
年金高施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課 E 係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管菅発0403第1号 H26.4.3 特別障害給付金に保る裁定の承認 年金局事業管理課
高山貴子 H26.4.2 日本年金機構年金給 年金品事業管

について 年金給付管理係 付部長 理課長

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

年管管発0403第2号 審査請求事件の容認決定に採る処 年金局事業管理課 部長、北関東国信越ブ
年金属事業管H26.4.3 

分について 年金審査保
西野智樹 H26. 4. 1 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、九州
ブロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長、近畿ブロッ

年管嘗発0407第1号 H26.4. 7 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 H26.3.31 ク本部長、関東信越、 年金局事業管

承認について 年金審査係 近畿、中国四圏、四国 理課長
厚生（支）届社会保険
審査官

年管管発0407第2号 H26.4. 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 H26.4.4 

日本年金機構年金給 年金商事業管
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0408第1号 H26.4.8 ついて（平成26年4月7日依頼
年金給付管理係

高山貴子 H26.4. 7 
理部長 理課長分）



年管管発0410第1号 H26.4.4 再審査請求事件に探る処分変更に 年金属事業管理課
西野智樹 H26.4.3 日本年金機構リスク園 年金昂事業管

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0410第2号 H26.4.8 再審査請求事件に係る処分変更に 年金属事業管理課
西野智樹 H26.4. 7 日本年金機構リスク園 年金扇事業管

ついて 年金響査｛系 コンブライアンス部長 理課長

北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保障者意見の 年金局事業管理課 越、東海、近畿、中国
年金局事業管年管管発0410第3号 H26.4. 10 西野智 樹 H26. 3. 20 四園、四圏、九州厚生提出について 年金審査係

（支）昂社会保険審査
理課長

「回晶圃唱

自本年金機構リスク・

審査請求事件の容認決定に探る処 コンブライアンス部
年金局事業管年管管発0410第4号 H26.4. 10 年金局事業管理課 上村武志 H26.4. 9 長、近畿ブロック本部分について

長、九州ブロック本部
理課長

長

年管管発0411第1号 H26.4. 11 再審査請求事件に保る処分変更に 年金蝿事業管理課
｛左藤崇宏 H26. 3. 26 

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0411第2号 H26. 4. 11 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金晶事業管理課 高山 貴子 H26.4.9 日本年金機構年金給付 年金属事業管

決定の京認について 部長 理課長

年管管発0414第1号 H26. 4. 14 再審査請求事件に係る処分につい 年金局事業管理課
市JiI 幸伸 H26. 4. 11 日本年金機構リスクコ 年金昂事業管

て（容認裁決） 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0414第2号 H26. 4. 14 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. 4. 11 日本年金機構年金給付 年金毘事業管

について 部長 理課長

年管管発0414第3号 H26.4. 14 国民年金障害給付金等の不支給決
年金局事業管理課 高山 貴子 H26司 4.11 日本年金機構年金給付 年金崩事業菅

定等の承認について 部長 理課長

日本年金機構リスク掴
年管菅発0414第4号 H26.4. 14 審査請求事件の容認決定に保る処

年金属事業管理課 上村武志 H26.4. 14 コンブライアンス部 年金局事業管
分について 長、南関東ブロック本 理課長

部長



北海道、東北、関東信

年管菅発0415第1号 H26.4. 14 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

提出について 年金審査保 佐藤崇宏 H26.3圃 26中国四圏、四圏、九州
理課長厚生（支）局社会保険

審査官

年管管発0415第2号 H26.4. 15 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 H26.4. 15 日本年金機構事業管理 年金眉事業管

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0416第1号
年金の裁定等の決定に罷る承認に

日本年金機構業務管理 年金局事業管H26.4. 16 ついて（平成26年4月14日依 年金属事業管理課 高山貴子 H26.4. 14 
頼分） 部長 理課長

北海道、東北、関東信

年管管発0416第3号 審査請求事件に係る保険者意毘の 年金局事業管理課 越、東海北陸、近畿、
年金昂事業管H26.4. 16 

提出について 年金審査係
佐藤崇宏 H26.4. 10 中園田園、四圏、九州

理課長
厚生（支）局社会保険
審査官

北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保険者意見の 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0417第1号 H26.4. 17 西野智樹 H26.4. 10 中国四圏、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

年菅管発0417第2号 H26. 4. 17 介護保険料等の年金からの特別徴
年金局事業管理課 高山貴子収について H26.4. 17 

臼本年金機構業務管 年金局事業管
理部長 理課長



年管管発0418第1号 H26. 4. 15 再審査請求事件に保る処分変更に
年金局事業管理課 松永潔 文 H26.4. 14 田本年金機構リスク回 年金昂事業管

ついて コンブライアンス部 理課長

年管管発0421第1号 H26. 4.21 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 H26.4. 18 日本年金機構年金給付 年金馬事業管

等の承認について 部長 理課長

年管管発0421第2号 H26. 4. 21 特別障害給付金に保る裁定の承認
年金局事業管理課 高山貴子 H26.4. 16 百本年金機構年金給付 年金局事業管

について 部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に
日本年金機構業務管理 年金局事業管年管管発0421第3号 H26.4.21 ついて（平成26年4月21日銀 年金局事業管理課 高山貴 子 H26.4. 21 
部長 理課長頼分）

南関東ブロック本部
年管管発0423第2号 H26.4.23 審査請求事件の容認決定に保る処

年金島事業管理課 上村武 志 H26.4.23 長、中部ブロック本部 年金局事業管
分について 長、九州ブロック本部 理課長

長



日本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ

年菅管発0423第7号 H26.4. 23 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 H26.4. 15 ロック本部管理部長、 年金局事業管

承認について 年金審査係 北海道、東北、関東信 理課長
越、近畿、中国厚生局
社会保険審査官

年管管発0424第1号
平成26年度国民年金事務に保る市

年金届事業管理課 地方厚生（支）局年金
年金局事業菅H26.4.24 町村との協力園連携計画書等のい 五味 憲 治 H26.4.23 調整課長、年金管理課

提出について 交付金係
長 理課長

白本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ
ロック本部管理部長、

年管菅発0424第2号 H26.4. 23 審査請求事件に罷る処分取消しの 年金属事業管理課
｛左藤崇宏 H26.4. 14 中部ブロック本部管理 年金局事業管

承認について 年金審査保 部長、近畿ブロック本 理課長
部管理部長、中園ブ
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、北関東信越

年管管発0424第3号 H26.4.22 審査請求事件に保る処分取消しの
年金局事業管理課 松永潔文 H26.4. 10 ブロック本部管理部 年金昂事業菅

承認について 長、関東信越、近畿、 理課長
九州厚生局社会保険審
査官



審査請求事件に罷る処分取消しの
日本年金機構中部ブ

年菅管発0425第1号 H26.4.25 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26.4. 25 ロック本部管理部長、 年金局事業管

承認について 年金審査係 東海北陸厚生局社会保 理課長
険審査官

年管管発0428第1号
平成25年度債権管理計算書等の諸

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管H26.4.28 報告に関する事務の取扱いについ 本田忠 嗣 H26.4.24 
て 交付金保 部門担当理事 理課長

年管管発0428第2号 H26.4. 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 H26.4.28 日本年金機構業務管 年金属事業管

成 26年 5月支払分等） 理部長 理課長

年管管発0428第3号 H26.4.28 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 H26.4.28 

日本年金機構給付企 年金局事業管
等の承認について 画部長 理課長



年金の裁定等の決定に犠る承認に
H26.4.28 

日本年金機構業務管理 年金昂事業管年管管発0428第4号 H26.4.28 ついて（平成26年4月28日依 年金局事業管理課 高山貴 子
部長 理課長頼分）



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

年管管発0501第1号 H26.4. 30 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 H26.4.23 

日本年金機構法務・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0501第2号 H26.5. 1 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 H26.5. 1 

日本年金機構給付企 年金局事業管
認について 画部長 理課長

年管管発0501第3号 H26. 5. 1 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 H26.5. 1 

日本年金機構給付企 年金扇事業管

決定の承認について 画部長 理課長

審査請求事件の容認決定に係る処
日本年金機構法務・コ 年金局事業管

年管管発0507第1号 H26.5. 7 年金局事業管理課 上村武志 H26.5. 7 ンブライアンス部長、
分について 東北ブロック本部長

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、北海道、関 年金局事業管

年管管発0508第1号 H26.5.8 西野智樹 H26.4.29 東信越、東海北陸、近
承認について 年金審査係 畿厚生局社会保険審査

理課長

官

年管管発0509第2号 H26.5.9 
国会議員（参議院）の被保険者記 年金局事業管理課

大島隆 成 H26.5.9 日本年金機構副理事長
年金局事業管

録確認について 国民年金管理係 理課長



年菅管発0512第1号 H26.5.8 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. 5. 1 日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0512第2号 H26.5.9 再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26. 5.2 

日本年金機構法務圃コ 年金局事業管
ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0512第3号 H26.5. 12 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 H26.5. 12 日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

東日本大震災により行方不明と
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0513第1号 H26.5. 13 なった者の死亡一時金の請求期間 湯浅大 輔 H26. 5. 13 

の取扱い等について 年金給付管理罷 業務部門担当理事 理課長

東日本大震災により行方不明と 地方厚生（支）局

年管管発0513第2号 H26. 5. 13 なった者の死亡一時金の請求期間 年金島事業管理課
湯浅大 輔 H26.5. 13 年金調整（年金管理） 年金居事業管

の取扱い等について 年金給付管理係 課長 理課長

東日本大震災により行方不明と
なった者の死亡一時金の請求期間

年金局事業管理課 全国社会保険労務士会 年金局事業管年管管発0513第3号 H26.5. 13 の取扱い等の周知について（依
年金給付管理保

湯浅大輔 H26.5. 13 
連合会会長 理課長頼）



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0513第4号 H26. 5. 13 年金局事業管理課 松永潔文 H26. 4. 30 中国四国、田園、九州提出について
厚生（支）昂社会保険 理課長

審査官

年金の裁定等の決定に係る承認に
日本年金機構業務管 年金局事業管年管管発0513第5号 H26.5. 13 ついて（平成26年5月 12日依 年金局事業管理課 高山貴子 H26. 5. 12 
理部長 理課長頼分）

再審査請求事件に操る処分変更に 日本年金機構法務圃リ
年金属事業管年管管発0513第6号 H26. 5. 13 年金島事業管理課 松永潔文 H26.5. 13 スクコンブライアンスついて

部 理課長

｜北海道海、東北北陸、関東仏
審査請求事件に探る保験者意見の 越、東 、近畿、

年金届事業管年管官発0514第1号 H26.5圃 14 年金局事業管理課 上村武志 H26. 5. 12 中国四園、四国、九州提出について
厚生（支）局社会保験

理課長

｜審査官

年管管発0514第2号 H26.5. 14 再審査請求事件に保る処分につい 年金局事業管理課
市JII 幸伸 H26.5.13 

日本年金機構法務国コ 年金局事業管
て 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

平成26年度のねんきん月間におけ
年金局事業管理課 文部科学省初等中等教 年金島事業管年管管発0514第3号 H26. 5. 14 るエッセイの募集の周知について
国民年金管理保

合田靖 H26. 5. 14 
育局教育課程課長 理課長（依頼）



年管管発0515第1号 H26.5. 15 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金局事業管理課 高山貴 子 H26.5. 14 

日本年金機構給付企 年金局事業管
決定の承認について 画部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、東北ブロツ

年管管発0516第1号 審査請求事件に係る処分取消の承 年金局事業管理課
ク本部管理部長、北関

年金局事業管H26.5. 15 
認について 年金審査係

佐藤崇宏 H26.5.2 東・信越ブロック本部
理課長

管理部長、近畿ブロツ
ク本部管理部長、社会
保険審査官

日本年金機構法務・コ

年管管発0516第2号 審査請求事件の容認決定に係る処
ンブライアンス部長、

年金局事業管
H26.5. 16 

分について
年金局事業管理課 上村武志 H26.5. 14 南関東ブロック本部

理課長
長、近畿ブロック本部
長

国民年金法に基づく届書の電子媒
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0516第3号 H26.5. 16 体化および様式の統一化にかかる 五昧憲治 H26.5. 16 調整課長、年金管理課

調査および意見照会について
交付金係

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0516第4号 H26.5. 16 
提出について 年金審査係

佐藤崇宏 H26.5.8 中国四園、四園、九州
理課長

厚生（支）局社会保険
審査官

J 

年管管発0519第1号 H26.5. 19 特別障害給付金の諸変更等の承認
年金属事業管理課 高山貴子 H26.5. 19 

日本年金機構給付企 年金局事業管

について 画部長 理課長



年管管発0519第2号 H26. 5. 19 園民年金障害給付等の不支給決定
年金昂事業管理課 高山貴子 H26. 5. 19 日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

年管管発0519第3号 H26. 5. 19 介護保険料等の年金からの特別徴
年金局事業管理課 高山貴子 H26. 5. 19 白本年金機構業務管 年金局事業管

収について 理部長 理課長

年管管発0520第1号
年金の裁定等の決定に係る承認に

日本年金機構業務管 年金昂事業管H26.5.20 ついて（平成26年5月 19日依 年金局事業管理課 高山貴 子 H26. 5. 19 
頼分） 理部長 理課長

年管管発0521第1号 H26.5.20 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 H26.5. 16 

日本年金機構法務偉コ 年金届事業管
ついて 年金審査罷 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、南関東ブ

年管管発0522第1号 H26. 5. 19 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課
西野智樹 H26.5圃 16

ロック本部管理部長、 年金属事業管
承認について 年金審査保 東北、関東信越、東海 理課長

北陸、近畿、中国四国
厚生島社会保険審査官

北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保険者意見の 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0522第2号 H26. 5. 21 西野智樹 H26. 5. 14 中国四国、四圏、九州提出について 年金審査保
厚生（支）畠社会保険

理課長

審査官



年管管発0526第1号 H26.5.26 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金昂事業管理課 高山貴 子 H26.5.22 日本年金機構給付企 年金昂事業管

決定の承認について 画部長 理課長

年管管発0526第2号 H26. 5.26 介護保険料等の年金からの特別徴
年金局事業管理課 高山貴子 H26.5.8 日本年金機構業務管 年金局事業管

収について 理部長 理課長

年管管発0527第1号 H26.5.27 国民年金障害給付金等の不支給決
年金局事業管理課 湯浅大輔 H26. 5.23 日本年金機構給付企 年金高事業管

定等の承認について 画部長 理課長

年管菅発0527第2号
年金の裁定等の決定に保る承認に

日本年金機構業務管 年金局事業管H26.5圃 27ついて（平成26年5月26日依 年金局事業管理課 湯浅大輔 H26.5. 26 
頼分） 理部長 理課長

年管管発0527第3号 H26.5.27 特別障害給付金の諸変更等の承認
年金局事業管理課 湯浅大輔 H26幽 5.26

日本年金機構給付企 年金属事業管
について（物価スライド分等） 画部長 理課長

年管管発0527第4号 H26. 5. 27 老齢福祉年金の各種諸変更等の承
年金属事業管理課 湯浅大輔 H26圃 5.26 

日本年金機構給付企 年金局事業管
認について（物価スライド分等） 画部長 理課長



日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、

年管管発0527第5号 H26.5. 27 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 上村武 志 H26.5.20 

近畿ブロック本部長、 年金局事業管
分について 中国ブロック本部長、 理課長

九州ブロック本部長、
東北ブロック本部長

年管管発0530第1号 H26.5.29 行政訴訟事件に係る新たな処分に
年金局事業管理課 加藤明雄 H26.5. 29 

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

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0530第2号 H26.5.30 町村の振込口座情報の確認につい 五昧憲 治 H26.5.30 調整課長、年金管理課

て（依頼）
交付金係 長

理課長



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

年管管発0602第1号 H26.6. 2 厚生年金保険料等の納期限の延長
年金属事業管理課 小田原 日秋 H26.5.30 

日本年金機構事業管理 年金局事業管

について 部門担当理事 理課長

年管管発0602第2号 H26. 6.2 特別障害給付金に係る裁定の承認
年金局事業管理課 湯浅 大輔 H26.5.30 

日本年金機構年金給付 年金局事業管

について 部長 理課長

年管管発0602第3号 H26.6.2 各種諸変更等の承認について（平
年金局事業管理課 湯浅大輔 H26.5.30 

日本年金機構業務管 年金局事業管

成26年6月支払分等） 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
越、東海北陸、近畿、 年金属事業管

年管管発0602第4号 H26.6.2 年金局事業管理課 上村 武志 H26.5.28 申園田園、四圏、九州
提出について 厚生（支）局社会保険

理課長

審査官

年管管発0602第5号 H26.6.2 
老齢福祉年金の各種諸変更の承認

年金局事業管理課 高山貴子 H26.6.2 
日本年金機構給付企 年金局事業管

について 画部長 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管管発0603第1号 H26.6.2 年金局事業管理課

佐藤 崇宏 H26. 5.20 
業務部長、北海道、東 年金属事業管

承認について 年金審査係 北、関東信越、近畿、 理課長
九州厚生局

年管管発0603第2号 H26.6.2 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 H26.5.23 

日本年金機構法務・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0603第3号 H26.6.2 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 H26.5.28 

日本年金機構法務・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0603第4号
年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構業務管 年金局事業管

H26.6.3 ついて（平成26年6月2日依頼 年金局事業管理課 高山 貴子 H26 .. 6. 2 
分）

理部長 理課長

年管管発0603第5号 H26.6.3 
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 H26.6.2 
日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

日本年金機構法務・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、 年金局事業管

年管管発0603第6号 H26.6.3 年金局事業管理課 上村武志 H26.5.30 東北ブロック本部長、
分について 近畿ブロック本部長、

理課長

中国ブロック本部長



年雷管発0603第7号
特例水準解消に伴う改定及び原簿

日本年金機構年金給付 年金局事業管H26.6.3 更新の承認について（平成26年 年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 6.2 
6月支払分等） 部長 理課長

年菅管発0604第1号 H26.6.4 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 H26.6.3 日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

年管管発0604第2号 H26.6圃 4行政訴訟事件に係る支払手続につ
年金局事業管理課 加藤 明雄 H26. 6.4 

日本年金機構法務圃コ 年金届事業管
いて（依頼） ンブライアンス部長 理課長

北海道、東北、関東信

年管管発0605第1号 審査請求事件に係る保険者意見の 越、東海北陸、近畿、
年金属事業管H26. 6. 5 

提出について 年金属事業管理諜 松永潔文 H26. 5.29 中国四園、四圏、九州
理課長

厚生（支）属社会保険
審査官

年菅管発0605第2号 H26.6.5 特別障害給付金に探る裁定の承認
年金局事業管理課 高山貴子 H26.6.4 

日本年金機構給付企 年金蝿事業管
について 画部長 理課長

審査請求事件に罷る処分散消しの 日本年金機構障害年金
年金局事業管年菅管発0606第1号 H26.6. 6 年金届事業管理課 松永潔文 H26.5.29 業務部長、厚生局社会承認について

保険審査官
理課長



日本年金機構障害年金
業務部長、北関東信越

年管管発0606第2号 H26.6.4 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課 ブロック本部管理部
年金属事業管

承認について 年金審査係 西野智樹 日26.5.30 長、九州ブロック本部
理課長

管理部長、北海道、関
東信越、近畿、九州厚
生局社会保険審査官

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、
東北ブロック本部長、

年管管発0609第1号 H26.6. 9 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 上村 武志 H26.6.5 

北関東聞信越ブロック 年金属事業管
分について 本部長、近畿ブロック 理課長

本部長、中国ブロック
本部長、九州ブロック
本部長

北海道、東北、関東信

年管管発0610第1号 審査請求事件に保る保険者意見の 年金局事業管理課 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管H26. 6.9 

提出について 年金審査係
佐藤崇宏 H26.5.28 中国四園、四国、九州

理課長厚生（支）局社会保険
審査官

年管管発0610第2号 H26. 6. 10 国民年金障害給付等の不支給決定
年金属事業管理課 小野寺晋 H26. 6.9 日本年金機構本部給 年金属事業管

等の承認について 付企画部長 理課長



年管管発0610第3号
年金の裁定等の決定に保る承認に

日本年金機構業務管理 年金昂事業管H26. 6. 10 ついて（平成26年6月9日依頼 年金局事業管理課 小野 寺晋 H26. 6.9 
分） 部長 理課長

年管管発0611第1号 H26. 6. 11 再審査請求事件にかかる処分変更
年金局事業管理課 松永潔文 H26.6.6 

日本年金機構法務圃 年金局事業管
について コンブライアンス部長 理課長

年管管発0612第1号 日26.6. 12 国会議員（衆議院）の被保険者記 年金局事業管理課
大島隆成 H26. 6. 11 日本年金機構副理事長

年金昂事業管
録確認について 国民年金管理係 理課長

年管管発0612第2号 H26.6. 11 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
西野智 樹 H26.6.3 日本年金機構法務・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

年雷管発0612第3号 H26.6. 12 行政訴訟事件に保る新たな処分に
年金昂事業管理課 小杉光 恵 H26. 6. 12 

日本年金機構法務 a コ 年金局事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長



年菅管発0612第4号 H26. 6. 12 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金昂事業管理課 小野寺晋 H26. 6. 11 日本年金機構給付企画 年金属事業管

決定の承認について 部長 理課長

年管管発0616第1号 審査請求事件の容認決定に係る処 日本年金機構法務・コ
年金島事業管H26圃 6圃 16

分について 年金昂事業管理課 上村武志 H26. 6. 11 ンブライアンス部長、
理課長

南関東ブロック本部長

年管管発0616第2号 H26.6. 16 行政訴訟事件に係る処分変更等に
年金局事業管理課 加藤 明雄 H26.6. 16 日本年金機構法務・コ 年金昂事業管

ついて（依頼） ンブライアンス部長 理課長

北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保障者意見の 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0616第3号 H26園 6.16 西野智樹 H26.6. 5 中国四園、四圏、九州提出について 年金審査保

厚生（支）局社会保険
理課長

審査官

公的年金制度の健全性及び信頼性
日本年金機構

年管管発0616第4号 H26. 6. 13 の確保のための厚生年金保険法等
年金局事業管理課 山村祐介 H26. 6. 10 事業企画部門担当理事

年金局事業管
の一部を改正する法律等の施行に

事業管理部門担当理事
理課長

伴う事務の取扱いについて

年管管発0617第1号 H26.6. 17 行政訴訟事件に保る支払手続きに
年金局事業管理課 畑中 正視 H26.6. 17 

日本年金機構法務 a コ 年金局事業管
ついて（依頼） ンブライアンス部長 理課長



年管管発0618第1号 H26.6. 17 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課 日本年金機構障害年金
年金局事業管

承認について 年金審査係 佐藤崇宏 H26.6.9 業務部長、社会保険審
理課長査官

年管管発0618第2号 H26. 6. 17 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 H26.6.9 日本年金機構障害年金 年金局事業管

;i¥;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3号
年金の裁定等の決定に係る承認に

日本年金機構業務管 年金局事業管H26. 6. 18 ついて（平成26年 6月 16日依 年金局事業管理課 小野 寺晋 H26.6“16 
頼分） 理部長 理課長

年管管発0618第4号 H26. 6. 18 特別障害給付金の諸変更等の承認
年金属事業管理課 小野 寺晋 H26. 6. 16 

自本年金機構給付企 年金局事業管
について 酉部長 理課長

年管管発0618第5号 H26.6. 18 国民年金障害給付金等の不支給決
年金局事業管理課 小野 寺晋 H26.6. 16 日本年金機構給付企 年金属事業菅

定等の承認について 画部長 理課長



年管管発0619第1号 H26. 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 小野 寺晋 H26. 6. 18 日本年金機構給付企 年金昂事業管

決定の承認について 画部長 理課長

年管管発0619第2号 H26. 6. 19 介護保険料等の年金からの特別徴
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 6. 19 日本年金機構業務管 年金昂事業管

収について 理部長 理課長

日本年金機構障害年金
年管管発0620第1号 H26.6. 19 審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 松永潔文 H26. 6. 6 
部長、東北ブロック本 年金局事業管

承認について 部管理部長、社会保険 理課長
審査官

平成26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
年金昂事業管年菅管発0623第1号 H26.6. 19 北澄亜希子 H26園 6.18 年金調整課長、年金管等の概算交付決定について 交付金係

理課長
理課長

平成26年度国民年金事務費交付金
年金昂事業管理課

地方厚生（支）局
年金昂事業管年管管発0623第2号 H26.6. 19 等の概算交付について（第1四半

交付金保
北澄亜希子 H26. 6. 18 年金調整課長、年金管

理課妄期分） 理課長



日本年金機構障害年金

年管管発0623第3号 H26.6.20 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、北海道、東
年金局事業管

承認について 年金審査保 西野智樹 H26. 6. 13 北、関東信越、近畿、
理課長田園、九州厚生（支）

局社会保険審査官

年管管発0623第4号 H26.6.20 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. 6. 19 日本年金機構法務圃コ 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

年菅管発0624第1号 H26. 6. 24 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 6. 20 日本年金機構給付企画 年金局事業管

等の承認について 部長 理課長

年管官発0624第2号 H26.6.24 裁判結果確定の通知等の送付につ
年金局事業管理課 俵英高 H26.6. 18 京都地方検察庁検察官

年金局事業管
いて（依頼） 理課長

年管管発0624第3号 H26. 6. 24 裁判結果確定の通知等の送付につ
年金昂事業管理課 俵英 高 H26‘6. 18 

さいたま地方検察庁検 年金局事業管
いて（依頼） 察官 理課長

年管官発0624第4号 H26. 6.24 裁判結果確定の通知等の送付につ
年金局事業管理課 イ表 英高 H26. 6. 18 

名古屋地方検察庁検察 年金局事業管
いて（依頼） T日品ー， 理課長



年管管発0624第5号 H26.6.24 裁判結果確定の通知等の送付につ
年金局事業管理課 俵英高 H26. 6. 18 名古屋地方棋察庁検察 年金属事業管

いて（依頼） F居ゐ唱

理課長

年管管発0624第6号 H26圃6.24庫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 白秋 H26.6.24 田本年金機構事業管理 年金局事業管

について 部門担当理事 理課長

年管菅発0624第8号 H26.6. 24 国税局職員等への実務研修の実施
年金局事業管理課 小田原 日秋 H26.6.24 国税庁徴収部徴収課長

年金局事業管
について 理課長

年管管発0624第9号 H26.6.24 国税局職員等への実務研修の実施
年金属事業管理課 小田原 日秋 H26. 6.24 

日本年金機構事業部門 年金局事業管
について 担当理事 理課長 ' 

日本年金機構法務圃コ

審査請求事件の容認決定に係る処 ンブライアンス部長、
年金属事業管年管管発0624第10号 H26.6.24 年金属事業管理課 上村武志 H26. 6. 19 東北ブロック本部長、分について

中国ブロック本部長、
理課長

九州ブロック本部長



北海道、東北、関東信

年管管発0624第11号 H26. 6.24 審査請求事件に係る保験者意見の 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管年金局事業管理課 上村武志 H26.6. 17 中国四園、四圏、九州提出について

厚生（支）昂社会保険 理課長

審査官

平成26年度における国民年金法

年管管発0624第12号 H26. 6. 24 第 30条の4の規定による障害基 年金局事業管理課
高山貴子 H26.6. 23 日本年金機構年金給付 年金属事業管

礎年金受給権者の実態調査の実施 年金給付管理係 業務部門担当理事 理課長
について（通知）

日本年金機構障害年金
年管官発0625第1号 H26. 6.24 審査請求事件にf系る処分取消しの 年金馬事業管理課

佐藤 崇宏 H26.6. 18 業務部長、北関東信越 年金局事業管
承認について 年金審査係 ブロック本部長、社会 理課長

保険審査官

年金の裁定等の決定に｛系る承認に
日本年金機構業務管 年金馬事業管年管管発0625第2号 H26.6圃 25ついて（平成26年6月23日依 年金局事業管理課 小野寺晋 H26.6.23 

頼分） 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 越、東海北陸、近畿、
年金昂事業管年管管発0625第3号 H26. 6.25 年金島事業管理課 松永 潔文 H26. 6. 13 中国田園、九州厚生提出について

（支）晶社会保険審査
理課長

「属ι，軍

年管管発0626第1号 H26.6.26 再審査請求事件に罷る処分変更に 年金局事業管理課
西野智樹 H26.6. 26 

日本年金機構法務園コ 年金局事業管
ついて 年金審査協 ンブライアンス部長 理課長



年管管発0626第2号 H26.6.26 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 H26.6.18 

日本年金機構法務・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0626第3号 H26.6.26 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金局事業管理課 小野寺 晋 H26.6.25 

日本年金機構給付企 年金局事業管

決定の承認について 画部長 理課長

年管管発0627第1号 H26.6.27 行政訴訟事件に係る処分変更につ 年金局事業管理課
市川 幸 伸 H26.6.27 

日本年金機構法務・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

平成25年度第4四半期歳入徴収 会計検査院第二局厚生 年金局事業管
年管管発0630第1号 H26.6.27 額計算書及び向付属証拠書の送付 年金局事業管理課 鈴木優 史 H26.6.27 

労働検査第四課長 理課長
について



年金局施行簿
文書番号 決裁臼 ｛牛名 起案担当課 E 係 起案者 起案日 施行先 施行者

年管管発0701第3号 行26掴 7.1 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.6. 30 日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

年管菅発0701第4号
年金の裁定等の決定に係る承認に

日本年金機構業務管 年金局事業管H26. 7. 1 ついて（平成26年6月30日依 年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 6. 30 
頼分） 理部長 理課長

審査請求事件に係る処分変更につ
日本年金機構法務圃コ

年管管発0701第5号 H26. 7. 1 年金局事業管理諜
佐藤崇宏 H26. 6目 18ンブライアンス部長、 年金局事業管

いて 年金審査係 関東信越厚生局社会保 理課長
険審査官

年管管発0701第6号 H26. 7. 1 再審査請求事件に係る処分につい 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26. 6. 26 日本年金機構法務・コ 年金局事業管

て（容認裁決） 年金審査係 ンブライアンス部長 理課長

日本年金機構法務省コ
ンブライアンス部長、
南関東ブロック本部

年管管発0702第1号 H26. 7.2 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 上村武志 H26. 7. 1 

長、中部ブロック本部 年金局事業管
分について 長、近畿ブロック本部 理課長

長、中国ブロック本部
長、九州ブロック本部
長

年管管発0702第2号 H26. 7. 2 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. 6. 18 日本年金機構法務 E 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0702第3号 H26. 7. 2 各種諸変更等の承認について（平
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 1 日本年金機構業務管 年金局事業管

成26年7月支払い分等） 現部長 理課長

年管管発0703第1号 H26. 7.3 特別障害給付金にかかる裁定の承
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 3 日本年金機構給付企 年金局事業管

認について 画部長 理課長

年管管発0704第1号 H26. 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 小野寺晋 H26. 7.4 日本年金機構給付企画 年金局事業管

認について 部長 理課長

年管管発0707第1号 H26. 7. 7 障害年金制度の周知について 年金局事業管理課 都道府県、政令指定都
年金局事業管

年金給付管理係 大田成昭 H26. 7. 1 市、中核市障害保健福
理課長祉主管部（局）長

年管管発0707第2号 H26. 7. 7 障害年金制度の周知について 年金局事業管理課
大田成昭 H26. 7. 1 地方厚生（支）局年金 年金局事業管

年金給付管理係 管理（年金調整）課長 理課長

日本年金機構障害年金
年管管発0707第3号 H26. 7. 7 審査請求事件に係る処分取消しの

年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7. 1 業務部長、近畿ブロッ 年金局事業管
承認について ク本部管理部長、厚生 理課長

局社会保険審査官

電子申請における事業主及び被保 日本年金機構事業管理
年金属事業管年管管発0707第5号 H26. 7. 7 

険者の電子署名の省略について 年金局事業管理課 鈴木良希 H26. 6. 27 部門担当理事
理課長

年管管発0707第6号 H26. 7. 7 電子申請における事業主及び被保
年金局事業管理課 鈴木良希 H26. 6. 27 全国社会保険労務士会 年金烏事業管

険者の電子署名の省略について 連合会会長 理課長



年管管発0707第7号
電子申請により社会保険労務土が

H26. 7. 7lf!出代行する届書等における添付｜年金局事業管理課
書類の取扱いについて

鈴木良希 H26. 6. 271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

年管管発0707第B号 H26. 7. 71電子申請における事業主及び被保
険者の電子署名の省略について ｜年金局事業管理課 鈴木良希 H26. 6. 271全国社会保険労務士会｜年金局事業管

連合会会長 ｜理課長

年管管発0707第9号 間 7号雪間件の容認決定に係る処｜年金局事業管理課 上村武志 管業事局
長
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年管管発0707第10号 H26. 7. 71再審査請求事件に係る処分変更に｜年金局事業管理課
ついて l年金審査係 佐藤崇宏 H26. 7. 11日本年金機構法務・コ ｜年金渇事業管

ンブライアンス部長 ｜理課長

年管管発0707第11号 H26. 7. 71審査請求事件に係る保険者意見の｜年金局事業管理課
提出について l年金審査係 佐藤崇宏

北海道、東北、関東信
越、東海北陸、近畿、

H26. 6. 261中国四国、四園、九州
厚生（支）局社会保隙
審査官

年金局事業管
理課長

年管管発0707第12号 間7明言：~き~号等通知希望申出書｜年金局事業管理課 俵 英 高 H26. 7. 7 年金属事業管
理課長



年管管発0707第13号

年管管発0708第1号

年管管発0708第2号

年管管発0709第1号

年管管発0709第2号

年管管発0709第3号

年管管発0709第4号

間 7.71~＝：~腎号等通知希望申出書｜年金局事業管理課

問 7勾審査請求事問系る処分につい｜年金局事業管理課
｜年金審査係

年金の裁定等の決定に係る承認に
H26. 7. 81？いて（平成26年7月7日依頼｜年金局事業管理課

7J) 

H26. 7. 91平成25年度市町村国民年金事務費｜年金局事業管理課
決算審査の実施等について ｜交付金係

俵 英 高

市川幸伸

小野寺晋

五味 憲2ム
J口

間 7暗需請求事件に係る処分変買！こ｜年金局事業管理課 ｜松永潔文

H26.7.9I審査請求事件に係る保険者意見の｜年金局事業管理課
提出について ｜年金審査係 西野智樹

H26. 7.哩~＝諜腎？の不支給決定｜年金局事業管理課 ｜小野寺晋

H26. 7. 7 年金局事業管
理課長

H26. 7. 71日本年金機構法務・コ ｜年金局事業管
ンブライアンス部長 l理課長

H26. 7. 71日本年金機構 業務管｜年金局事業管
理部長 ｜理課長

地方厚生（支）局 I 

H26. 7. 91年金調整課長、年金管｜年金局事業管
｜理課長理課長 I 

H26. 7. 71日本年金機構法務”コ ｜年金局事業管
ンブライアンス部長 ｜理課長

北海道、東北、関東信
越、東海北陸、近畿、

H26. 7.21中国四国、四国、九州
厚生（支）局社会保険
審査官

年金局事業管
理課長

H26. 7. 81日本年金機構給付企｜年金局事業管
画部長 ｜理課長



日本年金機構法務聞コ

年管管発0709第5号 H26. 7目 9審査請求事件の容認決定に係る処 ンブライアンス部長、
年金局事業管年金局事業管理課 上村武志 H26. 7.8 北関東・信越ブロック分について

本部長、近畿ブロック
理課長

本部長

年管管発0709第8号 H26. 7. 9 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. 6. 30 日本年金機構樟害年金 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0710第1号 H26. 7. 10 再審査請求事件に係る処分変更に
年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7. 9 

日本年金機構法務凶コ 年金局事業管
ついて 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0711第l号 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管浬課 業務部長、関東信越、
年金局事業管H26. 7. 9 

承認について 年金審査係
西野智樹 H26司 7.4東海北陸、中国四園、

理課長
九州厚生局社会保険審
査官

日本年金機構法務・コ
年管管発0714第1号 H26. 7. 9 審査請求事件に係る処分変更につ

年金局事業管理課 上村武志 H26. 7.3 ンブライアンス部長、 年金局事業管
いて 東海北陸厚生局社会保 理課長

険審査官

年管管発0714第2号 H26. 7. 14 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 11 

日本年金機構給付企 年金局事業管
等の承認について 画部長 理課長

年管管発0714第3号 H26. 7. 14 特別障害給付金に係る裁定の承認
年金属事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 9 日本年金機構給付企 年金局事業管

について 画部長 理課長



年管管発0715第1号

年管管発0715第2号

年管管発0717第1号

年管管発0717第2号

年管菅発0717第3号

年管管発0717第4号

H26. 7. 101再審査請求事件に係る処分変更に｜年金局事業管理課
ついて l年金審査係

年金の裁定等の決定に係る承認に
H26. 7. 151ついて（平成26年7月14日依｜年金局事業管理課

頼分）

間 7.1暗号f号給付金の諸変更等の承認｜年金局事業管理課

間 7.1喋型店言語（：雪合警定及び不支給｜年金局事業管理課

西野智樹

小野寺晋

小野寺晋

小野寺晋

間 7.171捜査関係事手照会書への回答 年金局事業管理課
厚生年金保険管理係 l大丸徳泰

間 7.1叫！？雪間等の年金からの特別徴l年金烏事業管理課 i小野寺晋

H26. 7. 91日本年金機構法務 E コ ｜年金局事業管
ンブライアンス部長 ｜理課長

H26. 7. 141臼本年金機構業務管理｜年金局事業管
部長 ｜理謀長

H26. 7. 161日本年金機構給付企函｜年金局事業管
部長 ｜理課長

H26. 7. 161日本年金機構給付企画｜年金局事業管
部長 ｜理課長

H26. 7. 17 年金局事業管
理課長

日本年金機構 業務管｜年金局事業管
H26. 7. 171 I 

理部長 ｜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

年管管発0718第1号 H26. 7. 18 年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7. 15 業務部長、ブロック本 年金局事業管
承認について 部管理部長、地方厚生 理課長

局社会保険審査官

日本年金機構法務・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、

年管管発0718第2号 H26. 7. 18 年金局事業管理課 よ村武志 H26. 7. 16 北関東・信越ブロック 年金局事業管
分について 本部長、中部ブロック 理課長

本部長、中国ブロック
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、南関東、中

年管菅発0722第1号 H26. 7. 22 年金局事業管理課
西野智樹 H26. 7. 16 部、近畿ブロック本部 年金局事業管

承認について 年金審査係 管理部長、関東信越、 理課長
東海北陸、近畿厚生局
社会保険審査官、

年管管発0723第1号
年金の裁定等の決定に係る承認に

日本年金機構業務管 年金局事業管H26. 7.23 ついて（平成26年7月22日依 年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 23 
頼分） 理部長 理課長

年管管発0724第1号 H26. 7. 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 H26. 7. 23 

日本年金機構法務圃コ 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0724第2号 H26. 7. 24 再審査請求事件に係る処分変買に 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26. 7. 15 

臼本年金機構法務園コ 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



臼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、北海道ブ

年管管発0724第3号 H26. 7. 24 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26. 7. 11 ロック本部管理部長、 年金局事業管

承認について 年金審査係 関東信越、東海北陸、 理課長
近畿厚生局社会保険審
査官

年管管発0724第4号 H26. 7.24 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 7. 24 日本年金機構給付企 年金局事業管

決定の承認について 画部長 理課長

年管管発0724第5号 H26. 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 小野寺晋 H26. 7目 22日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

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 コンブライアンス部
年金局事業管年管管発0725第1号 H26. 7. 25 年金局事業管理課 上村武志 H26. 7. 22 長、北関東・信越ブ分について

ロック本部長、九州ブ
理課長

ロック本部長

北海道、関東信越、東
年管管発0725第2号 H26. 7. 25 審査請求事件に係る保険者意見の

年金馬事業管理課 上村武志 H26. 7. 18 
海北陸、近畿、中園田 年金局事業管

提出について 圏、九州厚生（支）局 理課長
社会保険審査官

北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保険者意毘の 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管年菅管発0725第3号 H26. 7. 25 年金局事業管理課 松永潔文 H26. 7. 18 中園田園、四園、九州提出について

厚生（支）局社会保険
理課長

審査官



年管管発0729第H号 H26. 7. 29 
年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構業務管理 年金局事業管
ついて（平成26年7月28日依 年金局事業管理課 湯浅大輔 H26. 7. 28 
頼分）

部長 理課長

年管官発0729第2号 H26. 7.29 償還請求勧奨依頼書
年金局事業管理課

大西耕平 H26. 7. 28 
日本年金機構事業管理 年金局事業管

歳入金管理係 部門担当理事殿 理課長

年管管発0730第1号 H26. 7.30 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺普 H26. 7. 29 

日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

平成26年度第 1四半期歳入徴収
ι、

年管管発0731第1号 H26. 7. 29 額計算書及び同付属証拠書の送付
年金局事業管理課 鈴木優史 H26. 7. 29 

会計検査院第二局厚生 年金局事業管

について
歳入金管理係 労働検査第四課長 理課長



年金昂施行簿

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

北海道、東北、関東信

年管管発0801第1号 H26. 7.31 審査請求事件に罷る保険者意見の 年金局事業管理課 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管

提出について 年金審査係 佐藤崇 宏 H26. 7.25 中国四国、四国、九州
理課長厚生（支）局社会保険

審査官

日本年金機構障害年金

年管管発0801第2号 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、北海道、東
年金局事業管H26. 7、31

承認について 年金審査係 佐藤 崇宏 H26. 7. 16 北、関東、中園田園、
理課長近畿厚生局社会保険審

査官

年嘗管発0801第3号 H26. 8. 1 平成25年度歳入決算純計額報告書 年金局事業管理課
高橋恵津子 H26. 8. 1 日本年金機構事業管理 年金局事業管

の提出について 歳入金管理保 部門担当理事 理課長

年管管発0804第i号 H26.8.4 年金の裁定等の決定に｛系る承認に
年金局事業管理課 小野 寺晋 H26.8.4 日本年金機構業務管理 年金昂事業管

ついて（平成26年 8月4日分） 部長 理課長



年管管発0804第2号 H26. 8.4 各種諸変更等の承認について（平
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 8. 1 日本年金機構業務管理 年金属事業管

成26年8月支払分等） 部長 理課長

年管管発0804第3号 H26. 8.4 国民年金障害給付金等の不支給決
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 8.4 日本年金機構給付企画 年金居事業管

定等の承認について 部長 理課長

年管管発0805第1号 H26.8.5 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
佐藤 崇宏 H26. 7.29 

日本年金機構法務臨コ 年金局事業管
ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

日本年金機構法務園コ
ンブライアンス部長、

年管管発0805第2号 H26. 8. 5 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 上村武志 H26. 7.30 中部ブロック本部長、 年金局事業管

分について 近畿ブロック本部長、 理課長
中国ブロック本部長、
九州ブロック本部長

北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保険者意見の 年金局事業管理課
越、東海北陸、近畿、

年金島事業管年管管発0805第3号 H26.8.4 西野 智樹 H26. 7. 29 中国田園、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

審査官



年管管発0805第4号 H26. 8. 5 特別障害給付金に保る裁定の承認
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.8. 5 日本年金機構給付企 年金島事業管

について 画部長 理課長

年管管発0805第5号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承 日本年金機構給付企
厚生労働省年

H26. 8.5 年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 8.5 金局事業管理認について 画部長
課長

自本年金機構障害年金

年管管発0806第1号 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、北海道、東
年金局事業管H26.8. 6 西野 智樹 H26. 7.29 北、関東信越、中国四承認について 年金審査係

園、九州厚生島社会保
理課長

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 業務部長、業務渉外部
年金局事業管年管管発0807第1号 H26.8.6 

承認について 年金昂事業管理課 松永潔文 H26. 8. 1 長、ブロック本部管理
理課長

部長、厚生局社会保険
審査官

年金生活者支援給付金に関する所 地方厚生（支）晶年
年金局事業菅年管管発0807第2号 H26.8. 7 得情報等情報交換のための媒体仕 年金局事業管理課 馬場拡畳 H26.8.5 期管理課長、年金調整
理課長様書（第2版）の送付等について 課長



年管管発0807第3号
年金生活者支援給付金に関する所

年金局事業管理課 各都道府県介護保険主 年金属事業管H26. 8. 7 得情報等情報交換のための媒体仕 馬場広畳 H26. 8.5 
F、 様書（第2版）の送付等について 企画係 管部（局）長 理課長

年管管発0811第1号 H26. 8. 11 賃金スライドに伴う原簿更新の承
年金属事業嘗理課 小野 寺普 H26. 8. 11 日本年金機構本部給 年金局事業管

認について 付企画部長 理課長

年管管発0811第2号 H26. 8. 11 国民年金障害給付等の不支給決定
年金属事業管理課 小野 寺 晋 H26. 8. 11 日本年金機構給付企画 年金属事業管

等の承認について 部長 理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、中国ブロッ

年管管発0812第1号 H26.8. 12 審査請求時件に保る処分取消しの 年金局事業管理課
佐藤崇宏 H26. 7.28 

ク本部管理部長、東 年金局事業管
承認について 年金審査係 北、関東信越、東海北 理課長

陸、近畿、中国四国厚
生局社会保険審査官



年管管発0812第2号
年金の裁定等の決定に保る承認に

日本年金機構業務管理 年金局事業管H26. 8. 12 ついて（平成26年8月11日依 年金属事業管理課 小野 寺 晋 H26. 8. 11 
頼分） 部長 理課長

日本年金機構法務岡コ
ンブライアンス部長、
北海道ブロック本部

年管管発0812第3号 H26. 8. 12 審査請求事件の容認決定に係る処 長、東北ブロック本部
年金局事業管年金局事業管理課 上村 武志 H26.8.8 長、南関東ブロック本分について

部長、中部ブロック本
理課長

部長、近畿ブロック本
部長、九州ブロック本
部長

年菅菅発0812第4号 H26.8. 12 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
西野 智樹 H26. 8. 11 

日本年金機構法務園コ 年金届事業管
ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

年管菅発0814第1号 H26.8. 13 裁判官訴追審査事案について（田
年金昂事業管理課 加藤明雄 H26.8. 13 

裁判官訴追委員会事務 年金局事業管
答） 局長 理課長



H26. 8. 14 特別障害給付金の裁定：＆び不支給
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 8. 13 自本年金機構給付企画 年金局事業管

決定の承認について 部長 理課長

年管管発0815第1号 H26. 8. 13 行政訴訟事件に係る新たな処分に
年金局事業管理課 小杉光 恵 H26.8. 12 日本年金機構法務園コ 年金昂事業管

ついて（依頼） ンブライアンス部長 理課長

年管雷発0818第1号 H26. 8. 18 圏民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野 寺晋 H26. 8目 15日本年金機構給付金画 年金局事業管

等の承認について 部長 理課長

年管管発0819第1号 H26.8. 19 特別障害給付金の諸変車等の承認
年金局事業管理課 小野 寺晋 H26.8.15 特別障害給付金の諸変 年金局事業管

について 更等の承認について 理課長

日本年金機構法務冒コ

審査請求事件の容認決定に探る処 ンブライアンス部長、
年金局事業管年管管発0819第2号 H26.8. 19 年金昂事業管理課 上村 武志 H26.8. 18 中部ブロック本部長、分について

近畿ブロック本部長、
理課長

九州ブロック本部長



年管管発0819第3号 H26. 8. 19 厚生年金の法定相続人に関する調
年金崩事業管理課 畑中 正視 H26.8. 19 臨島市西区長，廿日市 年金局事業管

査について（協力依頼） 市長，平戸市長 理課長

北海道、東北、関東信

年管管発0819第6号 審査請求事件に係る保険者意毘の 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管H26.8. 19 

提出について 年金眉事業管理課 松永潔文 H26. 8. 11 中国四園、四園、九州
理課長厚生（支）局社会保険

審査官

年管管発0819第7号
年金の裁定等の決定に｛系る承認に

日本年金機構業務管 年金局事業管H26. 8. 19 ついて（平成26年8月18日依 年金局事業管理課 湯浅 大 輔 H26.8. 19 
頼分） 理部長 理課長

年管管発0819第S号 H26. 8. 19 介護保険料等の年金からの特別徴
年金崩事業管理課 湯浅 大 輔 H26. 8. 19 

日本年金機構業務管 年金局事業管
収について 理部長 理課長

年管管発0820第1号 H26.8.20 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l幸伸 H26.8. 19 

日本年金機構法務聞 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



年管官発0820第2号 H26. 8. 19 再審査請求事件に罷る処分変吏に
年金局事業管理課 上村武志 H26. 8. 14 日本年金機構法務困コ 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0826第1号 H26.8.26 国民年金障害給付等の不支給決定
年金高事業管理課 湯浅大輔 H26.8.22 日本年金機構給付企 年金高事業管

等の承認について 画部長 理課長

年管管発0826第2号
年金の裁定等の決定に係る承認に

日本年金機構業務管 年金昂事業管H26. 8. 26 ついて（平成26年8月25日依 年金局事業管理課 湯j芸大輔 H26.8. 25 
頼分） 理部長 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

年管管発0827第1号 H26. 8. 26 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 H26.8. 12 長、九州ブロック本部 年金局事業管

承認について 年金審査係 管理部長、東北、関東 理課長
信越、近畿、中園田
圏、九州厚生局社会保
臨審査官

年管管発0827第2号 H26.8. 26 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
西野 智 樹 H26.8. 25 日本年金機構法務・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



北海道、東北、関東信

年管管発0827第3号 H26. 8.26 審査請求事件に係る保険者意見の 越、東海北陸、近畿、
年金局事業管年金局事業管理諜 上村武志 H26.8. 15 中国四園、囲国、九州提出について

厚生（支）局社会保険
理課長

審査官

日本年金機構障害年金

年管管発0827第4号 H26.8.26 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課 業務部長、南関東ブ
年金局事業管

承認について 年金審査係
佐藤 崇宏 H26.8.6 ロック本部長、関東信

理課長
越、近畿、中国四国厚
生局社会保険審査官

年管管発0827第5号 H26.8.26 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 H26.8. 13 

近畿車生局社会保険審 年金局事業管
（回答） 年金審査係 査宮 理課長

年管管発0827第8号 H26.8.22 再審査請求事件に係る処分変璽に
年金昂事業管理課 松永 潔文 H26.8.21 

日本年金機構法務園コ 年金局事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長

年管菅発0828第1号 H26.8.28 特別障害給付金に保る裁定の承認
年金局事業管理課 小野 寺晋 H26.8.27 日本年金機構給付企画 年金崩事業管

について 部長 理課長



年管管発0828第2号

年管管発0828第3号

年管管発0829第1号

年金局事業管理課

H26.8.281審査請求事件に係る保険者意見の｜年金局事業管理課
提出について ・ ｜年金審査係

H26. 8. 291審査請求事件の容認決定に係る処 l年金局事業管理課
分について

俵英高

佐藤崇 宏

上村武 志

H26.8.26 

北海道、東北、簡東信
越、東海北陸、近畿、

H26. 8.201中国四園、四国、九州
厚生（支）局社会保険
審査官

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、

H26. 8.281中部ブロック本部長、
近畿ブロック本部長、
中国ブロック本部長

年金局事業管
理課長

年金属事業管
理課長

年金局事業管
理課長



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

年管管発0901第1号 H26. 9. 1 各種諸変更等の承認について（平
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.8.29 

日本年金機構業務管 年金局事業管
成26年9月支払分等） 理部長 理課長

年管管発0901第2号 H26. 9. 1 老齢福祉年金の各種諸変更等の承
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 1 

日本年金機構給付企 年金局事業管

認について 画部長 理課長

年管管発0901第3号 H26. 9. 1 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9. 1 

日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
年管管発0902第1号 H26.9.2 ついて（平成26年9月1日依頼 年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 1 

分）
業務管理部長 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
日本年金機構法務・ 年金局事業管

年管管発0902第2号 H26. 9. 1 佐藤崇宏 H26.8.28 コンブライアンス部
ついて 年金審査係 長

理課長

再審査請求時件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法務・

年金局事業管
年管管発0903第1号 H26.9.2 

ついて 年金審査係
佐藤崇宏 H26. 9. 1 コンブライアンス部 理課長

長



年管管発0903第2号 H26.9. 3 再審査請求事件に保る処分変更に 日本年金機構法務国
年金局事業管

ついて 年金属事業管理課 上村武志 H26.9.3 コンブライアンス部
理課長

長

北海道、東北、関東

年管管発0903第3号 審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課 信越、東海北陸、近
年金昂事業管H26.9.3 

提出について 年金審査係
西野智樹 H26.8.26 畿、中園田園、四

理課長
圏、九州厚生（支）
局社会保険審査宮

日本年金機構障害年
金業務部長、北海

年管管発0903第4号 H26.9.3 審査請求事件に罷る処分取消しの
年金昂事業管理課 松永潔文 H26目 9.1 道、関東信越、東海 年金局事業管

承認について 北陸、近畿、中国四 理課長
園、九州厚生届社会
保険審査官

厚生年金保険法及び国民年金法に 日本年金機構年金給
年金局事業管年管管発0904第1号 H26.9.4 基づく給付と損害賠積額との調整 年金局事業管理課 ｛表英高 H26. 9. 1 付業務部門担当理事
理課長に用いる基準生活費について 殿

再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法務圃

年金属事業管年管管発0905第1号 H26. 9.5 
ついて 年金審査係

佐藤崇宏 H26.9.4 コンブライアンス部
理課長

長



臼本年金機構法務・

審査請求事件の容認決定に罷る処
コンブライアンス部

年管管発0905第2号 H26.9. 5 年金局事業管理課 上村武志 H26.9.4 長、東北ブロック本 年金昂事業管
分について 部長、北関東園信越 理課長

ブロック本部長、南
関東ブロック本部長

年管管発0905第3号 H26.9.5 介護保険料等の年金からの特別撤
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9.5 日本年金機構業務管 年金属事業管

収について 理部長 理課長

年管管発0908第1号 H26.9.8 審査請求事件に係る保険者意見の 年金属事業管理課
西野智樹 H26.9.8 近畿厚生局社会保険 年金局事業管

提出について 年金審査係 審査宮 理課長

年管管発0909第1号 H26. 9,9 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9.3 

日本年金機構給付 年金局事業管
決定の承認について 企画部長 理課長

再審査請求事件に保る処分変更に 年金昂事業管理課
日本年金機構法務圃

年金昂事業管年管管発0910第1号 H26.9. 9 佐藤崇宏 H26. 9. 1 コンブライアンス部ついて 年金審査保
長

理課長



年管管発0910第2号 H26. 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
小野寺晋 H26.9. 10 日本年金機構 年金昂事業管

ついて 年金給付管理｛系 業務管理部長 理課長

平成26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

年金局事業管年管管発0910第3号 H26.9. 10 等の概算交付について（第2四半 五昧憲治 H26. 9. 10 金調整課長、年金管
期分） 交付金係

理課長
理課長

年官官発0910第4号 H26. 9. 10 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9.9 

日本年金機構給付企 年金昂事業管
等の承認について 画部長 理課長

年管管発0910第5号 H26.9. 10 特別障害給付金に係る裁定の承認
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 9 

日本年金機構給付企 年金局事業管
について 画部長 理課長

再審査請求に係る処分変更につい 年金属事業管理課
日本年金機構法務圃

年金昂事業管年管管発0911第1号 H26.9.9 西野智樹 H26. 9. 9 コンブライアンス部て 年金審査捺
長

理課長



臼本年金機構障害年

年管管発0912第1号 H26. 9. 12 審査請求事件に罷る処分取消し等 年金属事業管理課 金業務部長、支払部
年金局事業管

の承認について 年金審査係 佐藤崇宏 H26.8.25 長、東北、関東信
理課長

越、近畿、九州厚生
居社会保険審査官

日本年金機構本部障
害年金業務部長、日

年管管発0912第2号 H26.9. 12 審査請求事件に係る処分取消しの 本年金機構南関東ブ
年金属事業管年金局事業管理課 松永潔文 H26. 9.4 ロック本部管理部承認について

長、東北、関東信
理課長

越、九州厚生局社会
保険審査官

北海道、東北、関東

年菅管発0912第3号 H26. 9. 12 審査請求事件に係る保険者意見の ｛言越、東海北陸、近
年金属事業管

提出について 年金属事業管理課 松永潔文 H26.9.8 畿、中国田園、囲
理課長

圏、九州厚生（支）
局社会保険審査官

日本年金機構障害年
金業務部長、北海

年管管発0912第4号 H26.9. 12 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課
西野智樹 H26. 9,4 道、関東信越、東海 年金崩事業管

承認について 年金審査係 北陸、近畿、中園田 理課長
国厚生局社会保険審
査官

年管管発0912第5号 H26.9. 12 特別障害給付金の諸変更等の承認
年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 11 田本年金機構給付企 年金蝿事業管

について 画部長 理課長



日本年金機構法務園
コンブライアンス部

年管官発0916第1号 H26. 9. 16 審査請求事件の容認決定に係る処
年金局事業管理課 上村武志 H26. 9. 9 長、中部ブロック本 年金局事業管

分について 部長、近畿ブロック 理課長
本部長、中国ブロッ
ク本部長

北海道、東北、関東

年菅管発0916第2号 審査請求事件に係る保険者意毘の 信越、東海北陸、近
年金昂事業管H26. 9. 16 

提出について 年金局事業管理課 上村武志 H26. 9.9 畿、中国四圏、囲
理課長

園、九州厚生（支）
局社会保険審査官

審査請求事件の容認決定に保る処 中部ブロック本部
年金局事業管年管管発0916第3号 H26.9. 16 

分について 年金局事業管理課 上村武志 H26.9. 16 長、九州ブロック本
理課長

部長

国民年金法に基づく眉書の様式の
年金島事業管理課 地方厚生（支）局

年金局事業管年管管発0917第1号 H26.9. 12 統一化等にかかる意見照会につい
交付金係 五昧憲治 H26.9. 10 年金調整課長年金

理課長て 管理課長

年管管発0917第2号 H26.9. 17 年金の裁定等の決定に｛系る承認に
年金昂事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 16 

日本年金機構業務管 年金局事業管
ついて（平成26年9月16日） 理部長 理課長



年管管発0917第3号 H26.9. 17 国民年金障害給付等の不支給決定
年金局事業管理課 小野寺晋‘ H26.9. 12 

日本年金機構給付企 年金局事業管

等の承認について 画部長 理課長

再審査請求事件に係る処分変更に
日本年金機構法務・ 年金局事業管

年管管発0918第1号 H26.9. 17 年金局事業管理課 松永潔文 H26.9. 16 コンブライアンス部
ついて 長

理課長

児童扶養手当と公的年金給付等の 日本年金機構年金給 年金局事業管
年管管発0918第2号 H26. 9. 18 併給調整の見直しについて（周知 年金局事業管理課 俵英高 H26.9. 17 

付業務部門担当理事 理課長
依頼）

児童扶養手当と公的年金給付等の 地方厚生（支）局 年金局事業管
年管管発0918第3号 H26.9. 18 併給調整の見直しについて（周知 年金局事業管理課 俵英高 H26. 9. 17 年金調整課長殿 理課長

依頼） 年金管理課長殿

年管管発0918第4号 H26.9. 18 
介護保険料等の年金からの特別徴

年金局事業管理課 小野寺晋 H26. 9. 18 
日本年金機構 i 業務 年金局事業管

収について 管理部長 理課長



日本年金機構事業企

年管管発0919第1号
国民年金法施行規則の一部を改正

年金局事業管理課
画部門担当理事

H26.9. 18 する省令の施行に伴う事務の取扱 仲津操 H26. 9. 12 事業管理部門担当理 年金局事業管
いについて（通知） 国民年金管理係 事 理課長

全国一括業務部門担
当理事

国民年金法施行規則の一部を改正 地方厚生（支）局
年管管発0919第2号 H26. 9. 18 する省令の施行に伴う事務の取扱 年金局事業管理課

仲津操 H26.9. 12 年金調整課長 年金昂事業管

いについて（通知） 国民年金管理係 年金管理課長 理課長

日本年金機構障害年
金業務部長、中部ブ
ロック本部管理部

1年管管発0919第3号 H26. 9. 18 審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課 長、九州ブロック本
年金局事業管佐藤崇宏 H26. 9. 12 部管理部長、東北、の承認について 年金審査係

関東信越、東海北
理課長

陸、近畿、四園、九
州厚生（支）局社会
保険審査官



日本年金機構事業企

f国民年金保険料の免除等に保る 画部門担当理事
年管菅発0919第4号 H26.9. 18 適切な事務処理の徹底についてJ 年金局事業管理課

仲j畢 操 H26. 9. 12 事業管理部門担当理 年金品事業管
の一部改正について 国民年金管理係 事 理課長

全国一括業務部門担
当理事

年管管発0919第5号
「国民年金保険料の免除等に係る

年金属事業管理課 地方厚生（支）局
年金局事業管H26. 9. 18 適切な事務処理の徹底について」 ｛中津曝 H26. 9. 12 年金調整課長

の一部改正について 国民年金管理係
年金管理課長

理課長

年管菅発0919第6号 H26. 9. 18 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課 日本年金機構法務園
年金局事業管

ついて 年金審査係
佐藤崇宏 H26. 9. 17 コンブライアンス部

理課長
長

年管管発0919第7号 H26.9. 18 再審査請求事件に保る処分変重に 年金局事業管理課 日本年金機構法務・
年金扇事業管

ついて 年金審査｛系
性藤崇宏 H26.9. 16 コンブライアンス部

理課長
長

日本年金機構近畿ブ
年管管発0919第8号 H26. 9. 19 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 H26.9. 19 ロック本部管理部 年金属事業管
承認について 年金審査保 長、近畿厚生届社会 理課長

保険審査官



年管管発0919第9号 間 9.191思援護1~；~号定及び不支給｜年金島事業管理課｜小野寺晋

年管管発0922第2号 間 9.19晶墨晶子項照会書への回答圃：：＝~~話題;r，山村祐介
係

年管官発0922第4号 間 9勾電話ま！牛lこ防処分につい 1：：：：：管理課｜市Jll 幸伸

年管管発0922第5号 間 9.221＝~＝＝~~き~~等の不支給決定｜年金属事業管理課｜小野寺晋

H26. 9. 171日本年金機構給付｜年金局事業管
企画部長 ｜理課長

H26. 9目 18 年金園事業管
理課長

日本年金機構法 I l年金昂事業管H26. 9. 1引務閏コンブライアン l
｜理課長ス部長 I 

H26. 9. 191日本年金機構給付企｜年金局事業管
画部長 ｜理課長



日本年金機構障害年

年管管発0924第1号 審査請求事件に係る処分取消しの 年金局事業管理課
金業務部長、北海 年金局事業管

H26.9.24 
承認について 年金審査係

西野智樹 H26.9. 18 道、東北、関東信
理課長

越、九州厚生局社会
保険審査官

年管管発0924第2号
年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構業務管 年金島事業管

H26.9.24 ついて（平成26年9月22日依 年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9. 22 
頼分）

理部長 理課長

年管管発0924第3号 H26.9.24 特別障害給付金の諸変更等の承認
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9.22 

日本年金機構給付企 年金局事業管

について 画部長 理課長

年管管発0925第1号 H26.9.25 特別障害給付金の裁定及び不支給
年金局事業管理課 小野寺晋 H26.9.24 

日本年金機構給付 年金局事業管

決定の承認について 企画部長 理課長

年管管発0925第2号 H26. 9.25 
官職署名符号等の発行の申請につ

年金局事業管理課
いて

鈴木良希 H26.9.25 大臣官房人事課長
年金局事業管
理課長

日本年金機構法務・

年管管発0926第1号 H26. 9.26 
審査請求事件の容認決定に係る処

年金局事業管理課 上村武志 H26.9.24 
コンブライアンス部 年金局事業管

分について 長、近畿ブロック本 理課長

部長



年管菅発0929第1号
「配｛昌者からの暴力を受けた被扶 i年金昂事業管理課

H26. 9. 191養者の取扱い等について」の一部｜厚生年金保険管理｜高橋智弘
改正について（通知） ｜係

日本年金機構事業管｜年金局事業管
H26.9.19I I 

理部門担当理事 l理課長

年管官発0930第1号 間 9.301捜査関係事事照会書（回答）の送｜年金局事業管理課｜大島 隆成
付について i国民年金管理係

H26. 9.29 
年金局事業管
理課長

年管管発0930第2号
年金の裁定等の決定に係る承認に

H26. 9. 301ついて（平成26年9月29日依｜年金崩事業管理課｜小野寺晋
頼分）

日本年金機構業務｜年金局事業管
H26. 9. 291 I 

管理部長 ！理課長

年雷管発0930第3号 H26.9.30I審査請求事件に保る保険者意見の｜年金属事業管理課l佐藤 崇宏
提出について ｜年金審査係

管業事局
長
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年管管発0930第4号 H26.9.30 各種諸変更等の承認について（平
年金局事業管理課 小野寺普 H26.9.29 

日本年金機構業務管 年金品事業管

成 26年 10月支払分等） 理部長 理課長

年管管発0930第5号 H26.9目 30
国民年金障害給付等の不支給決定

年金馬事業管理課 小野寺晋 H26. 9.26 
日本年金機構給付 年金局事業管

等の承認について 企画部長 理課長



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

再審査請求事件に係る処分処分に
日本年金機構法 年金局事業管

H26. 10.2 年管管発1002第1号 上村武志 年金局事業管理課 務・コンブライア
ついて

ンス部長
理課長

死亡文は行方不明が疑われる年金 地方厚生（支）局 年金局事業管
H26. 10.3 年管管発1003第1号 受給権者への調査及び差し止め等 佐藤貴史 年金局事業管理課 年金指導課長殿 理課長

の措置について 年金管理課長殿

死亡又は行方不明が疑われる年金 日本年金機構全国 年金局事業管
H26. 10.3 年管管発1003第2号 受給権者への調査及び差し止め等 佐藤貴史 年金属事業管理課 一括業務部門担当 理課長

の措置について 理事殿

北海道、東北、関
東信越、東海北

H26 .. 10. 3 年管管発1003第3号 審査請求事件に係る保険者意見の
西野智樹 年金局事業管理課年

陸、近畿、中国四 年金局事業管

提出について 園、四園、九州厚 理課長
生（支）局社会保
険審査官



日本年金機構法
務省コンブライア
ンス部長、東北ブ

H26. 10. 6 年管菅発1006第1号 審査請求事件の容認決定に｛系る処
上村武忘 年金局事業管理課 ロック本部長、近 年金局事業管

分について 畿ブロック本部 理課長
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

審査請求事件に探る処分取消しの 年金業務部長、東
年金局事業管H26. 10. 6 年管管発1006第2号 松永潔文 年金局事業管理課 北、関東信越、東承認について

海北陸、近畿厚生
理課長

局社会保険審査官

日本年金機構障害
年金業務部長、東

H26. 10. 6 年管管発1006第3号 審査請求事件に揺る処分取消しの
西野智樹

年金局事業管理課 北、関東信越、東 年金属事業管
承認について 年金審査協 海北陸、中園田園 理課長

厚生局社会保険審
査宮

年金の裁定等の決定に係る承認に 臼本年金機構給
年金届事業管H26. 10. 7 年管管発1007第1号 ついて（平成26年 10月6日依 小野寺晋 年金属事業管理課 付企画部業務管
理課長頼分） 理室長



H26. 10. 7 年管管発1007第2号 老齢福祉年金に係る裁定の承認に
小野寺普 年金局事業管理課 日本年金機構業 年金局事業管

ついて 務管理室長 理課長

H26. 10. 7 年管管発1007第3号 国民年金障害給付等の不支給決定
小野寺晋 年金局事業管理課

日本年金機構業 年金属事業管
等の承認について 務管理室長 理課長

H26. 10. 7 年管管発1007第4号 老齢福祉年金の各種諸変重等の承
小野寺晋 年金局事業管理課 日本年金機構業 年金島事業菅

認について 務管理室長 理課長

H26. 10. 7 年管管発1007第5号 特別障害給付金の裁定及び不支給
小野寺晋 年金属事業管理課

日本年金機構業 年金属事業管
決定の承認について 務管理室長 理課長

吋

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法

年金局事業管H26. 10. 7 年管管発1007第S号 佐藤崇宏 務箇コンブライアついて 年金審査保
ンス部長

理課長



H26. 10. 7 年管管発1007第7号 裁判結果確定の通知等の送付につ
住久政彦 年金昂事業管理課 宮崎地方検察庁

年金局事業管
いて（｛衣車i) 理課長

日本年金機構中国

H26. 10.9 年管管発1009第1号 審査請求事件に係る処分取消しの ブロック本部管理
年金属事業管

承認について よ村武志 年金局事業管理課 部長、中国四国厚
理課長

生局社会保険審査
r国晶、

H26. 10. 9 年管管発1009第2号 再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法

年金局事業管西野智樹 務圃コンブライアついて 年金審査保
ンス部長

理課長

日26圃10.9 年管管発1009第3号 償還請求勧奨依頼書 大西耕平
年金昂事業管理課 日本年金機構事業 年金崩事業管
歳入金管理｛系 管理部門担当理事 理課長

再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法

年金局事業管H26. 10. 10 年管管発1010第1号 西野智樹 務・コンブライアついて 年金審査保
ンス部長

理課長



文部科学省生涯学

学生納付特例事務法人制度の改正 習政策局生涯学習
H26. 10. 14 年管管発1014第1号 に｛系る周知園広報について（依 菊地英明 年金局事業管理課 推進課長 年金局事業管

頼） 国民年金管理係 文部科学省高等教 理課長
育局学生圃留学生
課長

日本年金機構法
H26. 10. 14 年管管発1014第2号 審査請求事件の容認決定に保る処

上村武志 年金属事業管理課
務 E コンブライア 年金局事業管

分について ンス部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長

再審査請求事件に係る処分変更に 年金局事業管理課
日本年金機構法

年金局事業管H26. 10. 14 年管管発1014第3号 佐藤崇宏 務・コンブライアついて 年金審査保
ンス部長

理課長

札幌方面苫小牧警
H26. 10. 15 年管管発1014第4号 捜査関保事項照会書について（田

俵英高 年金馬事業管理課
察署長 年金閤事業管

答） 司法警察員警視正 理課長
中祭高広殿

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 10. 15 年管管発1015第1号 ついて（平成26年 10丹15日 小野寺普 年金属事業管理課 給付企画部業務
理課長依頼分） 管理室長

国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 10. 15 年管管発1015第2号

等の承認について 小野寺晋 年金局事業管理諜 給付企画部業務
理課長

管理室長



H26. 10. 15 年管菅発1015第3号 再審査請求事件に係る処分変更に
日本年金機構法

年金局事業管
松永潔文 年金局事業管理課 務圃コンブライア

ついて
ンス部長

理課長

H26. 10. 15 年管管発1015第4号 特別障害給付金の諸変重等の承認
日本年金機構本部

年金局事業管

について
湯浅大輔 年金局事業管理課 給付企画部業務

理課長
管理室長様

日本年金機構法

H26. 10. 15 年管管発1015第5号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承
湯浅大輔 年金居事業管理課

務・コンブライア 年金属事業管

認について ンス部長、近畿ブ 理課長
ロック本部長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構法 年金属事業管

H26. 10. 15 年菅管発1015第8号 湯浅大輔 年金局事業管理課 務 a コンブライア
決定の承認について ンス部長

理課長

東北、関東信越、

H26. 1 O司 17年管管発1017第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理

西野智樹
年金局事業管理課 東海北陸、近畿、 年金局事業管

人の指定について 年金審査係 中国四国厚生局社 理課長
会保険審査官



行政事件訴訟の実施及び指定代理 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 10. 17 年管管発1017第2号

人の指定について 小野寺晋 年金属事業管理課 給付企画部業務
理課長

管理室長

行政事件訴訟の実施及び指定代理 日本年金機構本部
年金局事業管H26司 10.17 年管管発1017第3号 小野寺晋 年金居事業管理課 給付企画部業務人の指定について

管理室長
理課長

行政事件訴訟の実施思び指定代理 日本年金機構本部
年金局事業管1126. 10. 17 年管管発1017第4号

人の指定について 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務
理課長

管理室長様

北海道、東北、関
東信越、東海北

H26. 10.20 年管管発1020第1号 審査請求事件に保る保険者意見の
上村武志 年金島事業管理課

陸、近畿、中国四 年金局事業管
提出について 圏、囲圏、九州厚 理課長

生（支）局社会保
険審査官



日本年金機構法
務園コンブライア
ンス部長、中国ブ

H26. 10.20 年管管発1020第2号 審査請求事件に係る保険者意見の ロック本部長、四
年金昂事業管

提出について 上村武志 年金局事業管理課 国ブロック本部
理課長

長、九州ブロック
本部長

審査請求事件に保る保険者意見の 年金局事業管理課
東北、関東信越、

年金局事業管H26. 10. 21 年管管発1021第1号 佐藤崇宏 近畿、九州厚生局提出について 年金審査係
社会保験審査官

理課長

北海道、東北、関
東信越、東海北

日26.10. 21 年管管発1021第2号 審査請求事件に揺る保険者意毘の
松永潔文 年金局事業管理課

陸、近畿、中国四 年金昂事業管
提出について 圏、田園、九州厚 理課長

生（支）局社会保
険審査官

行政事件訴訟の実施及び指定代理 日本年金機構本部
年金属事業管H26. 10.22 年管管発1021第3号 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務人の指定について

管理室長様
理課長

審査請求事件に係る保険者意見の 日本年金機構本部
年金属事業管H26. 10.22 年管管発1022第1号 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務提出について

管理室長様
理課長



北海道、関東信
越、東海北陸、近

H26. 10. 23 年管管発1023第1号 審査請求事件に探る保険者意見の
佐藤崇宏 年金局事業管理課 畿、中国四国、四 年金局事業管

提出について 年金審査係 圏、九州厚生 理課長
（支）局社会保険

審査官

日本年金機構障害
年金業務部長、九

日26.10.23 年管管発1023第2号 審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課 州ブロック本部管
年金局事業管

の承認について 佐藤崇宏
年金審査係

理部長、東北、関
理課長

東信越、中園、近
畿、九州厚生局社
会保険審査官

H26. 10.23 行政事件訴訟の実施及び指定代理 日本年金機構法
年金局事業管年管管発1023第3号

人の指定について 小野寺晋 年金局事業管理課 務 a コンブライア
理課長

ンス部長

再審査請求事件に係る処分につい 年金昂事業管理課
日本年金機構法

年金局事業管H26. 10.23 年管管発1023第4号 市JII幸伸 務司コンブライアて（容認裁決） 年金審査係
ンス部長

理課長

日本年金機構法

審査請求事件の容認決定に揺る処 務 B コンブライア
年金毘事業管H26. 10.24 年管管発1024第1号 上村武志 年金局事業管理課 ンス部長、中部ブ分について

ロック本部長、近
理課長

畿ブロック本部長



H26. 10.24 年管菅発1024第2号 行政事件訴訟の実施亙び指定代理
日本年金機構法

年金属事業管
吉田哲弘 年金属事業管理課 務，コンブライア

人の指定について
ンス部長

理課長

北海道、東北、関
東信越、東海北

審査請求事件に係る保険者意見のH26. 10.27 年管管発1027第1号 西野智樹
年金局事業管理課 陸、近畿、中園田 年金崩事業管

提出について 年金審査係 園、田園、九州厚 理課長
生（支）局社会保
険審査官

日本年金機構障害

H26. 10.27 年管管発1027第2号 審査請求事件に保る処分取消し等
佐 藤 崇 宏

年金島事業管理課 年金業務部長、九 年金局事業管

の承認について 年金審査係 州ブロック本部管 理課長
理部長

H26. 10固 27年管管発1027第3号
年金局事業管理課

日本年金機構図法
年金局事業管

再審査請求事件に保る処分変重に 佐 藤 崇 宏 務コンブライアン
年金審査保 ス部長

理課長

再審査請求事件に保る処分変更に 年金局事業管理課
自本年金機構法 年金属事業管

・ H26. 10. 27 年管管発1027第4号 イ左藤崇宏 務 E コンブライア
ついて 年金審査捺 ンス部長

理課長



年金の裁定等の決定に保る承認に 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 10.27 年管管発1028第1号 ついて（平成26年 10月27日 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務

｛衣頼分） 管理室長
理課長

由民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 10.29 年管管発1028第2号 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務等の承認について

管理室長
理課長

再審査請求事件に保る処分変更に 日本年金機構法
年金局事業管H26. 10.29 年管管発1029第1号 上村武志 年金局事業管理課 務・コンブライアついて

ンス部長
理課長

公的年金給付又は遺族補償等の給
地方厚生（支）局

年金局事業管H26. 10.30 年管管発1029第2号 付が行われる場合の児童扶養手当
懐英高 年金属事業管理課 年金調整課長殿支給事務の取扱い

年金管理課長臆
理課長

について（周知依頼）

平成24年度国畏年金事務費交付金
年金局事業管理課

議入徴収官厚生背
年金馬事業管H26. 10.30 年管管発1030第1号 等の遮還に探る債権発生通知につ 五味憲治

交付金保
働省年金属事業企

理課長いて 酉課長



日本年金機構障害
年金業務部長、支
払部長、中部、近

審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課
畿、九州ブロック 年金属事業管

H26. 10.30 年管管発1030第2号 西野智樹
年金審査係

本部管理部長、北
理課長の承認について 海道、東北、関東

信越、東海北陸、
近畿、九州厚生局
社会保険審査官

， 

平成24年度国民年金事務費交付金
五昧憲治

年金局事業管理課 関東信越厚生局年 年金局事業管
H26. 10.30 年管管発1030第3号

等の返還について 交付金係 金調整課長ー 理課長

厚生年金特例法の運用における適 、年金局事業管理課 日本年金機構事事業 年金局事業管
H26. 10.30 年管管発1030第4号 正な事務処理の徹底について（通 高橋智弘

厚生年金保険管理係 管理部門担当理 理課長
知）

第3号被保険者の年金記録不整合 年金局事業管理課 日本年金機構事業 年金局事業管
H26. 10.30 年管管発1030第5号 問題への適正な事務処理の徹底に 菊地英明

国民年金管理係 管理部門担当理事 理課長
ついて（通知）



年金局施行簿
施行自 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

f公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法

日本年金機構事業企画H26. 11. 1 年管管発1101第1号 等の一部を改正する法律J等のー
大島隆成 年金属事業管理課国

部門担当理事、事業管
年金馬事業管

部の施行に伴う不整合記録の発生 民年金管理罷 理課長
の防止に係る事務の取扱いについ 理部門担当理事

て（通知）

「公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法

地方厚生（支）局年金
日26.11. 1 年管管発1101第2号 等の一部を改正する法律j 等の一

大島隆成 年金局事業管理課国
調整課長、年金管理課

年金局事業管
部の施行に伴う不整合記録の発生 民年金管理協 理課長
の防止に保る事務の取扱いについ 長

て（通知）

臼本年金機構法務圃コ
ンブライアンス部長、

H26. 11. 5 年管管発1104第l号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金局事業管理課

南関東ブロック本部 年金局事業管
分について 長、中部ブロック本部 理課長

長、四国ブロック本部
長



北海道、関東信越、東
海北陸、近畿、中園田

, 園、四国（支）局社会

H26. 11. 5 年管管発1104第2号 審査請求事件に係る処分取消しの
保険審査官、日本年金 年金局事業管

承認について
上村武志 年金局事業管理課 機構障害年金業務部

理課長
長、北関東信越ブロッ
ク、中部ブロック、中
国ブロック、四国ブー
ロック本部管理部長

H26. 11. 5 国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

年管管発1104第3号 小野寺普 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
等の承認について

室長
理課長

H26. 11. 5 年管管発1105第1号 再審査請求事件に係る処分変更等
西野智樹

年金局事業管理課年 日本年金機構法務・コ 年金局事業管

について 金審査係 ンブライアンス部長 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

H26. 11. 5 年管管発1105第2号 松永潔文 年金属事業管理課 業務部長、北関東信越
承認について ブロック本部管理部長

理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H26. 11. 5 年管管発1105第3号 ついて（平成26年 11月5日依 小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長

特別障害給付金の裁定及び却下の
日本年金機構本部 年金局事業管

H26. 11. 10 年管管発1106第1号
決定の承認について

小野寺晋 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



関東信越車生局社会保

H26. 11. 7 年管菅発1107第1号 審査請求事件に保る処分取消し等 年金局事業管理課年 険審査官、日本年金機
年金局事業管

の承認について 西野智樹
金審査｛系 構障害年金業務部長、

理課長南関東ブロック本部管
理部長

H26. 11. 7 年管管発1107第2号 再審査請求事件に保る処分変更に
松永潔文 年金属事業管理課 田本年金機構法務圃コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

北海道、東北、関東信
越、東海北陸、近畿、

H26. 11. 7 年管管発1107第3号 審査請求事件に係る保険者意見の
上村武志 年金局事業管理課 中国四園、九州厚生 年金局事業管

提出について （支）局社会保験審査 理課長
「民ーー官

H26. 11. 11 年管管発1111第1号 再審査請求事件に保る処分変更に
上村武志 年金昂事業管理課

田本年金機構法務閉コ 年金島事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長

国民年金障害給付金等の不支給決 日本年金機構本部
年金聞事業管H26. 11. 11 年管管発1111第2号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理定等の承認について

室長
理課長

年金の戴定等の決定に保る承認に 日本年金機構本部
年金島事業管H26. 11. 11 年管管発1111第3号 ついて（平成26年 11月10 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長日） 室長



H26. 11. 13 年管管発1111第4号 特別障害給付金の裁定及び不支給 日本年金機構本部
年金昂事業管

決定の承認について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

H26. 11. 12 年管管発1112第1号 再審査請求事件に保る処分変更に
西野智樹 年金局事業管理課年 日本年金機構法務倒コ 年金局事業管

ついて 金審査｛系 ンブライアンス部長 理課長

H26. 11. 12 年管管発1112第2号 再審査請求事件に罷る処分変更に
西野智樹

年金局事業管理課年 日本年金機構法務・コ 年金局事業管
ついて 金審査係 ンブライアンス部長 理課長

日本年金機構法務圃コ
ンブライアンス部長、

H26. 11. 12 年管管発1112第3号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金局事業管理課

東北ブロック本部長、 年金局事業管
分について 中部ブロック本部長、 理課長

近畿ブロック本部長、
中国ブロック本部長

児童扶養手当と公的年金給付等と
の併給制限の見置しに伴う対象児 地方厚生（支）局

年金局事業管H26. 11. 13 年管管尭1113第1号 童が障害基礎年金の子の加算の対 億 英 高 年金属事業管理課 年金調整課長殿
理課長象である場合の事務処理について 年金管理課長殿

（周知龍頼）



児童扶養手当の支給対象となる場

H26. 11. 13 年管管発1113第2号 合における障害基礎年金の子の加
俵英高 年金属事業管理課

日本年金機構年金給付 年金高事業管
算の支給事務の取扱いの見麗しに 業務部門担当理事殿 理課長
ついて

児童扶養手当の支給対象となる場 地方厚生（支）局
H26. 11. 13 年管管発1113第3号 合における障害基礎年金の子の加 年金昂事業管

算の支給事務の取扱いの見直しに
俵英高 年金局事業管理課 年金調整課長殿

理課長
ついて

年金管理課長殿

H26. 11. 13 年管管発1113第4号 特別障害給付金の諸変更等部承認
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部給付 年金局事業管

について 企画部業務管理室長 理課長

H26. 11. 14 年管管発1114第1号 再審査請求事件に係る処分変更等
佐藤崇宏

年金局事業管理課年 日本年金機構法務 B コ 年金昂事業管

について 金審査慌 ンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金

H26. 1L14 年管管発1114第2号 審査請求事件に保る処分取消し等
｛左藤崇宏

年金局事業管理課年 業務部長、北関東園信 年金局事業管

の承認について 金審査｛系 越ブロック本部管理部 理課長
長

東北、東海北陸、近

H26. 11. 14 年管管発1114第2号 審査請求事件に係る処分取消し等
佐藤崇宏

年金局事業管理課年 畿、中国四園、四圏、 年金局事業管

の承認について 金審査｛系 九州厚生（支）局社会 理課長
保障審査官



日本年金機構法務圃コ

H26. 11. 14 年管管発1114第3号 審査請求事件の容認決定に係る処 ンブライアンス部長、
年金崩事業管上村武志 年金蝿事業管理課 中部ブロック本部長、分について

近畿ブロック本部長、 理課長

九州ブロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信

H26. 11. 14 年管管発1114第4号 審査請求事件に係る処分取消し等 年金属事業管理課年
越ブロック本部管理部

年金局事業管
の承認について 西野智樹

金審査係
長、東北、東海北陸、

理課長
近畿、中園田国、四
園、九州厚生（支）局
社会保険審査官

H26. 11. 14 年管管発1114第5号 再審査請求事件に保る処分変更に
松永潔文 年金属事業管理課

日本年金機構法務園コ 年金局事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長

児童扶養手当の支給対象となる場

H26. 11. 14 年管管発1114第6号 合における障害基礎年金の子の加
｛表英高 年金局事業管理課

国家公務員共済組合連 年金属事業管
算の支給事務の取扱いの見直しに 合会理事長殿 理課長
伴う様式の改正について

児童扶養手当の支給対象となる場

H26. 11. 14 年管管発1114第7号 合における障害基礎年金の子の加
俵英高 年金昂事業管理課

地方公務員共済組合連 年金局事業管
算の支給事務の取扱いの毘直しに 合会理事長殿 理課長
伴う様式の改正について



児童扶養手当の支給対象となる場

H26. 11. 14 年管管発1114第8号 合における障害基礎年金の子の加
俵英高 年金局事業管理課

日本私立学校振興・共 年金局事業管
算の支給事務の取扱いの見直しに 済事業団理事長殿 理課長
伴う様式の改正について

H26. 11. 18 年管管発1117第1号 国民年金障害給付等の不支給決定
佐藤洋平

年金局事業管理課年 日本年金機構本部給付 年金局事業管
等の承認について 金給付管理係 企画部業務管理室長 理課長

北海道、東北、関東信

H26. 11. 18 年菅管発1118第1号 審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課年
越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

提出について
佐藤崇宏

金審査係
中国四圏、四菌、九州

理課長
厚生（支）局社会保険
審査官

年管管発1118第2号
年金の裁定等の決定に係る承認に

年金局事業管理課年 日本年金機構本部給付 年金属事業管
H26. 11. 18 ついて（平成26年 11月17日 佐藤洋平

依頼分）
金給付管理係 企画部業務管理室長 理課長

H26. 11. 18 年管管発1118第3号 審査請求事件に係る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 業務部長 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 年金局事業管理課年
越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

H26. 11. 19 年管管発1119第1号 西野智樹 中園田園、四国、九州
提出について 金審査係 厚生（支）局社会保険

理課長

審査官

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部 年金局事業管

H26. 11. 20 年管管発1119第2号
決定の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長



介護保険料等の年金からの特別徴 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 11. 25 年管雷発1119第3号 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理収について

室長 理課長

知的障害者の障害年金受給に保る 各都道府県各指定都
年金局事業管H26. 11. 20 年管管発1120第1号 サンプル調査の実施について（依 住久政彦 年金局事業管理課 市障害保擢福祉主管
理課長頼） 部（局）長殿

知的障害者の障害年金受給に保る 各地方厚生（支）局
年金局事業管H26. 11掴 20年菅管発1120第2号

サンプル調査の実施について 住久政彦 年金居事業管理課 年金管理（年金調整）
理課長

課長搬

新規適用調査の際に求める提出書 年金局事業管理課厚
地方厚生局年金指導課

年金局事業管H26. 11. 20 年管管発1120第4号
類の取扱いについて 風間龍介

生年金保険管理係
長地方厚生（支）局年

理課長金管理課長

審査請求による却下決定取消通知
自本年金機構本部給付 年金局事業管H26. 11. 25 年管管発1121第1号 書への厚生労働大臣印の押印依頼 佐藤洋平 年金局事業管理課
企画部長 理課長について（回答）

日本年金機構法務・コ

H26. 11. 21 年管管発1121第2号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金局事業管理課

ンブライアンス部長、 年金局事業管
分について 近畿ブロック本部長、 理課長

九州ブロック本部長



審書査請求による却下決定取消通知 日本年金機構本部 年金属事業管
H26. 11. 25 年管管発1125第1号 への厚生労働大臣印の押印飯頼 ｛左藤洋平 年金属事業管理課

について（回答）
給付企画部長 理課長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

年金属事業管
H26. 11. 26 年管管発1125第2号

等の承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
室長

年金の裁定等の決定に｛系る承認に 日本年金機構本部
年金居事業管

H26. 11. 26 年管管発1125第3号 ついて（平成26年 11月26日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

頼分） 室長
理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ

H26. 11盲 25年管官発1125第4号 審査請求事件に係る処分取消しの
上村武志 年金昂事業管理課

ロック、北関東軍信越 年金局事業管

承認について ブロック、近畿ブロッ 理課長
ク、九州ブロック本部
管理部長

H26. 11.25 年管管発1125第5号 再審査請求事件に探る処分につい
市Jll幸伸

年金属事業管理課年 日本年金機構法務個 年金島事業管

て（容認裁決） 金審査保 コンブライアンス部長 理課長



東北、関東信越、東海

審査請求事件に係る保険者意毘の
北陸、近畿、中園田 年金局事業管

H26. 11. 26 年管管発1126第1号
提出について

上村武志 年金属事業管理課 園、四園、九州厚生 理課長
（支）島社会保険審査

「民晶、

H26. 11. 27 年管管発1127第1号
再審査請求事件に係る処分変吏に

上村武志 年金局事業管理課
日本年金機構法務圃コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長



年金馬施行講
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

各種諸変更等の承認について（平
日本年金機構 年金島事業管

H26. 12. 1 年管管発1201第1号
成26年 12月支払分等）

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部 年金局事業管

H26. 12. 1 年管管発1201第2号 ｛左藤洋平 年金賭事業管理課 給付企画部業務管理
認について

室長
理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部 年金属事業管

H26. 12. 1 年管管発1201第3号
決定の承認について

｛左藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部

年金属事業管
H26. 12. 1 年管管発1201第4号

等の承認について
佐藤洋平 年金扇事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
室長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金高事業管
H26. 12.2 年管管発1201第5号 ついて（平成26年 12月 1日依 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長



国の保有する厚生年金保険被保険

H26. 12.2 年管管発1202第1号 者原簿記録の情報提供による存続
高橋智弘 年金局事業管理課 日本年金機構事業管 年金局事業管

厚生年金基金の加入員原簿の記録 厚生年金保険管理係 理部門担当理事 理課長
の整備等の事務処理について

関東信越、東海北陸、
近畿、中園田園、九州
厚生局社会保険審査
官、日本年金機構障害

H26. 12.3 年管管発1203第1号 審査請求事件に罷る処分取消しの
西野智樹 年金局事業管理課 年金業務部長、北関 年金品事業管

承認について 年金審査係 東ー信越ブロック本部 理課長
管理部長、南関東ブ
ロック本部管理部長、
近畿ブロック本部管理
部長

日本年金機構法務 E コ
ンブライアンス部長、

H26. 12.3 年管菅発1203第2号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金扇事業管理課

中部ブロック本部長、 年金局事業管
分について 近畿ロック本部長、中 理課長

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｛系る処分取消し等 年金高事業管理課
業務部長、中部ブロッ

年金局事業菅H26. 12.3 年管管発1203第3号 佐藤崇宏 ク本部管理部長、東海の承認について 年金審査係
北陸、九州厚生局社会

理課長

保険審査官



H26. 12.3 年管管発1203第4号 再審査請求事件に係る処分変更に
佐藤崇宏 年金局事業管理課 日本年金機構法務”コ 年金局事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

「『公的年金給付又は遺族補償等
の給付が行われる場合の児童扶養 地方厚生（支）局

年金局事業管H26. 12.4 年管管発1203第5号 手当支給事務の取扱いについて 俵英高 年金局事業管理課 年金調整課長年金管
（課長通知）」の一部改正につい 理課長

理課長

て」等について（周知依頼）

特別障害給付金に係る裁定の承詔 日本年金機構
年金局事業管H26. 12.4 年管管発1203第6号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理について

室長
理課長

園民年金・厚生年金保険障害給付
日本年金機構

H26. 12.4 年管管発1203第7号 の障害状態確認届に係る処分理由
佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理

年金局事業管
の変更について（通知）への厚生 理課長
労働大臣印の押印について 室長

H26. 12. 4 年管管発1204第1号 審査請求事件に罷る処分取消しの
上村武志 年金昂事業管理課

日本年金機構障害年金 年金高事業管
承認について 業務部長 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長、東北ブロッ

日26.12.4 年管管発1204第2号 審査請求事件に保る処分取消し等
佐藤崇宏 年金局事業管理課 ク本部管理部長、東 年金属事業菅

の承認について 年金審査係 北、関東信越、東海北 理課長
陸、近畿厚生局社会保
険審査官

北海道、東北、関東宮

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、
年金崩事業管H26. 12.4 年管管発1204第3号 佐藤崇宏 中国四園、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

審査官

特別障害給付金の諸変更等の承認 日本年金機構本部
年金局事業菅H26. 12.9 年管管発1209第1号

について 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金島事業管H26. 12.9 年管管発1209第2号

等の承認について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

年金の裁定等の決定に｛系る承認に 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 12. 10 年管管発1209第3号 ついて（平成26年 12月8日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長頼分） 室長



H26. 12. 10 年管管発1210第1号 再審査請求事件に係る処分変更に
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構法務・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

日本年金機構法務・コ

H26. 12. 10 年管管発1210第2号 審査請求事件の容認決定に係る処
ンブライアンス部長、 年金局事業管

分について
上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、

理課長
中国ブロック本部長、
九州ブロック本部長

H26. 12. 10 年管管発1210第3号
裁判書（写）の送付について（依

住久政彦 年金局事業管理課
京都地方検察庁保管 年金局事業管

頼） 検察官殿 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

H26. 12. 11 年管管発1211第1号 西野智樹 中国四園、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

審査官

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部 年金局事業管

H26. 12. 12 年管管発1211第2号
決定の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

滞納した国民年金保険料、厚生年

H26. 12. 12 年管管発1212第2号
金保険料、健康保険料、船員保険

山村祐介
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

料及び児童手当拠出金等に係る延 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

滞金の割合の特例について



平成26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H26. 12. 15 年管管発1215第1号 等の概算交付について（第3四半 五昧憲治 調整課長及び年金管理

期分）
交付金係

課長
理課長

H26. 12. 16 国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

年管管発1215第2号
等の承認について

佐藤洋平 年金島事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

H26. 12. 15 年管管発1215第3号 再審査請求事件に係る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金属事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

H26. 12. 15 年管管発1215第4号 和解交渉の可否について 加藤明雄 年金局事業管理課 大阪法務局訟務部長
年金局事業管
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、北海道、東 年金局事業管

H26. 12. 16 年管管発1216第1号
承認について

西野智樹
年金審査係

北、関東信越、近畿、 理課長
中国四国、九州厚生局
社会保険審査官



日本年金機構障害年金

H26. 12. 16 年菅管発1216第2号 審査請求事件に保る処分取消し等 年金局事業管理課 業務部長、関東信越、
年金局事業管

の承認について 佐藤崇宏
年金審査係 東海北陸、近畿、中国

理課長四圏、九州厚生局社会
保険審査官

H26. 12. 16 年管管発1216第3号 審査請求事件に係る処分取消し等 年金局事業管理課 日本年金機構業務渉外
年金局事業管

の承認について 佐藤崇宏
年金審査保 部長、社会保険審査会

理課長
委員長

年金の裁定等の決定に係る承認に
日本年金機構本部H26. 12. 17 年管菅発1216第4号 ついて（平成26年 12月 15日

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
年金局事業管

依頼分）
室長

理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給 日本年金機構本部
年金局事業管H26. 12. 17 年管管発1216第5号

決定の承認について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

日本年金機構法務・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、
年金局事業管H26. 12. 17 年管管発1217第1号 上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、分について

近畿ブロック本部長、
理課長

中国ブロック本部長



H26. 12. 17 年管管発1217第2号 法人事業主による電子申請におけ
鈴木良希 年金属事業管理課

日本年金機構事業管理 年金局事業管
る電子証明書の取扱いについて 部門担当理事 理課長

平成26年度年金生活者支援給付 年金局事業管H26. 12. 18 年管管発1218第2号 金支給準備市町村事務取扱交付金 斉藤茂 年金属事業管理課 市区町村長
の肉示について

理課長

北海道、東北、関東信

H26. 12. 18 年管管発1218第3号 審査請求事件に係る保険者意見の
上村武志 年金局事業管理課

越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

提出について 中国四園、九州厚生局 理課長
社会保険審査官

介護保険料等の年金からの特別徴
日本年金機構本部 年金属事業管

H26. 12.24 年管管発1218第4号 佐藤洋平 年金局事業管理課～ 給付企画部業務管理〆
収について

室長
理課長

H26. 12.22 年管管発1219第1号 再審査請求事件に係る処分変更に
上村武志 年金属事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

H26. 12.24 年管管発1222第1号 審査請求事件に係る処分取消しの
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 業務部長 理課長



日本年金機構法務園コ
ンブライアンス部長、

ト126.12. 24 年管管発1222第2号 審査請求事件の容認決定に罷る処
上村武志 年金昂事業管理課

中部ブロック本部長、 年金局事業管
分について 近畿ブロック本部長、 理課長

四国ブロック本部長、
九州ブロック本部長

日本年金機構障害年金

H26. 12.24 年管管発1222第3号 審査請求事件に保る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

業務部長、東北ブロッ 年金局事業管

承認について ク、中部ブロック、九 理課長
州ブロック本部長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金昂事業管
H26. 12.24 年管管発1224第1号 ついて（平成 26年 12月22日 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
依頼分） 室長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金眉事業管

H26. 12.24 年管管発1224第2号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

再審査請求事件に保る処分につい 年金局事業管理課 日本年金機構法務 E 年金局事業管
H26圃 12.24年雷管発1224第3号 て（再審査請求） 市川幸｛申

年金審査保 コンブライアンス部長 理課長



H26. 12. 241年管管発1224第4号
加害者処遇状況等通知希望申出書

の提出について・・・・・・・・II俵英高
あて）

年金局事業管理課
年金局事業管
理課長

H26. 12.251年管管発1224第5号 特別障害給付金に係る裁定の承認ら｜佐藤洋平
について

年金局事業管理課
管業事局

長
金
課

年
理

理管
部
務

本
業

構機
部

金
薗

年
企

本
付
長

日
給
室

H26. 12. 251年管管発1224第6号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承｜佐藤洋平
認について

年金属事業管理課
管業事局

長
金
課

年
理理管

部
務

本
業

構機
部

金
画

年
企

本
付
長

日
給
室

H26. 12. 251年管管発1225第1号 号宗寺請求事件に係る処分変更に i佐藤崇宏 年金局事業管理課
年金審査係

日本年金機構リスク・ ｜年金局事業管
コンブライアンス部長 ｜理課長

H26. 12. 261年管管発1226第1号
北朝鮮当局によって控致された被
害者等の国民年金の特例に係る事｜大島隆成
務の取扱いについて

年金局事業管理課
国民年金管理係

管業事局
長

金
課

年
理

理
給

管
金
事

業
年
理

事
、
当

構
事
担

機
理
門

金
当
部

年
担
務

本
門
業

日
部
付

H26. 12. 261年管管発1226第2号
北朝鮮当局によって控致された被
害者等の国民年金の特例に係る事！大島隆成
務の取扱いについて

年金局事業管理課
国民年金管理係

地方厚生（支）局
年金調整課長
年金管理課長

年金局事業管
理課長



H26. 12.26 年管管発1226第4号 再審査請求事件に保る処分変貰に
佐藤崇宏

年金崩事業管理課 日本年金機構法務 E コ 年金昂事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

H26. 12.26 年管管発1226第5号 再審査請求事件に係る処分変更に
佐藤崇宏

年金局事業管理課 日本年金機構法務町コ 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
業務部長、中部ブロツ

H26. 12.26 年管管発1226第8号
審査請求事件に係る処分取消し等

佐藤崇宏
年金局事業管理課 ク本部管理部長、関東 年金居事業管

の承認について 年金審査｛系 信越、東海北陸、近 理課長
畿、九州厚生局社会保
険審査宮

北海道、東北、関東信

H26. 12.26 年管管発1226第7号 審査請求事件に保る保険者意見の 年金局事業管理課
越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

提出について
佐藤崇宏

年金審査係
中国四国、四圏、九州 理課長
厚生（支）局社会保険
審査官



年金昂施行簿
施行自 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

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 年金局事業管
H27. 1. 5 年管管発0105第3号 口装置）の稼働時間の延長につい 下田耕平 システム部門担当理事

て
システム室計画保

事業管理部門担当理事
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、 年金属事業管

H27. 1. 6 年管管発0106第1号
提出について

西野智樹
年金審査係

中国四園、四圏、九州
理課長

厚生（支）局社会保険
審査官

H27. 1. 6 年管管発0106第2号 再審査請求事件に係る処分変買に
西野智樹

年金昌事業管理課 日本年金機構法務幽コ 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

各種諸変更等の承認について（平
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 6 年管管発0106第3号
成27年 1月支払分等）

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.1.6 年管管発0106第4号
等の君主認について

｛左藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

年金の裁定等の決定に保る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27. 1園 8年管管発0106第5号 ついて（平成27年 1月5日依頼 娃藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

分） 室長



死亡一時金の蔓生決定による変更 日本年金機構本部
年金高事業管

H27.1.6 年管管発0106第6号 決定通知書への厚生労働大臣の押 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理

印について 室長
理課長

審査請求による却下決定取消通知 日本年金機構本部
H27. 1. 6 年管管発0106第7号 書および年金額変更不該当決定取 f左藤洋平 年金届事業管理課 給付企画部業務管理

年金局事業管

消通知書への厚生労働大臣印の押 理課長

印について
室長

H27. 1. 7 年管管発0107第1号 審査請求事件に保る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

日本年金機構障害年金 年金局事業管

承認について 業務部長 理課長

特別障害給付金の裁定忍び不支給
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.1.8 年管管発0108第2号
決定の承認について

佐藤洋平 年金馬事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

日本年金機構法務・コ

審査請求事件の容認決定に｛系る処
ンブライアンス部長、 年金局事業管

H27. 1. 9 年管菅発010自第1号 上村武志 年金高事業管理課 中部ブロック本部長、
分について 近畿ブロック本部長、

理課長

中国ブロック本部長

H27.1.9 年管管発0109第2号
再審査請求事件に係る処分変更に

西野智樹
年金局事業管理課 日本年金機構法務 B コ 年金属事業管

ついて 年金審査罷 ンブライアンス部長 理課長



後期高齢者医療の医療給付を一定

H27. 1. 14 年管管発0109第3号 期間利用していない被保険者に保
佐藤貴史 年金局事業管理課

各後期高齢者医療底域 年金局事業管

るデータ提供について 連合事務崩長 理課長

（依頼）

後期高齢者震療の医療給付を一定

H27. 1. 14 年管管発0109第4号
期間利用していない被保険者に保

佐藤貴史 年金属事業管理課
公益社団法人国民健康 年金局事業管

るデータ提供について 保険中央会理事長 理課長

（｛衣頼）

年金の裁定等の決定に保る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
日27.1.14年管管発0113第1号 ついて（平成27年 1月 14日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

頼分） 室長
理課長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 14 年管管発0113第2号 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理
等の承認について 室長

理課長

北海道、東北、関東信

審査語求事件に保る保険者意見の
越、東海北陸、近畿、 年金属事業管

H27. 1. 14 年管管発0114第1号 上村武志 年金局事業管理課 中国四圏、四園、九州
提出について 摩生（支）島社会保険

理課長

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、北海道、関 年金局事業管

H27. 1. 14 年管官発0114第2号
承認について

西野智樹
年金審査係

東信越、東海北陸、近 理課長
畿、九州厚生局社会保
I境審査官



H27. 1. 15 年管管発0115第1号 知的障害者の障害年金受給に係る 日本年金機構全国一括
厚生労働省年

サンプル調査の実施について
住久政彦 年金局事業管理課

業務部門担当理事殿
金局事業管理
課長

H27. 1. 15 年菅管発0115第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

H27. 1. 15 年管管発0115第3号 再審査請求事件に係る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

地方厚生局年金指導課

H27. 1. 16 年管管発0116第2号 厚生労働大臣が定める現物給与の
高橋智弘

年金局事業管理課 長 年金局事業管

価額について（情報提供） 厚生年金保険管理係 地方厚生（支）局年金 理課長
管理課長

日本年金機構法務・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、 年金局事業管

H27. 1. 16 年管管発0116第3号 上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、
分について 近畿ブロック本部長、

理課長

九州ブロック本部長

1、

厚生年金保険未支給保険給付の不 日本年金機構本部 年金局事業管
H27. 1. 19 年管管発0116第4号 支給について（通知）への厚生労 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

働大臣印の押印について 室長



厚生年金保険遺族年金の不支給に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27.1.19 年管管発0116第5号 ついて（通知）への厚生労働大臣 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

印の押印について 室長
理課長

特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 19 年管管発0116第6号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
決定の承認について

室長
理課長

特別障害給付金の諸変更等の承認
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 19 年管管発0116第7号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
について 室長

理課長

， 

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 19 年管管発0116第8号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

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）局年金 年金局事業管

H27. 1. 19 年管管発0119第1号
の報告について

五昧憲治 交付金係
調整課長、年金管理課 理課長
長

公的年金の分かりやすい情報発信 年金局事業管理課
千葉県立薬園台高等学 年金局事業管

H27. 1. 19 年管管発0119第2号 モデル授業の実施のお願い（依 五昧憲治 交付金係
校校長及び神奈川県立 理課長

頼）について 海洋科学高校校長



年金の裁定等の決定係る承認につ 日本年金機構 年金属事業管
H27. 1.20 年管管発0119第3号 いて（平成27年1月 19日依頼 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
分） 室長

介護保険料等の年金からの特別徴
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1.21 年管管発0119第4号
収について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

審査請求による却下決定取消通知 日本年金機構本部 年金局事業管
H27. 1.21 年管管発0120第1号 書への厚生労働大臣印の押印につ 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

いて 室長

日本年金機構法務・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、 年金局事業管

H27.1.21 年管管発0121第3号 上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、
分について 近畿ブロック本部長、

理課長

中国ブロック本部長

日本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ
ロック本部管理部長、

H27. 1.22 年管管発0122第1号
審査請求事件に係る処分取消し等

佐藤崇宏
年金局事業管理課 中部ブロック本部管理 年金局事業管

の承認について 年金審査保 部長、九州ブロック本 理課長
部管理部長、関東信
越、東海北陸、近畿厚
生局社会保険審査官



都道府県民生主管部
（局）介護保険主管課

住所地特例対象者であって介護保 （部）長、園民健康保
H27. 1.22 年管管発0122第2号 験料等の徴収方法が特別徴収から

｛表英高 年金局事業管理課 険課（部）長、後期高 年金局事業管
普通徴収へ変重となった者への対 齢者医療主管課（部） 理課長
応について（依頼） 長、都道府県後期高齢

者医療広域連合事務局
長

住所地特例対象者であって介護保
地方厚生（支）局年金H27. 1.26 年管管発0122第3号 険料等の徴収方法が特別徴収から

俵 英 高 年金局事業管理課 調整課長、年金管理課
年金局事業管

普通徴収へ変更となった者への対 理課長
応について（周知依頼） 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、東
年金属事業管H27. 1. 23 年管管発0122第4号

承認について 松永潔文 年金属事業管理課 北、関東信越、東海北
理課長

陸、近畿、九州厚生局
社会保障審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、中部ブロッ
ク本部、北関東・信越

H27. 1. 22 年管菅尭0122第5号 審査請求事件に係る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

ブロック本部、近畿ブ 年金局事業管
可 承認について ロック本部管理部長、 理課長

東北、関東信越、東海
北陸、近畿、九州厚生
局社会保険審査官



北海道、東北、関東信

H27. 1. 23 年菅管発0123第1号 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、 年金属事業管

提出について
佐藤崇宏

年金審査係
中国四園、四園、九州 理課長
厚生（支）局社会保険
審査官

国民年金j去に基づく届書の様式統
年金局事業管理課

地方厚生（支）局年金 年金局事業管
H27. 1. 23 年管管発0123第2号 一化等にかかる意見照会の回答に 大島隆成 調整課長、年金管理課

ついて
国民年金管理係

長
理課長

国民年金保険料免除 E 納付猶予申 年金局事業管理課
地方厚生（支）昂年金 年金局事業管

H27. 1. 23 年管管発0123第3号
請書等の新様式について

大島隆成
国民年金管理保

調整課長、年金管理課 理課長
長

国民年金保険料免除冨納付猶予申 年金局事業管理課
日本年金機構事業企画 年金昂事業管

H27. 1. 23 年管管発0123第4号 大島隆成 部門担当理事、事業管
請書等の新様式について 国民年金管理係 理部門担当理事

理課長

特買lj障害給付金に係る裁定の承認
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1. 26 年管管発0123第5号
について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

特別障害給付金の諸変買の承認に
日本年金機構本部 年金局事業管

H27. 1司 26年管管発0123第6号
ついて

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



北海道、東北、関東信

H27. 1. 26 年管管発0126第1号 審査請求事件に保る保験者意見の 年金局事業管理課 越、東海北陸、近畿、
年金扇事業管西野智樹 中園田園、四園、九州提出について 年金審査楳

厚生（支）局社会保険 理課長

審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東園信

H27. 1. 26 年管管発0126第2号 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課 越ブロック本部管理部
年金局事業管

承認について 高野智樹
年金審査係 長、九州ブロック本部

理課長管理部長、関東信越、
東海北陸、近畿、九州
厚生局社会保険審査官

審査請求時件に係る処分取消し等
日本年金機構障害年金

H27. 1. 26 年管管発0126第3号 佐藤崇宏 年金昂事業管理課 業務部長、北海道、関 年金崩事業管
の承認について 年金審査保 東信越、九州厚生局社 理課長

会保険審査官

H27. 1. 26 年管菅発0126第4号 再審査請求事件に係る処分変更に
佐藤崇宏 年金属事業管理課 日本年金機構法務・コ 年金崩事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

H27. 1.27 年管管発0126第5号 国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管

等の承認について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長



H27. 1. 27 年管管発0127第1号 再審査請求事件に様る処分変更に
上村武志 年金昂事業管理課

日本年金機構法務包コ 年金局事業管

ついて 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 日本年金機構本部 年金局事業管
H27. 1胃 27年管管発0127第2号 ついて（平成27年 1月26日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長

「平成26年度における国民年金事
年金局事業管理課

地方厚生（支）昂年金 年金属事業管
H27. 1. 27 年管管発0127第4号 務費交付金等交付要綱の取扱いに 五味憲治

交付金係
調整課長及び年金管理 理課長

ついて（案）」等の送付について 課長

「公的年金制度の｛建全性及び信頼
性の確保のため由厚生年金保険法 年金局事業管理課

日本年金機構事業企画 年金局事業管
H27.2.3 年管管発0128第1号 の一部を改正する法律」等の一部 大島隆成

国民年金管理保
部門担当理事事業管理 理課長

の施行に伴う特定保険料の納付に 部門担当理事

係る事務の取り扱いについて

「公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法 年金局事業管理課 地方厚生（支）届年金 年金局事業管

H27.2.3 年管管発0128第2号 の一部を改正する法律J等の一部 大島隆成 国民年金管理係 調整課長年金管理課長 理課長
の施行に伴う特定保険料の納付に
｛系る事務の取り扱いについて

日本年金機構法務 E コ
ンブライアンス部長、

H27. L 30 年管管発0130第1号
審査請求事件の容認決定に保る処 上村武志 年金局事業管理課

東北ブロック本部長、 年金昂事業管

分について 中部ブロック本部長、 理課長

近畿ブロック本部長、
中国ブロック本部長



北海道、東北、関東信

審査請求事件に保る保険者意見の
越、東海北陸、近畿、 年金高事業管

H27. 1. 30 年管管発0130第2号 上村武志 年金局事業管理課 中国四園、四圏、九州
提出について 厚生（支）局社会保験

理課長

審査官



年金局施行簿

施行日 文書番号 日 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.2.3 年管管発0202第1号 各種諸変更等の承認について（平
日本年金機構本部 年金局事業管

成27年2月支払分等）
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

室長

老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部 年金属事業管

H27.2.3 年管管発0202第2号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
認について 室長

理課長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2.3 年管管発0202第3号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

特別障害給付金の裁定及び却下の
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2.3 年管管発0202第4号
決定の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、

審査請求事件の容認決定に係る処
東北ブロック本部長、 年金局事業管

H27.2.3 年管管発0203第1号 上村武志 年金局事業管理課 南関東ブロック本部
分について 長、近畿ブロック本部

理課長

長、中国ブロック本部
、J

長



日本年金機構障害年金
業務部長、北海道ブ

H27. 2.3 年管管発0203第2号 審査請求事件に係る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課 ロック本部管理部長、 年金局事業管

承認について 北海道、東北、近畿、 理課長
中国田園、九州社会保
険審査官

年金の裁定等の決定に｛系る承認に 日本年金機構本部
年金局事業管H27. 2.4 年管管発0203第3号 ついて（平成27年2月2日依頼 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

分） 室長
理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、南関東ブ
ロック本部管理部長、

H27. 2.4 年管菅発0204第1号 審査請求事件に係る処分取消し等
佐藤崇宏 年金局事業管理課 中部ブロック本部管理 年金局事業管

の承認について 年金審査係 部長、九州ブロック本 理課長
部管理部長、関東信
越、東海北陸、九州厚
生局社会保険審査官

H27. 2.4 年管管発0204第2号 再審査請求事件に係る処分変重に
佐藤崇宏

年金局事業管理課 日本年金機構法務・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26年度国民年金等事務取扱交
年金局事業管理課

地方厚生（支）居年金
年金局事業管H27.2.4 年管管発0204第3号 付金の特別事情分（物件費）につ 五昧憲治

交付金保
調整課長及び年金管理

理課長いて 課長



H27.2.5 年菅管発0205第1号 特別障害給金の裁定説び不支給決 日本年金機構本部
年金局事業管｛左藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理定の承認について

室長
理課長

H27. 2.9 年管管発0209第1号 国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管佐藤洋平 年金島事業管理課 給付企画部業務管理等の承認について

室長
理諜長

日本年金機構障害年金
H27圃 2.9年管管発0209第2号 審査請求事件に係る処分取消し等

佐藤崇宏
年金届事業管理課 業務部長、関東信越、 年金局事業管

の京認について 年金審査保 近畿厚生局社会保険審 理課長
査官

H27. 2.9 年管管発0209第3号 再審査請求事件に係る処分変更に
佐藤崇宏

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

H27.2. 9 年管管発0209第4号 再審査請求事件に係る処分変更に
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構法務司コ 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



H27.2.101年管管発0209第5号
年金の裁定等の決定に係る承認に
ついて（平成27年2月9日依頼｜佐藤洋平
分）

年金局事業管理課
管業事局

長
金
課

年
理理管

部
務

本
業

構機
部

金
面

年
企

本
付
長

日
給
室

H27. 2. 91年管管発0209第6号
再審査請求事件に係る処分変更「｜ ｜年金局事業管理課 ｜日本年金機構法務・コ ｜年金局事業管
ついて 』｜松永 潔文 ｜年金審査係 ｜ンブライアンス部長 ｜理課長

H27. 2. 101年管管発0210第1号
管業事局

長
金
課

年
理

金

、

、

局

年
ブ
長
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東
部
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H27.2. 101年管管発0210第2号 医療専門職の委嘱について 市川幸伸
年金局事業管理課
年金審査係

年金局事業管
理課長



H27. 2. 10 年管管発0210第3号 相続放棄・限定承認の申述の有無
畑中正視 年金属事業管理課 神戸家臨裁判所

年金局事業管
の照会について 理課長

H27.2. 10 年管管発0210第4号 遺族厚生年金の受給権審査に聞す
加藤明雄 年金局事業管理課 春日井市長

年金局事業管
る調査について（協力依頼） 理課長

北海道、東北、関東信

H27司 2.12 年管管発0212第1号 審査請求事件に係る保険者意見の
佐藤崇宏

年金局事業管理課 越、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

社会保険審査官

北海道、関東信越、東

審査請求事件に係る保険者意見の 年金局事業管理課
海北陸、近畿、中園田

年金局事業管H27.2. 13 年管管発0213第1号 西野智樹 圏、四圏、九州車生提出について 年金審査係
（支）局社会保険審査

理課長

「国晶ー唱



H27.2. 13 年管管発0213第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

H27.2. 17 年管管発0213第3号 特別障害給付金の諸変更等の承認
日本年金機構本部 年金局事業管

について
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
室長

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、

H27. 2. 17 年管管発0216第1号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金局事業管理課

東北ブロック本部長、 年金局事業管

分について‘ 中部ブロック本部長、 理課長
近畿ブロック本部長、
中国ブロック本部長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27.2. 17 年管管発0216第2号 ついて（平成27年2月16日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長

日本年金機構障害年金

H27. 2. 17 年管管発0217第1号 審査請求事件に係る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

業務部長、北海道、東 年金局事業管

承認について 北、近畿、中国四園、 理課長
九州社会保険審査官



平成25年度国民年金事務費交付
年金局事業管理課 最入徴収官厚生労働 年金局事業管H27.2. 17 年管管発0217第2号 金等の返還に係る債権発生通知に 五昧憲治

ついて
交付金係 省年金局事業企画課長 理課長

t、

平成25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

H27.2. 17 年管管発0217第3号
等の返還について

五味憲治
交付金係

管理課長、年金調整課
理課長

長

特別障害給付金に係る裁定の承認
年金機構本部 年金局事業管

H27.2. 17 年管管発0217第4号 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
について

室長
理課長

H27.2. 17 年管管発0217第5号 行政訴訟事件に係る新たな処分に
小杉光恵 年金局事業管理課

日本年機構法務・コン 年金局事業管

ついて（依頼） ブライアンス部長 理課長

臣民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2. 18 年管管発0217第6号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



『公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法

年金局事業管理課
日本年金機構事業企画 年金局事業管

H27.2. 18 年管管発0218第1号 等の一部を改正する法律等の施行 本田忠嗣 部門担当理事、事業管
に伴う事務の取扱いについて」の

藤入金管理係
理部門担当理事

理課長

一部改正について

特別障害給付金に係る裁定の承認
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2.20 年管管発0218第2号 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理
について 室長

理課長

介護保険料等の年金からの特別徴
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2.24 年管管発0219第1号
収について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長

日本年金機構障害年金

H27.2.20 年管管発0220第1号 審査請求事件に係る処分取消しの
西野智樹

年金局事業管理課 業務部長、関東信越、 年金局事業管

承認について 年金審査係 東海北陸、近畿厚生局 理課長
社会保険審査官

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、

審査請求事件の容認決定に係る処
東北ブロック本部長、 年金局事業管

H27.2.20 年管管発0220第2号 上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、
分について 近畿ブロック本部長、

理課長

中国ブロック本部長、
九州ブロック本部長



H27.2.23 年管管発0223第1号 行政訴訟事件に係る新たな処分に
吉田哲弘 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 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
越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

H27.2.23 年管管発0223第2号 上村武志 年金局事業管理課 中園田園、四園、九州
提出について 厚生（支）局社会保険

理課長

審査宮

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.2.24 年管管発0223第3号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長．
室長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27.2.24 年管管発0224第1号 ついて（平成27年2月23日依 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長

」、ー

平成26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 年金局事業管

H27.2.24 年管管発0224第2号
村交付金の単価について

高橋智弘 厚生年金保険管理係
長、地方厚生（支）局 理課長
年金管理課長



H27.2. 24 年管管発0224第3号 再審査請求事件に保る処分変更に
佐藤崇宏 年金局事業管理課 日本年金機構法務園コ 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

H27圃 2.24年管管発0224第4号 再審査請求事件に保る処分につい
市川幸伸 年金局事業管理課 日本年金機構法務理 年金昂事業管

て（容認裁決） 年金審査係 コンブライアンス部長 理課長

~ 

特別障害給付金に係る裁定の承認 日本年金機構本部
年金局事業管H27.2.26 年管管発0225第1号 ｛左藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理について

室長
理課長

H27.2. 26 年菅菅発0226第1号 再審査請求事件に係る処分変更に
上村武志 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長

日本年金機構障害年金
H27.2.27 年管管発0226第2号 審査請求事件に係る処分取消しの

松永潔文 年金扇事業管理課
業務部長、中国ブロッ 年金局事業管

承認について ク本部、九州ブロック 理課長
管理部長



都道府県民生主管部
住所地特例対象者であって介護保 （局）介護保険主管課
険料等の徴収方法が特別徴収から （部）長、国民健康保

H27. 2.27 年管管発0226第3号 普通徴収へ変更となった者等への
犠英高 年金局事業管理課 険主管課（部）長、後 年金局事業管

対応について（平成27年10月開始 年金給付管理保 期高齢者医療主管課 理課長
分の追加対応及び平成28年10月開 （部）長、都道府県後
始分） （依頼） 期高齢者医療j主域連合

事務局長

住所地特例対象者であって介護保 部~j賭亘附）介県護民生保王険宮主部管課

険料等の徴収方法が特別徴収から （部）長、国民健康保
H27. 2.27 年管管発0226第4号 普通徴収へ変吏となった者等への

俵英高 年金局事業管理課 険主管課（部）長、後 年金属事業管
対応について（平成27年10月開始 年金給付管理保 期高齢者医療主管課 理課長
分の追加対応及び平成28年10月開 （部）長、都道府県後
始分） （｛衣頼） 期高齢者医療広域連合

事蒋局尋

国民年金j去に基づく届書の様式統
年金局事業管理課 地方厚生（支）昂年金 年金局事業管H27.2. 27 年管管発0227第1号 一化等にかかる意見照会の追加田 大島隆成
国民年金管理係 調整課長年金管理課長 理課長答について

各種諸変更等の承認について（平 日本年金機構本部
年金局事業管H27.3.2 年管管発0227第2号

成27年3月支払分等） ｛左藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長



年金局施行簿

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本年金機構法務冒コ
ンブライアンス部長、
北海道ブロック本部

H27.3.2 年管管発0302第1号 審査請求事件の容認決定に係る処
上村武志 年金局事業管理課

長、中部ブロック本部 年金局事業管

分について 長、近畿ブロック本部 理課長
長、中国ブロック本部
長、四国ブロック本部
長

北海道、東北、関東信

H27.3.2 年管管発0303第1号
審査請求事件に係る保険者意見の

佐藤崇宏
年金局事業管理課 越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

提出について 年金審査係 中国四圏、九州厚生局 理課長
社会保険審査官

H27.3.3 年管管発0303第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構法務・コ 年金属事業管

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
業務部長、中部、近畿
ブロック本部管理部
長、日本年金機構障害

H27.3.3 年管管発0303第3号
審査請求事件に係る処分取消しの

西野智樹
年金局事業管理課 年金業務部長、中部、 年金局事業管

承認について 年金審査係 近畿ブロック本部管理 理課長
部長、北海道、関東信
越、東海北陸、近畿、
中国四国厚生局社会保
険審査宮



H27.3.3 年管管発0303第4号
全国｛建鹿保険協会が管掌する健康

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
保験に関する特定保険料率等につ 山村祐介
いて（通知）

厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

H27.3.3 年管管発0303第5号 日雇特例被保険者の保険料額等の
山村祐介

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

改正について 厚生年金保験管理係 部門担当理事 理課長

老齢厚生年金受給権者が議員であ 日本年金機構

H27.3.3 年管管発0303第B号 る場合の老齢厚生年金の在職支給
佐藤貴史 年金局事業管理課

事業企画部門担当理事 年金局事業管

停止にかかる事務の議会事務局と 殿 年金給付業務部 理課長

の連接について 門担当理事殿

年金の裁定等の決定に｛系る承認に 日本年金機構本部 年金高事業管
H27.3.3 年管管発0303第9号 ついて（平成27年3月2日依頼 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

分） 室長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業菅

H27. 3.4 年管管発0303第10号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



審査請求による却下決定取消通知 日本年金機構本部
年金局事業管H27圃 3.4年菅雷発0303第11号 書への厚生労働大臣印の押印につ 佐藤洋平 年金馬事業管理課 給付企画部業務管理
理課長いて 室長

日本年金機構障害年金
業務部長、北関東・信
越フロック本部管理部
長、南関東ブロック本

審査請求時件に係る処分取消し等 年金属事業管理課 部管理部長、近畿フ
年金品事業管H27.3.5 年管管発0305第1号 佐藤崇宏 ロック本部管理部長、の京認について 年金審査係

中国ブロック本部管理
理課長

部長、東北、関東信
越、近畿、中国四圏、
九州厚生局社会保険審
査官

北海道、東北、関東信

審査請求事件に係る保験者意見の 年金局事業管理課
越、東海北陸、近畿、

年金局事業管H27.3.5 年管管発0305第2号 西野智樹 中国四圏、四園、九州提出について 年金審査｛系
厚生（支）島社会保険

理課長

審査官

日本年金機構障害年金
H27.3.5 年管管発0305第3号 審査請求事件に係る処分取消しの

上村武志 年金局事業管理課
業務部長、関東信越、 年金島事業管

承認について 東海北陸、近畿社会保 理課長
険審査官



H27.3.5 年管菅発0305第4号 再審査請求事件に保る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管
ついて ンブライアンス部長 理課長

H27.3. 9 年管管発0306第1号 特別障害給付金の裁定及び不支給
日本年金機構本部 年金局事業管

決定の承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

理課長
室長

H27.3.9 年管管発0306第2号 行政訴訟事件に係る新たな処分に
小杉光恵 年金局事業管理課

日本年金機構法務コン 年金局事業管

ついて（依頼） ブライアンス部長 理課長

H27.3.9 年管管発0309第1号 再審査請求事件に係る処分変重に
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて 年金審査保 ンブライアンス部長 理課長

H27.3.9 年管管発0309第2号 審査請求事件に保る処分取消し等
西野智樹

年金属事業管理課 日本年金機構中部ブ 年金毘事業管

の承認について 年金審査保 ロック本部管理部長 理課長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27.3.10 年管管発0309第3号 ついて（平成27年3月9日依頼 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

分） 室長

圏民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金属事業管

H27. 3. 10 年雷管発0309第4号
等の承認について

佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



H27.3. 10 年管管発0309第5号 老齢福祉年金の各種諸変更等の承
日本年金機構本部 年金局事業管

認について
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企薗部業務管理

理課長
室長

H27.3. 12 年管管発0312第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
松永潔文 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

H27.3. 16 年管管発0312第1号
特別障害給付金の裁定及び却下の

給日本年金機構本部 年金局事業管

決定の承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課 付企画部業務管理

理課長
室長

H27.3. 13 年管管発0313第1号 健康保険の事務の一部を行わせる 山村祐介
年金局事業管理課 近畿厚生局年金調整課 年金局事業管

地域の取り消しについて（通知） 厚生年金保険管理係 長 理課長

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、
北関東・信越ブロック

H27. 3. 17 年管管発0316第1号
審査請求事件の容認決定に係る処

上村武志 年金局事業管理課
本部長、中部フロック 年金属事業管

分について 本部長、近畿ブロック 理課長

本部長、中国ブロック
本部長、九州ブロック
本部長



H27圃 3.17 年管管発0316第2号 審査請求事件に保る照会について
上村武志 年金局事業管理課 近畿厚生局社会保険審 年金届事業管

（回答） 査官 理課長

国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管H27. 3. 17 年管管発0316第3号

等の承認について 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

特別障害給付金の諸変更等の承認 日本年金機構本部
年金高事業菅H27.3. 17 年管管発0316第4号

について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

年金の裁定等の決定に係る主義認に 日本年金機構本部
年金局事業管H27. 3. 17 年管管発0317第1号 ついて（平成27年3月16日依 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理
理課長頼分） 室長

特別障害給付金に係る裁定の承認 日本年金機構本部
年金局事業管H27. 3. 17 年管管発0317第2号

について 佐藤洋平 年金届事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長



審査請求事件に保る保険者意見の
北海道、東北、関東信

H27.3. 18 年管管発0317第3号 上村武志 年金属事業管理課 越、東海北陸、近畿、 年金属事業管
提出について 中園田園、九州厚生局 理課長

社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、東北、南関

H27. 3. 18 年管管発0318第1号 審査請求事件に係る処分取消し等
西野智樹 年金局事業管理課 東、中部ブロック本部 年金局事業管

の承認について 年金審査係 管理部長、関東信越、 理課長
東海北陸、近畿、九州
厚生局社会保険審査官

日本年金機構障害年金
業務部長、業務渉外部

H27.3. 19 年管管発0319第1号 審査請求事件に保る処分取消しの
上村武志 年金局事業管理課

長、社会保険審査会委 年金昂事業管
承認について 員長、関東信越、中国 理課長

四圏、九州厚生局社会
保険審査官

H27.3. 19 年管管発0319第2号 平成26年度健慶保険事務指定市町 地方厚生局年金調整課
年金島事業管

村交付金の交付について（通知） 山村祐介 年金局事業管理課 長、地方厚生（支）局
理課長

年金管理課長

日本年金機構障害年金
業務部長、中部ブロッ
ク本部管理部長、九州

H27.3圃 19年管管発0319第3号 審査請求事件に保る処分取消し等
佐藤崇宏 年金昂事業管理課 ブロック本部管理部 年金局事業管

の承認について 年金審査係 長、北海道、東海北 理課長
陸、近畿、中国四圏、
九州厚生局社会保障審
査官



H27.3.20 年管管発0319第4号 介護保険料等の年金からの特別徴 日本年金機構本部
年金局事業管

収について 佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長

厚生年金保険の保険給付及び保障

H27. 3. 20 年管管発0320第1号 料の納付の特例等に関する法律第
山村祐介 年金局事業管理課 年金局総務課長 年金崩事業管

2条第 12項の規定に係る平成2 理課長
6年度の国庫繰入について

東日本大震災に伴い発生した東京
地方厚生（支）局年H27.3. 23 年管管発0323第1号 電力福島第一原子力発電所の事故

合国靖 年金崩事業管理課 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

H27.3.23 年管管発0323第2号 電力福島第一原子力発電所の事故
合田靖 年金局事業管理課

日本年金機構本部事 年金馬事業管
に係る国民年金保険料の申請免除 業管理部門担当理事 理課長
等の取扱いについて

日本年金機構法務・コ

審査請求事件の容認決定に保る処 ンブライアンス部長、
年金局事業管H27.3. 24 年管管発0323第3号 上村武志 年金局事業管理課 中部ブロック本部長、分について

近畿ブロック本部長、
理課長

中国ブロック本部長

北海道、東北、関東信
H27.3. 23 年菅管発0323第4号 審査請求事件に罷る保険者意見の

佐藤崇宏
年金崩事業管理課 越、東海北陸、近畿、 年金局事業管

提出について 年金審査係 中園田園、九州厚生昂 理課長
社会保険審査官



H27.3. 24 年管管発0324第1号 再審査請求事件に係る処分変更に
佐藤崇宏

年金局事業管理課 日本年金機構法務・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26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

H27.3.24 年管管発0325第5号
費交付金等の交付の申請について

五昧憲治
交付金係

調整課長、年金管理課
理課長

長

平成26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

H27.3.24 年管管発0325第6号 費交付金等の交付決定及び精算交 五味憲治 調整課長及び年金管理

付について
交付金係 課長

理課長

平成26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

H27.3.24 年管管発0325第7号 費交付金等の交付決定及び精算交 五味憲治
交付金係

調整課長及び年金管理 理課長
付について 課長

年金の裁定等の決定に係る承認に 日本年金機構本部 年金局事業管
H27.3.25 年管管発0324第2号 ついて（平成27年3月23日依 佐藤、洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

頼分） 室長

国民年金障害給付等の不支給決定
日本年金機構本部 年金局事業管

H27.3.25 年管管発0324第3号
等の承認について

佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長
室長



ノ

H27.3.25 年管管発0325第8号 老齢基礎・厚生年金裁定取消の承
日本年金機構本部 年金局事業管

認に係る取下げについて
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理 理課長

室長

厚生年金保険の保険給付及び保険

H27.3.25 年管管発0325第9号 料の納付の特例等に関する法律第
高橋智弘

年金局事業管理課 年金局総務課長
年金局事業管

2条第 12項の規定に係る平成2 厚生年金保険管理係 理課長

6年度の国庫繰入について

H27.3.26 年管菅発0326第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構法務 E 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

H27.3.27 年管管発0326第1号 再審査請求事件に係る処分変更に
上村武志 年金局：事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金島事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長

平成26年度債権管理計算書等の 年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管
H27.3.27 年管管発0327第1号 諸報告に関する事務の取扱につい 鈴木優史

議入金管理係 部門担当理事 理課長
て



北海道、関東信越、東
海北陸、近畿、九州厚

H27.3.27 年管管発0327第2号 審査請求事件に保る処分取消しの 年金局事業管理課 生局社会保険審査官、
年金局事業管

承認について 西野智樹
年金審査係 日本年金機構障害年金

理課長
業務部長、北海道、南
関東、近畿、九州ブ
ロック本部管理部長

H27.3.27 年管管発0327第4号 生活困窮者自立支援制度の施行に 年金局事業管理課 地方厚生（支）昂年
年金昂事業管

伴う聞｛系機関との連携について 大島隆成
国民年金管理保 金調整課長年金管理

理課長課長

H27.3.27 年管管発0327第5号 生活困窮者自立支援制度の施行に
大島隆成

年金局事業管理課 日本年金機構事業部 年金局事業管
伴う関係機関との連携について 国民年金管理｛系 門担当理事 理課長



日本年金機構障害年金
業務部長

H27. 3.27 年管管発0327第6号 審査請求事件に係る処分取消し等
佐藤崇宏 年金局事業管理課 北海道、関東信越、東 年金局事業管

の承語について 年金審査様 海北陸、近畿、中国四 理課長
園、九州厚生局社会保
険審査官

~ 

H27.3. 27 年管管発0327第7号 審査請求事件に罷る処分取消しの
佐藤崇宏

年金局事業管理課 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

租税特別措置法上の特別控除があ
る長期譲渡所得等が所得として計

日本年金機構事業管理
H27.3.30 年管管発0330第10号 上されている場合における国民年

湯浅大輔
年金局事業管理課

部門担当理事、年金給
年金局事業管

金法等に規定する所得審査につい 年金給付管理係
付業務部門担当理事

理課長
て



租税特別措置法上の特別控除があ

H27.3.30 年管管発0330第11号
る長期譲渡所得等が所得として計

年金局事業管理課
地方厚生（支）局年 年金局事業管

上されている場合における国民年 湯浅大輔 金調整課長、年金管理
金法等に規定する所得審査につい

年金給付管理係
課長

理課長

て

日本年金機構法務・コ
ンブライアンス部長、
北海道ブロック本部

審査請求事件の容認決定に係る処
長、南関東フロック本

年金局事業管
H27.3.31 年菅管発0330第1号 上村武志 年金局事業管理課 部長、中部ブロック本

分について 部長、近畿ブロック本 理課長

部長、中国ブロック本
部長、九州ブロック本
部長

H27.3.30 年管管発0330第2号 再審査請求事件に係る処分変更に
市川幸伸 年金局事業管理課

日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて（容認裁決） ンブライアンス部長 理課長

H27.3.31 年管管発0330第3号
再審査請求事件に係る処分変更に

松永潔文 年金局事業管理課
日本年金機構法務・コ 年金局事業管

ついて ンブライアンス部長 理課長



H27.3. 31 年管管発0330第4号 行政訴訟事件に係る新たな処分に
小杉光恵 年金局事業管理課 日本年金機構法務面コ 年金馬事業管

ついて（依頼） 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、近畿ブロッ
年金局事業管H27. 3. 31 年管管発0330第5号 上村武志 年金属事業管理課 ク本部管理部長、関東承認について

信越、東海北陸、近畿
理課長

厚生島社会保険審査官

特別障害給付金の裁定及び不支給 日本年金機構本部
年金局事業管H27. 3. 31 年管管発0330第6号 ｛左藤洋平 年金昂事業管理課 給付企酉部業務管理決定の承認について

室長
理課長

厚生年金保険未支給年金却下決定 日本年金機構本部
年金昂事業管H27. 3. 31 年管管発0330第7号 通知書への厚生労働大臣の押印に 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理
理課長ついて 室長

国民年金障害給付等の不支給決定 日本年金機構本部
年金局事業管H27.3.31 年管管発0330第8号

等の承認について 佐藤洋平 年金昂事業管理課 給付企画部業務管理
理課長

室長



日本年金機構で発行する『年金額
年金属事業管理課 日本年金機構年金給 年金属事業管H27. 4. 1 年管管発0330第9号 等についてj等の交付者名の見直 佐藤洋平
年金給付管理｛系 付業務部門担当理事 理課長しについて

国民年金冒厚生年金保険障害認定
年金局事業管理課 日本年金機構年金給付 年金昂事業管H27.3.31 年管管発0331第1号 基準の一部改正に伴う診断書の項 宮本政彦
障害認定企画係 業務部門担当理事 理課長自改正等について

国民年金圃厚生年金保険障害認定
年金属事業管理課

地方厚生（支）昂年
年金局事業管H27.3.31 年管管発0331第2号 基準の一部改正に伴う診断書の項 宮本政彦

障害認定企画協
金調整課長、年金管理

理課長日政正等について 課長

国民年金冨厚生年金保障障害認定
年金局事業管理課 国家公務員共済組合連 年金属事業管H27.3. 31 年管管発0331第3号 基準の一部改正に伴う診断書の項 宮本政彦
障害認定企画係 合会理事長ほか 理課長自改正等について

年金の裁定等の決定に係る京認に 日本年金機構本部
年金局事業管H27.4. 3 年管官発0331第4号 ついて（平成27年3月30日｛衣 佐藤洋平 年金属事業管理課 給付企画部業務管理
理課長頼分） 室長



H27.4.3 年管管発0331第5号 各種諸変更等の承認について（平
日本年金機構本部

年金局事業管
佐藤洋平 年金局事業管理課 給付企画部業務管理

成 27年4月支払分等）
室長

理課長

H27.3. 31 年管管発0331第6号 纏康保険印紙の酪式の改正につい
山村祐介

年金局事業管理課 日本年金機構事業管理 年金昂事業管

て 厚生年金保険管理係 部門担当理事 理課長

H27.3.31 年管管発0331第9号
平成27年度における子ども・子育

山村祐介
年金属事業管理課 日本年金機構事業管理 年金局事業管

て拠出金の率について 厚生年金保健管理保 部門担当理事 理課長


