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文書番号 決裁日 |件名 |超案担当課・係 l起案者 起案日 施行先 施行者

東日本大震災に対処するための特
別の財政援助及び助成に関する法

年金局企業年金国民 地方庫生(支)局保険
年金局企業年

年企発0511第1号 H23. 5. 11 律の施行に伴う厚生年金基金の標 村上智康 H23.5.11 金国民年金基
準給与の月額の改定及び掛金等の

年金基金課 年金(年金)課長
金課長

免除の特例の事務処理等について

「厚生年金基金における事業運営
年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0512第1号 H23.5.12 基準の取扱いについて」の一部改

年金基金課
平瀬瑞枝 H23.5.11 

年金(年金)課長
金国民年金基

正について 金課長
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文書番号 決裁白 件名 起案担当課・係 事司彊官呈F l起案日 |施行先 l施行者

東日本大震災に対処するための特
別の財政援助及び助成に関する法

年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発0609第1号 H23.6.9 律の施行に伴う企業年金関係の死
年金基金課企画係

金沢惰加 H23.6.9 
年金(年金)課長

金国民年金基
亡に係る給付の支給に関する規定 金課長
の適用の特例について(通知)

厚生年金基金において保険者算定
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金属企業年

年企尭0609第2号 H23.6.9 年金基金課企業年金 村上智康 H23.6.9 金国民年金基
を行う場合の事務処理等について

係
年金(年金)課長宛

金課長

厚生年金基金の消滅に伴う財産自 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0615第1号 H23.6.15 録等の承認について(市光厚生年 年金基金課指導調整 細野満 H23.6.14 市光企業年金基金 金国民年金基

金基金) (課長通知) 係 金課長

東日本大震災に伴う厚生年金基金
年金属企業年金国民 年金局企業年

及び国民年金基金の 地方厚生(支)局
年企発0620第1号 H23. 6. 20 

掛金等の納付期限等の指定につい
年金基金課企業年金 村上智康 H23.6.17 

保障年金(年金)課長
金国民年金基

て
係 金課長

福岡県佐賀県家具厚生年金基金の
福岡県佐賀県家具厚生

年金局企業年
年金局企業年金国民 年金基金代表清算人

年金発0622第1号 H23. 6. 22 責任準構金相当額の
年金基金課

金森一浩 H23. 6. 22 
歳入徴収官厚生労働省

金国民年金基
納付計画(変更)の受理について

年金属事業管理課長
金課長

厚生年金基金等未納掛金等交付金
年金馬企業年金国民

厚生年金基金理事長
年金局企業年

年企発0629第1号 H23.6.28 
の交付事務の取扱いについて

年金基金課企業年金 平瀬瑞枝 H23. 6. 20 
企業年金連合会理事長

金属民年金基
係 金課長

L 一一 し…一一
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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

確定拠出企業年金運営管理機関の
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0708第1号 H23.7.8 年金基金課確定拠出 村岡正教 H23.6.15 金融庁監督局総務課長 金国民年金基
登録協議について

年金管哩係 金課長

国民年金基金制度の周知広報のた
年金局企業年金国民

日本年金機構事業企画
年企発0712第1号 H23. 7. 12 年金基金課国民年金 西健一徳 H23. 7. 12 金国民年金基

めのデータ提供について(依頼)
基金係

部長
金課長

紀文厚生年金基金の消滅に伴う財 年金局企業年金国民
紀文企業年金基金理事

年金局企業年
年金発0726第1号 H23.7.26 産自録等の承認について(課長通 年金基金課指導調整 細野溝 H23. 7. 15 

長
金国民年金基

知) 係 金課長



文書番号 決裁日 |件名 l起案担当課・係 l起案者 起案日 l施行先 施行者
綾羽厚生年金基金の消滅に伴う財 年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0801第1号 H23.8.1 産目録等の承認について(課長通 年金基金課指導調整 細野 満 H23.8.1 綾羽厚生年金基金 金国民年金基
知) 係 金課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
兵庫県乗用自動車厚生

年金局企業年
年企発0804第1号 H23.8.4 責任準備金相当額の納付計画変更

年金局企業年金国民
金森一浩 H23.8.3 

年金基金代表清算人
金国民年金基

の受理について
年金基金課 藤入徴収官厚生労働省

金課長
年金局事業管理課長

確定拠出年金運営管理機関の登録
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0818第1号 H23.8.18 
協議について

年金基金課確定拠出 村岡正教 H23.8.18 金融庁監督局総務課長 金国民年金基
年金管理係 金課長

東日本大震災に伴う厚生年金基金
年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0824第1号 H23. 8. 24 及び国民年金基金の掛金等の納付

年金基金課
村上 智 康 H23. 8. 24 

年金(年金)課長
金国民年金基

期限等の指定について 金課長

「東日本大震災に伴う厚生年金基
年金局企業年

年金発0830第1号 H23. 8. 30 
金における標準給与月額の定時決 年金局企業年金国民

村上智康 H23. 8. 30 
地方厚生(支)局保険

金国民年金基
定の取扱いに係る特例措置につい 年金基金課 年金(年金)課長

金課長
て」に伴う事務処理等について
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文書番号 決裁日 |整名 |起案担当課・係 l起案者 起案日 l施行先 施行者

年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0902第1号 H23.9.2 

確定拠出年金運営管理機関の畳録
年金基金課確定拠出 村岡正教 H23.9.2 金融庁監督局総務課長 金菌民年金基

協議について
年金管理係 金課長

厚生年金基金の年金の実態調査に
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0905第1号 H23.9.5 
ついて(調査依頼)

年金基金課企業年金 村上智康 H23.9.5 厚生年金基金(582基金) 金国民年金基
係 金課長
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文書番号 決裁日 iイ牛名 起案担当課 z 保 起案者 起案日 櫨行先 |施行者

確定拠出年金運営管理機関の登録
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発1012第1号 H23_ 10. 12 年金基金諜確定拠出 村間正教 H23.10.6 東北財務局理財部長 金歯民年金基
協議について

年金管理係 金課長

国民年金基金制度の周知広報のた
年金局企業年金国民

日本年金機構事業企画
年金局企業年

年企発1019第1号 H23. 10. 17 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H23. 10. 13 金国民年金基
めのデータ提供について(依頼)

基金係
部長

金課長

東日本大震災に伴う厚生年金基金 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金烏企業年
年企発1026第1号 H23.10.26 及び国民年金基金の掛金等の納付 年金基金課企業年金 平瀬瑞枝 H23.10.26 

年金(年金)課長
金国民年金基

期限等の指定について 係 金課長
--'-



|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
確定給付企業年金の業務委託法人

年金局企業年金国民 年金局企業年
の指定取消について(ヒューイッ ヒューイット・アソシ

年企発1102第1号 H23. 11. 2 
ト・アソシエイツ(株)) (課

年金基金課指導調整 細野 満 H23.9.16 
エイツ株式会社

金国民年金基

長)
係 金課長

確定給付企業年金の業務委託法人 年金局企業年金国民
エーオンヒューイット

年金局企業年
年企発1102第2号 H23. 11. 2 の指定について(エーオンヒュー 年金基金課指導調整 細野 満 H23.9.16 

ジャパン株式会社
金国民年金基

イットジャパン(株)) (課長) 係 金課長

官報原稿について(掲載依頼) 年金局企業年金国民
ヒューイット・アソシ

年金局企業年
年企発1102第3号 H23. 11. 2 (指定法人取消 ヒューイツト・ 年金基金課指導調整 細野満 H23.9.16 

エイツ株式会社
金国民年金基

アソシエイツ(株)) 係 金課長

宮報原稿について(掲載依頼) 年金局企業年金国民
エーオンヒューイット

年金局企業年
年企発1102第4号 H23. 11. 2 (指定法人指定 エーオンヒュー 年金基金課指導調整 細野 満 H23.9.16 

ジャパン株式会社
金国民年金基

イットジャパン(株)) 係 金課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金局企業年金国民

歳入徴収宮 年金局企業年
年企発1108第1号 H23“11. 8 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H23. 11. 7 厚生労働省年金局事業 金国民年金基

の受理について(課長印) 管理諜長 金課長

国民年金法施行規則等の一部を改 年金局企業年金属民
地方厚生(支)局保険

年金属企業年
年企発1118第1号 H23. 11. 17 正する省令の施行に伴う国民年金 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H23. 11. 16 金国民年金基

基金の事務取扱いについて 基金係
年金(年金)課長

金課長

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

厚生年金基金の加入員原簿等の記 (年金)課長
年企発1118第7号 H23. 11. 17 録の整備等に係る事務処理の推進

年金局企業年金国民
小柳津麗博 H23. 11. 14 厚生年金基金 (583 金国民年金基

について
年金基金課

基金)
金課長

企業年金連合会

サニクリーン九州厚生年金基金の 年金局企業年金国民
サニクリーン九州企業

年金局企業年
年企発1122第1号 H23. 11. 22 消滅に伴う財産目録等の承認につ 年金基金課指導調整 細野 満 H23. 11. 17 金国民年金基

いて(課長通知) 係
年金基金

金課長

日本ヒューレツト・パッカード厚 年金属企業年金国民 日本ヒューレット・ 年金局企業年
年金発1122第2号 H23. 11. 22 生年金基金の消滅に伴う財産目録 年金基金課指導調整 細野 満 H23. 11. 17 パッカード企業年金基 金国民年金基

等の承認について(課長通知) 係 金 金課長

中央コンビューター厚生年金基金 年金局企業年金国民
中央コンビューター企

年金局企業年
年企発1122第3号 H23. 11. 22 の消滅に伴う財産目録等の承認に 年金基金課指導謂整 細野 満 H23. 11. 17 

業年金基金
金国民年金基

ついて(課長通知) 係 金課長

「確定拠出年金の企業型年金規約 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発1128第1号 H23.11.28 に係る規約の承認基準等につい 年金基金課確定拠出 村岡正教 H23. 11. 28 金国民年金基

てJの一部改正について 管理係
年金(年金)課長

金課長



平成23年度における指定基金の
地方厚生(支)馬健康

指定及び
年金局企業年金国民 福祉部保険年金(年 年金局企業年

年企発1130第1号 H23. 11. 29 
健全化計画の提出について(課

年金基金課数理指導 荒川智浩 H23. 11. 29 金)課長、関東信越厚 金国民年金基

長) 係 生局健康福祉部年金課 金課長
長
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文書番号 決裁日 li'牛名 l起案担当課・係 l起案者 起栗田 l施行先 施行者

「厚生年金保障の保険給付及び保
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発1206第1号 H23.12.6 
険料の納付の特例等に関する法律

年金基金課企業年金 木谷忠晴 H23.12.6 
地方厚生(支)局保険

金国民年金基
等の施行に伴う事務の取扱いにつ

係
年金(年金)課長

金課長
いて」の一部改正について

「厚生年金保険の保験給付及び保
、、

年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発1206第2号 H23.12.6 

険料の納付の特例等に関する法律
年金基金課企業年金 木谷忠靖 H23.12.6 企業年金連合会理事長 金国民年金基

等の施行に伴う事務の取扱いにつ
係 金課長

いて」の一部改正について

厚生年金基金の平成24年度予算
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発1214第1号 H23. 12. 14 
編成について

年金基金課企業年金 木谷忠晴 H23. 12. 14 
年金(年金)課長

金国民年金基
係 金課長

東日本大震災復興特別区域法の施
年金局企業年金園民 地方厚生(支)局保醸

年金局企業年
年企発1222第3号 H23. 12.21 行に伴う確定拠出年金法の事務処 渡辺駿 H23.12.21 金閣民年金基

理について
年金基金課企画係 年金(年金)課長

金課長

一一
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文書番号 決裁日 |整:s 起案担当課・係 |司o?望室呈辛 l起案日 |施行先 施行者

厚生年金基金の年金の実態調査に
年金局企業年金国民 年金属企業年

年企発0111第1号 H24. 1. 11 年金基金課企業年金 木谷忠晴 H24. 1. 10 厚生年金基金(582基金) 金闇民年金基
ついて(調査依頼)

係 金課長

消滅した車生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0124第1号 H24.1.24 等の承認について(トーホー厚生 年金基金課指導調整 細野 満 H24. 1. 18 トーホー企業年金基金 金国民年金基

年金基金) (課長通知) 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0124第2号 H24. 1. 24 等の承認について(丸紅厚生年金 年金基金課指導調整 細野満 H24.1.20 丸紅厚生年金基金 金由民年金基

基金) (課長通知) 係 金課長

厚生年金基金の設立要件について 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0131第1号 H24.1.27 等の一部改正について(課長通 年金基金課数理企画 津田恒河 H24.1.27 地方厚生(支)局長 金国民年金基

知) 係 金課長

「確定給付企業年金の規約の承認
及び認可の基準等について」及び

年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0131第2号 H24.1.27 

「厚生年金基金から確定給付企業
年金基金諜数理企画 津田恒河 H24.1.27 地方厚生(支)局長 金国民年金基

年金に移行(代行返上)する際の
手続及び物納に係る要件・手続等

係 金課長

についてj の一部改正について

年金局企業年金国民
地方厚生(支)局担当

年金局企業年
年企発0201第1号 H24. 1. 31 国民年金基金の予算編成について 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.1.30 

課長 (8箇所)
金国民年金基

基金係 金課長



主書番号 決裁日 |件名 !起案担当課・係 l起案者 起案日 施行先 |施行者

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金馬企業年金国民

年金局企業年
年企発0213第1号 H24.2.13 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H24.2.13 事業管理課長 金国民年金基

の受理について(課長印) 金課長

「厚生年金基金の加入員原簿等の
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局健康 年金局企業年
年企発0215第1号 H24.2.15 記録の整備等に係る事務処理につ 小柳津康博 H24.2.14 福祉部保険年金(年 金国民年金基

いて」の一部改正について
年金基金課

金)課長 金課長

東日本大震災に伴う厚生年金基金 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険年

年金局企業年
年企発0217第1号 H24.2.17 及び国民年金基金の掛金等の納付 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.2.17 金国民年金基

期限等の指定について 係
金(年金)課長

金課長

消滅した厚生年金基金の財産自録 年金局企業年金国民
スタンレー電気厚生年

年金局企業年
年企発0228第1号 H24. 2. 28 等の承認について(スタンレー電 年金基金課指導調整 朝 野陽子 H24.2.27 金問民年金基

気厚生年金基金) 係
金基金

金課長



文書番号 決裁日 I~'牛名 起案担当課=保 起案者 起案日 櫨行先 |施行者

国民年金基金制度の周知広報のた
年金局企業年金国民

日本年金機構事業企画
年金局企業年

年企発0308第1号 H24.3.8 
めのヂータ提供について(依頼)

年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.3.7 
部長

金国民年金基
基金係 金課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金局企業年金属民 兵産県乗用自動車厚生 年金局企金業基年

年企発0314第1号 H24.3.13 l責の任受準理備に金つ相いて当額(課の納長付)計画変更 年金基金課
金森一浩 H24.3.13 

年金基金 金金課国民長年

「厚生年金基金の予定利率の下限 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0315第1号 H24.3.12 等について」の一部改正について 年金基金課基金数理 荒川智浩 H24.3.12 金屈民年金基。

(通知) 室数理指導係
年金(年金)課長

金課長

「厚生年金基金の予定利率の下限 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0326第1号 H24.3.12 等についてj の一部改正について 年金基金課基金数理 荒川智浩 H24.3.12 厚生(支)局主管課長 金国民年金基

(通知) 室数理指導係 金課長

長野県内における摩生年金基金に
関する平成19年1月から平成24年3

年金局企業年
月までの聞の理事長、副理事長、 年金局企業年金国民 :・・・・・・・年企発0327第1号 H24.3.27 
常務理事、事務長ら幹部職員の 年金基金課

小柳津康博 H24. 3. 26 金国民年金基

「住所、氏名、生年月日等Jにつ
金課長

いて(回答)

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0327第2号 H24.3.27 等の承認について(日清食品厚生 年金基金課指導調整 細野満 H24.3.27 日清食品厚生年金基金 金国民年金基

年金基金) (課長通知) 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
南日本銀行厚生年金基

年金局企業年
年企発0327第3号 H24.3.27 等の承認について(南日本銀行厚 年金基金課指導調整 細野満 H24.3司 27

金清算入
金国民年金基

生年金基金) (課長通知) 係 金課長


