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第 14田社会保障審議会日本年金 年金局事業企画課
社会保障審議会日本年

年金局事業企年管企発0402第1号 H24.3.30 磯員昌彦 H24圃 3咽 30金機構評価部会
機構評価部会の開催について 庶務係

部会長本田勝彦
画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課厚生 支出官摩生労働省大 年金局事業企年管企発0402第2号 H24.4.2 ついて(年金特別会計福祉年金勘 千葉聡 H24.4.2 

定)
年金保障財政係 臣官房会計課長 画課長

年金特別会計における会計機関 年金属事業企画課 佐々木務、峯隼人、井
年金局事業企

年管企発0402第3号 H24.4.2 
(補助者)の任免について 会計室予算係

藤田雅貴 H24.4.2 
上富士彦、藤岡雅彦

画課長、年金
管理審議官

年管企発0402第4号 H24.4.2 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24圃 4.2 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年金特別会計における会計機関の 年金局事業企画課
井 手 宏 幸 、 戸 原 智 年金局事業企

年管企発0402第5号 H24.4.2 
任免について(補助者) 会計室予算係

藤田雅貴 H24.4.2 品、渡辺健一、伊藤 画課長、年金
研一 管理審議官

年管企発0402第6号 H24.4.2 再委託の承認Lついて
年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0402第7号 H24.4.2 再委託の承認について
年金局事業企画課

|橋本典久 H24.4.2 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発0402第8号 H24.4.2 履行体制の承認について

会計室契約係
橋本 典久 H24.4.2 

画課長

年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発0402第9号 1-124.4.2 再委託の承認について

会計室契約係
橋本 典久 H24.4.2 

画課長

年管企発0402第10号 H24.4.2 |再委託の承認について
年金属事業企画課

橋本 典久 H24.4.2 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0405第1号 H24.4.5 I~日4本年度年金機構運営費交付金の平成 年金局事業企画課
津谷 宜和 H24.4.5 日本年金機構理事長

年金属事業企
年間交付額の決定について 会計室 画課長

年管企発0405第2号 H24. 4. 5 再委託の承認について !会年金計肩事業企画課 橋本 典久 H24.4.5 
年金局事業企

室契約係 画課長

健庸保険印紙の不用決定及び損傷
|会年金計局事業企画課 年金局事業企

年管企発0406第1号 1-124.4.6 報告等について(平成 23年度 1
室管財係

杵山陽介 H24.4.2 郵便事業株式会社
画課長

月分)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課厚生 支出官庫生労働省大 年金局事業企

l年管企発0406~2~ 1-124.4.6 ついて(年金特別会計福祉年金勘
年金保険財政係

千葉聡 H24.4.3 
臣官房会計課長 画課長

定)
」ー



一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0406第3号 H24.4.6 定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課
藤岡雅 彦 H24.4.4 

支出官厚生労働省大 年金局事業企
第1四半期4月分の業務取扱費財 会計室 臣官房会計課長 画課長
源)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0406第4号 H24.4.6 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.4.4 
雇用均等・児童家庭局 年金局事業企

について(平成24年度第1四半期4会計室 育成環境課長 画課長
月分の業務取扱費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0406第5号 H24.4.6 
ついて(年金特別会計国民年金勘 年金局総務課国民

井上一躍 H24.4.2 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

定) (基礎年金年金特刑会計へ繰 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
入)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課国民 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0406第6号 H24.4.6 ついて(年金特別会計国民年金勘 井上一 広 H24.4.2 
定) (年金特別会計へ繰入)

年金財政係 臣官房会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0406第7号 H24.4.6 
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課基

輿水慎吾 H24.4.4 
支出官摩生労働省大 年金局事業企

勘定) (基礎年金年金特別会計へ 礎年金財政係 臣官房会計課長 画課長
繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0406第8号 H24.4圃 6
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課基

輿水慎吾 H24.4.4 
支出宮厚生労働省大 年金局事業企

勘定) (年金特別会計へ繰入厚 礎年金財政係 臣官房会計課長 画課長
生年金給付費財源)

年金特訓会計への資金の繰入れに

年管企発0406第9号 H24.4.6 
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課基

輿水慎吾 H24.4.4 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

勘定) (年金特別会計へ繰入職 礎年金財政係 臣官房会計課長 画課長
務上年金給付費財源)

平成 24年度労働保険特別会計労
年金局総務課基 官署支出宮厚生労働 年金局事業企

年管企発0406第10号 H24.4.6 災勘定から年金特別会計厚生年金 輿水 慎吾 H24.4.4 
勘定への資金の受入れについて

礎年金財政係 省労働基準局長 画課長

日本年金機構運堂費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0406第11号 H24.4.6 について(平成24年度第 1四半期
会計室

津谷 宜和 H24.4.6 日本年金機構理事長
園課長

4月分)



固有財産総合情報管理システムに

年管企発0406第12号 H24.4圃 6
係る支出委任外2件に係る支払元 年金局事業企画課

津谷宜和 H24.4.6 
宮署支出官財務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 官房会計課長外2名 画課長
(平成24年度第 1四半期分)

年管企発0409第1号 H24圃 4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 年金屑事業企
会計室契約保 画課長

年管企発0409第2号 H24.4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0409第3号 H24.4圃 9再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0409第4号 H24園 4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0409第5号 H24.4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0409第6号 H24.4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.4.9 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0409第7号 H24.4.9 再委託の承認について
年金局事業企画謀

橋本典久 H24.4.9 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0409第8号 H24.4.9 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発0409第9号 H24.4.9 再委託の承認について

会計室契約係
橋本 典久 H24.4.9 

画課長

年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発0409第10号 H24.4.9 再委託の承認について

会計室契約係
橋本 典久 H24.4.9 

画課長

会計法第42条の規定に基づく通
年金局事業企画課 年金局事業企|

年管企発0412第1号 H24.4.12 知に係る現金亡失の処理状況につ
監査室

今井広一 H24.4.10 大臣官房会計課長
画課長

いて

年金特別会計業務勘定から健康勘

年管企発0417第1号 H24.4.17 
定への繰入について(平成23年度 年金属事業企画課

津谷 宜和 H24.4.17 保険局総務課長
年金局事業企

独立行政法人福祉医療機構納付金 会計室 画課長
等相当財瀬健蔵勘定へ繰入)

年管企発0417第2号 H24.4.17 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24圃 4.17
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0420第1号 H24. 4. 20 
国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凶 4.18横浜船員保険病院
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長



年管企発0420第2号 H24.4.20 
固有物品の遅納命令及び不用決定 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24.4.18 厚生労働大臣
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0420第3号 H24.4.20 
国有物品の遅納命令及び不用決定 年金馬事業企画課

枠山陽介 H24.4.18 年金局長
年金属事業企

の承認申請について 会計室管財保 画課長

年管企発0420第4号 H24.4圃 20
国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 大阪船員保険病院
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0420第5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 厚生労醐大臣
年金屑事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0420第6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 年金局長
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財保 画課長

年管企発0420第7号 H24.4.20 
物品返納命令及び物品不用決定決 年金局事業企画課

杵山 陽介 H24.4岡 18大阪船員保険病院
年金局事業企

議書について 会計室管財係 画課長

年管企発0420第8号 H24.4.20 
物品返納命令及び物品不用決定決 年金局事業企画課

枠山 陽介 H24.4.18 大阪船員保険病院
年金局事業企

議書について 会計室管財保 画課長

競り下げシステム運営等業務に係
年金局事業企画課

支出負担行為担当官
年金局事業企

年管企発0424第1号 H24.4.24 る一般競争入札事務及び契約まで
会計室調達審査係

園司直太郎 H24.4.24 内閣府大臣官爵会計担
画課長

の手続の委任について(通知) 当参事官小松貢

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0427第1号 H24.4.27 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡雅彦 H24. 4. 27 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

第1四半期5月分の業務取扱費財 会計室 臣官房会計課長 画課長
j原)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0427第2号 H24.4.27 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.4.27 
官署支出官雇用均 年金届事業企

について(平成24年度第1四半期5会計室 等園児童家庭届長 画課長
月分の業務取扱費財源)

」



文喜番号 基裁日 {牛名 起案担当課・保 |起案者 起案日 i施行先 |施行者

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0507第1号 H24.5.7 について(平成24年度第1四半期 藤岡雅彦 H24.5圃7日本年金機構理事長

5月分)
会計室 画課長

年金特別会計所属普通財産の処分

年管企発0507第2号 H24.5.7 
等に要する経費の支出委任におけ 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.5.7 
官署支出宮 東北財務 年金局事業企

る支払元受高転換通知書の送付に 会計室 局総務部長 画課長
ついて

年管企発0510第1号 H24.5.10 |再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.5.10 年金局事業企
会計室契約係 画課長

健康保険印紙の不用決定及び損傷
|会年金計室局事業企画課 年金局事業企年管企発0514第1号 H24.5嗣 10報告等について(平成 23年度2 杵山陽介 H24.5.1 郵便事業株式会社

月分)
管財係 画課長

競り下げシステム運曽等業務に係
年金局事業企画課

支出負担行為担当官
年金局事業企年管企発0517第1号 H24. 5.17 る一般競争入札事務及び契約まで

会計室調達審査係
圃司直太郎 H24. 5.17 内閣府大臣官房会計担

画課長の手続の委任について 当参事官小松貢

年管企発0518第1号 H24.5.18 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

会計室契約保 画課長

年管企発0522第1号 H24.5.22 過年度支出に係る申請について
年金局事業企画課

中捨一弘 H24.5.16 厚生労働大臣
年金局事業企

会計室 画課長

年管企発0522第2号 H24.5.22 過年度支出に係る申請について
年金局事業企画課

中捨一弘 H24.5圃16車生労働大臣
年金局事業企

会計室 画課長

年管企発0522第3号 H24.5.22 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24. 5. 22 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0523第1号 H24.5.22 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24冒 5.22
東海北陸厚生局年金調 年金局事業企

て 監理・社労士係 整課長 画課長

年管企発0523第2号 H24.5.22 社て会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課
立花慎太郎 H24.5.22 日本年金機構事業企画

年金局事業企
監理圃社労士係

部長
画課長

官署支出官東北厚生
平成24年度 年金特別会計業務勘

年金局事業企画課 局長 官署支出官
年管企発0525第1号 H24. 5. 25 定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算係
藤田 雅貴 H24. 5. 21 

官署支出官 近畿厚生 事業企画課長
て

局長



確定給付企業年金へ移行した厚生
日本年金機構理事(事 年金昂事業企年管企発0530第1号 H24.5.30 年金基金記録の整備等の取扱いに 年金局事業企画課 中村明宏 H24.5.30 

ついて
業企画部門担当) 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0531第1号 H24.5.31 
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課

千葉聡 H24.5.29 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

勘定) (基礎年金年金特別会計へ 厚生年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長
繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0531第2号 H24.5.31 
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課

千葉聡 H24.5.29 
支出官庫生労働省大 年金局事業企

勘定) (年金特別会計へ繰入厚 厚生年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長
生年金給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0531第3号 H24.5.31 
ついて(年金特別会計厚生年金 年金局総務課

千葉聡 H24.5.29 
支出官厚生労働省大 年金居事業企

勘定) (年金特別会計へ繰入職 厚生年金保険財政係 亜宮房会計課長 画課長
務上年金給付費財瀬)

平成24年度労働保険特別会計労
年金局総務課 宮署支出官厚生労働 年金眉事業企

年管企発0531第4号 H24.5.31 災勘定から年金特別会計厚生年金 千葉聡 H24.5.29 
勘定への資金の受入れについて

厚生年金保険財政係 省労働基準局長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0531第5号 H24.5.31 
ついて(年金特別会計国民年金勘 年金局総務課

井上 一広 H24.5.29 
支出官厚生労働省大 年金属事業企

定) (基礎年金年金特別会計へ繰 国民年金財政係 臣官房会計課長 画課長
入)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課 支出官塵生労働省大 年金局事業企

年管企発0531第6号 H24. 5. 31 ついて(年金特別会計国民年金勘 井上 一広 H24. 5. 29 
定) (年金特別会計へ繰入)

国民年金財政係 臣官房会計課長 酉課長

」 一一



..ー圃..，‘........-‘ 
文書番号 決裁日 件名 起案担当課=係 起案者 起案自 施行先 血行者

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0601第1号 H24. 6. 1 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.5.29 
官署支出官雇用均 年金属事業企

について(平成24年第1四半期6月 会計室 等，児童家庭局長 画課長
分の業務取扱費財j原)

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0601第2号 H24. 6. 1 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤間 雅 彦 H24.5.29 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

第1囲半期6月分の業務取扱費財 会計室 臣官房会計課長 画課長
源)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0601第3号 H24. 6. 1 について(平成24年度第1四半期 藤岡 雅 彦 H24.5.25 日本年金機構理事長

6月分)
会計室 画課長

行政機関の保有する個人情報の保
謹に関する法律の規定に基づく訂

年金屑事業企
年管企発0605第1号 H24.6.5 正請求に係る保有個人情報の確認 年金局事業企画課 本山 和也 H24.5.31 日本年金機構総務部長

について(依頼) (H24. 5. 11訂第 画課長

1号)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0606第1号 H24.6.6 ついて(年金特別会計福祉年金 輿水槽吾 H24.6.5 
勘定)特別障害給付金給付費財瀬

礎年金財政係 臣官房会計課長 画課長

年管企発0606第2号 H24.6.6 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24. 6. 6 
年金愚事業企

会計室契約係 画課長

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発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 郵便事業株式会社
画課長

月分)

第 15回社会保障審議会日本年金 年金局事業企画課
社会保障審議会日本年

年金局事業企
年管企発0607第2号 H24. 6. 7 磯員昌彦 H24.6.5 金機構評価部会

機構評価部会の開催について 庶務保
部会長本田勝彦

画課長

年管企発0612第1号 H24.6.12 通知書の発出について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.6.12 株式会社ムサシ
年金崩事業企

会計室契約係 画課長

第16回社会保障審議会B本年金機 年金局事業企画課
社会保障審議会日本年

年金局事業企
年管企発0627第1号 H24.6.27 

構評価部会の開催について 庶務係
磯貝昌彦 H24. 6. 27 金機構評価部会

画課長
部会長本田勝彦

平成 25年 1月-3月の年金記録

年管企発0628第1号 H24.6.28 
に係るコンビュータ記録と紙台帳 年金局事業企画課

松j皮丈 H24.6.28 
日本年金機構理事(事 年金局事業企

との突合せ作業の方針について 管理運曽係 業企画部門担当) 画課長
(回答)



年管企発0629第1号 H24. 6. 291再委託の承認について

H24. 6. 291再委託の承認について
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|文書番号 決裁日 |件名 起案担当課幽係 |起案者 起塞日 i施行先 |施行者

年管企発0702第1号 H24. 7. 2 社周会知保険労務士の懲戒処分に係る 年金局事業企画課
立花慎太郎 H24. 7圃 2

全国社会保険労務士会 年金局事業企
について(伺い) 監理園社労士係 連合会会長 画課長

年管企発0702第2号 H24.7.2 社周会知保険労務士の懲戒処分に係る 年金局事業企画課
立花填太郎 H24.7.2 

近畿厚生局年金調整課 年金局事業企
について(伺い) 監理・社労士係 長 画課長

年管企発0702第3号 H24. 7. 2 
社会保障労務士の懲戒処分に係る 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24.7.2 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

周知について(伺い) 監理・社労士係 部長 画課長

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0703第2号 H24.7.3 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤田 雅 彦 H24.6.28 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

第2四半期7月分の業務取扱費財 会計室 臣官房会計課長 画課長
源)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0703第3号 H24開 7.3
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.6.28 
官署支出宮雇用均 年金局事業企

について(平成24年度第2四半期7会計室 等園児童家庭局長 画課長
月分の業務取扱費財源)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課

支出官年金
年管企発0703第4号 H24. 7. 3 について(平成24年度第2四半期

会計室
藤岡雅 彦 H24. 6. 27 日本年金機構理事長 局事業企画課

7月分) 長

固有財産総合情報管理システムに 官署支出官財務省大

年管企発0703第5号 H24. 7. 3 
係る支出委任外 1件に係る支払元 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24. 7. 2 
臣官房会計課長、宮署 年金局事業企 l

受転換通知書の送付について(平 会計室 支出官 人事院事務総 画課長
成24年度第2四半期分) 局会計課長

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0703第6号 H24.7.3 
係る支出委任外 1件に係る支払元 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.7.2 
官署支出宮 人事院事 年金局事業企

受転換通知書の送付について(平 会計室 務総局会計課長 画課長
成24年度第2四半期分)

年管企発0704第1号 H24.7.4 |再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久
年金局事業企

会計室契約係 画課長



『配{閤者からの暴力を受けた者に 日本年金機構事業企画

年管企発0706第1号 H24.7.4 
係る国民年金、厚生年金保険及び 年金局事業企画課

鈴木秀男 H24.7.4 
部門担当理事 年金属事業企

船員保険における秘密の保持の配 企画係 日本年金機構事業管理 画課長
慮について」の一部改正について 部門担当理事

F配偶者からの暴力を受けた者に

年管企発0706第2号 H24.7.4 
係る国民年金、厚生年金保険及び 年金局事業企画課

鈴木秀男 H24.7.4 
地方厚生(支)局年金 年金局事業企

船員保険における秘密の保持の配 企画係 調整(年金管理)課長 画課長
慮について」の一部改正について

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0709第1号 H24. 7. 9 報告等について(平成 24年度4 枠山陽介 H24.7.2 郵便事業株式会社

月分)
会計室管財係 画課長

第 17囲社会保障審議会日本年金 年金局事業企画課
社会保障審議会日本年

年金局事業企年管企発0712第1号 H24. 7. 12 
機構評価部会の開催について 庶務係

磯貝昌 彦 H24. 7.12 金機構評i面部会
画課長

部会長本由勝彦

年管企発0713第1号 H24. 7. 13 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 7.13 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0713第2号 H24. 7. 13 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24. 7.13 年金局事業企
会計室契約係 画課長

同

平成24年度 年金特別会計業務勘
年金局事業企画課 官署支出宮東北厚生

官署支出官
年管企発0718第1号 H24. 7. 18 定に係る支払計画額の追加につい 藤田 雅貴 H24. 7. 18 年金局事業企

て
会計室予算係 局長

画課長

賃金の支払の確保等に関する法律

年管企発0718第2号 H24. 7. 18 
第 12条の 2第 1項に基づく照会

年金島事業企画課 本山 和也 H24. 7. 17 日本年金機構副理事長
年金局事業企

に対する事業所情報の提供につい 画課長
て

平成24年度 年金特別会計業務勘
年金局事業企画課 宮署支出官 中国四国

官署支出官
年管企発0724第1号 H24圃 7.24定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算保
藤田 雅貴 H24.7.24 

厚生局長
年金局事業企

て 画課長

年金特別会計健廉勘定への繰入に

年管企発0725第1号 H24.7.25 
ついて(平成24年度独立行政法 年金局事業企画課

藤田 雅 彦 H24園 7.20保険局総務課長
年金届事業企

人福祉医療機構納付金等相当財源 会計室 画課長
健康勘定へ繰入)

年金特別会計健康勘定への繰入に

年菅企発0725第2号 H24.7.25 
ついて(平成24年度独立行政法 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24. 7. 20 保険局総務課長
年金局事業企

人福祉医療機構納付金等相当財源 会計室 画課長
健廉勘定へ繰入)



平成24年度 年金特別会計業務勘
年金島事業企画課 官署支出官九州厚生

官署支出官
年管企発0127第1号 1-124. 7関 27定に保る支払計画額の追加につい

会計室予算係
藤田 雅貴 H24. 7固 26

局長
年金局事業企

て 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0127第2号 日24.7.27
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H24. 7. 24 厚生労働省大臣官房会
年金屑事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
福祉年金給付費財源

計課長

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0731第1号 H24. 7圃 31
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡 雅彦 H24.7.25 
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第2四半期8月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
瀬)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0731第2号 H24.7.31 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24圃 7.25
官署支出官雇用均等 E 年金属事業企

について(平成24年度第2四半期8会計室 児童家庭眉長 画課長
月分の業務取扱費財源)

年管企発0731第3号 H24.7.31 社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課
立花慎太郎 H24.7.30 

日本年金機構事業管理
指定に係る照会について(依頼) 監理・社勢士係 部門担当理事 画課長



年金馬施行簿
文書番号 決裁日 性名 起案担当課圃係 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
支出官

年管企発0801第1号 H24圃7.31
ついて 年金局総務課基礎

輿水 慎吾 H24. 7. 27 厚生労働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0801第2号 H24.7.31 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H24. 7圃27厚生労働省大臣官房会
年金屑事業企

(年金特別会計 国民年金勘定) 年金財政係 画課長
(年金特別会計へ繰入)

計課長

年金特別会計所属普通財産の処分

年管企発0803第1号 H24.8.3 
等に要する経費の支出委任におけ 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24. 7. 20 
官署支出官福岡財務支 年金局事業企

る支払元受高転換通知書の送付に 会計室 局財務主幹 画課長
ついて

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0803第2号 H24.8.3 について(平成24年度第2四半期 藤岡 雅 彦 H24. 7. 26 日本年金機構理事長
8月分)

会計室 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0803第3号 H24.8.3 
ついて 年金局総務課厚生

千葉聡 H24.7.27 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計車生年金勘定) 年金保険財政係 臣官房会計課長 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繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出官軍生労働省大 年金局事業企
年管企発0803第4号 H24.8.3 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H24. 7. 27 

(年金特別会計へ繰入 厚生年金
年金保障財政係 臣官房会計課長 画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金居総務課厚生 支出宮厚生労{動省大 年金局事業企
年管企発0803第5号 H24.8.3 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H24.7.27 

(年金特別会計へ繰入職務上年
年金保験財政係 臣官房会計課長 画課長

金給付費財源)

平成24年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 宮署支出官厚生労働 年金崩事業企

年管企発0803第6号 H24. 8. 3 災勘定から年金特別会計厚生年金
年金保険財政係

千葉聡 H24.7.27 
省労働基準局長 画課長

勘定への資金の受入れについて

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0803第8号 H24.8.3 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H24.8.1 厚生労働省大臣官房会
年金崩事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係
計課長

画課長
特別障害給付金給付費財源



年管企発0806第1号
健康保険印紙の不用決定及び損傷 年金局事業企画課

枠山陽介 H24.8.1 郵便事業株式会社
年金局事業企

H24.8.61報告等について 会計室管財係 画課長
(平成24年度5月分)

年管企発0806第2号 H24. 8. 61再委託の承認について
年金局事業企画課

典久 H24.8.3 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0820第1号 H24.8.201再委託の承認について
|年金局事業企画課

典久 H24. 8. 20 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0820第2号 H24. 8. 201再委託の承認について
|年金局事業企画課

典久 H24. 8. 20 
年金局事業企

会計室契約係 画課長
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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

健農保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金属事業企年管企発0904第1号 H24圃9.4報告等について (平成24年度 杵山陽介 H24.9.3 郵便事業株式会社

6月分)
会計室管財係 画課長

一融会計から年金特別会計業務勘

年管企発0904第2号 H24.9.4 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤間雅 彦 H24. 8. 31 
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第2四半期9月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
j原)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0904第3号 H24. 9圃4
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金馬事業企画課

藤岡雅 彦 H24. 8. 31 
官署支出官雇用均等箇 年金局事業企

について(平成24年度第2四半期9会計室 児童家庭局長 画課長
月分の業務取扱費財源)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0904第4号 H24.9.4 について(平成24年度第2四半期9 藤岡雅 彦 H24.9.4 日本年金機構理事長

月分)
会計室 画課長

年管企発0906第1号 H24.9.6 再委託の承認Lついて
年金局事業企画課

橋本 典久 H24.8.29 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

国民年金中央会館こまぱエミナー
ス他4施設に係る福祉施設運営委

社団法人全国国民年金 年金局事業企年管企発0907第1号 H24. 9. 7 託契約の解約に伴う特別会計の清 年金局事業企画課 立石康幸 H24. 9. 6 
算について(社団法人全国国民年

福祉協会連合会清算人 画課長

金福祉協会連合会)

年管企発0910第1号 H24. 9. 10 
人事異動に伴う官署支出官の異動 年金局事業企画課

藤田 雅貴 H24. 9. 10 
財務省会計センター会 年金局事業企

等の通知について 会計室予算係 計管理部長 画課長

年管企発0910第2号 H24圃9.10
人事異動に伴う取引関係通知につ 年金局事業企画課

藤田 雅貴 H24.9.10 日本銀行
年金局事業企

いて 会計室予算係 画課長

年管企発0912第1号 H24.9.12 再委託の承認Lついて
年金局事業企画課

橋本典久 H24.9.7 
年金局事業企

会計室契約係 盟国 画課長

年管企発0914第1号 H24.9.14 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典A H24.9.14 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0914第2号 H24.9.14 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24.9圃14
年金屑事業企

会計室契約係 画課長

国家試験の公正性の確保のための
年金局事業企画課 全国社会保障労務士会 年金局事業企

年管企発0925第1号 H24.9.25 試験委員に対する措置について
監理・社労士係

立花慎太郎 H24.9圃20
連合会会長 画課長

(要請)

平成 24年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発0926第1号 H24.9.26 災勘定から年金特別会計厚生年金 千葉聡 H24圃9.25
勘定への資金の受入れについて

年金保険財政係 省労働基準昂長 画課長



一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0928第1号 H24.9.28 定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課
藤岡 雅彦 H24. 9. 24 支出宮厚生労働省大臣 年金局事業企

第3四半期10月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
源)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0928第2号 H24.9.28 の給付勘定から業務勘定への繰入 年金属事業企画課
藤岡 雅彦 H24. 9. 24 

官署支出官雇用均等・ 年金局事業企
について(平成24年度第3四半期 会計室 児童家庭局長 画課長
10月分の業務取扱費財源)

厚生労働省行政文書管理規則第23

年管企発0928第3号 H24.9.28 条第3項の規定に基づく監査責任 年金局事業企画課
磯貝昌彦 H24. 9. 27 大臣官房長

年金局事業企
者による監査結果に対する改善報 庶務係 画課長
告について



年金局直狂簿
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 瞳行者

年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発1001第1号 H24. 10. 1 

(補助者)の任免について 会計室予算係
藤田雅貴 H24. 10. 1 大 丸 徳 泰 、 谷 津 聡 画課長、年金

管理審議官

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企|年管企発1002第1号 H24.10.2 について(平成24年度第3四半期 藤間雅彦 H24.9.28 日本年金機構理事長

10月分)
会計室 画課長

固有財産総合情報管理システムに
財務省大臣官房会計課

年管企発1002第2号 H24.10.2 
係る支出委任外 1件に係る支払元 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.9.28 長田人事院事務総局会
年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 画課長
(平成24年度第3四半期分)

計課長

国有財産総合情報管理システムに

年管企発1002第3号 H24.10.2 
係る支出委任外 1件に係る支払元 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24.9.28 
人事院事務総局会計課 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 長 画課長
(平成24年度第3四半期分)

年管企発1003第1号 H24.10.3 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久 H24.10.3 
年金属事業企

会計室契約係 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発1009第1号 H24.10.9 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H24.10.3 厚生労働省大臣官爵会
年金局事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
特別障害給付金給付費財j原

計課長

平成23年度にかかる固有財産の
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発1016第1号 H24. 10. 15 管理委託から生ずる収益について
会計室管財係

枠山 陽介 H24.10.9 財団法人船員保険会
画課長

(船員保険病院分)

眉書作成プログ会フム等の改修に係
るソフトウェアの開発等業務に係

年金局事業企画課 ニューコン株式会社外 年金局事業企
年管企発1024第1号 H24.10.24 る入札において、低入札価格調査 橋本典久 H24.10司 22

基準額を下回る入札を行った者に
会計室契約係 2者 画課長

保る調査結果について

資産評価委員会の委員の推薦につ
公益社団法人日本不動

年金局事業企
年管企発1025第2号 H24.10.25 

いて(お闘い)
年金局事業企画課 立石 康幸 H24.10.24 産鑑定士協会連合会会

画課長
長

年管企発1025第3号 H24.10.25 
資産評価委員会の委員の推薦につ

年金局事業企画課 立石康幸 H24.10.24 
日本公認会計士協会会 年金局事業企

いて(お願い) 長 画課長



年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発1029第1骨 H24.10.29 ついて 年金局総務課基礎
輿水慎吾 H24.10.24 厚生労働省大臣官房会

年金局事業企
(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係

計課長
画課長

福祉年金給付費財源

社会保険労務士制度功労者厚生労
年金局事業企画課 日本年金機構事業管理 年金局事業企

年管企発1030第1号 H24.10.29 働大臣表彰の審査に係る照会につ
監理・社労士係

立花慎太郎 H24.10.26 
部門担当理事 画課長

いて(伺い)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発1031第1号 H24.10.30 の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課
藤岡 雅彦 H24.10.26 

宮署支出官塵用均等圃 年金局事業企
について(平成24年度第3四半期 会計室 児童家庭局長 画課長
11月分の業務取扱費財源)
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文書番号 決裁白 |件名 起案担当課・1嘉 起案者 起案日 |施行先 航 行 者

年金特別会計所属普通財産の処分

年管企発1102第1号 H24. 11. 2 
等に要する経費の支出委任におけ 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24.10.26 
宮署支出官福岡財務支 年金局事業企

る支払元受高転換通知書の送付に 会計室 局財務主幹 画課長
ついて
一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1102第2号 H24. 11. 2 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤田雅 彦 H24.10.26 
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第3四半期11月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
源)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発1102第3号 H24. 11. 2 について(平成24年度第3四半期 藤田雅 彦 H24. 11. 1 日本年金機構理事長
11月分)

会計室 画課長

第44回(平成24年度)社会保険労
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発1105第1号 H24. H. 1 務士誤験の合格者について(通 立花慎太郎 H24.10.31 地方厚生(支)局長
知)

監理聞社労士係 画課長

第18回社会保障審議会臼本年金機 年金局事業企画課
社会保障審議会日本年

年金局事業企
年管企発1105第2号 H24. 11. 5 

構評価部会の開催について 庶務係
磯貝昌彦 H24. 11. 2 金機構評価部会

画課長
部会長本田勝彦

年管企発1112第1号 H24. 11. 12 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 11. 12 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発1112第2号 H24. 11. 12 再委託の承認について 年金室局事業企画課 橋本典久 H24. 11. 12 
年金局事業企

会計 契約係 画課長

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発1113第1号 H24. 11. 13 報告等について(平成24年度8
会計室管財係

枠山陽介 H24. 11. 1 日本郵便株式会社
画課長

月分)

数理統計シスナムのサーバ機器更
改に伴うハードウェア・市販ソフ

年管企発1116第1号 H24. 11. 16 
トウェアの調達に係る入札におい 年金局事業企画課

橋本典久 H24. 11. 13 株式会社日立製作所
年金局事業企

て、低入札価格調査基準額を下回 会計室契約係 画課長
る入札を行った者に係る調査結果
について

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

年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発1116第2号 H24.11圃 16達の実施について(年金業務シス 橋本典久 H24. 11. 16 厚生労働大臣

テムアーキテクチャー設計及びプ
会計室契約係 画課長

ラットフォーム性能検笹等業務)

年管企発1122第1号 H24. 11. 22 年金個人情報対の提供についての検 年金局事業企画課 本山 和也 H24. 11. 22 日本年金機構副理事長
年金局事業企

討の依頼に する回答について 画課長



年管企発1126第1号 H24. 11. 26 
社会保障労務士j去の規定(:.基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 11. 22 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に保る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 画課長

平成24年度 年金特別会計業務勘
年金局事業企画課 官署支出宮 東海北陸

官署支出官年
年管企発1126第2号 H24. 11. 26 定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算係
藤田雅貴 H24. 11. 26 

厚生局長
金局事業企画

て 課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発1126第3号 H24圃11.26ついて 年金局総務課基礎
輿水慎吾 H24. 11. 20 厚生労働省大臣官爵会

年金局事業企
(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長

福祉年金給付費財瀬 計課長

に

社会保険労務士の懲戒処分につい
年管企発1126第4号 H24. 11圃26 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 11. 26 関東信越厚生局年金調 年金局事業企
て 監理圃社労士係 整課長 画課長

年管企発1126第5号 H24. 11. 26 社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課
立花慎太郎 H24. 11. 26 日本年金機構事業企画 年金局事業企

て 監理・社労士係 部長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発1128第1号 H24. 11. 28 ついて 年金局総務課基礎
輿水慎吾 H24.11圃27厚生労働省大臣官房会

年金局事業企
(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

ついて 年金局総務課基礎 年金局事業企
年管企発1128第2号 H24. 11. 28 

(年金特別会計 国民年金勘定) 年金財政係
輿水慎吾 H24. 11. 27 厚生労働省大臣官扉会

画課長
(年金特別会計へ繰入)

計課長

年管企発1128第3号 H24. 11圃28
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花模太郎 H24. 11. 28 
近畿厚生局年金調整課 年金局事業企

て 監理圃社労士係 長 画課長

年管企発1128第4号 H24司 11.28
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 11. 28 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て 監理 E 社労士{系 部長 画課長

年管企発1128第5号 H24. 11. 28 
年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課

藤田 雅貴 H24.11圃28平野動
年金局事業企

(補助者)の任免について 会計室予算係 画課長外 1名

平成 24年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発1129第1号 H24. 11. 29 災勘定から年金特別会計厚生年金 千葉聡 H24.11.28 
勘定への資金の受入れについて

年金保険財政係 省労働基準局長 画課長



年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

ついて 年金局総務課厚生 年金局事業企
年管企発1129第2号 H24. 11. 29 

(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係
千葉聡 H24. 11. 28 厚生労働省大臣官房会

画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生
支出官

年金局事業企
年管企発1129第3号 H24. 11. 29 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H24. 11. 28 厚生労働省大臣官房会

(年金特別会計へ繰入厚生年金
年金保険財政係

計課長
画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生
支出官

年金局事業企
年管企発1129第4号 H24. 11. 29 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H24. 11. 28 厚生労働省大臣官房会

(年金特別会計へ繰入職務上年
年金保険財政係

計課長
画課長

金給付費財源)

年管企発1130第1号 H24. 11. 30 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 11. 12 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発1130第2号 H24. 11圃 30再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 11. 12 
年金局事業企

会計室契約係 画課長
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主書番号 決裁日 件名 起案担当課圃係 起案者 起業日 施行先 施行者
一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1203第1号 H24.12司 3
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24. 11. 29 
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第3四半期12月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
源)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発1203第2号 H24.12.3 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24. 11. 29 
官署支出官雇用均等 m 年金局事業企

について(平成24年度第3四半期 会計室 児童家庭局長 酉課長
12月分の業務取扱費財源)

年金特別会計業務勘定から一椴会

年管企発1203第3号 H24.12.3 
計への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24. 11. 30 
職業安定局雇用梶験 年金屑事業企

上半期 失業者退職手当特別会計 会計室 課長 画課長
負担金)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金属事業企

年管企発1204第1号 H24.12.4 について(平成24年度第3四半期
会計室

藤岡 雅彦 H24圃12.3日本年金機構理事長
画課長

12月分)

平成24年度電子調達システム機器
借入れ等経費に係る支出委任外 1

年金局事業企画課 官署支出官総務省大臣 年金馬事業企
年管企発1205第1号 H24.12.5 件に係る支払元受高転換通知書の 藤岡 雅 彦 H24.12.4 

送付について(平成24年度第3四
会計室 官房会計課長 画課長

半期分)

平成24年度電子調達システム機器
借入れ等経費に係る支出委任外 1

年金局事業企画課 宮署支出官法務省大臣 年金局事業企
年管企発1205第2号 H24.12.5 件に係る支払元受高転換通知書の

会計室
藤岡 雅彦 H24.12.4 

官房会計課長 画課長
送付について(平成24年度第3四
半期分)

年管企発1206第1号 H24.12.6 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 11. 27 年金局事業企
会計室契約係 画課長

問

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発1207第1号 H24. 12.7 
ついて 年金局総務課基礎

輿水棲吾 H24.12.5 厚生労{働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
特別障害給付金給付費財源

計課長

平成 24年度及び平成 25年度政
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発1210第1号 H24. 12. 10 府出資にかかる固有財産見込現在
会計室管財係

枠山陽介 H24.12.6 日本年金機構総務部長
画課長

額報告書の作成について



明

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金商事業企画課 年金局事業企年管企発1210第2号 H24.12圃10報告等について(平成24年度9 枠山陽介 H24.12.3 日本郵便株式会社

月分)
会計童管財係 画課長

平成24年度 年金特君IJ会計業務勘
年金昂事業企画課 官署支出宮 中圏西国

官署支出官
年管企発1213第1号 H24. 12. 13 定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算係
藤田雅貴 H24. 12. 13 

厚生局長
年金局事業企

て 画課長
幽

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1217第1号 H24. 12. 17 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H24. 12. 14 
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第3四半期12月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
源J

年管企発1217第2号 H24. 12. 17 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H24. 12. 17 
年金局事業企

会計室契約係 酉課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出宮

年管企発1219第1号 H24. 12. 19 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H24. 12. 18 厚生労働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
福祉年金給付費財源

計課長

独立行政法人年金 E 健康保険福祉
独立行政法人年金圃

年管企発1225第1号 H24.12.25 
施設整理機構及び特殊法人日本年

年金局事業企画課 鈴木秀男 H24.12.25 健康保険福祉施設整理
年金局事業企

金機構の給与水準の見直しについ
機構理事長

画課長
て(要請)

独立行政法人年金・健療保険福祉
B本年金機構副理事長

年管企発1225第2号 H24.12.25 
施設整理機構及び特殊法人日本年

年金局事業企画課 鈴木 秀男 H24圃12.25人事園会計部門担当理 年金局事業企
金機構の給与水準の見直しについ 画課長
て(要請)

事

年管企発1226第1号 H24同 12.26
年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課

藤田 雅貴 H24.12.26 
峰尾康信 年金局事業企

(補助者)の任免について 会計室予算係 宮本政彦 画課長外 1名

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1227第1号 H24贋 12.27
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24.12.25 
支出官厚生背{動省大臣 年金局事業企

第4四半期1月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
j原)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発1227第2号 H24.12.27 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H24圃12.25
官署支出官塵用均等固 年金崩事業企

について(平成24年度第4四半期1会計室 児童家庭局長 画課長
月分の業務取扱費財源)



年管企発1227第3号 H24.12.271社会保険労務士法の規定に基づく|年金局事業企画課 |立花 慎太郎
指定に係る照会について(依頼) 1監理・社労士係

H24.12.271日本年金機構事業管理 |年金局事業企
部門担当理事 |画課長
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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 i施行者

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0107第1号 H25. 1. 7 について(平成24年度第4四半期1 藤岡雅彦 H24.12.26 日本年金機構理事長
月分)

会計室 画課長

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第2号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H24.12.26 官署支出官財務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 宮房会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第3号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H24.12.26 官署支出官財務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 宮房会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第4号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H24.12.26 官署支出官人事院事務 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 総局会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第5号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H24.12.26 官署支出宮総務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 官房会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第6号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅 彦 H24.12.26 官署支出官総務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 官房会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

国有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第7号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡雅 彦 H24.12.26 官署支出官法務省大臣 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 官房会計課長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

固有財産総合情報管理システムに

年管企発0107第8号 H25. 1. 7 係る支出委任外6件に係る支払元 年金局事業企画課
藤岡 雅彦 H24.12.26 官署支出官東京国税局 年金局事業企

受高転換通知書の送付について 会計室 総務部次長 画課長
(平成24年度第4四半期分)

年管企発0107第9号 H25. 1. 7 社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課
立花慎太郎 H24.12.28 九州厚生局年金調整課 年金局事業企

て 監理・社労士係 長 画課長



年管企発0107第10号 H25旬1.7社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課
立花模太郎 H24.12.28 

自本年金機構事業企画 年金高事業企
て 監理・社費士係 部長 菌課長

年管企発0107第11号 H25開1.7社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課
立花模太郎 H24圃12.28東海北陸厚生局年金調 年金局事業企

て 監理圃社労士係 整課長 画課長

年管企発0107第12号 H25. 1. 7 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 12. 28 
畠本年金機構事業企画 年金局事業企

て 監理圃社労士係 部長 画課長

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0108第1号 H25. 1. 8 報告等について(平成24年度 1 枠山 陽介 H25. 1冊 7日本郵便株式会社

O月分)
会計室管財保 画課長

圏一

年金特別会計業務勘定から一般会

年管企発0111第1号 H25. 1. 11 
計への繰入についτ(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡 雅 彦 H25.1. 10 
職業安定届雇用保険課 年金局事業企

第4四半期 失業者退職手当負担 会計室 長 画課長
金)

年管企発0117第1号 H25. 1. 17 
印紙交付決定通知書(平成24年 年金局事業企画課

橋本典久 H25.1同 10日本郵便株式会社
年金局事業企

度第2次分)の送付について 会計室契約係 画課長
問

年管企発0121第1号 H25. 1. 21 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25圃1.21 
東海北陸厚生局年金調 年金局事業企

て(伺い) 監理園社労士係 整課長 画課長

年管企発0121第2号 H25. 1.21 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25. 1. 21 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て(偶い) 監理・社労士係 部長 画課長

平成24年度 年金特別会計業務勘
年金局事業企画課 官署支出宮 東北厚生

官署支出官年
年管企発0122第1号 H25.1.22 定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算係
藤田雅貴 H25.1.22 

局長
金島事業企画

て 課長

年管企発0125第1号 H25.1.25 再委託の承認について
年金属事業企画課

橋本典久 H25. 1. 25 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0125第2号 H25固 1鋼 25再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H25. 1. 25 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0125第3号 H25. 1圃25再委託の承認Lついて
年金局事業企画課

橋本典久 H25圃1.25 年金局事業企
会計室契約係 画課長



年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0129第1号 H25.1.29 ついて 年金局総務課基礎
輿水慎吾 H25.1.25 厚生労働省大臣宮房会

年金局事業企
(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長

福祉年金給付費財源
計課長

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0130第1号 H25. 1. 30 定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H25.1.29 

支出官厚生労働省大臣 年金局事業企
第4四半期2月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
源)

年金特別会計子どものための金銭

年管企発0130第2号 H25.1.30 
の給付勘定から業務勘定への繰入 年金局事業企画課

藤岡雅彦 H25. 1. 29 
宮署支出官雇用均等・ 年金局事業企

について(平成24年度第4四半期2会計室 児童家庭局長 画課長
月分の業務取扱費財源)



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

日本年金機構運営費交付金の交付
年金属事業企画課 年金局事業企年管企発0201第1号 H25. 2. 1 について(平成24年産第4四半期2
会計室

藤岡雅 彦 H25圃1.29 日本年金機構理事長
画課長月分)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0201第2号 H25. 2. 1 
ついて 年金局総務課厚生

千葉聡 H25. 1. 25 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 臣官房会計課長 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繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出官厚生芳働省大 年金属事業企年管企発0201第3号 H25. 2. 1 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H25. 1.25 
(年金特別会計へ繰入 厚生年金

年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出官厚生労働省大 年金局事業企年管企発0201第4号 H25. 2. 1 (年金特別会計厚生年金勘定) 千葉聡 H25. 1. 25 
(年金特別会計へ繰入職務上年

年金保険財政係 臣官扉会計課長 画課長

金給付費財源)

平成 24年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 宮署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発0201第5号 H25.2.1 災勘定から年金特別会計厚生年金 千葉聡 H25.1.25 
勘定への資金の受入れについて

年金保険財政係 省労働基準局長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

ついて 年金局総務課基礎 年金局事業企
年管企発0201第6号 H25. 2. 1 

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係
輿水慎吾 H25.1.29 厚生労働省大臣官房会

画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出宮

ついて 年金局総務課基礎 年金局事業企
年管企発0201第7号 H25. 2. 1 

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係
輿水慎吾 H25. 1.29 厚生労働省大臣官房会

画課長
(年金特別会計へ繰入)

計課長

年管企発0201第8号 H25. 2. 1 
印紙交付決定通知書(平成25年 年金局事業企画課

橋本 典久 H25.2.1 日本郵便株式会社
年金局事業企

度第 1次分)の送付について 会計室契約係 画課長

健廉保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発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 日本郵便株式会社
画課長

1月分)

年管企発0207第1号 H25.2.7 
社会保険労務士の懲戒処分に様る 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25.2.5 
全国社会保険労務士会 年金局事業企

周知について(伺い) 監理・社労士様 連合会会長 画課長



年管企発0207第2号 H25.2.7 社会保険背務士の懲戒処分に保る 年金商事業企画課
立花慎太郎 H25.2.5 

近畿厚生局年金調整課 年金屑事業企
周知について(伺い) 監理圃社労士係 長 画課長

年管企発0207第3号 H25.2.7 
社会保険労務士の懲戒処分に係る 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25.2.5 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

周知について(伺い) 監理圃社労士係 部長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0208第1号 H25.2.8 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H25.2.5 厚生労働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
特別障害給付金給付費財源

計課長

年管企発0212第1号 H25.2.12 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本 典久
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0212第2号 H25.2.12 再委託の承認Lついて
年金局事業企画課

橋本 典久
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0212第3号 H25.2.12 再委託の承認について
会計室契約係

橋本典久 H25.2.12 
画課長

年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0212第4号 H25.2.12 再委託の承認について
会計室契約係

橋本典久 H25. 2. 12 
画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

年管企発0226第1号 H25.2圃26
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H25. 2. 21 厚生労働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係 画課長
福祉年金給付費財源

計課長

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0227第1号 H25.2.27 
定への繰入について(平成24年度 会年金計室局事業企画課 藤岡 雅 彦 H25.2.25 

支出官厚生労働省大臣 年金局事業企
第4四半期3月分の業務取扱費財 官房会計課長 画課長
源)

『年金記録問題に関する特別委員
記年金録局事業企画課 全国社会保験労務士会 年金局事業企

年管企発0228第1号 H25.2.28 会」委員就任に係る協力依頼につ
整備係

鶴岡秀憲 H25.2.27 
連合会会長 画課長

いて

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0228第2号 H25.2.28 
ついて 年金局総務課厚生

千葉聡 H25.2.27 
支出官厚生労働省大 年金島事業企

(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 臣官房会計課長 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繰入れに
支出官

年管企発0228第3号 H25.2.28 
ついて 年金局総務課基礎

輿水慎吾 H25.2.26 厚生労働省大臣官房会
年金局事業企

(年金特別会計 国民年金勘定) 年金財政係 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

計課長



年金高施行簿
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

情報シスァムの調達に関する入札
に係る総合評価落札方式による謂

年金局事業企画課 年金属事業企年管企発0301第1号 H25. 3圃1達の実施について(年金給付シス 橋本 典久 H25.3圃1厚生労働大臣
テム周辺サーバ更改に伴うハード

会計室契約係 画課長

ウェア等の賃貸借及び保守等)

日本年金機構運営費交付金の交付
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0301第3号 H25. 3. 1 について(平成24年度第4四半期3 藤岡 雅 彦 H25. 2. 28 日本年金機構理事長

月分)
会計室 画課長

都道府県の保健統計主

年管企発0304第1号 H25.3.4 
平成25年公的年金加入状況等調 年金局事業企画課

宮崎 一彦 H25. 2. 28 
管部(局)長及び社会 年金局事業企

査について(お願い) 調査室統計調査係 福祉統計主管部(局) 画課長
長

政令指定都市、東京特
別区、中核市及び保健

年管企発0304第2号 H25.3.4 
平成25年公的年金加入状況等調 年金局事業企画課

宮崎 一彦 H25“2.28 
所設置市の保健統計主 年金局事業企

査について(お願い) 調査室統計調査係 管部(局)長及び社会 画課長
福祉統計主管部(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 日本郵便株式会社代表 年金局事業企

年管企発0307第1号 H25.3.7 報告等について(平成24年度 1
会計室管財係

枠山揚介 H25.3.1 
取締役社長 画課長

2月分)

年金特別会計への資金の繰入れに
支出官

ついて 年金局総務課基礎 年金局事業企
年管企発0311第1号 H25.3固 11

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係
輿水慎吾 H25.3.7 厚生労働省大臣官房会

画課長
特別障害給付金給付費財源

計課長

心神喪失等の状態で重大な他害行

年管企発0312第1号 H25.3.12 
為を行った者の医療及び観寮等に

年金局事業企画課 本山和也 H25.3.12 日本年金機構副理事長
年金局事業企

関する法律第22条に基づ〈照会に 画課長
ついて

固有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0314第1号 H25圃3.14 ついて(福岡船員保険健廉福祉セ
会計室管財係

枠山陽介 H25.2.28 厚生労働大臣
画課長

ンター)

闇有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課 年金属事業企

年管企発0314第2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 年金昂長
画課長

ンター)



固有物品の不用決定の承認申請1::
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0314第3号 H25.3.14 ついて(船員保険総合福祉セン 枠山 陽介 H25. 2. 28 厚生労働大臣

ター)
会計室管財係 画課長

国有物品の不用決定の承認申請L
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0314第4号 H25.3.14 ついて(船員保険総合福祉セン 枠山 陽介 H25. 2. 28 年金局長

タ-) 
会計室管財係 画課長

固有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課 年金属事業企年管企発0314第5号 H25.3.14 ついて(北海道船員保険健康福祉 枠山陽介 H25.2.28 厚生労働大臣

ンター)
会計室管財係 闇課長

固有物品の不用決定の承認申請に
年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0314第6号 H25.3.14 ついて(北海道船員保険健康福祉 枠山陽介 H25.2.28 年金局長

センター)
会計室管財係 画課長

年管企発0318第1号 H25開 3.18再委託の承認について |会年金計局事業企画課 橋本典久 H25.3岨 18
年金局事業企

室契約係 画課長

年管企発0318第2号 H25圃3.18再委託の承認について |会年金計室局事業企画課 橋本典久 H25.3.18 年金局事業企
契約係 画課長

年管企発0318第3号 H25.3.18 再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H25. 3.18 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

年管企発0321第1号 H25.3.21 
第 1回「年金記録問題に関する特 年金局事業企画課

青柳哲 H25. 3. 21 
社会保障審議会日本年 年金局事業企

別委員会」の開催について 管理運営係 金機構評価部会長 画課長

「国民年金保険料の口座振替納付

年管企発0321第2号 H25圃3.21
に関する委託』及び f社会保険料 年金局事業企画課

橋本典久 H25.3.19 
全国信用協同組合連合 年金局事業企

の口鹿振替納付に関する委託」に 会計室契約係 会外8社 画課長
係る公募結果について

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0325第1号 H25.3.25 
定への繰入について(平成24年度 年金局事業企画課

藤岡雅 彦 H25圃3圃22
支出官厚生労働省大臣 年金局事業企

第4四半期3月分の業務取扱費財 会計室 官房会計課長 画課長
漉)

年管企発0325第2号 H25.3.25 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25.3.25 
関東信越厚生局年金調 年金局事業企

て 監理 E 社労土係 整課長 画課長

年管企発0325第3号 H25.3.25 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H25.3.25 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て 監理圃社労士係 部長 画課長



年管企発0326第1号 H25. 3. 261 (年金特別会計厚生年金勘定)
.......;m;' .. J 酬t>'1.:t.JiI市円..ニ1:..

千葉聡 H25. 3. 22 支出官厚生労働省大 年金局事業企

福祉年金等年金特別会計へ繰
年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

)未納保険料財源繰入

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0327第1号 H25. 3. 271定への繰入について(平成24年度 I年金局事業企画課
第4四半期出納整理期分の業務取 会計室

H25. 3. 261支出宮厚生労働省大臣 1 年金局事業企
官房会計課長 画課長

費財源)

I~国社会保険労務士会連合会が行 年金局事業企画課 ル巴ノJFf'o= ¥ム見J '''J~十;m;
年金局事業企

年管企発0327第2号 H25.3.27 う詰験事務等について(依頼) -社労士係
立花慎太郎 H25.3.21 調整課長・年金管理課

画課長

年管企発0327第3号 |全国社会保険労務士会連合会が行 年金局・社事労業士企係画課 立花慎太郎
年金局事業企

H25.3.27 う試験事務等について(依頼) 画課長

年管企発0327第4号 H25. 3. 271再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久 H25.3.27 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0327第5号 H25. 3. 271再委託の承認について
|年金局事業企画課 橋本典久 H25.3.27 年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0327第6号 H25. 3. 271再委託の承認について
|年金局・事業企画課 橋本典久 H25.3.27 

年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0327第7号 H25.3.271再委託の承認について
|年金局事業企画課 典久 H25.3.27 

年金局事業企
会計室契約係 画課長

年管企発0328第1号
平成25年度 年金特別会計業務勘|年金局事業企画課

藤田雅貴 H25.3.26 課地方長厚生 (支)局総務 年金局事業企
H25. 3. 281定に係る支払計画額等について 会計室予算係 画課長

年金特別会計業務勘定から健康勘

年管企発0328第2号 H25.3.281定への繰入について(平成24年度 I年金局事業企画課
独立行政法人福祉医療機構納付金会計室

間 3.271保険局総務課長
画課長

等相当財源健康勘定への繰入)

年管企発0329第1号 H25. 3. 291 年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課
藤間雅貴 H25.3.27 佐藤悠子

年金局事業企
(補助者)の任免について 会計室予算係 画課長他1名

代行返上基金等の加入員原簿等の 日本年金機構理事(事 1年金局事業企
年管企発0329第2号 H25. 3. 291記録の確認を要する場合の事務処 年金局事業企画課 上原健司 H25.3.28 業企画部門担当) (事 画課長

理について 業管理部門担当)


