山{いて 年金審査係

貨物自動車運送事業者の社会保険
年金局事業管理課H25.5.2の加入状現に係る情報提供の活用 同<>キ・"'"晶、J回陣争自由Z閉""

H25. 5. 21の加入状況に係る情報提供の活用
品←:;1<1司司酔珂Ii;;li!i司王員木

について
厚生年金保険管理係

H25. 5. 21特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課
について 年金給付管理係

H25. 5. 71~~~~~~::::- :m: v.l各種諸変更等の承 年""金A、局金/:J.J-事L白血業宜主伺管n理z課

H25. 5. 71 審査請求事件に係る処分取消しの I年金局事業管理課
承認について 年金審査係

に係る処分取消しの|年金局事業管理課
ついて(回答年金審査係

湯浅 大輔

磯 貝昌彦

磯 貝昌彦

湯浅大輔

湯 浅大輔

崇宏

1Jt)1:' A '1nl日本年金機構業務管理 |年金局事業管

日本年金機構
コンプライア
長、日本年金機構東北

|ブロック本部長、日本 l金 事 管
H25.4.30年金機構北関東・信越 年局業

ブロック本部長、日本
年金機構近畿ブロッヲ

、目
九州ブE

門・~bd

H25. 5. 1 

H25.5.1 長、地方厚生(支)局
年金局事業管

年金管理課長
理課長

H25.5.1 日本年金機構年金給付 年金局事業管
部長 理課長

H25. 5. 1 
同 a民

日本年金機構障害年金
業務部長、北海道、東

H25.4.261 北、関東信越、東海北
陸、近畿厚生局社会保
険審査官、四国厚生支
局社会保険審査官

H25.4 





























































国民年金法第89条第2号に規定
年管管発1022第6号 H25. 10. 22 する法定免除の該当者等に関する

年金局事業管理課
菊 地英明 H25. 10. 21 日本年金機構事業企画 年金局事業管

事務の取扱いについて
国民年金管理係 部門担当理事 理課長

国民年金法第89条第2号に規定
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1022第7号 H25. 10. 22 する法定免除の該当者等に関する 菊地英明 H25. 10.21 
事務の取扱いについて

国民年金管理係 調整(年金管理)課長 理課長

年管管発1024第1号 H25. 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
高 山貴子 H25.10.23 日本年金機構年金給 年金局事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1024第2号 H25. 10. 24 老齢福祉年金の諸変更の承認につ 年金局事業管理課
高 山貴子 H25.10.23 日本年金機構年金給 年金局事業管

いて 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1024第3号 H25. 10. 24 特別障害給付金の諸変更の承認に 年金局事業管理課
高 山貴子 H25. 10. 23 日本年金機構年金給 年金局事業管

ついて 年金給付管理係 付部長 理課長

社会保障審議会年金部
第3回社会保障審議会年金部会

年金局事業管理課
会

年金局事業管
年管管発1029第1号 H25. 10. 28 年金保険料の徴収体制強化等に関 高橋 智弘 H25. 10. 25 年金保険料の徴収体制

する専門委員会の開催について
厚生年金保険管理係

強化等に関する専門委
理課長

員会委員長

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、東海北陸厚

年金局事業管
年管管発1029第2号 H25. 10. 29 

承認について 年金審査係
西 野智樹 H25. 10. 15 生局社会保険審査官、 理課長

近畿厚生局社会保険審
査官

日本年プ金ラ機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コン イアンス部

年金局事業管
年管管発1029第3号 H25. 10. 29 年金局事業管理課 本杉 真一 H25.10.22 長、中国ブロッウ本部

分について
長、九州ブロック本部

理課長

長

日本年金機構陣害年金
業務部長・東北ブロッ
ク本部管理部長・北関

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
東・信越ブロック本部

年金局事業管
年管管発1029第4号 H25. 10. 29 

承認について 年金審査係
中 島直樹 H25. 10. 23 管理部長、北海道厚生 理課長

局・東北厚生局・関東
信越厚生局・東海北陸
厚生局・近畿厚生局・
九州厚生局





H25.11.11 
Eついて年管管発1101第1号 る保険者意見に

中島直樹 H25. 10 

年管管発1105第1号 H25.11.5 τ:1"1';墨田冒Z民 3巳可亨V，IJP，. ji:;:;; 1_ •. .1¥..・」 ¥寸ー 占←耳目剛司E習R 園」呈E本

高山貴子 間 11.11量成 25年 11月支払分等) 年金給付管理係 ロドエヨE

年管管発1105第2号 H25.11.5 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課
高山貴子 u日 1111日本年金機構年金給

認について 年金給付管理係

日本年金機構リスク・
コンブライアンス部

H25.11. 61審分査に請つ求い事て件の容認決定に係る処I年金局事業管理課年管管発1106第1号 H25.10.30ロック本部長、中部ブ
ロック本部長、近畿ブ
ロッウ本部長、中国ブ
ロック本部長

年管管発1106第2号 間 11.61年金の裁定等の決定に係る締!こ|年金局事業管理課
ついて 年金給付管理係 H25.11.5 業務管理部長

貴子
日本年金機構

H25目 11.51 年金給付部長

1106第4号 間 11.61~~障害給付金の諸変更等の承認|年金局事業管理課
，-~いて 年金給付管理係 H25. 11. 1 年金給付部長

H25. 11. 61竺.三間平町市に係る処分変更に 年金局事業管理課
中島直樹 H25. 11. 5日本年金欄リスク |年金局事業管

年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

1106第6号

「毘偶者からの暴力を受けた者に
|制国民年金保険料の免除制度の|

H25. 9. 251~量，ーついて」の一部改正につい 年金局事業管理課 H25.9.25 事業管理部門担当理事
|年金局事業管



「配偶者からの暴力を受けた者に
地方厚生(支)局

年管管発1106第7号 H25.9.25 係る国民年金保険料の免改除制度の
年金局事業管理課 仲漂操 H25.9.25 年金調整(年金管理)

年金局事業管
改善について」の一部 正につい 理課長
て

課長

「配偶者からの暴力を受けた者に
日本年金機構

年管管発1106第8号 H25.10.3 係る国民年金、厚生年金保険及び
年金局事業管理課 仲漂操 H25. 9. 24 事業企画部門担当理事

年金局事業管
船員保険における秘密の保持の配 理課長
慮について」の一部改正について

事業管理部門担当理事

「配偶者からの暴力を受けた者に
地方厚生(支)局

年管管発1106第9号 H25.10.3 係る国民年金、厚生年金保険及び
年金局事業管理課 仲i畢操 H25. 9. 24 年金調整(年金管理)

年金局事業管
船員保険における秘密の保持の配 理課長
慮について」の一部改正について

課長

第4回 社会保障審議会年金部会
社会保障審議会年金部

年管管発1107第1号 H25. 11. 7 年金保険料の徴収体制強化等に関
年金局事業管理課

高橋智弘 H25. 11. 6 
会年金保険料の徴収体 年金局事業管

する専門委員会の開催について
厚生年金保険管理係 制強化等に関する専門 理課長

委員会委員長

年管管発1107第3号 H25. 11. 7 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高山貴子 H25.11.7 

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

年管管発1111第1号 H25. 11. 11 特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課
高 山貴子 H25. 11. 11 

日本年金機構年金給 年金局事業管
について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1111第2号 H25. 11. 11 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高山 貴子 H25.11.11 

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

年管管発1111第3号 H25. 11. 11 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
西野 智樹 H25. 11. 6 

日本年金機構リスウ・ 年金局事業管
ついて 年金審査係 コンブラムfアンス部長 理課長

年管管発1112第1号 H25. 11. 12 再審査請求事件に係る処分につい 年金局事業管理課
市川 幸伸 H25.11.11 

日本年金機構 1)スウ・ 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

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1112第2号 H25. 11. 12 ついて(平成25年 11月11日 高山貴子 H25. 11. 11 
依頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発1112第3号 H25. 11. 12 
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 H25.11.5 
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1113第1号 H25. 11. 13 
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 H25.11.11 
日本年金機構リスウ・ 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





希望申出書
118第2号 H25.11.181の提出について

占← l!I. 1司司Fヨ~..I!lì再呈白木
俵英高 H25. 11 

年金給付管理係

119第1号 H25.11目 191骨に骨つEいaて用不申1'1-1.... 1;r.る処分変更等 年金局事業管理課
中 島直樹 H25. 11. 19 

日本年金機構リスク圃
年金審査係 コンブライアンス部長

日本年金機構リスク・

H25.11.191審分査に請つ求い事て件の容認決定に係る処 I年金局事業管理課
|コンブライアンス部

119第2号 H25. 11. 12長、中部ブロッヴ本部
長、九州ブロック本部
長

|依一つ一に…に 年金局事業管理課 日本年金機構業務管119第3号 H25. 11. 19 いて(平成25年 11月18日
年金給付管理係

高 山貴子 H25.11. 19 
理部長

頼分)

1120第1号 |ま払期間経過未受領金の受取人へ 年金局事業管理課 大西耕平 H25. 11. 14 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

H25. 11. 20 償還請求勧奨依頼について 部門担当理事 理課長

120第2号 H25. 11.201国等民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高山貴子 H25.11.20 

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

120第3号 H25.11.2伊適用調叫に求める吋年金局事業管理課
の取扱いについて 膚ル"'.".同時臨調出 風間龍介 H25. 11 

年管管発1120第4号 H25. 11. 201制珊旭町j査の際に求める提出書 |+E周 軍司 哩酔 |風間龍介
岨 m 官叫立ハ H ついて 厚生年金保険管理係 H25. 11ω|地方厚生(支)局年金

理課長

年管管発1121第1号 H25. 11. 211;::~~"ぷ申1't- 1- 旬 Jこ悼処分に 1年金局事業管理課 |小杉光恵
|日本年金機構リスウ・

H25. 11. 21 コンブライアンス部長

年管管発1121第2号 H25目 11.211竺7TきE岡本申1"1"に係る処分変更に 年金局事業管理課 本杉 真一 H25.11.21 日本年プ金ラ機構リスク・
コン イアンス部長

年管管発1122第1号 H25. 11. 221 ;;.'，::!~眼科守山宵泊IJ徴収に係る市 年金局事業管理課
高 山貴子 H25. 11. 1 m-r+4 _ ，.，...‘Z>nについて 年金給付管理係

年管管発1122第2号 H25.11.221!1別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
湯浅大輔 H25.11.22 日本年金機構 年金局事業管

出由爪承認について 年金給付管理係 年金給付部長 理課長



北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
越、東海北陸、近畿、

年金局事業管
年管管発1125第1号 H25. 11. 22 佐藤崇宏 H25. 11. 12 中園四園、四圏、九州

提出について 年金審査係
厚生(支)局社会保険

理課長

審査官

年管管発1125第2号 H25. 11. 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. 11. 19 
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

年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構 業務管 年金局事業管

年管管発1125第4号 H25. 11. 25 ついて(平成25年 11月25日
年金給付管理係

高山貴子 H25.11.25 
理部長 理課長

依頼分)

年管管発1125第5号 H25. 11. 25 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高 山貴子 H25.11.25 

日本年金機構年金給 年金局事業管
等の承認について 年金給付管理係 付部長 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1126第1号 H25. 11. 26 佐 藤崇宏 H25.11.20 業務部長、四国ブロッ

承認について 年金審査係
ク本部管理部長

理課長

日本年プ金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に係る処
コン ライアンス部

年金局事業管
年管管発1127第1号 H25.11.27 

分について
年金局事業管理課 本 杉真一 H25.11.18 長、北関東・信越ブ

理課長
ロック本部長、中部フ
ロック本部長

北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
越、東海北陸、近畿、

年金局事業管
年管管発1128第1号 H25. 11. 27 西野智樹 H25. 11. 18 中国四圏、四園、九州

提出について 年金審査係
厚生(支)局社会保険

理課長

審釜官

年管管発1128第2号 H25. 11. 28 償還請求勧奨依頼書 年金局事業管理課 大 西耕平 H25. 11. 28 
日本年金機構事業管理 年金局事業管
部門担当理事 理課長

「健康保険、厚生年金保険等の保

年管管発1128第3号 H25.11.28 
険料などの的確な滞納整理事務の 年金局事業管理課

風間龍介 H25. 11.27 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

徹底等について」他、関係通知の 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長
廃止について

「健康保険、厚生年金保険等の保 地方厚生局年金調整課

年管管発1128第4号 H25. 11. 28 
険料等の的確な滞納整理事務の徹 年金局事業管理課

風間龍介 H25.11.27 
長 年金局偉業管

底等について」他、関係通知の廃 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年金 理課長
止について 管理課長









年金の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課 日本年金機構業務管 年金局事業管

年管管発1224第2号 H25. 12. 24 ついて(平成25年 12月24日 高山 貴子 H25.12.24 
依頼分)

年金給付管理係 理部長 理課長

北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
越、中部、近畿、中国

年金局事業管
年管管発1225第1号 H25. 12. 24 

提出について 年金審査係
西 野智樹 H25. 12. 16 四回、四園、九州厚生

理課長
(支)局社会保険審査

官

日本年金機構リスウ・
コンブライアンス部

年管管発1225第2号 H25. 12. 25 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 H25.12.25 長、東北ブロック本部 年金局事業管

分について 長、中部ブロック本部 理課長
長、近畿ブロック本部
長

審査請求事件に係る処分取消しの
各厚生局社会保険審査

年金局事業管
年管管発1225第3号 H25. 12. 25 年金局事業管理課 本 杉真一 H25.12.20 管、日本年金機構障害

承認について
年金部長他

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1226第1号 H25. 12. 26 佐藤崇宏 H25. 12. 20 業務部長、社会保険審

承認について 年金審歪係
査官

理課長

年管管発1226第2号 H25. 12. 26 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高山貴子 H25.12.25 日本年金機構年金給 年金局事業管

等の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1226第3号 H25. 12. 26 各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課
高 山貴子 H25.12.25 日本年金機構業務管 年金局事業管

成26年 1月支払分等) 年金給付管理係 理部長 理課長

年管管発1226第4号 H25. 12. 26 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課
高 山貴子 H25. 12. 25 日本年金機構年金給 年金局事業管

認について 年金給付管理係 付部長 理課長

年管管発1226第5号 H25. 12. 26 特別障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
高 山貴子 H25. 12. 25 日本年金機構年金給 年金局事業管〆

決定の承認について 年金給付管理係 付部長 理課長

永住者の在留資格等を有するに

年管管発1226第7号 H25. 12. 26 至った者に係る 年金局事業管理課
湯 浅大輔 H25. 12. 19 日本年金機構年金給付 年金局事業管

合算対象期間の取扱いについて 年金給付管理係 部長 理課長
(回答)







北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保険者意見の
越、東海北陸、近畿、

年金局事業管
年管管発0116第1号 H26. 1. 16 年金局事業管理課 本杉 真一 H26. 1. 7 中国四圏、四園、九州

提出について
厚生(支)局社会保険

理課長

審査官

厚生年金保険及び健康保険の被保

年管管発0117第1号 H26. 1. 17 
険者資格に係る雇用契約文は任用 年金局事業管理課

高 橋智弘 H26. 1. 16 
日本年金機構事業管 年金局事業管

が数日空けて再度行われる場合の 厚生年金保険管理係 理部門担当理事 理課長
取扱いについて

厚生年金保険及び健康保険の被保 地方厚生局年金指導

年管管発0117第2号 H26. 1. 17 
険者資格に係る雇用契約又は任用 年金局事業管理課

高 橋智弘 H26. 1. 16 
課長 年金局事業管

が数日空けて再度行われる場合の 厚生年金保険管理係 地方厚生(支)局年 理課長
取扱いについて 金管理課長

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 年金局事業管理課
越ブロック本部管理部

年金局事業管
年管管発0117第3号 H26. 1. 16 佐 藤崇宏 H26. 1. 9 長、南関東ブロック本

承認について 年金審査係
部管理部長、九州ブ

理課長

ロック本部管理部長、
社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、北海道、北
関東信越、近畿、四国

年管管発0117第4号 H26. 1. 17 
審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 本杉 真一 H26. 1. 15 
ブロック本部管理部、 年金局事業管

承認について 北海道、東北、関東信 理課長
越、近畿厚生局、四国
厚生支局社会保険審査
官

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、近畿ブロッ

年金局事業管
年管管発0117第5号 H26. 1. 17 西 野智樹 H26. 1. 17 ク本部管理部長、東海

承認について 年金審査係
北陸、近畿厚生局社会

理課長

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
日本年金機構北関東・

年金局事業管
年管管発0117第6号 H26. 1. 16 

承認依頼について 年金審査係
佐 藤崇宏 H26. 1. 9 信越ブロック本部管理

理課長
部長

年管管発0117第7号 H26. 1. 17 特別定障害給付金の裁定及び不支給 年金局事業管理課
湯浅大輔 H26. 1. 16 日本年金機構 年金局事業管

決等の承認にういて 年金給付管理係 年金給付部長 理課長











14第1号

年管管発0214第2号

年管管発0214第3号

H2627mr竺士l'TV.l骨跡尻且に係る処|年金局事業管理課

金給付管理係

H26.2.101九」λ 凶日ノヨ中明JJ'既.f.JI[1，.る年金 年金局事業管理課
開品且者への対応について 年金給付管理係

の裁定等の決定に係る承認に
年金局事業管理課H26. 2. 121ついて(平成26年2月10日依
年金給付管理係

H26.2.131::':竺杢望室警件に係る処分につい 年金局事業管理課

H26. 2. 131骨骨I 間早苧''1'に係る処分変更に年金局事業管理課
-ー 年金審査係

H26. 2.131医療専門職の委嘱について

H26. 2 11障害給付金の裁定及び不支給
承認について

H26.2.141警査請求事件に係る保険者意見の
出について

|本杉真一

高 山貴子

俵英高

|高山貴子

本杉 真一

西野智樹

中島 直樹

貴子

真一

リスク・
コンブライアンス部
|長、近畿ブロツヴ本部

H26. 2. 7 長、中国ブロック本部

長、四国ブロック本部
長

H26.2.7 
日本年金機構年金給
付部長

H26.2.10 日本年金機構全国一括
業務部門担当理事

H26. 2. 1 

H26.2.13 日本年プ金ラ機構リスク・
コン イアンス部長

H26.2.13 日本年金機構リスウ・
コンブライアンス部長

H26.2. 

B日本年金機構 年金給
H26.2.121 l付部長

北海道、東北、関東信
越、東海北陸、近畿、

H26. 2. 41中国四圏、四圏、九州
(支)局社会保険

官

管









北海道・東北・関東信

年管管発0305第1号 H26.3.5 審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
中島直樹 H26.2.24 

越・東海北陸・近畿・中 年金局事業管
提出について 年金審査係 国四国・四国・九州厚生 理課長

(支)局社会保険審査官

年管管発0305第2号 H26.3.5 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 H26.3.4 

日本年金機構リスヴ・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0306第1号 H26.3.6 支払期間経過来受領金の受取人へ
年金局事業管理課 大 西耕平 H26.3.3 

日本年金機構事業管理部 年金局事業管
の償還請求勧奨依頼について 門担当理事 理課長

永住者の在留資格等を有するに
至った者に係る

年金局事業管理課 日本年金機構年金給付部 年金局事業管
年管管発0306第2号 H26.3.6 合算対象期間の取扱いについて 湯浅 大輔 H26.2.26 

(回答)
年金給付管理係 長 理課長

年管管発0306第3号 H26.3.6 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 H26.3.6 日本年金機構リスヴ・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

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課 日本年金機構リスヴ・コ 年金局事業管
年管管発0306第4号 H26.3.6 

ついて 年金審査係
佐藤 崇宏 H26.3.4 

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、四国ブロッヲ本
部管理部長、中国ブロッ

年管管発0306第5号 H26.3.6 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 H26. 2. 27 

ウ本部管理部長、北関 年金局事業管
承認について 年金審査係 東・信越ブロック本部管 理課長

理部長、南関東ブロッウ
本部管理部長、社会保険
審査官

日本年金機構障害年金業

年管管発0307第1号 H26.3.7 審査請求事件に係る処分取消しの
年金局事業管理課 本 杉真一 H26.2.27 

務部長、ブロック本部管 年金局事業管
承認について 理部長、厚生局社会保険 理課長

審査官



年管管発0310第1号 H26.3.10 特別障害給付金に係る裁定の承認 年金局事業管理課
高 山貴子 H26.3.6 

臼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0310第2号 H26.3.10 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課
高 山貴子 H26.3.6 

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

「厚生年金等の振込、送金および
外国送金に関する財務省会計セン

年金局事業管理課
日本年金機構事業企画部 厚生労働省年

年管管発0310第3号 H26.3.10 ヲ一、厚生労働省および日本銀行 俵英高 H26. 3.10 門担当理事、事業管理部 金局事業管理
との協定書Jの一部改lElこ伴う国

年金給付管理係
門担当理事 課長

庫金の外国送金の取扱いについて

年管管発0311第1号 H26.3. 11 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高 山貴子 H26.3.7 
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
、

国民年金障害給付に係る不支給処

年管管発0311第2号 H26.3.11 分の決定取消の主主認の取消及び不 年金局事業管理課
高 山貴子 H26.3.7 

日本年金機構年金給付 年金局事業管
支給処分に係る承認の取消の承認 年金給付管理係 部長 理課長
について

年管管発0311第3号 H26. 3. 11 
特別障害給付金の諸変更等の承認 年金局事業管理課

高 山貴子 H26. 3. 11 
日本年金機構年金給付 厚年金局事業

について 年金給付管理係 部長 管理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
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0311第4号 H26. 3. 11 ついて(平成26年3月 10日依 高山貴子 H26.3.11 
頼分)

年金給付管理係 部長 理課長

日本プ年金機構リスク・コ
ン ライアンス部長、中

年管管発0311第5号 H26. 3. 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 H26. 3. 11 
部ブロッウ本部長、近畿 年金局事業管

分について ブロック本部長、四国ブ 理課長
ロッウ本部長、九州ブ
ロッウ本部長

年管管発0312第1号 H26.3.12 
再審査請求事件に係る処分変更に

年金局事業管理課 本杉真一 H26. 3.12 
日本年金機構リスク・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長



年管管発0312第2号 H26. 3.12 特別障害給付金の裁定及び却下の 年金局事業管理課
高 山貴子 H26. 3.12 

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

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画
年金局事業管

年管管発0313第1号 H26. 3.13 口装置)の稼働時間の延長につい 下回耕平 H26. 3.12 部門担当理事 システム
て

システム室計画係
部門担当理事

理課長

北海道、東北、関東信

年管管発0314第3号 H26.3.14 審査請求事件に係る保険者意見の
年金局事業管理課 本杉真一 H26.3.7 

越、東海北陸、近畿、中 年金局事業管
提出について 固四園、四圏、九州厚生 理課長

(支)局社会保険審査官

年管管発0314第4号 H26.3.13 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
西野智樹 H26.3.12 

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

日本年金機構障害年金業

年管管発0314第5号 H26.3.13 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
西野智樹 H26.3.7 

務部長、関東信越、近 年金局事業管
承認について 年金審査係 畿、四圏、九州厚生 理課長

(支)局社会保険審査官

厚生年金保険の保険給付及び保険

年管管発0314第6号 H26.3.14 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 H26. 3. 12 年金局総務課長

年金局事業管|
2条第9項の規定に係る平成25 厚生年金保険管理係 理課長
年度の国庫負担について

行 国民年金・厚生年金保険障害認定
日本年金機構全国一括業 年金局事業管

年管管発0317第1号 H26. 3. 17 基準の一部改正に伴う診断書の項 年金局事業管理課 関口 弘忠 H26. 3.12 
務部門担当理事 理課長

目改正等について

国民年金・厚生年金保険障害認定
地方厚生(支)局年金調 年金局事業管

年管管発0317第2号 H26.3.17 基準の一部改正に伴う診断書の項 年金局事業管理課 関 口弘忠 H26.3.12 
目改E等について

整課長、年金管理課長 理課長

国家公務員共済組合連合
国民年金・厚生年金保険障害認定 会理事長、地方公務員共

年金局事業管
年管管発0317第3号 H26.3.14 基準の一部改正に伴う診断書の項 年金局事業管理課 関口弘忠 H26.3.12 済組合連合会理事長、日

理課長
目改正等について 本私立学校振興・共済事

業団理事長





平成25年度における国民年金事務
官署支出官厚生労働省年

年管管発0324第3号 H26.3.24 費交付金等の概算交付額の変更決
年金局事業管理課

本 田忠嗣 H26. 3. 12 
金局事業企画課長、北海 年金局事業管

定について
交付金係 道厚生局年金管理課長他 理課長

4件

平成25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)局年金調 年金局事業管

年管管発0324第4号 H26.3.24 費交付金等の交付決定及び精算交 本 国忠嗣 H26.3.12 
付について

交付金係 整課長、年金管理課長 理課長

年管管発0324第6号 H26. 3. 24 平成25年度における国民年金事務 年金局事業管理課
本田忠嗣 H26.3.12 

地方厚生(支)局年金調 年金局事業管
費交付金等の交付の申請について 交付金係 整課長、年金管理課長 理課長

日本年金機構リスク・コ

審査請求事件の容認決定に係る処
ンブライアンス部長、中

年金局事業管
年管管発0324第12号 H26.3.24 年金局事業管理課 本杉真一 H26. 3. 20 部ブロツヴ本部長、近畿

分について
ブロッウ本部長、中国ブ

理課長

ロッウ本部長

厚生年金保険の保険給付費の過誤
年金局事業管理課 日本年金機構全国一括業 年金局事業管

年管管発0325第1号 H26. 3. 25 払返納金等に係る事務の取扱につ
厚生年金保険管理係

鈴 木優史 H26.3.18 
務部門担当理事 理課長

いて

年金の裁定等の決定に係る承認に
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0325第2号 H26.3.25 ついて(平成26年3月24日依 高山 貴子 H26. 3. 24 
頼分)

年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0325第3号 H26.3.25 
国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課

高山 貴子 H26.3.24 
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

北海道、東北、関東信

年管管発0326第1号 H26. 3. 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 H26. 3.13 
越、東海北陸、近畿、中 年金局事業管

提出について 年金審査係 国四園、四園、九州厚生 理課長
(支)局社会保険審査官



日本プ年金機構リスヴ・コ

審査請求事件の容認決定に係る処
ンライアンス部長、南

年管管発0326第2号 H26.3.26 年金局事業管理課 本 杉真一 H26.3.26 関東ブロッウ本部長、中
分について

部ブロッウ本部長、九州
理課長

ブロック本部長

年管管発0327第2号 H26.3.27 失践宣告を受けた者の死亡一時金 年金局事業管理課
鹿間等 H26.3.26 

日本年金機構全国一括業 年金局事業管
の請求期間の取扱い等について 年金給付管理係 務部門担当理事 理課長

平成25年度健康保険事務指定市町 年金局事業管理課
地方厚生局年金調整課長

年金局事業管年管管発0327第3号 H26.3.20 
村交付金の交付について 厚生年金保険管理係

風間龍介 H26.3.13 地方厚生(支)局年金管
理課長

理課長

地方厚生(支)局

年管管発0327第4号 H26.3.27 失綜宣告を受けた者の死亡一時金 年金局事業管理課
鹿間等 H26.3.26 

年金調整(年金管理)課 年金局事業管
の請求期間の取扱い等について 年金給付管理係 長 理課長

日本年金機構障害年金業

年管管発0327第5号 H26.3.27 審査請求事件に係る処分取消しの
年金局事業管理課 本杉真一 H26.3.24 

務部長、ブロック本部管 年金局事業管
承認について 理部長、厚生局社会保険 理課長

審査官

失掠宣告を受けた者の死亡一時金

年管管発0327第6号 H26.3.27 の請求期間の取扱い等の周知につ 年金局事業管理課
鹿間等 H26.3.26 

全国社会保険労務士会連 年金局事業管
いて(依頼) 年金給付管理係 合会会長 理課長

年管管発0328第1号 H26.3.28 各種諸変更等の承認について(平 年金局事業管理課
高 山貴子 H26.3.28 

日本年金機構業務管理 年金局事業管
成26年4月支払分等) 年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0328第2骨 H26.3.28 国民年金障害給付等の不支給決定 年金局事業管理課
高 山貴子 H26.3.28 

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

日本年金機構障害年金業

年管管発0328第3号 H26.3.28 
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 H26. 3. 25 
務部長、東海北陸厚生 年金局事業管

承認について 年金審査係 局・近畿厚生局・中国四 理課長
国厚生局社会保険審査官



年管管発0328第4号 H26.3.28 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 H26.3.25 

日本年金機構近畿ブロッ 年金局事業管
承認依頼について(回答) 年金審査係 ウ本部管理部長 理課長

年管管発0331第1号 H26.3.27 
平成25年度最終分の月計突合関

年金局事業管理課 鈴木優史 H26.3.27 
日本年金機構事業管理部 年金局事業管

係処理について 門担当理事 理課長

日本年金機構障害年金業

審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
務部長、東北、東海北

年金局事業管年管管発0331第2号 H26.3.28 西野智樹 H26.3.26 陸、近畿、中国四園、四
家認について 年金審査係

圏、九州厚生(支)局社
理課長

会保険審査官

年管管発0331第3号 H26.3.31 
平成26年度における児童手当拠出 年金局事業管理課

風間龍介 H26.3.28 
日本年金機構事業管理部 年金局事業管

金の率について 厚生年金保険管理係 門担当理事 理課長

年管管発0331第4号 H26.3.31 
健康保険印紙の形式の改正につい 年金局事業管理課

風間龍介 H26.3.28 
日本年金機構事業管理部 年金局事業管

て 厚生年金保険管理係 門担当理事 理課長

健康保険印紙の形式の改正につい 年金局事業管理課
地方厚生局年金調整課長

年金局事業管
年管管発0331第5号 H26.3.31 風 間龍介 H26.3.28 地方厚生(支)局年金管

て 厚生年金保険管理係
理課長

理課長

年管管発0331第6号 H26.3.31 
健康保険印紙の形式の改正につい 年金局事業管理課

風間龍介 H26.3.28 
健康保険事務指定市町村 年金局事業管

て 厚生年金保険管理係 主管課長 理課長

年管管発0331第9号 H26.3.31 
厚生年金保険料等の納期限の延長 年金局事業管理課

小田原日秋 H26.3.31 
日本年金機構事業管理部 年金局事業管

について 厚生年金保険管理係 門担当理事 理課長



「公的年金制度の財政基盤及び最 日本年金機構事業企画部
低保障機能の強化等のための国民 門担当理事

年金局事業管年管管発0331第10号 H26.3.31 年金法等の一部を改正する法律」 年金局事業管理課 {中j畢操 H26.3.31 事業管理部門担当理事
理課長

の一部施行に伴う事務の取扱いに 全国一括事務部門担当理
ついて 事

「公的年金制度の財政基盤及び最
低保障機能の強化等のための国民

{中津操 H26.3.31 
地方厚生(支)局年金管 年金局事業管年管管発0331第11号 H26.3.31 年金法等の一部を改正する法律J 年金局事業管理課
理課長・年金調整課長 理課長

の一部施行に伴う事務の取扱いに
ついて

健康保険、船員保険及び厚生年金
年金局事業管理課

高橋智弘 H26.3.31 
日本年金機構事業管理部 年金局事業管

年管管発0331第12骨 H26.3.31 保険の産前産後休業期間中の保険
厚生年金保険管理係 門担当理事 理課長

料免除等の取扱いについて

健康保険、船員保険及び厚生年金
年金局事業管理課

高 橋智弘 H26.3.31 
地方厚生(支)局年金調 年金局事業管

年管管発0331第13号 H26.3.31 保険の産前産後休業期間中の保険
厚生年金保険管理係 整課長・年金管理課長 理課長

料免除等の取扱いについて

「特別障害給付金に係る事務の取
年金局事業管理課

俵英高 H26.3.28 
日本年金機構全国一括業 年金局事業管

年管管発0331第14号 H26.3.31 扱いについて(通知)Jの一部改
年金給付管理係 務部門担当理事 理課長

正について

「特別障害給付金に係る事務の取
年金局事業管理課

俵 英高 H26.3.28 
地方厚生(支)局年金調 年金局事業管

年管管発0331第15号 H26.3.31 扱いについて(通知)Jの一部改
年金給付管理係 整課長、年金管理課長 理課長

正について

障害年金の額改定請求に係る待機
栗原秀行 H26.3.28 

日本年金機構全国一括業 年金局事業管
年管管発0331第16号 H26.3.31 期間の一部緩和に係る周知につい 年金局事業管理課

務部門担当理事 理課長
て

障害年金の額改定請求に係る待機
栗原秀行 H26.3.2 

8地方厚生(支)局年金調 年金局事業管
年管管発0331第17号 H26.3.31 期間の一部緩和に係る周知につい 年金局事業管理課

整課長及び年金管理課長 理課長
て



年管管発0331第18号
年金の裁定等の決定に係る承認に

年金局事業管理課 日本年金機構 業務管理 年金局事業管
H26.3.31 ついて(平成26年3月31日依 高山貴子 H26.3.31 

頼分)
年金給付管理係 部長 理課長

年管管発0331第19号 H26.3.31 
老齢福祉年金の各種諸変更等の承 年金局事業管理課

高山貴子 H26.3.31 
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


