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H27.11.2 年管管発1102第1号 再審査請求事件に｛系る処分変聾について 上村武志 年金昂事業管理課
日本年金機構法務圃コンブライアンス部 年金毘事業管理
長 課長

H27.11.2 年管管発1102第2号 各種諸変更等の承認について（平成27年
佐藤洋平 年金崩事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理
11月支払分等） 給付企画部業務管理室長 課長

百h

H27.1"1.2 年管官発1102第3号 園民年金障害給付等の不支給決定等の
f左藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金崩事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H27.11.2 年管管発1102第4号 年金の裁定等の決定に保る承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金高事業管理
（平成27年11月2日蝕頼分） 給付企画部業務嘗理室長 課長

審査請求事件に保る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金昂事業管理
H27.11.4 年管菅発1104第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中呂田園、九州厚生局社会保険

ついて
審査官

課長

H27.11.4 年管官発1104第2号 審査請求事件に探る照会について（囲答） 大久保秀瞳
年金属事業管理課

東北厚生局
年金崩事業管理

年金審査保 課長

ト127.11.4年管雷発1104第3号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武志 年金昂事業管理課
日本年金機構法務副コンブライアンス部 年金毘事業管理
長 課長、

H27.11.5 年菅管発1105第1号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金局事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長

年金馬事業管理
ついて 課長

H27.11.5 年管官発1105第1号
審査請求事件に係る処分取消しの承認に

中西葬樹 年金昂事業管理課 東海北陸厚生局社会保験審査官
年金属事業管理

ついて 課長

H27."I 1.5 年管管発1105第2号 特別障害給付金に保る裁定の承認につい
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理

て 給付企酉部業務管理室長 課長



審査請求事件に係る保険者意毘の彊出に 年金昂事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H27.11.6 年管菅発1106第1号 大久保秀直 近畿、中間四圏、九州厚生（支）島社会

ついて 年金審査協
保険審査官

課長

H27.11.9 年管官発1109第1号 「追加費用削減の改定通知書』へのj草生
｛左藤洋平 年金馬事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
労働大臣印の押印について 給付企画部給付企画部長 謀長

H27.1 Ul 年管管発1109第2号 年金の裁定等の決定に保る京認について
佐藤洋平 年金島事業管理諜

日本年金機構本部 年金高事業管理
（平成27年11月9日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

1-127.11.10 年管管発1110第1号 再審査請求事件に探る処分について（容
中西秀樹 年金局事業管理課

日本年金機構法務圃コンブライアンス部 年金崩事業管理
認識決） 長 課長

審査請求事件に保る保験者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27.11.10 年管管発1110第2号 西野智樹 近畿、中園田園、四圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査｛系
昂社会保障審査官

謀長

H27.11.10 年管菅発"1110第3号 審査請求事件に保る処分取消し等の承認
西野智掛

年金属事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長

年金馬事業管理
について 年金審査保 課長

審査請求事件に係る処分取消し等の承認 年金届事業管理課
北溝道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理
ト127.1uo 年管管発1110第3号 西野智樹 中圏田圏、九州塵生島社会保険審査

について 年金審査保 「届4・・2
課長

H27.1 UO  年菅管発1110第4号 再審査請求事件に係る処分変更について 西野智樹
年金毘事業管理課 日本年金機構法務・コンブライアンス部 年金局事業管理
年金審査保 長 課長

H27.11.11 年管管発H11第1号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の

｛左藤洋平 年金届事業管理課
自本年金機構本部給付企画部業務 年金属事業管理

承認について 管理室長 課長

ト127.11.11年管管発n11第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 西野智樹
年金昂事業管理課 日本年金機構法務筒コンブライアンス部 年金高事業管理
年金審査罷 長 課長



審査請求事件の容器、決定に保る処分につ 年金高事業管理課
日本年金機構法務官コンブライアンス部

年金属事業管理H27.1 U 1 年管管発1111第3号 大久保秀直 長、中部ブロック本部長、近畿フ、ロック
いて 年金審査保

本部長、九州ブロック本部長
課長 ！ 

H27.11.11 年管管発1111第4号 審査請求による却下決定取消通知書への
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 厚生封働省年金
厚生労働大臣印の押印について 給付企画部業務管理室長 局事業管理課長

H27.1 U 1 年管管発1111第5号 再審査請求事件に｛系る処分変更について 上村武志 年金属事業管理課
日本年金機構法務幽コンブライアンス部 年金扇事業管理
長 課長

ト127.1U2｝年管管発1"112第1号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平 年金崩事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業菅理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

ト127.11.12年管管発1112第2号
特別障害給付金の諸変吏等の承認につ

性藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 年金属事業管理

いて 給付企画部業務管理室長 課長

H27.1 U2 年管管発1112第3号
審査請求事件に保る処分取消しの員長訟に

中西秀樹 年金島事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長
年金昂事業管理

ついて 課長

H27.1 U2  年管官発1112第3号 審査請求事件に罷る処分取消しの君主認に
中西需樹 年金昂事業管理課 東湛北陸厚生島社会保険審査官

年金昂事業菅理
ついて 課長

H27.11.16 年管官発1116第i号 平成28年1月1自以降の市町村の国民年
濃運智之 年金馬事業管理課

地方厚生（支）昂年金調整課長年金管 年金局事業管理
金事務における個人番号利用等について 理課長 課長

H27.11.17 年管官発1117第1号 年金の裁定等の決定に保る承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

自本年金機構本部 年金高事業管理
（平成27年11月16日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H27.11.17 年管管発1117第2号
国民年金陣害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金局事業管理課
自本年金機構本部 年金昂事業管理

君主認について 給付企画部業務管理室長 課長



H27.1 U8  年管管発1118第1号 再審査請求事件に罷る処分変更について 大久保書置
年金局事業管理課 日本年金機構法務eコンブライアンス部 年金属事業官理
年金審査保 長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金晶事業管理H27.11.18 年管管発1118第2号
ついて 上村武志 年金局事業管理課 近畿、中園田園、四圏、九州厚生（支）

課長
局社会保険審査官

H27.11.19 年官官発1119第1号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金島事業管理
H27.1 l.20 年管管発1・120第1号

ついて
中西秀樹 年金晶事業管理課 中国囲菌、四圏、九州厚生（支）J高社会

課長
保験審査官

H27.11.20 年管管発1120第2号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
上村武志 年金局事業管理課

日本年金機構障害年金業務部長、九 年金昂事業管理
ついて 州ブロック本部管理部長 課長

H27.11.20 年管管発1120第2号 審査請求事件に係る処分取消しの意認に
上村武志 年金馬事業管理課

北海道、関東信越、東海北睦、近畿、 年金属事業管理
ついて 九州厚生局社会保険審査官 課長

H27.11.20 年雷管発1120第3号 介護保険料等の年金からの特別徴収につ
佐藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 年金品事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

H27.11.24 年管官発1124第1号 圏民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 年金w.;事業管理
君主認について 給付企画部業務管理室長 課長

!-127.11.25 年管管発1125第1号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

佐藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 年金崩事業管理

（平成27年11月24日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H27.11.25 年管官発1125第2号 老齢福祉年金の各種諸変蔓等の承認に
佐藤洋平 年金蝿事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理
ついて 給付企画部業務管理室長 課長



H27.11.25 年管官発1125第3号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
龍藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件の容認決定に保る処分につ 年輩昂事業管理諜
日本年金機構法務主コンブライアンス部

年金局事業管理H27.11.26 年管管発1126第1号 大久保秀甚 長、中音Bブロック本部長、中国ブロック
いて 年金審査罷

本部長、九州ブロック本部長
課長

ト127.11.26年督官発1126第2号 蕃査請求事件に保る処分取消し等の承認
西野智樹

年金昂事業菅理課 日本年金機播障害年金業務部長、近 年金崩事業管理
について 年金審査保 畿ブ、口ツク本部管理部長 課長

H27.11.26 年管官発1126第2号 審査請求事件に係る処分取消し等の承認
西野智樹

年金属事業管理課
北海道、近畿厚生島社会保障審査官

年金属事業管理
について 年金審査係 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金属事業管理
ト127.11.26年管管発1126第3号 大先保秀直 近畿、中国四園、四圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
局社会保険審査官

課長

審査請求事件に保る保障者意見の提出に 年金毘事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金昂事業管理
H27.11.27 年管官発1127第1号 西野智樹 国田園、四園、九州庫生（支）局社会保

ついて 年金審査課
険審査宮

課長

H27.11.30 年管管発1130第1号 圏民年金障害給付等の不支給決定等の
｛左藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金毘事業管理
京認について 給付企画部業務管理室長 課長

H27.11.30 年菅管発1130第2号 介護保険料等の特別徴収に係る市町村
｛主藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金届事業管理
への通知について 給付企画部業務管理室長 ！課長

日本年金機構法務副コンブフイアンス部

H27.12.1 年管管発1201第1号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金属事業管理課
長 年金高事業管理

課長

田本年金機構法務省コンブフイアンス部

H27.12.1 年菅菅発1201第2号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武志 年金高事業管理課
長 年金昂事業管理

課長



H27.12.1 年管官発1201第3号 年金の裁定等の決定に探る承認について
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成27年11月30日｛衣頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H27.12.1 年管管藷1201第4号 各種諸変蔓等の承認について（平成27年
佐藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
12月支払分等） 給付企画部業務管理室長 謀長

H27.12.2年管管発1202第1号 再審査請求事件に係る処分変更について 西野智樹
年金昂事業管理課 日本年金機構法務aコンブライアンス部 年金局事業管理
年金審査保 長 課長

H27.12.3 年管管発1203第1号 特別障害給付金に｛系る裁定の承認につい
｛左藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部
て 給付企画部業務管理室長 課長

I 

H27.12.4 年管管発1204第1号 審査請求事件に｛系る処分取消し等の主義認
西野智樹

年金局事業管理課 東北、関東信越、近畿車生局社会保険 年金局事業管理
について 年金審査保 審査宮 課長

H27.12.4 年管管発1204第1号 審査請求事件に探る処分取消し等の承認
西野智樹

年金届事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長

年金馬事業管理
について 年金審査保 課長

H27.12.4 年菅菅発1204第1号 審査請求事件に保る処分取捕し等の怒認
西野智樹

年金属事業管理課
九州車生局社会保険審査官

年金昂事業管理
について 年金審査保 課長

H27.12.7 年管管発1207第1号 「追加費用削減の改定通知書」への厚生
イ左藤洋平 年金局事業管理諜

日本年金機構本部 年金毘事業管理
ヲす働大臣l:f］の押印依頼について 給付企画部給付企画部長 課長

H27.12.7 年管管発1207第2号 圏民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H27.12.7 年管管発1207第3号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平 年金属事業管理課

百本年金機構本部 年金局事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長



H27J2.7 年管官発1207第4号 平成27年度国民年金事務費交付ー金等の
五昧憲治

年金局事業管理課 地方厚生（支）居年金調整（年金管理） 年金扇事業管理
概算交付について（第3四半期分） 交付金係 課長 課長

審査請求事件に罷る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金届事業管理
H27.12.8 年管管発1208第1号

ついて
上村武志 年金商事業管理課 近畿、四圏、九州厚生（支）局社会保険

諜長
審査官

H27.12.8 年嘗管発1208第2号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について
佐藤洋平 年金高事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成27年12月7日依親分） 給付企画部業務管理室長 課長

H27.12.9 年雷管発1209第1号 再審査請求事件に保る処分変更等につい
西野智樹

年金高事業管理課 日本年金機構法務Eコンブライアンス部 年金属事業管理
て 年金審査保 長 課長

審査請求事件に保る保験者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27.12.9 年管管発1209第2号 西野智樹 近畿、中園田園、四国厚生（支）局社会

ついて 年金審査係
保験審査官

課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H27.12.10 年管管発1210第1号

ついて
中西香樹 年金局事業管理課 近畿、中国閤圏、田園、九州厚生（支）

課長
昂社会保険審査官

H27.'12.10 年管管発1210第2号
再署査請求事件に保る処分について（容

中西秀樹 年金届事業管理課
田本年金機構法務園コンブライアンス部年金毘事業管理

認裁決） 長・ 課長

H27.12.10 年管管発1210第3号
審査詰求事件に罷る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金島事業管理課 日本年金機構法務障害年金業務部長
年金属事業管理

ついて 課長

H27.12.10 年管官発1210第3号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金崩事業管理課 中国田昌車生崩社会保険審査官
年金昂事業管理

ついて 課長

日本年金機構法務Eコンブフイアンス部

1-127.12.10 年菅管発1210第4号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

大丸保秀甚
年金崩事業管理課 長、北関東岡信越ブロック本部長、中部 年金局事業管理

いて 年金審査髄 フ‘ロック本部長、近畿ブロック本部長、 課長
九州ブロック本部長



H27.12.10 年管官発1210第8号 審査請求事件iこ罷る照会について（囲筈） 大丸保秀甚
年金崩事業管理課

東北厚生毘
年金属事業管理

年金審査係 課長

H27.12.10 年管管発1210第7号 再審査請求事件に係る処分変更について 上村武志 年金局事業管理課
日本年金機構法務畠コンブライアンス部 年金属事業管理
長 課長 ！ 

H27.12.10 年菅管発1210第8号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平 年金蝿事業管理課

田本年金機構本部 年金島事業管理
簿等の承認について 給付企闇昔日業務管理室長 課長

国民年金保｜喰料、摩生年金保験料、健鹿
年金毘事業管理課

H27.12.11 年管管発1211第1号 保店主料、船員保験料及び子ども園子音て拠
岸野賢太郎 厚生年金保験管理 日本年金機構事業管理部門担当理事

年金局事業管理
出金等に保る延滞金の割合の特例につい 課長
て（通知）

｛系

に士；~
年管管発1211第2号 審査請求事件に係る処分取消しの意認に

上村武志 年金崩事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、南 年金昂事業管理

ついて 関東ブロック本部管理部長 課長

H27."i2.11 年管官発1211第2号 審査請求事件に｛系る処分取消しの承認に
上村武志 年金崩事業管理課

北海道、東北、関東信越、東海北陸生 年金属事業管理
ついて 局社会保融審査官 課長

健鹿保険、船員保険及び厚生年金保険の 年金高事業管理課 B本年金機構事業企画部門担当理 年金昂事業管理
H27.12.15 年管官発1215第1号 適用に保る手続等に罷る事務の取扱いに 山村祐介 厚生年金保険管理

ついて ｛莱
事、事業管理部門担当理事 課長

櫨康保険、船員保険及び厚生年金保険の 年金昂事業管理課
地方厚生（支）局年金指導課長、年金 年金局事業管理

H27.12.15 年管管発1215第2号 適用に係る手続等に保る事務の取扱いに 山村祐介 厚生年金保験管理
管理課長 課長

ついて （系

審査請求事件に保る保障者意毘の提出に 年金高事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金高事業管理
H27.12.15 年管官発1215第3号 大久｛呆秀車 近畿、中園田園、九州厚生（支）届社会

ついて 年金審査保
保険審査官

課長

H27.12.15 年管管発1215第5号
学生納付特｛伊l事務法人制度への協力怯

三箇錨司
年金島事業管理諜

日本私立大学連盟
年金馬事業管理

頼について 国民年金管理係 課長



H27.12.15 年管管発1215第5号 学生納付特例事務法人制度への協力｛衣
三箇姑司

年金局事業管理課
日本私立大学協会

年金馬事業管理
頼について 圏民年金管理保 音n量，，..E.ふぷ主

H27.12.15 年管管発1215第6号 学生納付特例事務法人制度への協力依
三箇｛高胃

年金属事業管理課
日本私立大学連盟

年金局事業管理
頼について 園民年金管理｛系 課長

H27 .. !2.15 年管管発1215第6号 学生納付特例事務法人制度への協力依
三笛倍司

年金昂事業管理課
日本私立大学協会

年金局事業管理
頼について 国民年金管理保 課長

H27.12.15 年管管発1215第7号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
西野智樹

年金属事業管理課 北海道、関東信越、近畿、九州摩生局 年金島事業管理
ついて 年金審査保 社会保険審査官 課長

H27.12.15 年管管発1215第7号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
西野智樹

年金崩事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長

年金高事業管理
ついて 年金審査保 課長

永住者の在醤資格等を有するに至った者
年金昂事業管理課 年金局事業管理

H27.12.15 年管官発1215第9号 に保る合算対象期間の取扱について（田 佐藤洋平
年金給付管理係

日本年金機構給付企画部長
課長

筈）

H27.12.15 年管雷発1215第10号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 年金属事業管理

承認について 給付企画部業務管理室長 課長

（ 

H27.12.15 年管管発1215第11号 年金の裁定等の決定に係る承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成27年12月14日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に犠る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金属事業菅理
H27.12.16 年管官発12Hi第1号

ついて
上村武志 年金崩事業管理課 近畿、中国四圏、囲圏、九州j草生（支）

課長
局社会保険審査官

平成27年度年金生活者支援給付金の支
年金崩事業管理課 年金高事業管理

H27.12.16_ 年雷管発12Hl第2号 給準備市町村事務取扱交付金について 五味憲治
交付金罷

市産町村長
課長

（内示）



審査請求事件に係る保障者意毘の握出に 年金昂事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金局事業管理
H27.12.17 年管菅発1217第1号 西野智樹 園田園、囲圏、九州厚生（支）届社会保

ついて 年金審査｛系
験審査官

課長

H27.12.17 年管管発1217第2号 特別障害給付金の戴定患び不支給決定
佐藤洋平 年金届事業管理課

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

審査請求事件に保る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金扇事業管理
H27.12.18 年菅管発1218第1号 中西秀樹 年金属事業管理諜 近畿、中国田圏、九州j草生局社会保験

ついて
審査官

課長

H27.l2.18 年管雷発1218第2号 介護保障料等の年金からの特別徴収につ
佐藤洋平 年金局事業管理器

日本年金機構本部 年金島事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

H27.12.21 年雷管発1221第1号 審査請求事件に保る保険者意見の提出に
大久保秀直

年金昂事業管理課 東北、関東信越、東海北陸、近畿、九 年金昂事業管理
ついて 年金審査慌 州厚生（支）高社会保険審査官 吾E田耳主主E主

H27.12.21 年管管発1221第2号 再審査請求事件に保る処分変重について 西野智樹
年金届事業管理課 日本年金機構法務aコンブライアンス部 年金局事業管理
年金審査保 長 課長

審査請求事件に慌る保障者意見の提出lこ
北海道、東北、関東信越、東溜北陸、

年金高事業菅理
H27.12.21 年官官発1221第3号

ついて
上村武志 年金蝿事業管理課 近畿、中国四圏、四圏、九州厚生（支）

課長
島社会保験審査官

H27.12.21 年管管発1221第4号 年金の裁定等の決定にi系る承認について
佐藤洋平 年金晶事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成27年12月21B依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H27.12.21 年管官発1221第5号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部

承認について 給付企画部業務管理室長 課長

ト127.12.22年管菅発1222第1号
特別障害給付金に保る戴定の君主認につい

佐藤洋平 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 年金昂事業管理

て 給付企画部業務管理室長 課長



H27.12.22 年管官発1222第2号 老齢福祉年金の各種諸変重等の承認に
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
ついて 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に係る保険者意見の謹出に
北海道、東北、関東信越、近畿、中国

年金馬事業管理H27:l 2.24 年管官発1224第1号 中西蕎樹 年金昂事業管理課 四圏、四圏、九州厚生（支）島社会保険
ついて

審査宮
課長

日本年金機構障害年金業務部長、東

H27.12.24 年管官発1224第2号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金局事業管理課

北フ、ロック本部管理部長、北関東 E信越 年金昂事業管理
ついて ブロック本部管理部長、南関東フ‘口ック 課長

本部管理部長

H27 .. 12.24 年管管発1224第2号 審査請求事件に罷る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金崩事業管理課

東北、関東信越、東海北陸、近畿、九 年金毘事業管理
ついて 州厚生昂社会保験審査官 課長

日本年金機構法務園コンブライアンス部

H27.12.24 年管管発1224第3号 審査請求事件の容認決定に係る処分につ
大久保持甚

年金昂事業管理課 長、東北フ、ロック本部長、高関東プロッ 年金蝿事業管理
いて 年金審査保 ク本部長、中部フ‘ロック本部長、近畿ブ 課長

ロック本部長

審査請求事件に｛系る処分取消しの承認に
日本年金機構障害年金業務部長、北

年金高事業管理
H27.12幽25年管官発1225第1号 中西需樹 年金局事業管理課 関東圃信越ブロック本部、中部ブロック

ついて
本部、九州ブ、ロック本部管理部長

課長

ト-127.12.25年官官発1225第l号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金属事業管理課

関東園信越、東海北［l室、近畿、九州厚生年金蝿事業管理
ついて 局社会保険審査官 】課長

H27.12.25 年管管発1225第2号
菌民年金障害給付等の不支給決定等の

｛左藤洋平 年金属事業管理課
日本年金機構本部 年金昂事業管理

承認について 給付企画部業務管理室長 ｜課長

' 
田本年金機構法務討ライアンス部｜年金島事業管理

H28.1.4 年管管発0104第1号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金島事業管理課
長 課長

，一～ー＼～ー／

ト128.1.4年管官発0104第2号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武志 年金属事業管理課
田本年金機構法務固コンブライアンス部 年金晶事業管理
長 謀長

＼ 



審査請求事件に保る保険者意見の提出に 年金晶事業管理課
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理
H28.1.4 年管管発0104第3号 大久保書置 中園田園、九州厚生（支）局社会保険

ついて 年金審査係
審査官

課長

国民年金未支給老齢年金の却下取消通
自本年金機構本部 年金昂事業管理

H28.1.4 年管官発0104第4号 議長院大聞の押印について（ 佐藤洋平 年金局事業管理課
分） 給付金面部業務管理室長 壬；；；田idi

H28.1.4'年管管発引崎5号 年金の裁定等の決定に保る承認について
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
（平成27年12月28日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.1.4 年管管発0104第6号 各種諸変更等の承認について（平成28年
佐藤洋平 年金昂事業管理課

田本年金機構本部 年金局事業管理
1月支払分等） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.1.4 年菅管発0104窮7号 特別障害給付金の裁定及び不支給決定
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金馬事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

ト128.1.4年管管発0104第S号 由民年金障害年金額改定請求書（非改
佐藤洋平 年金馬事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
定）の承認にかかる取下げ依頼について 給付企画部業務菅理室長 課長

審査請求事件に保る保険者意見の提出に 年金晶事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金属事業管理
H28.1.5 年管管発0105第1号 西野智樹 近畿、中園田園、田園、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
昂社会保践審査官

課長

H28.1.6 年菅管発0106第1号
行政訴訟事件に保る新たな処分について

小杉光恵 年金属事業管理課
日本年金機構法務且コンブライアンス部 年金局事業管理

（｛衣頼） 長 課長

審査請求事件に罷る処分取消しの承認に
日本年金機構障害年金業務部長、業

年金馬事業管理
H28.1.6 年管管発0106第2号 上村武志 年金晶事業管理課 務渉外部長、日本年金機構東北ブロッ

ついて
ク本部管理部長

課長

H28.1.6 年管菅発0106第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
上村武志 年金馬事業管理課

東北、関東信越、東海北陸、近畿厚生 年金蝿事業管理

ついて 局社会保険審査官 課長



4・

H28.1.8 年管管発0108第1号 審査請求事件に保る処分取消し等の承認
西野智樹

年金局事業管理課 北海道、関東信越、東海北睦、近畿、 年金扇事業管理
について 年金審査保 四圏、九州j草生昂社会保験審査官 課長

H28.1.8 年管管尭0108第1号 審査請求事件に様る処分取消し等の景認
西野智樹

年金昂事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、北 年金属事業管理
について 年金審査保 海道、中部、田園フ、ロック本部管理部長 課長

H28.1.8 年菅管発0108第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金崩事業管理課
日本年金機構法務 Bコンブライアンス部 年金崩事業管理

長 課長

H28.U2 年曹管発0112第1号 再審査請求事件に｛系る処分変更について 西野智樹
年金局事業管理課 日本年金機構法務 Eコンブライアンス部 年金高事業管理

年金審査係 長 課長

基礎年金等年間平均被保障者数等の報 年金局事業管理課 年金馬事業管理
H28.U3 年管官発0113第1号

告について
五味憲治

交付金保
地方j享生（支）高年金調整（管理）課長

課長

H28.1.13 年管官発0113第2号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
（平成28年1月12日依頼分） 給付企画部業務官理室長 課長

トi28.1.14年管管発0114第1号 再審査請求事件に探る処分について（容
中西秀樹 年金局事業管理課

日本年金機構法務園コンブライアンス 年金属事業管理

認識決） 部長 課長

H28.1.14 年管管発0114第2号 特別障害給付金の裁定設び不支給決定
佐藤洋平 年金馬事業管理課

日本年金機構本部 年金届事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 壬日毘ペ、阜J,..-.;. 

H28.U4 年菅管発0114第3号 特別障害給付金の諸変更等の京認につ
佐藤洋平 年金昂事業管理諜

日本年金機構本部 年金馬事業管理

いて 給付企画部業務管理室長 課長

H28.U4 年管管発0114第4号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金高事業管理諜
自本年金機構本部 年金晶事業管理

承認について 給付企画部業務管理室長 課長



H28.1.14 年菅管発0114第5号 「追加費用削減の改定通知書J（再交付
佐藤洋平

年金晶事業管理課 日本年金機構本部給付企画部給付企 年金局事業管理
分）への厚生労髄大臣印の押印について 年金給付管理保 画部長 課長

日本年金機構法務園コンブライアンス部

H28.U5 年管官発0115第1号 審査請求事件の容認決定に保る処分につ
大久保秀甚

年金属事業管理課 長、東北ブロック本部長、中部ブ、ロック 年金島事業管理
いて 年金審査穣 本部長、近畿ブロック本部長、中盟プ 課長

ロック本部長、九州ブロック本部長

審査請求事件に係る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金馬事業管理H28.1.18 年管管発0118第1号 上村武志 年金崩事業管理課 近畿、中園田圏、囲圏、九州厚生（支）
ついて

局社会保険審査官
課長

H28.1.18 年管管発0118第2号 圏民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.U9 年管管発0119第1号 審査請求事件に保る保険者意見の提出に
中西秀樹 年金居事業管理課

北海道、関東信越、中国田園、田園、 年金局事業菅理
ついて 九州厚生（支）昂社会保険審査官 課長

トl28.U9年菅管発01rn第2号 年金の裁定等の決定に保る意認について
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金馬事業管理
（平成28年1月18日依頼分） 給付金酉部業務管理室長 課長

「平成27年度における圏民年金事務費支 年金賭事業管理 1
H28.1‘19 年管管発0119第3号 付金等交付要舗の取扱いについて（案）」 五昧憲治

年金局事業管理課 地方j草生（支）昂年金調整課長及び年

等の送付について
交付金保 金管理課長 課長

H28.1.20 年管管発0120第1号 介護保験料等の年金からの特別徴収につ
佐藤洋平 年金島事業管理課

日本年金機構本部 年金島事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

へ

H28.1.21 年管管発0121第1号 審査請求事件に保る処分取消し等の君主認
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、南 年金昂事業管理
について 年金審査保 関東ブロック本部管理部長 課長

H28.1.2・1 年嘗管発0121第1号 審査請求事件に探る処分取消し等の承認
西野智樹

年金属事業管理課 関東宮越、中園田園、四国厚生（支）属 年金昂事業管理
について 年金審査保 社会保験審査官 課長



H28.1.21 年管管発0121第2号 特別障害総付金の裁定及び不支給決定
｛左藤洋平 年金属事業管理課

田本年金機構本部 年金届事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.・1.22 年管菅発0122第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金局事業管理諜

日本年金機構本部 年金毘事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

年管官発0125第1号 審査請求事件に係る探険者意見の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金崩事業管理
H28.1.25 西野智樹 近畿、中国盟国厚生届社会保険審査

ついて 年金審査係
官

課長

H28.1.25 年管管発0125第2号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成28年1月25日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務・コンブライアンス部

H28.1.27 年菅管発0127第1号 審査請求事件の容認決定に保る処分につ
大久保秀直

年金毘事業管理課 長、中部フ、口ック本部長、近畿プロック 年金島事業管理
いて 年金審査｛系 本部長、中園ブロック本部長、四国ブ 課長

ロック本部長

H28.1.2戸時一号 再審査請求事件に罷る拠分変重について 西野智樹
年金属事業管理課 日本年金機構法務崎コンブライアンス部 年金局事業管理
年金審査保 長 ｝課長

審査請求事件に係る処分取消しの承認に
H28.1.27 年管管発0127第3号 上村武志 年金届事業管理課

日本年金機構障害年金業務部長、日 年金昂事業管理
ついて 本年金機構四国フ、ロック本部長 課長

H28.1.27 年管管発0127第3号 審査請求事件iこ保る処分取消しの承認に
上村武志 年金局事業管理課

関東信越、東海北陸、近畿、四圏、九 年金局事業管理
ついて 州、 j草生局（支局）社会保醸審査官 課長

審査請求事件に罷る保険者意見の提出に 年金属事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.1.27 年管管発0127第4号 大久保秀直 近畿、中園田園、田園、九州厚生（支）

ついて 年金審査協
局社会保険審査官

課長

H28.1.28 年管管発0128第1号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金属事業管理課

日本年金機構障害年金業務部長、九 年金昂事業管理
ついて 州ブロック本部管理部長 課長



ト128.1ム醗01時号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金昂事業管理課

関東信越、囲圏、九州厚生（支）毘社会 年金畠事業管理
ついて 保険審査官 課長

H28.1.28 年管菅発0128第2号 再審査請求事件に罷る処分変重について 中西秀樹 年金局事業管理課
日本年金機構法務圃コンブライアンス部 年金島事業管理
I匡又e 課長

H28.1.28 年管管発0128第3号 特別障害給付金の裁定患び不支給決定
佐藤洋平 年金崩事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理
等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長

政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H28.1.28 年管管発0128第4号 めの園民年金法等の一部を改正する法律
大島隆成

年金崩事業管理課
日本年金機構事業管理部門担当理事

年金局毒事業管理

の施行に伴う特定付加保験料の納付に保 園民年金管理係 課長
る事務の取扱いについて（通知）

政府管掌年金事業等の運営の改善のた

H28.1.28 年管管発0128第5号
めの国民年金法等の一部を改正する法律

大島隆成
年金高事業管理課

地方厚生（支）昂年金調整（管理）課長
年金局事業管理

的施行に伴う特定付加梶険料の納付に｛系 国民年金管理保 課長
る事務の取扱いについて（通知）

H28.1.29 年菅菅発0129第1号 再審査請求事件に係る処分変重について 上村武志 年金属事業管理課
日本年金機構法務圃コンブライアンス部 年金局事業嘗理

長 課長

審査請求事件に保る保験者意見の曜出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金属事業管理
H28.1.29 年管管発0129第2号

ついて
上村武志 年金属事業管理諜 近畿、中園四圏、田園、九州厚生（支）

課長
局社会保験審査官

H28.1.29 年官官発0129第3号 老齢福祉年金の各種諸変重等の書記認に i左藤洋平 年金畠事業管理課
日本年金機構本部 年金局事業管理

ついて 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.1 年管管発0201第1号 指定全額免除申請事務取扱者の指定に
大島隆成

年金属事業管理課
田本年金機構事業部門担当理事

年金局事業管理

｛系る事務の取扱いについて（通知） 国民年金管理保 課長、

H28.2.1 年菅管発0201第2号 指定金額免除申請事務取扱者の指定に
大島隆成

年金局事業管理課
地方厚生（支）晶年金調整（管理）謀長

年金昂事業管理

保る事務の取扱いについて（通知） 国民年金管理協 課長



H28.2.1 年管官発0201第3号 行政訴訟事件に｛系る新た怠処分について
松永潔文 年金局事業管理課

自本年金機構法務園コンブライアンス部 年金届事業管理
（依頼） 長 課長

H28.2.1 年管管発0201第4号 各種諸変更等の承認について（平成28年
佐藤洋平 年金島事業管理課

田本年金機構本部 年金属事業管理
2月支払分） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.1 年管管発0201第5号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
性藤洋平 年金島事業管理課

田本年金機構本部 年金昂事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

1-128.2.1 年管官発0201第6号 年金の裁定等の決定に保る承認について
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成28年2月1日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.2 年管雷発0202第1号 審査請求事件に探る処分取消し的承認に
中西需樹 年金島事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長

年金局事業管理
ついて 課長

H28.2.2 年管管発0202第1号 審査請求事件に保る処分取消しの員長認！こ
中西秀樹 年金毘事業管理課

近畿、囲圏、九州厚生（支）崩社会保険 年金局事業管理
ついて 審査官 吾且2悶R:ffi: 

H28.2.2 年管管発0202第2号 審査請求事件に保る保障者意見の提出に
中西秀樹 年金崩事業管理課

東北、関東信越、東海北陸、近畿、囲 年金昂事業管理
ついて 盟、九州厚生（支）属社会保障審査官 課長

山 21年菅官発02欄号
国民年金保障料の滞納処分（差押）に保

佐藤謙一 年金属事業管理課
日本年金機構リスク圃コンブライアンス 年金崩事業管理

る資料の提供について（依頼） 部長 課長

H28.2.3 年管菅発0203第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
西野智樹

年金属事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、南 年金属事業管理
ついて 年金審査保 関東ブロック本部管理部長 課長

H28.2.3 年管管発0203第1号 審査請求事件に探る処分取消しの京認に
西野智樹

年金属事業管理課 関東信越、近畿、四国厚生（支）局社会 年金局事業管理
ついて 年金審査部 保険審査官 課長



日本年金機構法務固コンブライアンス部
年金昂事業管理

1-128.2.3 年管官発0203第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金局事業管理課 長
課長

H28.2.3 年管雷発0203第3号 再審査請求事件に係る処分変更について 中西書樹 年金蝿事業管理課
日本年金機構法務園コンブライアンス部 年金属事業管理
長 課長

H28.2.4 年管管発0204第1号 「追加費吊削減の改定通知書JIこ保る大
佐藤洋平

年金局事業管理課 日本年金機構本部給付企画部給付 年金届事業管理
臣EfJの押印について 年金給付管理係 企画部長 課長

年金局事業管理課
日本年金機構法務圏コンブライアンス部

年金崩事業管理
H28.2.4 年管管発0204第2号 再審査請求事件に罷る処分変更について 西野智樹

年金審査保
長

課長

H28.2.4 年管管発0204第3号 特別障害給付金に係る裁定の承認につい
｛左藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
て 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2圃5年管官発0205第1号 審査請求事件に保る処分取消しの京認に
中西秀樹 年金崩事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長

年金局事業管理
ついて 課長

l→28.2.5 年菅管発0205第1号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金昂事業管理課 近畿、九州厚生毘社会保険審査官

年金崩事業管理
ついて 課長

審査請求事件に保る保障者意見の提出に 年金馬事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金局事業管理
H28.2.5年管管発0205第3号 大久保書直 近畿、中園田圏、四圏、九州j草生（支）

ついて 年金審査保
局社会保険審査官

課長

審査請求事件に係る保験者意見の権出に 年金高事業管理課
北海道、東北、関東信越、東謹北陸、

年金崩事業管理
H28.2.8 年管管発0208第1号 西野智樹 四圏、九州厚生（支）昂社会保験審査

ついて 年金審査係 r届－るー守 課長

間 2.81一 一 号
年金の裁定等の決定に係る承認について

佐藤洋平 年金居事業管理課
日本年金機構本部 年金毘事業管理

（平成28年2月8日依頼分） 給付企画部業務管理室長 調ロホ官ム晶；



H28.2.8 年管管発0208第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 年金居事業管理

承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.9年管管発0209第1号
再審査請求事件に保る処分について（容

中西秀樹 年金局事業管理課
日本年金機構法務 Eコンブライアンス部 年金昂事業管理

認裁決） 長 課長

H28.2.9 年管管発0209第2号
社会保険オンラインシステム（窓口装置）

竹ノ肉貴弘
年金局事業管理課 日本年金機構事業管理部門担当理 年金属事業管理

の稼働時間について システム室計画保 事、システム部門担当理事 課長

｛建鹿保険の事務の一部を行わせる地域の
年金高事業管理課

年金高事業管理
H28.2.10 年督管発0210第1号

取消しについて
山村祐介 厚生年金保験管理 近畿厚生局年金調整課長

課長
｛系

｛謹麗保障の事務の一部を行わせる地域の
年金昂事業管理課

年金局事業管理
H28.2.10 年菅管発0210第2号

取消しについて
山村祐介 厚生年金保験管理 中国四国厚生晶年金管理課長

課長
｛系

櫨麗保険の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

年金局事業管理
H28.2.10 年管官発0210第3号

取消しについて
山村祐介 厚生年金課険管理 九州厚生昂年金調整課長

課長
｛菜

年金局事業管理課
H28.2.l0 年嘗管発0210第4号

鍵躍保障の事務の一部を行わせる地域の
山村祐介 厚生年金保験管理 日本年金機構事業管理部門担当理事

年金晶事業管理
取消しについて

係
課長

H28.2 .. l0 年管官発0210第5号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

上村武志 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、中 年金局事業管理

ついて 部ブロック本部管理部長 課長

H28.2.10 年管管発0210第5号
審査請求事件に係る処分取消しの議認に

上村武志 年金属事業管理課
北海道、東海北陸、近畿、中園田圏、 年金局事業管理

ついて 九州、厚生局社会保険審査官 課長

H28.2.10 年管菅発0210第百号 審査請求事件に罷る処分変更について 上村武志 年金届事業管理課
日本年金機構法務自コンブライアンス部 年金高事業管理

長 課長



年金閣事業管理
H28.2.10 年管官発0210第6号 審査請求事件に保る処分変直について 上村武志 年金局事業管理課 関東信越厚生昂

課長

北海道、東北、関東信越、東海北陸、

H28.2.12 年菅管発0212第1号 審査請求事件に保る保険者意毘の提出に
上村武志 年金属事業管理課

近畿、中国田園、九州厚生島社会保険 年金局事業管理
ついて 審査官 課長

H28.2.12 年管管発0212第2号 特別障害給付金の裁定患び不支給決定
｛左藤洋平 年金属事業管理課

自本年金機構本部 年金局事業管理
等の承認について 給付企画部業務菅理室長 課長

H28.2.12 年管菅発0212第3号 国民年金障害基礎年金不支給についての
｛左藤洋平 年金島事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
承認にかかる取下げ依頼について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.12 年雷管発0212第4号 再審査請求事件に係る処分変更について 上村武志 年金高事業管理課
日本年金機構法務園コンブライアンス部 年金崩事業管理
長 課長

ト128.2.15年管管発0215第1号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平 年金昂事業管理諜

日本年金機構本部 年金蝿事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.16 年管官発02"i6第1号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金賄事業管理
君主認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.16 年管管発0216第2号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業菅理
（平成28年2月15日銀頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

圏民年金ー厚生年金保険未支給年金a保
日本年金機構本部 年金馬事業管理

H28.2.16 年菅管発0216第3号 険給付の不支給について（通知）等への厚 佐藤洋平 年金届事業管理課
給付企画部業務管理室長 課長

生労働大臣1:1]の押印依頼について

闇民年金銅厚生年金保険、未支給年金・保

ト128.2.16年管管発0216第4号
険給付の却下決定の

佐藤洋平 年金属事業管理課
日本年金機構本部給付企画部業務 年金昂事業管理

取消について（通知）への厚生労働大臣印 管理室長 課長
の押印について 、



ト-128.2.17年管管発0217第1号 平成26年産闇民年金事務費交付金等の
五昧憲治

年金扇事業管理課 議入徴収宮厚生費働省年金局事業企 年金属事業管理
返還に｛系る慣権発生通知について 支付金｛系 画課長 課長

H28.2.17 年管管発0217第2号 平成26年度圏民年金事務費交付金等の
五昧憲治

年金属事業管理課 地方厚生崩年金調整課長及び年金管 年金属事業管理
返還について 交付金保 理課長 課長

H28.2.17 年雷管発0217第3号 行政訴訟事件に係る新たな処分について
小杉光憲 年金毘事業管理課

田本年金機構法務固コンブライアンス部 年金蝿事業管理
（依頼） 長 課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ 年金局事業管理課
日本年金機構法務 Rコンブライアンス部

年金崩事業管理
H28.2.18 年管管発0218篇1号 大久保秀甚 長、中部ブロック本部長、近畿ブロック

いて 年金審査保
本部長、中国ブロック本部長

課長

審査請求事件に｛系る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.2.18 年管管発0218第2号 中西秀樹 年金崩事業管理課 近畿、中国四圏、囲圏、九州厚生（支）

ついて
局社会保験蕃査官

課長

H28.2.18 年管官発0218第3号 審査請求事件に保る保験者意毘の提出に
西野智掛

年金局事業管理課 東北、関東信越、九州厚生（支）毘社会 年金昂事業管理
ついて 年金審査保 保険審査官 課長

H28.2.18 年管管発0218第4号 特別障害給付金に保る裁定の承認につい
｛左藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
て 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.1ム競0218第5号
介護保険料等の年金からの特別徴収につ

佐藤洋平 年金局事業管理課
年金機構本部 年金局事業管理 i

いて 給付企画部業務管理室長 課長

H28.2.19 年管官発0219第1号 e

総務省行政評価高額会事案に係る処分
酉野智樹

年金蝿事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長

年金馬事業管理
取消しの承認依頼について 年金審査保 課長

H28.2.19 年管管発0219第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 西野智樹
年金局事業管理課 日本年金機構法務担コンブライアンス部 年金蝿事業管理
年金審査係 長 課長



H28.2.19年管管尭附第3号 審守請求事件に係る処分取消しの承認に中西翻 年金昂事業管理課部日本ブロ年ッ金ク機本構部障管害理年部金長業、近務部畿ブ長ロ、ッ中ク年金昂事業管理

っして 本部管理部長 課長

H28.2.19年管管発0219第3号 審査詰求事件に係る処分取消しの意認に中西罫樹 年金崩事業管理課北海道、関東信越、東海北陸、近畿露年金属事業管理
ついて 生局社会保険審査官 課長

H28.2.19年官官発0219第4号 行（依政頼訴）訟事件に係る新たな処分について小杉光憲 年金局事業管理課長日本年金機構法務固コンブライアンス部課年金長属事業管理

年金高事業管理課
H28.2.23年管管発0223第1号 厚生労働大臣が定める現物給与の価額 訪農雄樹 厚生年金保験管理地方厚生局年金指導課長、地方厚生 年金局事業管理

について（情報提供） ｛系 （支）昂年金管理課長 課長

年金局事－業管理i謀 財務省大臣官房企画官（主計局給与共
I H28.2.23年管管発0223第2号 1庫生労i動大臣が定める現物給与の価額 萌農雄樹 厚生年金保験管理済課担当）、総務省自治行政昂公務員年金崩事業管理

について（構報提棋） 保 叩口福利課長、文部科学省高等教育毘 課長
私学部私学行政課長

H28.2.23年管管発0223第3号 審査請求事件に係る保験者意見の提出「』上村武志 年金昂事業管理課北近海畿道、中、東園北田、園関、東四｛圏言越、九、東州海厚北生陸（支、） 年金局事業管理

ついて 晶社会保険審査官 課長

H28.2.23年菅菅発0223第4号 審つ査いて請求事件に係る担分取消しの承認に上村武志 年金局事業菅理課臼本年金機構障害年金業務部長 年課金長局事章菅理 l！ 

H28.2.23年管管発0223第4号 審つ査いて請求事件に保る処分取消しの承認「』上村武志 年金局事業管理課北四海国道、九、東州海揮北生陸（支、）近局畿社、会中保園験田審圏査、 年部金長官 崩事業菅理
r国－司

H28.2.23年管管発0223第5号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について佳藤洋平 年金崩事業管理課 日本年金機構本立B 年金局事業管理
（平成28年2月22日蝕頼分） 給付企画部業務菅理室長 課長

i H28.2.23年管管発O加算6号 圏民年金障害給付等の不支給決定等の性藤洋平 年金馬事業管理課 日本年金機構本部 年金局事業管理
京認について 給付企画部業務管理室長 課長



H28.2.23 年官管発0223第7号 退職共済年金等の年金額等の槽報提供
服部 JI直一 年金蝿事業管理課 圏家公務員共済組合連合会理事長

年金昂事業管理
について（依頼） 課長

審査請求事件に保る保障者意見の提出に 年金昂事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.2.25 年管管発0225第1号

ついて
大久保秀直

年金審査保
近畿、中園田園、四圏、九州軍生（支）

課長
昂社会｛果険審査宮

H28.2.25 年菅菅発0225第2号 特別障害給付金に保る裁定の承認につい
佐藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
て 給付企画部業務管理室長 l課長

H28.2.26 年管管発0226第1号 審査請求事件に保る保険者意見の提出に
中西秀樹 年金島事業管理課

北海道、東北、関東信越、東海北陸、 年金島事業管理
ついて 近畿、九州厚生局社会保険審査官 課長

H28.2.26 年管管発0226第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金局事業管理課
日本年金機構法務・コンブライアンス部 年金扇事業管理
長 課長

H28.2.29 年管管発0229第1号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金島事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長

年金国事業管理
ついて 課長

H28.2.291年管管発0229第1号 審査請求事件に保る処分取消しの承認に
中西需樹 年金局事業管理課 関東｛言越厚生昂社会保i境審査官

年金届事業管理
ついて 課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に 年金属事業管理課
北海道、東北、関東寵越、東海北陸、

年金属事業管理
ト128.2.29年管管発0229第2号 西野智掘 近畿、中間囲圏、田園、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
局社会保険審査官

課長

全国健麗保険協会が管掌する健鹿保険
年金局事業管理課

年金属事業管理
H28.2.29 年菅管発0229第3号 山村祐介 厚生年金保険管理 自本年金機構事業管理部門担当理事

に関する特定保険料率等について
｛系

課長

H28.2.29 年管管発0229第4号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金高事業管理課
日本年金機構本部 年金局事業管理

芸員認について 給付企画部業務管理室長 課長



ιR 

H28.3.1 年管管発0301第1号 蕃査請求事件に罷る処分取消し等の承認
西野智樹

年金昂事業管理課 東北、関東信越、近畿、中圏四国厚生 年金属事業管理
について 年金審査保 局社会保険審査官 課長

1-128.3.1 年管官発0301第1号
審査請求事件に係る処分取消し等の承認

西野智樹
年金属事業菅理課 日本年金機構障害年金業務部長、近 年金昂事業管理

について 年金審査｛系 畿、中圏ブ‘ロック本部管理部長 課長

平成27年度健麗保険事務指定市酎村交
年金昂事業管理課

地方厚生届年金調整課長、地方厚生 年金属事業管理
H28.3.1 年管管発0301第2号

付金の交付について
山村祐介 厚生年金保験管理

（支）晶年金管理課長 課長
｛系

H28.3.1 年管官発0301第3号 圏家賠償事件に保る新たな処分について
松永潔文 年金昂事業管理課

日本年金機構法務陸コンブライアンス部 年金届事業管理
（｛衣頼） 長 課長

ト128.3圃1年管管発0301第4号 年金の裁定等の決定に罷る君主認について
｛左藤洋平 年金高事業管理課

日本年金機構本部 年金属事業管理
（平成28年2}=129日｛衣頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.1 年管管発0301第5号 各種諸変更等の君主認について（平成28年
佐藤洋平 年金属事業管理課

日本年金機構本部 年金騎事業管理
3月支払分等） 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.2 年菅管発0302第1号 再審査請求事件に｛系る処分変吏について 上村武志 年金局事業管理課
日本年金機構法務 Eコンブライアンス部！年金蝿事業管理
長 課長

審査請求事件に保る保障者意見の提出に 年金昂事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.3.3 年管管発0303第1号 大久保秀藍 近畿、中国四圏、四国；九州厚生（支）

ついて 年金審査｛系
局社会保験審査官

諜長

審査請求事件に罷る保障者意見の提出に 北海道、東北、圏関、東電越、東海北陸、 年金局事業管理
H28.3.3 年管管発0303第2号 上村武志 年金蝿事業管理課 近畿、中圏囲 、四国、九州厚生（支）

ついて
属社会保験審査官

課長

H28.3.3 年管管発0303第3号
特別障害給付金の戴定及び不支給決定

佐藤洋平 年金崩事業管理課
日本年金機構本音B 年金島事業管理

等の承認について 給付企画部業務管理室長 課長



国民年金団厚生年金保l墳のまn下について
H28.3.3I年管管発0303第4号｜（通知）への車生労働大臣正nの押印につ｜住藤洋平

いて

年金昂事業管理課｜日本年金機構本部
給付企画部業務管理室長

理官山菜事烏金
長

年
課

国毘年金畠厚生年金保験、未支給年金銅保
H28.3.3I年管官発0303第5号｜険給付の不支給について（通知）等への i佐藤洋平

厚生労働大臣印の押印について

日本年金機構本部
年金局事業管理課｜給付企画部業務管理室長

理管業事昂金
長

年
課

日本年金機構法務園コンブライアンス部 i I 
H28.3.4I年管管発附第1号 i需請求事件の容認決定に罷る処分につ！大久間車 1：：塁器管E里課1：器官話公法晶子~~／~？ 1：：馬事業管理！

日ツク本部長

H28.3.7I年管菅発問7第1号 ｜国民年金障害給付等の不支給決定等の｜佐藤洋平 ｜年金崩事業管E悶咽｜日本年金機構本部
承認について I I z刷、i業務管理室長

年金届事業管理
課長

H28.3.7I年管管発0307第2号 ｜甚療専門職の委嘱について

．石下峻一郎、臨漉羅盤機職灘織機鶴機購縦機轍細磁 a

l年金扇事業管理課臨濃輔、草野修輔、日本年金機構理事長、豊原 1年金属事業管理
宮闘史生｜年金審査協 ｜官醐醐醐轍網棚醐翻輔、西村｜課長

｜浩、馬場敦

時ロ 1審査請求事件に揺る処分取消しの承認に
H28.3.8I年管管発0308易 1可 iついて ｜中西嘉樹 l年金届事業管理課！日本年金機構障害年金業務部長

年金属事業管理
課長

H28.3.昨管管発問第1号 iき需求事件に保る処分取消しの承認に｜中西秀樹 ｜年金昂事業 管 理 課 儒 思 議 高 密 長 盟 国 、 九 ｜ 護 局 事 業 管 理

問 .3.81年管管発03崎 2号｜再審査請求事件に保る処分変更について｜中西書樹 ｜年金属事業管理課I：＊年金機構法務コンブライアンス部｜議昂事業管理

同 「追加費用削減の改定通知書」への厚生
ト128.3.81年菅管発0308弟 3号｜労働大臣印の押印について i佐藤洋平

日本年金機構本部
年金蝿事業管理課i給付企画部給付企画部長

年金馬事業管理
課長

… E本年金機構本部
年金局事業管理課｜給付企画部業務管理室長

理菅業事局金
長

年
課



H28.3.8 年管管発0308第5号 老齢福祉年金の各種諸変藍等の承認に
佐藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 l年金崩事業管理

ついて 結付企画部業務管理室長 課長

H28.3.9 年管管発0309第1号 再審査請求事件に罷る処分変更について 西野智樹
年金局事業管理課 日本年金機構法務・コンブライアンス部 年金崩事業管理

年金審査保 長 課長

年金局事業管理課
日本年金機構法務町コンブライアンス部

年金局事業管理
H28.3.9 年管管発0309第2号 再審査請求事件に保る処分変買について 酉野智樹

年金審査保
畏 課長

← 

審査請求事件に探る保験者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
ト128.3.・10年管管発0310第1号 中西葬樹 年金局事業管理課 近畿、中国囲圏、九州厚生局社会保険

ついて
審査官

課長

H28.3.10 年嘗管発0310第2号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理

いて 給付企画部業務管理室長 ！課長

H.28.3.10 年官官発0310第3号 特別障害給給付金に保る裁定の承認につ
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業嘗理

いて 給付企画部業務嘗理室長 課長

H28.3.10 年管管発0310第4号 再審査請求事件に罷る処分について（容
中西秀樹 年金馬事業管理課

日本年金機構法務 Eコンブライアンス部 年金局事業管理
認識決） 長 課長

審査請求事件に係る保験者意見の提出に 年金属事業管理課
北海道、関東信越、東海北睦、近畿、 年金昂事業ぽ管理

H28.3.11 年菅管発031"i第1号 西野智樹 中富田園、九州厚生崩社会保険審査
ついて 年金審査係 F出晶、 課長

「公的年金制度の櫨全性及び信頼性の確

H28.3.11 年管管発031i第3号
保のための厚生年金保険法等の一部を

亀田剛 年金高事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理事
企業年金国民年

改正する法律等の施行に伴う事務の取扱 金基金課長

いについてJの一部改正について

「公的年金制度の健全性丑び信頼性の確

H28.3.11 年管管発0311第3号
保のための厚生年金保険法等の一部を

亀田醐 年金蝿事業管理課 目本年金機構事業管理部門担当理事 i企業年金国民年
改正する法律等の施行に伴う事務の取扱 金基金課長戸

いについてJの一部改正について



H28.3園14年菅管発0314第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 上村武志 年金届事業管理課
日本年金機構法務胴コンブライアンス部 年金昂事業管理
長 課長

H28.3.14 年管管発0314第2号 由民年金障害給付等の不支給決定等の
f左藤洋平 年金昂事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

「健康保険法及び厚生年金保険法におけ
年金晶事業管理課

H28.3.14 年管管発0314第3号 る標準報酬月額の定時決定及び髄時改
坊農雄樹 厚生年金保険管理

地方厚生届年金指導課長島地方厚生 年金局事業管理
定の取扱いについて」の一部改正につい （支）昂年金管理課長 課長
て（通知）

｛系

「鍵廉保険法及び厚生年金保［境j去におけ
年金崩事業管理課

財務省大亘官房企画官（主計昂給与共

H28.3.14 年管管発0314第4号 る標準報酬月額の定時決定及び随時改
訪農雄樹 厚生年金保験管理

済課担当）、総務省自治行政局公務員 年金局事業管理
定の取扱いについてJの一部己主正につい 部福利課長、文部科学省高等教育昂 課長
て（通知）

｛系
私学部私学行政課長

持続可能な医境保険制度を構築するため
年金昂事業管理課

の国民健麗保険法等の一部を改正する法 年金昂事業管理
H28.3.14 年雷管発0314第5号

曜の一部の施行に伴う摸準報酬月額の改
坊農雄樹 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事

課長
定に探る特倒的な取扱いについて（通知）

｛系

持続可能な匡療保険制度を構築するため
年金崩事業管理課

H28.3 .. i4 年管管発0314第6号 の国民健麗保障法等の一部を改正する法
萌農雄樹 厚生年金保験管理

地方厚生（支）局年金指導課長図年金管 年金馬事業管理
律の一部の施行に伴う諜準報酬月額の改 理課長 課長
定に保る特倒的な取扱いについて（通知）

係

持続可能な匡療保険制度を構築するため
年金閣事業管理課

財務省大臣官房企画官（主計届給与共

H28.3.14 年菅管発0314第7号
の園民｛建麗保i投法等の一部を改正するj去

坊農雄樹 厚生年金保険管理
i済課担当）、総務省自治行政昂公務員 年金局事業管理

律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改 部福利課長、文部科学省高等教育局 課長
定に係る特倒的な取扱いについて（通知）

保
私学部私学行政課長

H28.3.15 年管管発0315第1号 年金の裁定等の決定に｛系る2是認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
（平成28年3月14日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

審査詰求事件に保る保険者意毘(J)提出に 年金届事業嘗理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.3.16 年管管発0316第1号 大丸｛呆秀麗 近畿、中国田園、囲圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
局社会保験審査官

号匝閉木工店~ 

¥I 

審査請求事件に保る保障者意毘の提出に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金蝿事業管理
H28.3.16 年管管発0316第2号

ついて
上村武志 年金届事業管理課 四国、九州厚生（支）島社会保険審査

課長「鼠ι可



H28.3.16 年管官発0316第3号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

性藤洋平 年金属事業管理課
日本年金機構本部 年金属事業管理

て 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.171年管管発0317第1号 審査請求事件に保る処分変更について よ村武志 年金局事業管理課
田本年金機構法務司コンブライアンス部 年金毘事業管理
長 課長

H28.3.17 年管官発0317第1号 審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金昂事業管理課
近畿摩生昂社会保険審査官 年金昂事業管理

課長

H28.3.17 年管管発0317第2号 介護保験料等の年金からの特別徴収につ
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金蝿事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

日本年金機構法務園コンブライアンス部
審査請求事件の容認決定に係る処分につ

H28.3.18 年管管発0318第1号 大久保秀藍
年金罰事業管理課 長、南関東フ、ロック本部長、中部ブロッ 年金賭事業管理

いて 年金審査保 ク本部長、近畿ブロック本部長、中圏ブ 課長
ロック本部長

H28.3.18 年管管発0318第2号 審査請求事件に揺る処分取消し等の承認
西野智樹

年金局事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、南 年金局事業管理
について 年金審査保 関東ブロック本部管理部長 課長

山 1件管発031蹴号
審査請求事件に保る処分取消し等の承認

西野智樹
年金昂事業管理課 関東信越、九州厚生局社会保験審査 年金局事業管理

について 年金審査係 「国＆ー唱 課長

H28.3.18 年管菅発0318第3号 再審査請求事件iこ保る担分変更について
年金局事業管理課

日本年金機構法務 Eコンブライアンス部
年金属事業管理

西野智樹
年金審査係

長 課長

H28.3.18 年菅管発0318第4号 行政訴訟事件に保る新たな処分について 佐久間裕樹 年金昂事業管理課
日本年金機構法務園コンブライアンス部 年金高事業管理
長 課長

東日本大震災L伴い発生した東京電力福

H28.3.22 年管管発0322第1号
島第一顕子力発電所の事故に保る国民

三簡｛右司
年金属事業管理課 地方厚生（支）届年金調整（年金管 年金属事業管理

年金保障料の申請免除等の取扱いにつ 国民年金管理保 理）課長 課長

いて



東日本大震災に伴い発生した東京電力福

H28.3.22 年管官発0322第2号 島第一顕子力発電所の事故に保る圏民
三笛佑司

年金島事業管理課
日本年金機構事業嘗理部門担当理事

年金局事業管理
年金保険料の申請免除等の取扱いにつ 由民年金管理協 吾；；；，函is:f又
いて

H28.3.23 年管官発0323第1号 年金の裁定等の決定に保る意認について
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
（平成28年3月22日依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

国民年金a厚生年金保i境、未支給年金田保
日本年金機構本部 年金局事業管理

H28.3.23 年智菅発0323第2号 i境給付の不支給について（通知）への厚生 佐藤洋平 年金局事業管理課
骨髄大臣印の押印について

給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.23 年管管発0323第3号 特別障害給付金に保る裁定の承認につい
佐藤洋平 年金局事業管理課

日本年金機構本部 年金昂事業管理
て 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.23 年管管発0323第4号 特別障害給付金の諸変更等の承認につ
佐藤洋平 年金島事業管理課

日本年金機構本部 年金毘事業管理
いて 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.23 年管管発0323第5号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 年金属事業管理

耳史認について 給付企画部業務管理室長 課長

平成27年度健療保験事務指定市酎村交
年金局事業管理課

地方厚生局年金調整課長、地方j草生 年金昂事業管理
H28.3.23 年管管発0323第8号 山村祐介 理生年金保険管理

付金の交付について i系
（支）昂年金管理課長 課長

厚生年金保険の保険給付及び保険料の
年金昂事業管理課

H28.3.23 年管官発0323第7号
納付の特例等に関する法樺第2条第9項

境農雄樹 厚生年金保険管理 厚生労働省年金局総務課長
年金蝿事業管理

の規定に係る平成27年度の国産負担に 課長
ついて

f系

厚生年金保障の保険給付設び保険料の
年金晶事業管理課

H28.3.23 年管管発0323第8号
納付の特例等に関する法律第2条第12

坊農雄樹 車生年金保険管理 厚生骨髄省年金昂総務課長
年金属事業管理

工真の規定に｛叢る平成27年度の国庫繰入 課長

について
｛系

" 

H28.3.24 年嘗管発0324第1号 特定事由に保る申出等の制震の事務取
大島騒成

年金昂事業管理課
田本年金機構事業管理部門担当理事

年金昂事業管理

扱いについて（通知） 圏民年金管理保 課長



H28.3.24 年嘗管発0324第2号 特定事自に保る申出等の制度の事務取
大島隆成

年金馬事業管理諜 地方厚生（支）局年金調整（年金管理） 年金昂事業管理
扱いについて（通知） 国民年金管理慌 課長 吾居末固氏定芝

審査請求事件に係る保験者意見の提出に
関東信越、東海北陸、近畿、中国田

年金局事業管理
H28.3.25 年菅管発0325第1号 中西蕎樹 年金局事業管理課 圏、囲圏、九州厚生（支）昂社会保陵審

ついて
査官

課長

H28.3.25 年菅管発0325第2号 審査請求事件に保る処分取消しの京認に
中西秀樹 年金崩事業管理課

日本年金機構障害年金業務部長、中 年金局事業管理
ついて 部ブロック本部管理部長 課長

H28.3.25 年管管発0325第3号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
上村武志 年金局事業管理課

日本年金機構障害年金業務部長、南 年金属事業管理
ついて 関東ブロック本部管理部長 課長

審査詰求事件に保る処分取消しの怒認に
北海道、関東信越、近畿、九州、中国

年金畠事業管理
H28圃3.25年管管発0325第3号

ついて
上村武志 年金毘事業管理課 田園、厚生崩社会保験審査官

品E木目表= 

H28.3.28 年管管発0328第1号 平成27年度における国民年金事務費交付
五昧憲治

年金昂事業管理課 地方厚生（支）高年金調整課長忍び年 年金高事業管理
金等の交付決定について 交付金保 金管理課長 課長

H28.3.28 年雷管発0328第2号 平成27年麗における国民年金事務費交付
五昧憲治

年金局事業管理課 地方厚生（支）崩年金調整課長忍び年 年金局事業管理
金等の交付決定について 交付金保 金管理課長 課長

H28.3.28 年雷管発0328第3号
平成27年度における園民年金事務費交付

五昧憲治
年金属事業管理課 地方厚生（支）島年金調整課長設び年 年金昂事業管理

金等の交付の申請について 交付金保 金管理課長 課長

北海道厚生晶年金管理課長、東北厚

H28.3.28 年管管発0328第4号 平成27年産における国民年金事務費交付
五味憲治

年金蝿事業管理課 生島年金管理課長、関東信越厚生局 年金昂事業管理
金等の概算交付の変更決定について 交付金保 年金調整課長、東海北陸軍生届年金 課長

戸ヰ年官官艶328第5号

調整課長

審査請求事件に係る保険者意見の提出に
西野智樹

年金昂事業管理課 北海道、関東信越、車海北陸、近畿、 ！：年課金局事業嘗理

ついて 年金審査保
中園田園、九州厚生局社会保険審査 2匪" 

「昌』『



H28.3.28 年管管発0328第6号 介護保験法施行規則の一部を改正する省
鈴木良希 年金晶事業管理課 日本年金機構事業企菌部門担当理事

年金毘事業管理
令等の公布について 号ロ木圏直l：疋

H28.3.28 年管管発0328第7号 国民年金障害給付等の不支給決定等の
｛左藤洋平 年金高事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.28 年菅管発0328第8号 年金の裁定等の決定に｛系る承認について
｛左藤洋平 年金高事業管理課

日本年金機構本部 年金局事業管理
（平成28年3月28臼依頼分） 給付企画部業務管理室長 課長

闇民年金幽厚生年金保険障害認定基準の
年金崩事業管理課

日本年金機構年金給付業務部門担当
年金属事業管理

H28.3.29 年管官発0329第1号 一部改正に伴う診聞書様式の改正等につ 村松英明 理事
いて

障害認定企画保 課長

H28.3.29 年管管発0329第2号 国民年金園車生年金保i壊障害認定基準の
村松英明

年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長年金 年金局事業管理
一部改正等について 障害認定企画保 管理課長 課長

財務省大臣官房企画官（主計居給与共

H28.3.29 年管管発0329第3号
園民年金・厚生年金保険障害認定基準の

村松英明
年金局事業管理課 済課担当）総務省自治行政昂公務員 年金崩事業管理

一部改正等について 障害認定企画保 部福孝I］課長文部科学省高等教育局 課長
私学部私学行政課長

H28.3.30 年管管発0330第1号 審査請求事件に探る処分取消し等の承認
西野智樹

年金蝿事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、南 年金局事業管理
について 年金審査協 関東、近畿ブロック本部管理部長 課長

H28.3.30 年管管発0330第1号 審査請求事件に係る処分取消し等の承認
酉野智樹

年金属事業管理課 関東信越、近畿厚生昂社会保験審査
について 年金審査係 官 課長

H28.3.30 年管管発0330第2号 審査請求事件に係る処分取消しの京認依
西野智樹

年金属事業管理課 日本年金機構東北ブロック本部管理部 年金局事業管理
頼について（囲答） 年金審査係 長 課長

ヘ

国民年金・厚生年金保険、未支給年金園保
日本年金機構本部 年金商事業菅理

H28.3.30 年管管発0330第3号 険給付の不支給について（通知）へのj草生 佐藤洋平 年金馬事業管理課
労i勤大臣印の押印について

給付企画部業務管理室長 課長



老齢福祉基礎年金支給繰り上げ請求書の
日本年金機構本部 年金局事業管理

ト！28‘3.30年管管発0330第4号 却下に罷る決定通知書への厚生労｛勤大 佐藤洋平 年金属事業管理課
臣巨pの押印について

給付企画部業務管理室長 課長

1-i28.3.30 年管管発0330第5号
老齢基礎年金支給繰り上げ請求書の却下

佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 年金馬事業管理

に｛菜る承認について 給付企画部業務管理室長 課長

H28.3.30 年管管発0330第6号
老齢厚生悶基礎年金請求書（不支給）につ

佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 年金馬事業管理

いての承認にかかる取下げ依頼について 給付企画部業務管理室長 課長

審査請求事件に罷る保験者意見の提出に 年金崩事業管理課
北海道、東北、関東電越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.3.31 年官官発0331第1号 大久保秀甚 近畿、中園田園、四関、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
高社会保険審査官

課長

H28.3.31 年管官発0331第2号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金晶事業管理課
日本年金機構法務aコンブライアンス部 年金局事業管理
長 課長

「国民健康保険組合の行う由民健康保険 年金馬事業管理課
地方厚生支局長、都道府県民生主管

H28.3.31 年菅管発0331第3号 の被保険者に係る政府管掌健康保障の 岸野賢太郎 厚生年金保険管理
部（昂）国民健鹿保障主管課（部）長、 年金島事業管理

適用除外について」の一部改正について ｛系
日本年金機構理事長、全国｛建麗保険 課長
協会理事長

健康保険の適用の可能性がある国民健康保険の被 年金属事業管理諜 年金昂事業管理｜
H28.3.31 年管管発0331第4号 保険者に対する就労状況に関するアンケート調査の

山村祐ブト 厚生年金保険管理 自本年金機構事業管理部門担当理事
試行実施及び日本年金機構年金事務所内の連携に 課長
よる健康保険未適用者への対応について 係

厚生年金保険の適用の可能性がある国民年金の被保険者
年金昂事業管理課（保険料滞納者のうち差押対象者に限る）に対する就労状況 年金昂事業管理

H28.3.31 年管管発0331第5号 に関するアンケ ト調査の試行実施及び日本年金機構年金 山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業管理部門担当理事
課長事務所内の連携による厚生年金等未適用者への対応につ 1系

いて

厚生年金の離婚分割時に罷る記録整理
年金局事業管理課

日本年金機構事業企画部門担当理
年金昂事業管理

H28.3.31 年管官発0331第6号 及び離婚分割移換金の算定等の敢扱い 湯浅大輔
年金給付管理保

事、事業管理部門担当理事、年金給付
課長

について 業務部門担当理事

平成28年産における子ども阻子膏て拠出
年金昂事業管理課 年金昂事業管理

H28.3.31 年管管発0331第8号 岸野賢太郎 厚生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事
金の率について

係
課長




