
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 4. 1 年管発0401第1号 業務監査及び会計監査の実施について 早川誠一
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金管理審議官
課監査室

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第107号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第108号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第109号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4i牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第110号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第111号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第112号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第113号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第114号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第115号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4i牛



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第116号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4｛牛

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第117号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第118号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第119号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第120号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4｛＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第121号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第122号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第123号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第124号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第125号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第126号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第127号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第128号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第129号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第130号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第131号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第132号
び指定代理人の指定等について（平成

服部）I慎一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第133号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 JI慎一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第134号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4i牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第135号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消瀧及

H27.4.1 年管発0401第136号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
41＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第137号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第138号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金属事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 諜
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第139号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 JI慎一
年金局事業管理

担当511.務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第140号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第141号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第142号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第143号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第144号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 JI慎一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第145号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第146号 び指定代理人の指定等について（平成
服部 JI慎一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第147号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課

4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第148号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第149号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第150号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
41牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第151号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第152号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第153号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第154号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第155号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 諜
41牛



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第156号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第157号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第158号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 JI慎一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第159号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第160号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第161号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第162号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第163号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第164号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第165号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第166号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第167号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第168号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第169号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第170号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第171号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 JI買一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4 i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第172号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第173号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第174号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第175号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第176号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4i牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第177号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第178号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第179号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第180号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第181号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4i＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第182号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消誠及

H27.4. 1 年管発0401第183号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4i•牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第184号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第185号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第186号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第187号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件 ( 

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第188号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金属事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第189号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第190号
び指定代理人の指定等について（平成

服部 )I顕一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第191号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金属事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第192号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第193号
び指定代理人の指定等について（平成

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第194号
び指定代理人の指定等について（平成

服部）I慎一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ）第 81 3号ほか 10 課
41'牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4.1 年管発0401第195号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第196号 ぴ指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金屑事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第8, 3号ほか10 課

4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第197号 i
び指定代理人ウの指定等について（平成 服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第198号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号．ほか， 0 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第199号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第8・1 3号ほか 10 課

41＇牛
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第200号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第201号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第202号 び指定代理人の指定等について（平成
服部 JI慎一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第203号 び指定代理人の指定等について｛平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第204号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27. 4. 1 年管発0401第205号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第8, 3号ほか， 0 課

4件



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第206号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第207号 ぴ指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件
行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第208号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課

4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第209号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 諜
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第210号 び指定代理人の指第定等について（平成 服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金管理審議官
24年（行ウ） 8 1 3号ほか 10 課
4件

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及

H27.4. 1 年管発0401第211号 び指定代理人の指定等について（平成
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金管理審議官

24年（行ウ）第81 3号ほか 10 課
4件

H27.4. 1 年管発0401第212号 行政事件訴訟の実施および指定代理人
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

の指定について 課

平成27年（行ウ）第35号障害厚

H27.4.2 年管発0402第1号 生年金不支給処分取消等時請求事件の訴 小杉光恵
年金局事業管理

名古屋地方法務局 年金管理審議官
訟救助決定にかかる即 抗告に対する 課
意見について（回報）

H27.4.6 年管発0406第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成26年（行ウ）第 11号本決定
年金局事業管理H27.4. 9 年管発0409第1号 に対する即時抗告の要否及びその理由 小杉光恵 京都地方法務局長 年金管理審議官

の回答について
課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及
年金局事業管理H27.4.9 年管発0409第2号 び指定代理人の指定等について（名宵 畑中正視 名古屋法務局長 年金管理審議官

屋高裁平成27年（行コ）第6号）
課

H27.4. 10 年管発0410第1号 国民年金法施行令等の一部を改正する
木村亮

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

政令等について（機構宛） 課企画係

国民年金法施行令等の一部を故正する
年金局事業企画H27.4. 10 年管発0410第2号 政令等について（地方厚生（支）局 木村亮 地方厚生（支）局長 年金管理審議官

宛） 課企画係

H27.4. 10 年管発0410第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及
年金局事業管理H27.4. 10 年管発0410第4号 び指定代理人の指定等について（平成 佐久間裕樹
課

東京法務局長 年金管理審議官
27年（行ウ）第25号）

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及
年金局事業管理H27.4. 16 年管発0416第1号 び指定代理人の指定等について（文阪 畑中正視 大阪法務局長 年金管理審議官

地裁平成27年（行ウ）第35号） 課

平成25年（行ウ）第472号処分
年金局事業管理H27.4.21 年管発0421第1号 取消請求事件の判決に対する上訴の要 佐久間裕樹 東京法務局長 年金管理審議官

否について（回報）
課

厚生年金保険法施行規則及び国民年金
法施行規則の｝部を改正する省令の公

年金局事業企画H27.4.24 年管発0424第1号 布及び国民年金原簿及び厚生年金保険 本山和也 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
原簿の訂正に関する事務取扱細則の改

課

正について



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

厚生年金保険法施行規則及び国民年金
法施行規則の一部を改正する省令の公

年金局事業企画H27.4.24 年管発0424第2号 布及び国民年金原簿及び厚生年金保院 本山和也
課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
原簿の訂正に関する事務取扱細則の政
正について

H27.4. 24 年管発0424第3号 決定の告知について（間報） 小杉光恵
年金局事業管理

大阪法務局長 年金管理審議官
課

H27.4.24 年管発0424第4号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金属事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成26年（行コ）第498号国民
年金局事業管理H27.4.27 年管発0427第1号 年金保険料還付請求控訴事件の判決に 佐久間裕樹
課

東京法務局長 年金管理審議官
対する上訴の要否について（間報）

H27.4.27 年管発0427第2号 判決に対する上訴の要否について（回
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局 年金管理審議官

報） 課

国民年金法施行規則の一部を改正する
年金局事業管理

H27.5.8 年管発0508第1号 若山大輔 課国民年金管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官
省令の公布について（通知）

係

国民年金法施行規則の一部を改正する
年金局事業管理

H27.5. 8 年管発0508第2号
省令の公布について（通知）

若山大輔 課国民年金管理 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
係

処分取消等請求事件（大阪地裁平成2
年金局事業管理H27. 5. 11 年管発0511第1号 7年（行ウ）第34号）に係る調査回 畑中正視
課

法務省法務局長，大阪法務局長 年金管理審議官
報書について

H27.5.11 年管発0511第2号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
名古屋法務局長 年金管理審議官

指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
年金局事業管理H27.5.11 年管発0511第3号 指定について（大阪地裁平成27年 畑中正視
課

大阪法務局長 年金管理審議官
（行ウ）第34号）

平成27年（行ウ）第93号国民年
年金局事業管理 法務省大臣官房訟務総括審議官，大H27.5. 12 年管発0512第1号 金障害基礎年金不支給処分取消等請求 小杉光恵 年金管理審議官

事件の訴訟事件の調査回報について
課 阪法務局長

行政事件訴訟の指定代理人の指定につ
年金局事業管理H27. 5. 13 年管発0513第1号 いて（太阪地裁平成27年（行ウ）第 畑中正視
課

太阪法務局長 年金管理審議官
34号）

年金額減額処分取消請求事件（鳥取地
年金局事業管理H27.5. 13 年管発0513第2号 裁平成27年（行ウ）第2号）に係る 畑中正視 法務省法務局長，鳥取地方法務局長 年金管理審議官

調査回報について
課

H27.5.15 年管発0515第1号 争訟事件に関する即時抗告について
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

（回答） 課

訴訟救助申立事件に係る漁定の告知に
年金局事業管理H27.5. 15 年管発0515第2号 ついて（回答） （本案事件名太阪地裁 畑中正視
課

大阪法務局長 年金管理審議官
平成27年（行ウ）第 11 9号）

判決に対するよ訴の要否等について
年金局事業管理H27.5. 15 年管発0515第4号 （回報） （大阪地裁平成25年（行 畑中正視
課

大阪法務局長 年金管理審議官
ウ）第83号）

H27.5. 15 年管発0515第5号 判決に対する上訴の要否等について 小杉光恵
年金局事業管理

大阪法務局長 年金管理審議官
課

H27. 5. 19 年管発0519第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.5. 19 年管発0519第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課
e、



施行田 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.5. 19 年管発0519第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.5.21 年管発0521第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文
年金局事業管理

東京法務局長 年金管理審議官
指定について 課

平成27年（行ウ）第 19 4号障害
年金局事業管理H27.5.21 年管発0521第2号 基礎年金不支給処分取消請求事件の調 松永潔文
課

法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官
査回報の送付について

H27.5.26 年管発0526第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
指定について

健康保険法施行規を改則正及すびる厚省生令年の金施保行陰I 年金局事業管理課
H27.5.27 年管発0527第1号 施行規則の一部 坊農雄樹 厚生年金保障管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官

ついて（通知） 係

健康保険法施行規則及び厚生年金保険 年金局事業管理課
H27.5.27 年管発0527第2号 施行規則の一部を改正する省令の施行に 坊農雄樹 厚生年金保険管理 地方厚生（支）局長 年金管理審議官

ついて（通知） 係

行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
H27.5.28 年管発0528第1号 指定について（岐阜地裁平成27年（行ウ） 畑中正視 年金局事業管理課 岐車地方法務局長 年金管理審議官

第6号）

H27.5.28 年管発0528第2号
平成27年（行ウ）第121号国家賠償請

服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官
求事件の調査回報の提出について

H27.5.28 年管発0528第3号
訴訟事件の調査回報について（岐車地裁

畑中正視 年金局事業管理課 法務省訟務局長，岐車地方法務局長 年金管理審議官
平成27年（行ウ）第6号）

持続可能な医療保障制度を構築するため 年金局事業管理課
H27.5.29 年管発0529第1号 の国民健康保険法津の一部を改正する法 山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官

律の施行について（通知） 係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6.2 年管発0602第2号 平成27年度国民年金事務費支付金等の
五昧憲治

年金局事業管理
地方厚生（支）局長 年金管理審議官

概算交付申請について 課交付金係

H27. 6.4 年管発0604第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金属事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.6.4 年管発0604第2号 年金個人情報流出を口実とした特殊詐
小林代情

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

欺等の犯罪防止広報のお願いについて 課

H27唱 6.4年管発0604第3号 年金個人情報流出を口実とした特殊詐
小林代悟

年金局事業企画
地方厚生（支）局長 年金管理審議官

欺等の犯罪防止広報のお願いについて 課

行政訴訟事件等の訴訟代理権の消滅及
年金局事業管理H27. 6. 5 年管発0605第1号 び指定代理人の指定等について（東京 松永潔文 東京法務局長 年金管理審議官

地裁平成27年（行ウ）第76号）
課

平成27年（行ウ）第32号裁決取
年金局事業管理H27. 6.8 年管発0608第2号 消等請求事件の調査間報書の提出につ 小杉光恵
課

法務省訟務局長，大阪法務局長 年金管理審議官
いて

H27. 6. 12 年管発0612第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.6.12 年管発0612第2号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
小杉光恵

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定代理人の指定について 課’

H27. 6. 12 年管発0612第3号
日本年金機構不正アクセス事案に係る

山崎博子
年金局総務課企

大臣官房地方課長 年金管理審議官
対応について（協力依頼） 蘭係

年金額減額処分取消請求事件（徳島地
年金局事業管理H27. 6. 15 年管発0615第1号 方裁判所，平成27年（行ウ）第7 小杉光恵 法務省訟務局長，徳島地方法務局長 年金管理審議官

号）に係る調査回報書の送付について
課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 18 年管発0618第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

栗原秀行
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて 課監査室

H27. 6. 19 年管発0619第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

服部順一
年金局事業管理

さいたま地方法務局長 年金管理審議官
指定について 課

平成27年（行ウ）第 14号裁決取
年金局事業管理 法務省訟務局長、さいたま地方法務

H27. 6. 19 年管発0619第2号 消請求事件の調査回報の提出について 服部順一
課 局長

年金管理審議官

年金額減額処分取消請求事件（札幌地
年金局事業管理

H27. 6. 19 年管発0619第3号 裁平成27年（行ウ）第 15号）に係 佐久間裕樹
課

札幌法務局長、法務省法務局長 年金管理審議官
る調査回報について

社会保障審議会臨時委員任命に係る承 年金局事業管理
H27. 6.22 年管発0622第1号 諾依頼について（特定保険料納付申出 大島隆成 課国民年金管理 相模原市長加山俊夫他 1名 年金管理審議官

等に係る承認基準専門委員会） 係

社会保障審議会臨時委員任命に係る承 年金局事業管理
H27. 6. 22 年管発0622第2号 諾依頼について（特定保険料納付申出 大島隆成 課国民年金管理 片桐春美他4名 年金管理審議官

等に係る承認基準専門委員会） 係

H27. 6. 24 年管発0624第1号
日本年金機構不正アクセス事案に係る 山崎博子

年金局総務課企 公益財団法人全国老人クラブ連合会
年金管理審議官

対応について（協力依頼） 画係 会長

H27. 6. 24 年管発0624第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文
年金局事業管理

東京法務局長 年金管理審議官
指定について 諜

H27. 6.25 年管発0625第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹
年金局事業管理

東京法務局長 年金管理審議官
指定について 課

H27. 6開 25年管発0625第2号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹
年金局事業管理

大阪法務局長 年金管理審議官
指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 25 年管発0625第4号 争訟事件の処理について（回報） 小杉光恵
年金局事業管理

大阪法務局長 年金管理審議官
課

健康保険及び厚生年金保険の滞納保険
年金局事業管理

H27. 6. 26 年管発0626第1号 料に過誤納付が判明した場合の延滞金 中村憲弘 総務省行政評価局長 年金管理審議官
の取扱いについて（回答）

課歳入金管理係

H27. 6. 26 年管発0626第2号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

松永潔文
年金局事業管理

熊本地方法務局長 年金管理審議官
いて 課

H27. 6. 26 年管発0626第3号
平成27年（ワ）第377号損害賠

松永潔文
年金局事業管理

熊本地方法務局長 年金管理審議官
償請求事件の調査回報の送付について 課

H27. 6. 29 年管発0629第1号
訴訟事件の調査回報について（岐阜地

佐藤謙一
年金局事業管理 法務省訟務局長

年金管理審議官
裁平成27年（行ウ）第9号） 課 岐阜地方法務局長

H27. 6. 29 年管発0629第2号
行政事件訴訟の指定代理人の指定につ

佐藤謙一
年金局事業管理

岐阜地方法務局長 年金管理審議官
いて（平成27年（行ウ）第9号） 課

H27. 6.30 年管発0630第1号
日本年金機構不正アクセス事案に係る

山崎博子
年金局総務課企

大臣官房地方課長 年金管理審議官
対応について 画係

社会保障審議会臨時委員発令について
年金局事業管理

H27. 6.30 年管発0630第2号
（内申）

大島隆成 課国民年金管理 大臣官房人事課長 年金管理審議官
（特定保険料納付申出等に係る承認基

係
準専門委員会）

H27. 7. 2 年管発0702第1号
日本年金機構役員の自営業承認申請書

小林代悟
年金局事業企画

大臣官房人事課長 年金管理審議官
について 課

障害基礎年金請求控訴事件（平成27
年金局事業管理H27. 7. 7 年管発0707第1号 年（行コ）第 10号）に係る行政事件 畑中正視
課

札幌法務局長 年金管理審議官
訴訟の実施指定代理人の指定について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成27年（行ウ）第247号障害
年金局事業管理H27. 7. 7 年管発0707第2号 基礎年金不支給についての処分取消請 小杉光恵
課

法務省訟務局，東京法務局 年金管理審議官
求事件の調査回報事の提出について

遺族厚生年金不支給処分取消等請求控

H27. 7. 7 年管発0707第3号 訴事件（平成27年（行コ）第207
佐藤謙一

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

号）に係る行政事件訴訟の実施指定代 課
理人の指定について

平成27年（行ウ）第323号障害
年金局事業管理H27. 7.8 年管発0708第1号 厚生年金不支給処分取消請求事件の調 松永潔文 法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官

査団報の送付について
課

H27. 7. 9 年管発0709第1号 業務監査及び会計監査の実施結果につ
佐野勉

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて 課監査室

遺族厚生年金を支給しない旨の決定取

H27. 7. 10 年管発0710第1号 消等請求控訴事件（平成27年（行
佐藤謙一

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

コ）第施指203号）に係指定る行政事件訴訟 課
の実 定代理人の について

H27. 7. 14 年管発0714第1号 平成26年（ワ）第 11 4号訴えの
服部！｜頂一

年金局事業管理
福島地方法務局長 年金管理審議官

取下げについて（回報） 課

H27. 7. 15 年管発0715第1号 業務監査及び会計監査の実施結果につ
早川誠一

年金属事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて 課監査室

（甲事件）未支給年金請求， （乙事
件）国家賠償請求控訴事件（平成27

課年金局事業管理H27. 7. 17 年管発0717第1号 年（行コ）第 16号）に係る行政事件 畑中正視 宮崎地方法務局長 年金管理審議官
訴訟の実施及び指定代理人の指定につ
いて

〈甲事件）未支給年金請求， （乙事
件）国家賠償請求控訴事件（平成27

年金局事業管理H27.7.17 年管発0717第2号 年（行コ）第 16号）に係る行政事件 畑中正視 宮崎地方法務局長 年金管理審議官
訴訟の実施及び指定代理人の指定につ

課

いて



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

決定に対する上訴の要否について（東
年金局事業管理

H27. 7. 17 年管発0717第3号 京簡裁平成27年（サ）第51 0 1 6 畑中正視
課

東京法務局長 年金管理審議官
6号）

, 

H27. 7. 27 年管発0727第1号 業務監査及び会計監査の実施について 早川誠一
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金管理審議官
課監査室

H27. 7.28 年管発0728第1号 業務監査及び会計監査の実施結果につ
星野幸治

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて 課監査室

老齢厚生年金支払請求控訴事件（大阪

H27. 7.28 年管発0728第2号
高裁平成27年（行コ）第7s号）に

畑中正視
年金島事業管理

大阪法務局長 年金管理審議官
係る行政事件訴訟の実施及び指定代理 課
人の指定について

雇用保険法等の一部を改正する法律の一

H27.7.29 年管発0729第1号 部の施行に伴う関係政令の整備等及び経
中川敬介

年金局事業管理課
日本年金機構理事長 年金管理審議官

過措置に関する政令の一部を改正する政 企画係
令の施行等について（通知）

国民年金法等の一部を故正する法律附則
第五条第十三号に規定する第四種被保 年金局事業管理課

H27.7.31 年管発0731第1号 険者の保き険額料のを前納する場合の期間及び 山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官
納付すベ 一部を改正する件につい 係
て（通知）

H27.8.3 年管発0803第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
神戸地方法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.8.4 年管発0804第1号 システム監査の実施結果について 健崎博介
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金管理審議官
課監査室

年金局事業管理
朝日生命成人病研究所理事長 東京

H27. 8.4 年管発0804第2号 「障害年金の認定（糖原病等）に闘す
村松英明 課障害認定企画

大学医学部附属病院長 津下一代
年金管理審議官

る専門家会合Jについて
係

日本年金機構障害年金業務部長 平
岩善雄順天堂大学医学部長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金減額改定取消請求事件（平成27
年金局事業管理H27.8. 7 年管発0807第3号 年（行ウ）第 17号）に係る調査回報 佐久間裕樹
課

法務省訟務局長、仙台法務局長 年金管理審議官
について

H27. 8. fO 年管発0810第1号 日本年金機構の会計監査人の選任につ
大渡祥寵

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて 課監査室監査係

H27.8. 10 年管発0810第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
高松法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.8. 10 年管発0810第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金局事業管理
福岡法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27. 8. 10 年管発0810第4号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.8. 10 年管発0810第5号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金属事業管理
高松法務局長 年金管理審議官

指定について 課

遺族厚生年金不支給処分裁定取消請求
H27.8.18 年管発0818第1号 事件（高松地方裁判所平成27年（行ウ） 佐藤謙一 年金局事業管理課 法務省訟務局長、高松法務局長 年金管理審議官

第10号）に係る調査回報について

平成27年（行ウ）第38号不作為の違法
H27.8.19 年管発0819第1号 確認等請求事件の調査回報書の提出に 小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局長，神戸地方法務局長 年金管理審議官

ついて

H27.8. 19 年管発0819第2号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹
年金局事業管理

東京法務局長 年金管理審議官
課

H27.8.20 年管発0820第1号 日本年金機構における情報流出事案に関
岸野賢太郎

年金局事業管理課
日本年金機構 年金管理審議官

する原因究明調査結果について システム室



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

「源呆徴収義務者情報Jの提供につい
年金局事業管理

H27.8.21 年管発0821第1号 大丸徳泰 課厚生年金保険 国税庁課税部長 年金管理審議官
、， て（依頼）

管理係

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
年金属事業管理H27.8.24 年管発0824第1号 指定について（岡山地裁平成27年 畑中正視
課

岡山地方法務局長 年金管理審議官
（行ウ）第 13号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
年金局事業管理H27. 8.24 年管発0824第2号 指定について（岡山地裁平成27年 畑中正視
課

岡山地方法務局長 年金管理審議官
（行ウ）第 13号）

H27.8.24 年管発0824第3号 訴訟事件の調査間報について（岡山地
畑中正視

年金局事業管理
法務省訟務局長，岡山地方法務局長 年金管理審議官

裁平成27年（行ウ）第 13号）） 課

年金局事業管理H27.8.24 年管発0824第4号 争訟事件の処理について（回報） 松永潔文
課

東京法務局長 年金管理審議官

年金記録に係る確認申立て請求控訴事

H27.8.25 年管発0825第1号 件（広島高裁平成27年（行コ）第 1
畑中正視

年金属事業管理
広島法務局長 年金管理審議官

8号）に係る行政事件訴訟の実施及び 課
指定代理人の指定について

H27.8.28 年管発0828第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金局事業管理
札幌法務局長 年金管理審議官

指定について 課

被用者年金制度のーπ化等を図るため

H27. 9. 1 年管発0901第1号 の厚生年金保険法等の一部を改関正する
中川敬介

年金局事業管理
日本年金機構理事長 年金管理審議官

法律の施行に伴う経過措置に する省 課企画係
令の公布について（通知）
被用者年金制度の一元化等を図るため

H27.9. 1 年管発0901第2号 の厚生年金保険法等の一部を改正する
中川敬介

年金局事業管理
地方厚生（支）局長 年金管理審議官

法律の施行に伴う経過措置に闘する省 課企画係
令の公布について（通知）
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

H27.9. 3 年管発0903第3号 指定について【東京地方裁判所平成27
佐藤謙一

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

年（行ウ）第411号不作為の違法確認 課
等請求事件（原告



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

訴訟事件の調査団報について

H27. 9. 3 年管発0903第4号 【東京地裁法平確成認2等7年請（行ウ）第411号 佐藤謙一
年金局事業管理 法務省訟務局長

年金管理審議官
不て作】為の違 求事件につい 課 東京法務局長

個人情報の流出防止のための年金等記録 年金局事業企蘭H27.9.4 年管発0904第1号 の訂正請求事踊システムの運用 につ 前田真樹子
課

地方厚生（支）局長 年金管理審議官
いて

平成27年（行ウ）第34号差押処
年金局事業管理H27. 9.8 年管発0908第1号 分等取消請求事件の調査間報の提出に 服部順一
課

法務省訟務局長、福岡法務局長 年金管理審議官
ついて

H27.9.8 年管発0908第2号 平成27年（行ウ）第28号決定の
服部順一

年金局事業管理
札幌法務局長 年金管理審議官

告知について（回報） 課

H27.9. 8 年管発0908第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
服部順一

年金局事業管理
福岡法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27. 9.8 年管発0908第4号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の 小杉光恵
年金属事業管理

札幌法務局長 年金管理審議官
指定について 課

年金局事業管理H27.9. 8 年管発0908第5号 決定の告知について（回報） 小杉光恵 札幌法務局長 年金管理審議官
課

H27. 9.8 年管発0908第6号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金属事業管理
京都地方法務局長 年金管理審議官

指定について 課
， 

裁決取消等請求事件（大阪地裁平成2

H27.9. 9 年管発0909第1号 7年（行ウ）第244号）に係る行政
畑中正視

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

事件訴訟の実施及び指定代理人の指定 課
について



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

個人情報の保護に聞する法律及び行政
手続における特定の個人を識別するた

年金属事業企画H27.9.9 年管発0909第2号 めの番号の利用等に関する法律の一部 小林代悟
課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
を改正する法律の制定に伴う年金分野
における留意事項について

個人情報の保護に関する法律及び行政
手続における特定の個人を識別するた

年金局事業企画
地方厚生（支）局長H27.9. 9 年管発0909第3号 めの番号の利用等に関する法律の一部 小林代悟 年金管理審議官

を改正する法律の制定に伴う年金分野
課

における留意事項について

H27. 9. 9 年管発0909第4号 決定の告知について（回報） 小杉光恵
年金局事業管理

京都地方法務局長 年金管理審議官
課

年金額改定（減額）決定処分取消請求
事件【沖縄地方裁判所，平成27年

年金局事業管理 沖縄地方法務局長，那覇地方法務局
H27.9. 10 年管発0910第1号 （行ウ）第 16号】に係る行政事件訴 服部順一

課 長
年金局長

訟の実施及び指定代理人の指定につい
て

年金額改定処分取消請求事件【福岡地

H27. 9. 10 年管発0910第2号 方裁判所，平成27年（行ウ）第26
服部順一

年金局事業管理
福岡法務局長 年金局長

号， 第37号】に係のる行指政事件訴訟の 課
実施及び指定代理人 定について

特別支給の老齢厚生年金決定取消請求
H27.9.11 年管発0911第1号 控訴事件（東京高裁平成26年（行コ）第4 畑中正視 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

79号）の判決に係るよ訴の裏否について

H27.9.11 年管発0911第2号
平成27年（行ウ）第28号障害年

服部順一
年金局事業管理

法務省訟務局長、札幌法務局長 年金管理審議官
金請求事件の調査回報の提出について 課

H27.9.11 年管発0911第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
服部順一

年金局事業管理
札幌法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.9. 11 年管発0911第4号 サイバーセキュリティ戦略本部からの
木村亮

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

勧告について 課企画係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課”係 施行先 施行者

H27.9.11 年管発0911第5号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹
年金局事業管理

札幌法務局長 年金管理審議官
課

未支給保障給付等支給取消決定取消請
年金局事業管理H27. 9. 11 年管発0911第6号 求事件（平成27年（行ウ）第 13号） 佐久間裕樹
課

法務省訟務局長、高松法務局長 年金管理審議官
に係る調査回報について

平成27年（行ウ）第29号障害基
年金局事業管理H27.9. 14 年管発0914第1号 礎年金等不支給処分取消請求事件の調 小杉光恵 法務省訟務局長，札幌法務局長 年金管理審議官

査回報書の提出について
課

H27. 9. 14 年管発0914第2号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成27年（行ウ）第43 1号障害
年金屑事業管理H27.9. 14 年管発0914第3号 基礎年金支給停止処分取消請求事件の 松永潔文
課

東京法務局長 年金管理審議官
調査回報の送付について

H27.9. 14 年管発0914第4号 勧告等を踏まえた再発防止策の実施に
木村亮

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

あたって 課企画係

最高裁判所特別支給の老齢厚生年金決
定取消請求上告受理申立て事件（二審

H27.9. 15 年管発0915第1号 の表示 東京高等裁判所平成26年
畑中正視

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

（行コ）第479号）に係る行政事件 課
訴訟の実施及び指定代理人の指定につ
いて

H27.9. 15 年管発0915第2号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金属事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27.9. 15 年管発0915第3号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
名古屋法務局長 年金管理審議官

指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件の調査回報の送付について

H27. 9. 15 年管発0915第4号 【東京地裁平成27年（行ウ）第264号
佐藤謙一

年金属事業管理 法務省訟務局長
年金管理審議官

裁決取消4請号求事事件件を】併（平成27年（行 課 東京法務局長
ウ）第37 合）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

H27. 9. 15 年管発0915第5号 指定について【東京地裁平成27年（行
佐藤謙一

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

ウ）第264号裁決取消請求事件］ （平 課
成27年（行ウ）第374号を併合）

政府管掌年金事業等の運営の改善のた
めの国民年金法等の一部を改正する法

年金局事業管理H27.9. 16 年管発0916第4号 律の一部の施行に伴う経過措置に闘す 中川敬介
課企画係

日本年金機構理事長 年金管理審議官
る政令の一部を改正する政令の公布等
について（通知）

政府管掌年金事業等の運常の政善のた
めの国民年金法等の一部を改正する法

年金局事業管理H27. 9. 16 年管発0916第5号 律の一部の施行！こ伴う経過措置に関す 申川敬介 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
る政令の一部を故正する政令の公布等

課企画係

について（通知）

H27.9.16 年管発0916第6号 年金局（事業部門）のレイアウト変更に伴う
蟹谷陽太郎

年金局事業企画課
太臣官房会計課長 年金管理審議官

工事施工等申請 庶務係

H27.9. 17 年管発0917第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
広島法務局長 年金管理審議官

指定について 課

法令データ突合結果の認証について（国

H27.9.24 年管発0924第2号 民年金法等の一部を改正する法律の一部
中川敬介

年金局事業管理課
総務省行政管理局長 年金管理審議官

を改正する法律附則第二項に規定する還 企画係
付額の算定に関する政令外1件）

H27.9.24 年管発0924第3号 厚生年金保険法施行規則等の一部を改
中川敬介

年金局事業管理
日本年金機構理事長 年金管理審議官

正する省令の公布について（通知） 課企画係

H27. 9.24 年管発0924第4号 厚生年金保険法施行規則等の一部を改
中川敬介

年金局事業管理
地方厚生（支）局長 年金管理審議官

正する省令の公布について（通知） 課企画係



施行日 文書番号 ｛牛名 起東者 起案担当課・係 施行先 施行者

健康保険の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

H27.9.25 年管発0925第1号
取消しについて

山村祐介 厚生年金保険管理 沼田市長 年金管理審議官
係

訴訟救助申立事件に係る決定の告知につ
H27.9.25 年管発0925第2号 いて（回報）（本案事件名：東京地裁平成2松永潔文 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

フ年（行ウ）第517号）

H27. 9.28 年管発0928第1号 法令データ突合結果の認証について
木村亮

年金局事業企画
総務省行政管理局長 年金管理審議官

（日本年金機構法施行令） 課企画係

行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律別す及び行
政手続における特定の個人を識別 るた

年金局事業管理課H27.9.29 年管発0929第1号 めの番号の利用等に関する法律の施行に 中川敬介
企画係

日本年金機構理事長 年金管理審議官
伴う関係法律の整備等に闘する法律の施
行に伴う厚生労働関係省令の整備に閉す
る省令の施行について（通知）

H27. 9.29 年管発0929第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
大阪法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成27年（行ウ）第31号年金支
年金局事業管理H27. 9.29 年管発0929第4号 給停止処分取消請求事件の調査回報書 小杉光恵 法務省訟務局，京都地方法務局長 年金管理審議官

の提出について
課

財務大臣への滞納処分等の権限の委任
年金局事業管理課

H27.!J.,30 年管発0930第1号
に関する取扱要領の改正について

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官
係

財務太臣への滞納処分等の権限の委任
年金局事業管理課

H27.9.30 年管発0930第2号
に関する取扱要領の改正について

山村祐介 厚生年金保険管理 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
年金局事業管理H27. 9.30 年管発0930第3号 指定について 佐久間裕樹
課

福間法務局長 年金管理審議官

「派遣元事業主等における社会保障の滴
年金局事業管理課

H27.9.30 年管発0930第4号 都用の適正化に係る地方社会保険事務局と 山村祐介 厚生年金保障管理
各都道府県労働局長、日本年金機構

年金管理審議官
道府県労働局との連携についてJのー 理事長

部改正について
係

被用者年金制度の一元化等を図るための

H27.9.30 年管発0930第5号 厚生年金保険法等の一部を政正する法律
佐藤洋平

年金局事業管理課
日本年金機構理事長 年金管理審議官

の施行に伴う既存通知等の取扱いについ 年金給付管理係
て

被用者年金制度の一元化等を図るための

H27.9.30 年管発0930第6号 厚生年金保険法等の一部を故正する法律
佐藤洋平

年金局事業管理課
地方厚生（支）局長 年金管理審議官

の施行に伴う既存通知等の取扱いについ 年金給付管理係
て

訴訟事件の調査回報について（裁決取
年金局事業管理H27. 10. 1 年管発1001第1号 消等請求事件（大阪地裁平成27年 畑中正視 法務省訟務局長，大阪法務局長 年金管理審議官

（行ウ）第244号）） 課

特別支給の老齢厚生年金取消請求事件

H27. 10. 1 年管発1001第2号
（名古屋地裁平成27年（行ウ）第9

畑中正視
年金局事業管理

名古屋法務局長 年金管理審議官
3号）に係る行指政事件訴訟の実施及び 課
指定代理人の 定について
訴訟事件の調査間報について（特別支

H27. 10. 1 年管発1001第3号 給の老齢厚生年金浪定取消請求事件
畑中正視

年金局事業管理
法務省訟務局長，名古屋法務局長 年金管理審議官

（名古屋地裁平成27年（行ウ）第9 課
3号））

茨城県の一部の地域における厚生年金保
年金局事業管理課

H27.10.6 年管発1006第1号
険料等に関する納期限の延長について

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構理事長 年金管理審議官
係

茨城県の一部の地域における厚生年金保
年金局事業管理課

H27.10.6 年管発1006第2号
険料等に関する納期限の延長について

山村祐介 厚生年金保険管理 地方厚生（支）局長 年金管理審議官
係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10. 6 年管発1006第3号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
服部順一

年金局事業管理
福岡法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成25年（行ウ）第256号遺族厚生年
H27.10.7 年管発1007第1号 金不支給決定処分取消等請求事件の判 佐久間裕樹 年金局事業管理課 大阪法務局長 年金管理審議官

決に対するよ訴の要否について（回報）

H27. 10. 8 年管発1008第1号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
さいたま地方法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成27年（行ウ）第266号障害
年金局事業管理H27. 10.8 年管発1008第2号 基礎年金支給停止処分取消請求事件の 小杉光恵 法務本省訟務局，大阪法務局 年金管理審議官

調査回報書の提出について
課

平成27年（行ウ）第38号遺族厚
年金局事業管理H27. 10. 13 年管発1013第1号 生年金不支給決定処分取消請求事件の 服部順一
課

法務省訟務局長，福岡法務局長 年金管理審議官
調査回報の提出について

平成26年（ワ）第45号国家賠償
年金局事業管理H27. 10. 13 年管発1013第2号 請求事件訴えの一部取下げに対する 服部 JI慎一
課

静岡地方法務局長 年金管理審議官
同意の可否について（回報）

平成27年（行ウ）第25号，同第37号

H27. 10. 14 年管発1014第1号 年金額改定処分取消請求事件に係る調
服部順一

年金局事業管理
法務省訟務局長，福岡法務局長 年金管理審議官

査団報の提出について 課

H27. 10. 20 年管発1020第1号 業務監査及び会計~査の実施結果につ
末永博和

年金局事業企画
日本年金機構理事長 年金管理審議官

いて 課監査室

H27. 10.22 年管発1022第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27. 10.22 年管発1022第2号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
東京法務局長 年金管理審議官

指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成27年（行ウ）第83号障害年
年金局事業管理H27. 10. 22 年管発1022第3号 金給付請求却下取消請求事件の調査団 松永潔文 名古屋法務局長 年金管理審議官

報の送付について
課

平成27年（行ウ）第242号障害
年金局事業管理H27. 10. 22 年管発1022第5号 厚生年金不支給処分取消等請求事件の 松永潔文 大阪法務局長 年金管理審議官

調査回報の送付について
課

H27. 10.26 年管発1026第1号 争訟事件の処理について（回報） 佐久間裕樹
年金局事業管理

横浜地方法務局長 年金管理審議官
課

H27. 10. 26 年管発1026第2号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
佐久間裕樹

年金局事業管理
札幌法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成27年（行ウ）第61号障害基
年金属事業管理H27. 10. 26 年管発1026第3号 礎年金及び国民年金請求事件の調査回 小杉光恵 法務省訟務局長，神戸地方法務局長 年金管理審議官

報について
課

平成27年（行ウ）第48号障害基
年金局事業管理H27. 10.26 年管発1026第4号 礎年金給付等不支給品分取消請求事件 小杉光恵 法務省訟務局長，福岡法務局長 年金管理審議官

の調査回報について
課

H27. 10. 26 年管発1026第5号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
福間法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27. 10.26 年管発1026第6号 行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
小杉光恵

年金局事業管理
神戸地方法務局長 年金管理審議官

指定について 課

H27. 10.26 年管発1026第7号
平成27年（行ウ）第30号処分取

小杉光恵
年金局事業管理 法務省訟務局長，さいたま地方法務

年金管理審議官
消請求事件の調査回報について 課 局長

H27. 10. 27 年管発1027第1号 システム藍査の実施結果についてy 米山貴章
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金管理審議官
課監査室



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成26年度年金特別会計（健康勘定、

H27. 10.28 年管発1028第1号
子どものための金銭の給付勘定を除 池ケ谷泰太 年金屑事業企画

大臣官房会計課長 年金管理審議官
く）に係る財務書類の大臣官房会計課 郎 課会計蜜決算係
長あて提出について

訟務事件の調査間報について（福岡地裁
年金局事業管理課

H27.10.29 年管発1029第1号
飯塚支部（平成27年（ワ）第116号））

山村祐介 厚係生年金保験管理 法務省訟務局長、福岡法務局長 年金管理審議官

H27. 10. 30 年管発1030第1号 行政訴訟事件の実施及び指定代理人の
松永潔文

年金局事業管理
釧路地方法務局長 年金管理審議官

指定について 課

平成27年（行ウ）第3号障害基礎
年金局事業管理H27. 10.30 年管発1030第2号 年金給付処分取消等請求事件の調査回 松永潔文 法務省訟務局長，釧路地方法務局長 年金管理審議官

報の送付について
課

平成27年（行ウ）第534号障害
年金局事業管理H27. 10.30 年管発1030第3号 基礎年金不支給処分取消請求事件の調 松永潔文
課

法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官
査団報の送付について

判決に対する上訴の要否等について
年金局事業管理H27. 10. 30 年管発1030第4号 大阪地方裁判所平成26年（ワ）第 佐藤謙一
課

大阪法務局長 年金管理審議官
3739号 「損害賠償請求事件J


