
施行田 文蓄番号 件名 起案者 記案担当課mf系 施行先 施行者

H28.10.3 年管発1003第1号
訴訟事件の調査回報書について（福間地

小杉光憲 年金崩事業管理諜 法務省訟務昂長，福岡法務届長 年金管理審議官
裁平成28年（行ウ）第48号）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第2号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 臓部 JI富一 年金崩事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第3号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部）I慎一 年金賄事業管理課 担当法務関長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第4号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金属事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第5号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴E去の訴松代理権の指定につ
大臣官扉年金管

H28.10.3 年管発1003第6号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第7号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI顕一 年金高事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第8号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部！｜慎一 年金島事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大亜官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第9号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI顕一 年金局事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第10号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 臓部 JI慶一 年金昂事業管理課 担当法務島長

理審議官
｛牛）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第11号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金属事業管理課 担当法務局長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官扉年金管
H28.10.3 年管発1003第12号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金昂事業管理課 担当法務昂長

理審議官
件）

行政事件訴斡の訴訟代理権の指定につ 大臣官扉年金管
H28.10.3 年管発1003第13号 いて（平成26年（行ウ）第フ3号 lまか74 臓部 JI慎一 年金馬事業管理課 担当法務局長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第14号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大亜宮麗年金管

H28.10.3 年管発1003第15号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 )I関一 年金賭事業管理課 担当法務昂長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第16号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第17号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI蹟一 年金高事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大監官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第18号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部順一 年金属事業管理課 担当法務高長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第19号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 II随一 年金届事業管理課 担当法務崩長
件）

理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第20号 いて（平成26年（行ウ）箪73号 ほ か74 服部 )I憤一 年金崩事業管理課 担当法務届長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第21号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務局長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官扉年金管
H28.10.3 年管発1003第22号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI憤一 年金昂事業管理課 担当法務島長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第23号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI圏一 年金局事業管理課 担当法務晶長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大置官震年金管

H28.10.3 年管発1003第24号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部）I慎一 年金閣事業管理課 担当法務愚長
理審議官

件）

行政事件訴斡の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第25号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 目軍部）I由一 年金局事業管理課 担当法務開長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官扉年金管

H28.10.3 年管発1003第26号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金局事業管理課 担当法務昂長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第27号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部）I慎一 年金局事業管理課 担当法務届長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官扉年金管

H28.10.3 年管発1003第28号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 目陸部 JI憤一 年金昂事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官罵年金管

H28.10.3 年管発1003第29号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部順一 年金局事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年雷発1003第30号 いて（平成26年（行ウ）第ブ3号ほか74 臓部 JI慎一 年金届事業管理課 担当法務毘長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第31号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部！｜慎一 年金島事業管理課 担当法務昂長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第32号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 目車部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務居長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官房年金管

H28.10.3 年管発1003第33号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務毘長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第34号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 騒音日順一 年金局事業管理課 担当法務昂長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣宮麗年金管

H28.10.3 年管発1003第35号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI顕一 年金高事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第36号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部順一 年金昂事業管理諜 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件言耳目公の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第37号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI圏一 年金局事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年菅発1003第四号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務馬長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第39号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部 JI慎一 年金高事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第40号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 )I慎一 年金属事業管理課 担当法務関長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第41号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務眉長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第42号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 臓部 JI蹟一 年金問事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官薦年金管

H28.10.3 年管発1003第43号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部順一 年金属事業管理課 担当法務開長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大垣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第44号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 臓部 )I慎一 年金局事業管理課 担当法務晶長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管H28.10.3 年管発1003第45号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金扇事業管理課 担当法務昂長

件）
理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官房年金管H28.10.3 年管発1003第46号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金属事業管理課 担当法務昂長

件）
理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大置官爵年金管H28.10.3 年管発1003第47号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI虞一 年金昂事業管理課 調当法務届長

件）
理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管H28.10.3 年管発1003第48号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 臓部 JI関一 年金属事業管理課 担当法務昂長

件） 理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管H28.10.3 年管発1003第49号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務昂長

件） 理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理擢の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第50号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部 JI慎一 年金届事業管理課 担当法務開長

理審議官
｛牛）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第51号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 眠部 JI慎一 年金届事業管理課 担当法務眉長
理審議官

件）

行政事件訴誌の訴訟代理権の指定につ
大臣官房年金管

H28.10.3 年管発1003第52号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金島事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官扉年金管

H28.10.3 年官発1003第53号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金賭事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴踏の訴訟代理権の指定につ
大臣官扉年金管

H28.10.3 年管発1003第54号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI贋一 年金属事業管理課 担当法務局長
｛牛）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第55号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 騒音BJI慎一 年金局事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴松代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第56号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 l慎一 年金属事業管理課 担当法務局長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第57号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI慎一 年金高事業管理課 担当法務局長
件） 理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管H28.10.3 年管発1003第58号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金属事業管理課 担当法務局長

件） 理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第四号 いて（平成26年（行ウ）第73号 ほ か74 服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務居長
件） 理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第60号 いて（平成26年（行ウ）第73号 iまか74 服部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務馬長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官爵年金管
H28.10.3 年管発1003第61号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 II慎一 年金局事業管理課 担当法務島長

理審議官
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第62号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金昂事業管理課 担当法務毘長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大軍官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第63号 いて（平成26年（行ウ）第ブ3号ほか74 臓部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第64号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.l0.3 年官発1003第65号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI顕一 年金賭事業管理課 担当法務晶長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第66号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部順一 年金崩事業管理課 担当法務昂長
件） 理審議官

行政事件訴訟の訴能代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第67号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 服部 JI関一 年金高事業管理課 担当法務局長
件） 理審議官

行政事件訴訟の訴総代理権の指定につ
大臣官爵年金管

H28.10.3 年管発1003第68号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 臓部順一 年金島事業管理課 担当法務馬長
件） 理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第69号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金毘事業管理課 担当法務昂長
件） 理審議官



行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ 大臣官麗年金管
H28.10.3 年管発1003第70号 いて（平成26年（行ウ）第73号［まか74 臓部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務局長

理審議官
件）

f守政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大垣宮麗年金管

H28.10.3 年管発1003第71号 いて（平成26年（行ウ）第73号［まか74 服部 JI贋一 年金昂事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官薦年金管

H28.1 0園3年官発1003第72号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほかフ4 眼部 II慎一 年金属事業管理課 担当法務崩長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴能代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第73号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部順一 年金崩事業管理課 担当法務晶長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第74号 いて（平成26年（行ウ）第73号 lまか74 服部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長
理審議官

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第75号 いて（平成26年（行ウ）第73号 iまか74 服部順一 年金属事業管理課 担当法務昂長
件）

理審議官

行政事件訴訟の訴訟代理権の指定につ
大臣官麗年金管

H28.10.3 年管発1003第76号 いて（平成26年（行ウ）第73号ほか74 臓部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務昂長
｛牛）

理審議官

H28.i 0圃4年管発1004第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金局事業管理課 大阪法務愚長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.10.4 年管発1004第2号
人事異動に伴う行政事件訴訟の指定代理

小杉光悪 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官
人の消滅について

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
大臣官爵年金管

H28.10.4 年管発1004第3号 指定について（横浜地裁平成28年（行ウ） 服部 JI慎一 年金局事業管理課 横浜地方法務昂長
第49号）

理審議官



H28.10.4 年官発1004第4号
平成28年（行ウ）第49号滞納処分無効

臓部 JI慎一 年金局事業管理課 法務省訟務居長T 横浜地方法務崩長
大臣官扉年金管

礎認請求事件の調査囲報の提出について 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官房年金管

H28.10.7 年管発1007第1号 指定について（福岡地裁平成28年（行ウ） 畑中正調 年金昂事業管理課 福岡法務昂長
理審議官

第57号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官房年金管

H28.10.7 年管発1007第2号 指定について（福岡地裁平成28年（行ウ） 畑中正規 年金島事業管理課 福間法務局長
理審議官

第57号）

判決に対する上訴の要否等について（東
大臣官爵年金管

H28.10.7 年管発1007第3号 京地方裁判所平成26年（ワ）第10943 畑中正視 年金高事業管理課 東京法務島長
理審議官

号）

H28. i0.11 年管発1011第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

イ左久間裕醐 年金島事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.10.11 年管発1011第2号
行政事件訴訟の実施設び指定代理人の

｛在久間裕樹 年金崩事業管理課 秋田地方法務関長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

遺族厚生年金不支給決定取消請求事件
大臣官麗年金管

H28.10.11 年管発1011第3号 （平成28年（行ウ）第4号）に保る調査団 ｛左丸開裕樹 年金局事業管理課 法務省訟務局長、秋田地方法務闇長
理審議官

報について

H28.10.12 年管発1012第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金昂事業管理課 高松法務局長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.10.12 年管発1012第2号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

岩諜lji改博
年金崩事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（石川日東京） 監査室

H28.10.12 年管発1012第3号
判決に対する上訴の要否について〔東京

畑中正視 年金昂事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

地裁平成26年（ワ） 10943号） 理審議官



慶藤義塾大学病院病院長一般財団法人神戸在 厚生労働省大臣

H28.10.13 年管発1013第1号
「障害年金の認定（血液固造車器痕患）に

村松英明
年金局事業管理課 宅医療ー介護推進財団神戸リハピ、リテーション病 官爵年金管理審

関する専門家会合」について 障害認定企画館 院病院長国立大学法人金沢大学医薬保健研究
域域長名古屋大学医学部附属病院病院長 議官

「障害年金の認定（血液聞造血器疾患）に 年金高事業管理課
厚生労働省大臣

H28.10.13 年管発1013第1号 村松英明 倉石安庸直江知樹 官爵年金管理審
関する専門家会合」について 障害認定企画保

議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H28.10.17 年管発1017第1号 指定について（東京高裁幽 28年（行コ）第2 小杉光憲 年金崩事業管理課 東京法務闇長 年金管理審議官

72号）

H28.10.17 年管発1017第2号
国喪年金等専門調査員の推p就住依頼に

若山大輔
年金島事業管理課

神戸市｛果纏福祉眉長
臣官爵年金管

ついて 自民年金管理係 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官爵年金管

H28.10.21 年管発1021第1号 指定について（東京地裁平成28年（行ウ） 畑中正視 年金閣事業管理課 東京法務昂長
理審議官

第230号）

H28.10.24 年管発1024第1号
平成28年（行ウ）第3号障害年金田護請

松永潔文 年金国事業管理課 広島法務届長
大臣官麗年金管

求事件の調査田報の送付について 理審議官

H28.10.24 年管発1024第2号 争訟事件の処理について（囲報） 小杉光恵 年金島事業管理課 宇都宮地方法務愚長
大臣官爵年金管
理審議官

H28.10.25 年菅発1025第1号
訴斡事件の調査回報について（松山地裁：

Jj＼杉光恵 年金昂事業管理課 法務省訟務昂長，松山地方法務届長 年金管理審議官
平成28年（行ウ）第5号）

H28.10.26 年管発1026第1号 システム監査の実施結果について 健崎博プト
年金崩事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

H28.10.26 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 年金昂事業管理課 名吉霊法務島長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官



｛建麗保l噴法施行親員IJl立び厚生年金保険 年金局事業管理課 大臣官麗年金管
H28.10.27 年管発1027第1号 法施行規則の一部を改正する省令の公布 山村祐介 厚生年金保険管理 田本年金機構理事長

理審議官
について ｛系

｛建臆f呆験法施行規則及び厚生年金保険 年金属事業管理課
大臣官房年金管

H28.10.27 年管発1027第2号 法施行規則の一部を改正する省令の公布 山村祐介 庫生年金保険管理 地方厚生（支）昂長
理審議官

について ｛系

纏康保検法施行規則及び厚生年金保験 年金昂事業管理課
大臣官爵年金管

H28.10.27 年管発1027第3号 法施行規則の一部を改正する省令の公布 山村祐介 厚生年金保障管理 金冨｛建藤保険協会理事長
理審議官

について ｛系

H28.10.28 年管発1028第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

早川誠一
年金属事業企画課

呂本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（神奈川園新潟） 監査室

平成27年度年金特別会計（纏鹿勘定、子

H28.10.28 年管発1028第2号
ども悶子膏て支援勘定を除く）に保る財務

大前裕喜
年金属事業企画課

大臣官扉会計課長 年金管理審議官
書類の大臣官扉会計課長あて提出につい 会計霊決算保
て

H28.10.28 年管発1028第3号
請求の；濃縮申立書に関する意毘について

畑中正視 年金蝿事業管理課 鹿島法務局長
大臣官爵年金管

（広島地裁平成28年（行ウ）第8号） 理審議官

熊本県における厚生年金保険料等に関す
年金崩事業管理課

大臣官爵年金管
H28.10.31 年管発1031第1号 山村祐介 j草生年金保険管理 地方厚生（支）崩長

る納期限の指定について
｛系

理審議官

熊本県における厚生年金保験料等に関す
年金局事業管理課

大盟官麗年金管
H28.10.31 年管発1031第2号 山村祐介 厚生年金保険管理 E本年金機構理事長

る納期限の指定について
（系

理審議官

行政事件訴訟の実植法び指定代理人の
伊

H28.11.2 年管発1102第1号 指定について（東京地裁：28年（行ウ）第4小杉光恵 年金高事業管理課 東京法務届長 年金管理審議官
17号）

H28.11.4 年管発1104第1号
日本年金機構本部に対する業務監査及び

早川誠一
年金崩事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
会計監査の実施について 監査室



H28.11.9 年管発1l09第1号
訴訟事件の調査田報について（東京地裁

畑中正視 年金閣事業管理課 法務省訟務昂長，東京法務毘長
大臣官麗年金管

平成28年（行ウ）第230号） 理審議官

裁決取消請求事件（京都地裁平成28年

H28.11.9 年管発1109第2号
（行ウ）第28号）に罷る被告（圏）のために

山本信太郎 年金崩事業管理課 京都地方法務局長
大臣官爵年金管

訴訟を行う職員の指定及び行政事件訴訟 理審議官

の実施｛衣頼について

H28.11.10 年管発1110第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

末永博和
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（山野） 監査室

H28.11.11 年管発1111第1号 指定代理人の指定について 谷山雅子 年金属事業管理課 大阪法務局長
大臣官爵年金管
理審議官

H28圃11.11年管発1111第2号 指定代理人の指定について 谷山雅子 年金崩事業管理課 高松法務居長
大垣官麗年金管
理審議官

行政手続における特定の｛国人を識別する

H28.11.11 年管発1111第4号
ための番号の利用等に関する法樺附員I］第

若山大輔
年金届事業管理課

自本年金機構理事長
大臣官爵年金管

王条のこの政令で定める日を定める政令 圏民年金管理保 理審議官
の公布等について
行政手続における特定の個人を識別する

H28.11.11 年管発1111第5号
ための番号の利用等に関する法樺附買IJ第

若山大輔
年金属事業管理課

地方摩生（支）島長
大臣官爵年金管

＝条のニの政令で定める日を定める政令 国民年金管理係 理審議官
の公布等について

H28.1 U 1 年管発1111第6号
特殊法人日本年金機構における投職員の

松本正罫 年金島事業企画課 日本年金機構理事長
大臣官爵年金管

給与について 理審議官

H28.11.14 年管発i114第1号
平成28年（行ウ）第15号行政処分取消請

谷山雅子 年金属事業管理課 高松法務居長
大臣官麗年金管

求事件の調査囲報の送付 理審議官

ト128.11.14年管発1114第2号
争訟事件の処理について（囲報）（東京地

畑中正視 年金局事業管理課 東京法務高長
大臣官爵年金管

裁平成28年（行ウ）第116号） 理審議官



H28.11.14 年管発1114第3号 争訟事件の処理について（田報） 小杉光恵 年金晶事業管理課 千葉地方法務局長
大臣官扉年金管
理審議官

H28.11.17 年管発1117第1号
平成28年度の日本年金機構の拠点に対

遠藤孝次
年金届事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
する槽報セキュリティ監査について 監査室

住民基本台帳ネットワークからの本人確
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、地方公共団体

H28.11.17 年管発1117第2号 認槽報の提供に関する協定書の改定につ 小森圏ひとみ
企画探 情報システム機構

年金管理審議官
いて

H28.11.17 年管発1117第3号
人事異動に伴う行政事件訴訟の指定代理

松永潔文 年金晶事業管理課 東京法務局長
大臣官麗年金管

人の消滅について 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H28.11.18 年管発1118第1号 指定について（東京地裁・平成28年（行 小杉光憲 年金昂事業管理課 東京法務昂長 年金管理審議官

ウ）第180号）

H28.11.18 年管発1118第2号 決定の告知について（回報） 小杉光恵 年金閣事業管理課 大阪法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官

H28.11.21 年管発1121第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

性久間裕樹 年金昂事業管理課 福島地方法務闇長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.11.21 年官発1121第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 年金局事業菅理課 東京法務昂長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.11.21 年管発1121第4号
法令データ突合結果の認証について(I享

柴田直慧 年金属事業企画課 総務省行政管理屈長 年金管理審議官
生年金保険法ほか10件）

H28.11.22 年管発1122第1号
訴訟事件の調査囲報について（福岡地裁

畑中正規 年金局事業管理課 法務省訟務局長，福岡法務昂長
大臣官爵年金管

平成28年（行ウ）第57号） 理審議官



行政事件訴訟の実施及び指定代理人の 大臣官麗年金管
H28.11.24 年管発1124第1号 指定について（東京地裁：平成28年（行 服部 JI慎一 年金崩事業管理課 東京法務崩長

理審議官
ウ）第451号

処分取消請求事件（平成28年（行ウ）第6

H28.11.24 年管発1124第2号
号，第7号）に係る被告（圏）のために訴踏を

山下里美 年金属事業管理課 松江地方法務昂長
大臣官房年金管

行う職員の指定説び行政事件訴訟の実施 理審議官
怯頼について
平成27年度年金特別会計財務書類に保

H28.11.24 年管発1124第4号
る大臣官房会計課長あて報告及び会計檎

大前裕喜
年金崩事業企画課

大臣官麗会計課長
年金管理審議官

査院からの検査の結果に保る囲答につい 会計室決算｛系 及び年金局長
て

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H28.11.24 年管発1124第5号 指定について（福岡地裁：28年（行ウ）第7小杉光悪 年金高事業管理課 福岡法務馬長 年金管理審議官

1号）

H28.11.24 年管発1124第6号
訴訟事件の調査囲報について（東京地裁：

小杉光~ 年金崩事業管理課 法務省幹務関長，東京法務届長 年金管理審議官
平成28年（行ウ）第180号）

行政事件訴踏の実路思び指定代理人の
大臣官爵年金管

H28.11.25 年管発1125第1号 指定について（名古塵高裁平成28年（行 畑中正視 年金局事業管理課 名古E霊法務島長
理審議官

コ）第46号）

行政事件訴E去の実施及び指定代理人の
大臣官扉年金管

H28.11.25 年管発1125第2号 指定について（名古屋高裁平成28年（行 畑中正視 年金高事業管理課 名古屡法務局長
理審議官

コ）第46号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官爵年金管

H28.11.25 年官発1125第3号 指定について（東京地裁平成28年（行ウ） 畑中正視 年金昂事業管理課 東京法務島長
第422号）

理審議官

H28.11.25 年管発1125第4号
争訟事件に係る指定代理人の指定につい

畑中正課 年金蝿事業管理課 札標法務昂長
大臣官爵年金管

て（札暢高裁平成28年（行コ）第22号） 理審議官

H28.11.30 年管発1130第1号
厚生年金保険法施行規剰の一部を改正

若山大輔
年金崩事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官爵年金管

する省令の公布について（通知） 国民年金管理保 理審議官



H28.11.30 年管発1130第2号
厚生年金保験法施行規則の一部を故正

若山大輔
年金属事業管理課

地方厚生（支）島長
大亜官麗年金管

する省令の公布について（通知） 国民年金管理係 理審議官

H28.12.1 年管発1201第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

早川誠一
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（京都圏It島） 監査室

H28.12.2 年管発1202第1号
訴えの取下げに対する意見について（囲

光恵 年金局事業管理課 福岡法務騎 年金管理審議官
報）

H28.12.2 年管発1202第2号
行政事件訴絵訴訟の指定代理人の指定

畑中正規 年金属事業管理課 大頓法務局長
大臣官爵年金管

について 理審議官

H28.12.5 年管発1205第1号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁・

小杉光憲 年金属事業管理課 法務省訟務晶長，東京法務昂長 年金管理審議官
平成28年（行ウ）第417号）

H28.12.5 年管発1205第2号
訴訟事件の調査由報について（福岡地裁圃

小杉光悪 年金局事業管理課 法務省訟務昂長，福岡法務昂長 年金管理審議宮
平成28年（行ウ）第71号）

H28.12.5 年管発1205第3号
訴訟事件の調査囲報について（名古雇地

小杉光恵 年金昂事業管理課 法務省訟務局長，名古屋法務局長 年金管理審議官
裁ー平成28年（行ウ）第82号）

H28.12.9 年管発1209第2号
平成28年慶の日本年金機構の拠点に対

遠藤孝次
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
する情報セキュリティ監査について 監査室

撞害賠｛藁等請求事件（東京地方裁判所，
大臣官爵年金管

H28.12.9 年管発1209第4号 平成28年（ワ）第30229号）に保る行政 服部順一 年金痛事業管理課 東京法務昂長
事件訴訟の指定代理人の指定について

理審議官

H28.12.14 年管発1214第1号 決定の告知について（囲報） 小杉光恵 年金崩事業管理課 大阪法務昂長
大臣官麗年金管
理審議官



H28.12.15 年管発1215第1号 決定の告知について（圏報） 佐久間裕樹 年金問事業管理課 大店長法務関長
大臣官爵年金管
理審議官

H28.12.15 年管発1215第3号
槽報セキュリティ監査の実施結果について

住久政彦
年金属事業企画課

日本年金機捕理事長 年金管理審議官
（対象拠点・横調賀年金事務所） 監査室

H28.12.16 年管発1216第1号
社会保障審議会臨時委員桂命に保る君主

松本望
年金賭事業管理課 公益社団法人あい権利擁護支援ネット

年金管理審議官
諾依頼について（年金記錬訂正分科会） 管理保 代表理事小嶋珠実氏他1名

H28.12.16 年管発1216第2号
社会保障審議会臨時委員任命に保る承

松本望
年金局事業管理課

池田悪利子氏他6名 年金管理審議官
諾｛衣頼について（年金記録訂正分科会） 管理保

訴訟救助申立事件に保る決定の告知につ
大臣官爵年金管

H28.12.19 年管発1219第1号 いて（囲報）（本件事件名：東京高裁平成2松永潔文 年金高事業管理課 東京法務局長
理審議官

8年（行コ）第389号）

H28.12.20 年管発1220第1号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間半答期 年金賄事業管理課 大阪法務昂長
大臣官房年金管

指定について 理審議官

H28.12.20 年管発1220第2号
行政事件訴訟の実施法び指定代理人の

｛左久間裕樹 年金属事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H28.12.21 年管発1221第1号
処分取消事件（平成28年（行ウ）第6号，

北村一世 年金高事業管理課 法務省訟務届長
大臣官爵年金管

第フ号）に偏る調査回報について 理審議官

H28.12.21 年管発1221第2号
処分取；商事件（平成28年（行ウ）第6号，

北村一也 年金居事業管理課 松江地方法務島長
大臣官麗年金管

第フ号）に保る調査囲報について 理審議官

H28.12.21 年管発1221第3号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

千原潔
年金属事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（愛知） 監査室



厚生年金保l噴法施行規則の一部を改正
年金毘事業管理課

大臣官爵年金管
H28.12.26 年管発1226第1号

する省令の公布について
坊農雄樹 厚生年金保険管理 日本年金機構理事長

理審議官
f系

厚生年金保険法施行規則の一部を改正
年金屑事業管理課

大臣官罵年金管
H28.12.26 年管発1226第2号

する省令の公布について
坊農雄樹 厚生年金保障管理 地方厚生（支）局長

理審議官
｛系

H28.12.26 年管発1226第3号
日本年金機構法施行令の一部を改正する

柴盟直慧 年金局事業企画課 日本年金機構理事長
大臣官爵年金管

政令等の公布について（案） 理審議官

H28.12.27 年管発1227第1号 システム監査の実施結果について 佐藤｛建悦
年金崩事業企画課

自本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

H28.12.27 年管発1227第2号
訴訟事件の調査囲報について（東京地裁

畑中正視 年金局事業管理諜 法務省訟務局長，東京法務局長
大臣官扉年金管

平成28年（行ウ）第422号） 理審議官

H28.12.28 年管発1228第2号
厚生年金保険法施行現則等の一部を改

若山大輔
年金届事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官爵年金管

正する省令の公布について 国民年金管理係 理審議官

H28.12.28 年管発1228第3号 ！草生る年省金令保の｜投公法布施に行つ規い制て等の一部を故 若山大輔
年金蝿事業管理課

地方厚生（支）島長
大臣官爵年金管

正す 国民年金管理保 理審議官

H28.12.28 年管発1228第4号
j草生年金保険法施行規則の一部を改正

小森園ひとみ
年金昂事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
する省令等の公布について（通知） 企画館

H28.12.28 年管発1228第5号
厚生年金保険法施行規則の一部を改正

小森圏ひとみ
年金聞事業管理課

地方厚生（支）島長 年金管理審議官
する省令等の公布について（通知） 企画保

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H29.1.5 年管発0105第1号 指定について（東京地裁：28年（行ウ）第5／］＼杉光恵 年金高事業管理課 東京法務崩長 年金管理審議官

19号）



H29.1.6 年管発0106第1号
業務監査表び会計監査の実施結果につ

星野幸治
年金属事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（福田） 監査室

H29.1.6 年管発0106第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金届事業管理課 大眠法務晶長
大臣官麗年金管

指定について 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.1.6 年管発0106第3号 指定について（大阪高裁： 28年（行コ）第2 小杉光憲 年金属事業管理課 大阪法務晶長 年金管理響議官

7号）

年金支給遅延損害金国家賠償請求控訴

H29.1.6 年管発0106第4号
事件（大阪高等裁判所，平成28年（ネ）第

服部 JI慶一 年金毘事業管理課 大阪法務晶長
大臣官爵年金管

2947号）に保る行政事件訴訟の指定代 理審議官
理人の指定について

行政事件訴訟の実施法び指定代理人の
大霞官爵年金管

H29.1.6 年管発0106第5号 指定について（名吉塵高裁平成28年（行 畑中正規 年金昂事業管理課 名古塵法務昂長
理審議官

コ）第73号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官爵年金管

H29.1.6 年管発0106第6号 指定について（那覇地裁平成28年（行ウ） 畑中正調 年金賄事業管理課 那覇地方法務晶長
理審議官

第17号）

H29.1.6 年管発0106第7号
訴訟事件の調査回報について（那覇地裁

畑中正視 年金愚事業管理課 法務省訟務昂長，那覇地方法務昂長
大臣官爵年金嘗

平成28年（行ウ）第17号） 理審議官

H29.1.10 年管発0110第1号
行政訴器事件の実施設び指定代理人の

谷山雅子 年金属事業管理課 大阪法務昂長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H29.1.10 年管発0110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 年金崩事業管理課 高松法務局長
大臣官爵年金管

指定について（平成28年（行ウ）第16号） 理審議官

訴訟救助申立事件に係る決定の告知につ
大臣官麗年金管

H29.1.10 年雷発0110第3号 いて（回報）（本件事件名園大阪高裁平成2 松永潔文 年金昂事業管理課 大阪法務用長
8年（行コ）第303号） 理審議官



H29.UO 年管発0110第4号
法令データ突合結果の認証について（政

柴田直慧 年金昂事業企画課 総務省行政管理局長 年金管理審議官
令1件）

年金記録の不訂正決定に係る審査詰求棄却裁決取

H29.1.11 年管発0111第1号
消請求事件（静岡地裁平成28年（行ウ）第31号）に

山本信太郎 年金崩事業管理課 静岡地方法務局長
大臣官麗年金管

係る被告（国）のために訴訟を行う職員の指定及び 理審議官
行政事件訴訟の実施依頼について

H29.U2 年管発0112第1号
訴えの臨下げに対する意毘について（闇

松永潔文 年金属事業管理課 東京法務愚長
大臣官爵年金管

報） 理審議官

国家賠償請求控訴事件（東京高等裁判
大臣官爵年金管

H29圃U3年管発0113第1号 所，平成28年（行コ）第369号）に保る行 臓部 JI慎一 年金賭事業管理課 東京法務開長
理審議官

政事件訴訟の指定代理人の指定について

H29.1.13 年管発0113第2号
法令データ突合結果の認証について（法

柴田甚慧 年金属事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官
律1件）

圏畏年金資格取得処理無効請求等事件
大臣官爵年金管

H29.1.16 年管発0116第1号 （平成28年（ウ）第110号）に罷る調査闇 佐久間裕樹 年金昂事業管理課 名古崖法務眉長、法務省訟務昂長
報について

理審議官

平成28年度の日本年金機構の拠点に対
年金属事業企画課

H29.1.17 年管発0117第1号
する槽報セキュ1）ティ監査について

杉山英軍 監査室システム監 日本年金機構理事長 年金管理審議官
査｛系

裁決取消請求事件（平成28年（行ウ）第2
大臣官爵年金管H29.U8 年管発0118第1号 8号）にf系る調査回報の通知及び答弁書 白山裕久 年金局事業管理課 法務省訟務開長

案の提出について
理審議官

裁決取消請求事件（平成28年（行ウ）第2
大臣官爵年金管H29.U8 年管発0118第2号 8号）に｛系る調査囲報の通知義び答弁書 自山裕久 年金高事業管理課 大阪法務用長

案の寵出について
理審議官

平成28年公的年金加入状混等調査に保
年金崩事業管理課 大臣宮扉年金管H29.1.19 年管発0119第2号 る加入状況確認事務の実施について（依 南保貴紀 市区酎村長

頼）
調査室統計調査保 理審議官



H29.1.19 年管発0119第3号
訴えの取下げに対する意見について（札

畑中正視 年金属事業管理課 札幌法務開長
大軍官房年金管

輯地裁平成28年（行ウ）第27号） 理審議官

H29.1.23 年管発0123第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金昂事業管理課 大阪法務開長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

訴訟上の救助申立事件（東京地裁平成

H29.1.24 年管発0124第1号
28年（行ク）第267号）に保る救助付与決定

膏藤｛審宏 年金局事業管理課 東京法務毘長
大臣官房年金管

に対する即時抗告の要否及びその理由に 理審議官
ついて

社会保険等の支払い請求事件（東京地裁

H29.1.24 年管発0124第2号
平成28年（行ウ）第421号）に保る被告

膏藤修宏 年金属事業管理課 東京法務昂長
大臣官爵年金管

（園）のために訴訟を行う職員の指定及び 理審議官
行政事件訴訟の実施依頼について

H29.1.25 年管発0125第1号
判決に対する上訴の要否等について（田

小杉光悪 年金局事業管理課 高松法務局
大臣官爵年金管

報） 理審議官

特定個人情報等の保護管理事務等に関

H29.1.25 年管発0125第2号
する監査の実施結果について

遠藤孝次
年金員事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
（対象拠点：東京臨域事務センター、幕強 監査室
年金事務所、鶴見年金事務所）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官麗年金管

H29.1.26 年管発0126第2号 指定について（鹿島地裁平成28年（行ウ） 畑中正課 年金届事業管理課 広島法務崩長
第37号）

理審議官

構報セキュリァィ監査の実施結果について

H29.1.26 年雷発0126第3号
（通知）

佐藤謙一
年金閣事業企画課

田本年金機構理事長
大亜官爵年金管

[H28-005］（対象拠点：岡山東年金事務 監査室 理審議官
所、関山j主域事務センター）

H29.1.26 年管発0126第4号 判決に対する上訴の要否等について 松永潔文 年金昂事業管理課 東京法務局長
大臣官扉年金管
理審議官

H29.1.30 年雷発0130第1号
行政事件訴訟の指定代理人の追加指定

佐久間裕樹 年金閣事業管理課 大阪法務昂長
大臣官爵年金管

について 理審議官



行政事件訴訟の実施盈び指定代理人の
H29.1圃30年管発0130第2号 指定について（東京地裁：28年（行ウ）第5 小杉光憲 年金賭事業菅理課 東京法務局長 年金管理審議官

58号）

H29.1.31 年管発0131第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 年金局事業管理課 東京法務昂長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H29.2.1 年管発0201第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

末永博和
年金局事業企闇課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（埼玉） 監査室

撞害賠償請求事件（東京地方裁判所，平
大臣官爵年金管

H29圃2.2年管発0202第1号 成28年（ワ）第35628号に罷る行政事件 服部 JI慎一 年金局事業管理課 東京法務畠長
理審議官

訴訟の指定代理人の指定について

行政事件訴訟の実施忍び指定代理人の
大臣官麗年金管

H29.2.3 年管発0203第1号 指定について（東京地裁平成28年（行ウ） 畑中正視 年金属事業管理課 東京法務届長
第601号）

理審議官

H29.2固3年管発0203第2号
訴訟事件の調査由報について（東京地裁

畑中正調 年金昂事業管理課 法務省訟務昂長，東京法務局長
大臣官爵年金管

平成28年（行ウ）第601号） 理審議官

厚生封働大臣が定める現物給与の価額
年金毘事業管理課 j草生労働省大臣

H29.2.6 年管発0206第1号
について（通知）

野本祐樹 j草生年金保険管理 日本年金機構理事長 官爵年金管理審
｛系 E義

ト129.2圃6年管発0206第2号 争能事件の処理について（囲報） 三井修 年金局事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管
理審議官

H29.2.6 年管発0206第3号
行政訴訟事件の指定代理人の指定につ

谷山雅子 年金属事業管理課 ヰLr標法務昂長
大臣官麗年金管

いて（1衣頼） 理審議官

社会保障審議会専門委員任命に保る承
年金崩事業企画課

H29.2.6 年菅発0206第4号 諾依頼について（I情報セキュリテイ司システ 黒JII正憲 中jI Ii建治 年金管理審議官
ム専門委員会）

システム室計画保



社会保険等の支払い請求事件（東京地裁 大臣官爵年金管
H29.2.6 年管発0206第5号 平成28年（行ウ）第421号）に係る調査田 予寄藤博宏 年金局事業管理課 法務省訟務昂長

理審議官
報の通知について

H29閉2.7年管発0207第2号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金昂事業管理課 東京法務昂長
大臣官扉年金管

指定について 理審議官

H29.2.7 年管発0207第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金属事業管理課 千葉地方法務関長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H29.2.9 年管発0209第1号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

自根史貴
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（静岡） 監査室

H29.2.13 年管発0213第1号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁ー

小杉光恵 年金高事業管理課 法務省訟務局長，東京法務昂長 年金管理審議官
平成28年（行ウ）第558号）

H29.2.16 年管発0216第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

釜山雅子 年金田事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

平成28年（行ウ）第496号障害年金不支
大臣官爵年金管

H29.2.16 年管発0216第2号 給矩分取j高等請求事件の調査囲報の送 谷山雅子 年金届事業管理課 東京法務昂長
理審議官

付について

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
大臣官爵年金管

H29.2.17 年管発0217第1号 指定について（平成28年（行ウ）第593 住久間裕樹 年金崩事業管理課 東京法務局長
号）

理審議官

平成26年（行ウ）第557号遺脹年金不
大臣官爵年金管

H29.2.17 年管発0217第2号 支給処分取消請求事件の判決に対する 性久間裕樹 年金属事業管理課 東京法務局長
上訴の要否について（囲報）

理審議官

H29.2.17 年管発0217第3号
平成28年（行ウ）第45号争訟事件に関

松永潔文 年金崩事業管理課 千葉地方法務昂長
大臣官爵年金管

する取下げについて（囲報） 理審議官



H29.2.17 年管発0217第4号
法令データ突合結果の認証について（政

柴田甚慧 年金崩事業企画課 総務省行政管理闇長 年金管理審議官
令1件）

H29.2.20 年管発0220第1号 争訟事件の処理について（田報） ＝井修 年金届事業管理課 大阪法務昂長
大臣官扉年金管
理審議官

H29.2.20 年管発0220第2号
訴えの一部取下げに対する同意の可否に

谷山雅子 年金蝿事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

ついて 理審議官

H29.2.20 年管発0220第3号 判決に対する上訴の要否等について 谷山雅子 年金閣事業管理課 福岡法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官

平成28年（行ウ）第45号障害基礎年金
大臣官爵年金管

H29.2.21 年管発0221第1号 の支給請求事件の調査団報の送付につ 松永潔文 年金属事業管理課 法務省総務局長，千葉地方法務局長
理審議官

いて

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
年金局事業管理課

H29.2.24 年管発0224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

若山大輔 日本年金機構理事長
大臣官層年金管

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措 国民年金管理係 理審議官
置に関する省令の公布について（通知）

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
年金属事業管理課

H29.2.24 年管発0224第2号
等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

若山大輔 地方j草生（支）昂長
大臣官爵年金管

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措 国民年金管理保 理審議官
置に関する省令の公布について（通知）

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定

H29.2.24 年管発0224第6号
に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料

稲田裕美 年金崩事業管理課 日本年金機構理事長 年金管理審議官を前納する場合の期間及び納付すべき綴の一部を
改正する件について（通知）

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定

H29.2.24 年管発0224第7号
に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料

稲田裕美 年金属事業管理課 地方厚生（支）昂長 年金管理審議官を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を
改正する件について（通知）

H29圃2.24年管発0224第8号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

佐久間裕樹 年金昂事業管理課 高松法務開長
大臣官爵年金管

指定について（平成29年（行コ）第1号） 理審議官



平成26年（行ウ）第2号遺族厚生年金不
大亜官爵年金管

H29.2.24 年管発0224第9号 支給裁定取消請求事件の判決に対する 佐久間裕樹 年金届事業管理課 調｜｜蕗地方法務昂長
理審議官

上訴の要否について（囲報）

H29.2.24 年管発0224第10号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

臓部 )I慎一 年金局事業管理課 広島法務昂長
大臣官爵年金管

指定について（平成29年（行ウ）第3号） 理審議官

情報セキュリァィ対策等に係る監査の実

H29.2.27 年管発0227第1号
施結果について（通知）

｛主藤謙一
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
大臣官扉年金管

[H28-006］（対象拠点：前橋年金事務所、 監査室 理審議官

高崎広域事務センター）

H29.2.27 年管発0227第3号 システム監査の実施結果について f主久政麗
年金馬事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
監査室

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官爵年金管

H29.2.27 年管発0227第4号 指定について（福岡高裁平成28年行コ第 服部 )I腫一 年金高事業管理課 大臣官房年金管理審議官
理審議官

47号）

行政事件訴訟の実施泣び指定代理人の
大臣官房年金管

H29.2.27 年管発0227第4号 指定について（福間高裁平成28年行コ第 服部 JI慎一 年金局事業管理課 福岡法務局長
47号）

理審議官

国民年金行政実務研修に探る地方公共
年金蝿事業管理課 大臣官爵年金管

H29.2.28 年管発0228第1号 団体等職員の受Iナ入れ要請に対する囲答 波多野正明
括主務｛系

嶺浜市長
理蕃議官

について

｛建醸｛呆｜噴の事務の一部を行わせる地域の
年金蝿事業管理課

H29圃2園28年菅発0228第2号
取消について

野本祐樹 厚生年金保険管理 厚生労働省大臣官爵年金管理審議官 厚生労髄省
｛系

H29.3.2 年管発0302第2号
f青報セキュリテイ祖システム専門委員会委

黒JII正憲
年金局事業企画課 自立大学法人東京工業大学長＝島

年金管理審議官
員の委嘱について（兼業の依頼） システム室計画保 良車

H29.3.7 年管発0307第1号 争訟事件の処理について（回報） ＝井｛彦 年金局事業管理課 宇都宮地方法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官



平成28年（行ウ）第486号障害基礎年 大臣官爵年金管
H29.3.7 年管発0307第3号 金不支給処分等取消請求事件の調査囲 谷山雅子 年金崩事業管理課 法務省訟務愚長、東京法務昂長

理審議官
報の送付

H29.3.7 年管発0307第4号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

松永潔文 年金崩事業管理課 福間法務昂長
大臣官房年金管

指定について 理審議官

H29.3.10 年管発0310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 年金崩事業管理課 東京法務局長
大臣官爵年金管

指定について（平成29年（行コ）第38号） 理審議官

平成28年（行ウ）第81号障害厚生年金
大監官爵年金管

H29.3.10 年管発0310第2号 支払停止処分取消請求事件の調査囲報 松永潔文 年金島事業管理課 法務省訟務届長，福岡法務島長
理審議官

の送付について

H29.3.21 年管発0321第1号
業務監査法び会計監査の実施結果につ

早川誠一
年金局事業企画課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（本部） 監査室

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための
年金昂事業管理課 大臣官爵年金管

H29.3.22 年管発0322第2号 国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行 若山大輔 日本年金機構理事長
に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に 国民年金管理罷 理審議官
関する省令Jの公布について

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための
年金蝿事業管理課 大臣官爵年金管

ト129.3.22年管発0322第3号 国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行
若山大輔 地方厚生（支）昂長

に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に 国民年金管理保 理審議官
関する省令」の公布について

園畏｛建藤保障の国庫負担金等の算定に
年金崩事業管理課 厚生労働省官爵

H29.3.24 年管発0324第1号 関する政令等の一部を改正する政令の施 五昧憲治 日本年金機構理事長
行について（通知）

交付金協 年金管理審議官

国民健療保険の園庫負盟金等の算定に
年金局事業管理課 厚生労i動省官爵

H29.3.24 年管発0324第2号 関する政令等の一部を改正する政令の施 五昧憲治 地方厚生（支）昂長
行について（通知）

交付金保 年金管理審議官

H29固3.24年管発0324第3号
争訟事件の処理について（訴えの一部取

三井修 年金居事業管理課 青森地方法務崩長
大臣官麗年金管

下げについて） 理審議官



H29.3.24 年管発0324第4号
訴訟事件の調査団報について（那覇地裁

畑中正視 年金昂事業管理課 法務省訟務崩畏，那覇地方法務届長
大臣宮扉年金管

平成29年（行ウ）第3号） 理審議官

H29.3.24 年管発0324第5号
指定代理人の指定について（名古麗高裁

畑中正調 年金局事業管理課 名古麗法務島長
大臣官麗年金管

平成28年（行コ）第97号） 理審議官

平成29年（行ウ）第43号障害年金不支
大置官扉年金管

H29.3.24 年管発0324第6号 給決定取消請求事件の調査回報の送付 松永潔文 年金商事業管理課 法務省訟務島長，東京法務昂長
理審議官

について

地方j享生島に対する槽報セキュリティ監査 年金局事業企画課
大臣官房地方課長、北海道厚生局長、東北厚生

大臣官房年金管
H29.3.27 年管発0327第3号 遠藤孝次

局長、関東信越厚生局長、東海北陸厚生局長、
の実施について 監査室 近畿厚生局長、中国四国厚生局長、四国厚生支 理審議官

局長、九州厚生局長

地方厚生局に対する情報セキュリティ監査 年金居事業企画課
大臣官房地方課長、北海道厚生局長、東北厚生

H29圃3.27年管発0327第4号 遠藤孝次
局長、関東信越厚生局長、東海北陸厚生局長、 大臣官爵年金管

の実施について 監査室 近畿厚生局長、中園田園厚生局長、四国厚生支 理審議官
局長、九州厚生局長

国民年金の事務費交付金の算定に闘す
年金届事業管理課 ！草生労働省官爵

H29.3圃28年管発0328第1号 る省令の一部を改正する省令の施行につ 五昧憲治 関本年金機構理事長
いて（通知）

交付金保 年金管理審議官

国民年金の事務費交付金の算定に闘す
年金昂事業管理課 厚生卦働省官爵

H29.3.28 年管発0328第2号 る省令の一部を改正する省令の施行につ 五昧憲治 各地方厚生（支）崩長
いて（通知）

交付金保 年金管理審議官

H29.3.28 年管発0328第3号
平成28年度における圏民年金事務費交

五昧憲治
年金局事業管理課

地方厚生（支）昂長
厚生労働省官房

付金等交付要綱の取扱いについて 交付金保 年金管理審議官

H29.3.28 年管発0328第4号
法令データ突合結果の認証について（省

柴由置慧 年金居事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官
令5件）

H29.3.28 年管発0328第5号
法令データ突合結果の認証について（省

柴田直慧 年金属事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官令5件）
也



！→29.3.28 年管発0328第6号
法令データ突合結果の認証について（省

柴田直慧 年金属事業企画課 総務省行政管理島長 年金管理審議官
令5件）

H29.3.28 年管発0328第7号
法令データ突合結果の認証について（省

柴田甚慧 年金属事業企画課 総務省行政管理局長 年金管理審議官
令5件）

H29.3.28 年管発0328第8号
法令データ突合結果の認証について（省

柴田直慧 年金昂事業企画課 総務省行政管理高長 年金管理審議官
令5件）

H29.3.30 年管発0330第1号
行政訴幹事件の実施設び指定代理人の

松永潔文 年金昂事業管理課 東京法務届長
大臣官扉年金管

指定について 理審議官

H29.3.30 年菅発0330第2号 決定の告知について（間報） ｛在久間裕樹 年金局事業菅理課 大阪法務島長
大臣官爵年金管
理審議官

H29.3.31 年管発0331第1号
圏畏年金の保障料を追納する場合に納付

稲田裕美 年金閣事業管理課 日本年金機構理事長 年金嘗理審議官
すべき額を定める件等について（通知）

H29.3.31 年管発0331第2号
国民年金の保険料を追納する場合に納付

稲田裕美 年金畠事業管理課 地方厚生（支）毘長 年金管理審議官
すべき額を定める件等について（通知）

日本年金機構組織規程の一部改正に伴う 年金賄事業管理課 車生骨髄省大臣
H29.3.31 年管発0331第4号 厚生年金保険等の適用掴徴収関係通知の 野本祐樹 j草生年金｛呆険管理 地方厚生（支）昂長 官爵年金管理審

一部改正について ｛系 議

田本年金機構組織規程の一部改正に伴う 年金局事業管理課 厚生努働省大臣
H29.3.31 年管発0331第5号 厚生年金保険等の適用固徴収関｛系通知の 野本祐樹 厚生年金保険管理 毘本年金機構理事長 官爵年金管理審

一部改正について ｛系 議




