
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課 B保 施行先 施行者

審査請求事件に係る｛果険者意毘の提出に 年金属事業管理課
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金昂事業管理
H28.10.3 年管管発1003第1号 大久保持甚 中国四圏、田園、九州厚生（支）局社会

ついて 年金審査保
｛呆醸審査官

課長

H28.10.3 年管官発1003第2号 審査請求事件に係る照会について（囲答） 大久保秀直
年金局事業管理課

東北厚生昂社会保険審査官
年金馬事業管理

年金審査保 課長

H28.10.4 年菅管発1004第1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 厚生背働省年金

（平成28年10月3日依頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.10.4 年管管発1004第2号
各謹諸変更等の意認について（平成28年

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

10月支払分等） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.10.4 年管管発1004第3号
老齢福祉年金の各種諸変重等の承認に

森達也 年金崩事業管理課
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 高事業管理課長

H28.10.4 年管管発1004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

H28.10.5 年管官発1005第1号
「特定事由に係る申出等の制度の事務取

佐藤英語t 年金届事業管理課
日本年金機構事業企画部門担当理事 ！草生労｛動省年金

扱いについて」の一部改正について ＆び事業推進部門担当理事 昂事業管理課長

H28.10.5 年管管発1005第2号
「特定事由に係る申出等の制度の事務取

佐藤美樹 年金高事業管理課
地方厚生（支）局年金調整課長及び年 厚生労働省年金

扱いについて」の一部改正について 金管理課長 局事業管理課長

H28.10.6 年管官発1006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
関東信越、東海北陸、近畿厚生局社会 年金昂事業管理

ついて 保験審査官 課長



審査請求事件に揺る処分取消しの承認に
日本年金機構障害年金センター長、南

年金眉事業管理
H28.10.6 年管管発1006第1号

ついて
中西秀樹 年金昂事業管理課 関東地域第一部長、中部地域第一部

課長
長

H28.10.6 年管管発1006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
関東信越、東海北陸、近畿厚生昂社会 年金昂事業管理

ついて 保険審査官 課長

H28.10.6 年管管発1006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
日本年金機構障害年金センター長、中 年金局事業管理

ついて 部地域第一部長 課長

審査請求事件に探る保険者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金属事業管理
H28.10.6 年管管発1006第3号 上村武志 年金昂事業管理課 近畿、中国四国、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保る処分につ
日本年金機構経嘗企画部長、中部地

年金属事業管理
H28.10.6 年管管発1006第4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

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、北関東

年金蝿事業管理
H28.10.6 年管官発1006第5号 中西秀樹 年金局事業管理課 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

H28.10.6 年管管発1006第6号
審査請求事件に保る保障者意見の提出に

中西秀樹 年金局事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、厚 年金馬事業管理

ついて 生局社金保険審査官 課長

H28.10.6 年雷管発1006第7号
特別障害給付金に係る裁定の京認につい

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 崩事業管理課長

審査請求事件に係る保険者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東j毎北陸、

年金蝿事業管理
H28.10.7 年管管発1007第1号 上村武志 年金崩事業管理課 近畿、中園田圏、四圏、九州厚生（支）

ついて
昂社会保険審査官

課長

H28.10.11 年管管発1011第1号
老齢福祉年金の各種諸変重等の承認に

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 島事業管理課長



H28.10.11 年雷管発1011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E君事業管理課
田本年金機構本部 揮生労働省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.10.12 年管管発1012第1号
行政訴訟事件に罷る新たな処分について

松永潔文 年金属事業菅理課 日本年金機構経嘗企画部長
年金局事業管理

（｛衣頼） 課長

H28.10.12 年管管発1012第2号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 塵生労働省年金

（平成28年10月11自龍頼分） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.10.13 年管管発1013箪1号
特別障害給付金の裁定畏び不支給決定

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

国民年金回厚生年金保険未支給年金囚
日本年金機構本部 厚生労働省年金

H28.10.13 年管管発1013第2号 保｜噴給付の不支給について（通知）への厚 森達也 年金属事業管理課
業務管理部業務管理部長 属事業管理課長

生労働大臣印の押印依頼について

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

年金属事業管理
H28.10.14 年管管発1014第1号 大久保秀直 近畿、中圏四圏、田園、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
昂社会保険審査官

課長

H28.10.17 年管管発1017第i号 再審査請求事件に保る処分変更について 中西秀樹 年金属事業管理課 日本年金機構経醤企画部長
年金高事業管理
課長

H28.10.17 年管管発1017第2号
特別障害給付金の諸変更等の承認につ

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 車生賞働省年金

いて 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.10.17 年管管発1017第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生労樹省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

審査請求事件に罷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、

年金昂事業管理
H28.10.18 年管管発1018第1号 酒井敏之 近畿、中国四圏、四圏、九州j草生（支）

ついて 年金審査保
局社会保障審査官

課長



H28.10.18 年管管発1018第2号
年金の裁定等の決定に｛系る京認について

森達也 年金局事業管理課
自本年金機構本部 ！享生労働省年金

（平成28年10月17Bi衣頼分） 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長

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
日本年金機捕経堂企画部長、北海道

年金崩事業管理
H28.10.18 年管官発1018第3号 酒井敏之 地域部長、近畿地域第一部長、中圏地

いて（容認決定） 年金審査保
域部長、九州地域第一部長

課長

厚生年金保険法思び国民年金j去に基づく
厚生背働省年金

H28.10.18 年管管発1018第5号 給付と損害賠積額との調整に用いる基準 佐藤洋平 年金崩事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理事
国事業管理課長

生活費について

再審査請求事件に保る処分について（容 年金局事業管理課
’♂ 

年金属事業管理
H28.10.18 年管管発1018第6号

認裁決）
大久保罫車

年金審査係
田本年金機構経営企画部長

課長

厚生年金保険法及び国民年金；去に基づく
財務省大垣官爵企画官（主計闇給与共 厚生労働省年金

H28.10.18 年管管発1018第7号 給付と損害賠償額との調整に用いる基準 佐藤洋平 年金局事業管理課
生活費について

済課担当） 昂事業管理課長

厚生年金保険法墨び園民年金j去に基づく
厚生労｛動省年金

H28.10.18 年管管発1018第8号 給付と損害賠龍額との調整に用いる基準 佐藤洋平 年金高事業管理課 総務省自治行政届公務員昔日福利課長
生活費について

局事業管理課長

厚生年金保験法及び由民年金j去に基づく
文部科学省高等教育愚私学部私学行 厚生労働省年金

H28.10.18 年管管発1018第9号 給付と損害賠償額との調整に用いる基準 佐藤洋平 年金賄事業管理課
生活費について

政課長 届事業管理課長

H28.10.19 年菅管発1019第1号 再審査請求事件に係る処分変重について 大久保書直
年金属事業管理諜

日本年金機構経曽企画部長
年金昂事業管理

年金審査保 課長

H28.10.19 年管官発1019第2号
国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 厚生労輸省年金

の＊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 馬事業管理課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ 年金崩事業管理課
日本年金機構経堂企画部長、中部地

年金局事業管理
H28.10.20 年管管発1020第1号

いて（容認決定）
酒井敏之

年金審査保
域第一部部長、近畿地域第一部長、九

課長
州地域第一部長



H28.10.20 年管管発1020第2号
特別障害給付金に保る裁定の2誤認につい

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

て 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.10.20 年管管発1020第3号
審査請求事件に保る保険者意見の提出に

中西秀樹 年金眉事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、 年金属事業管理

ついて 近畿、九州厚生届社会保｜噴審査官 課長

H28.10.20 年管管発1020第4号
口頭意見陳述における保険者への賀開事

中西需樹 年金局事業管理課 中国四国厚生島社会保験審査官
年金馬事業管理

項に対する囲答について 課長

H28.10.20 年管管発1020第5号
口頭意見陳述における保験者への賞聞事

中西秀樹 年金局事業管理課 北海道厚生島社会保険審査官
年金昂事業管理

工員に対する回答について 課長

H28.10.20 年管管発1020第6号
介護保｜噴料等の年金からの特別轍収につ

森違t包 年金閣事業管理課
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

H28.10.21 年管管発1021第1号 再審査請求事件に罷る処分変更について 大久保書直
年金閣事業管理課

日本年金機構経嘗企面部長
年金局事業管理

年金審査協 課長

平成28年高取県中部を震源とする地震

H28.10.24 年管管発1024第1号
により被害を受けた国民年金第1号被保

三箇｛右胃
年金高事業管理課 地方厚生（支）高年金調整（年金管理） 厚生卦働省年金

険者に対する保障料免除に係る取扱いに 園民年金管理｛系 課長 局事業管理課長
ついて
平成28年高取県中部を震j原とする地震

H28.10.24 年管官発1024第2号
により被害を受けた園民年金第1号被保

三箇｛右司
年金崩事業管理課

日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生労働省年金

験者に対する保険料免除に保る取扱いに 国民年金管理協 局事業管理課長
ついて

自本年金機構障害年金センター長、東

H28.10.25 年管管発1025第1号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

大久保秀直
年金届事業管理課 北地域第一部長、南関東地域第一部 年金蝿事業管理

ついて 年金審査協 長、東北、関東信越、近畿厚生島社会 課長
保険審査官

H28.10.25 年管管発1025第2号 再審査請求事件に罷る拠分変更について 中西秀樹 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
課長



H28.10.25 年管嘗発1025第3号
審査請求事件に慌る保障者意見の提出に

上村武志 年金閣事業管理課
北海道、東北、関東信越、九州厚生昂 年金蝿事業管理

ついて 社会保験審査官 課長

H28.10.25 年管管発1025第4号
審査請求事件に｛系る保険者意見の提出に

酒井敏之
年金眉事業管理課 東北、関東信越、東海北陸、近畿、自 年金昂事業管理

ついて 年金審査協 圏、九州厚生（支）昂社会保険審査官 課長

H28.10.25 年管管発1025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10月24日銀頼分） 業務管理部業務管理部長 毘事業管理課長

H28.10.25 年管管発1025第6号
園畏年金障害給付等の不支給決定等の

森達t色 年金馬事業管理課
日本年金機構本部本部 厚生労働省年金

柔軟認について 業務管理部業務管理部長 賭事業管理課長

H28.10.26 年管管発1026第1号
国会議員（参議院）の被保険者記銀確語

稲田裕美 年金属事業管理課 日本年金機構冨JJ理事長
厚生労｛動省年金

について 昂事業管理課長

審査請求事件に罷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
H28.10.28 年管管発1028第1号 大久保持直 近畿、中圏西圏、九州j草生（支）局社会

ついて 年金審査様
｛呆験審査官

課長

日本年金機構経営企画部長、北j毎道

H28.10.28 年管管発1028第2号
審査請求事件の容認決定に罷る処分につ

酒井敏之
年金局事業管理課 地域部長、東北地域第一部長、北関 年金馬車業管理

いて（容認決定） 年金審査保 東園｛言越地域第一部長、中部地域第一 課長
部部長、近畿地域第一部長

H28.10.28 年管管発1028第3号
社会保験オンラインで利用する官職証明

鈴木県希 年金属事業管理課 大臣官薦人事課長
年金局事業菅理

書の発行申請の依頼について 課長

H28.10.28 年雷管発1028第4号
特別障害給付金の裁定義び不支給決定

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 馬事業管理課長

H28.10.31 年管官発1031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 年金毘事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金局事業管理
課長



1-128.10.31 年管管発1031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 厚生労輸省年金

~認について 業務管理部業務管理部長 島事業管理課長

H28.1 U 年管官発1101第1号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年10月31日依頼分） 業務管理部業務管理部長 島事業管理課長

H28.11.1 年管管発1101第2号
各種諸変更等の承認について（平成28年

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労｛動省年金

11月支払分等） 業務管理部業務管理部長 晶事業管理課長

1-128.11.1 年管菅発1101第3号
再審査請求事件に罷る処分について（容

大久保秀直
年金局事業管理課

日本年金機構経嘗企酉部長
年金属事業管理

認裁決） 年金審査罷 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、

年金眉事業管理
H28.11.2 年管管発1102第1号 上村武志 年金局事業管理課 近畿、中園閤圏、四菌、九州厚生（支）

ついて
居社会保障審査官

課長

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

年金局事業管理
H28.11.2 年管管発1102第2号

いて（容認決定）
酒井轍之

年金審査罷
域第一部部長、近畿地域第一部長、中

課長
園地域部長、九州地域第一部長

H28.11.4 年管管発1104第1号 再審査請求事件に保る処分変更について 大久保秀麗
年金局事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金蝿事業管理

年金審査係 課長

H28.1 1幽ヰ 年管管発1104第2号 再審査請求事件に罷る処分変買について 酒井敏之
年金馬事業管理課

日本年金機構経嘗企画部長
年金崩事業管理

年金審査部 課長

H28.11.4 年管官発1104第3号
老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構本部 摩生活’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

1-128.11.4 年管管発1104第4号
特別障害給付金に保る裁定の君主認につい

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

て 業務管理部業務管理部長 居事業管理課長



H28.11.8 年管管発1108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 日本年金機構経営企関部長
年金馬事業管理
課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ 年金届事業管理課
日本年金機購経営企画部長、南関東

年金崩事業管理
H28.11.8 年管管発1108第2号

いて（容認決定）
酒井敏之

年金審査保
地域第一部部長、近畿地域第一部長、

課長
田園地域部長、九州地域第一部長

H28.11.8 年管官発1108第3号
年金の戴定等の決定に｛系る承認について

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11月7日依頼分） 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、東海北陸、

年金属事業嘗理
H28.11.9 年管管発i109第1号 大久保秀直 近畿、中園田園、四園、九州産生（支）

ついて 年金審査保
高社会保険審査官

課長

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

年金居事業管理
H28.11.9 年管官発1109第2号

ついて
酒井敬之

年金審査係
中園、田園、九州j草生（支）晶社金保験

課長
審査官

H28.11.10 年管管発1110第1号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金崩事業管理課
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 局事業管理課長

H28.11.10 年管管発1110第2号
特別障害給付金に罷る裁定の承認につい

森遺品 年金閣事業管理課
自本年金機構本部 厚生封｛動省年金

て 業務管理部業務管理部長 扇事業管理課長

日本年金機構における掴人番号利用の開 年金局事業管理課
田本年金機構事業企画部門担当理事

年金昂事業管理
H28.11.11 年管管発1111第1号 若山大輔 田本年金機構事業推進部門（統括担

始に｛半う事務取扱等について 国民年金管理保
当）担当理事

課長

H28.11.11 年管管発1111第2号
日本年金機構における｛国人番号利用の開

若山大輔
年金崩事業管理課 地方厚生（支）届年金調整課長、年金 年金馬事業管理

始に｛半う事務取扱等について 国民年金管理罷 管理課長 課長

審査請求事件に保る保険者意毘の提出に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金賄事業管理
H28.11.11 年管管発1111第3号 中西秀樹 年金昂事業管理課 中国四園、四圏、九州厚生（支）昂社会

ついて
｛呆験審査官

課長



国民年金 E厚生年金保険未支給年金峰保
田本年金機構本部 厚生封働省年金

H28.11.14 年管管発1114第1号 険給付の不支給について（通知）への厚生 森達也 年金届事業管理課
業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

労働大亜印の押印依頼について

H28.11.14 年管管発1114第2号
圏民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金高事業管理課
田本年金機構本部 厚生労｛動省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.11.14 年管管発1114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
日本年金機構経嘗企画部長、北関東 a

年金昂事業管理
H28.11.15 年管管発1115第2号 酒井敏之 信越地域第一部長、中部地域第一部

いて（容認決定） 年金審査保
長、中園地域部長

課長

H28.1 U 6 年管管発1116第1号
前納制産拡充に伴う現金納付による2年

稲田裕美
年金属事業管理課 全国銀行協会、全園地方銀行協会、第 年金高事業管理

前納開始の周知依頼について 国民年金管理係 ニ地方銀行協会 課長

前納制度拡充に伴う現金納付による2年 年金届事業管理課
信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、農林

年金昂事業管理
H28.1U6 年管管発1116第2号 稲田裕美

中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫連合
前納開始のお知らせ 園畏年金管理協 会、ゅうちょ銀行、東京都個人タクシー国民年金 課長

事務組合、国民年金基金連合会

国民年金保l韓料の前納制度拡充に伴うコ
年金属事業管理課 株式金社セブンーイレブン圃ジャパン 年金局事業管理

H28.11.16 年管管発1116第3号 ンピニエンスストアでの収納にかかるお願 稲田搭美
園民年金管理係 他10社 課長!, ¥ 

H28.11.16 年管管発11Hl第5号
国民年金保険料の収納に保る調査票につ

稲田裕美
年金局事業管理課 株式会社セブンーイレブン園ジャパン 年金昂事業管理

いて 園民年金管理係 他10社 課長

H28.11.16 年管管発1116第6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
田本年金機構本部 厚生労働省年金

（平成28年11月14日依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

審査請求事件に罷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
H28.1 U6  年管官発1116第7号 上村武志 年金高事業管理課 近畿、中園田園、四圏、九州厚生（支）

ついて
高社会保険審査官

課長



H28.11.16 年管管発1116第8号
前納制度拡充に伴うクレジットカード、納付

稲田裕美
年金高事業管理課 イオンクレジットサービス株式金社他 年金崩事業管理

による2年前納開始のお知らせ 国民年金管理係 17宇土 課長

H28.11.16 年管管発1116第9号
前納制度拡充に伴うクレジットカード納付

稲田裕美
年金局事業管理課

GMOベイメントゲートウェイ株式会社
年金毘事業管理

による2年前納開始のお知らせ 国民年金管理係 課長

H28.1 U 7 年管管発1117第2号 特別障害給付金に保る戴定の承認 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
業務管理部業務管理部長 眉事業管理課長

H28.11.18 年管管発1118第1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f 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 昂事業管理課長

日本年金機構障害年金センター長、中

H28.11.21 年管管発1121第1号
審査請求事件に慌る処分取消しの承認に

大久保秀直
年金昂事業管理課 部地域第一部長、九州地域第一部長、 年金崩事業管理

ついて 年金審査保 東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 課長
園田園、九州厚生崩社会保険審査官

H28.11.21 年管官発1121第3号 再審査請求事件に係る処分変重について 中西秀樹 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金毘事業管理
課長

H28.11.21 年管菅発1121第5号
審査請求事件に｛系る処分取消しの語史認に

中西秀樹 年金昂事業管理課
九州、関東信越、東海北陸、近畿、北 年金属事業管理

ついて 海道厚生崩社会保険審査官 課長

審査請求事件に保る処分取消しの承認に
日本年金機構障害年金センター長、中

年金局事業管理
H28.11.21 年管管発1121第5号 中酉秀樹 年金賭事業管理課 部地域第一部長、近畿地域第一部長、

ついて
九州地域第一部長、業務渉外部長

課長

H28.11.22 年管管発1122第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金賄事業管理諜
日本年金機構本部 厚生封（動省年金

承認について 業務管理部業務管理部長 届事業管理課長

H28.11.22 年管管発1122第2号
年金の裁定等の決定に保る承認について

森達也 年金閣事業管理課
日本年金機構本部 厚生曽働省年金

（平成28年11月21日蝕頼分） 業務管理部業務管理部長 馬事業管理課長



審査請求事件に係る保験者意見の曜出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金昂事業管理
H28.11.22 年管管発1122第3号 中西秀樹 年金局事業管理課 近畿、中園田園、四国、九州厚生（支）

ついて
高社会保険審査官

課長

H28.11.24 年管管発1124第2号
口頭意見陳述における保験者への質問事

中西罫樹 年金局事業管理課 関東信越厚生昂社会保険審査官
年金昂事業管理

工頁に対する回答について 課長

H28.11.25 年管管発1125第1号
特別障害給付金に保る裁定の景認につい

森達t包 年金毘事業管理課
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

H28.1 l:25 年管官発1125第2号
審査請求事件の容認決定に係る処分につ

酒井敏之
年金局事業管理課 田本年金機構経嘗企画部長、中部地 年金崩事業管理

いて（容認決定） 年金審査保 域第一部長、近畿地域第一部長 課長

H28.1 I .25 年管管発1125第3号 再審査請求事件に保る処分変重について 酒井敏之
年金局事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金届事業管理

年金審査保 課長

H28.11.28 年管官発1128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 年金局事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金局事業管理
課長

H28.11.28 年管管発1128第2号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

大久保書直
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

いて 年金審査保 課長

審査請求事件に採る保険者意毘の提出に 年金属事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金崩事業管理
H28.11.28 年管管発1128第3号

ついて
大久保秀直

年金審査｛系
近畿、中国四国、九州厚生（支）居社会

課長
保険審査官

H28.11.28 年管管発1128第4号
住民票コード収録事業における「住民等確

｛左藤美樹 年金局事業管理課
地方厚生（支）畠年金調整課長設び年 厚生労働省年金

認リスト」による情報提供について（通知） 金管理課長 島事業管理課長

H28.11.28 年管菅発1128第5号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金高事業管理課
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



H28.11.29 年管菅発1129第1号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金閣事業管理課
日本年金機構本部 ！草生労働省年金

（平成28年11月28日依頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.11.29 年管管発1129第2号 再審査請求事件に係る処分変更について 中西秀樹 年金属事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金局事業管理
課長

H28.11.30 年管管発1130第2号
審査請求事件の容認決定に係る処分につ

酒井敏之
年金馬事業管理課 田本年金機構経堂企画部長、中部地 年金局事業管理

いて（容認決定） 年金審査係 域第一部長、近畿地域第一部長 課長

j享生年金保険法施行規則の一部を改正
年金崩事業管理課 厚生労働省年金

H28.11.30 年管管発1130第3号 する省令の施行に伴う事務の取扱いにつ 佐藤洋平
年金給付管理保

自本年金機構事業企画部門担当理事
昂事業管理課長

いて

厚生年金保険法施行規則の一部を改正
年金属事業管理課 地方厚生（支）局年金調整課長、年金 厚生労働省年金

H28.11.30 年管管発1130第4号 する省令の施行に伴う事務の取扱いにつ 佐藤洋平
年金給付管理係 管理課長 局事業管理課長

いて

厚生年金保険法施行規則の一部を改正
年金高事業管理課 財務省大臣官爵企画官（主計局給与共 厚生労働省年金

H28.11.30 年管管発1130第5号 する省令の施行に伴う事務の取扱い等に 佐藤洋平
年金給付管理部 済課担当） 高事業管理課長

ついて

厚生年金保険法施行規則の一部を改正
年金属事業管理課 厚生労働省年金

H28.11.30 年管管発1130第6号 する省令の施行に伴う事轄の取扱い等に 佐藤洋平 総務省自治行政措公務員部福利課長
ついて

年金給付管理保 島事業管理課長

厚生年金保障法施行規則の一部を改正
年金届事業管理課 文部科学省高等教青島私学部私学行 厚生労働省年金

H28.11圃30年管管発1130第7号 する省令の施行に伴う事務の取扱い等に 佐藤洋平
ついて

年金給付管理係 政課長 届事業管理課長

H28.11.30 年管管発1130第8号
審査請求事件に係る処分取消しの去最認に

中西秀樹 年金属事業管理課 関東信越厚生届社会保険審査官
年金品事業管理

ついて 課長

H28.11.30 年管管発1130第8号
審査請求事件に係る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金賭事業管理課 日本年金機構障害年金センター長
年金崩事業管理

ついて 課長



審査請求事件に保る保険者意見の彊出に 年金局事業管理課
北海道、関東信越、東海北臨、近畿、

年金毘事業管理
H28.12.1 年管官発1201第1号 酒井敏之 中園、囲圏、九州厚生（支）毘社会保験

ついて 年金審査協
審査官

課長

H28.12.1 年管管発1201第2号
各干重詰変更等の承認について（平成28年

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生封働省年金

12月支払分等） 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.12.1 年管管発1201第3号
特別障害給付金に係る裁定の京認につい

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 島事業管理課長

H28.12.1 年管管発1201第4号
老齢福祉年金の各種諸変璽等の主主認に

森達也 年金賭事業管理課
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

H28.12.2 年管管発1202第1号
口頭意毘｜醸述における保険者への質問事

中西秀樹 年金局事業管理課 東海北陸厚生毘社会保険審査官
年金蝿事業管理

項に対する囲答について 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、

年金商事業管理
H28.12.5 年管官発1205第1号 上村武志 年金届事業管理課 近畿、中国四圏、四圏、九州j享生（支）

ついて
昂社会保険審査官

課長

H28.12.5 年管管発1205第2号
審査請求事件に保る審査宮からの賠会囲

上村武志 年金崩事業管理課 中国四国厚生昂社会保険審査官
年金昆事業管理

答について 課長

H28.12.6 年管管発1206第1号
年金の裁定等の決定に罷る承認について

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生封働省年金

（平成28年12月5日銀頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.12.6 年管管発1206第2号
特別障害給付金の諸変更等の芸員認につ

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 居事業管理課長

審査請求事件に係る保験者意見の提出に
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金眉事業管理
H28.12.6 年管管発1206第4号 中西秀樹 年金高事業管理課 園田園、九州厚生（支）島社会保険審

ついて
査官

課長



H28.12.7 年管管発1207第1号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生封働省年金

承認、について 業務管理部業務管理部長 届事業管理課長

H28.12.7 年菅管発1207第2号
再審査請求事件に保る処分について（容

大久保秀藍
年金局事業管理課

日本年金機構経堂企画部長
年金局事業管理

認戴決） 年金審査係 課長

審査請求事件に保る保験者意見の提出に 年金届事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金崩事業管理
H28.12.7 年菅管発1207第3号 大久保秀直 圏四面、田園、九州厚生（支）昂社会保

ついて 年金審査保
験審査官

課長

H28.12.7 年管管発1207第4号
審査請求事件の容認決定に罷る処分につ

酒井敏之
年金局事業管理課 日本年金機構経曽企画部長、九州地 年金高事業管理

いて（容認決定） 年金審査係 域第一部長 課長

ト128.12.7年管官発1207第5号
審査請求事件に罷る保険者意毘の提出に

酒井敏之
年金属事業管理課 東北、関東信越、東海北陸、近畿、囲 年金局事業管理

ついて 年金審査保 圏、九州厚生（支）馬社会保険審査官 課長

国民年金 E車生年金保険未支給年金イ果

H28.12.7 年管雷発1207第6号
険給付の支給決定の取消の取消について

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

（通知）への厚生封働大臣印の押印依頼 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長
について

「公的年金制度の財政基盤及び最f~保障

H28.12.8 年管管発1208第1号
機能の強化等のための園畏年金法等の

森達也
年金局事業管理課

日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生封働省年金

一部を改正する法樺の一部を改正する法 年金給付管理協 局事業管理課長
律」の公布に伴う事務の取扱いについて

「公的年金制震の財政基盤及び最低保障

H28.12.8 年管菅発1208第2号
機能の強化等のための国民年金法等の

森達也
年金馬車業管理課 地方厚生（支）昂年金調整（年金管理） 厚生封働省年金

一部を改正する法鐸の一部を改正する法 年金給付管理保 課長 昂事業管理課長
鐸Jの公布に｛半う事務の取扱いについて

H28.12.9 年菅雷発1209第2号
特別障害給付金の裁定法び不支給決定

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

国民年金保険料、厚生年金保験料、｛建麗
年金昂事業管理課

H28.12.12 年管官発1212第1号
保険料、船員保障料及び子ども町子育て拠

野本祐樹 厚生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生常働省年金

出金等に｛系る延滞金の割合の特例につい
｛系

崩事業管理課長
て



国民年金 a厚生年金保険未支給年金園保

H28.12.13 年管管発1213第1号
険給付の支給決定の取；自の取消について

森達也 年金届事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

（通知）への塵生労働大臣即の押印依頼 業務管理部業務管理部長 毘事業管理課長

について

H28.12.14 年管管発1214第1号
平成27年度国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）高年金調整（年金管理） 厚生労働省年金

概算交付について（第3四半期分） 交付金係 課長 畠事業管理課長

H28.12.14 年管管発1214第2号
年金の裁定等の決定に｛系る君史認について

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生賢官働省年金

（平成28年12月12自依頼分） 業務管理部業務管理部長 毘事業管理課長

H28.12.14 年管菅発1214第4号
園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 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

H28.12.14 年管管発1214第5号 再審査請求事件に保る処分変買について 大久保秀車
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

年金審査協 課長

H28.12.14 年管官発1214第6号
特別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
自本年金機構本部 厚生労｛動省年金

て 業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

H28.12.15 年管管発1215第1号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

酒井敏之
年金居事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長、中部地 年金崩事業管理

いて（容認決定） 年金審査保 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険者意毘の提出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金閣事業管理
H28.12.16 年管官発1216第1号 上村武志 年金馬事業管理課 近畿、中園田圏、囲圏、九州厚生（支）

ついて
崩社会保険審査官

課長

審査請求事件に罷る保険者意毘の提出に
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金昂事業管理
H28.12.19 年管管発1219第1号 中西秀樹 年金賄事業管理課 園田園、四圏、九州車生（支）昂社金保

ついて
険審査官

課長

H28.12.19 年管管発1219第2号
国畏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



H28.12.20 年雷管発1220第1号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金蝿事業管理課
日本年金機構本部 摩生労（動省年金

（平成28年12月19自依頼分） 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

H28.12.20 年管管発1220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 年金昂事業管理課
近畿盟中圏四園、田園、東海北陸庫生 年金局事業管理

ついて （支）局社会保険審査官 課長

H28.12.20 年管管発1220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
日本年金機構障害年金センター長、中 年金属事業管理

ついて 部地域第一部長、近畿地域第一部長 課長

ト128.12.20年管管発1220第3号
介護保験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
日本年金機構本部 厚生労輸省年金

いて 業務管理部業務管理部長 高事業管理課長

H28.12.21 年管管発1221第2号 再審査請求事件に探る処分変重について 大久保秀置
年金局事業管理課

日本年金機構経曽企麗部長
年金局事業管理

年金審査保 課長

H28.12.21 年管管発1221第3号 再審査請求事件に罷る処分変更について 大久保需直
年金島事業管理課

日本年金機構経曽企画部長
年金昂事業管理

年金審査保 課長

H28.12.21 年管官発1221第4号
審査請求事件に罷る保険者意見の提出に

酒井敏之
年金賭事業管理課 東北、東海北陸、近畿、四園、九州厚 年金局事業管理

ついて 年金審査係 生（支）局社会保険審査官 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
日本年金機構経曽企画部長、東北地

年金高事業管理
H28.12.21 年管管発1221第5号 酒井敏之 域第一部長、中部地域第一部長、四国

いて（容認決定） 年金審査保
地域部長

課長

H28.12.21 年管官発1221第6号 再審査請求事件に探る処分変更について 酒井敏之
年金崩事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金高事業管理

年金審査係 課長

H28.12.21 年管管発1221第7号 再審査請求事件に保る処分変更について 上村武志 年金眉事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金昂事業管理
課長



H28.12.22 年管管発1222第1号 再審査請求事件に罷る処分変璽について 中西秀樹 年金届事業管理課 田本年金機構経営企画部長
年金昂事業官理
課長

審査請求事件に罷る保験者意毘の提出に 年金局事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H28.12.22 年管管発1222第2号 大久保秀車 近畿、中国四圏、四園、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
崩社会保険審査官

課長

H28.12.22 年管管発1222第3号
特別障害給付金に保る裁定の君主認につい

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

て 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

「障害基礎年金及び障害厚生年金の支給
日本年金機構本部 厚生封働省年金

H28.12.22 年管管発1222第4号 額を改定する処分の取；開通知書」への摩 森達也 年金局事業管理課
生話相｛動大臣印の押印龍頼について

業務管理部業務管理部長 昂事業管理課長

平成28年新潟県糸魚川｜市における大規

H28.12.22 年管管発1222第7号
模火災により被害を受けた国民年金第1

＝箇｛右司
年金届事業管理課 地方厚生（支）局年金調整（年金管理） 厚生労働省年金

号被保験者に対する保険料免除に係る取 国民年金管理1系 課長 局事業管理課長
扱いについて
平成28年新潟県糸魚川市Lおける大規

H28.12.22 年管官発1222第7号
模火災により被害を受けた国民年金第1

三箇｛在司
年金崩事業管理課 日本年金機構事業企画（事業推進）部 厚生労働省年金

号被保険者に対する保験料免除に保る取 国民年金管理保 門担当理事 昂事業管理課長
扱いについて
平成28年新潟県糸魚川市における大規

H28.12.22 年管管発1222第8号
模火災により被害を受けた国民年金第1

＝箇｛右司
年金局事業管理課 地方再生（支）昂年金調整（年金管理） 厚生首働省年金

号被保険者に対する保険料免除に保る取 園民年金管理係 課長 馬事業管理課長
扱いについて
平成28年新潟県糸魚jII市における大規

H28.12.22 年管菅発1222第8号
模火災により被害を受けた国民年金第1

三箇｛右司
年金局事業管理課 日本年金機構事業企画（事業推進）部 厚生封働省年金

号被保障者に対する保｜境料免除に｛系る取 国民年金管理係 門担当理事 昂事業管理課長
扱いについて

厚生年金保険における養青期間標準報酬 年金昂事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理
厚生労働省年金

H28.12.26 年管管発1226第1号 月額特例申出書に｛系る事務の取扱いにつ 桔農雄樹 厚生年金保険管理 事、事業推進部門（統括担当）担当理
いて 保 事

局事業管理課長

厚生年金保障における養育期間標準報酬 年金局事業管理課
地方厚生（支）閏年金指導課長、年金 厚生労｛動省年金

H28.12.26 年管管発1226第2号 月額特例申出書に｛系る事務の取扱いにつ 坊農雄樹 j草生年金保験管理
いて 係

管理課長 昂事業管理課長



H28.12.26 年管管発1226第3号 再審査請求事件に罷る処分変重きについて 上村武志 年金属事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長
年金属事業管理
課長

自本年金機捕障害年金業務部長、北

H28.12.26 年管管発1226第4号
審査請求事件に｛系る処分取消しの京認に

大久保秀直
年金崩事業管理課 海道地域、北関東固信越地域、中部地 年金賄事業管理

ついて 年金審査｛系 域、近畿地域、囲園地域、九州地境第 課長

一部長

H28.12.26 年管管発1226第5号
口頭意見陳述における保険者への質問事

中西秀樹 年金蝿事業管理課 中国四圏厚生局社会保険審査官
年金局事業管理

項に対する囲答について 課長

H28.12.26 年管菅発1226第6号
口頭意見瞭述における保険者への質問事

中西秀樹 年金局事業管理課 東北厚生昂社会保験審査官
年金属事業管理

項に対する回答について 課長

H28.12.26 年菅管発1226第7号
口頭意見瞭述における保険者への費問事

中西秀樹 年金局事業管理課 東海北陸厚生昂社会保険審査官
年金局事業管理

I買に対する回答について 課長

H28.12.27 年管管発1227第1号
行政訴訟事件に罷る新たな処分について

小杉光悪 年金賄事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長 事業管理課長
（依頼）

H28.12.27 年管官発1227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
自本年金機構本部 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

H28.12.27 年管官発1227第3号
年金の裁定等の決定に係る君主認について

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12月26日依頼分） 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.12.28 年管管発1228第1号
老齢揺祉年金の各撞諸変重等の承認に

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

ついて 業務管理部業務管理部長 崩事業管理課長

H28.12.28 年管管発1228第2号
特別障害給付金に罷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



H28.12.28 年管官発1228第3号
各種諸変璽等の君主認について（平成29年

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 j草生労輸省年金

1月支払分等） 業務管理部業務管理部長 島事業管理課長

「国民年金司厚生年金保険園船員保険聞共

H28.12.28 年管管発1228第4号
済年金遅延特別加算金支払決定通知

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

書」への厚生労働大臣印の押印依頼につ 業務管理部業務管理部長 局事業管理課長

いて
「国民年金司厚生年金保験。船員保険早共

ト128.12.28年管菅発1228第5号
済年金遅延特別加算金支払決定通知

森達也 年金局事業管理課
E本年金機構本部 厚生労働省年金

書」へのj草生骨髄大臣印の押印i衣頼につ 業務管理部業務管理部長 高事業管理課長

いて

H29.1.4 年管菅発0104第1号
口頭意毘｜環述における保障者への質問事

中西罫樹 年金属事業管理課 関東信越厚生島社会探験審査官
年金閣事業管理

I買に対する自答について 課長

H29.1.4 年管管発0104第2号
口頭意見聞述における保験者への震問事

中西蕎樹 年金昂事業管理課 東海北陸厚生昂社会保験審査官
年金昂事業管理

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罷る処分につ 年金崩事業管理課
田本年金機構経曽企画部長、南関東

年金属事業管理
H29.1.5 年管管発0105第1号

いて（容認決定）
酒井敏之

年金審査｛系
地域第一部長、中部地域第一部長、近

課長
畿地域第一部長、九州地域第一部長

H29.1.5 年菅管発0105第2号
国会議員（衆議院）の被保険者記録確認

稲田裕美 年金昂事業管理課 日本年金機構副理事長
庫生労働省年金

について 局事業管理課長

H29.1.6 年菅管発0106第1号
基礎年金等年間被保険者数等の報告に

五昧憲治
年金局事業管理課

地方厚生（支）局年金調整（管理）課長
車生労｛動省年金

ついて 交付金協 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
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H29.1.6 年管管発0106第2号 上村武i5 年金局事業管理課 近畿、中国四圏、田園、九州厚生（支）

ついて
島社会保険審査宮

課長

H29.1.10 年管管発0110第1号
審査請求事件に罷る保険者意見の提出に

中西秀樹 年金属事業管理課
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、 年金局事業管理

ついて 九州厚生局社会保険審査官 課長



H29.U 1 年管管発0111第1号
日本年金機構による公的年金等支払報告

鹿島旺 年金聞事業管理課 総務省自治税務高市酎村税課長
厚生労｛動省年金

書への個人番号の記載時期について 局事業管理課長

H29.1.11 年管管発0111第2号
行政訴斡事件に探る新たな処分について

｛左久間裕樹 年金蝿事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長 事業管理課長
（平成28年（行ウ）第4号）

H29.1.11 年管管発0111第3号
園畏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 厚生骨髄省年金

承認について 給付業務部給付業務調整室長 罵事業管理課長

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
H29.1.12 年管管発0112第1号 j富井敏之 近畿、中園田国、田園、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
昂社会保険審査官

課長

H29. l.13 年管管発0113第1号
特別障害給付金に保る裁定の承認につい

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

て 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

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、東海北陸、

年金局事業管理
H29.1.13 年管管発0113第2号 大久保秀車 近畿、中園田園、田園、九1•M 厚生（支）

ついて 年金審査保
局社会保障審査官

課長

「平成28年度における由民年金事務費支
年金賄事業管理課 摩生労i動省年金

H29.1.16 年管管発0116第1号 付金等交付要綱の取扱いについて（案）」 五味憲治 地方厚生（支）馬年金調整（管理）課長
等の送付について

交付金保 居事業管理課長

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｛言越、東海北陸、

年金属事業管理
H29.1.16 年管管発0116第2号 上村武志 年金届事業管理課 中園田園、田園、九州厚生（支）昂社会

ついて
保険審査官

課長

H29.1.16 年管管発0116第3号
再審査請求事件に罷る処分について（容

大久保秀直
年金高事業管理課

日本年金機構本部経営企画部長
年金属事業管理

認裁決） 年金審査｛系 課長

H29.1.16 年管管発0116第4号 再審査請求事件に保る処分変重について 大久保罫甚
年金崩事業管理課

日本年金機構経醤企画部長
年金崩事業管理

年金審査係 課長



H29.1.16 年雷管発0116第5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 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.1.16 年管管発0116第6号
特別障害給付金の諸変重等の詩史認につ

森達也 年金局事業管理課
E本年金機構本部 厚生？？輸省年金

いて 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

審査請求事件の容認決定に保る処分につ 年金崩事業管理課
自本年金機構経営企画部長、北関東・

年金昂事業管理
H29.1.17 年管管発0117第1号 酒井敏之 ｛言越地域第一部長、中部地域第一部

いて（容認決定） 年金審査係
長、近畿地域第一部長

課長

H29.1.17 年管管発0117第3号
年金の裁定等の決定に係る承認について

森達也 年金賄事業管理課
日本年金機構本部 厚生労協省年金

（平成29年1月16日依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.1.18 年管管発0118第1号
再審査請求事件の容認決定に係る処分に

中西罫樹 年金痛事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長
年金属事業管理

ついて（容認決定） 課長

H29.1.18 年管管発0118第2号
クレジットカード納付による2年前納開始に 稿田裕美 年金馬事業管理課 イオンクレジットサーピスほか17社

年金高事業管理

伴う加盟店登銀申込手続きについて 課長

H29.1.18 年管管発0118第3号
行政訴訟事件に保る新たな処分について

松永潔文 年金届事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金馬事業管理

（｛衣頼） 課長

H29.1.19 年管管発0119第1号 再審査請求事件に｛系る処分変璽について 上村武百草 年金崩事業管理課 日本年金機構経嘗企画部長
年金高事業管理
課長

H29.1.19 年管管発0119第2号
現j毘届による生存確認を行っている年金

｛左藤費史 年金昂事業管理課
日本年金機構事業推進部門（年金給 厚生野働省年金

受給権者への対応について 付）担当理事 昂事業管理課長

H29.1.19 年管管発0119第3号
現況届による生存確認を行っている年金

佐藤貴史 年金届事業管理課
地方厚生（支）昂 厚生労髄省年金

受給権者への対応について 年金調整課長 年金管理課長 昂事業管理課長



H29.U9 年管管発0119第4号
介護保障料等の年金からの特別徴収につ

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

いて 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.1.20 年管管発0120第1号
審査請求事件に保る保験者意見の提出に

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

ついて 国四圏、九州厚生局社金探険審査官 課長

H29.1.20 年管管発0120第2号
特別障害給付金に係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 厚生背働省年金

て 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

「国民年金 E厚生年金保険脱退一時金の支給決定
日本年金機構本部 厚生骨働省年金

H29.1.20 年菅管発0120第3号 取消しについて（通知）」及び「国民年金ー厚生年金保
森達也 年金局事業管理課

険脱退一時金不支給決定通知書（通知）Jの厚生 年金給付費給付業務調整室長 局事業管理課長
労働大臣印の押印依頼について

H29.1.24 年管管発0124第1号
年金の裁定等の決定に保る承認について

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

（平成29年1月23日） 年金給付昔日給付業務調整室長 島事業管理課長

H29.1.24 年管管発0124第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

東認について 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

審査請求事件に罷る｛呆険者意見の提出に 年金崩事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金崩事業管理
H29.1.24 年管管発0124第3号 酒井敏之 近畿、中国四園、四園、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
属社会保障審査官

課長

日本年金機構経嘗企画部長、北関東掴

H29.1.25 年管管発0125第1号
審査請求事件の容認決定に探る処分につ

酒井敏之
年金崩事業管理課 信越地域第一部長、南関東地域第一 年金崩事業管理

いて（容認決定） 年金審査協 部長、中部地域第一部長、近畿地域第 課長
一部長、中園地域部長

審査請求事件に保る保険者意見の謹出に 年金商事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北睦、

年金閣事業管理
H29.1.26 年管管発0126第1号 大久保秀直 近畿、中園田圏、九州厚生（支）眉社会

ついて 年金審査係
保険審査官

課長

H29.1.26 年管管発0126第2号
審査請求事件に揺る保険者意見の提出に

上村武意 年金島事業管理課
北海道、東北、関東信越、東溝北陸、 年金蝿事業管理

ついて 近畿局社会保険審査官 課長



H29.1.26 年管管発0126第3号
特別障害給付金に保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 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

H29.1.27 年管管発0127第1号
審査請求事件に保る処分取消しの詩史認に

大久保持直
年金閣事業管理課 自本年金機構障害年金業務部長、南 年金崩事業管理

ついて 年金審査保 関東地域部第一部長 課長

H29.1.27 年管管発0127第2号 行政訴訟事件に係る新たな処分について 谷山雅子 年金商事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金局事業管理
課長

H29.1.30 年管管発0130第1号 再審査請求事件に係る処分変更について 中西秀樹 年金馬事業管理課 田本年金機構経堂企画部長
年金崩事業管理
課長

H29.1.30 年管管発0130第2号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 ！草生封働省年金

承認について 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.1.31 年管管発0131第1号
年金の裁定等の決定に｛系る＊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29年1月30日依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.1.31 年管管発0131第2号
特別障害給付金に探る裁定の京認につい

森達也 年金崩事業管理課
自本年金機構本部 厚生労働省年金

て 年金給付昔日給付業務調整室長 属事業管理課長

H29.2.1 年管管発0201第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 大久｛呆秀麗
年金崩事業管理課

自本年金機構経嘗企画部長
年金高事業管理

年金審査様 課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ 年金属事業管理課
日本年金機構経嘗企画部長、商関東

年金局事業管理
H29.2.2 年管管発0202第1号

いて（容認決定）
酒井敏之

年金審査保
地域第一部長、近畿地域第一部長、九

課長
州地域第一部長

審査請求事件に保る保険者意毘の提出に
北海道、関東信越、東海北陸、近畿、

年金局事業管理
H29.2.2 年管管発0202第2号 中西秀樹 年金局事業管理課 西国、九州厚生（支）昂社会保険審査

ついて r・国4ー可 課長



H29.2.2 年管管発0202第3号
各撞諸変更等の意認について（平成29年

森達也 年金属事業管理課
日本年金機構本部 厚生背働省年金

2月支払分等） 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.2.2 年管管発0202第4号
老齢福祉年金の各種諸変室等の承認に

森違世 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

ついて 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29園2.3年管官発0203第1号 再審査請求事件に探る処分変更について 大弘保秀直
年金局事業管理課

田本年金機構経堂企画部長
年金聞事業管理

年金審査保 課長

厚生労働大臣が定める現物給与の価額
年金昂事業管理課

地方厚生局年金指導課長、地方厚生 厚生労働省年金
H29.2.6 年管管発0206第1号

について（構報提供）
野本祐樹 厚生年金保験管理

（支）局年金管理課長 崩事業管理課長
｛系

年金昂事業管理課
財務省大臣官居企画官（主計局給与共

厚生労働大臣が定める現物給与の冊額 溝課担当）、総務省自治行政昂公務員 j享生野働省年金
H29“2.6 年管管発0206第2号

について（情報提供）
野本祐樹 厚生年金保験管理

部福祉課長、文部科学省高等教育崩 島事業管理課長
f系

私学部私学行政課長

審査請求事件に係る保験者意見の捉出に 年金属事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金蝿事業管理
H29.2.6 年管管発0206第3号 大弘保持直 園田園、九州厚生（支）局社会保険審

ついて 年金審査保
査官

課長

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

年金崩事業管理
H29.2.6 年管管発0206第4号 酒井敏之 近畿、中園田園、四圏、九州塵生（支）

ついて 年金審査係
局社会保験審査宮

課長

H29.2.6 年管管発0206第5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 厚生賞働省年金

承認について 年金給付昔日給付業務調整室長 島事業管理課長

H29.2.7 年管管発0207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 年金島事業管理課 自本年金機構経宮企画部長
年金局事業管理
課長

H29.2.7 年管管発0207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 年金賄事業管理課 近畿j享生届社会保険審査官
年金局事業管理

ついて 課長



H29.2.7 年管雷発0207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 年金高事業管理課 田本年金機構障害年金センター長
年金局事業管理

ついて 課長

審査請求事件の容認決定に係る処分につ 年金崩事業管理課
日本年金機構経嘗企画部長、東北地

年金属事業管理
H29.2.7 年菅管発0207第3号 酒井敏之 域第一部長、南関東地域第一部長、近

いて（容認決定） 年金審査保
畿地域第一部長

課長

H29.2.7 年管管発0207第4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

自本年金機構本部 摩生労働省年金
（平成29年2月6日蝕頼分） 年金給付音~給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.2.7 年管管発0207第5号
特別障害給付金の裁定及び不支給決定

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生労｛動省年金

等の承認について 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.2.8 年管管発0208第1号
再審査請求事件に保る処分について（容

大久保秀直
年金届事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金局事業管理

認識決） 年金審査係 課長

H29.2.8 年管管発0208第2号
審査請求事件に｛系る保障者意見の提出に

上村武志 年金昂事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 年金閣事業管理

ついて 国四圏、九州！草生昂社会保験審査官 課長

H29.2.9 年管管発0209第1号
口頭意見陣述における保障者への賞聞事

中西秀樹 年金昂事業管理課 関東信越厚生昂社会保険審査官
年金昂事業管理

Jjに対する回答について 課長

H29.2.9 年管管発0209第2号
口頭意見瞭述における保険者への畳間事

中西秀樹 年金昂事業管理課 東海北陸厚生局社会保験審査官
年金買事業管理

Z頁に対する囲答について 課長

日本年金機構障害年金業務部長、南

H29.2.10 年管管発0210第1号
審査請求事件に｛系る処分取消しの承認に

大丸｛呆秀重
年金蝿事業管理課 関東地域第一部長、北海道、東北、関 年金局事業管理

ついて 年金審査保 東信越、東海北陸、近畿、中園田園厚 課長
生島社 査官
石下峻一郎、 福祉大学ニ悶病院医院長

甚療専門職の嘱託について（平成29年 年金島事業管理課 宮崎勝、草野修輔、日本年金機構理事長、豊原 摩生労働省年金
H29.2.13 年管管発0213第1号

度）
撞木和宏

年金審査係
敬三、厚木市立病院病院事業管理者山本裕康、

眉事業管理課長西村浩、北松戸lまぶらクリニック院長馬場敦、馬
｜場動



審査請求事件に係る保険者意見の提出に
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金居事業管理
H29.2.14 年管管発0214第1号

ついて
中西秀樹 年金馬事業管理課 園田園、四圏、九州厚生（支）晶社会保

課長
験審査官

H29.2.14 年管管発0214第2号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金島事業管理課
日本年金機構本部 厚生勢働省年金

（平成29年2月13自依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.2.14 年管管発0214第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 摩生労働省年金

承認について 年金給付部給付業務調整室長 罰事業管理課長

H29.2.14 年管管発0214第4号
特別障害給付金の諸変重等の承認につ

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

いて 年金給付部給付業務調整室長 馬事業管理課長

圏民年金障害基礎年金請求書（却下）に
自本年金機構本部 厚生封働省年金

H29圃2.14年管管発0214第5号 かかる君主認取り消し忍び厚生封働大臣印 森達也 年金局事業管理課
年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

の押印｛衣頼について

H29.2.14 年管管発0214第6号
口頭意見瞭述における保険者への貫聞事

中西罫樹 年金賄事業管理課 関東信越厚生昂社会保険審査官
年金昂事業管理

項に対する囲答について 課長

H29.2.14 年管官発0214第7号
口頭意見陳述における保験者への貴闘事

中西秀樹 年金蝿事業管理課 中国四国厚生昂社会保験審査官
年金崩事業管理

項に対する田答について 課長

全国健康保験協会が管掌する櫨膜｛郡東
年金崩事業管理課

厚生労働省年金
H29.2.14 年管管発0214第8号 野本祐樹 庫生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事

に関する特定保験料等について
｛系

眉事業管理課長

H29.2.15 年管管発0215第1号 再審査請求事件に罷る処分変更について 大久保秀直
年金賄事業管理課

日本年金機構経雷企画部長
年金属事業管理

年金審査協 課長

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ 年金賄事業管理課
日本年金機構経曽企画部長、北関東 E

年金属事業管理
H29.2.15 年管管発0215第2号

いて（容認決定）
酒井敏之

年金審査｛系
信越地域第一部長、近畿地域第一部

課長
長、中園地域部長、四園地域部長



平成27年度臣民年金事務費交付金等の
年金昂事業管理課 鵡入徴収官厚生労働省年金届事業企 厚生労働省年金

H29.2.17 年管管発0217第1号 遮還について（積権発生通知及び厚生昂 五昧憲治
交付金保 画課長 崩事業管理課長

通知）

平成27年慶闇民年金事務費交付金等の
年金島事業管理課 厚生労働省年金

H29.2.17 年管官発0217第2号 返還について（標権発生通知表び厚生局 五昧憲治
交付金保

一地方厚生局年金調整（管理）課長
局事業管理課長

通知）

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

年金局事業管理
H29.2.17 年管管発0217第3号 大久保秀甚 近畿、中園田園、九州j草生（支）馬社会

ついて 年金審査保
保険審査官

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
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金蝿事業管理
H29.2.17 年管管発0217第4号 酒井敏之 国閤圏、四圏、九州厚生（支）局社会保

ついて 年金審査部
験審査官

課長

H29.2.17 年管管発0217第5号
行政訴訟事件に｛系る新たな処分について

松永潔文 年金馬事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金島事業管理

（｛衣頼） 課長

H29.2.20 年管管発0220第1号
口頭意毘陳述における保障者への龍開事

中西持樹 年金島事業管理課 九州厚生局社会保険審査官
年金蝿事業管理

項に対する囲筈について 課長

H29.2.20 年管官発0220第2号
~民年金給付費等の不支給決定等の京

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

認について 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

H29.2.20 年管管発0220第3号
介護保障料等の年金からの特別徴収につ

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構 厚生労働省年金

いて 年金給付部給付業務調整室長 馬事業管理課長

H29.2.21 年管管発0221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 年金高事業管理課
関東信越町東海北陸。九11M・近畿庫生島 年金高事業管理

ついて 社会保験審査官 課長

H29.2.21 年管管発0221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 年金崩事業管理課
自本年金機構障害年金センター長、近 年金局事業管理

ついて 畿地域第一部長、中部地域第一部長 課長



H29.2.21 年管管発0221第2号 再審査請求事件に保る処分変重について 上村武志 年金賄事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金蝿事業管理
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、近畿地

年金商事業管理
H29.2.21 年管管発0221第3号 酒井敏之 域第一部長、中園地域部長、九州地域

いて（容認決定） 年金審査保
第一部長

課長

H29.2.21 年管管発0221第4号
年金の裁定等の決定に｛系る承認について

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構本部 厚生労｛動省年金

（平成29年2月20日依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 高事業管理課長

H29.2.23 年管管発0223第1号
審査請求事件に罷る保験者意毘の提出に

上村武志 年金馬事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 年金高事業管理

ついて 園田園、九州厚生局社会保険審査官 課長

H29.2.23 年菅管発0223第2号
審査請求事件の容認決定に様る処分につ

酒井敬之
年金属事業管理諜

日本年金機構経雷企画部長
年金昂事業管理

いて（容認決定） 年金審査保 課長

H29.2.23 年管管発0223第3号
特別障害給付金の裁定忍び不支給決定

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生芳働省年金

等の承認について 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.2.24 年管官発0224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

日本年金機構経営企画部長
年金蝿事業管理

認裁決） 年金審査保 課長

日雇特例被保険者の保酷料額等の改正
年金属事業管理課

厚生封働省年金
H29.2.24 年管管発0224第2号

について
野本祐樹 厚生年金保険管理 日本年金機構事業企画部門担当理事

局事業管理課長f系

H29.2.24 年管官発0224第3号
口頭意見［醸述における保険者への質問事

中西秀樹 年金昂事業管理課 近畿厚生局社会保障審査宮
年金崩事業管理

項に対する回答について 課長

H29.2.24 年管管発0224第4号
口頭意見陳述における保険者への費問事

中西秀樹 年金島事業管理課 東海北陸厚生局社会保険審査官
年金昂事業管理

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器保障

H29.2.24 年管管発0224第5号
機能の強化等のための闇民年金法等の

森達也 年金局事業管理課 日本年金機構事業企画部門担当理事
厚生労働省年金

一部を改正する法律」に保る関保法令の 開事業管理課長

公布に｛半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

厚生労働省年金
H29.2.24 年管管発0224第6号

機能の強化等のための国民年金法等の
森達也 年金崩事業管理課

地方塵生（支）居
一部を改正する法律JIこ係る関無法令の 年金調整課長 年金管理課長 局事業管理課長

公布に伴う事務の取扱いについて

H29.2.27 年管管発0227第1号
審査請求事件に保る処分取消しの員長認に

大久保持直
年金属事業管理課 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 年金審査係 海道地域部長、近畿第一地域部長 課長

H29.2.27 年管管発0227第2号
脱退一時金に関する事務の取扱いについ

｛左藤洋平
年金崩事業管理課

日本年金機構事業推進部門担当理事
厚生労働省年金

て 年金給付管理｛系 昂事業管理課長

H29.2.28 年管管発0228第2号 揮権管理事務指針の一部改正について 中村憲弘 年金崩事業管理課 自本年金機構事業推進部門担当理事
車生労輸省年金
崩事業管理課長

H29.2.28 年管管発0228第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

承認について 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

H29.2.28 年管管発0228第4号
年金の裁定等の決定に様る員長認について

森達也 年金崩事業管理課
日本年金機構本部 厚生骨働省年金

（平成29年2月27日銀頼分） 年金給付昔日給付業務調整室長 局事業管理課長

平成28年度｛建藤保険事務指定市町村交
年金局事業管理課

地方厚生局年金調整課長、地方厚生 厚生労働省年金
H29.2.28 年管管発0228第5号 野本祐樹 厚生年金保験管理

付金の交付について
｛系

（支）局年金管理課長 昂事業管理課長

｛建醸｛某！墳の事務の一部を行わせる地域の
年金崩事業管理課

車生労働省年金
H29.2.28 年管管発0228第6号

取消について
野本祐樹 厚生年金｛呆険管理 九州摩生昂年金調整課長

届事業管理課長
｛系

｛建麗保院の事務の一部を行わせる地域の
年金毘事業管理課

日本年金機構事業推進部門（統括担 厚生労働省年金
H29圃2.28年管管発0228第7号 野本祐樹 厚生年金保険管理

取消について
保

当）担当理事 属事業管理課長



園畏年金j去に基づく届蓄の電子媒体化及
年金崩事業管理課 厚生労働省年金

H29.3.1 年管管発0301第1号 び蟻式統一化等の実施に伴う市町村への 五昧憲治
交付金保

地方厚生（支）局年金調整（管理）課長
局事業管理課長

協力｛衣頼及び調査について

審査請求事件の容認決定に罷る処分につ 年金崩事業管理課
日本年金機構経営企画部長、近畿地

年金高事業管理
H29“3.2 年管管発0302第1号 酒井敏之 域第一部長、中園地域部長、九』・M地域

いて（容認決定） 年金審査保
第一部長

課長

H29.3.2 年管管発0302第2号
「年金額改定通知書」への厚生封働大臣

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

印の押印依頼について 年金給付部年金給付部長 崩事業管理課長

H29.3.2 年管管発0302第3号
特別障害給付金の戴定及び不支給決定

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

等の耳史認について 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

審査請求事件に探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
H29.3.3 年管管発0303第1号 中西需樹 年金崩事業管理課 近畿、中国四圏、九州厚生高社会保険

ついて
審査官

課長

審査請求事件に｛系る保険者意見の提出に 年金局事業管理課
東北、関東f言越、東海北陸、近畿、中

年金崩事業管理
H29.3.6 年管管発0306第1号 大久保秀甚 国四圏、九州厚生（支）局社会保障審

ついて 年金審査協
査官

課長

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

年金痛事業管理
H29.3.6 年官官発0306第2号 酒井敏之 中国四圏、酉圏、九州j草生（支）高社会

ついて 年金審査保
保障審査官

課長

H29.3.6 年管管発0306第3号
各撞諸変買等の君主認について（平成29年

森達協 年金高事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

3月支払分等） 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.3.6 年管管発0306第4号
市区町村国民年金事業功績厚生労働大

五昧憲治
年金高事業管理課

日本年金機構事業企画部門担当理事
車生首働省年金

盟表彰実施細則の制定について 交付金額 用事業管理課長

H29.3圃7年管管発0307第1号
口頭意見陣述における保険者への貫聞事

中西秀樹 年金聞事業管理課 九州厚生島社会保験審査官
年金商事業管理

:rjに対する囲答について 課長



H29.3.7 年管管発0307第2号
閤民年金臨書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 厚生持働省年金

主主認について 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.3.7 年管官発0307第3号
年金の戴定等の決定に｛系る承認について

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29年3月6日蝕頼分） 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.3.9 年管管発0309第1号
行政訴訟事件に保る新たな処分について

松永潔文 年金局事業管理課 日本年金機構経営企画部長
年金崩事業管理

Cf衣頼） 課長

H29.3.9 年管管発0309第2号 行政事件訴訟に探る新たな処分について 谷山雅子 年金局事業管理課 日本年金機構経曽企画部長
年金局事業管理
課長

H29.3.9 年管管発0309第3号
自頭意見陳述における保険者への費問事

中西秀樹 年金局事業管理課 近畿厚生局社会保険審査官
年金属事業管理

項に対する圏答について 課長

H29.3.9 年管管発0309第4号
口頭意毘陳述における保障者への貫聞事

中西持樹 年金問事業管理課 関東信越厚生届社会保験審査官
年金高事業管理

工翼に対する田答について 課長

H29.3.9 年管管発0309第5号
口頭意見陣述における保険者への貫開事

中西秀樹 年金局事業管理課 近畿厚生局社金保険審査官
年金崩事業管理

工買に対する回答について 課長

H29.3.9 年管管発0309第6号 口頭意見i環述における保障者への賞聞事
中西勢樹 年金属事業管理課 関東信越厚生局社会保険審査官

年金属事業管理
工買に対する圏笹について 課長

審査請求事件に係る保険者意見の寵出に
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金属事業管理H29.3.10 年管管発0310第1号 上村武志 年金局事業管理課 近畿、中園田園、九州厚生居社会保険
ついて

審査官
課長

H29.3.10 年管管発0310第2号 老齢福祉諸変重等の承認について 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
年金給付部給付業務調整室長 晶事業管理課長



H29.3.10 年管管発0310第3号
特別障害給付金に探る裁定の京認につい

森達也 年金蝿事業管理課
年金機構本部 摩生労働省年金

て 年金給付部給付業務調整室長 島事業管理課長

H29.3.10 年管管発0310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 日本年金機構経曽企画部長 事業管理課長
（平成26年（行ウ）第2号）

自本年金機構障害年金業務部長、南

H29.3.13 年菅管発0313第1号
審査請求事件に｛系る処分取消しの承認に

大久保秀甚
年金昂事業管理課 関東、中部、近畿地域第一部長、関東 年金局事業管理

ついて 年金審査係 信越、東海北陸、近畿、中園田園、四 課長
園、九州j享生局社会保険審査官

年金受給資格期間の短縮に伴い新たに年
公誌社団法人国民健療保験中央会理
事長 厚生労働省年金

H29.3.13 年管管発0313第2号 金受給権が発生する者に関するデータの 鈴木農希 年金属事業管理課
各都道府県園毘櫨康保i境団体連合会 局事業管理課長

送付について（協力依頼）
理事長

H29.3.13 年管管発0313第3号
口頭意見開述における保障者への費問事

中西秀樹 年金局事業管理課 北海道厚生崩社会保験審査官
年金局事業管理

I頁に対する圏答について 課長

日本年金機構経嘗企画部長、東北地

H29.3.14 年管管発0314第1号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

酒井敏之
年金馬事業管理課 域第一部長、北関東固信越地域第一部 年金高事業管理

いて（容認決定） 年金審査｛系 長、南関東地域第一部長、中園地域部 課長
長

ト129.3.14年管管発0314第2号
年金の裁定等の決定に係る誤認について

森達也 年金昂事業管理課
田本年金機構本部 厚生背働省年金

（平成29年3月13日依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 馬事業管理課長

H29.3.14 年管管発0314第3号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森達也 年金賭事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

~認について 年金給付部給付業務調整室長 晶事業管理課長

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

年金局事業管理
H29.3.15 年管管発0315第1号 大久保秀車 近畿、中国四圏、四圏、九州厚生（支）

ついて 年金審査保
昂社会保険審査官

課長

H29.3.15 年管管発0315第2号
審査請求事件に係る保験者意見の提出に

酒井敏之
年金高事業管理課 関東信越、東海北陸、近畿、中圏西国 年金崩事業管理

ついて 年金審査協 厚生馬社会保険審査宮 課長



自本年金機構経曽企酉部長、東北地

H29.3.15 年管管発0315第3号
審査請求事件の容認決定に罷る処分につ

酒井敬之
年金蝿事業管理課 域第一部長、北関東園｛言越地域第一昔日 年金局事業管理

いて（容認決定） 年金審査｛系 長、南関東地域第一部長、中部地域第 課長

一部長、中園地域部長

H29.3.16 年管管発0316第1号
口頭意見陳述における保験者への質問事

中西秀樹 年金局事業管理課 関東信越車生届社会保険審査官
年金崩事業管理

項に対する囲筈について 課長

H29.3.16 年管管発0316第2号
口頭意見陣述における保険者への費問事

中西秀樹 年金高事業管理課 関東｛言越厚生高社会保険審査官
年金昂事業管理

項に対する回答について 課長

H29.3.16 年管管発0316第3号
審査請求事件に保る保障者意見の提出に

上村武志 年金昂事業管理課
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中 年金居事業管理

ついて 闇四園厚生局社会保i境審査官 課長

年金受給資格期間短縮に伴う円滑な年金 各都道府県、指定都市、中接市民生主

H29.3.16 年管管発0316第4号
請求手続を実施するための生活保護担当

小畑和博
年金局事業管理課 管部（闇）長 保護課長事業管

部品と国民年金担当部居との連接につい 圏民年金管理保 各地方厚生（支）昂年金調整課長、年 理課長
て（通知） 金管理課長

厚生年金保険の保険給付設び保険料の
年金属事業管理課

ト129.3.17年管管発0317第1号
納付の特例等に関する法律第2条第gr頁

萌農雄樹 厚生年金保険管理 厚生労働省年金昂総務課長
厚生労働省年金

の規定にf系る平成28年度の国庫負担に
係

昂事業管理課長
ついて

厚生年金保険の保険給付及び保険料の
年金局事業管理課

H29.3.17 年管管発0317第2号
納付の特例等に関する法鐸第2条第12

訪農雄樹 厚生年金保険管理 厚生労働省年金局総務課長
厚生労働省年金

項の規定に保る平成28年度の国庫繰入
｛系

崩事業管理課長
について

H29.3.17 年管雷発0317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 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 厚生労働省年金

て 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

H29.3.17 年管管発0317第4号
特別障害給付金の諸変璽等の意認につ

森達也 年金馬事業管理課
日本年金機構本部 厚生背｛動省年金

いて 給付業務部給付業務調整室長 崩事業管理課長

平成29年4月からの短時間労働者に対す 年金馬事業管理課
日本年金機構事業企画部門担当理事胆 年金属事業管理

H29.3.17 年管管発0317第5号 る｛建蔵保険園厚生年金保険の適用拡大に 山村祐介 厚生年金保険管理
｛系る事務の取扱いについて i系 事業推進部門（統括担当）担当理事 課長



平成29年4月からの短時間骨髄者に対す 年金崩事業管理課
地方厚生（支）高年金指導課長 B年金管 年金昂事業管理

H29.3.17 年管雷発0317第6号 る｛建麗｛呆臨 E厚生年金保障の適用拡大に 山村祐介 l草生年金保験管理
理課長 課長

｛系る事務の取扱いについて ｛系

H29.3.17 年管管発0317第7号
介護保険料等の特別徴収に罷る市町村

森達也 年金昂事業管理課
日本年金機構本部 j草生首働省年金

への通知について 年金給付部給付業務調整室長 崩事業管理課長

行政事件訴斡に｛系る処分変重宝について
H29.3.21 年管管発0321第1号 （障害基礎年金不支給処分取消請求事件 畑中正視 年金閣事業管理課 E本年金機構経営企画部長 事業管理課長

（名古屡地裁平成28年（行ウ）第25号））

H29.3.21 年管管発0321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 j草生労働省年金

（平成29年3月21自依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長

H29.3.21 年菅管発0321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 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.3.22 年管管発0322第3号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

酒井敏之
年金聞事業管理課

日本年金機構経曽企関部長
年金属事業管理

いて（容認決定） 年金審査係 課長

H29.3.22 年管管発0322第4号
口頭意見｜聴述における保験者への露間事

中西秀樹 年金崩事業管理課 関東信越厚生届社金保験審査官
年金馬事業管理

項に対する囲答について 課長

日本年金機構地域部移転に伴う学生納付特例の事
年金馬事業管理課 地方厚生（支）高年金調整（年金管理） 年金局事業管理

H29.3.23 年管管発0323第1号 務手続に関する特例に務係手る続事に務関取す扱る要事領務及取び拐保険 ＝箇佑司
料納付確認団体の事 扱要領 国民年金管理係 課長 課長
の一部改正について

H29.3.23 年管管発0323第2号
年金受給資格期間短縮に伴う対拡につい

若山大輔
年金高事業管理課

全国民生委員児童委員連合会会長
年金昂事業管理

て（協力依頼） 国民年金管理部 課長

H29.3.23 年管管発0323第3号
年金受給資格期間短縮にイ半う対応につい

若山大輔
年金居事業管理課

全国社会福祉協議会会長
年金崩事業管理

て（協力依頼） 国民年金管理保 課長



H29圃3.23年管管発0323第4号
口頭意見l醸述における保験者への質問事

中西秀樹 年金賭事業管理課 関東信越厚生昂社会保験審査官
年金崩事業管理

Z真に対する圏答について 課長

H29.3.23 年管管発0323第5号
口頭意見陳述における保険者への費問事

中西持樹 年金昂事業管理課 東海北陸厚生昂社会保険審査官
年金高事業管理

項に対する回答について 課長

H29.3.23 年管管発0323第6号
口頭意見陳述における保険者への質問事

中西秀樹 年金属事業管理課 中園田園厚生局社会保験審査官
年金昂事業管理

I買に対する田答について 課長

H29圃3.24年管管発0324第1号 再審査請求事件に探る処分変更について 大久保持直
年金局事業管理課

日本年金機構経営企画部長
年金蝿事業管理

年金審査保 課長

H29.3.24 年管管発0324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~認について 年金給付部給付業務調整室長 眉事業管理課長

H29.3.27 年管管発0327第1号 再審査請求事件に保る処分変重について 酒井敏之
年金局事業管理課

日本年金機構経嘗企田部長
年金昂事業管理

年金審査保 課長

H29.3.27 年管管発0327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 ！享生労働省年金

承認について 年金給付昔日給付業務調整室長 高事業管理課長

平成28年震における圏民年金事務費交
年金高事業管理課 厚生背働省事業

H29.3.28 年管管発0328第1号 付金等の輔算交付額の変重決定に伴う横 五昧憲治 関東信越厚生昂年金調整課長
権発生通知書の送付等について

交付金保 管理課長

平成28年度における国民年金事務費交
年金局事業管理課 地方厚生（支）局年金調整（管理）課長 厚生労働省事業

H29.3.28 年管官発0328第2号 付金等の交付決定及び精算交付について 五味憲治
（厚生届宛て通知）

交付金保 ［関信以外］ 管理課長

平成28年度における国民年金事務費交
年金崩事業管理課 厚生労｛動省事業

H29“3.28 年菅管発0328第3号 付金等の交付決定及び精算交付について 五昧憲治 関東信越厚生島年金調整課長
( l享生昂苑て通知）

交付金保 管理課長



H29.3.28 年管管発0328第4号
平成28年度における圏民年金事務費交

五味憲治
年金崩事業管理課

地方厚生（支）騎年金調整（管理）課長
厚生労働省事業

付金等の交付の申講について 交付金保 管理課長

年金局事業管理課
一般社団法人生命保険協会、一椴社

H29.3.28 年管管発0328第5号 厚生年金保障法等に基づく闇出の適正化
萌農雄樹 厚生年金保験管理

閏法人日本損害保｜境協会、ー椴社団 厚生労働省年金

の徹底について 法人外国損害保険協会、一般社団法 馬事業管理課
｛系

入国本少額短期保険協会

H29圃3.28年管管発0328第6号
年金の裁定等の決定に係る承認通知につ

森達也 年金局事業管理課
日本年金機構本部 厚生賞働省年金

いて（平成29年3月28日依頼分） 年金給付部給付業務調整室長 届事業管理課長

平成28年度｛建鹿保障事務指定市部T村支
年金局事業管理課

地方厚生扇年金調整課長、地方厚生 厚生労働省年金
H29.3.28 年雷管発0328第7号

付金の交付について
野本祐輔 j草生年金保険管理

（支）局年金管理課長 局事業管理課長
｛系

平成28年（ワ）第2597号損害賠償請求
年金島事業管理

H29.3.29 年管管発0329第1号 事件 谷山雅子 年金属事業管理課 費別市長
課長

保有｛圏人構報の提棋について（依頼）

H29.3.29 年管官発0329第2号
口霊童意見醸述における保険者への覧問事

中西秀樹 年金昂事業管理課 東海北陸厚生高社会保｜境審査官
年金崩事業管理

Z買に対する回答について 課長

H29.3.29 年管管発0329第3号
審査請求事件に慌る処分取消しの承認に

中西秀樹 年金属事業管理課 関東信越厚生昂社会保険審査官
年金昂事業管理

ついて 課長

H29.3.29 年管管発0329第3号
審査請求事件に保る処分取消しの承認に

中西罫樹 年金局事業管理課 日本年金機構北関東凪信越地域第二部
年金馬事業管理

ついて 課長

各業における新規許可申請時における社 年金賄事業管理課
年金局事業管理

H29.3.30 年管管発0330第2号 金保障及び労働保験の適用状況の確認 野本祐樹 厚生年金保険管理 医薬昭生活昂総務課長
について（協力｛衣頼） ｛系

課長

各業における新規許可申請時における社 年金昂事業管理課 匡薬・生活衛生島生活衛生 a重量品安全
年金蝿事業管理

H29.3.30 年管管発0330第3号 金保険設び？？働保険の適用状況の確認 野本祐樹 厚生年金保験管理 部監視安全課長、医薬園生活衛生島生
について（協力依頼） ｛系 活衛生悶金品安全部生活衛生課長

課長



社会保i墳の適用状況の確認について（協
年金局事業管理課 年金挙企事業管

H29.3.30 年管官発0330第4号
力｛衣頼）

野本祐樹 厚生年金保険管理 社会問接護高描祉基盤課長
理課長

f系

H29.3.30 年管管発0330第5号
審査請求事件の容認決定に保る処分につ

酒井敏之
年金局事業管理課

自本年金機補経堂企画部長
年金島事業管理

いて（容認決定） 年金審査係 課長

持続可能性向上j去の施行に伴う経過措置 田本年金機構
厚生労働省年金

H29.3.30 年管管発0330第6号 政令及び経過措置省令の公布による事務 小野寺晋 年金属事業管理課 事業企画部門担当理事 事業推進部
届事業管理課長

の取扱いについて（通知） 門（年金給付担当）担当理事

東日本大震災に伴い発生した東京電力福

H29.3.30 年管管発0330第7号
島第一原子力発電所の事故に保る国民

佐藤美樹 年金昂事業管理課
地方厚生（支）毘年金調整（年金管理） 厚生労働省年金

年金保験料の申請免除等の取扱いにつ 課長 局事業管理課長

いて
東日本大震災に伴い発生した東京電力福

H29.3.30 年管管発0330第8号
島第一j薫子力発電所の事故に｛系る国民

佐藤美樹 年金崩事業管理課 E本年金機構事業管理部門担当理事
厚生労働省年金

年金保険料の申請免除等の取扱いにつ 局事業管理課長

いて

各業界団体に対する社会保｜強制j麗及び封
年金局事業管理課 医薬園生活簡生昂生活衛生明金品安全

年金局事業管理
H29.3.30 年管管発0330第9号

｛動保険制度の屑知について
野本祐掛 厚生年金保験管理 部監操安全課長、医薬園生活衛生居生

課長
｛系 j苦簡生園金品安全部生活衛生課長

H29.3.30 年管管発0330第10号
特別障害給付金に探る裁定の京認につい

森違世2 年金局事業管理課
日本年金機構本部 摩生背働省年金

て 年金給付昔日給付業務調整室長 崩事業管理課長

H29.3.30 年管管発0330第11号
日本年金機構による公的年金等支払報告

慶島匿 年金昂事業管理課 総務省自治税務崩市町村税課長
厚生労働省年金

書等への個人番号の記載開始について 昂事業管理課長

H29.3.31 年管官発0331第1号
厚生労働大寵の処分に対する審査請求に

酒井敏之
年金属事業管理課

日本年金機構理事長
年金局事業管理

f系る事務について（通知） 年金審査保 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
東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

年金高事業管理
H29.3.31 年管管発0331第2号 大久保持直 園四問、九州厚生（支）居社会保障審

ついて 年金審査係
査官

課長



H29.3.31 年管管発0331第3号
審査請求事件に罷る処分取消しの承認に

大久保持直
年金毘事業管理課 本年金機構障害年金業務部長、F害関 年金晶事業管理

ついて 年金審査保 東地域第一、中部地域第一部長 課長

H29.3.31 年管管発0331第4号 再審査請求事件に係る処分変重について 大久保秀直
年金局事業管理課

日本年金機構経堂企画部長
年金局事業管理

年金審査保 課長

厚生年金保障法泉び圏民年金；去に基づく
厚生労働省年金

H29.3.31 年管官発0331第5号 給付と損害賠憧額との調整に用いる基準 佳藤洋平 年金属事業管理課 田本年金機構事業企画部門担当理事
高事業管理課長

生活費について

厚生年金保険法及び園民年金法に基づく
j享生労働省年金

H29.3.31 年管官発0331箪6号 給付と損害賠償額との調整に用いる基準 佐藤洋平 年金崩事業管理課 財務省主計昂給与共済課長
属事業管理課長

生活費について

厚生年金保障法及び国毘年金j去に基づく
厚生卦働省年金

H29.3.31 年管官発0331第7号 給付と損害賠償額との調整に用いる基準 ｛左藤洋平 年金昂事業管理課 総務省自治行政局公務員部福利課長
生活費について

届事業管理課長

厚生年金保院法及び国民年金j去に基づく
文部科学省高等教蕎昂私学部私学行 厚生首働省年金

H29.3.31 年管管発0331第8号 給付と損害賠髄額との調整に用いる基準 ｛左藤洋平 年金局事業管理課
生活費について

政課長 昂事業管理課長

審査請求事件に係る保陳者意毘の提出に 年金崩事業管理課
北海道、東北、関東信越、東海北陸、

年金局事業管理
H29.3.31 年管管発0331第9号 酒井敏之 近畿、四圏、九州産生（支）居社会保険

ついて 年金審査係
審査官

課長

平成29年震における子ども周子膏て拠出
年金局事業管理課

j享生労働省年金
H29.3.31 年管管発0331第10号 野本祐樹 厚生年金保験管理 日本年金機構事業推進部門担当理事

金の率について
保

馬事業管理課課

H29圃3.31年管管発0331第11号
国民年金障害給付等の不支給決定等の

森遺也 年金痛事業管理課
田本年金機構本部 厚生労働省年金

君主認について 年金給付部給付業務調整室長 局事業管理課長

H29.3.31 年管管発0331第12号
老齢福祉年金の各種諸変更等の承認に

森達也 年金賭事業管理課
年金機構本部 厚生労働省年金

ついて 年金給付部給付業務調整室長 昂事業管理課長



H29.3.31 I年 管齢制第13号 1t諸官）の京認について（平成明森達也 日本年金機構
年金賭事業管理課｜年金給付部給付業務調整室長

厚生費働省年金
昂事業管理課長




