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文書番号 決裁日 |件名 起案担当課園係 起草者 起案日 施行先 施行者

圏民年金法施行令等の一部を改正
する政令及び厚生年金保険の保険

年金局年金課企画
年発0401第3号 H24.3.27 給付及び保険料の納付の特例等に

法令第二係
工島洋 成 H24.3.26 日本年金機構理事長 年金高長

関する法律施行規則の一部を改正
する省令の施行について(通知)

国民年金法施行令等の一部を改正
する政令及び厚生年金保険の保険

年金島年金課企画
年発0401第4号 H24.3.27 給付及び保険料の納付の特例等!こ

法令第二係
工島洋成 H24. 3. 26 地方厚生(支)居畏 年金局長

関する法律施行規則の一部を改正
する省令の施行について(通知)

年発0401第5号 H24. 4. 1 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

金子 戚± H24.4.1 大臣官房人事課長 年金局長
保

年発0401第6号 H24.3.30 
行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅 年金局総務課訟務

神谷 政美 H24. 3圃 30大阪法務局長 年金愚長
及び指定代理人の指定について 係

年発0401第7号 H24.3.30 訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政 美 H24.3.29 札幌法務局長 年金局長
係

年発0401第8号 1-124圃 3.30訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政 美 H24圃 3.29大阪法務閤長 年金局長
{系

年発0401第9号 H24圃 3.30訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政 美 H24.3.29 大阪法務局長 年金局長
保

年発0401第10号 H24.3.30 訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政美 H24.3.29 高松法務局長 年金局長
係

年発0401第11号 1-124.3.30 訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政美 H24.3.29 大阪法務局長 年金局長
係

年発0401第12号 1-124.3.30 訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷 政美 H24.3.29 東京法務局長 年金昂長
様



厚生年金基金の将来期聞の代行部
年金局企業年金国民

年発0401第13号 H24司 3.26
分に保る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 原一雅 H24.3圃 21
山本工作所厚生年金基

年金局長ついて (H24.4.1付山本工作所厚 金
生年金基金)

係

厚生年金基金の将来期聞の代行部
年金局企業年金国民

年発0401第14号 H24.3.26 
分に係る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 原一雅 H24.3.21 小島厚生年金基金 年金属長ついて (H24.4.1付小島厚生年金
基金)

f系

年金特別会計会計機関の一部を
年金局事業企画課

年発0402第3号 H24.4.2 処理させる職員の任命について
会計室予算係

藤田雅貴 H24.4.2 佐々木務、井上富士彦 年金局長
(代行機関)

藤入藤出外現金出納宮吏及び歳入
年金局事業企画課

年発0402第4号 H24.4.2 藤出外現金出納官吏代理の任免に
会計室予算係

藤田雅貴 H24.4.2 佐々木務、井上富士彦 年金局長
ついて

予算決算及び会計令第116条の規
年金局事業企画課

年発0402第5号 H24.4.2 定に基づく出納官吏の交替検査に
会計室予算係

藤田雅貴 H24.4.2 植木和宏 年金局長
係る検査員の発令について

年発0402第6号 H24.4.2 
会計機関廃止後の残務事務の任命 年金局事業企画課

藤田雅貴 H24.4.2 植木和宏、中捨一弘 年金局長
及び検査員の任命について 会計室予算係

日杵政治、宇野淳、薦
田隆成、佐藤久恵、名
古屋市立大学理事長戸

年発0402第7号 H24.4.2 
年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用

安達潔 H24.4.2 
苅創、早稲田大学総長

年金局長
運用委員会の委員の発令について 管理係 白井克彦、日本総連合

会会長古賀伸明、日産
自動車取締役社長カル
ロスゴーン

年発0402第8号 H24.4.2 
年金特別会計における会計機関の 年金局事業企画課

藤田 雅貴 H24.4.2 江木寛之、須賀敬志郎 年金局長
免命について 会計室予算係

年発0403第1号 H24.4.3 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.4.3 大臣官房人事課長 年金局長

年発0404第1号 H24.4.4 
職員の育毘休業からの復帰につい 年金局総務課職員

白井友也 H24.4.3 大臣官房人事課長 年金局長
て(内申) 係

関東信越厚生局長、北

年発0405第6号 H24.4.5 賞与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.4.5 
海道厚生局長、近畿厚

年金島長
生局長、中国四国厚生
局長、九州厚生局長

年発0405第11号 H24.4.5 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷 陽太郎 H24.4.5 大臣官房人事課長 年金局長



健康保険印紙の不用決定忍び損傷
年金屑事業企画課

年発0406第1号 H24.4固 6報告等について(平成23年度 1
会計室管財係

枠山陽介 H24.4.2 厚生労{動大臣 年金属長
月分)

年発0406第2号 H24. 4圃 6
平成24年秋の叙勲候補者の推薦に 年金局総務課職員

白井友也 H24.4.4 大臣官房人事課長 年金局長ついて 係

年発0411第1号 H24.4.10 
数次往復公用肱券の返納手続きに 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.4.6 大臣官麗国際課長 年金局長ついて 庶務係

平成23年度国民年金基金等給付費 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
年発0411第2号 H24. 4. 11 負担金交付額の確定について(局 年金基金課国民年金 佐藤 貴 史 H24.4.5 担当官年金局

長) 基金係
計課長

長

職員のテレビ会議(政府間交渉)
年金局総務課人事

年発0411第3号 H24. 4.11 参加に係る外務事務官併任発令の 小林 代悟 H24.4.10 外務省南部アジア部長 年金局長
依頼について

保

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

年発0411第4号 H24.4.11 運用委員会の委員の発令について 安違潔 H24.4圃 11大臣官房人事課長 年金局長
(内申)

管理係

年発0412第1号 H24.4.12 職員の復職について(内申)
年金局総務課人事

小林代梧 H24.4.11 大臣官麗人事課長 年金局長
係

年発0412第2号 H24.4.12 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林伐悟 H24. 4. 11 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0412第3号 H24.4.12 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代梧 H24. 4圃 12大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0417第1号 H24.4.17 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 4.16 大垣官麗人事課長 年金局長
係

年発0417第2号 H24圃 4.17職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24.4圃 16大臣官房人事課長 年金局長
保

年発0417第3号 H24.4.17 
平成24年春の叙勲受章内定者の伝 年金局総務課職員

自井 友也 H24.4.16 大臣官房人事課長 年金局長
達式への出欠確認について 係

行政財産の使用又は収益の許可に

年発0418第1号 H24.4.18 
ついて 年金属事業企画課

枠山陽介 H24.4.18 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財保
5月分]

行政財産(土地)の便用状況実態
年金局事業企画課

年発0419第1号 H24固 4.19監査のフォローアップについて
会計室管財係

枠山陽介 H24.4.6 財務省関東財務屑長 年金局長
(報告)

年発0419第2号 H24.4.19 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代梧 H24. 4圃 18大臣官房人事課長 年金島長
係

年発0419第3号 H24.4.19 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林 代悟 H24.4.18 大臣官房人事課長 年金局長
係



年発0420第2号 H24.4.20 固有物品の返納命令及び不用決定 年金属事業企画課
枠山陽介 H24.4.18 大臣官爵会計課長 年金局長の承認申請について 会計室管財係

年発0420第3号 H24.4.20 
固有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.4.18 大臣官房会計課長 年金局長の承認申請について 会計室管財保

年発0423第1号 H24.4.23 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.4圃 23大臣官房人事課長 年金局長

平成 24年度国民年金基金連合会 年金局企業年金国民
宮署支出官大臣官房会 支出負担行畠|

年発0423第2号 H24園 4.23事務費補助金の交付決定について 年金基金課確定拠出 村間正教 H24.4.12 担当官年金局
(局長) 年金指導係

計課長
長

稲葉延雄、植田和男、
小幡績、村上正人、山
崎敏邦、(株)リコー代
表取締役社長執行役員
近藤虫郎、東京大学大
学院経済学研涜科長国

年発0423第3号 H24.4.23 
年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用

安達潔 H24.4.23 
友直人、鹿慮義塾大学

年金局長
運用委員会の委員の発令について 管理係 大学院経営管理研究科

委員長河野宏和、(株)
みずIま年金研究所代表
取締役社長湊信幸、 J
FEホールデインゲス
(株)代表取締役社長馬
田一

年発0425第1号 H24園 4.25
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.4.23 財務省北海道財務馬長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0425第2号 H24.4.25 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24圃 4.23財務省関東財務局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0425第3号 H24.4調 25
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24.4.23 財務省近畿財務局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0425第4号 H24.4.25 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24. 4. 23 財務省福間財務支局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0425第5号 H24.4.25 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 4. 25 大臣官房人事課長 年金島長

r r厚生年金基金の設立認可につ
いて」等の一部改正及び「厚生年 年金局企業年金国民

年発0426第1号 H24.4.26 金基金の財政運営について」等の 年金基金課数理企画 j畢田 恒河 H24. 4.18 地方厚生(支)局長 年金届長
特例的扱いについてj の一部改正 係
について(局長通知)



年発0426第2号
職員の育児休業の承認について

H24. 4. 261 
(内申)

年金局総務課職員
係 |白井友也 H24.4.251大臣官房人事課長 年金局長
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文書番号 決裁自 件名 起案担当課置係 起案者 起案日 血管先 施行者

年発0501第1号 H24. 5. 1 職員の履歴異動届の提出について
年金局総務課人事

小林 代 悟 H24.4.24 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0501第2号 H24. 5.1 
職員の旧姓使用申出書の提出につ 年金局総務課人事

小林 代 悟 H24.4.24 大臣官房人事課長 年金局長
いて 係

厚生年金基金の将来期間の代行部
年金局企業年金国民

年発0501第3号 H24.4.23 
分に{系る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 原一雅 H24.4.19 
日本飛行機厚生年金基

年金局長
ついて CH24.5. 1付 B本飛行機厚 金
生年金基金)

係

厚生年金基金の将来期間の代行部
年金局企業年金国民

年発0501第4号 H24.4.23 
分に係る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 原一雅 H24.4.19 セガ厚生年金基金 年金局長
ついて CH24.5圃 1付セガ厚生年金
基金)

捺

年発0502第2号 H24圃 5.2身分証明書発行等申請 年金屑総務課 蟹谷 陽太郎 H24.5‘2 大臣官房人事課長 年金局長

平成24年度固有資産等所在市町村
年金局事業企画課

年発0509第1号 H24.5.9 交付金の交付について(交付決
会計室管財保

杵山陽介 H24.5.1 小樽市長 年金蝿長
定)

平成24年度固有資産等所在市町村
年金局事業企画課

年発0509第2号 H24.5.9 交付金の交付について(交付決
会計室管財係

枠山 陽介 H24.5.1 富士見町長 年金島長
定)

年発0509第3号 H24圃 5園 9
平成24年度固有資産等所在市町村 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5.1 神戸市長 年金局長
交付金の交付(交付決定) 会計室管財係

平成24年度固有資産等所在市町村
年金局事業企画課

年発0509第4号 H24. 5圃 9交付金の交付について(交付決
会計室管財係

枠山陽介 H24.5.1 久留米市長 年金局長
定)

平成24年度国民年金基金等給付 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
年発0510第1号 H24.5.10 費負担金の変更交付決定について 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24圃 4.26 

計課長
担当官年金局

(局長) 基金係 長

年発0511第i号 H24. 5. 11 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷 陽太郎 H24. 5. 11 大臣官房人事課長 年金島長

年発0514第1号 H24.5.10 
斤舎幽宿舎跡地の引継ぎの実施方 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5圃 8東京財務事務所長 年金局長
法等について(報告) 会計室管財保

年発0517第1号 H24.5.17 
職員の昇格及び平成24年4月 1 年金局総務課人事

小林代悟 H24.5.15 大臣官房人事課長 年金局長
日における号俸の調整について 係

職員のァレピ会議(政府間交渉)
年金局総務課人事

年発0517第2号 H24. 5.17 参加に係る外務事務官併任発令の 小林代梧 H24. 5司 15外務省南部アジア部長 年金昂長
依頼について

係



年発0518第1号 H24.5.18 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5.8 日本年金機構理事長 年金局長
ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

年発0518第2号 H24.5.18 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5.8 日本年金機構理事長 年金局長
ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

年発0518第3号 H24.5.18 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5.8 日本年金機構理事長 年金局長
ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

年発0524第1号 H24.5.24 
職員の政府間交渉参加に係る外務 年金局総務課人事

小林代悟 H24.5.17 外務省南部アジア部長 年金局長
事務官併任発令の依頼について 係

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0525第1号 H24. 5. 25 
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.5.22 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
6月分]

年発0529第1号 H24.5.29 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24.5.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0531第1号 H24.5.31 
職員の育児休業の承認について 年金局総務課職員

白井友也 H24.5.29 大臣官房人事課長 年金局長
(内申) 係



年金局施行簿
文書番号 決裁日 {牛名 起案担当課圃係 起案者 起案自 施行先 施行者

年発0606第1号 H24.6.6 
職員の育児休業の承認について 年金局総務課職員

白井友也 H24. 6‘5 大臣官房人事課長 年金局長(内申) 係

年発0606第2号 H24.6.6 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林 代梧 H24.6.6 大臣官房人事課長 年金局長
保

年発0606第3号 H24. 6圃6災害発生報告書の提出について 年金局総務課 釜j畢真紀 H24園 6.4大臣官房人事課長 年金局長

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0607第1号 H24. 6. 7 報告等について(平成 23年度3
会計室管財係

枠山 陽介 H24. 6. 1 厚生労働大臣 年金局長
月分)

年発0607第2号 H24.6.7 職員の復職について(内申)
年金局総務課人事

小林 代梧 H24圃6.7 大臣官房人事課長 年金局長
係

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

能見公一、(株)産業革
年発0608第1号 H24.6.8 運用委員会の委員の就任依頼につ

管理係
安達潔 H24.6.6 新機構代表取締役能見 年金局長

いて 公一

行政財産の使用又は収益の許可に

年発0613第1号 H24.6.13 
ついて 年金局事業企画課

枠山 陽 介 H24.6圃12白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開敢: 会計室管財係
7月分]

年発0618第1号 H24.6圃15
平成 23年度年金特別会計(業務 年金局事業企画課

馬場 則 行 H24圃6.14財務省理財局長 年金局長
勘定)収支実績表の提出について 会計室出納係

年発0621第1号 H24. 6. 21 職員の昇格について(内申) 係年金局総務課人事 小林代悟 H24.6.18 大臣官麗人事課長 年金局長

年発0621第2号 H24.6.21 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24.6.20 大臣官房人事課長 年金局長
係

行政財産(土地)使用状況実態監
年金局事業企画課

年発0621第3号 H24.6.21 査のフォローアップ監査のヒアリ
会計室管財係

枠山陽介 H24. 6圃15財務省関東財務局長 年金局長
ングについて(報告)

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

年発0622第1号 H24.6.22 運用委員会の委員の発令について
管理係

安達潔 H24圃6.19 大臣官房人事課長 年金局長
(内申)

年金資金の管理運用を担う法人の
日本労醐組合総連合会

年金局総務課運用 会長古賀伸明、社団法
年発0622第2号 H24.6.22 在り方に関する検討会の委員の推

管理係
安達潔 H24.6.21 

人日本経済団体連合会
年金眉長

薦について
会長米倉弘昌

年発0622第3号 H24.6圃22職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 6. 22 大臣官房人事課長 年金局長
係

全国卸商業団地厚生年金基金と仙
年金局企業年金国民

年発0628第1号 H24.6.28 台卸商厚生年金基金の合併認可申
年金基金課

小柳 津康博 H24.6.18 関東信越厚生局長 年金局長
請について(認可)



年発0628第2号 H24.6.28 
職員の育児休業の承認について 年金局総務課職員

白井 友也 H24圃 6.27大臣官房人事課長 年金局長(内申) 保

井潟正彦、井出鍵ニ
郎、植田和男、小島
茂、川北英隆、神田秀
樹、弥永真生、米j畢康
博、株式会社野村資本
市場研究所取締役社長
丸山明、和光大学学長

年金資金の管理運用を担う法人の
伊東達夫、東京大学大

年発0628第3号 H24.6.26 在り方に関する検討会の委員の就
年金局総務課運用

安達潔 H24.6.26 
学院経済学研寅科長国

年金問長管理係 友直人、日本労働組合
任依頼について

総連合会会長古賀伸
明、京都大学大学院経
営管理研究部長徳賀芳
弘、東京大学大学院法
学政治学研究科長山口
厚、筑波大学学長山田
信博、早稲田大学総長
鎌田薫

年発0629第1号 H24.6.29 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.6.19 財務省北海道財務局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0629第2号 H24.6.29 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.6.19 財務省関東財務局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0629第3号 H24.6.29 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24. 6. 19 財務省近畿財務局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0629第4号 H24.6.29 
各省各庁所管普通財産の総点検の 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24. 6.19 財務省福岡財務支局長 年金局長
実施の取扱いについて(報告) 会計室管財係

年発0629第5号 H24.6圃 29身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 6. 29 大臣官房人事課長 年金局長



年金蝿施行簿
文書番号 決裁田 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 |施行者

年発0704第1号 H24.7.4 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 7. 3 大臣官房人事課長 年金局長
係

会計法第 29条の 2等の規定に基
づき特別会計所属普通財産等に係

年発0704第2号 H24.7.4 
る契約及びこれに関連する事務を 年金局事業企画課

黒川正 憲 H24.7.4 大臣官房会計課長 年金局長各財務局長等に委任することに伴 会計室管財係
う経費の支出委任等について(依
頼)

「確定給付企業年金制度につい 年金局企業年金国民
年発0705第1号 H24. 7. 5 てJの一部を改正する件 年金基金課数理企画 津田恒河 H24. 7. 2 地方厚生(支)届長 年金高長

(局長通知) 係

「国民年金基金の設立認可につい 年金局企業年金国民
年発0705第2号 H24.7.5 てJ等の一部改正について 年金基金課数理企画 j畢田橿i可 H24. 7. 3 地方厚生(支)局長 年金局長

(局長通知) 係

年発0706第1号 H24.7.20 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.7.6 大臣官房人事課長 年金局長

年発0709第1号 H24.7.6 
数次往復公用旅券の返納手続につ 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.7.6 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発0709第2号 H24司 7.6
数次往復公用旅券の発給請求につ 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.7.6 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0709第3号 H24.7.9 報告等について(平成 24年度4
会計室管財係

枠山陽介 H24. 7圃 2厚生労働大臣 年金属長
月分)

年発0709第4号 H24.7.9 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

杵山陽介 H24. 6. 26 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

ー
年発0711第1号 H24. 7. 11 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷 陽太郎 H24. 7. 11 大臣官房人事課長 年金局長

年発0711第2号 H24. 7. 11 
資金前渡官吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課

紀野 ひとみ H24置 7.11 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 癒務係

年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用
能見公一、株式会社産

年発0711第3号 H24. 7. 11 安達潔 H24. 7. 11 業革新機構代表取締役 年金局長
運用委員会の委員の発令について 管理係

社長能見公一

「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援

年発0713第2号 H24. 7圃 12
するための国民年金法等の一部を 年金局年金課企画

村井 康 平 H24. 7圃 10
日本年金機構理事長

年金局長
改正する法律の一部の施行に伴う 法令第一係 地方厚生届長
経過措置に関する政令j の施行に
ついて(通知)



行政財産の使用又は収益の許可に

年発0713第4号 H24. 7. 13 
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 7.11 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係

8月分]

年発0720第2号 H24.7.20 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 7. 20 大臣官房人事課長 年金局長

年発0720第3号 H24. 7. 20 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 7. 18 大臣官房人事課長 年金局長
係

厚生年金基金及び確定給付企業年
年金局企業年金国民

金の業務委託法人の指定について 株式会社セキュリテイ
年発0720第4号 H24.7.20 

(株式会社セキュリティ情報研究
年金基金課指導調整 村上友博 H24. 7. 18 

情報研究所
年金局長

所) (局長通知)
係

年発0724第1号 H24.7.24 
損害賠償請求事件に係る指定代理 年金局総務課訟務

神谷政美 H24. 7. 20 広島法務局長 年金局長
人の指定について(依頼) 係

年金局総務課訟務
法務省大臣官房訟務総

年発0724第2号 H24.7.24 争訟事件の調査について(間報) 神谷政美 H24.7.20 括審議官 年金局長
係

広島法務局長

平成23年度『国有財産増減及び
年金局事業企画課

年発0727第1号 H24.7.24 現在額計算書(報告書)J等の提
会計室管財係

枠山陽介 H24. 7. 12 会計検査院 年金局長
出について

年発0727第2号 H24.7.27 
決算検査報告に掲記された事項に 年金局事業企画課

今井 広 一 H24.7.26 
会計検査院事務総局第

年金局長
対する処置状混について(回答) 監査室 2局長藤崎健一

年発0730第1号 H24.7.30 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.7.27 外務省南部アジア部長 年金局長
ついて 庶務係
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文書番号 決韓日 件名 起案担当課掴様 起案者 起案日 施行先 l施fi者
健康保険印紙の不用決定及び損傷

年金局事業企画課
年発0806第1号 H24.8.6 報告等について 枠山陽介 H24.8.1 厚生労働大臣 年金局長

(平成24年度5月分)
会計室管財係

年発0807第2号 H24. 8. 7 
平成24年秋の園遊会招待者の推薦 年金局総務課職員

白井友也 H24.8.3 大臣官房人事課長 年金局長
について 係

行政財産の使用又は収益の許可に

年発0809第1号 H24.8.9 
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.8.9 白井市教育委員会 年金居長
[社会保険大学校外運動施設開 会計室管財係

放 9月分]

r r厚生年金基金における最低責
年金局企業年金国民

任準備金調整加算額及び控除額の
年発0810第1号 H24.8.9 

算定について』の一部改正につい
年金基金課基金数理 荒川 智浩 H24.8.7 地方厚生(支)局長 年金局長

てj について
室数理指導係

年発0810第2号 H24.8.10 
資金前渡官室及び分任契約担当官 年金局国際年金課

郡司康幸 H24.8.9 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 調整係

年発0814第1号 H24.8.14 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林 代悟 H24.8.10 大臣宮房人事課長 年金局長
係

年発0815第1号 H24.8.15 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林 代梧 H24. 8.15 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0820第1号 H24.8.20 
会計実地検査結果について(田 年金局事業管理課

斉藤茂 H24.8.14 
会計検査院事務総昂第

年金局長
答) 年金給付管理係 2居長藤崎健一

会計実地検査の結果について(回
年金局事業管理課 会計検査院事務総局第

年発0820第2号 H24.8.20 答) (健康保険及び厚生年金保険
厚生年金保険管理係

高橋 智 弘 H24.8.14 
2局長

年金局長
の保険料の徴収について)

会計実地検査の結果について(回
会計検査院事務総局第

年発0820第3号 H24圃 8.20
答) (年金積立金(厚生年金及び

年金局総務課 釜崎 紀 浩 H24.8.10 2局長 年金局長
国民年金)の管理運用に係る契約
の状況等について)

藤崎健一

年発0821第1号 H24.8.21 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

長尾 文 藁 H24.8.20 外務省欧州局長 年金局長
ついて 調整係

「公的年金制度の財政基盤及び最

年発0822第1号 H24.8圃 21
低保障機能の強化等のための国民 年金局年金課企画

佐々木淳也 H24. 8. 20 
日本年金機構理事長、

年金局長
年金法等の一部を改正する法律」 法令第二係 地方厚生(支)局長
の公布について(通知)

L一一一一一一



f被用者年金制度の一元化等を図

年発0822第2号 H24.8.21 るための厚生年金保険法等の一部 年金局年金課企画
佐々木淳也 H24. 8. 20 日本年金機構理事長、

年金局長
を改正する法律j の公布について 法令第二係 地方庫生(支)局長
(通知)

年発0823第1号 H24.8.23 職員の海外出張Iこ係る外務事務官 年金局総務課人事
小林代悟 H24.8.21 外務省欧州局長 年金局長

併任発令の依頼について 係

年発0827第2号 H24.8.27 職員の無報酬兼業について(肉 年金局総務課職員
白井友也 H24.8.23 大臣官房人事課長 年金局長

申) 係

AIJ投資顧問に投資残高のある厚 年金局企業年金国民
年発0829第1号 H24.8.28 生年金基金における財政運営につ 年金基金課基金数理 宮崎雄 介 H24.8.27 地方厚生(支)局長 年金局長

いての特例的扱い等について 室

年発0830第1号 H24.8.30 職員の人事異動について
年金局総務課人事

小林 代悟 H24.8.29 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0830第2号 H24.8.30 官職証明書発行の申請について
年金局総務課管理

原野 真幸 H24.8.30 大臣官房長 年金局長
係

年発0831第1号 H24.8.31 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林 代悟 H24. 8. 28 大臣官房人事課長 年金局長
係



.-...，..・ー... ・r・
文書番号 決裁日 j~名 起案担当課園係 起案者 記案日 施行先 施行者

年発0906第1号 H24.9.6 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷 陽太郎 H24.9.6 大臣官房人事課長 年金局長

年発0906第2号 H24.9.6 
資金前j度官吏及び分任契約担当官 年金属国際年金課

郡司 鹿幸 H24. 9冒 6大臣官房会計課長 年金局長の任命について 調整係

会計実地検査の結果について(囲

年発0906第3号 H24.9.6 
答) 年金局事業管理課

斉藤茂 H24. 9. 5 
会計検査院事務総局第

年金属長(第三者行為事故に係る年金の支 年金給付管理係 2局長藤崎鍵一
給停止限度期間の設定について)

平成21年 12月28日付確認書

年発0907第1号 H24.9.7 
により留保している福祉施設経営

年金局事業企画課 立石原幸 H24.9圃 6
歳入徴収宮厚生労働省

年金局長委託契約の終了に伴う清算につい 年金局事業企画課長
て(財団法人船員保険会)

年発0907第2号 H24. 9. 7 
国家公務員の再就職等規制に関す 年金局総務課人事

小林代梧 H24. 9. 6 独立行政法人等理事長 年金局長
る制度の閣知について(要請) 係

年発0907第3号 H24.9.7 
国家公務員の再就職等規制に関す 年金局総務課人事

小林代悟 H24.9.6 
独立行政法人等の理事

年金局長
る制慶の周知について 係 長

同

年発0910第1号 H24. 9. 10 
年金局物品管理官の交替検査に伴 年金局事業企画課

藤田雅貴 H24.9.10 検査員植木和宏 年金属長
う検査員の任命について 会計室予算係

年発0911第1号 H24.9.11 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

長尾文美 H24. 9.10 
外務省アジア大洋州局

年金局長
ついて 調整係 長

年発0911第3号 H24.9.11 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 9. 11 大臣官房人事課長 年金局長

行政財産の使用又は収益の許可に

年発0911第4号 H24. 9. 11 
ついて 年金局事業企画課

杵山陽介 H24.9.7 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
1 0月分]

年発0912第1号 H24.9.12 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷 陽太郎 H24.9.12 大臣官房人事課長 年金局長
回

年発0914第5号 H24.9.14 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局国際年金課

郡司鹿幸 H24. 9.13 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 庶務係

年発0914第6号 H24.9.14 
数次往復公用肱券の発給依頼につ 年金局国際年金課

郡司鹿幸 H24.9.13 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発0918第2号 H24.9圃 18
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

郡司康幸 H24.9.18 
外務省アジア大洋州局

年金局長
ついて 庶務係 長

年発0919第1号 H24.9.19 
年金局の内部組織に関する細則の 年金局総務課人事

小林 代 梧 H24.9.14 厚生労働大旺 年金局長
一部改正について(内申) 係



年発0919第2号 H24.9圃 19身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.9.19 大臣官麗人事課長 年金問長

年発0921第I号 H24. 9. 21 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

郡司鹿幸 H24.9.20 外務省欧州局長 年金局長
ついて 庶務係

年発0921第2号 H24圃 9.21国有財産有償貸付申請書の記載事 年金局事業企画課
枠山陽介 H24.9.19 財団法人船員保険会

年金局長
項の変更について 会計室管財係 会長坂野泰治

「厚生年金基金の財政運営につい 年金局企業年金国民
年発0926第1号 H24.9.25 て」及び「厚生年金基金の設立認 年金基金課基金数理 城野晴裕 H24.9.18 地方厚生(支)局長 年金局長

可についてJの一部改正について 室

f確定給付企業年金制度につい
年金局企業年金国畏

年発0926第2号 H24.9.25 年金基金課基金数理 城野晴裕 H24.9圃 18地方厚生(支)局長 年金局長
てJの一部を改正する件

室

「厚生年金基金の資産運用関係者

年発0926第4号 H24.9圃 26の役割及び責任に関するガイドラ 年金局企業年金国民
園信綾希 H24.9.26 地方厚生(支)局長 年金局長

インについてJ (年金局長通知) 年金基金課企画係
の一部改正について

年発0926第5号 H24.9.26 行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課
枠山 陽 介 H24. 9. 10 日本年金機構理事長 年金馬長

ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

年発0926第6号 H24.9.26 行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課
枠山 陽 介 H24. 9. 10 日本年金機構理事長 年金局長

ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

「厚生年金基金の年金給付等積立

年発0926第7号 H24.9.26 金の運用に係る基本方針につい 年金局企業年金国民
闇信 綾 希 H24. 9明 26地方厚生(支)局長 年金局長

てJ (年金局長通知)の一部改正 年金基金課企画係
について

「厚生年金基金の運用受託機関に

年発0926第8号 H24.9.26 
対し掲示すべき年金給付等積立金 年金局企業年金国民

圏信 綾 希 H24.9圃 26地方厚生(支)局長 年金局長
の運用指針についてJ (年金局長 年金基金課企画係
通知)の一部改正について

年発0926第9号 H24. 9. 26 
平成 24年秋の叙勲受章者の内定 年金局総務課職員

日井友也 H24. 9. 25 大臣官房人事課長 年金局長
に伴う調査について(回答) 係

年発0926第10号 H24.9.26 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.9.26 大臣官房人事課長 年金局長
」
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文書番号 決裁日 i牛名 起案担当課園係 起案者 起案日 施行先 施行者

関東信越厚生局長、東
年発1001第1号 H24. 10圃 31貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 10. 1 海北睦車生届長、近畿 年金局長

厚生局長

年発1002第1号 H24.10.2 
数次往復公用旅券の発給依頼につ 年金局国際年金課

郡司康幸 H24. 10. 1 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発1002第2号 H24.10.2 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.10.2 大臣官房人事課長 年金局長

年発1003第2号 H24.10.3 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24圃 10.3大臣官房人事課長 年金局長

年発1005第1号 H24. 10.5 
児童手当関係諸用紙の配布申請に 年金局総務課管理

大和田衛 H24. 10.5 
大臣官房会計課福祉厚

年金局長ついて 4莱 生室長

年発1005第2号 H24.10.5 
平成24年度秋の叙勲受章者の伝達 年金局総務課職員

白井友也 H24. 10圃 4大臣官房人事課長 年金昂長
式等への出欠の確認について 係

関東信越厚生局長、東

年発1008第1号 H24. 10.31 貸与替報告書 年金属総務課 蟹谷陽太郎 H24.10.8 
海北陸厚生局長、近畿

年金属畏
厚生局長、四国厚生支
局長

社会保障審議会臨時委員発令につ
年金局総務課庶務

年発1009第2号 H24.10.9 いて(内申)
係

久留雅 輝 H24.10.4 大臣官房人事課長 年金局長
(年金部会)

年発1011第2号 H24. 10. 11 
平成25年春の叙勲候補者の推薦 年金局総務課職員

白井友也 H24. 10. 10 大臣官房人事課長 年金局長
について 保

年発1011第3号 H24. 10. 11 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 10. 11 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1015第1号 H24. 10. 15 争訟事件の調査について(匝報)
年金局総務課訟務

神谷 政美 H24.10.4 
法務省大臣官房訟務総

年金局長
係 括審議官

年発1015第2号 H24. 10. 15 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H24.10.4 広島法務局長 年金局長
係

年発1016第1号 H24. 10. 15 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

郡司 康幸 H24. 10. 11 
外務省アジア大洋州局

年金島長
ついて 庶務係 長

年発1016第2号 H24. 10. 16 
国民生活基礎調査の調査票情報処 年金局事業企画課

柴田 洋 平 H24. 10. 16 大臣官房統計情報部長 年金局長
理報告 調査室

年発1016第3号 H24. 10. 16 
職員の海外出張に係る外務事務官 年金局総務課人事

小林代悟 H24. 10. 11 外務省欧州局長 年金局長
併任発令の依頼について 保

年金特別会計業務勘定等所属普通
財産の管理及び処分に係る契約に

年金局事業企画課
年発1018第1号 H24. 10. 18 関する事務を財務省及び内閣府所

会計室管財係
黒川I正憲 H24. 10. 17 厚生労働大臣 年金局長

属の職員に委任した場合における
取扱いについて(協議依頼)



年発1023第1号 H24.10.23 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 10. 18 大臣官房人事課長 年金局長
係

固台有帳財価格産改(土地)の平た成めの2仮4年の度固
定を行う

年発1024第1号 H24.10.24 定資産税評価額(平成24年 1月 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 10. 18 小樽市長 年金局長

1日時点)の設定依頼について 会計室管財係

|タ(北海外道船3件員保)険健康福祉セン

固有財産(土地)の平成24年度
台帳価格改定を行うための仮の国

年発1024第2号 H24.10.24 定資産税評価額(平成24年 1月 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 10. 18 長野県富士見町長 年金局長

1日時点)の設定依頼について 会計室管財係
(北海道船員保険健康福祉セン
ター外3件)

固有財産(土地)の平成24年度
台幅価格改定を行うための仮の固

神戸市行財政局
定資産税評価額(平成24年 1月 年金局事業企画課

年発1024第3号 H24.10.24 
1日時点)の設定依頼について 会計室管財係

枠山陽介 H24. 10. 18 主税部北市税事務所長 年金局長

(北海道船員保険健康福祉セン
ター外3件)

固有財産(土地)の平成24年度
台帳価格改定を行うための仮の固

2 

定資産税評価額(平成24年1月 年金局事業企画課
年発1024第4号 H24.10.24 

1日時点)の設定険依頼について 会計室管財係
枠山陽介 H24. 10. 18 久留米市長 年金局長

(北海道船員保健康福祉セン
ター外3件)

特別会計所属固有地売払予定調の
提出について

年発1024第5号 H24.10.24 (北海道船員保険福祉センタ一、 年金局事業企画課 枠山陽介 H24. 10. 18 財務省北海道財務局長 年金局長
長野船員保険健康福祉センター及 会計室管財係
び福岡船員保険健康福祉セン
ター)
特別会計所属固有地売払予定調の
提出について

年発1024第6号 H24. 10副 24
(北海道船員保険福祉センタ一、 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 10. 18 財務省関東財務局長 年金局長
長野船員保険健康福祉センター及 会計室管財係

びタ福ー間)船員保険健康福祉セン

特別会計所属国有地売払予定調の
提出について

年発1024第7号 H24.10.24 
(北海道船員保険福祉センタ一、 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 10. 18 財務省福岡財務支局長 年金局長
長野船員保険健康福祉センター及 会計室管財係
ぴ福田船員保険健康福祉セン
ター)



行政財産の慣用又は収益の許可に

年発1024第8号 H24. 10網 24
ついて 年金局事業企画課

杵山 陽介 H24. 10. 18 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
1 1月分]

年発1025第1号 H24.10圃 25
基本ポートフオリオの定期的検証 年金局総務課運用

白瀬賢一 H24圃 10.24
年金積立金管理運用独

年金局長等について 管理係 立行政法人理事長

年発1025第2号 H24.10.25 職員の人事異動について(内申) {年嘉金局総務課人事 小林代悟 H24.10.25 大臣官房人事課長 年金局長

年発1026第1号 H24.10.22 
大阪鍍金工業厚生年金基金の特例 年金局企業年金国民

金森 一浩 H24.10.22 
大阪鍍金工業厚生年金

年金島長
解散の認可等について(局長) 年金基金課 基金

行政財産の使用許可について(通

年発1029第1号 H24.10.29 
知) (社会保険大学校) 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24.10.23 
財務省関東財務局千葉

年金局長
[対財務省関東財務局千葉財務 会計室管財係 財務事務所長

事務所]

年発1029第2号 H24.10.29 
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

久留 雅 輝 H24. 10固 25
東京大学社会科学研究

年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係 所長

年発1029第3号 H24.10.29 
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

久留 雅 輝 H24.10.25 佐藤博樹 年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係

年発1029第4号 H24.10.29 職員の表彰について(肉申) |係年金局総務課職員 白井友也 H24.10.24 大臣官房人事課長 年金馬長

年発1030第2号 H24.10.30 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.10.30 大臣官房人事課長 年金局長

年発1031第1号 H24.10.31 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷楊太郎 H24.1O.31 大臣官房人事課長 年金島長
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文書番号 決裁日 {牛名 起案担当課圏係 起案者 起案日 施行先 施行者

年発1101第1号 H24.10.22 
大阪既製服厚生年金基金の特例解 年金局企業年金国民

金森一浩 H24.10.22 
大阪既製服厚生年金基

年金属長散の認可等について(局長) 年金基金課 金
開

平成 23年度国民年金基金連合会 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会年発1102第1号 H24. 11. 2 事務費補助金の確定及び債権発生 年金基金課確定拠出 村岡正教 H24.9.25 年金局長

通知書の発出について(局長) 管理係
計課長

平成 23年度国民年金基金連合会 年金局企業年金国民
歳入徴収宮大臣官房会年発1102第2号 H24. 11. 2 事務費補助金の確定及び債権発生 年金基金課確定拠出 村岡正教 H24.9.25 年金局長

通知書の発出について(局長) 管理係
計課長

年発1102第3号 H24. 11. 2 
固有財産の管理の委託について 年金局事業企画課

杵山陽 介 H24. 11. 2 厚生労働大臣 年金属長
(船員保険総合福祉センター) 会計室管財係

年発1105第1号 H24. 11. 5 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24圃 11.5 大臣官房人事課長 年金局長

年発1106第1号 H24. 11. 6 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24圃 11.6 関東信越厚生局長 年金局長

年発1109第1号 H24. 11. 9 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24. 11. 9 大臣官房人事課長 年金局長

年発1109第2号 H24. 11. 9 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局面際年金課

郡司康幸 H24. 11. 7 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 庶務係

年発1109第3号 H24. 11. 9 
数次往復公用旅券の発給依頼につ 年金局国際年金課

郡司康幸 H24. 11圃 8大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発1109第4号 H24. 11. 9 
数次往復公用旅券の発給依頼につ 年金局国際年金課

郡司康幸 H24. 11. 8 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発1109第5号 H24. 11. 9 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代梧 H24. 11圃 9大臣官房人事課長 年金局長
係

社会保障審議会臨時委員発令につ
年金局総務課庶務

年発1112第1号 H24. 11. 12 いて(内申) 久留雅 輝 H24.11.9 大臣官房人事課長 年金局長
(年金部会)

係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発1113第1号 H24. 11. 13 報告等について(平成 24年度8
会計室管財保

枠山 陽介 H24. 11. 7 厚生労働大臣 年金局長
月分)

北海道国民年金基金他71基金に 年金局企業年金国民
北海道国民年金基金他

年発1114第1号 H24. 11. 14 係る規約一部変更の認可について 年金基金課国民年金 佐藤 貴史 H24. 11. 12 
7 1基金

年金局長
(局長) 基金係

年発1116第1号 H24. 11. 16 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 11. 16 大臣官房人事課長 年金局長
係



行政財産の使用又は収益の許可に

年発1119第1号 H24. 11. 19 ついて 年金局事業企画課
枠山 陽 介 H24. 11. 12 白井市教育委員会 年金局長

[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
1 2月]

年発1119第2号 1-124. 11. 19 行政財産の施設整備承認申請書に 年金屑事業企画課
枠山 陽 介 H24. 11. 7 日本年金機構理事長 年金局長

ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

年発1119第3号
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山 陽 介 日本年金機構理事長H24. 11. 19 
ついて[社会保険大学校] 会計室管財保

H24圃 11.7 年金局長

年発1120第1号 H24. 11. 20 
数次往復公用棟券の発給依頼につ 年金局面際年金課

郡司 藤 幸 H24. 11. 19 大臣官房国際課長 年金局長
いて 調整係

社会保障審議会臨時委員任命に係
年金局事業企画課

株式会社日本総合研究
年発1120第2号 H24. 11. 20 る承諾依頼について(日本年金機

庶務係
磯貝昌彦 H24.11圃 19所取締役社長 年金局長

構評価部会) 西 沢 和 彦

年発1122第1号 1-124. 11圃 21
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

長尾 文 美 H24.11圃 21外務省南部アジア部長 年金局長
ついて 調整係

年発1122第2号 H24. 11圃 22職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 11. 22 大臣官房人事課長 年金局長
係

『国民年金法等の一部を改正する
年金局年金課企画

年発1126第1号 H24. 11. 22 法律等の一部を改正する法律j の
法令第一係

尾崎 拓 洋 H24. 11. 20 日本年金機構理事長 年金局長
公布について(通知)

f年金生活者支援給付金の支給に
年金局年金課企画

年発1126第2号 1-124. 11. 22 関する法律」の公布について(通
法令第一係

尾崎 拓洋 H24. 11. 20 日本年金機構理事長 年金局長
知)

年発1128第1号 H24. 11. 28 
庁舎等及び省庁別宿舎整備一覧表 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 11. 15 財務省関東財務局長 年金局長
の提出について(関東財務局) 会計室管財係

平成25年度国有資産等所在市町
年金局事業企画課

年発1128第2号 H24. 11司 28村交付金に係る固有財産の価格通
会計室管財係

枠山陽介 H24. 11. 19 小樽市長 年金局長
知について

平成25年度国有資産等所在市町
年金局事業企画課

年発1128第3号 H24. 11. 28 村交付金に係る固有財産の価格通
会計室管財係

枠山陽介 H24圃 11.19 富士見町長 年金局長
知について

平成25年度国有資産等所在市町
年金局事業企画課

年発1128第4号 H24圃 11圃 28村交付金に係る固有財産の価格通
会計室管財係

枠山陽介 H24圃 11.19 神戸市長 年金局長
知について

平成25年度固有資産等所在市町
年金局事業企画課

年発1128第5号 H24. 11. 28 村交付金に係る国有財産の価格通
会計室管財係

枠山陽介 H24. 11. 19 久留米市長 年金島長
知について

年発1130第1号 H24. 11. 16 
未利用固有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 11. 13 北海道知事 年金局長
確認について 会計室管財係



年発1130第2号 H24. 11. 16 
未利用固有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 11. 13 小樽市長 年金局長
確認について 会計室管財係

年発1130第3号 H24. 11. 16 
未利用固有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.11副 13長野県知事 年金局長
確認について 会計室管財係

年発1130第4号 H24. 11. 16 未利用固有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 11. 13 富士見町長 年金局長

確認について 会計室管財係

年発1130第5号 H24. 11. 16 未利用固有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 11. 13 福岡県知事 年金局長

確認について 会計室管財係

年発1130第6号 H24. 11. 16 未利用国有地に係る取得等要望の 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 11. 13 久留米市長 年金局長

確認について 会計室管財係
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文書番号 決裁日 件名
起係年金案担局当総課務幽課係人事

超案者 起案日 施行先 施行者

年発1203第1号 H24園 12.3職員の昇格について 小林 代 梧 ト124.11降 29大臣官扉人事課長 年金局長

年発1203第2号 H24.12.3 職員の昇格について
年金局総務課人事

小林 代悟 H24. 11. 29 大臣宮房人事課長 年金局長
保

年発1203第3号 H24.12.3 身分範明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H24.12.3 大臣官房人事課長 年金昂長
幽

年発1205第2号 H24.12.5 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林 代梧 H24.12.5 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1206第1号 H24.12.6 
社会保障審議会臨時委員の発令に 年金局事業企画課

磯貝昌彦 H24.11.30 大臣官房人事課長 年金局長ついて(内申) 庶務係

年発1207第2号 H24圃 12.7
普通財産の管理委託について(通 年金局事業企画課

枠山陽介 H24園 12.6
近畿財務局神戸財務事

年金局長
知) 会計室管財係 務所長

年発1207第3号 H24悶 12.7災害発生報告書の提出について 年金局総務課 釜i畢真紀 H24.12.3 大臣官房人事課長 年金局長

年発1207第4号 H24. 12.7 
外務事務官併任発令の依頼につい 年金局総務課人事

小林代悟 H24. 12.7 外務省欧州局長 年金局長
て 係

独立行政法人及び特殊法人等にお
年金局総務課運用 年金積立金管理運用独

年発1211第1号 H24. 12. 11 ける役職員の退職手当について
管理係

北JiI 拓馬 H24. 12. 10 
立行政法人理事長

年金局長
(要請)

行政財産の使用又は収益の許可に

年発1211第2号 H24. 12. 11 ついて 年金局事業企画課
杵山陽介 H24. 12. 7 自井市教育委員会 年金局長

〔社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
1月分〕

年発1212第1号 H24. 12. 12 
愛知県家具厚生年金基金の解散の 年金局企業年金国民

金森一浩 H24. 12. 11 
愛知県家具摩生年金基

年金局長
認可について(局長) 年金基金課 金

.闘

辞職承認処分取消控訴事件に係る
年金局総務課職員

年発1217第2号 H24. 12. 17 指定代理人の指定について(依
{莱

日向一浩 H24. 12. 14 東京法務昂長 年金局長
頼)

年発1217第4号 H24.12圃 17
文書送付嘱託申立書に対する意見 年金局総務課職員

神谷政美 H24. 12. 17 大阪法務局長 年金局長
について 係

年発1217第5号 H24. 12. 17 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代梧 H24. 12. 17 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1217第6号 H24. 12. 17 
平成24年度年金実地視察研修の実 年金局総務課人事

小林 代悟 H24. 12. 17 日本年金機構副理事長 年金局長
施について {系

年発1217第7号 H24. 12. 17 
平成24年度年金実地視察研修の実 年金局総務課人事

小林 代梧 H24. 12. 17 
日本年金機構北関東・

年金局長
施について {系 信越ブロック本部長



年発1217第8号 H24. 12. 17 
平成24年度年金実地視察研修の実 年金局総務課人事

小林代悟 H24.12圃 17
日本年金機構南関東ブ

年金局長施について 係 ロック本部長

年発1218第1号 H24. 12. 18 職員の昇給について(内申)
年金局総務課人事

小林代幅 H24. 12. 13 大臣官房人事課長 年金局長
係

f独立行政法人の契約状況の点

年発1218第2号 H24. 12. 18 
検・見直しについて」における改 年金局総務課運用

北川拓馬 H24. 11. 28 
年金積立金管理運用独

年金局長普状況のフォローアップについて 管理係 立行政法人理事長
(依頼)

年発1219第1号 H24. 12. 19 海外減遣について
年金局園際年金課

安部愛子 H24. 12. 17 棄喪県立大学学長 年金局長
庶務係

年発1219第3号 H24. 12. 18 
資金前渡宮吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課

菅野真弓 H24. 12. 17 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 庶務係

年発1219第4号 H24. 12. 19 
在外公館における揮宜供与依頼に 年金局国際年金課

長尾文 美 H24. 12. 18 外務省中東アフリカ局
年金局長

ついて 調整係 長

年発1225第1号 H24.12.25 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林 代悟 H24. 12.21 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1225第2号 H24.12.25 
独立行政法人の給与水準の見直し 年金局総務課運用

北JII 拓罵 H24.12.25 
年金積立金管理運用独

年金局長
について(要請) 管理係 立行政法人理事長

年発1226第1号 H24圃 12.26海外派遣について
年金属国際年金課

安部 愛 子 H24.12.25 
九州大学大学院法学研

年金局長
調整係 究院長酒匂一郎

資金前渡官吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課
年発1228第2号 H24圃 12.28

の任命について(カナダ) 庶務係
菅野真弓 H24.12.26 大臣官房会計課長 年金属長

資金前渡官吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課
年発1228第3号 H24. 12.28 

の任命について(フランス) 庶務保
菅野真弓 H24.12.26 大臣官房会計課長 年金局長
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課圃係 起案者 起案日 施行先 施行者

年発0104第2号 H25. 1. 4 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林 代梧 H25. 1. 4 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0109第1号 H25圃1.8
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

郡司康幸 H25. 1. 8 外務省欧州局長 年金局長ついて(ドイツ圃ベルギー) 調整係

年発0109第3号 H25. 1. 8 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

郡司康幸 H25. 1. 8 外務省北米局長 年金局長ついて(カナダ) 調整係

年発0109第4号 H25.1.9 
数次往復公用旅券の発給依頼につ 年金局面際年金課

郡司康幸 H25.1.4 大臣官房国際課長 年金局長いて 庶務係

年発0111第1号 H25. 1圃11
社会保障審議会臨時委員の委嘱に 年金局総務課首席

田端進之介 H25司1.11 
(株)日本総合研究所理

年金局長
ついて 年金数理官室 事翁 E合他

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0115第1号 H25. 1圃15
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H25. 1. 11 由井市教育委員会 年金局長[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
2月分]

年発0116第1号 H25圃1.16 
在外公館における慣宜供与依頼に 年金局国際年金課

長尾文義 H25. 1. 15 外務省欧州局長 年金局長
ついて(フランス) 調整係

年発0116第2号 H25開1.16 職員の人事異動について(内申)
年金屑事業企画課

青柳哲 H25. 1. 16 大臣官房人事課長 年金局長
管理運営係

年発0117第1号 H25.1圃17
特例民法法人の業務及び財産状況 年金局総務課業務

日高亮 H25. 1. 15 
社団法人全国年金住宅

年金局長
の検査の実施について 管理係 融資法人協会会長

年発0121第1号 H25. 1圃21過年度支出の申請及び支出につい 年金局総務課庶務
久留雅輝 H25. 1. 18 

官署支出宮大臣官房
年金局長

て 係 会計課長

年発0121第2号 H25.1固 21
職員の育児休業の承認について 年金局総務課職員

田辺謙一 H25. 1. 21 大臣官房人事課長 年金属長
(内申) 係

年発0121第3号 H25. 1.21 
平成 24年度一般監査指導に基づ 年金局事業企画課

久保田孝生 H25.1. 17 大臣官房会計課長 年金局長
く措置状況の報告について 会計室出納係

年発0121第4号 H25. 1. 21 
社会保障審議会臨時委員の発令に 年金局総務課首席

田端 進之介 H25.1. 18 大臣官房人事課長 年金局長
ついて 年金数理官室

年発0122第2号 H25.1.22 
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

久留雅 縄 H25. 1. 21 
早稲田大学大学院ファ

年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 保 イナンス研究科科長

年発0122第3号 H25.1司22
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

久留雅 輝 H25. 1. 21 米津康博 年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係

年発0125第1号 H25.1.25 
損害賠償請求事件に係る指定代理

年金局総務課 神谷 政 美 H25. 1. 21 東京法務局長 年金局長
人の指定について(依頼)



年発0125第2号 H25.1.25 
社会保障審議会臨時委員発令につ 年金局総務課庶務

久留 雅輝 H25.1.25 大臣官房人事課長 年金局長
いて(内申) (年金部会) 係

行政財産の使用文は収益の許可及
年金局事業企画課

ナショナル・ベンディ
年発0128第1号 H25.1.28 び使用料の決定について(継続更

会計室管財係
枠山 陽介 H25.1.24 ンゲ(株) 年金局長

新分) EX-サービス(株)

年発0129第1号 H25.1.29 
資金前j度官吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課

菅野真弓 H25.1.28 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 庶務係

年発0130第1号 H25.1.30 
東日本大震災ニ周年追悼式参列者 年金局総務課職員

田辺謙一 H25.1.29 大臣宮房人事課長 年金局長
の推薦について 係

年発0131第1号 H25. 1. 31 
職員の育児休業(期間の延長)の 年金局総務課職員

田辺謙一 H25.1.30 大臣官房人事課長 年金局長
承認について(内申) 係
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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

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0205第1号 H25.2.5 報告等について(平成24年度 1
会計室管財係

枠山 陽介 H25.2.4 厚生労働大臣 年金局長
1月分)

行政財産の使用文は収益の許可に
年金局事業企画課

年発0205第2号 H25.2.5 ついて[社会保険大学校運動施設
会計室管財係

枠山陽介 H25.2.4 白井市氏教育委員会 年金局長
開放 :3月分]

年発0207第1号 H25.2.7 退職手当金請求事件に係る指定代
年金局総務課 神谷政美 H25.2.4 水戸地方法務局長 年金局長

理人の指定について(依頼)

法務省大臣官房訟務総
年発0207第2号 H25.2.7 争訟事件の調査について(回報) 年金局総務課 神谷政美 H25.2.4 括審議官 年金局長

水戸地方法務局長

特例民法法人(公益法人)の業務
年金局総務課業務 社団法人全国年金住

年発0208第1号 H25.2.8 及び財産状況の検査の結果につい
管理係

日高亮 H25.2.6 
宅融資法人協会会長

年金局長
て

年発0220第1号 H25. 2. 20 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H25.2.19 大臣官房人事課長 年金局長
係

会計法第29条の 2等の規定に基
づき特別会計所属普通財産等に係

年発0222第1号 H25.2.22 る契約及びこれに関連する事務を 年金局事業企画課
黒川 正憲 H25. 2. 20 

厚生労働省大臣官房会
年金局長

各財務局長等に委任することに伴 会計室管財係 計課長
う経費の支出委任等について(追
加依頼)

年発0226第1号 H25.2.26 
職員の育児休業(期聞の延長)の 年金局総務課職員

田辺謙一 H25. 2. 25 大臣官房人事課長 年金局長
承認について(内申) 係



年金局施行簿
文書番号 決裁日 11牛名 起案担当課圃係 起案者 起案日 |施行先 施行者

年発0301第1号 H25.2.25 
大鋼連厚生年金基金の特例解散の 年金局企業年金国民

金森 一浩 H25.2.22 大鋼連厚生年金基金 年金属長認可等について(局長) 年金基金課

厚生年金基金の将来期聞の代行部
年金局企業年金国民

年発0301第2号 H25.2.25 
分に保る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 村上 友博 H25. 2.15 
MUTOH厚生年金基

年金局長
ついて (H25.3. 1付 MUTOH厚 金
生年金基金) (局長通知)

係

年発0301第3号 H25. 3. 1 争訟事件の調査について(回報) 年金局総務課 神谷 政美 H25.3.1 
法務省大臣官房訟務総

年金局長
括審議官

年発0301第4号 H25. 3. 1 争訟事件の調査について(回報) 年金局総務課 神谷 政美 H25.3.1 東京法務局長 年金局長

年発0304第1号 H25.3.4 
平成25年春の叙勲候補者の推薦 年金局総務課職員

田辺謙一 H25. 2. 28 大臣官房人事課長 年金局長
取り下げについて 係

平成24年度厚生年金基金等未納 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
年発0306第1号 H25.3.6 掛金等交付金交付決定および確定 年金基金課企業年金 松本 剛史 H25. 2. 20 担当官年金昂

について(局長) {系
計課長

長

年金積立金管理運用独立行政法人 年金属総務課運用
一般社団法人日本経済

年発0311第1号 H25. 3. 11 安達潔 H25.3.8 団体連合会会長米倉 年金局長
運用委員会の委員の推薦について 管理係

弘昌

年発0312第1号 H25.3困 12
『桜を見る会」招待者の推薦につ 年金局総務課職員

田辺謙一 H25.3.12 大臣官房人事課長 年金局長
いて 係

平成24年度国民年金基金等給付 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
年発0313第1号 H25.3.13 費負担金の変更交付決定について 年金基金課国民年金 佐藤 貴史 H25.3.5 

計課長
担当官年金局

(局長) 基金係 長

固有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課

年発0314第1号 H25.3.14 ついて(福岡船員保険健康福祉セ
会計室管財係

枠山 陽介 H25.2.28 大臣官房会計課長 年金局長
ンター)

固有物品の不用決定の承認申請r::
年金局事業企画課

年発0314第2号 H25.3.14 ついて(船員保険総合福祉セン
会計室管財係

枠山陽介 H25.2.28 大臣官房会計課長 年金局長
ター)

固有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課

年発0314第3号 H25.3.14 ついて(北海道船員保険健康福祉
会計室管財係

枠山 陽介 H25.2.28 大臣官房会計課長 年金局長
センター)

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

大野弘道、昧の素株式
年発0314第4号 H25.3.14 運用委員会の委員の御就任の依頼

管理係
安達潔 H25. 3. 13 会社代表取締役取締役 年金局長

について 社長伊藤雅俊

年発0315第1号 H25.3.15 
平成25年4月1日における号俸の調 年金眉総務課人事

小林代悟 H25.3.13 大臣官房人事課長 年金属長
整について 係



北海道国民年金基金他71基金に 年金局企業年金圏畏
年発0319第1号 H25.3.19 係る平成25年度予算の認可につ 年金基金課圏民年金 佐藤貴 史 H25.3.18 地方厚生(支)島長 年金局長

いて 基金係

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用年発0319第3号 H25.3.19 運用委員会の委員の発令について
管理係

安達潔 H25. 3. 19 大臣官房人事課長 年金属長
(内申)

年発0321第1号 H25.3.6 
神奈川県自動車販売厚生年金基金 年金局企業年金園民

金森一浩 H25.3.6 
神奈川県自動車販売厚

年金局長の解散の認可について(局長) 年金基金課 生年金基金

年発0321第2号 H25.3.6 
全国商品取引業厚生年金基金の解 年金局企業年金国民

金森一浩 H25.3.6 
全国商品取引業厚生年

年金局長
散の認可について(局長) 年金基金課 金基金

年発0321第3号 H25.3.6 
全国蒲鉾厚生年金基金の特例解散 年金局企業年金国民

金森一浩 H25.3.6 全国蒲鉾厚生年金基金 年金局長の認可等について(局長) 年金基金課

平成24年度における国民年金事務
年金局事業管理課

年発0321第4号 H25.3.21 費交付金等交付要綱の取扱いにつ
交付金係

本田忠嗣 H25.3.12 地方厚生(支)昂長 年金局長
いて

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

年発0321第5号 H25.3.21 運用委員会の委員の発令について
管理係

安達潔 H25.3司 21大臣官房人事課長 年金局長
(内申)

公認会計士国民年金基金に係る規
年金局企業年金国民

公認会計士国民年金基
年発0322第1号 H25.3.22 

約一部変更認可について(局長)
年金基金課国民年金 佐藤貴 史 H25.3.12 

金
年金局長

基金係

社会保険大学校運動施設開放に係
年金局事業企画課

年発0325第1号 H25.3.25 る平成25年度の使用料の決定に
会計室管財係

枠山陽介 H25.3.6 白井市教育委員会 年金局長
ついて(白井市教育委員会)

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0325第2号 H25.3.25 
ついて 年金局事業企画課

枠山 陽介 H25.3.7 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管関係
4月分]

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課

年発0326第1号 H25.3.26 ついて(更新) (平成25年度
会計室管財係

枠山陽介 H25.3.19 日本年金機構理事長 年金局長
分) 【松江地方合同庁舎】

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課 財務省中国財務局松江

年発0326第2号 H25.3冒 26ついて(更新) (平成25年度
会計室管財係

枠山陽介 H25.3.19 
財務事務所長

年金局長
分) 【松江地方合同庁舎】

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0326第3号 H25.3.26 
ついて(更新) (平成25年度 年金扇事業企画課

枠山陽介 H25.3圃 19日本年金機構理事長 年金局長
分) 【東京社会保険事務局(土 会計室管財係

」一一
地) ] 



行政財産の使用文は収益の許可に

年発0326第4号 H25.3.26 ついて(更新) (平成25年度 年金局事業企画課
枠山陽介 H25.3.19 

財務省関東財務局東京
年金局長

分) 【東京社会保険事務局(土 会計室管財係 財務事務所長
地)】

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課

年発0326第5号 H25.3.26 ついて(更新) (平成25年度
会計室管財係

枠山陽介 H25.3.19 日本年金機構理事長 年金局長
分) 【社会保険大学校】

行政財産の使用文は収益の許可に
年金局事業企画課 財務省関東財務局千葉

年発0326第6号 H25.3.26 ついて(更新) (平成25年度 枠山陽介 H25.3.19 年金局長
分) 【社会保険大学校】

会計室管財係 財務事務所

職員の無報酬兼業について(内 年金局総務課職員
大臣官房人事課長・ー

年発0328第1号 H25.3.28 田辺謙一 H25.3.26 般社団法人年金線合研 年金局長
申) 係

究所理事長坪野剛司

企業年金連合会規約等の一部変更
年金局企業年金国民

年発0328第3号 H25.3.28 年金基金課企業年金 勝雅人 H25. 3. 25 企業年金連合会理事長 年金局長
について

係

『厚生年金基金の資産運用関係者

年発0329第1号 H25.3.28 
の役割及び責任に関するガイドラ 年金局企業年金国民

置戸峻 H25.3.27 地方厚生(支)局長 年金局長
インについてJ (通知)の一部改 年金基金課企画係
正について

年発0329第2号 H25.3.29 年金局物品管理宮の定時検査にか 年金局事業企画課
藤田 雅貴 H25.3.27 検査員植木和宏 年金局長

かる検査員の任命について 会計室予算係

予算決算及び会計令第116条の規
年金局事業企画課 検査員植木和宏

年発0329第3号 H25.3.29 定に基づく出納宮吏の定時検査に
会計室予算係

藤田 雅貴 H25.3.27 
外 1名

年金局長
係る検査員の発令について

「確定拠出年金制度について』の
年金局企業年金国民

年発0329第4号 H25.3.29 年金基金課確定拠出 村岡 正教 H25.3.28 地方厚生(支)局長 年金局長
一部改正について

年金管理係


