
描行田 文書番号 件名 起案者 起案担当課・f系 施行先 施行者

行政事件訴訟等の訴訟代理権の消滅及
大臣官扉年金管

H29.4.3 年管発0403第1号 び指定代理人の指定等について（平成28 ＝井修 年金属事業管理課 担当法務局長
理審議官

年（行ウ）第558号ほか87件）

平成29年度における年金委員の重点的な
年金属事業企画課

H29.4固3年管発0403第2号 野口栄治 構報公開置社賞士 日本年金機構理事長 年金管理審議官
活動内容等について

｛系

平成29年度における年金委員の重点的な
年金高事業企画課

H29園4圃3年管発0403第3号
活動内容等について

野口栄治 情報公開園社賞土 地方産生（支）局長 年金管理審議官

f系

「年金委員委嘱等事務取扱要領』の一部
年金局事業企画課

H29.4.3 年管発0403第4号 野口栄治 情報公開・社首士 日本年金機構理事長 年金管理審議官
改正について

｛系

「年金委員委嘱等事務取扱要領jの一部
年金昂事業企画課

H29闘4.3年管発0403第5号 野田栄治 槽報公開園社賞士 地方厚生（支）昂長 年金管理審議官
改正について

｛莱

情報セキュリティ対策等に係る監査の実施結果につ
年金局事業企画課 大臣官麗年金管

H29.4.3 年管費0403第6号
いて（通知）

佐久政tt 日本年金機構理事長
[H28 009］（対象中央年金センター（再裁定G）（債 監査室 理審議官
権管理G）、障害年金センター（障害厚生G))

H29圃ヰ圃3年管発0403第7号
行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅につ

君a司醸幸 年金崩事業管理課 大阪法務局長
大臣官爵年金管

いて（平成28年（行ウ）第269号他2件） 理審議官

H29.4.3 年管発0403第8号
行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅につ

郡司 E範幸 年金属事業管理課 東京法務居長
大臣官爵年金管

いて（平成28年（行ウ）第269号他割引 理審議官

H29.4.3 年管尭0403第9号
行政訴訟事件の訴訟代理権の消識につ

郡司康幸 年金局事業管理課 rt島法務昂長
大臣官雇年金管

いて（平成28年（行ウ）第269号他2件） 理審議官



法令データの認証について（特定障害者
年金島事業管理課

H29圃4.4年管発0404第1号 に対する特別障害給付金の支給に関する /J＼森圏ひとみ 総務省行政管理届長 年金管理審議官
法律掘行規則ほか3件）

企画保

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大臣官爵年金管

H29.4.4 年管発0404第2号 指定について（那覇地裁平成29年（行ウ） 畑中正調 年金昂事業管理課 那覇地方法務昂長
理審議官

第3号）

H29.4圃4年管発0404第3号
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の

臓部 JI顕一 年金昂事業管理課 東京法務昂長
大臣官麗年金管

指定について 理審議官

H29.4.5 年管発0405第1号
訴訟事件の調査囲報について（忠島地裁

畑中正視 年金崩事業管理課 法務省訟務居長， j主島法務局長
大臣官扉年金管

平成28年（行ウ）第37号） 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
大車官房年金管

H29.4.10 年管発0410第1号 指定について（大阪高裁平成29年（行コ） 畑中正視 年金賭事業管理課 大阪法務局長
理審議官

第24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

H29.4.10 年管発0410第2号 指定について（大阪高裁平成29年（行コ） 畑中正視 年金局事業管理課 大眠法務島長
理審議官

第24号）

H29.4.13 年管発0413第1号
圏民年金等専門調査員の御就任依頼に

浅見雅章 年金局事業管理課 神戸市｛呆健福祉晶長
大臣官爵年金管

ついて 理審議官

H29.4.14 年管発0414第1号
行政事件訴訟の実施設び指定代理人の

目監部 JI国一 年金昂事業管理課 東京法務開長
大臣官麗年金管

指定について 理審議官

法令データの認証について（圏畏年金の
年金崩事業管理課

H29.4.14 年管発0414第2号 事務費交付金的算定に関する省令iまか3 小森圏ひとみ 総務省行政管理昂畏 年金管理審議官
件）

企画保

山 191年館 。 崎1号
法令データ突合結果の認証について（自

柴田甚慧 年金局事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官
本年金機構法施行令ほか2件）



H29.4.19 年管発0419第2号
法令データ突合結果の認証について（日

柴田直慧 年金昂事業企画課 総務省行政管理晶畏 年金管理審議官
本年金機構法施行令ほか2件）

H29圃4.19年管発0419第3号
法令データ突合結果の認証について（自

柴田直慧 年金島事業企画課 総務省行政管理局長 年金管理審議官
本年金機構法施行令ほか剖牛）

H29.4.19 年菅発0419第4号
法令データ突合結果の認証について（自

柴田直慧 年金昂事業企画課 総務省行政管理屈長 年金管理審議官
本年金機構法）

H29.4.19 年管発0419第5号 争訟事件の処理について（回報） 矢作靖 年金崩事業管理課 名古麗法務居長
大臣官爵年金管
理審議官

H29.4.21 年管発0421第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 年金晶事業管理課 山形地方法務局長
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銀顧及び指定代理
厚生勢働省大臣

H29.4.27 年管発0427第1号 ＝井棲 年金届事業管理課 大阪法務局長 官爵年金管理審
人の指定について

議官

H29圃4.27年管発0427第2号
平成29年圏民年金被保験者実態調査の

梅北拓朗
年金蝿事業管理課

政策統括官（統計a情報政策担当）
大臣官麗年金管

実施に保る承認申請について 調査室 理審議官

H29.4.27 年管発0427第3号 判決に対する上訴の要否について（自報） 小杉光憲 年金馬事業管理課 開山地方法務愚長 年金管理審議官

平成29年度の日本年金機構に対する業
年金属事業企画課

H29.4.28 年管発0428第1号 務監査麗び会計監査の実施について（実 八巻純一
監査室

日本年金機構理事長 年金管理審議官
施通知）

ト129.5.2年管尭0502第1号
争訟事件の処理について（囲報）（福間地

畑中正視 年金局事業管理課 福間法務局長
大臣官麗年金管

戴平成28年（行ウ）第57号） 理審議官



行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
大臣官房年金管

ト129.5.2年管発0502第2号 指定について（出島高裁岡山支部2 被控 畑中正視 年金馬事業管理諜 岡山地方法務局長
理審議官

訴人

行政事件訴訟の実施底び指定代理人の
大臣官房年金管

H29.5.2 年管発0502第3号 指定について（広島高裁岡山支部，被控 畑中正視 年金局事業管理課 岡山地方法務居長
理審議官

訴人

H29.5.2 年管発0502第4号
強制執行停止申立について（依頼）（間山

畑中正視 年金局事業管理課 岡山地方法務局長
大臣官爵年金管

地裁平成27年（行ウ）第13号） 理審議官

行政事件訴訟の実胞及び指定代理人の
H29.5.8 年管発0508第1号 指定について（東京地裁：29年（行ウ）第1小杉光恵 年金局事業管理課 神戸地方法務届長 年金管理審議官

6号）

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H29.5.8 年管発0508第2号 指定について（東京地裁・29年（行ウ）第1小杉光恵 年金島事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

30号）

ト129.5.8年管発0508第3号
判決に対する上訴の要否等について（匝

小杉光恵 年金昂事業管理課 名古屋法務局長
大臣官爵年金管

報） 理審議官

H29.5.8 年管発0508第一4号 日本年金機構の拠点に対する情報セキュ
イ主久政彦

年金島事業企画課
日本年金機構各拠点

大臣官扉年金管
リティ監査の実施について 監査室 理審議官

平成29年（行ウ）第4号遺族基礎年金支
大臣官爵年金管H29.5.8 年管発0508第5号 給停止処分取消請求事件の調査団報の 谷山雅子 年金局事業管理課 山形地方法務局長

送付 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H29.5.9 年管発0509第1号 指定について（東京地裁平成29年（行ウ） 畑中正規 年金昂事業管理課 東京法務局長

第119号）について 理審議官

国家賠償請求事件（福井地方裁判所，平
大臣官爵年金管H29.5.9 年管発0509第2号 ！成29年（ワ）第88号）に係る行政事件訴 服部順一 年金局事業管理諜 福井地方法務局長

訟の指定代理人の指定について I 理審議官



行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H29.5.10 年管発0510第1号 指定について（高松地裁：29年（行コ）第7 小杉光恵 年金昂事業管理課 高松法務昂長 年金管理審議官

号）

H29.5.10 年管発0510第2号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁：

小杉光憲 年金局事業管理課 法務省訟務昂長，東京法務局長 年金管理審議宮
平成29年（行ウ）第130号）

H29.5.10 年管発0510第3号
法令データの認証について（老齢福祉年

小森圏ひとみ
年金昂事業管理課

総務省行政管理島長 年金管理審議官
金支給規副Iまか1件） 企画保

j享生労働省大臣
H29.5.10 年管発0510第4号 争訟事件の処理について（囲報） 中西秀樹 年金島事業管理課 岡山地方法務届畏 官房年金管理審

議官

H29.5.11 年管発0511第1号 争訟事件の処理について（囲報） 谷山雅子 年金属事業管理課 東京法務局長
大臣官麗年金管
理審議官

H29.5.11 年管発0511第2号 争訟事件の拠理について（閤報） 小杉光恵 年金属事業管理課 東京法務島長
大臣官房年金管
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

H29.5.11 年菅発0511第3号 指定について（東京高裁平成28年（行コ） 畑中正調 年金昂毒事業管理課 東京法務島長
理審議官

第77号）

H29.5.12 年管発0512第1号
行政事件訴訟の実施龍頼及び指定代理

三 井 穆 年金島事業管理課 東京法務届長
大臣官爵年金管

人の指定について 理審議官

H29.5.12 年管発0512第2号 争訟事件の処理について（田報） 谷山雅子 年金昂事業管理課 札幌法務局長
大臣官爵年金管
理審議官

法令データの認証について（国畏年金の
年金島事業管理課

H29.5.15 年管尭0515第1号 事務費交付金の算定に関する省令ほか2 小森園ひとみ 総務省行政管理毘長 年金管理審議官
件）

企画罷



H29.5.17 年管発0517第2号
「障害年金の認定基準（差引認定）の毘車

村松英明
年金崩事業管理課 信州大学医学部長早稲田大学法学 大臣官爵年金管

しに関する専門家ヒアリング』について 障害認定企画犠 学術院長 理審議官

H29.5.17 年管発0517第2号
「障害年金の認定基準（差引認定）の毘車

村松英明
年金局事業管理課

久保田伸枝飛松好子
大臣官扉年金管

しに関する専門家ヒアリング」について 障害認定企画係 理審議官

H29.5.19 年管発0519第1号
法令データ突合結果の認証について（日

柴田甚慧 年金閣事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官
本年金機構法iまか1件）

H29.5.19 年管発0519第2号
法令データ突合結果の認証について（日

柴田直慧 年金届事業企画課 総務省行政管理昂長 年金管理審議官
本年金機構法ほか1件）

平成29年（行ウ）第62号障害基礎年金
大臣官爵年金管

H29.5.22 年管発0522第1号 支給義務付け請求事件の調査囲報の送 三井 i審 年金閣事業管理課 法務省訟務畠長，大阪法務局長
理審議官

付について

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
大臣官麗年金管

H29.5.22 年管発0522第2号 指定代理の指定について（平成29年（行 三井修 年金毘事業管理課 福岡法務局長
理審議官

ウ）第17号）

行政事件訴能の実施盈び指定代理人の
大臣官麗年金管

H29.5.22 年管発0522第3号 指定について（札幌地裁平成29年（行ウ） 畑中正調 年金属事業管理課 札幌法務眉長
理審議官

第5号）

H29.5.22 年管発0522第4号
訴訟事件の調査囲報について（札幌地裁

畑中正調 年金崩事業管理課 法務省訟務島長，札幌法務昂長
大臣官爵年金管

平成29年（行ウ）第5号） 理審議官

H29.5.22 年管発0522第5号
平成29年闇畏年金被保験者実態調査の

｛安藤匡人
年金局事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官爵年金管

実施について 調査室 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H之9.5.23年管尭0523第l号 指定について（東京高裁；29年（行コ）第9 小杉光憲 年金毘事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

1号）



行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.5.23 年管発0523第2号 指定について（名古麗高裁：29年（行コ）第 小杉光憲 年金員事業管理課 名古麗法務関長 年金管理審議官

34号）

行政事件訴訟（東京地方裁判所平成29年
大臣官爵年金管H29冒5.24年管発0524第2号 （行ウ）第148号）の実施依額及び指定代 三井修 年金崩事業管理課 東京法務昂長
理審議官

理人の指定について

H29.5.26 年管発0526第1号
業務監査及び会計監査の実施結果1こっ

早川誠一
年金属事業企画課

田本年金機構理事長 年金管理審議官
いて（和歌山） 監査室

H29.5司29年管発0529第1号 争訟事件の処理について（回報） 矢作靖 年金島事業管理課 大阪法務島長
大臣官扉年金管
理審議官

H29.5圃29年管発0529第2号 決定の告知について（囲報） 小杉光恵 年金昂事業管理課 大阪法務届長
大臣官扉年金管
理審議官

H29.5.29 年管発0529第3号 決定の告知について（囲報） 小杉光恵 年金局事業管理課 大臨法務島長
大臣官麗年金管
理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29園5.29年管発0529第4号 指定について（秋田地裁：28年（行ウ）第4 小杉光悪 年金毘事業管理課 秋田地方法務昂長 年金管理審議官

号）

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
大鹿官爵年金管

H29圃5.29年管発0529第5号 、指定について（東京高裁平成29年行コ第 服部 II顕一 年金毘事業管理課 東京法務届長
理審議官

151号）

H29.5.31 年管発0531第2号
法令データ突合結果の認証について（圏

柴田甚慧 年金属事業企画課 総務省行政管理畠長 年金管理審議官
民年金法施行令）

平成？9年庚国民年金事務費支付金等の i勝又淑丸 年金島事業管理課
厚生封働省大臣

H29.6.2 年官発0602第之号 地方厚生（支）局長 官爵年金管理審
概算交付申請について 交付金保

議官



法令データの認証について（中国残留邦人等

H29.6.2 年管発0602言事3号
の円滑な帰国の｛足進並びに永住帰国した中国

lj＼森圏ひとみ
年金崩事業管理課

総務省行政管理島長 年金管理審議官
残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に 企画保
関する法律施行規則ほか2件）

H29.6.6 年管発0606第1号
法令データ突合結果の認証について（年

柴田直慧 年金崩事業企画課 総務省行政管理局長 年金管理審議官
金特別会計事務取扱規則）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.6.9 年管発0609第1号 指定について（大阪地裁：29年（行ウ）第7 小杉光憲 年金属事業管理課 大阪法務届長 年金管理審議官

7号）

行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H29.6冒9年管費0609第2号 指定について（大阪地裁：29年（行ウ）第 小杉光恵 年金局事業管理課 大阪法務昂長 年金管理審議官

90号）

H29園6.12年管発0612第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人的

谷山雅子 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

H29.6.12 年管発0612第2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 東京法務崩長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

ノ

H29.6.12 年管発0612第3号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 年金局事業管理課 大阪法務関長
大臣官麗年金管

指定について 理審議官

H29.6.12 年管発0612第4号
平成29年（行ウ）第133号障害年金等

谷山雅子 年金高事業管理課 東京法務居長
大臣官扉年金管

決定取消等請求事件の調査田幸患の送付 理審議官

H29.6.12 年管発0612第5号
業務監査及び会計監査の実施結果につ

末永博幸日
年金昂事業企画課

田本年金機構 年金管理審議官
いて（福島） 監査霊

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理
大臣官房年金管

H29.5.12 年管発0612第6号 人の指定について（東京地方裁判所平成 ＝井｛事 年金局事業管理課 東京法務馬
理審議官

29年（行ウ）第235号）



H29.6.14 年管発0614第1号
圏畏年金法施行規則の一部を改正する省

三箇｛右司
年金崩事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官麗年金管

令の公布について（通知） 国民年金管理操 理審議官

H29.6.14 年管発0614第2号
園民年金法施行規則の一部を改正する省

＝箇｛右司
年金晶事業管理課

地方厚生（支）局長
大臣官爵年金管

令の公布について（通知） 由民年金管理保 理審議官

H29.6.14 年管発0614第3号 決定の告知について（回報） 土井修 年金高事業管理課 大阪法務局長
大臣官爵年金管
理審議官

サイバーセキュリティ基本法第25条第1項 年金属事業企画課
大臣官爵年金管

H29.6.16 年管発0616第1号 第2号に基づく施策の評髄（マネジメント監 大丸纏泰 システム室情報企 日本年金機構理事長
査）報告書について 画第一｛系

理審議官

行政事件訴訟の実施怯頼及び指定代理 車生骨髄省大臣
l→29.6.19 年管発0619第1号 人の指定について（大阪高等裁判所平成 三井鯵 年金局事業管理課 大阪法務島長 官爵年金管理審

29年（行コ）第121号） 議官

f青報セキュリティ対策等に罷る監査の実
年金属事業企画課 大臣官爵年金管

H29.6.20 年管発0620第4号 施結果について（通知）［29-002］（対象： 住久政彦 日本年金機構理事長
北海道事務センター他14拠点）

監査室 理審議官

平成28年（行コ〉第47号遺族厚生年金
大臣官爵年金管

H29.6.21 年管発0621第1号 不支給決定処分取消請求控訴事件の判 服部！｜由一 年金居事業管理課 福岡法務居長
決に対する上訴の要苔等について（回報）

理審議官

損害賠償請求事件（名古屋地方裁判所，
大臣官麗年金管

H29.6.26 年管発0626第1号 平成29年（ワ）第2215号）に保る行政事 職部 JI慎一 年金属事業管理課 名古麗法務昂畏
理審議官

件訴訟の指定代理人の指定について

H29.6.26 年管発0626第2号 決定の告知について（圏報） 三井｛欝 年金局事業管理課 山口地方法務局長
大臣官爵年金管
理審議官

H29.6.29 年官発0629第1号
行政訴訟事件（！）実施設び指定代理人の

谷山雅子 年金昂事業管理課 高知地方法務毘長
大臣官房年金管

指定について 理署議官



H29.6.29 年管発0629第2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 高知地方法務局長
大臣官房年金管

指定について 理審議官

H29.6.30 年管発0630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（岡山・群馬） 監査室

H29.6.30 年管発0630第2号
社会保険・労働保険関係手続の電子化の

若山大輔
年金局事業管理課

国民
大臣官房年金管

推進に係る工程表について 国民年金管理係 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.7.4 年管発0704第2号 指定について（名古屋高裁：29年（行コ）第 小杉光恵 年金局事業管理課 名古屋法務局 年金管理審議官

56号）

障害年金不支給処分取消請求事件（山口
大臣官房年金管

H29.7.6 年管発0706第1号 地方裁判所平成29年（行ウ）第62号） 三井修 年金局事業管理課 法務省訟務局長，山口地方法務局長
理審議官

の調査回報の送付について

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理
大臣官房年金管

H29.7.6 年管発0706第2号 人の指定について（山口地方裁判所平成2三井修 年金局事業管理課 山口地方法務局長
理審議官

9年（行ウ）第9号）

H29.7.10 年管発0710第1号
平成29年（ワ）第88号国家賠償請求事

服部順一 年金局事業管理課 法務省訟務局長，福井地方法務局長
大臣官房年金管

件の調査回報の提出について 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 d

H29.7.10 年管発0710第2号 指定について（名古屋地裁：平成29年（行 服部順一 年金局事業管理課 名古屋法務局長
理審議官

ウ）第49号）

上訴の要否について（回報）（訴状救助事

H29.7.10 年管発0710第3号
件（大阪高裁平成29年（行タ）第98号），

畑中正視 年金局事業管理課 大阪法務局長
大臣官房年金管

本案事件（未支給年金支給請求控訴事件 理審議官
（大阪高裁平成29年（行コ）第47号）））
履用保険法等の一部を改正する法律の一

自29.7.14年管発0714第1号
部の施行に伴う関係政令の整備等及び経

小森闇ひとみ
年金局事業管理課

日本年金機構理事長 年金管理審議官
過措置に関する政令の一部を改正する政 企画係
令の施行等について（通知）



H29.7.18 年管発0718第1号 指定代理人の指定について（依頼）（新潟
畑中正視 年金局事業管理課 新潟地方法務局長

大臣官房年金管
地裁平成29年（行ウ）第11号） 理審議官

処分取消請求事件（東京地方裁判所（平
大臣官房年金管H29.7.24 年管発0724第1号 成29年（行ウ）第127号）の調査回報の送 ＝井修 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長

付について
理審議官

国民年金・厚生年金保険給付の不支給決

H29.7.24 年管発0724第2号
定についての事件（東京地方裁判所（平成

三井修 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長
大臣官房年金管

29年（行ウ）第235号）の調査回報の送付 理審議官
について

H29.7.25 年管発0725第1号 争訟事件の処理について（回報） 小杉光恵 年金局事業管理課 年金管理審議官
大臣宮房年金管
理審議官

H29.7.27 年管発0727第1号
日本年金機構の会計監査人の選任につ

八巻純一
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 監査室監査係

訴訟事件の調査回報について（障害基礎
大臣官房年金管

H29.7.31 年管発0731第1号 年金支給請求事件（新潟地裁平成29年 畑中正視 年金局事業管理課 法務省訟務局長，新潟地方法務局長
（行ウ）第11号））

理審議官

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理
大臣官房年金管

H29.8.1 年管発0801第1号 人の指定について（広島高等裁判所平成 三井修 年金局事業管理課 広島法務局長
理審議官

29年（行コ）第12号）

H29.8.1 年管発0801第2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（高知・栃木） 監査室

H29.8.1 年管発0801第3号
平成29年（行ウ）第210号額改定請求

谷山雅子 年金局事業管理課 法務省訟務局長東京法務局長
大臣官房年金管

事件の調査回報の送付について 理審議官

H29.8.1 年管発0801第4号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官
平成29年（行ウ）第558号）



処分取消請求事件（東京地方裁判所（平
大臣官房年金管H29.8.2 年管発0802第1号 成29年（行ウ）第148号）の調査回報の送 ＝井修 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長

付について
理審議官

H29.8.10 年管発0810第1号
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の

村松英明
年金局事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官房年金管

一部改正について 障害認定企画係 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.8.14 年管発0814第1号 指定について（東京高裁：29年（行コ）第1 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

99号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.8.14 年管発0814第2号 指定について（東京地裁：29年（行ウ）第1小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

61号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.8.14 年管発0814第3号 指定について（東京地裁.29年（行ウ）第2小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

47号）

H29.8.14 年管発0814第4号
訴訟事件の調査回報について（東京地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官
平成29年（行ウ）第161号）

H29.8.21 年管発0821第1号
行政事件訴訟の指定代理人の指定につ

畑中正視 年金局事業管理課 大阪法務局長
大臣官房年金管

いて（大阪高裁平成29年（行コ）第47号） 理審議官

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.8.21 年管発0821第2号 指定について（仙台高裁：29年（行コ）第1 小杉光恵 年金局事業管理課 仙台法務局長 年金管理審議官

7号）

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29.8.21 年管発0821第3号 指定について（東京高裁：29年（行コ）第2 小杉光恵 年金局事業管理課 東京法務局長 年金管理審議官

23号）

H29.8.21 年管発0821第4号
訴訟事件の諦査回報について（東京地裁：

小杉光恵 年金局事業管理課 法務省訟務局長，東京法務局長 年金管理審議官
平成29年（行ウ）第247号）



行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
H29圃8.21年官発0821第5号 指定について（神戸地裁：29年（行ウ）箪4 小杉光憲 年金崩事業管理課 神戸地方法務関長 年金管理審議官

9号）

年金減額給付是正等請求調停事件（東京
大臣官扉年金管

H29.8.21 年管発0821第6号 簡易裁判所，平成29年（ノ）第295号）に 服部 JI慎一 年金属事業管理課 東京法務局長
係る指定代理人の指定について

理審議官

障害給付障害不支給決定取消請求事件
大臣官房年金管

H29.8.23 年管発0823第1号 （福岡地方裁判所（平成29年（行ウ）第24 三井｛彦 年金崩事業管理課 法務省訟務居長，福岡法務嵐長
理審議官

号）の調査由報の送付について

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理
大臣官爵年金管

H29.8.23 年管発0823第2号 人の指定について（福岡地方裁判所平成 ご井静 年金局事業管理課 福田法務島長
理審議官

29年（行ウ）24号）

行政事件訴訟の実施忍び指定代理人の
大臣官爵年金管

H29圃8.24年管発0824第1号 指定について（名古塵高裁：29年（行コ） 膿部 JI慎一 年金高事業管理課 名古塵法務畠長
理審議官

第70号）

H29.8.25 年管発0825第1号
指定代理人の指定について（東京地裁平

畑中正視 年金届事業管理課 東京法務島長
大甚官爵年金管

成29年（行ウ）第269号） 理審議官

H29.9.1 年管発0901第1号
園毘年金田厚生年金保険障害認定基準の

村松英明
年金崩事業管理課

日本年金機構理事長
大臣官麗年金管

一部改正について 障害認定企画保 理審議官

H29圃9.1年管発0901第2号
訴訟事件の調査聞報について（東京地裁

畑中正視 年金高事業管理課 法務省訟務蝿長，東京法務昂畏
大臣官爵年金管

平成29年（行ウ）第269号） 理審議官

H29.9.1 年管発0901第3号 決定の告知について（圏報） 谷山雅子 年金蝿事業管理課 青森地方法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官

地方厚生局に対する構報セキュリァィ監査 北海道塵生局長、東北厚生局長、関東

H29.9.4 年雷発0904第2寄川
の実施結果について（通知）

佐藤謙一
年金周事業企画課 信越厚生踊長、東海北睦厚生局長、近 大臣官層年金管

（対象組織園地方厚生（支）局8ヶ所の年金 監査室 畿厚生島長、中園田国庫生晶長、四国 埋審議官
事業部門） [H29-001] 厚生支昂長、九州厚生局長



行政事件訴訟の実施設び指定代理人の
H29.9.4 年管発0904第3号 指定について（大阪地裁：29年（行ウ）第1 小杉光麗 年金居事業管理課 神戸地方法務局長 年金管理審議官

41号）

H29圃9.4年管発0904第4号
訴訟事件の調査回報について（名古塵地

姻中正鵠 年金局事業管理課 法務省訟務晶長，名古屋法務局長
大臣官爵年金管

裁平成29年（行ウ）第86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

H29.9.4 年管発0904第5号 指定について（名古塵地裁平成29年（行 畑中正調 年金局事業管理課 名古農法務島長
ウ）第86号）

理審議官

裁決取消請求事件（青森地裁平成29年

H29.9.8 年管発0908第1号
（行ウ）第5号）に保る被告（圏）のために訴

郡司麗幸 年金崩事業管理課 青森地方法務昂長
大臣官爵年金管

訟を行う職員の指定及び行政事件訴訟の 理審議官
実施｛衣頼について

H29.9.8 年管発0908第3号 決定の告知について（聞報） 谷山雅子 年金高事業管理課 東京法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官

H29.9.8 年菅発0908第4号
行政訴訟事件の実施蕊び指定代理人の

谷山雅子 年金高事業管理課 東京法務昂長
大臣官爵年金管

指定について 理審議官

H29.9.11 年管発0911第1号
行政訴訟事件の実施及び指定代理人の

谷山雅子 年金島事業管理課 青森地方法務毘長
大臣官麗年金管

指定について 理審議官

平成29年（行ウ）第9号行政不服申立葉
大軍官麗年金管

H29.9.15 年管発0915第1号 却処分取消請求事件の調査囲報の送付 谷山雅子 年金崩事業管理課 法務省訟務関長、青森地方法務居長
理審議官

について

H29.9.22 年管発0922第1号 決定の告知について（囲報） 谷山雅子 年金昂事業官理課 札幌法務昂長
大臣官爵年金管
理審議官

平成29年（行ウ）第6号遺族厚生年金不支給

H29.9.22 年菅尭0922第3号
処分取消請求事件及び平成29年（行ウ）第7

谷山雅子 年金局事業管理課 法務省訟務島長、高知地方法務昂長
大臣官扉年金管

号未支給年金・保険給付不支給処分取消支給 曜審議官
事件の調査回報の送付について



平成29年（行ウ）第6号遺族厚生年金不支給

H29.9.22 年管発0922第4号
処分取消請求事件及び平成29年（行ウ）第7

谷山雅子 年金局事業管理課 法務省訟務局長、高知地方法務局長
大臣官房年金管

号未支給年金・保険給付不支給処分取消支給 理審議官
事件の調査回報の送付について

厚生労働省大臣
H29.9.22 年管発0922第5号 争訟事件に係る回報書の報告について 中西秀樹 年金局事業管理課 法務省訟務局長、大阪法務局長 官房年金管理審

議官

H29.9.22 年管発0922第6号 争訟事件の処理について（回報） 矢作靖 年金局事業管理課 大阪法務局長
大臣官房年金管
理審議官

指定代理人の指定について（大阪地方裁
大臣官房年金管

H29.9.25 年管発0925第1号 判所平成29年（ワ）第8440号損害賠償 服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長
理審議官

請求事件）

指定代理人の指定について（大阪地方裁
大臣官房年金管

H29.9.25 年管発0925第2号 判所平成29年（ワ）第8629号損害賠償 服部順一 年金局事業管理課 大阪法務局長
理審議官

請求事件）

指定代理人の指定について（千葉地方裁
大臣官房年金管

H29.9.26 年管発0926第1号 判所平成29年（行ウ）第38号遺族基礎 服部順一 年金局事業管理課 千葉地方法務局長
理審議官

年金等不支給決定取消請求事件）

H29.9.27 年管発0927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（大阪・兵庫） 監査室

H29.9.29 年管発0929第1号
国民生活基礎調査に係る調査票情報の

梅北拓朗
年金局事業管理課

政策統括官（統計・情報政策担当） 年金管理審議官
提供について（申出） 調査室

厚生労働省大臣
H29.9.29 年管発0929第2号 争訟事件に係る回報書の報告について 中西秀樹 年金局事業管理課 法務省訟務局長、神戸地方法務局長 官房年金管理審

議官


