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「派遣見事業主等における社会保険の適
年金局事業管理課

H28.4.1 年管菅発0401第1号
用の適正化に保る地方社会保険事務局と

坊農雄樹 厚生年金保険管理
各都道府県費働局長、日本年金機構 摩生卦働省年金

都道府県労働愚との連携に保る留意事項 事業推進部門（統括担当）担当理事 局事業管理課長
について』の一部改正について（通知）

｛系

H28.4.1 年菅管発0401第2号 再審査請求事件に探る処分変璽について 上村武志 年金島事業管理課 日本年金機構本部経営園企冨部長
年金局事業管理
課長

日本年金機構障害年金業務部長、日

H28.4.1 年管菅発0401第3号
審査請求事件に保る処分取消しの員長認に

上村武蕗 年金晶事業管理課
本年金機構東北地域第一部長、日本 年金崩事業管理

ついて 年金機構南関東地域第一部長、日本 課長
年金機構近畿地域第一部長

H28圃4.1年管管発0401第3号
審査請求事件に｛系る処分取消しの承認に

上村武志 年金局事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿厚生 年金員事業管理

ついて 局社会保障審査官 課長

H28.4.1 年管管発0401第5号
老齢福祉年金の各種諸変重等の承認に

イ左藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

ついて 業務管理部業務管理部長 居事業管理課長

ト128.4.1年管管発0401第6号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平 年金届事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.4.1 年管管発0401第7号
各種諸変更等の員長認について（平成28年

佐藤洋平 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

4月支払分等） 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

H28.4.4 年管管発0404第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金局事業管理課 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

1-128.4.4 年管管発0404第2号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の f左藤洋平 年金崩事業管理課

日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長



H28.4.4 年管管発0404第3号
年金の戴定等の決定にf系る承認について

佐藤洋平 年金崩事業管理課
日本年金機構 厚生労働省年金

（平成28年4月4自依頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

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、

年金昂事業管理
H28.4.5 年管官発0405第1号 上村武志 年金賄事業管理課 近畿、中園田園、四国、九州j享生（支）

ついて
局社会保験審査官

課長

審査講求事件（／）容認決定に保る処分につ 年金属事業管理課
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金毘事業管理
H28.4.6 年雷管発0406第1号

いて
大久保秀直

年金審査係
域第一部長、近畿地域第一部長、九州

課長
地域第一部長

H28.4.6 年管管発0406第2号 再審査請求事件に保る処分変藍について 西野智樹
年金局事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金昂事業管理

年金審査保 課長

平成28年度臨時福祉給付金及び年金生
厚生労働省年金

H28.4.6 年管管発0406第3号 活者等支援臨時福祉給付金の実施につ 鈴木農希 年金属事業管理課 日本年金機構事業企酉部門担当理事
昂事業管理課長

いて（通知）

H28.4圃7年管管発0407第1号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

佐藤洋平 年金毘事業管理課
日本年金機構本部 厚生背働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.4.12 年菅管発0412第1号
再審査請求事件に保る処分について（容

中西勢樹 年金属事業管理諜 日本年金機構経嘗企画部長
年金属事業管理

認裁決） 課長

H28.4.12 年管管発0412第2号 再審査請求事件に係る処分について 中西秀樹 年金崩事業管理課 日本年金機構経営企画部長 事業管理課長

H28.4.12 年管管発0412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 年金毘事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、北 年金局事業管理

ついて 関東宮信越地域第一部長 課長

H28.4.12 年管管発0412第4号
年金の裁定等の決定にf系る承認について

森違士包 年金局事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年4月11日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.4.12 年管管発0412第5号
特別障害給付金の諸変更等の京認につ

佐藤洋平 年金島事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.4圃12年管管発0412第6号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金賭事業管理課
日本年金機構本部 厚生弾働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

障害基礎年金の支給額を改定する処分の
日本年金機構本部 車生卦働省年金

H28.4.12 年管官発0412第7号 取；開通知書（通知）への厚生労働大臣印 イ左藤洋平 年金島事業管理課
の押印依頼について

業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

審査請求事件に僚る保険者意見の鑓出に 年金崩事業管理課
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理
H28.4.13 年菅管発0413第1号

ついて
西野智樹

年金審査保
中国四園、九州厚生局社会保険審査

課長「届晶ー唱

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う
年金昂事業管理課 厚生労働省年金

H28.4.13 年管管発0413第2号
関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う学生

三箇｛右司 地方厚生（支）昂年金調整（管理）課長
納付特例の事務手続に関する特例に係る事務取扱 国民年金管理係 昂事業管理課長
要領等に係る様式の送付について

H28.4.13 年管管発0413第3号
特別障害給付金に係る裁定の承認につい

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金属事業管理
H28.4.14 年管官発0414第1号 中西罫樹 年金高事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、九州

いて
地域第一部長

課長

H28.4.14 年管管発0414第2号
行政訴訟事件iこ係る新たな処分について

松永潔文 年金崩事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金局事業管理

（｛衣頼） 課長

審査請求事件に保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
H28.4.15 年管管発0415第1号 中西需樹 年金属事業管理課 近畿、中圏四園、四圏、九州！草生（支）

ついて
昂社会保障審査官

課長

平成28年熊本県熊本地方の地震により
年金高事業管理課 地方厚生（支）昂年金調整（年金管理） 厚生労働省年金

H28.4.15 年管管発0415第2号 被害を受けた国民年金第1号被保険者に 若山大輔
国民年金管理係 課長 昂事業管理課長

対する保険料免除に保る取扱いについて



平成28年熊本県熊本地方の地震により
年金届事業管理課 厚生労髄省年金H28.4.15 年菅管発0415第3号 被害を受iすた国民年金第1号被保験者に 若山大輔 日本年金機構事業企画部門担当理事

対する保険料免除に保る取扱いについて
国民年金管理部 崩事業管理課長

審査請求事件の容認決定に保る処分につ 年金局事業管理課
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.4.18 年管管発0418第1号 大丸保秀直 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

いて 年金審査保
地域部長、九州地域第一部長

課長

H28.4.18 年管菅発0418第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 届事業管理課長

H28.4.19 年菅管発0419第1号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生芳働省年金

（平成28年4月18日依頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.4.19 年管管発0419第2号
平成28年度国民年金事務に罷る市町村と

五昧憲治
年金崩事業管理課

地方厚生（支）島年金調整（管理）課長
厚生労働省年金

の協力園連携計画書等の提出について 交付金協 局事業管理課長

H28.4.19 年管管発0419第3号
国民年金事務費交付金等に罷る市町村

五味憲治
年金昂事業管理課

地方厚生（支）局年金調整（管理）課長
厚生封｛動省年金

張込口塵悟報の確認について（依頼） 交付金保 局事業管理課長

ト128.4固20年管管発0420第2号
平成27年度積権管理計算書等の諸報告

大西耕平
年金局事業管理課 自本年金機構事業推進部門（総括担 厚生労｛動省年金

に関する事務の取扱いについて 藤入金管理係 当）理事 局事業管理課長

H28.4.20 年管管発0420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 年金賄事業管理課
日本年金機構本部 車生労働省年金

いて 業務管理部業務管理室長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ
田本年金機構経嘗企画部長、中部地

年金局事業管理
H28司4圃21年管管発0421第1号

いて
中茜秀樹 年金昂事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

課長
地域部長

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、

年金毘事業管理
H28.4.22 年管管発0422第1号 上村武志 年金局事業管理課 近畿、中国四圏、囲圏、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長



H28.4.22 年管管発0422第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

｛左藤洋平 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 摩生卦働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 居事業管理課長

H28.4.25 年管管発0425第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労i動省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.4.26 年管官発0426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

ついて 関東地域第一部長 課長

審査請求事件に罷る保験者意見の提出に 年金居事業管理課
北j毎道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.4.26 年管管発0426第2号 大久保書甚 近畿、中園田圏、四圏、九州摩生（支）

ついて 年金審査係
昂社会保険審査官

課長

ト128.4.26年管管発0426第3号 再審査請求事件に保る処分変買について 上村武器 年金島事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金毘事業管理
課長

H28.4.26 年菅菅発0426第4号
特別闇害給付金に係る裁定の承認につい

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.4.26 年管管発0426第5号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金晶事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年4月25日韓頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

審査請求事件に保る保験者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.4.27 年管管発0427第1号 中西罫樹 年金属事業管理課 近畿、中国四園、四圏、九州車生（支）

ついて
島社会保険審査官

課長

H28.4.27 年管管発0427第2号
各韓諸変買等の承翠について（平成28年

佐藤洋平 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労輸省年金

5月支払分等） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ
日本年金機構経曽企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.4.28 年管管発0428第1号

いて
中西秀樹 年金昂事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

課長
地域部長、四園地域部長



H28.4.28 年管管発0428第2号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

西野智樹
年金閣事業管理課 日本年金機構障害年金業務部長、近 年金属事業管理

ついて 年金審査保 畿地域第一部長 課長

H28圃4.28年管管発0428第2号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

西野智樹
年金局事業管理課 関東信越、近畿厚生昂社会保険審査 年金崩事業管理

ついて 年金審査保 p届晶司 課長

H28.4.28 年管管発0428第3号
老齢福祉年金の各種諸変重等の承認に

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

ついて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

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

年金馬事業管理
H28.5.2 年管管発0502第1号 西野智樹 中園田園、囲園、九州厚生（支）高社会

ついて 年金審査係
保険審査官

課長

H28.5.2 年管管発0502第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金蝿事業管理課
田本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.6 年管管発0506第1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
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.10 年菅管発0510第1号
審査請求事件に様る処分取消しの芸員認に

中西書樹 年金崩事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、支 年金昂事業管理

ついて 払部長 課長

H28.5.10 年菅管発0510第2号 再審査請求事件に罷る処分変重について 上村武志 年金高事業管理課 日本年金機構経営企面部長
年金昂事業管理
課長

審査請求事件に保る保険者意毘の提出に 年金届事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金昂事業管理
H28.5.10 年管管発0510第3号

ついて
大丸f果罫甚

年金審査保
近畿、中国四圏、四圏、九州軍生（支）

課長
局社会保験審査官

H28.5.10 年管管発0510第4号
特耳目障害給付金に罷る裁定の承認につい

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.5.10 年管菅発0510第5号
年金の裁定等の決定に罷る意認について

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 摩生背働省年金

（平成28年5月9田蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.10 年管管発0510第6号 争訟事件の処理について（回報） ｛左久間裕樹 年金賭事業管理課 福開法務昂長
大臣官房年金管
理審議官

審査請求事件に保る保障者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金島事業管理
H28.5.11 年管管発0511第1号 上村武志 年金属事業管理課 近畿、中国四園、九州厚生局社会保険

ついて
審査官

課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.5.12 年管管発0512第1号 中西秀樹 年金属事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、九1•1i

いて
地域第一部長

課長

H28.5.12 年管管発0512第2号 再審査請求事件に係る処分変重について 上村武志 年金居事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金昂事業管理
課長

審査請求事件に保る保険者意見の寵出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金蝿事業管理
H28.5.12 年管菅発0512第3号 中西尭樹 年金馬事業管理課 近畿、中園田園、四圏、九州厚生（支）

ついて
昂社会保険審査官

課長

短時間労働者に対する健康保験圃厚生年 年金昂事業管理課
日本年金機構事業企画部門担当理事図 年金局事業管理

1-128.5.13 年管管発0513第1号 金保険の適用拡大に保る事務の取扱いに 山村祐介 厚生年金保験管理
事業推進部門（統括担当）担当理事 課長

ついて f系

平成28年熊本地震の災害に伴う盟毘年

H28.5.13 年管管発0513第2号
金、厚生年金保険及び船員｛呆険の年金受

森達也 年金崩事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生党働省年金

給権者又は受給者にかかる現混届等の 毘事業管理課長
取扱し刈こついて

H28.5.13 年管管発0513第3号 再審査請求事件iこ罷る処分変重について 西野智樹
年金蝿事業管理課

日本年金機構経堂企画部長
年金馬事業管理

年金審査保 課長

H28.5.13 年管官発0513第4号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

西野智樹
年金崩事業管理課

田本年金機構南関東地域第一部長
年金毘事業管理

ついて 年金審査保 課長



H28.5.13 年管官発0513第4号
審査請求事件に罷る処分取消しの主義認に

西野智樹
年金局事業管理課

関東信越厚生晶社会保険審査宮
年金昂事業管理

ついて 年金審査保 課長

H28.5.13 年管管発0513第5号
特別障害給付金に係る裁定の承認につい

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 届事業管理課長

短時間労働者に対する健麗保険園厚生年 年金属事業管理課
地方j享生（支）局年金指導課長圃年金管 年金島事業管理

H28.5.13 年管管発0513第6号 金保険の適用拡大に｛系る事務の取扱いに 山村祐介 厚生年金保険管理
ついて f系

理課長 課長

H28.5.16 年管管発0516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 年金崩事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、甫 年金局事業管理

ついて 関東地域第一部長 課長

H28.5.16 年管官発0516第2号
国会議員（参議院）の被保障者記録確認

稲田裕美 年金島事業管理課 日本年金機構副理事長
厚生労働省年金

について 局事業管理課長

H28.5.16 年管管発0516第3号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金昂事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金昂事業管理
課長

H28.5.16 年管管発0516第4号
審査請求事件に係る処分取消しの承認に

上村武志 年金崩事業管理課 田本年金機構障害年金業務部長
年金晶事業管理

ついて 課長

H28.5.16 年管管発0516第4号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

上村武志 年金高事業管理課
東海北陸、近畿厚生局社会保険審査 年金昂事業管理

ついて r回－ー百 課長

H28.5.17 年管管発0517第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 中西秀樹 年金昂事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金毘事業管理
課長

審査請求事件の審認決定に係る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.5.17 年管管発0517第2号 中西秀樹 年金局事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

いて
地域部長

課長



審査請求事件に保る保険者意毘の提出に 年金毘事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.5.17 年管官発0517第3号 酉野智樹 近畿、中国囲圏、九州厚生（支）昂社会

ついて 年金審査｛系
保険審査官

課長

H28.5.17 年管管発0517第4号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.17 年管管発0517第5号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

森達士主 年金属事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.5.17 年管管発0517第6号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年5月16日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.18 年管管発0518第1号
審査請求事件に保る処分取消しの京認に

中西需樹 年金崩事業管理課
北海道、関東信越、近畿厚生局社会保 年金崩事業管理

ついて i噴審査官 課長

H28.5.18 年管管発0518第1号
審査請求事件に保る処分取消しの主義認に

中西書樹 年金昂事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、近 年金昂事業管理

ついて 畿地域第一部長 課長

「年金生活者支譲給付金の支給に関する

H28.5.19 年管管発0519第1号
法需の一部の施行に伴う経過措置に関す

小森圏ひとみ
年金毘事業管理課 地方j草生（支）昂 厚生労働省年金

る政令』（中略）による所得惜報の提供に 企聞係 年金調整課長、年金管理課長 局事業管理課長
｛系る事務の取扱いについて（通知）

H28.5.19 年管管発0519第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構業務管理部業務管理 厚生労働省年金

等の承認について 部長 晶事業管理課長

H28.5.19 年管管発0519第3号
介護保険料等の年金からの特別徴収につ

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 車生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28司5.20年管管発0520第1号 再審査請求事件に｛系る処分変更について 大久保秀直
年金蝿事業管理課

日本年金機構経雷企画部長
年金属事業管理

年金審査保 課長



審査請求事件に罷る保験者意見の謹出に 年金届事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金毘事業管理
H28.5圃20年管管発0520第2号 大久保秀直 近畿、中園四圏、四園、九州厚生（支）

ついて 年金審査罷
昂社会保険審査官

課長

審査請求事件に保る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金高事業管理
H28.5.20 年管管発0520第3号 上村武志 年金届事業管理課 近畿、中国四圏、田園、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長

H28.5.23 年管管発0523第1号
審査請求事件に係る保険者意毘の提出に

中西秀樹 年金昂事業管理課
北海道、関東信越、近畿、中国四園、 年金昂事業管理

ついて 九州厚生昂社会保験審査官 課長

H28.5.23 年管管発0523第2号
特別障害給付金の諸変更承認依頼につ

森達也 年金崩事業管理諜
日本年金機構本部 厚生労輸省年金

いて（平成28年5月18日額改定処理分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.24 年管管発0524第1号
審査請求事件に罷る処分散講しの承認に

中西秀樹 年金島事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 年金局事業管理

ついて 圏四国厚生局社会保険審査官 課長

H28.5.24 年菅管発0524第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

中西需樹 年金昂事業管理課
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 部地域第一部長 課長

H28.5.24 年管管発0524第2号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武悲 年金品毒事業管理課 日本年金機構経堂企画部長
年金崩事業管理
課長

H28.5.24 年管管発0524第3号
特別障害給付金に係る裁定の主主認につい

森達t包 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労｛動省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.24 年管管発0524第4号
年金の裁定等の決定に保る景認について

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年5月23日依頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.5.24 年管管発0524第5号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

議認について 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長



平成28年震における年金生活者支援給付
年金島事業管理課 年金局事業管理

H28.5.25 年管管発0525第1号 金に関する所得構報の曙｛共に保る事務取 小森圏ひとみ 各都道府県介護保険主管部（昂）長
扱の周知について（通知）

企画係 課長

H28.5.26 年管管発0526第1号
審査請求事件に保る保険者意見の提出に

西野智樹
年金高事業管理課 北海道、関東信越、東海北陸、中国田 年金局事業管理

ついて 年金審査係 圏、四国厚生（支）高社会保険審査官 課長

H28.5.27 年管管発0527第1号
再審査請求事件に保る拠分について（容

大久保秀車
年金昂事業管理課

日本年金機構経堂企画部長
年金毘事業管理

認裁決） 年金審査保 課長

H28.5.27 年管管発0527第2号
国会議員（衆議院）の被保障者記録確認

稲田裕美 年金崩事業管理課 日本年金機構副理事長
厚生労｛動省年金

について 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ
日本年金機構経営企画部長、南関東

年金昂事業管理
H28圃5.30年管管発0530第1号 中西秀樹 年金崩事業管理課 地域第一部長、中部地域第一部長、近

いて
畿地域第一部長、九州地域第一部長

課長

H28.5.30 年管官発0530第2号
審査請求事件に係る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金昂事業管理課
北海道、関東信越、近畿、中国囲国厚 年金局事業管理

ついて 生昂社会保験審査官 課長

H28.5.30 年管管発0530第2号
審査請求事件に罷る処分取消しの意認に

中西罫樹 年金昂事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、南 年金馬事業管理

ついて 関東地域第一部長 課長

H28.5.30 年管管発0530第3号
平成28年4月の年金額計算に伴う原簿更

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

新情報（年金額歴史）の承認について 業務管理部業務管理部長 島事業管理課長

H28圃5圃31年管管発0531第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金扇事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.5.31 年菅管発0531第2号
年金の裁定等の決定に｛系る君主認について

森達也 年金晶事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年5月30日蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.5.31 年管管発0531第3号
各種諸変重等の員長認について（平成28年

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生首働省年金

6月支払分等） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に競る処分につ
田本年金機構経堂企画部長、北関東国

年金局事業管理
H28.6.1 年管管発0601第1号

いて
中西需樹 年金属事業管理課 信越地域第一部長、中部地域第一部

課長
長、九州地域第一部長

H28.6.1 年管管発0601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 年金蝿事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金居事業管理
課長

H28.6.2 年管管発0602第1号 再審査請求事件に探る処分変更について 上村武志 年金属事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金昂事業管理
課長

H28.6.2 年管管発0602第2号
行政訴訟事件に保る新たえよ行政処分につ

小杉光憲 年金島事業管理課
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

いて（｛衣頼） 長 課長

労働者災害補償保険j去の休業（補髄）給

H28.6.2 年管管発0602第3号
｛寸たる保i蹟給付と厚生年金保険法等の年

鈴木良希 年金属事業管理課 田本年金機構副理事長
厚生労樹省年金

金たる保険給付との併給の調整に必要な 局事業管理課長
情報の提供について

H28.6.3 年菅管発0603第1号
審査請求事件に探る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金崩事業管理課
関東信越、東海北陸、近畿、中国四 年金属事業管理

ついて 圏、九州産生届社会保験審査官 課長

H28.6.3 年菅管発0603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 年金閣事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、中 年金問事業管理

ついて 部地域第一部長 課長

H28.6.3 年管管発0603第2号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

森達也 年金高事業管理課
田本年金機構本部 厚生封働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

「平成ニ十八年熊本地震災害関連義援金 年金局事業管理課
日本年金機構事業推進部門（統括担 年金崩事業菅理

H28.6.3 年管管発0603第3号 に係る差押禁止等に関する法律」の施行 山村祐介 厚生年金保障管理
当）担当理事 課長

について f系



「平成二十八年熊本地震災害関連義援金 年金員事業管理課
地方摩生昂年金課長、地方厚生（支） 年金島事業管理

H28.6.3 年菅管発0603第4号 に｛系る差押禁止等に関する法律jの施行 山村祐介 厚生年金保験管理
昂年金管理課長 課長

について ｛系

審査請求事件に罷る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東宮越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.6.6 年管管発0606第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中園田園、九州厚生昂社会保験

ついて
審査官

課長

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

年金島事業管理
H28.6.6 年管管発0606第2号 大久保書直 近畿、中闇四圏、田園、九州摩生（支）

ついて 年金審査保
属社会保険審査官

課長

H28.6‘7 年管管発0607第1号 老齢福祉年金各種諸変更等の意認につ
森達也 年金局事業管理課

自本年金機構本部 厚生労働省年金
いて 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28冒6.7年管管発0607第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
田本年金機構本部 摩生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 届事業管理課長

H28.6.7 年管管発0607第3号
年金の裁定等の決定に罷る意誌について

森達也 年金蝿事業管理課
田本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年6月6日依頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.6.8 年管管発0608第1号
審査請求事件に罷る保険者意見の提出に

西野智樹
年金局事業管理課 北海道、東海北陸、近畿、中国四国厚 年金局事業管理

ついて 年金審査龍 生昂社会保険審査官 課長

老齢厚生年金額の計算に保る特例の適
日本年金機構本部 摩生労働省年金

H28.6.8 年菅管発0608第2号 用について（通知）への 森達也 年金賄事業管理課
業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

厚生労働大臣印の押印依頼について

審査請求事件の容認決定に保る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28司6町9年管管発0609第1号 中西秀樹 年金蝿事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

いて
地域部長、九州地域第一部長

課長

審査請求事件に罷る保障者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.6.9 年管管発0609第2号 上村武志 年金崩事業管理課 近畿、中園田園、田園、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長



審査請求事件に探る保障者意見の提出に 年金崩事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金島事業管理
H28.6.10 年管管発0610第1号

ついて
大丸保秀藍

年金審査｛系
近畿、中国閤圏、田園、九州厚生（支）

課長
局社会保険審査官

H28.6.10 年管管発0610第2号
審査請求事件に罷る処分取消し等の承認

西野智醐
年金罰事業管理課

日本年金機構近畿地域第一部長
年金高事業管理

について 年金審査保 課長

H28.6.10 年管管発0610第2号
審査請求事件に採る処分取消し等の芸員認

西野智樹
年金属事業管理課

近畿厚生昂社会保験審査官
年金昂事業管理

について 年金審査保 課長

H28.6.13 年管管発0613第2号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.6.14 年管管発0614第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達-I±!. 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生骨髄省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.6.14 年管管発0614第2号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 j享生労働省年金

（平成28年6月13日蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.6.15 年管管発0615第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

中西喬樹 年金届事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 年金届事業管理

ついて 国四国厚生局社会保険蕃査官 課長

日本年金機構障害年金業務部長、東

H28.6.15 年管管発0615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
北地域第一部長、中部地域第一部長、 年金昂事業管理

ついて 北関東国信越地域第一部長、北関東固 課長
信越地域第二部長

H28.6.15 年管管発0615第2号 再審査請求事件にi系る処分変重について 上村武志 年金賭事業管理課 自本年金機構経嘗企画部長
年金屑事業管理
課長

H28.6.15 年管管発0615第3号
口頭意見陳述における保険者への質問事

中西書樹 年金昂事業管理課 九州揮生局社金保険審査官
年金晶事業管理

項に対する囲答について 課長



審査請求事件の容認決定に係る処分につ
自本年金機構経醤企画部長、中部地

年金賭事業管理
H28.6.16 年管管発0616第1号

いて
中西勢樹 年金賄事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長

課長

H28.6.16 年管管発0616第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.6.16 年管管発0616第3号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件に保る保険者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.6.17 年管管発0617第1号 上村武志 年金属事業管理課 近畿、四園、九州摩生（支）局社会保険

ついて
審査官

課長

審査請求事件に罷る処分取消しの承認に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金属事業管理
H28開6.20年管菅発0620第1号

ついて
中西罫樹 年金崩事業管理課 中園田圏、九州摩生晶社会保険審査

課長「民晶＝官

審査請求事件に揺る組分取消しの京認に
日本年金機構障害年金業務部長、北

年金晶事業管理
H28.6.20 年管管発0620第1号 中西書樹 年金居事業管理課 関東固信越地域第一部長、中部地域第

ついて
一部長

課長

H28.6.20 年管管発0620第2号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.6.20 年管管発0620第3号
介護保険料等の年金からの特別徴収につ

森達也 年金昂事業管理課
自本年金機構本部 厚生首働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 属事業管理課長

審査請求事件に保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
H28.6.21 年管管発0621第1号 中西罫樹 年金局事業管理課 近畿、中国囲圏、囲園、九111i厚生（支）

ついて
島社会保険審査官

課長

H28.6.21 年管管発0621第2号
行政訴訟事件に保る新た立行政処分につ

小杉光悪 年金崩事業管理課
日本年金機構法務園コンブライアンス部 年金馬事業管理

いて（依頼） 長 課長



H28.6.21 年管管発0621第3号
年金の裁定等の決定に罷る意認について

森達也 年金賭事業管理課
関本年金機構本部 厚生労骨省年金

（平成28年6月20日蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.6.22 年管官発0622第1号
再審査請求事件に係る処分について（容

大久保秀甚
年金昂事業管理課

日本年金機構経堂企画部長
年金局事業管理

認裁決） 年金審査係 課長

審査請求事件に保る保険者意貝の提出に 年金崩事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金局事業管理
H28.6.22 年管管発0622第2号 大久保秀直 園四圏、田園、九州厚生（支）局社会保

ついて 年金審査保
険審査官

課長

H28.6.22 年管管発0622第3号
審査請求事件に保る保険者意見の寵出に

西野智樹
年金昂事業管理課 北海道、関東信越、東海北醸、近畿、 年金扇事業管理

ついて 年金審査保 中国四国厚生属社会保険審査官 課長

時本年金機構経営企画部長、北海道

H28.6.22 年管管発0622第4号
審査請求事件の容認決定に罷る処分につ

中西書樹 年金買事業管理課
地域部長、中部地域第一部長、近畿地 年金昂事業管理

いて 域第一部長、中国地域部長、九州地域 課長
第一部長

平成28年度における国民年金法第30条
自本年金機構年金給付業務部門担当 厚生労働省年金

H28.6胴22年菅管発0622第5号 の4の規定による障害基礎年金受給権者 佐藤洋平 年金局事業管理課
の実態調査の実施について

理事 局事業管理課長

H28司6.23年管管発0623第1号
平成28年度圏民年金事務費交付金等の

五昧憲治
年金昂事業管理課 地方厚生（支）昂年金調整課（年金管理 厚生労働省年金

概算交付決定について 交付金需 課）長 局事業管理課長

H28.6.23 年管管発0623第2号
平成28年度国民年金事務費交付金等の

五昧憲治
年金局事業管理課 地方厚生（支）高年金調整課（年金管理 厚生賞輔省年金

概算交付について（第1囲半期分） 交付金様 課）長 局事業管理課長

. 

H28.6.23 年管管発0623第3号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

森達t包 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

国税馬職員等への実務研修の実掘につ
年金局事業管理課

年金局事業管理
H28.6.23 年管菅発0623第4号 山村祐介 厚生年金保険管理 国税庁徴収部徴収課長

いて（通知）
｛系

課長



国税関職員等への実務萌修の実施につ
年金局事業管理課

年金高事業管理
H28.6圃23年管管発0623第5号

いて（通知）
山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事

課長
f系

H28.6.27 年管管発0627第1号
特別障害給付金の諸変重等の承認につ

住藤洋平 年金局事業管理課
田本年金機播本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件に保る処分取消しの最認に
東海北陸、近畿、中園田園、九州厚生

年金昂事業管理
H28.6.28 年管管発0628第1号

ついて
中西秀樹 年金属事業管理課 昂社会保険審査官

課長

H28.6圃28年管管発0628第1号
審査請求事件に保る処分取消しの最認に

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、九 年金局事業管理

ついて 州地域第一部長 課長
f 

H28.6.28 年管管発0628第2号
年金の裁定等の決定に保る承認について

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

（平成28年6月27日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H2R6.28 年管管発0628第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 j草生労働雀年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

審査請求事件に係る保験者意毘の提出に
北海道、東北、関東宮越、東海北陸、

年金毘事業管理
H28.6.29 年菅管発0629第1号 上村武志 年金昂事業管理課 近畿、中国四園、九州厚生崩社会保険

ついて
審査官

課長

H28.6.30 年菅管発0630第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 中西秀樹 年金昂事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金島事業管理
課長

H28.6.30 年管管発0630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 年金居事業管理課
関東信越、東溝北陸、近畿、中国四国 年金昂事業管理

ついて 厚生属社会探験審査官 課長

審査請求事件に保る処分取消しの承認に
自本年金機構障害年金業務部長、南

年金昂事業管理
H28.6町30年管管発0630第2号 中西秀樹 年金局事業管理課 関東地域第一部長、中部地域第一部

ついて
長、近畿地域第一部長、中園地域部長

課長



審査請求事件の容認決定に罷る処分につ
日本年金機播経嘗企画部長、南関東

年金属事業管理
H28.6圃30年管管発0630第3号 中西勢樹 年金昂事業管理課 地域第一部長、中部地域第一部長、近

いて
畿地域第一部長、中園地域部長

課長

「平成28年熊本地震に伴う健鹿保険法及
年金昂事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理

H28.6.30 年管管発0630第4号
び厚生年金保険法における摸準報酬月額

山村祐介 厚生年金保険管理 事、事業推進部門（統括担当）担当理
年金居事業管理

の定時決定の取扱いに保る特例措置につ
f系 事

課長
いて」に伴う事務処理等について
「平成28年熊本地震に伴う纏藤保険法泉

年金局事業管理課
び厚生年金保険法における標準報酬月額 年金属事業管理

H28.6.30 年管管発0630第5号
の定時決定の取扱いに保る特例措置につ

山村祐介 j草生年金保険管理 地方厚生（支）崩長
課長

いてJIこ伴う事務処理等について
｛系

H28.6.30 年管管発0630第6号
口頭意見陳述における保験者への費問事

中西秀樹 年金局事業管理課 近畿厚生局社会保験審査官 事業管理課長
I重に対する囲答について

H28.6.30 年管管発0630第7号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

森達也 年金届事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.4 年管管発0704第1号
老齢福祉年金の各謹諸変更等の京認に

佐藤洋平 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生首輸省年金

ついて 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

審査請求事件に保る保験者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.7.5 年管管発0705第1号 中西需樹 年金属事業管理課 近畿、中園田園、九州厚生昂社会保険

ついて
審査官

課長

H28.7.5 年管管発0705第2号
各種諸変買等の君史認について（平成28年

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生骨髄省年金

7月支払分等） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28圃7.5年管管発0705第3号
年金の裁定等の決定に係る意認について

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年7.J:M自依頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.7.5 年管管発0705第4号
国畏年金障害給付等の不支給決定等の

森遺t包 年金問事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.7.6 年管管発0706第1号
審査請求事件に係る保障者意見の握出に

西野智樹
年金居事業管理課 北海道、東北、関東宮越、東海北陸、 年金賄事業管理

ついて 年金審査保 近畿、九州厚生昂社会保臨審査官 課長

審査請求事件に係る保険者意見の謹出に 年金居事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.7.6 年管管発0706第3号 大久保需産 近畿、中園田園、四国、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
局社会保険審査官

課長

審査請求事件の容器決定に係る処分につ
日本年金機構経堂企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.7.7 年管管発0707第1号 中西秀樹 年金属事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

いて
地域部長

課長

H28.7.7 年管管発0707第2号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武器 年金高事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金高事業管理
課長

H28.7.7 年管管発0707第3号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金属事業管理諜
日本年金機構本部 車生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.8 年管管発0708第1号
平成21年度市面T村園民年金等事務費決

五昧憲治
年金昂事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長国年金管 厚生労働省年金

算審査の実施について 交付金係 理課長 局事業管理課長

H28.7.11 年管管発0711第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金賄事業管理課
自本年金機構本部 厚生首働省年金

意認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.7.12 年菅雷発0712第1号
審査請求事件に係る処分取消しの承認に

中西書樹 年金局事業管理課
関東信越、東海北陸、近畿、中園田 年金局事業管理

ついて 圏、九州厚生局社会保険審査官 課長

H28.7阻12年管管発0712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 年金毘事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、中 年金昂事業管理

ついて 部地域第一部長 課長

H28.7.12 年管管発0712第2号
審査請求事件の容認決定に罷る処分につ

中西秀樹 年金居事業管理課
日本年金機構経営企画部長、中部地 年金属事業管理

いて 域第一部長、九州地域第一部長 課長



H28.7.12 年管管発0712第3号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達i:!! 年金属事業管理課
日本年金機摺本部 厚生労働省年金

（平成28年7月11自依頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.7.13 年管管発0713第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 大久保秀直
年金局事業管理課

田本年金機構経営企画部長
年金高事業管理

年金審査保 課長

審査請求事件に罷る保験者意見の提出に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理
H28.7.14 年管管発0714第1号 中西罫樹 年金昂事業管理課 中園田園、四圏、九州厚生（支）周社会

ついて
保険審査官

課長

審査請求事件に罷る保険者意見の提出に
北海道、東北、関東｛言越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.7.14 年菅管発0714第2号 上村武志 年金昂事業管理課 近畿、中国四圏、田園、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長

H28.7.14 年管管発0714第3号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金居事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 島事業管理課長

H28.7.14 年管菅発0714第4号
特別障害給付金の諸変買等の承認につ

森達也 年金愚事業管理課
畠本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

圏民年金眠障生年金保険精神の障害に
年金閣事業管理課 日本年金機構事業企田部門担当理事 年金高事業管理

H28.7.15 年菅管発0715第1号 ｛系る等級判定ガイドラインの実施等につい 村松英明
障害認定企画保 事業推進部門（総括担当）担当理事 課長

て（通知）

国民年金園摩生年金保険精神の障害に
年金崩事業管理課 地方厚生（支）毘年金調整課長年金 年金局事業管理

H28.7.15 年管管発0715第2号 ｛系る等級判定ガイドラインの実施等につい 村松英明
障害認定企画係 管理課長 課長

て（通知）

国民年金圃厚生年金保険精神の障害に
年金崩事業管理課 財務省大臣官爵企画官（主計局給与共 年金昂事業管理

H28.7.15 年管雷発0715第3号 係る等級判定ガイドラインの実施等につい 村松英明
障害認定企画係 溝課担当） ［まか 課長

て（通知）

H28.7.19 年管管発0719第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

中西罫樹 年金属事業管理課
関東信越、近畿、中園田園j草生島社会 年金島事業管理

ついて 保険審査官 課長



H28.7.19 年管管発0719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 年金局事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、近 年金局事業管理

ついて 畿地域第一部長 課長

H28.7.19 年管管発0719第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部 J業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.20 年管管発0720第1号 年金の裁定等の決定に係る承認について
森達也 年金局事業管理課

日本年金機構本部 厚生労働省年金
（平成28年7月19日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

遅延特別加算金未支給年金請求の却下
日本年金機構本部 厚生労働省年金

H28.7.20 年管管発0720第2号 について（通知）への厚生労働大臣印の押 森達也 年金局事業管理課
印依頼について

業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.20 年管管発0720第3号
介護保険料等の年金からの特別徴収につ

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.21 年管管発0721第1号
審査請求事件に係る保険者意見の提出に

西野智樹
年金局事業管理課 関東信越、東海北陸、近畿、四園、九 年金局事業管理

ついて 年金審査係 州厚生（支）局社会保険審査官 課長

H28.7.21 年管管発0721第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.7.26 年管管発0726第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、九州

いて
地域第一部長

課長

H28.7.26 年管管発0726第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.7.26 年管管発0726第3号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年7月25日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



審査請求事件に保る保険者意毘の提出に 年金毘事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金属事業管理
H28.7.27 年管管発0727第1号 大文｛呆秀甚 近畿、中国四圏、四圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
島社会保険審査官

課長

H28.7.27 年管管発0727第2号
再審査請求事件に保る処分について（容

大久保秀麗
年金高事業管理課

田本年金機構経営企画部長
年金局事業管理

認裁決） 年金審査係 課長

審査請求事件に探る保障者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.7.27 年管管発0727第3号 上村武恵 年金局事業管理課 近畿、中国四圏、四圏、九州厚生（支）

ついて
局社会保験審査官

課長

H28.7.27 年管管発0727第4号 再審査請求事件に係る処分変重について 中西秀樹 年金届事業管理課 日本年金機構経堂企画部長
年金崩事業管理
課長

H28.7.27 年管管発0727第5号
審査請求事件に保る保障者意見の提出に

中西罫樹 年金昂事業管理課
関東信越、東海北陸、近畿、中園田 年金居事業管理

ついて 圏、九州厚生局社会保険審査官 課長

H28.7.28 年管管発0728第1号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 摩生首働省年金

等の君主認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.1 年管管発0801第1号
園民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

1-128.8.1 年管管発0801第2号
各種諸変更等の承認について（平成28年

森達也 年金賭事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

8月支払分等） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.8.1 年管管発0801第3号
国民年金障害年金額改定請求書（非改

森達也 年金届事業管理課
田本年機構本部 厚生労働省年金

定）の承認にかかる取下げ依頼について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

1-128.8.2 年管菅発0802第1号
年金の裁定等の決定に罷る承認について

森達也 年金届事業管理課
日本年金機構本部 厚生費働省年金

（平成28年8月1日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.8.2 年管管発0802第2号
年金額変重不該当決定取；開通知書への

森達也 年金属事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

庫生労働大亘印の押印依頼について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

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
東海北陸、近畿、田園、九州｜厚生（支）

年金属事業管理
H28.8.3 年管管発0803第1号

ついて
西野智樹

年金審査保
晶社会保験審査官

課長

国毘年金j去に基づく層書の電子媒体化お
年金閣事業管理課 地方厚生（支）昂年金調整課長、年金 厚生労働省年金

H28.8.3 年管管発0803第2号 より、様式の統一化にかかる調査および意 五味憲治
見照会について

交付金保 管理課長 局事業管理課長

H28圃8.5年管管発0805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、東 年金島事業管理

ついて 北、南関東、中部地域第一部長 課長

審査請求事件に罷る保験者意毘の寵出に 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
H28.8“5 年管管発0805第2号 大（）.＿保持車 近畿、中国四園、四圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
届社会保険審査宮

課長

H28.8.5 年管管発0805第3号
老齢福祉年金の各瞳諸変更等の承認に

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

ついて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.5 年管管発0805第4号
特別障害給付金にf系る裁定の承認につい

森達也 年金商事業管理課
日本年金機構本部 厚生骨髄省年金

て 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.8.5 年管管発0805第5号
平成27年麗歳入決算純計額報告書の提

金田晴人
年金賭事業管理課

日本年金機構事業推進部門担当理事
年金高事業管理

出について 最入金管理｛系 課長

H28.8.8 年管管発0808第1号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

中西書樹 年金届事業管理課
北海道、関東信越、東海北陸、近畿厚 年金届事業管理

ついて 生高社会保険審査官 課長

H28.8.8 年管管発0808第1号
審査請求事件にf系る処分取消しの京認に

中西秀樹 年金昂事業管理課
自本年金機構障害年金業務部長、北 年金毘事業管理

ついて 海道地域部長 課長



H28.8.8 年管管発0808第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金局事業管理課

関東信越、東海北陸、近畿厚生局社会 年金局事業管理
ついて 保険審査官 課長

H28.8.8 年管管発0808第2号 審査請求事件に係る処分取消しの承認に
中西秀樹 年金局事業管理諜

日本年金機構障害年金業務部長、、南 年金局事業管理

． ついて 関東、中部地域第一部長 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、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理H28.8.8 年管管発0808第3号 大久保秀直 中国四園、九州厚生（支）局社会保険
ついて 年金審査係

審査官
課長

H28.8.8 年管管発0808第4号
個人住民税の公的年金からの特別徴収

長谷川秀美 年金局事業管理課
日本年金機構 厚生労働省年金

制度の見直し実施について 事業企画部門担当理事 局事業管理課長

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、東海北陸、

年金局事業管理
H28.8.9 年管管発0809第1号 西野智樹 近畿、中園田園、四国、九州厚生（支）

ついて 年金審査係
局社会保険審査官

課長

H28.8.9 年管管発0809第2号 年金の裁定等の決定に係る承認について
森達也 年金局事業管理課

日本年金機構本部 厚生労働省年金
（平成28年8月8日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.9 年管管発0809第3号
賃金スライドに伴う原簿更新の承認依頼

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

について（平成28年8月改定分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.9 年管管発0809第4号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ
日本年金機構経営企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.8.10 年管管発0810第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 域第一部長、近畿地域第一部長、中国

いて
地域部長、九州地域第一部長

課長

H28.8.10 年管管発0810第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



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H28.8.16 年管管発0816第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中国四園、四園、九州厚生（支）
ついて

局社会保険審査官
課長

H28.8.16 年管管発0816第2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 厚生労働省年金
（平成28年8月15日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.16 年管管発0816第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

佐藤洋平 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.17 年管管発0817第1号 再審査請求事件に係る処分変更について 大久保秀直
年金局事業管理課

日本年金機構経首企画部長
年金局事業管理

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
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理H28.8.17 年管管発0817第2号 上村武志 年金局事業管理課 近畿、四国厚生（支）局社会保険審査
ついて F民－．官 課長

H28.8.18 年管管発0818第1号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.18 年管管発0818第2号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.18 年管管発0818第3号
介護保険料等の年金からの特別徴収につ

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.19 年管管発0819第1号
行政事件訴訟にかかる新たな処分につい

佐久間裕樹 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長 事業管理課長
て

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
H28.8.22 年管管発0822第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中園田園、四園、九州厚生（支）

ついて
局社会保険審査官

課長



H28.8.23 年管管発0823第I号
由民年金障害基礎年金請求書（不支給）

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生芳働省年金

の承認にかかる取下げ依頼について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.23 年管管発0823第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等師

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.8.23 年管管発0823第3号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年8月22日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.8.23 年管官発0823第4号
行政事件訴訟事件に保る支払手続につい

服部 JI慎一 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金昂事業管理

て（1衣頼） 課長

H28.8.24 年管管発0824第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金局事業管理課
関東信越、東海北陸、近畿、四圏、九 年金崩事業管理

ついて 州厚生（支）馬社会保険審査官 課長

審査請求事件に保る処分取消しの意認に
田本年金機構障害年金業務部長、北

年金局事業菅理
H28.8.24 年管管発0824第1号 中西書樹 年金馬事業管理課 関東園信越地域第二部長、中部地域第

ついて
一部長

課長

H28圃8.24年管管発0824第2号
審査請求事件の容認決定に係る担分につ

中臣秀樹 年金崩事業管理課
日本年金機構経営企画部長、中部地 年金島事業管理

いて 域第一部長、近畿地域第一部長 課長

国民年金障害基礎年金支給停止事由消
日本年金機構本部 厚生労働省年金

H28.8.24 年菅管発0824第3号 臓届（却下）決定通知書への厚生勢融大 森達也 年金昂事業管理課
業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

臣正pの押印依頼について

H28.8圃25年管管発0825第1号
口頭意見陳述における保険者への費問事

中西秀樹 年金届事業管理課 関東信越摩生島社会保険審査官 事業管理課長
項に対する囲答について

H28.8.25 年管管発0825第2号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

森達也 年金昂事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



H28.8.26 年管管発0826第1号 再審査請求事件に罷る処分変更について 上村武志 年金局事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長
年金局事業管理
課長

H28.8.26 年管管発0826第2号
審査請求事件に探る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、近畿、九州 年金局事業管理

ついて 厚生島社会保険審査官 課長

H28.8.26 年管菅発0826第2号
審査請求事件に協る処分取消しの意認に

中西尭樹 年金馬事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、九 年金属事業管理

ついて 州地域第一部長 課長

審査請求事件に揺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、東海北陸、

年金局事業管理
H28.8.26 年管菅発0826第3号 大久保秀直 近畿、中国四国、囲圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査様
昂社会保験審査官

課長

H28田8.29年管管発0829第1号 再審査請求事件に罷る処分変重について 大久保秀直
年金崩事業管理課

自本年金機構経堂企画部長
年金崩事業管理

年金審査保 課長

審査請求事件に儲る保験者意見の提出に 年金崩事業管理課
車北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金局事業管理
H28.8.29 年管官発0829第2号 西野智樹 圏囲圏、囲圏、九州厚生（支）眉社全保

ついて 年金審査保
験審査官

課長

国民年金障害給付等の不支給決定等の ” 日本年金機構本部 厚生労働省年金
H28.8.29 年管管発0829第3号

承認について
森達也 年金昂事業管理課

業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28圃8.30年管管発0830第1号 再審査語求事件に保る処分変更について 中西罫揖 年金蝿事業管理課
日本年金機構経堂企画部長 年金局事業管理

課長

H28.8.30 年管管発0830第2号
審査請求事件の容認決定に係る処分につ

中西秀謝 年金昂事業管理課
日本年金機構経営企画部長、近畿地 年金島事業管理

いて 域第一部長 課長

H28.8.30 年管管発0830第3号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年8月29日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



圏民年金及び庫生年金保険等の返納金
年金局事業管理課 摩生賞働省年金

H28.8.31 年菅管発0831第1号 債権等の的確な債権管理事務の徹底に 高橋恵津子
最入金管理保

日本年金機構事業推進部門担当理事
崩事業管理課長

ついて（通知）

社会保験オンラインシステムに登録されな

H28.8.31 年管管発0831第2号
い手管理分の債権に保る納入告知事務等

高橋悪津子
年金昂事業管理課 日本年金機構事業推進部門（総括担 厚生封働省年金

の取り扱いについての一部鹿止について 議入金管理係 当）担当理事 局事業管理課長
（通知）

H28.8.31 年管菅発0831第3号
再審査請求事件に保る処分について（容

大久保秀直
年金昂事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金属事業管理

認裁決） 年金審査保 課長

H28.9.1 年菅管発0901第1号
各種諸変更等の承認について（平成28年

森達也 年金届事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

9月支払分等） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.9.1 年管管発0901第2号
老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に

森達也 年金属事業管理課
田本年金機構本部 厚生労働省年金

ついて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28司9.1年管管発0901第3号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金賭事業管理課
日本年金機構本部 厚生卦働省年金

等の承認について 業務管理部業務管理部長 高事業管理課長

平成28年台風第10号による大閣により
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整（年金管理） 厚生費働省年金

H28.9.1 年菅管発0901第4号 被害を受けた園民年金第1号被保険者に 三箇｛右耳
国民年金管理罷 課長 昂事業管理課長

対する保験料免除に罷る取扱いについて

平成28年台盟主第10号による大雨により
年金局事業管理課 厚生労働省年金

H28.9.1 年管管発0901第5号 被害を受けた圏民年金第1号被保験者に 王笛｛右司
国民年金管理保

日本年金機構事業企関部門担当理事
局事業管理課長

対する保険料免除に罷る取扱いについて

審査請求事件に保る課険者意見の提出！こ
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金属事業管理
H28.9.2 年管官発0902第i号

ついて
上村武志 年金属事業管理課 中国四園、九州厚生局社会保践審査

課長「局~百

H28.9.5 年管管発0905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
東北、関東信越、近畿、中園田園、田 年金局事業管理

ついて 園、九州厚生（支）局社会保険審査官 課長



H28.9.5 年管管発0905第1号
審査請求事件に罷る処分取消しめ京認に

中西勢樹 年金崩事業管理課
日本年金機構障害年金業務部長、南 年金局事業管理

ついて 関東地域第一部長 課長

H28.9.6 年管管発0906第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生首働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.9.6 年管管発0906第2号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年9月5自依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.9.7 年管管発0907第1号 再審査請求事件に罷る処分変重について 上村武志 年金崩事業管理課 日本年金機構経堂企画部長
年金高事業管理
課長

H28.9.7 年管管発0907第2号
介護保験料等の年金からの特別徴聴につ

森達也 年金居事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理諜長

H28.9固8年管管発0908第1号
審査請求事件の容認決定に係る処分につ

中西秀樹 年金局事業管理課
日本年金機構経営企画部長、中部地 年金局事業管理

いて 域第一部長、近畿地域第一部長 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、関東宮越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.9圃8年菅管発0908第2号 中西秀樹 年金崩事業管理課 近畿、囲圏、九州厚生（支）昂社会保険

ついて
審査官

課長

H28.9.8 年管管発0908第3号
特別障害給付金に罷る裁定の承認につい

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件に係る保障者意見の曜出に 年金高事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金属事業管理
H28幽9.9年管管発0909第1号

ついて
大久保秀甚

年金審査保
近畿、中国四圏、九州厚生（支）眉社会

課長
保障審査官

H28.9.9 年菅管発0909第2号
国毘年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長



審査請求事件に保る保験者意毘の提出に 年金眉事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金届事業管理
H28.9.12 年管管発0912第1号 酉野智樹 近畿、中園田圏、九州厚生局社会保険

ついて 年金審査様
審査官

課長

H28.9.13 年管菅発0913第1号
特別障害給付金の諸変更等の京認につ

森遺也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.9.13 年管管発0913第2号
年金の裁定等の決定に揺る承認について

森達也 年金届事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年9月12日蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

審査請求事件に係る処分取消しの主義認に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.9.14 年管菅発0914第1号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中圏西圏、九州厚生島社会保険

ついて
審査官

課長

審査請求事件に係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

年金崩事業管理
H28.9.14 年管管発0914第1号 中西秀樹 年金崩事業管理課 海道地域部長、東北地域第一部長、近

ついて
畿地域第一部長、中国地域部長

課長

H28圃9.15年管管発0915第1号
平成28年度園民年金事務費交付金等の

五昧憲治
年金蝿事業管理課

地方厚生（支）昂年金調整（管理）課長
厚生労｛動省年金

概算交付について（第2四半期分） 交付金犠 局事業管理課長

H28.9.15 年管管発0915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
年金局事業管理課

日本年金機構経曽企画部長
年金扇事業管理

年金審査保 課長

北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

H28.9.15 年管管発0915第3号
審査請求事件に係る保険者意見の提出に

上村武誌 年金崩事業管理課
中園田園、四圏、九州厚生（支）昂社会 年金局事業管理

ついて 保険審査官 課長

H28.9.16 年管官発0916第1号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

中西秀樹 年金聞事業管理課
自本年金機構経堂企画部長、近畿地 年金高事業管理

いて 域第一部長、九州地域第一部長 課長

H28.9.16 年管管発0916第2号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

等の京認について 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



｛建麗｛呆験の事務の一部を行わせる地域の
年金局事業管理課

日本年金機構事業推進部門（統括担 年金崩事業管理
H28.9.20 年管管発0920第1号

取消しについて（通知）
山村祐介 車生年金保障管理

当）担当理事 課長
｛系

健療保険の事務の一部を行わせる地域の
年金属事業管理課

年金局事業管理
H28.9.20 年管管発0920第2号

取消しについて（通知）
山村祐介 j享生年金保険管理 近畿厚生局年金調整課長

課長
｛系

｛建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

年金属事業管理
H28.9.20 年管管発0920第3号

取消しについて（通知）
山村祐介 厚生年金保険管理 九州厚生崩年金調整課長

課長
｛系

H28.9.20 年管官発0920第4号 再審査請求事件に保る処分変更について 大久保秀直
年金局事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金属事業管理

年金審査保 謀長

H28.9.20 年管管発0920第5号
介護保険料等の特別徴収に係る市町村

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労｛動省年金

への通知について 業務管理部業務管理部長 眉事業管理課長

H28.9圃23年管管発0923第i号
特別障害給付金に保る裁定の君史認につい

森達士包 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.9.23 年管管発0923第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金賭事業管理諜
田本年金機構本部 厚生骨髄省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

「｛建鹿保険法及び厚生年金保｜漬j去におけ
年金島事業管理課

H28.9.23 年管管発0923第3号
る標準報酬月額の定時決定及び随時改

山村祐介 塵生年金保険管理
地方厚生島年金指導課長、地方厚生 年金昂事業管理

定の取扱いについてjの一部改正につい f系
（支）高年金管理課長 課長

て
「健鹿f呆険法麗び厚生年金保険法におけ

年金昂事業管理課
財務省大臣官居企画官（主計昂給与共

H28.9.23 年管管発0923第4号
る標準報醐月額の定時決定思び随時改

山村祐介 厚生年金保険管理
済課担当）、総務省自治行政局公務員 年金賭事業管理

定の取扱いについてjの一部改正につい 部福本I］課長、文部科学省高等教育問 課長
て

｛系
私学部私学行政課長

H28冒9.26年管雷発0926第1号
特別障害給付金の諸変更等の京認につ

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長



審査請求事件に儒る保障者意見の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.9.27 年管管発0927第1号 中西秀樹 年金居事業管理課 近畿、中国田園、囲園、九州摩生（支）

ついて
開社会保験審査官

課長

H28.9.27 年管管発0927第2号
年金の裁定等の決定に揺る承認について

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年9月26自依頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28固9.27年管管発0927第3号
園民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金昌事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.9.28 年管管発0928第1号
障害基礎年金審査業務の集約に伴う審査

撞木和宏
年金属事業管理課

社会保険蕃査官
年金晶事業管理

請求関保書類の送付先の変更について 年金審査保 課長

日本マルチベイメントネットワーク推進

H28.9.29 年管管発0929第1号 国民年金保険料のペイジ一利用保進に保
三富｛右司

年金高事業管理課 協議会
事業管理課長

る協力依頼について 国民年金管理保 日本マルチペイメントネットワーク運営
機構

H28.9.29 年管管発0929第2号
口頭意見｜喋述における保験者への費問事

中西秀樹 年金崩事業管理課 関東信越厚生島社会保険審査官
年金局事業管理

項に対する囲答について 課長

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化 年金崩事業管理課
年金局事業管理

H28‘9.30 年菅菅発0930第1号
等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

山村祐介 厚生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事
一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例 課長
的な取扱いについて ↑系

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民

年管管発0930第5号
年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関す 年金蝿事業管理課

日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生労｛動省年金

H28園9.30 る政令」及び「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等 佐藤洋平
年金給付管理保 局事業管理課長のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経

遇措置に関する省令Jの公布に伴う事務の取扱いについて

『公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民

年管官発0930第6号
年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に闘す

佐藤洋平
年金蝿事業管理課 地方j享生（支）闇年金調整課長、年金 厚生費働省年金

ト128.9.30 る政令」及び「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等
年金給付管理保 管理課長 国事業管理課長のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経

過措置に関する省令jの公布iこ伴う事務の取扱いについて

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化 年金昂事業管理課
地方厚生崩年金指導課長、地方j草生 年金局事業管理

H28.9.30 年管管発0930第7号
等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

山村祐介 厚生年金保験管理一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例 （支）崩年金管理課長 課長
的な取扱いについて 保



公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化

間90301年開発問0第8号 1＝；店良界間議論議！：：i：諜1~ I山村祐介
的な取扱いについて

1財務省大臣官麗企画官（主計届給与共
年金属事業管理課1 I 

｜溝諜担当）、総務省自治行政昂公務員｜年金届事業管理
厚生年金保険管理 1 I 
保 ｜部福手I］課長、文部科学省高等教青局 ｜課長

｜私学部私学行政課長




