
発議台帳 年金局事業企画課

11年管企発州第1号|限 3.91~臥刷産の使用許可について(社会保障大|年金局事業企画課会|秋本真志
幽悼・継続更新分) 計室管財係

年管企発0101第2号 1 H22. 3. 241官』臥問産の使用許可について(社会保障大
品校・継続更新分)

年芸局事業企画課会l秋本真志
計 管財係

01第3号 1 H22. 3. 241行政財産の使用許可について(社会保障犬
学校・継続更新分)

年金局事業企画課会|秋本真志
計室管財係

年管企発0104第1号 1H22. 1. 41平成21年度年金特別会計業務勘定に係る
支払計画額等について(通知)

年金局事業企画課会|峯隼人
計室予算係

松江地方合同庁舎の無償使用承認事について
年計金室局管事財係業企画課会1秋本 真志 1 H22. 2.101 財務省中国財務局長年管企発0104第2号 1H22. 2. 121 (対中国財務局長(松江財務務所長経

由)) 事業企画課長

61年管企発0104第3号 H22. 1. 41年金特別会計会計機関の一部を処理する
職員の任命について(補助者)

年金局事業企画課会|峯隼人
計室 H22. 1. 4大和田英男他11名 事業企画課長

71年管企発0104第4号 |年金特別会計会計機関の一部を処理する
H22. 1. 4 職員の任命について(補助者) Z2局事業企画課会|戸田英吉| 胞1.41大 窪 真 弓 他2名 事業企画課長

81年管企発0104第5号 H22. 1. 41年金特別会計会計機聞の一部を処理する 年金局事業企画課会
戸田英吉 H22. 1. 4 横山知永

年金局
職員の任命について(補助者) 計室 事業企画課長

91年管企発0106第1号
平成21年度 日本年金機構運営費交付金の 年金局事業企画課会

H22. 1. 4 日本年金機構理事長
年金局

H22. 1. 61交付について 計室予算係 藤田雅貴 事業企画課長
(平成21年度第4四半期 1月分)

101年管企発0106第2号 H22. 1.61平に成つ2い1年て度 年金特別会計前渡資金の交付 年金局事業企画課会
藤田雅貴 H22. 1. 6 地方社会保険事務局残 年金局

計室予算係 務承継官 事業企画課長

固有財産総合情報管理システム等の支出雲
年金局事業企画課会 宮署支出官 年金局

111年管企発0107第1号 H22. 1. 71任における支払元受転換通知書の送付につ
計室予算係

藤田雅貴 H22.1. 7 財務省大臣官房会計課 事業企画課長
いて(第4四半期分・ 1月分) 長
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項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

12 年管企発0107第2号 H22. 1.7 
平成21年度 年金特別会計前渡資金の支付 年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22. 1. 7 

地方社会保険事務局残 年金局

について 計 室 予 係 務承継官 事業企画課長

13 年管企発0108第1号 H22.1.8 
平成21年度 年金特別会計前漉資金の交付 年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22. 1. 8 

地方社会保険事務局残 年金局
について 計室予係 務承継官 事業企画課長

14 年管企発0112第1号 H22. 1. 4 
社会保険庁の廃止等に伴う会計事務等の取 年金局事算業企画課会 古 谷裕之 H22. 1. 4 

地方厚生局(支)局総 年金局
扱いについて(通知) 計 室 予 係 務課長 事業企画課長

15 年管企発0112第2号 H22. 1. 12 平成21年度 年金特別会計前渡資金の交付 年金局事業企画課会
藤田雅貴 H22. 1. 12 

地方社会保険事務局残 年金局
について 計室予算係 務承継官 事業企画課長

16 年管企発0114第1号 H22. 1. 14 平成21年度年金特別会計前渡資金の支付 年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22. 1. 14 
地方社会保験事務局残 年金局

について 計 室 予 係 務承継官 事業企画課長

雇用均等・児童家庭局
育成環境課長

17 年管企発0120第1号 H22.1.20 年金特別会計公共調達委員会の設置につい
計年金室局調事達審業企査係画課会 安達潔 H22.1.20 

年金局事業企画課長、 年金局
て 調査室長、監査室長、 事業企画課長

会計室長、事業管理課
長、システム室長

18 年管企発0120第2号 H22.1.20 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年録金聾局備係事業企画課記 田 中洋之 H22.1.20 日本年金機構本部業 年金局
て 務管理部長 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて 年金局総務課財政
支出官

年金局19 年管企発0125第1号 H22.1.25 井 上一広 H22.1.20 厚生労働省大臣官房会
(年金特別会計福祉年金勘定) 係

計課長
事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官

20 年管企発0125第2号 H22. 1. 15 (年金特別会計厚生年金勘定) (年金特別 年金局総務課財政
酉上知公 H22. 1. 13 厚生労働省大臣官房会

年金局
会計へ繰入) (基礎年金年金特別会計へ繰 係

計課長
入)

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官

21 年管企発0125第3号 H22. 1. 15 (年金特別会計国民年金勘定) (年金特別 年金局総務課財政
中村 昌 茂 H22. 1. 13 厚生労働省大臣官房会

年金局
会計へ繰入) (基礎年金年金特別会計へ繰 係 事業企画課長
入)

計課長
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項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

22 年管企発0127第1号 H22.1.27 平成21年度年金特別会計前渡資金の交付 計年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22.1.26 地方社会保険事務局残 年金局
について 室予係 務承継官 事業企画課長

23 年管企発0127第2号 H22.1.27 平成21年度 年金特別会計前渡資金の支付 計年金局事業企画課会 藤田雅貴 H22.1.26 地方社会保検事務局残 年金局
について 室予算係 務承継官 事業企画課長

24 年管企発0127第3号 H22.1.27 平成21年度 年金特別会計前渡資金のま付 計年金室局予事算係業企画課会 藤田雅貴 H22.1.27 地方社会保険事務局残 年金局
について 務承継官 事業企画課長

25 年管企発0127第4号 H22.1.27 固から日本年金機構へ承継するものの最終 計年金局事財業企画課会 黒川正憲 H22. 1. 27 日本年金機構副理事 年金局
確認について(依頼) 室管係 長 事業企画課長

26 年管企発0129第1号 H22.1.29 健康保険印紙の不用決定、処分承認及び損 年計金室属管事財係業企画課会 秋本真志 H22.1.29 郵便事業株式会社代 年金局
傷の報告について(平成21年10月分) 表取締役社長 事業企画課長

27 年管企発0129第2号 H22.1.29 行政財産の使用又は収義施の許可について 計年金章局管事財保業企画課会 黒川正意 H22.1.28 白井市教育委員会教 年金局
〔社会保険大学校運動設開放 :2月分〕 育長 事業企画課長

28 年管企発0202第1号 H22.2.2 平成21年度年金特別会計変業更務勘知定に係るま 峯隼人 H22.2.2 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額等について( 通 ) 事業企画課長

平成21年度 日本年金機構運営費交付金の
計年金婁局予事算係業企画課会 年金局29 年管企発0202第2号 H22.2.2 交付について 藤田雅貴 H22.2.2 日本年金機構理事長

事業企画課長
(平成21年度第4四半期 2月分)

固有財産総合情報管理システム等の支出委
年計金室局予事算係業企画課会

宮署支出官
年金局30 年管企発0203第1号 H22.2.3 任における支払元受転換通知書の送付につ 藤田雅貴 H22.2.2 財務省大臣官房会計課
事業企画課長いて(第4四半期分・ 2月分) 長

年金特別会計の資金の繰入について(年金 年金局総務課財政
支出官

年金局31 年管企発0204第1号 H22.2.4 井上一広 H22.1.28 厚生労働省大臣官房会
特別会計福祉年金勘定) 係

計課長
事業企画課長

32 年管企発0204第2号 H22.2.4 社会保険庁の廃止に伴う残務に係る協力に 年金局事業企画課会
黒川正憲 H22.2.3 日本年金機構総務部 年金局

ついて(依頼) 計軍管財係 長 事業企画課長
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項 日

33 年管企発Q205第2号 事算業企画課会 松本剛史 H22.1. 年金局
決係 事業企画課長

一般会計からの繰入について
事業企画課会 年金局

年管企発0210第1号 (平成21年度第4四半期分の業務取扱費財
予算係

藤田雅貴 H22.2. 
事業企画課長

源)

35 年管企発0210第2号 物品の不用決定の承認について(通知) 局事財業企画課会 秋本真志
年金局

管係 事業企画課長

年管企発0212第1号 H22.2.12 保険法第3条第2項の規定によ(る被知保 査年金室属統事計調業企査係画課調 官野千尋
年金局

険者に係る事業状混報告について 通) 事業企画課長

年管企発0214第1号 H22.3.9 行政財産の使用又は収益の許可及び使用料 年計金室局事業企画課会 秋本真志の決定について(社会保障文学校) 管財係

年管企発0215第2号 H22.2.15 平成21年度 年金特別会計前渡賞金の交付 年金室局事算業企画課会 H22.2.15 地方社会保険事務局残
について 計予係 務承継官

39 年管企発0215第3号 H22.2.15 平成21年度年金特別会計前渡賞金の交付 計年金室局予事算係業企蘭課会 雅貴 H22.2.15 地方社会保障事務局残
について 務承継官

40 年管企発0217第1号 H22.2.17 平成22年度 固有等資産等所在市耐村支付 計年金軍局管事財係業企画課会 真志 H22.2.16 釧路市長外51市町
金の請求書の送付先 について 村長

41 年管企発0218第1号 H22.2.18 平成21年 年金特別会計職E!こ係る人件費 計年金局事算業企画課会 雅貴
年金局

支払実績報告について(通 ) 室予係 事業企画課長

42 年管企発0219第2号 H22.2.19 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 事業企画課監
松 田洋一 H22.2.1 日本年金機構事業管理 年金局

る照会について(依頼) -社労士係 門担当理事 事業企画課長

43 年管企発0219第3号 H22.2.1 平成21年度年金特別会計決算見込額報告 事業企画課会
野口直 H22.2.1 年金局

書(第2次)の提出について 決算係 事業企画課長
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項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

判 年管企発0222第1号 H22.2.22 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年金聾局事業企画課記 田中洋之 H22. 2. 22 日本年金機構本部業 年金局

て 録備係 務管理部長 事業企画課長

地方厚生〈支)局年金調

45 年管企発0224第1号 H22.2.16 社会保険労務士の懲戒処分について(伺 年金局事業企画課監
松 田洋一 H22.2.12 整課長 年金局

い) 理・社労士係 地方庫生(支)局年金管 事業企画課長
理課長

46 年管企発0224第2号 H22.2.16 社会保障労務士の懲戒処分について(伺 年金局事業企画課監
松 田洋一 H22.2.12 日本年金機構事業企画

事業企画課長
L 、) 理ー社労士係 部長

第3回社会保障審議会日本視察年金機構評価部 年務金係属事業企画課庶
社会保障審融会

年金局
47 年管企発0224第3号 H22. 2. 24 磯貝昌彦 H22. 2. 23 日本年金機構評価部会

会の開催について(現場 ) 
部会長本田勝彦

事業企画課長

48 年管企発0224第4号 H22. 2. 24 社会保障労務法の規定に基づく指定に係る 年金属労事士業係企画課監 松田洋一 H22.2.24 日本年金機構事業管理 年金局
照会について(依頼) 理・社 部門担当理事 事業企画課長

49 年管企発0225第1号 H22.2.25 平成21年度年金特別会計業務勘定購入予 年金局決事算業企画課会 松本剛史 H22. 2. 22 大臣官房会計課長
年金局

算科目設置について 計室 係 事業企画課長

資産評価委員会の委員の推薦について(依 計年金軍局管事財係業企画課会
社団法人 日本不動産

年金局50 年管企発0225第2号 H22. 2. 25 黒川正憲 H22.2.25 鑑定協会会長外1
頼)

者
事業企画課長

平成21年度労働保険金特勘別会定計労災金勘定か
係年金局総務課財政

官署支出官
年金局51 年管企発0226第1号 H22. 2. 26 ら年金特別会計厚生年 への貨の景 酉上知公 H22. 2. 24 厚生労働省労働基準局
事業企画課長

入れについて 長

52 年管企発0226第2号 H22. 2. 26 平成21年度 年金特別会計前渡資金の支付 年金局事業企画課会
藤田雅貴 H22.2.26 地方社会保険事務局残 年金局

について 計室予算係 務承継官 事業企画課長|

平成21年度 年金特別会計業務勘定に係 計年金室局事業企画課会 年金局53 年管企発0226第3号 H22. 2. 26 
る支払計画額等について 予算係

峯隼人 H22. 2. 25 地方厚生(支)局長
事業企画課長

54 年管企発0226第4号 H22. 2. 26 住民税の特別徴収に係る対応について(依 年金属事業企画課記
田中洋之 H22.2.26 日本年金機構全国一括 年金局

頼) 録聾備係 業務部門担当理事殿 事業企画課長
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551年管企発0226第5号 1H22. 2. 261行政財産の使用又は収震の話可について 正憲 H22.2. 白井市教育委員会教 年金局
〔社会保険大学校運動設放 :3月分〕 長 事業企画課長

561年管企発0302第1号 H22. 3. 21社会保険労務士法の規程に基づく指定に係 年金局事業企画課監 松田洋一 H22.3. 日本年金機構事業管理 年金局
る照会について(依頼) -社労士係 門担当理事 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
年金局総務課財政I西上知公571年管企発0302第2号 H22. 3. 21 (年金特別会計厚生年金勘定) (年金特別 H22.2.26厚暑上生田労E 働省大臣官房会 事業企画課長

計へ繰入)

年管企発0302第3号 年金局器業企画課金橋本典久
白 計 章 袈 係 -

H22.3.21年金特別会計への資金のE入れについて
支出官

年管企発0303第1号 井 上一広 H22.3.2 厚生労働省大臣官房会
(年金特別会計福祉年金定)

計課長

601年管企発0303第2号 |日本年金機構に承継した不動産の雛定評価
H22.3.3 書及び調査報告書の引き瀧しについて 計年金軍局管事財係業企画課会I黒川 正憲 H22.3.2旧I務本部年長金機構本部 財

611年管企発0303第3号
平成21年度 日本年金機構運営費支付金の 年計金局事算業企画課会

H22. 3. 11日本年金機構理事長H22.3.31交付について 輩予係 |藤田雅貴
(平成21年度第4四半期 3月分)

固有財産総合情報管理システム等の支出黍
日山田 |年金局621年管企発0304第1号 H22.3.41任における支払元受転換通知事の送付「、つ 計年金室局予事算係業企画課会藤田 雅貴 H22.3.4 財務省大臣官房会計課 事業企画課長

いて(第4四半期分・ 3月分) 長

一般会計からの綿入について
年金局事算業企画課会631年管企発0304第2号 H22. 3. 41 (平成21年度第4四半期分の業務取扱費財 藤田雅量 H22.3.4 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長

源) 計 章 予 係 計課長

用均等・児童家庭局
育成環境課長

年管企発0305第1号 I H22. 3. 51年加金古特T 別H 会つ計い公て共調達委員会運営要領の一 I年計金室局調事達審業企査画係課会I安達 潔 H22.3.51年金局事業企画課長、
調査室長、監査室長、 事業企画課長
会計室長、事業管理課
長、システム室長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

一般会計への繰入について
年金局事業企画課会 職業安定局雇用保険課 年金局

65 年管企発0309第1号 H22.3.9 (平成21年度下半期失業者退職手当特別会
計室予算係

藤田雅貴 H22.3.5 
長 事業企画課長

計等負担金)

66 年管企発0310第1号 H22.3.10 
行政財産の使用又は収益の許可について 年金局事業企画課会

黒 川正憲 H22.3.8 
白井市教育委員会教 年金局

〔社会保険大学校運動施設開放 :4月分〕 計室管財係 育長 事業企画課長

67 年管企発0310第2号 H22.3.10 
健康保険印紙の不用決定、処分承認及び損 年金局事業企画課会

秋本真志 H22.3.10 
郵便事業株式会社代 年金局

傷の報告について(平成21年 11月分) 計室管財係 表取締役社長 事業企画課長

68 年管企発0310第3号 H22.3.10 
健康印紙の不用決定について(平成21年

秋本真志 H22.3.10 
郵便事業株式会社代 年金局

1 2月分) 管財係 表取締役社長 事業企画課長

69 年管企発0311第1号 H22.3.11 平成21年度 年金特別会計前漉資金のま付 年計金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22.3.10 
地方社会保険事務局残 年金局

について 室予係 務承継官 事業企画課長

70 年管企発0315第1号 H22.3.15 平成21年度 年金特別会計業務勘定に係る 年金章局事算業企画課会 峯隼人 H22.3.11 地方厚生(支)局長
年金局

支払計画額等について(通知) 計予係 事業企画課長

71 年管企発0315第2号 H22.3.15 
平成22年度第1四半期 収入予定総衰及び支 計年金室局予事算係業企画課会 藤田雅貴 H22.3.15 財務省主計局司計課

年金局
払計画予定総表の提出について 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰勘入れについて
年金局総務課財政

支出官
年金局72 年管企発0318第1号 H22.3.18 (年金特別会計厚生年金定) (福祉年金 西上知公 H22.3.17 厚生労働省大臣官房会

等年金特別会計へ繰入) 係
計課長

事業企画課長

73 年管企発0319第1号 H22.3.19 国の事務又は事業の用に供している借り受 年金局事係業企画課会 秋本真志 H22.3.16 財務省関東財務局長
年金局

け庁舎等について(回答) 計室管財 事業企画課長

第4回社会保障審議会日本年金機構評価部 年金局事業企画課庶
社会保障審議会

年金局74 年管企発0319第2号 H22.3.19 
会の開催について 務係

磯貝昌彦 H22.3.19 日本年金機構評価部会
事業企画課長

部会長本田勝彦

75 年管企発0323第8号 H22. 3. 23 介護保障料等の年金からの特別徴収につい 年金局事業企画課記
田 中洋之 H22.3.23 

日本年金機構本部業 年金局
て 録整備係 務管理部長 事業企画課長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

76 年管企発0324第1号 H22. 3. 24 固有財産の返納命令及び不用決定について 年金室局管事業企画課会 秋本真志 H22.3.19 
大阪船員保険病院院 年金局

計 財係 長 事業企画課長

船保特会の露外の国庫内移換のための振藤替
書の発行に関する事務および同特舎の 外振

年金室局事納業企画課会 年金局
77 年管企発0329第1号 H22. 3. 29 に属する国庫金の払出にかかる小切手の

計出係
大和田英男 H22.3.29 大臣官房会計課長

事業企画課長
り出しに関する事務の委任を受けた職員の
解任通知について

78 年管企発0330第1号 H22. 3. 30 平成20年度決算における事答項別コスト情 年金室属事業企画課会 野口直 H22.3.30 大臣官房会計課長
年金局

報の作成依頼について(田 ) 計 決算係 事業企画課長

社会保険大学校運動施設開放に係る平成2
年計金室局管事財係業企画課会

白井市教育委員会教 年金局
79 年管企発0330第2号 H22.3.30 2年度の使用料の決定について(白井市教 秋本真志 H22.3.29 

育長 事業企画課長
育委員会)

80 年管企発0331第1号 H22.3.31 平成21年度年金特別会計業務勘定に係る支 年金局事算業企画課会 事隼人 H22.3.31 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額等について(通知) 計 章 予 係 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰勘入れについて 年金属総務課財政
支出官

年金局
81 年管企発0401第1号 H22.4.1 井上一広 H22. 3. 30 厚生労働省大臣官房会

(年金特別会計福祉年金定) 係 計課長
事業企画課長

年金特別会計への資金生会の繰金入れについて 支出官
82 年管企発0401第2号 H22.4.1 (年金特別会計厚年勘繰定) 係年金局総務課財政 西上知公 H22. 3. 29 厚生労働省大臣官房会

年金局
(年金特別計へ入)

計課長
事業企画課長

(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の年繰金入れについて 年金局総務課財政
支出官

年金局
83 年管企発0401第3号 H22.4.1 (年金特別会計厚生 勘定) 酉上知公 H22. 3. 29 厚生労働省大臣官房会

(年金特別会計へ繰入) 係 計課長
事業企画課長|

平成22年度労働保障特別会計労災勘定か
年金局総務課財政

官署支出官
年金局84 年管企発0401第4号 H22.4.1 ら年金特別会計厚生年金勘定への資金の受 西 上知公 H22.3.29 厚生労働省労働基準局

入れについて 係
長

事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官

85 年管企発0401第5号 H22.4.1 
(年金特別会計国民年金勘定) 年金局総務課財政

中村昌茂 H22.3.29 厚生労働省大臣官房会
年金局

(年金特別会計へ繰入) 係 事業企画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長
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86 年管企発0401第6号 H22.4.1 年金特別会計会計機関の一部を処理する 計年金局事算業企画課会 古谷裕之 H22.4.1 小金井雄司
年金局

職員の任命について(補助者) 室予係 事業企画課長

地方厚生局年金調整課

87 年管企発0402第1号 H22. 3. 24 全国社会保障労務士会連合舎が行う試験事 年金局事業企画課監
松 田洋一 H22. 3. 23 長 年金局

務等について 理事社労士係 地方厚生(支)局年金管 事業企画課長
理課長

88 年管企発0402第2号 H22.3.24 全国社会保険労務士会連合会が行う棋験事 年金局労事士業係企画課監 松田 洋 一 H22.3.23 日本年金機構事業企画 年金局

務等について(協力依頼) 理・社 部長 事業企画課長

固有財産総合情報管理システム等の支出雲
年金室属事業企画課会

官署支出官
年金局

89 年管企発0405第1号 H22.4.5 任における支払元受転換通知事の送付につ
計 予算係

藤田雅貴 H22.4.2 財務省大臣官房会計課
事業企聞課長

いて(第 1四半期分・ 4月分 長

一般会計からの繰入について
年金室局事算業企画課会

支出官
年金局

90 年管企発0405第2号 H22.4.5 (平成22年度第 1四半期分の業務取扱費 藤田雅貴 H22.4.2 厚生労働省大臣官房会
財源)

計予係 計課長
事業企画課長

児童手当及び子ども手当勘定からの繰入に

91 年管企発0405第3号 H22.4.5 ついて 計年金室局予事算係業企画課会 藤田雅貴 H22.4.2 雇用均等・児童家庭局 年金局
(平成22年度第 1四半期分の業務取扱費 育成環境課長 事業企画課長

財源)

92 年管企発0406第1号 H22.4.6 平成22年度 年金特別会計知業務勘定に係る 年金室局事算業企画課会 峯隼人 H22.4.5 地方厚生(支)局長
年金局

支払計画額等について(通 ) 計予係 事業企画課長

平成22年度 日本年金機構運営費支付金の
年金局事算係業企画課会 年金局93 年管企発0406第2号 H22.4.6 交付について 藤田雅貴 H22.4.6 日本年金機構理事長

(平成22年度第1四半期 4月分) 計室予 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入について(年 年金局総務課員本政
支出宮

年金局94 年管企発0406第3号 H22.4.6 井 上一広 H22.4.6 厚生労働省大臣官房会
金特別会計福祉年金勘定) 係

計課長
事業企画課長

95 年管企発0407第1号 H22.4.7 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 年金局事業企画課監
松 田洋一 H22.4.6 日本年金機構事業管理 年金局

る照会について(依頼) 理・社労士係 部門担当理事 事業企画課長

96 年管企発0409第1号 H22.4.9 健康保険印紙の不用決定について(平成2 年金局事業企画課会
秋本真志 H22.4.7 郵便事業株式会社代 年金局

1年度 1月分) 計室管財係 表取締役社長 事業企画課長
ーし
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97 年管企発0409第2号 H22.4.9 平成21年度物品決算報等告に係る『物晶増 年金室局事財業企画課会 秋本真志 H22.4.6 地方厚生(支)局総 年金局
減及び現在額報告書』 の作成について 計管係 務課長 事業企画課長

J 

98 年管企発0409第3号 H22.4.9 平成21年度固有財産増減データ入力票に 年金室局智事業企画課会 秋本真志 H22.4.7 地方厚生(支)局総 年金局
ついて(依頼) 計 財係 務課長 事業企画課長

官庁会計事務データ通信支システムの利用に 年金局事業企画課会
宮署支出官

年金局99 年管企発0409第4号 H22.4.9 伴う支出委任における 払元受転換通知事 藤田雅貴 H22.4.9 財務省大臣官房会計課
の送付について 計章予算係 長

事業企画課長

人事・給与関係業務構報システム転の換開発等知
計年金輩局予事算係業企画課余

官署支出官
年金局

100 年管企発0409第5号 H22.4.9 に係る支出委任における支払元受 通 藤田雅貴 H22.4.9 人事院事務総局会計課
事業企画課長

書の送付について 長

101 年管企発0412第2号 H22.4.12 行政財産の使用又は収華の許可放について 年金局事業企画課会
黒川正憲 H22.4.5 

白井市教育委員会教 年金局
〔社会保障大学校運動施設開 :5月分〕 計室管財係 育長 事業企画課長

102 年管企発0413第1号 H22.4.13 平成21年度年金特別会計決算見込額報告 年金局決事業企画課会 松本剛史 H22.4.13 
地方厚生(支)局総務 年金局

書(第3次)の提出について 計章 算係 課長 事業企画課長

103 年管企発0414第1号 H22.4.14 特殊法人等の資本金現況調査について(日 計年金室属管事財係業企画課会 秋本真志 H22.4.13 日本年金機構総務部 年金局
本年金機構分) 長 事業企画課長

104 年管企発0414第2号 H22.4.14 平成21年度年金特別会計業知務勘定に係る支 年金室局事算業企画課舎 峯隼人 H22.4.14 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額等について(通 ) 計予係 事業企画課長

105 年管企発0416第1号 H22.4.16 社会保険労務士制度の適正な運営について 年金局労事士業係企画課監 佐藤大輔 H22.4.16 全国社会会保険労務士会 年金局
理・社 連合会長 事業企画課長

地方厚生局年金調整課

106 年管企発0416第2号 H22.4.16 社会保険労務の懲戒処分について
年金局事業企画課監

佐藤大輔 H22.4.16 長 年金局
理・社労士係 地方厚生(支)局年金管 事業企画課長

理課長

107 年管企発0420第1号 H22.4.20 社会保障労務士に聞する調査について(依 年金局事業企画課監
佐藤大輔 H22. 4. 20 全国社会保険労務士会 年金局

頼) 理・社労士係 連合会会長 事業企画課長 l
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108 年管企発0420第2号 H22. 4. 20 会計法第42条の規定に基づく通知に係る 年金局事業企画課監
今井広一 H22.4.20 大臣官房会計課長

年金局
現金亡失の処理状況について 査室 事業企画課長

一般会計からの繰入について
年金局事業企画課舎

支出官
年金局

109 年管企発0421第1号 H22.4.21 (平成21年度第4四半期分の業務取扱費財
計室予算係

藤田雅貴 H22. 4. 21 厚生労働省大臣官房会
事業企画課長

源) 計課長

110 年管企発0421第2号 H22.4.21 平成22年度 年金特別会計業務勘定に係る 年金局事業企画課会 峯隼人 H22.4.20 地方厚生(支)局長
年金局

支払計画額等について(通知) 計室予算係 事業企画課長

111 年管企発0421第3号 H22.4.21 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年金属事業企画課記
時尾康信 H22. 4. 20 日本年金機構本部業 年金局

て 録聾備係 務管理部長 事業企闇課長

112 年管企発0422第1号 H22. 4. 22 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係
年理金・社局労事士業係企商標監 松 田洋一 H22. 4. 21 日本年金機構事業管理 年金局

る照会について 部門担当理事 事業企画課長

. 
113 年管企発0422第2号 H22.4.22 各省各庁所管普通財産実態監査について 計年金室局管事財係業企画課会 秋本真志 H22.4.21 財務省北海道財務局長 年金局

(報告) 外5者 事業企画課長

情報システムの調量I習計するλ札に係る総

114 年管企発0422第3号 H22. 4. 22 合評価落札方式による 達の実施について 年金室局事業企画課会 橋本典久 H22.4.21 厚生労働大臣
年金局

(業務システム基本設補完業務(業務ソ 計 契約係 事業企画課長
フトウェア)) 

情報システムの調達に聞する入施札に係る総

115 年管企発0422第4号 H22.4.22 合評価落札方式による醐遣の実 について 計年金室局契事約係業企画課会 橋本典久 H22.4.21 厚生労働大臣
年金局 | 

(年金業務システムアーキ等テクチヤ設計及 事業企画課長
びプラットホーム性能検証 業務一式)

平成22年度 日本年金機構運営費交付金の
計年金局事算業企画課会 年金局116 年管企発0427第1号 H22.4.27 交付について 藤田雅貴 H22. 4. 23 日本年金機構理事長

(平成22年度第1四半期 5月分) 室予係 事業企画課長

117 年管企発0427第2号 H22. 4. 27 行政財産(土地)の使用状況実態監査の 年金室局管事業企画課会 秋本真志 H22. 4. 26 財務省関東財務局長
年金局

フォローアップについて(報告) 計 財係 事業企画課長
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項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

118 年管企発0430第1号 H22.4.30 特例民法法人に対する指導について
年金局事業企画課監

佐藤大輔 H22.4.30 
地方厚生(支)局総務課 年金局

理・社労士係 長 事業企画課長

一般会計からの繰入について
計年金室局事業企画課会

支出官
年金局

119 年管企発0507第1号 H22.5.7 (平成22年度第1四半期分の業務取扱費財 藤田雅貴 H22.5.6 厚生労働省大臣官房会
源)

予算係
計課長

事業企画課長

固有財産総合情報管理システム等の支出委
年金局事算業企画課会

官署支出官
年金局

120 年管企発0507第2号 H22.5.7 任におけ1る四支半払期元分受・転5換月通分知)書の送付につ 計 室 予 係
藤田雅貴 H22.5.6 財務省大臣官房会計課

事業企画課長
いて(第 長

121 年管企発0510第1号 H22.5.10 
介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年録金聾局事業企画課記 蜂尾康信 H22.5.10 

日本年金機構本部業 年金局
て 備係 務管理部長 事業企画課長

122 年管企発0511第1号 H22.5.11 
健康保険印紙の不用決定について(平成2 計年金室局事業企画課会 秋本真志 H22.5.10 

郵便事業株式会社代 年事金局
1年度2月分) 管財係 表取締役社長 業企画課長

123 年管企発0513第1号 H22.5.13 社会保障労務士法の規定に碁づく指定に係 年理金局労事士業4企画課監 松 田 洋 一 H22.5.12 
日本年金機構事業管理 年金局

る照会について -社係 部門担当理事 事業企画課長

124 年管企発0514第1号 H22.5.14 
年金特別会計職員に係る人件費支払実績の 年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22.5.14 

地方厚生(支)局総務 年金局
一部改正について(通知) 計 室 予 係 課長 事業企画課長

125 年管企発0517第1号 H22.5.17 官職署名符号等の発行について 年金室局事納業企画課会 馬場則行 H22.5.13 厚生労働省官房長
年金局

計出係 事業企画課長

126 年管企発0519第1号 H22.5.19 行政財産の使用文は収益の許可について 年金局事財業企画課会 秋本真志 H22.5.14 
白井市教育委員会教 年金局

[社会保険文学校運動施設開放 :6月分] 計 室 管 係 育長 事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入について(年
年金局総務課財政

支出官
年金局127 年管企発0520第1号 H22.5.17 金特別会計国民年金勘定) (年金特別会計 中 村昌茂 H22.5.14 厚生労働省大臣官房会

へ繰入) (基礎年金年金特別会計へ繰入)
係

計課長
事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官

128 年管企発0520第2号 H22.5.17 
(年金特別会計厚生年金勘定) (年金特別 年金局総務課財政

西 上知公 H22.5.13 厚生労働省大臣官房会 事年金局
会計へ繰入) (基礎年金年金特別会計へ繰 係 業企画課長
入)

計課長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

年金特別会計への資金の繰勘入れについて
係年金局総務課財政

支出官
年金局

129 年管企発0520第3号 H22.5.17 (年金特別会計厚生年金 定) (年金特別 商よ知公 H22.5.13 厚生労働省大臣宮房会
事業企画課長

会計へ繰入) 計課長

平成22年度労働保障特別会計労災勘定から
年金局総務課財政

官署支出官
年金局

130 年管企発0520第4号 H22.5.17 年金特別会計厚生年金勘定への賞金の受入
係

西上知公 H22.5.13 厚生労働省労働基準局
事業企画課長

れについて 長

131 年管企発0520第5号 H22.5.20 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 年金局事業企画課監
松田洋一 H22.5.20 

日本年金機構事業管理 年金局
る照会について 理・社労士係 部門担当理事 事業企画課長

132 年管企発0520第6号 H22. 5. 20 固有物品の返納命令及び不用決定について 年金局事業企画課舎 秋本真志 H22.5.19 
横浜船員保険病院院 年金局

計室管財係 長 事業企画課長

133 年管企発0520第8号 H22. 5. 20 介護保障料等の特別徴収に係る市町村への 年録金聾局事業企闘課百E立花慎太郎 H22. 5. 20 
日本年金機構本部業 年金局

通知について 備係 務管理部長 事業企画課長

固有財産の無償使用許可にかかる固本有年財金庫構
年計金室局管事財係業企画課会 日本年金機構本部財 年金局

134 年管企発0524第1号 H22. 5. 24 台帳(写)の交付について(対日 秋本真志 H22.5.20 
務部長 事業企画課長

構)

訂正請求にかかる保有個人情報の確認につ

135 年管企発0525第1号 H22. 5. 25 
いて(依頼 報年金公属開係事業企聞課情 漉村明 H22.5.24 

年金局
(請求者 H22. 3. 30訂正第 事業企画課長

0001号)

136 年管企発0525第2号 H22. 5. 25 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 年金局労事士業係企画課監 松 田洋一 H22.5.25 
日本年金機構事業管理 年金局

る照会について 理・社 部門担当理事 事業企画課長

137 年管企発0525第3号 H22.5.25 平成21年度年金特別会計業務勘定に係るま 計年金局事業企画課会 峯隼人 H22.5.25 地方厚生(支)局長 年金局
払計画額の追加について(通知) 室予算保 事業企画課長

138 年管企発0527第1号 H22. 5. 27 平成22年度固有資産等所在市町村交付金 年金局事業企画課会
秋本真志 H22.5.12 

釧路市長外51市町 年金局
の交付について(交付決定) 計室管財係 村長 事業企画課長

139 年管企発0527第2号 H22.5.27 平成23年度固有資産等所在市町村支付金 年金局事業企画課会
秋本真志 H22.5.12 

釧路市長外51市町 年金局
について(交付対象外通知) 計室管財係 村長 事業企画課長



発議台帳 年金局事業企画課

日

平成22年度 日本年金機構運営費交付金の
年金局事業企聞課会1401年管企発0601第1号 H22. 6. 11交付について 藤田雅貴 H22.5.28 日本年金機構理事長

(平成22年度第1四半期 6月分)
計室予算係 事業企画課長

固有財産総合情報管理システム等の支出委
年金局予事算業企画課会1411年管企発0602第1号 H22.6.21任における支払元受転換通知書の送付につ 藤田雅貴 H22.6.1 財務省大臣官房会計課 事業企画課長

いて(第1四半期分・ 6月分)
計室 係

長

一般会計からの繰入について
年金局事算業企画課会 山田 |年金局1421年管企発0602第2号 H22. 6. 21 (平成22年度第1四半期分の業務取扱費財 藤田雅貴 H22.6.1 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長

源)
計 室 予 係 計課長

1431年管企発0603第1号 問 6.31年金特別会計への資金のg入れについて 年金局総務課財政
井上一広

支出官 年金局

(年金特別会計福祉年金定) 係 H22.6.1厚品生課労長働省大臣官房会 事業企画課長

年管企発0608第2号 H22.6.81日本年金機構に対する契約書(写)の提供 計年金局事約業企画課会 京増葺ニ H22.6.3 日本年金機構国民年金 年金局
について(伺い) 室契係 部長 事業企画課長

1 H22. 6. 111 職鳳保障印紙の不用決定、処分承認及び損 年金室局事財業企画課会 秋本真志 H22.6.9 郵便事業株式会社代 年金局
11第1号 H22. 6. 111=~ 血について(平成21年度3月分) 計管係 表取締役社長 事業企画課長

年管企発0611第2号 1H22. 6. 111固有物晶の返納命令及び不用決定について 計年金室属管事財係業企画課会 秋本真志 H22.6.9 大阪船員保験病院院 年金局
長 事業企画課長

行政財産の使用又は収益の許可について
年金局 Z業企画課会|秋本真志|1471年管企発0615第1号 1 H22. 6. 151[社会保険大学校:第65回国民体育大会 H22.6.9 市実行委員 会長 事業企画課長

(ゆめ半島千葉大会)] 
計 室 管 係

1481年管企発0615第2号 1H22. 6. 151平成22年度第2四半期 収入予定総表及び支
払計画予定総表の提出について

年金局事業企画課会|藤田雅貴|
計室予算係

H22. 6. 41財務省主計局司計課

1491年管企発0618第1号 1H22. 6. 181行政財産の使用又は収益の許可及び使用料、
の決定について(継続更新分)

計年金室局管事財係業企画課会l秋本 真志 1 H22. 6. 1 

1501年管企発0618第2号 1H22. 6. 181行政財産の使用又は収益の許可について
(社会保険大学校運動施設開放 :7月分)

Z2ZZZ企画課会|秋本真志|臨 6.1 



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課，係 起案者 起案日 施行先 施行者

151 年管企発0618第3号 H22.6.18 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年金局事業企画課記
立花慎太郎 H22.6.18 日本年金機構本部業 年金局

て 録整備係 務管理部長 事業企画課長

152 年管企発0622第1号 H22. 6. 22 平成21年度年金特別会計業務勘定に係る支 年金局事業企画課会 峯隼人 H22. 6. 22 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額の追加について(通知) 計室予算係 事業企画課長

153 年管企発0624第1号 H22.6.24 アンケートにご回答いただく社会保障労務 録年金局事業企画課記 i自晴悠子 H22. 6. 24 全国社会保障労務士連 年金局
士の方々のご推薦等の依頼の送付について 整備係 合会会長 事業企画課長

154 年管企発0625第1号 H22.6.25 各省各庁所管普通財産実態監査について 年金属事財業企画課会 秋本真志 H22.6.18 財務省北海道財務局長 年金局
(報告) 計 室 管 係 外3者 事業企画課長

155 年管企発0625第2号 H22.6.25 平成21年度決算における政府出資等構の審 年金局事業企画課会
秋本真志 H22.6.21 日本年金機構総務部 年金局

査資料の作成について(日本年金機分) 計室管財係 長 事業企画課長

156 年管企発0625第3号 H22. 6. 25 固有物品の返納命令及び不用決定について 年金局事業企画課会
秋本真志 H22. 6. 23 福岡船員保験健康福祉 年金局

計室管財係 センターセンター長 事業企画課長

157 年管企発0630第2号 H22.6.30 平成22年度年金特別会計業務勘定歳入予算 年計金室属決事算係業企画課会 野口直 H22.6.29 大臣官房会計課長
年金局

科目の設置について 事業企画課長

一般会計からの繰入について
年金属事業企画課金

支出官
年金局158 年管企発0701第1号 H22. 7. 1 (平成22年度第2四半期分の業務取扱費 藤田雅貴 H22.6.29 厚生労働省大臣官房会

財源)
計室予算係

計課長
事業企画課長

児童手当及び子ども手当勘定からの繰入に

159 年管企発0701第2号 H22. 7. 1 ついて 年金局事業企画課会
藤田雅貴 H22.6.29 雇用均等・児童家庭局 年金局

(平成22年度第2四半期分の業務取扱費 計室、予算係 育成環境課長 事業企画課長
財源)

第5回社会保障審議会日本年金機構評価部 年金局事業企画課庶
社会保障審議会

年金局160 年管企発0702第1号 H22.7.2 磯貝昌彦 H22. 7. 1 日本年金機構評価部会
会の開催について 務係

部会長本田勝彦
事業企画課長

平成22年度 日本年金機構運営費支付金の
年金局事業企画課会 年金局161 年管企発0702第2号 H22.7.2 交付について 藤田雅貴 H22.6.30 日本年金機構理事長

(平成22年度第2四半期 7月分)
計室予算係 事業企画課長



発議台帳 年金局事業企画課

情報システムの調達に関する入札に係る総

合評価落札方式による調達の実施について| | 
年管企発鮒ωm附7刊0閃6欄 号 1H22. 7. 61 (年金情報総合管理・照合システム(紙台 Z主主話器企画課会橋本典久

帳検索システム)追加サーバハードウェア
服 7申生労働大臣

事業企画課長

設備等一式)

1631年管企発0708第2号 H22.7.81平成22年度特別会計厚生年金勘定歳入予算 年金局事算業企画課会 野口 直 H22.7.8 大臣官房会計課長
年金局

科目の設置について 計 章 決 係 事業企薗課長

1641年管企発0708第3号
『年金業務システム基本設計補完業事務(業 I 

H22. 7. 81務ソフトウエア)一式J1:.係る入札の取計年金章局事業企画課会橋本典久
扱いについて 契約係

H22.7. 
事業企画課長

固有財産総合情報管理転システム等の支出黍
日山田 |年金局

1651年管企発0709第1号 限 7.91任における支払元受換通知事の送付につ 5212ま企画課金藤田 雅貴 H22.7.2 財務省大臣官房会計謀 事業企画課長
いて(第2四半期分・ 7月分) 長

人事・給与関係業務情報システムの換開発等
年金局事算業企画課会

宮署支出官 年金局
1661年管企発0709第2号 H22. 7. 91に係る支出委任における支払先受転通知

計 室 予 係
藤田雅貴 H22.7.2 人事院事務総局会計課 事業企画課長

書の送付について 長

1671年管企発0716第1号 1 H22. 7.161介護保験料の年金からの特別徴収について 年録金聾局備係事業企画課Ja立花 慎太郎 H22. 7. 16 日本年金機構業務管理 年金局
部長 事業企画課長

年金特別会計への資金生の繰入れについて

20第1号 1H22. 7.91 ~年金特別会計庫年金勘定) 年金局総務課財政
酉上知公 H22.7.6 

(年金特別会計へ繰入) 係 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長

(基礎年金年金特別会計へ綿入j
計課長

年金特別会計への資金の繰金勘入れについて 年金局総務課財政
年管企発0720第2号 1H22. 7. 91 (年金特別会計厚生年 定) 西上知公 H22.7.6 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長

(年金特別会計へ繰入)
係

計課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

1701年管企発0720第3号 1H22. 7. 161 ~年金特別会計国民年金勘定) 年金局総務課財政
中 村昌茂 H22. 7. 7 

(年金特別会計へ繰入) 係 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長

(基礎年金年金特別会計へ繰入)
計課長



発議台帳 年金局事業企画課

保険印紙の不用決定、処分承認及び損|年芸局事業企画課会 秋本真志 H22. 7. 12 郵便事業株式会社代 年金局
について(平成22年度4月分) 計 管財係 表取締役社長 事業企画課長

H22. 7. 221行政財産の使用文は収益の許可について
(社会保険大学校運動施設開放 :8月分)

計年金局事業企画課会 秋本真志
室管財係

H22. 7. 12 白井市教育委員会教年金局
育長 事業企画課長

年金業務システム基本設計補完工程におけ

H22. 7. 231る工程管理支援業務に係る入札において、 I年金局事約業企画課会|橋本 典久 1 H22. 7. 22 
低入札価格調査基準額を下回る入札を行つ 計 章 契 係
た者に係る調査結果について

1741年管企発0723第2号 1H22. 7. 231年金特別会計への資金の繰入れについて 係年金局総務課財政
支出官

井 上一広 H22. 7. 16 厚生労働省大臣官房会
〈年金特別会計福祉年金勘定)

計課長

平成22年度労働保険特別会計労災勘定から
年金属総務課財政

官署支出官
1751年管企発0723第3号 1 H22. 7. 91年金特別会計厚生年金勘定への資金の受入 酉上知公 H22.7.6 厚生労働省労働基準局

れについて 係 長

1761年管企発0723第4号 1 H22. 7. 231会第の6開固社催会に保つ障い審て議会日本年金機構評価部 I務年金係局事業企画課庶 磯貝昌彦 H22. 7. 23日本年機構評価部会 事業企画課長
部会長本田勝彦

1771年管企発0730第1号 1H22. 7. 301人事異動に伴う取引関係通知について |号車周事業企画課会
戸田英吉 H22.7.30 日本銀行本届

年金局
-.J..申出納係 事業企画課長

1781年管企発0730第5号 1 H22. 7. 301人に事つ異い動てに伴う宮署支出官の異動等の通知 I計年金室局出事納係業企画課会戸田 英吉
センター支出官 年金局

H22.7.30財且務値省理会部計長センター会 事業企画課長

1~91年管企発0803第1号 H22.8.21第7回社会保障審議会日本年金機構評価部 年金局事業企画課庶
磯貝昌彦

叫富保障審議会 1年金局

会の開催について 務係 H22.8.2日本年金機構評価部会 事業企画課長
部会長本田勝彦

らの繰入について
年金局事業企画課会年管企発0803第2号 H22.8.31 (平成22年度第2四半期分の業務取扱費
計室予算係

藤田雅貴 H22.8.2 厚生労働省大臣官房会 事業企画課長
計課長

固有財産総合情報管理システム等の支出雲
年金局事業企画課会H22.8.31任における支払元受転換通知書の送付につ 藤田雅貴 H22.8.2 財務省大臣官房会計課 事業企画課長

いて(第2四半期分・ 8月分) 計室予算係
長



発議台帳 年金局事業企画課

決裁

1821年管企発0803第4号
平成22年度 日本年金機構運嘗費支付金の 年金局事業企画課会

H22.7.30 日本年金機構理事長H22. 8. 31交付について 計室予算係 藤田雅貴 事業企画課長
(平成22年度第2四半期 8月分)

1831年管企発0803第5号 H22.8.31年金特別会計への資金の繰入れについて 年金局総務課財政
井上一広

支出官 年金局

(年金特別会計福祉年金勘定) 係 H22.7.29厚品生課労長働省大臣官房会 事業企画課長

年管企発0804第1号 限 8.41平成21年度年金特別会計業務思定に係る支 計年金局事算業企画課会 畢隼人 H22.8.4 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額の追加について(通 ) 軍予係 事業企画課長

1851年管企発0805第1号 H22. 8. 51!日法船員保険職務上年金の依賃金頼スライド等 年録金聾局備係事業企画課記 立花慎太郎 H22.8.5 日本年金機構事業企画 年金局
に係る情報提供について (ijtD) 部門担当理事殿 事業企画課長

H22.8.51平定成に2つ2年い公て的年金加入抹況等調査白書施tJ予損主査年計主輩章室周事章企岡課蘭育畢 裕文 H22.8.5 日本年金機構事業企画
部門担当理事

年管企発0810第1号 1 H22. 8. 101聴Jtr鳳m 保担険止印に紙つのい不て用決定、処分承認及 局管事財係業企画課会|秋本 真志 H22.8. 

1881年曹企発0810草Z号 1 H22. 8. 101酉有物品骨返納命令及び不用決定について||計年輩室属管事財章悟企闘課金!被本 車車 H22.8. 

年金業務システムアー

ブツ-p趨誌蕗|章1891年管企発0812第1号 1 H22. 8.121る入札において、 計年章局契事約係業企画課会l橋本 典久 1 H22. 8. 1 
下回る入札を行つ
に係る調査結果につ

1901年管企発O明 1号 1H22. 8. 131高齢者に係る年金個人情報の思係地方自治 報年金局事業企画課情 進士順和 H22.8.13 日本年金機構副理事長 年金局
体への情報提供について(通 ) 公関係 薄井康紀 事業企画課長

1911年管企発O時 2号 1H22. 8. 131年金特別会計会計機器の一部を処理する 年金局事業企画課会
古谷裕之 H22.8.11 中山孝裕

年金局
職員の任命について( 助者) 計室予算係 事業企画課長



発議台帳 年金局事業企闇課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

192 年管企発0823第1号 H22.8.23 行政財産の使用又は収施議の許可について 年金局事業企聞課会
秋本真志 H22.8.16 

白井市教育委員会教 年金局
[社会保障大学校運動 設開放 :9月分] 計室管財係 育長 事業企画課長

193 年管企発0824第1号 H22. 8. 24 
社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 年金局労事士業係企画課監 松 田洋一 H22. 8. 23 

日本年金機構事業管理
事業企画課長

る照会について(依頼) 理・社 部門担当理事

194 年管企発0830第1号 H22. 8. 30 行政財産の施設整備承認申請について(社 年金局事係業企画課会 黒川正憲 H22.8.17 日本年金機構理事長
年金局

会保険大学校/冷曜房装置) 計室管財 事業企画課長

195 年管企発0830第2号 H22. 8. 30 行政財産の施設整備央承認申請御について(社 年金室局事財業企画課会 黒 川正憲 H22.8.17 日本年金機構理事長
年金局

会保険文学校/中監視制装置) 計管係 事業企画課長

196 年管企発0830第3号 H22. 8. 30 行政財産の施設整備槽承認端申請について(社 年金章局事係業企画課会 黒川正憲 H22.8.17 日本年金機構理事長
年金局

会保険大学校〆浴漉装置) 計管財 事業企画課長

197 年管企発0830第4号 H22.8.30 行政財産の施設聾備櫨承認申請について(社 年金属事業企画課会
黒川正憲 H22.8.17 日本年金機構理事長

年金局
会保障大学校/昇降 ) 計軍管財係 事業企画課長

198 年管企発0830第5号 H22.8.30 
行政財産の施設整備承認申請について(社 計年金室局管事財係業企画課会 黒川正憲 H22.8.17 日本年金機構理事長

年金局
会保険大学校/消防設備) 事業企画課長

社会保険大学校の使用許半可にかかる使用料市
年金局事業企画課金 ゆめ半島千葉国体印西 年金局199 年管企発0831第1号 H22.8.31 の決定について(ゆめ 島千葉国体印西
計室管財係

秋本真志 H22.8.26 
市実行委員会会長 事業企画課長

実行委員会)

年管企発0831第2号
後期高齢者医癒保の医療給付を一定期提間利用

画年金係局事業企画課企 各後期高齢者医療広域 年金局200 H22.8.31 していない被険者に係るデータ 供につ 鈴 木 秀 男 H22. 8. 30 
連合事務局長 事業企画課長

いて(依頼)

後期高齢者医療の医療給付を一定期間利用
年金局事業企画課 社団法人国民健康保険 年金局 l 201 年管企発0831第3号 H22.8.31 していない被保障者に係るデータ提供につ 鈴 木 秀 男 H22.8.30 

いて(依頼) 企画係 中央会理事長 事業企画課長

厚生年金保障法第100条の5第1項等の既定に
官署支出官

202 年管企発0901第1号 H22.9.1 基づき滞納処分等の権限を委任することに
年金局事業企画課会

藤田雅貴 H22. 8. 23 
各国税局総務部次長 年金局

伴う経費の支出委任の取り扱いについて
計室予算係 沖縄国税事務所総務担 事業企画課長

当次長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

平成22年度 日本年金機構運営費交付金の
年金局事業企画課会 年金局

203 年管企発0903第1号 H22.9.3 交付について 藤田雅貴 H22.8.30 日本年金機構理事長
(平成22年度第2四半期 9月分) 計室予算係 事業企画課長

一般会計からの繰入について
計年金室局予事算係業企画課会

支出官
年金局

204 年管企発0903第2号 H22.9.3 (平成22年度第2四半期分の業務取扱費 藤田雅貴 H22.9.3 厚生労働省大臣官房会
事業企画課長

財源) 計課長

固有財産総合情報管理システム等の支出黍
年金室局事業企商標会

官署支出官
年金局

205 年管企発0903第3号 H22.9.3 任における支払元受転換通知事の送付につ 藤田雅貴 H22.9.3 財務省大臣官房会計課
いて(第2四半期分・ 9月分) 計 予算係 長

事業企画課長

206 年管企発0903第4号 H22.9.3 日本年金機構における未対処案件の点檎・ 年録金整局事業企商標記 立花慎太郎 H22.9.3 
日本年金機構副理事長 年金局

報告について(依頼) 備係 (統括管理部門担当) 事業企画課長

201 年管企発0906第1号 H22.9.6 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 年録金整局備係事業企画課記 立花慎太郎 H22.9.6 
日本年金機構本部業務 年金局

て 管理部長 事業企画課長

208 年管企発0908第1号 H22.9.29 行政財産の施設整備承認温申輔系について(社 計年金局事財業企画課舎 秋本真志 H22.9.8 日本年金機構理事長
年金局

会保障大学校/機械室水統設備) 軍管係 事業企画課長

209 年管企発0910第1号 H22.9.10 社会保険労務士法の規定に基づく指定に係 年金局労事士業係企画課監 松田洋一 H22.9.9 日本年金機構事業管理 年金局
る照会について 理'社 部門担当理事 事業企画課長

210 年管企発0910第2号 H22.9.10 審査請求に係る照会について(回答) 年金局事業企画課情
漬村明 H22.9.6 

近畿厚生局社会保険審 年金局
報公関係 査官 事業企画課長

211 年管企発0914第1号 H22.9.14 平成21年度年金特別会計業務勘定に係る支 年金室局事業企画課会 峯隼人 H22.9.14 地方厚生(支)局長
年金局

払計画額の追加について(通知) 計 予算係 事業企画課長

212 年管企発0915第1号 H22.9.15 平成22年度第3四半期収入予定総衰及び支 年金局事算業企画課会 藤田雅貴 H22.9.2 財務省主計局司計課 年金局
払計画予定総表の提出について 計 室 予 係 事業企画課長

各都道府県保険統計主

213 年管企発0915第2号 H22.9.15 
平成22年公的年金加入状況等調査に係る調 年金局事業企画課聞

大窪真弓 H22.9.15 
幹部(局)長、各都道 年金局

査員の推薦について(お願い) 査室 府県社会福祉統計主幹 事業企画課長
部(局)長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課，係 起案者 起案日 施行先 施行者

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官

214 年管企発0915第3号 H22.9.15 (年金特別会計国民年金勘定) 年金局総務課財政
中村昌茂 H22.9.10 庫生労働省大臣宮房会 年事金局

(年金特別会計へ繰入) 係
計課長

業企画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計へ資金の繰入れについて
支出官

215 年管企発0915第4号 H22.9.15 (年金特別会計厚生年金勘定) 年金局総務課財政
西上知公 H22.9.7 厚生労働省大臣官房会

年金局
(年金特別会計へ繰入) 係 計課長

事業企画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

平成22年度労働保険特別会計労災勘定か
年金局総務課財政

宮署支出官
年金局216 年管企発0915第5号 H22.9.15 ら年金特別会計厚生年金勘定へ資金の受入

係
酉よ知公 H22.9.7 厚生労働省労働基準局

事業企画課長
れについて 長

217 年管企発0916第1号 H22.9.16 介護保険料等の年金からの特別徴収につい 録年金聾局備係事業企画課記 立花慎太郎 H22.9.16 日本年金機構本部業務 年金局
て 管理部長 事業企画課長

218 年管企発0917第1号 H22.9.17 健康保検印紙の不用決定、処分鹿承認及び揖 年金局事財業企画課余 秋本真志 H22.9.15 郵便事業株式会社代 年金局
傷報告について(平成22年 6月分) 計室管係 表取締役社長 事業企画課長

219 年管企発0917第2号 H22.9.17 固有物晶の返納命令及び不用決定について 計年金章局管事財係業企画課会 秋本真志 H22.9.16 横浜船員保験病院院 年金局
長 事業企画課長

220 年管企発0917第3号 H22. 9.17 平成21年度船員保険特別会計轟入車出決定 年金室局事算業企画課会 野口直 H22.9.16 財務省主計局司計課長
年金局

計算書等の訂正について 計決係 事業企画課長

行政財産の使用又は収益の許可放について
年金局事業企画課会 白井市教育委員会教 年金局 l 221 年管企発0917第4号 H22.9.17 〔社会保険大学校運動施設開 : 1 0月 秋本真志 H22.9.14 

分〕 計室管財係 育長 事業企画課長

固有財産(土地)の平成22年産度台帳価格
改定を行うための仮の固定資税評価額

年金局事業企画課会 小樽市長外3市町村 年金局222 年管企発0922第1号 H22. 9. 22 (平成22年 1月1日時点)の設定依頼に 秋本真志 H22.9.16 
ついて(北海道船員保験健康福祉センター

計室管財係 長 事業企画課長

外3件)

223 年管企発0927第1号 H22.9.27 後期高齢者医療の医療給付を一定期間利用 年金局事業企画課企
鈴木 秀 男 H22. 9. 27 日本年金機構事業管理 年金局

していない年金受給権者への対応について 画係 部門担当理事 事業企画課長



発議台帳 年金局事業企画課

項 文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

後期高齢者医療の医療給付を一定期間利用 年金局事業企画課企
地方厚生(支)局年

年金局224 年管企発0927第2号 H22. 9. 27 
していない年金受給権者への対応について 画係

鈴 木 秀 男 H22.9.27 金指導課長・年金管理
事業企画課長

課長

225 年管企発0930第1号 H22. 9. 30 平成21年度船員保障特別会計歳入歳出決 年金局事業企画課会
野 口直 H22. 9. 29 財務省主計局司計課長

年金局
定計算書の訂正について 計室決算係 事業企画課長


