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

年発0401第6号 H26.3.26 全社連厚生年金基金の解散の認可 年金局企業年金国民
小柳津康博 H26.3.20 全社連厚生年金基金 年金局長

について 年金基金課

国民年金法施行令等の一部を改正
年金局年金課企画年発0401第7号 H26.3.27 する政令等の施行について（案 最上亮 H26.3.27 日本年金機構理事長 年金局長

1 ) 法令第二係

国民年金法施行令等の一部を改正
年金局年金課企画年発0401第8号 H26.3.27 する政令等の施行について（案
法令第二係

最上亮 H26.3.27 地方厚生（支）局長 年金局長
2) 

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0401第18号 H26.3. 18 分に係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 H26.3. 13 

メルコ連協厚生年金基
年金局長

ついて（H26.4.1付メルコ連協厚 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 兵庫県建設業厚生年金

年発0401第19号 H26.3. 18 
分に係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 H26.3. 13 年金局長
ついて（H26.4.1付兵庫県建設業 基金

厚生年金基金）
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 福井県機械金属工業厚

年発0401第20号 H26.3. 18 
分に係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 H26. 3. 13 年金局長
ついて（H26.4.1付福井県機械金

係
生年金基金

属工業厚生年金基金）



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0401第21号 H26.3. 18 分に係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 H26.3. 13 

大阪府右油厚生年金基
年金局長

ついて CH26.4.1付大阪府石油厚 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0401第22号 分に係る支給義務の停止の認可に フェニテック厚生年金
H26.3. 18 

ついて.CH26. 4. 1付フエニテック 年金基金課指導調整 村上友博 H26.3. 13 
基金

年金局長

厚生年金基金）
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0401第23号 H26.3. 18 分に係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 H26.3. 13 

山陰トラック事業厚生
年金局長

ついて（H26.4.1付山陰トラック 年金基金
事業厚生年金基金）

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

分に係る支給義務の停止の認可に 四国三県自動車整備厚
年発0401第24号 H26.3. 18 

ついて CH26.4. 1付四国三県自動
年金基金課指導調整 村上友博 H26.3. 13 

生年金基金
年金局長

車整備厚生年金基金）
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0401第25号 H26.3. 18 
分に係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 H26.3. 13 
九州印刷工業厚生年金

年金局長
ついて CH26.4.1付九州印刷工業 基金

厚生年金基金）
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 九州石油業厚生年金基

年発0401第26号 H26.3. 18 分に係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 H26.3. 13 年金局長

ついて CH26.4. 1付九州石油業厚 金

生年金基金）
係



年金局に対する疑義照会要領の改 年金局事業企画課
、

年発0401第27号 H26.4. l 
訂について（通知） 企画係

木村亮 H26.3.27 日本年金機構理事長 年金局長

年発0401第29号 H26. 4. 1 身分誼明書発行等申請 年金局総務課ょ 蟹谷陽太郎 H26.4. l 大臣官房人事課長 年金局長

予算決算及び会計令第116条の規
年金局事業企画課 年金局事業企画課会計

年発0401第32号 H26.3.28 定に基づく出納官吏の交替検査に 津谷宜和 H26. 3.28 年金局長

係る検査員の発令について
会計室 室決算係長

特定調達契約に係る苦情の処理に
年金局事業企画課 年金局事業企画課会計

年発0401第33号 H26.3.28 当たる職員の指定解除及び指定に
会計室

津谷宣和 . H26. 3. 28 
室契約係長

年金局長

ついて

年発0402第1号 H26. 4. 1 号俸の発令替えについて
年金局総務課人事

増島博之 H26.4. l 大臣宮房人事課長 年金局長
係

年発0403第1号 H26.4.3 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.4.3 関東信越厚生局長 年金局長



年発0403第2号 H26.4.3 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.4.3 東北厚生局長 年金局長

年発0403第4号 H26.4.3 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.4.3 東海北陸厚生局長 年金局長

年発0403第5号 H26.4.3 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太部 H26.4.3 四国厚生支局長 年金局長

年発0403第6号 H26.4.3 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.4.3 九州厚生局長 年金局長

年金局総務課訟務
法務省大臣官房訟務総

年発0403第8号 H26.4.3 争訟事件の調査について（回報） 佐藤大輔 H26.4. 1 括審議官 年金局長
係 東京法務局長

分限免職処分取消者にかか頼る過－・主・年金局総務課訟務 官署支出官大臣官房
年金局長年発0403第10号 26. 4. 3~~1fl0)申請に 係

佐藤 大輔 H26. 4. 1 
会計課長



分限免職処分取消者にかかる賠償
年金局総務課訟務 官署支出官大臣官房

年発0403第11号 H26.4.3 慣還及払戻金の申請について（依 佐藤大輔 H26. 4. 1 年金局長

頼・盟聾）
係 会計課長

年発0403第12号 H26.4.4 貸与替報告書 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.4.3 大臣官麗人事課長 年金局長

年発0404第1号 H26.4.4 数次往復公用旅券の発給依頼につ 年金局国際年金課
堀幸司 H26.4.3 大臣官房国際課長 年金局長

いて 庶務係

日本労嗣組合総連合会

年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用
会長古賀伸明

年発0408第1号 H26.4. 7 北川 拓 馬 H26.4. 7 社団法人日本経済団体 年金局長
運用委員会の委員の推薦について 管理係 連合会会長米倉弘

匡E通ヨ

国有財産（建物）の仮（］）固定資産

年発0409第1号 H26.4. 3 税評価額の設定依頼について 年金局事業企画課
杵山陽介 H26.4.2 久留米市長 年金局長

（福岡船員保験健康福祉セン 会計室管財保
ター）

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 厚生活働大臣 年金局長年発0409第2号 H26.4.3 報告等について（平成25年度 1 枠山陽介 H26.4. 2 

月分）
会計室管財保



年発0410第1号 H26.4. 9 職員の人事異動について（内申）
年金局総務課人事

増島博之 H26.4.9 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0410第2号 H26.4.9 職員の休職について（内申）
年金局総務課人事

増島博之 H26.4. 9 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0410第3号 H26.4.9 海外渡航に伴う事務取扱について 年金局総務課人事 増島博 之 H26.4.9 大臣官房人事課長 年金局長
（内申） 係

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0411第1号 H26.4.8 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

村上友博 H26.4. 1 
徳島県建設業厚生年金

年金局長
ついて（H26.4.11付徳島県建設 年金基金課 基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0411第2号 H26.4.8 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民 村上友博 H26. 4. 1 

四国電気工事業厚生年 年金局長
ついて（H26.4. 11付四国電気工 年金基金課 金基金

事業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部
年金局企業年金国民 全国クラフト紙袋厚生

年発0411第3号 H26.4.9 
分に係る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 梅木 健一 H26. 4. 1 年金局長
ついて（H26.4. 11付全国クラフ 年金基金

ト紙袋厚生年金基金）
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0411第4号 H26.4. 9 分に係る支給義務の停止の認可に
年金基金課指導調整 梅木健 一 H26.4. 1 

日本旅行業厚生年金基
年金局長

ついて（H26.4. 11付日本旅行業 金
厚生年金基金）

係

大野弘道、佐藤節也、

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

清水順子、昧の素
年発0411第5号 H26.4. 11 運用委員会の委員の就任依頼につ 西候 一徳 H26.4. 10 （株）代表取締役取締 年金局長

いて
管理係 役社長、東洋大学学

長、学習院大学長

年発0411第6号 H26. 4. 11 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局国際年金課

長尾文美 H26.4. 10 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 調整係

平成25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7号 H26.4. 11 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.4.4 担当官年金局
負担金交付額の確定について

基金係
計課長 長

〆

年発0414第1号 H26.4. 11 職員の人事異動について（肉申）
年金局総務課人事

増島博之 H26.4. 11 大臣官房人事課長 年金局長
係



年発0414第2号

年発0414第3号

年発0415第1号

年発0415第2号

年発0416第1号

H26. 4. 141身分証明書発行等申請

H26.4. 141契約に係る指名停止について

年金局総務課

年金局事業企画課
会計室契約係

蟹谷陽太郎

麗瀬純

分限免職処分者にかかる厚生労働 l

H26.4. 1略本省共通経の支出の申請1－っ｜年金局総務課訟務｜佐藤大輔
晶画ι 』 ｜係

いて（依頼・・・E I 

H26.4. 151分限免職処分取消者にかかる過年｜年金局総務課訟務｜佐藤大輔
度支出の申請について ｜係

年金積立金管理運用独立行政法人 1
H26.4. 151運用委員会の委員の発令「ついて｜年金局総務課運用｜西候一徳

』 l管理係
（内申） I 

H26. 4. 141大臣官房人事課長 年金局長

年金局長

H26. 4. 151官署支出官 大臣官房｜年金局長
会計課長

H26. 4. 151官署支出官大臣官房｜年金局長
会計課長

H26.4. 151大臣官房人事課長 年金局長



年発0416第2号 H26.4. 16 在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金諜
長尾 文美 H26.4. 10 外務省北米局長 年金局長

ついて（アメリカ合衆国） 調整係

年発0417第1号 H26.4. 17 普通財産の売払申請について（旧 年金局事業企画課
杵山 陽介 H26.4. 17 厚生労働大臣 年金局長

品川社会保険事務所） 会計室管財係

年発0418第1号 H26.4. 18 平成26年秋の叡勲候補者の推薦 年金局総務課職員
田辺謙 一 H26.4. 15 大臣官房人事課長 年金局長

について 係

普通財産の売払申請における財務
年金局事業企画課 財務省関東財務局東京

年発0421第1号 H26.4.21 大臣協議について（旧品川社会保
会計室管財係

枠山陽介 H26.4.21 
財務事務所

年金局長

険事務所）

社会保障審議会委員の

社会保障審議会臨時委員任命に係
年金局企業年金国民

任命予定者 j度遅絹子

年発0421第2号 H26司 4.21 る承諾依頼について（第三者委員 鈴木利和 H26.4. 17 他5名及び同委員 年金局長

会）
年金基金課庶務係 任命予定者の所属長

東海大学学長他 1名



国税庁から法人の源泉徴収義務者

年発0422第1号 H26.4.22 情報の提供を受けることに要する 年金局事業企画課
藤岡雅彦 H26.4. 18 

厚生労働省大臣官房会
年金局長

経費に係る会計機関の委任につい 会計室 計課長
て（依頼）

年発0422第3号 H26.4国 22職員の履歴異動届及び旧姓使用申 年金局総務課人事
増島博之 H26.4.22 大臣官房人事課長 年金局長

出書の提出について 係

大野弘道、佐藤節也、
清水順子、菅家功、味
の素（株）代表取締役取

年発0424第1号 H26.4. 23 年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用
西練一徳 H26.4.23 

締役社長伊藤雅俊、東
年金局長

運用委員会の委員の発令について 管理係 洋大学学長竹村牧男、
学習院大学長、日本労
働組合総連合会会長古
賀伸明

固有財産（土地）の仮の固定資産

年発0424第2号 H26.4.24 税評価額の設定依頼について 年金局事業企画課 杵山陽介 H26.4.23 久留米市長 年金局長
（福岡船員保険健廉福祉セン 会計室管財係

ター）



年発0424第3号 H26. 4. 24 職員の人事異動について（内申）
年金局総務課人事

増島 博之 H26.4. 24 大臣官麗人事課長 年金局長
係

年発0425第1号 H26.4.22 全国社会保険労務士厚生年金基金 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26.4. 17 

全国社会保験労務士厚
年金局長

の解散の認可について 年金基金課 生年金基金



年金局施行簿
文書番号 決裁自 件名 起案担当課留保 起案者 起案日 施行先 施行者

年発0501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H26.5. 1 報告等について（平成25年産2 枠山 陽 介 H26.5. 1 厚生労働大臣 年金崩長
月分）

会計室管財保

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0501第2号 H26. 5. 1 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26.4. 22 

広島アルミ厚生年金基 年金属長
ついて CH26.5. 1付底島アルミ厚 年金基金課 金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0501第3号 H26.5. 1 分に｛系る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦 一 洋 H26. 4. 21 

全九州電気工事業厚生 年金届長
ついて CH26.5. 1付全九州電気工 年金基金課 年金基金

事業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0501第4号 H26. 5. 1 
分に保る支給義務の停止の認可に 年金閣企業年金圏民

三浦一洋 H26. 4. 21 
福岡県機械金属工業厚

年金属長
ついて CH26.5. 1付福岡県機械金 年金基金課 生年金基金

属工業厚生年金基金） ' 

車生年金基金の将来期間の代行部

年発0501第5号 H26. 5. 1 分に｛系る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26. 4. 21 

熊本県建設業厚生年金 年金局長
ついて CH26.5. 1付熊本県建設業 年金基金課 基金

厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0501第6号 日26.4.24
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三 浦一洋 H26.4.21 
埼玉県管工事業厚生年 年金蝿長

ついて CH26.5. 1付埼玉県管工事 年金基金課 金基金

業厚生年金基金）



年発0502第1号 H26.5. 7 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.5.2 大臣官房人事課長 年金局長

年発0508第1号
社会保障審議会臨時委員の発令に

年金局企業年金国民H26.5.8 ついて（肉申） （厚生年金基金の 鈴木利和 H26.5. 7 大臣官房人事課長 年金局長

特例解散等に関する専門委員会）
年金基金課庶務係

平成26年度国民年金基金等給付費
年金局企業年金国民 官署支出宮大臣官房会

支出負担行為

年発0508第2号 H26.5.8 
負担金の交付決定について

年金基金課国民年金 中村明宏 H26.4.24 
計課長

担当官年金属

基金係 長

年発0508第3号 H26.5.8 
独立行政法人等における女性の畳 年金局総務課運用

費藤大 H26.5. 7 
年金積立金管理運用独

年金局長
用推進について 管理係 立行政法人理事長

年発0508第4号 H26.5.8 フランスの年金制度の調査に係る 年金局国際年金課 伊波明香 H26. 5. 1 
東北大学総長里見 年金局長

依頼について（伺い） 企画係 進

企業年金連合会規約の一部変更に
年金局企業年金国民

年発0509第1号 H26.5.9 年金基金課企業年金 勝雅人 H26.4.30 企業年金連合会理事長 年金局長
ついて

｛系

企業年金連合会規約の一部変更に
年金局企業年金国民

年発0509第2号 H26.5.9 年金基金課企業年金 勝雅人 H26.4.30 企業年金連合会理事長 年金局長
ついて

係



厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0512第1号 H26.5. 9 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦 一 洋 H26.5.2 

岐阜県木材厚生年金基
年金局長

ついて（H26.5岐車県木材厚生年 年金基金課 金
金基金）

年発0514第1号 H26.5. 14 職員の政府間交渉参加に係る外務 年金局総務課人事
増島 博之 H26.5. 13 

外務省中東アフリカ局
年金局長

事務官併任発令の依頼について 係 長

懲戒処分取消請求控訴事件に係る
年発0519第1号 H26.5.8 指定代理人の指定について（依 年金局総務課 佐藤 大輔 H26.5.8 大阪法務局長 年金局長

頼）

人事院指令に基づく給与の弁済に 官署支出官大臣宮房
年発0520第1号 H26.5.20 伴う賠償償還．．及払．戻．金の支出につ 年金属総務課 佐藤大輔 H26.5. 19 

会計課長
年金局長

いて（依頼 ） 

三重県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第3号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.20 三重県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

北海道国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第4号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26. 5. 20 北海道国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

青森県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

青森県国民年金基金 年金局長年発0520第5号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中 村明宏 H26.5.20 
更の認可について

基金係



岩手県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第6号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5. 20 岩手県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

宮城県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第7号 H26.5. 20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.20 宮城県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

秋田県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第8号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.20 秋田県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

山形県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第9号 H26.5.20 年金基金諜国民年金 中村 明宏 H26.5.20 山形県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

福島県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第10号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.20 福島県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

富山県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

富山県国民年金基金 年金局長年発0520第11号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村 明 宏 H26.5.20 
更の認可について

基金係



石川県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第12号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明 宏 H26.5.20 石川県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

岐車県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第13号 H26.5.20 
更の認可について

年金基金課国民年金 中村 明宏 H26.5.20 岐車県国民年金基金 年金局長

基金係

静岡県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第14号 H26.5.20 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.20 静岡県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

愛知県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0520第15号 H26.5.20 
更の認可について

年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5. 20 愛知県国民年金基金 年金局長

基金係

年発0522第1号 H26. 5.22 
未利用固有地に係る概算売却価格 年金局事業企画課 枠山陽介 H26.5.21 品川区役所 年金局長
の変更について 会計室管財係

年発0522第2号 H26.5.22 職員の兼業について（内申）
年金局総務課職員

田 辺謙一 H26.5.22 大臣官房人事課長 年金局長
係

福井県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

福井県国民年金基金 年金局長年発0522第3号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 
更の認可について

基金係



、
年金局企業年金国民

年発0522第4号 H26.5.22 滋賀県国民年金基金規約の一部変
年金基金課国民年金 中村 明宏 H26.5.22 滋賀県国民年金基金 年金局長

更の認可について
基金係

京都府国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第5号 H26.5. 22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 京都府国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金保

大阪府国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第6号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26開 5.22大阪府国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

兵庫県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第7号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 兵庫県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

奈良県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第8号 H26.5. 22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 奈良県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係



和歌山県国民年金基金規約の一部
年金局企業年金国民

年発0522第9号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 和歌山県国民年金基金 年金局長
変更の認可について

基金保

鳥取県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第10号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 鳥取県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

島根県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第11号 H26.5. 22 年金基金課国民年金 中村 明宏 H26.5.22 島根県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

岡山県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第12号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 岡山県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

広島県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

広島県国民年金基金 年金局長年発0522第13号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 
更の認可について

基金係

山口県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

山口県国民年金基金 年金局長年発0522第14号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 
更の認可について

基金係



徳島県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第15号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 徳島県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

香川県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第16号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 香川県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

愛媛県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第17号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 愛媛県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

高知県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第18号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 高知県自民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

福岡県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第19号 H26.5. 22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 福岡県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

佐賀県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

佐賀県国民年金基金 年金局長年発0522第20号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 
更の認可について

基金係



長崎県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第21号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村 明宏 H26.5.22 長崎県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

熊本県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第22号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村 明宏 H26.5.22 熊本県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

大分県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

年発0522第23号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明 宏 H26.5.22 大分県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

宮崎県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

宮崎県国民年金基金年発0522第24号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村 明 宏 H26.5.22 年金局長
更の認可について

基金係

鹿児島県国民年金基金規約の一部
年金局企業年金国民

年金局長年発0522第25号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中村明宏 H26.5.22 鹿児島県国民年金基金
変更の認可について

基金係

沖縄県国民年金基金規約の一部変
年金局企業年金国民

沖縄県国民年金基金 年金局長年発0522第26号 H26.5.22 年金基金課国民年金 中 村明宏 H26.5. 22 
更の認可について

基金係



年発0528第1号 H26. 5. 191栃木県トラック厚生年金基金の解｜年金局企業年金国民｜三浦 一洋
散の認可について i年金基金課

年発0528第2号 H26.5.28I年金特別会計公共調達委員会委員｜年金局事業企画課 ｜黒川 正憲
の委嘱について（依頼） ｜会計室調達審査係

年発0529第1号 H26. 5. 291資金前渡官吏及び分任契約担当官｜年金局国際年金課 ｜長尾 文美
の任命について（フランス） ｜調整係

年発0529第2号 H26.5.29I資金前渡官吏及び分任契約担当官｜年金局国際年金課 ｜長尾 文美
の任命について（フランス） ｜調整係

年発0530第1号
神奈川県鉄鋼産業厚生年金基金の l .I).. 

H26.5.30I解散の認可等「ついて ｜年金局正業年金国民 i亀田 岡I]
』 l年金基金課

【特例解散（納付額特例）】 ’ 

H26. 5. 151栃木県トラック厚生年 ｜年金局長
金基金

H26.5.28 年金局長

H26.5.26I大臣官房会計課長 年金局長

H26.5.261大臣官房会計課長 年金局長

H26. 5. 291神奈川県鉄鋼産業厚生 l年金局長
年金基金



播州金物厚生年金基金の解散の認

年発0530第2号 H26.5.30 可等について 年金局企業年金国民
亀田剛 H26.5. 29 播州金物厚生年金基金 年金局長［特例解散（納付額特例、納付猶 年金基金課

予特例）］

西日本自転車厚生年金基金の解散

年発0530第3号 H26.5.30 の認可等について 年金局企業年金国民
亀田剛 H26.5.29 西日本自転車摩生年金

年金局長［特例解散（納付額特例、納付猶 年金基金諜 基金
予特例）］

関東鍍金工業厚生年金基金の解散

年発0530第4号 H26.5.30 の認可等について 年金局企業年金国民
亀田 開I] H26.5.29 関東鍍金工業厚生年金

年金局長［特例解散（納付額特例、納付猶 年金基金課 基金
予特例）］

高知県建設業厚生年金基金の解散 年金局企業年金国畏
高知県建設業厚生年金年発0530第5号 H26.5.30 の認可等について 年金基金課確定拠出 古市康博 H26. 5.29 
基金

年金昂長
［特例解散（納付額特例）］ 年金管理係

存続厚生年金基金及び確定給付企

年発0530第6号 H26.5.30 業年金の業務委託法人の指定取消 年金局企業年金国民
勝 雅人 H26. 5. 16 株式会社CACHoldings 年金局長について（株式会社シーエー 年金基金課

シー）



年金局施行簿
文書番号 決裁日 ｛牛名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0601第1号 H26.5. 19 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.5. 12 

中国管工事業厚生年金
年金局長

ついて CH26.6中国管工事業厚生 年金基金課 基金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0601第2号 H26.5. 13 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26.5.8 

全国環境計量証明業厚
年金局長

ついて CH26.6全国環境計量証明 年金基金課 生年金基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0601第3号 H26.5. 19 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.5. 13 

神奈川県情報サービス 年金局長
ついて CH26.6神奈川県情報サー 年金基金課 産業厚生年金基金
ピス産業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0601第4号 H26.5. 19 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦 一洋 H26.5. 15 
国際観光日本レストラ

年金局長
ついて CH26.6国際観光日本レス 年金基金課 ン厚生年金基金

トラン厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0601第5号 H26.5. 19 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.5. 12 
愛媛県トラック厚生年

年金局長
ついて CH26.6愛媛県トラック厚 年金基金課 金基金

生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部
九州エルビーガス事業

年発0601第6号 H26.5. 13 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.5.8 年金局長
ついて CH26.6九州エルビーガス 年金基金課 厚生年金基金

事業厚生年金基金）



厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0601第7号 H26. 5.29 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.5. 16 九州自動車整備厚生年

年金局長
ついて（H26.6九州自動車整備厚 年金基金課 金基金
生年金基金）

職員の昇格及び平成26年4月1
年金局総務課人事年発0609第1号 H26.6.6 日における号俸の調整について 増島博之 H26.6.5 大臣官房人事課長 年金局長

（内申）
係

年発0610第1号 H26.6.9 職員の休職について（内申）
年金局総務課人事

増島博之 H26.6.9 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0610第2号 H26.6. 10 在外公館における便宜供与依頼に
年金局国際年金課 中野梨江 H26. 6.6 外務省欧州局長 年金局長

ついて（フランス）

年発0610第3号 H26.6. 10 茨城県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 茨城県国民年金基金 年金局長

の認可について 年金基金課

年発0610第4号 H26.6. 10 栃木県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民 中村明宏 H26.6.4 栃木県国民年金基金 年金局長
の認可について 年金基金課

／ 



年発0610第5号 H26.6. 10 群馬県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国畏
中村明宏 H26.6.4 群馬県国民年金基金 年金局長の認可について 年金基金課

年発0610第6号 H26. 6. 10 埼玉県国畏年金基金規約一部変更
の認可について

年金局企業年金由民
年金基金課 中村明宏 H26.6.4 埼玉県国民年金基金 年金局長

年発0610第7号 H26. 6. 10 千葉県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26. 6.4 千葉県国民年金基金 年金局長の認可について 年金基金課

年発0610第8号 H26.6. 10 東京都国民年金基金規約一部変聾 年金島企業年金国民
中村 明宏 H26. 6. 4 東京都国民年金基金 年金局長の認可について 年金基金課

年発0610第S号 H26. 6. 10 神奈川県国民年金基金規約一部変 年金局企業年金国民
中村 明 宏 H26.6.4 神奈川県国民年金基金 年金島長更の認可について 年金基金課

年発0610第10号 H26.6. 10 新潟県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村 明 宏 H26.6.4 新潟県国民年金基金 年金局長の認可について 年金基金課



年発0610第11号 H26.6. 10 山梨県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村明宏 H26.6.4 山梨県国民年金基金 年金局長

の認可について 年金基金課

年発0610第12号 H26. 6. 10 長野県由民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村明宏 H26.6.4 長野県国民年金基金 年金局長

の認可について 年金基金課

年発0610第13号 H26.6. 10 歯科医師国民年金基金規約一部変 年金局企業年金国民
中村明 宏 H26.6.4 歯科医師国民年金基金 年金局長

更の認可について 年金基金課

年発0610第14号 H26. 6. 10 全国農業みどり国民年金基金規約 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 

全国農業みどり国民年
年金局長

一部変更の認可について 年金基金課 金基金

年発0610第15号 H26.6. 10 
貨物軽自動車運送国民年金基金規 年金局企業年金国民

中村明宏 H26.6.4 
貨物軽自動車運送国民

年金局長
約一部変更の認可について 年金基金課 年金基金

年発0610第16号 H26.6. 10 
全国社会保険労務士国民年金基金 年金局企業年金国民 中村明宏 H26.6.4 

全国社会保険労務士国
年金局長

規約一部変更の認可について 年金基金課 民年金基金



年発0610第17号 H26. 6. 10 日本医師・従業員国民年金基金規 年金局企業年金国民
中村明宏 H26.6.4 

日本医師・従業員国民
年金局長

約一部変更の認可について 年金基金課 年金基金

年発0610第18号 H26.6. 10 漁業者国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
中村明 宏 H26.6.4 漁業者国民年金基金 年金局長

の認可について 年金基金課

年発0610第19号 H26.6. 10 日本薬剤師国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村明宏 H26.6.4 

日本薬剤師国民年金基
年金局長

変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第20号 H26.6. 10 日本税理士国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 

日本税理士国民年金基
年金局長

変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第21号 H26.6. 10 土地家屋調査士国民年金基金規約 年金局企業年金国民
中村明宏 H26. 6.4 

土地家屋調査士国民年 年金局長
一部変更の認可について 年金基金諜 金基金

年発0610第22号 H26.6. 10 司法書士国民年金基金規約一部変 年金局企業年金国民 中村明宏 H26.6.4 司法書士国民年金基金 年金局長
更の認可について 年金基金課



年発0610第23号 H26. 6. 10 全国建築技能者国民年金基金規約 年金局企業年金国民
中村明宏 H26.6.4 全国建築技能者国民年

年金局長一部変更の認可について 年金基金課 金基金

年発0610第24号 H26. 6. 10 日本弁護士国民年金基金規約一部 年金扇企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 日本弁護士国民年金基

年金局長変買の認可について 年金基金課 金

年発0610第25号 H26. 6. 10 全日本電気工事業国民年金基金規 年金局企業年金国民
中村 明去 H26.6.4 全日本電気工事業圏民

年金局長約一部変更の認可について 年金基金課 年金基金

年発0610第26号 H26.6. 10 日本柔道整復師国民年金基金規約 年金属企業年金国民
中村明宏 H26. 6.4 

日本柔道整寵師国民年
年金局長一部変更の認可について 年金基金課 金基金

年発0610第27号 H26. 6. 10 全国個人タクシ一国民年金基金規 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 全国個人タクシ一国民

年金関長約一部変更の認可について 年金基金課 年金基金

年発0610第28号 H26. 6. 10 全国左官業国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村 明 宏 H26.6.4 

全国左官業国民年金基
年金閣長変更の認可について 年金基金課 金



年発0610第29号 H26.6. 10 全国板金業国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村明宏 H26. 6.4 全国板金業国民年金基

年金属長変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第30号 H26.6. 10 歯科技工士国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26. 6.4 歯科技工士国民年金基

年金局長変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第31号 H26.6. 10 自動車整備国民年金基金規約一部 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26. 6.4 自動車整備国民年金基

年金局長変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第32号 H26.6. 10 日本建築業圏民年金基金規約一部 年金局企業年金圏民
中村明 宏 H26.6.4 日本建築業国民年金基

年金局長変更の認可について 年金基金課 金

年発0610第33号 H26.6. 10 全国損害保験代理業国民年金基金 年金局企業年金国民
中村 明宏 H26.6.4 全国損害保隙代理業圏

年金局長規約一部変更の認可について 年金基金課 民年金基金

年発0610第34号 H26.6. 10 全国クリーこンゲ業国民年金基金 年金局企業年金国民
規約一部変更の認可について 年金基金課

中村 明 宏 H26.6.4 全国クリーニング業園
年金局長

民年金基金



年発0610第35号 H26. 6. 10 日本製麺飲食業国民年金基金規約 年金局企業年金国民
中村明宏 H26. 6.4 日本製麺飲食業国民年

年金局長一部変更の認可について 年金基金課 金基金

年発0610第36号 H26. 6. 10 錨灸マッサージ師等国民年金基金 年金局企業年金国民
中村明宏 H26. 6.4 錨灸マッサージ師等国

年金局長規約一部変更の認可について 年金基金課 民年金基金

政府管掌年金事業等の運営の改善

年発0611第1号 H26. 6. 11 のための国民年金法等の一部を改 年金局事業企画課
木村亮 H26. 6. 9 地方厚生（支）昂長 年金局長正する法律の公布について（地方 企画係

厚生（支）局長あて）

政府管掌年金事業等の運営の改善

年発0611第2号 H26. 6. 11 のための国民年金法等の一部を改 年金局事業企画課
木村亮 H26. 6. 9 日本年金機構理事長 年金局長正する法律の公布について（日本 企画係

年金機構あて）

政府管掌年金事業等の運営の改善

年発0611第3号 H26.6. 11 のための国民年金法等の一部を改 年金局事業企画課
木村嘉 H26.6.9 企業年金連合会理事長 年金昂長正する法律の公布について（企年 企画係

連あて）

政府管掌年金事業等の運営の改善

国民年金基金連合会理年発0611第4号 H26圃 6.11 のための国民年金法等の一部を改 年金局事業企画課
木村亮 H26.6.9 年金局長正する法律の公布について（園基 企画係 事長

連あて）



厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0616第1号 H26. 6. 5 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 6. 3 愛媛県建設業厚生年金

年金局長ついて（H26司 6愛媛県建設業厚生 年金基金謀 基金
年金基金）

年発0623第1号 H26.6. 16 東日本セメント商工厚生年金基金 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 6. 12 東日本セメント商工厚

年金局長の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

年発0623第2号 H26.6.23 職員の休職について 年金局総務課人事
｛系 増島 博之 H26.6.20 大臣官房人事課長 年金馬長

年発0623第3号 H26.6. 23 職員の昇格について（行法経分園 年金局総務課人事
増島 博之 H26.6.23 大臣官房人事課長 年金局長7/1付） ｛系

i年発0625第1号 H26.6. 25 職員の人事異動について（内申園 年金局総務課人事
増島 博之 H26.6.23 大臣官房人事課長 年金局長保股年金G分） ｛系

年発0625第2号 H26.6.25 職員の人事異動について（内申固 年金局総務課人事
増島博之 H26. 6.23 大臣官麗人事課長 年金局長数理G分） ｛系



全九州電気工事業厚生年金基金の
年金局企業年金国民 全九州電気工事業厚生年発0627第1号 H26.6.25 解散の認可等について 亀田剛 H26. 6. 23 年金局長

［特例解散（納付猶予特例）］ 年金基金課 年金基金

平成26年度年金生活者支援給付

年発0627第3号 H26.6.6 金支給準備事業の実施について
年金局事業管理課 鈴木良 希 H26.5. 16 公益社団法人国民健蔵

年金属長（国民健麗保険中央会実施分） 保険中央会会長
（実施要綱）

平成26年度年金生活者支援給付
市町村長（1741市町村年発0627第4号 H26.6.27 金支給準備事業の実施について 年金局事業管理課 鈴木良希 H26.5. 16 年金局長

（市町村実施分） （実施要綱） 長）

平成26年度年金生活者支援給付
年発0627第5号 H26.6.6 金支給準備事業の実施について（ 年金局事業管理課 鈴木良希 H26. 5. 16 市区町村長 年金属長

市町村実施分） （実施要綱）

年金積立金嘗理運用独立行政法人
年金局総務課運用 水野弘道、コラーキャ年発0630第1号 H26.6.27 運用委員会の委員の就怪依頼につ
管理保

西篠 -t恵 H26.6.26 
ピタJレ

年金閣長
いて



年金局施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課町係 起案者 起案日 施行先 施行者

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0701第1号 H26.6. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26. 6. 16 
京滋木材産業厚生年金基

年金局長
ついて（H26.7京滋木材産業厚生 年金基金課 金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0701第2号 H26.6. 12 
分に保る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.6.6 
千葉県トラック厚生年金

年金局長
ついて（H26.7千葉県トラック厚 年金基金課 基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0701第3号 H26. 6. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26. 6. 16 田山県運輸厚生年金基金 年金昂長
ついて（H26.7岡山県運輸厚生年 年金基金課
金基金）

厚生年金基金の将来期停間の代行部

年発0701第4号 H26.6. 18 
分に係る支給義務の 止の認可に 年金局企業年金闇民

三浦一洋 H26.6. 13 
宮崎県トラック事業厚生

年金昂畏
ついて（H26.7宮崎県トラック事 年金基金課 年金基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0701第5号 H26. 6. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.6圃 13
山陰自動車業厚生年金基

年金眉長
ついて（H26.7山陰自動車業厚生 年金基金課 金
年金基金）



厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0701第6号 H26. 6. 17 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.6. 12 

民島県東部機械金属厚生
年金局長

ついて CH26.7広島県東部機械金 年金基金課 年金基金
属厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0701第7号 H26.6. 17 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金菌畏

三浦一 洋 H26.6. 12 
静同県印刷工業厚生年金

年金局長
ついて CH26.7静岡県印刷工業厚 年金基金課 基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0701第8号 H26.6. 17 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

＝浦一洋 H26.6. 12 
熊本県工業団地厚生年金

年金局長
ついて CH26.7熊本県工業団地厚 年金基金課 基金
生年金基金）

年発0701第10号 H26. 7. 1 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26. 7. 1 大臣官麗人事課長 年金局長

存続厚生年金基金及び確定給付企 年金局企業年金園民
年発0703第1号 H26. 7.3 業年金の業務委託法人の指定につ 年金基金課指導調整 村上友博 H26. 6. 20 株式会社シーエーシー 年金局長

いて（株式会社シーエーシー） ｛系



決算検査報告に掲記した事項に対

年発0704第1号 H26. 7.4 
する処置状況について（回答） 年金局事業管理課

俵英高 H26. 7.4 
会計検査院事務総局第2

年金局長
（第三者行為事故に係る年金の支 年金給付管理係 昂長山本泉

給停止限度期間の設定について）

決算検査報告に掲記した事項に対

年発0704第2号 H26. 7.4 
する処置状況にって（回答） （不 年金局事業管理諜

俵英高 H26. 7.4 
会計検査院事務総局第2

年金局長
正受給疑い事案における徴収金等 年金給付管理係 局長山本泉
債権に係る事務について）

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0708第1号 H26. 7.8 運用委員会の委員の発令について ~t.JI I 拓馬 H26. 7. 8 人事課長 年金局長
（肉申）

管理係

年発0709第2号 H26. 7. 9 
職員の人事異動について（肉申阻 年金局総務課人事

増島博之 H26. 7.4 大臣官麗人事課長 年金局長
数理G分（補佐級以下）） 係

年発0709第3号 H26. 7.9 
職員の人事異動について（肉申司 年金局総務課人事

増島博之 H26. 7.4 大臣官麗人事課長 年金局長
保年G分） 係

ペ



年発0709第4号 H26. 7. 9 職員の人事異動について（内申匂 年金局総務課人事
増島博之 H26. 7. 1 大臣官麗人事課長 年金局長医系G分） 係

包

年発0710第1号 H26. 7. 10 平成 25年度年金特刑会計所管国 年金局事業企画課
杵山陽介 H26. 7.9 大臣官爵会計課長 年金昂長有物品の決算について 会計室管財係

年発0711第1号 H26. 7. 11 身分証発行等申請について 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26. 7. 11 大臣官房人事課長 年金高長

年発0722第1号 H26. 7. 18 海外派遣について 年金居間際年金課
佐 藤 文 H26. 7. 16 高崎経済大学学長右打1

年金局長企画係 弘道

年発0722第2号 H26. 7.8 平成25年度年金特別会計所管国 年金局事業企画課
枠山陽介 H26. 7.4 会計検査院 年金局長有期産の決算について 会計室管財係



就労条件総合調査に係る調査票情
年金局企業年金国民

年発0725第2号 H26圃 7.25
報提供の申出について

年金基金課基金数理 千原貴 史 H26. 7. 17 統計情報部長 年金局長
室数理企画係

年発0728第1号 H26. 7.28 
資金前渡官史及び分任契約担当官

年金局国際年金課 中野梨江 H26. 7.28 大臣官爵会計課長 年金局長
の任命について（ドイツ）

北海道トラック厚生年金基金の解
年金局企業年金国民 北海道トラック厚生年金

年発0730第1号 H26. 7.30 散の認可等について［特例解散 小柳津康博 H26. 7.30 年金局長
（納付計画）］

年金基金課 基金

全国光学工業厚生年金基金の解散
年金局企業年金国民 全国光学工業厚生年金基

年発0730第2号 H26. 7.25 の認可等について
年金基金課

亀田剛 H26. 7.23 
金

年金局長
［特例解散（納付猶予特例）］

兵庫ゴム工業厚生年金基金の解散

年発0730第3号 H26. 7. 25 
の認可等について 年金局企業年金国民

吉市康博 H26圃 7.23 
兵庫ゴム工業厚生年金基

年金昂長
［特例解散（納付額特例、納付猶 年金基金課 金

予特例）］



岡山県被服厚生年金基金の解散の 年金局企業年金国民
年発0730第4号 H26. 7.25 認可等について 年金基金課確定拠 古市康博 H26. 7.23 岡山県被服厚生年金基金 年金高長

［特例解散（納付額特例）］ 出年金管理係

東京都電気工事厚生年金基金の解 年金属企業年金国民
東京都電気工事厚生年金年発0730第5号 H26. 7.29 散の認可等について 年金基金課確定拠 小柳津藤博 H26. 7.29 
基金

年金局長
｛特例解散（納付猶予特例）］ 出年金管理係

年発0730第8号 日26.7.30 身分証発行等申請について 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26. 7.30 大臣宮麗人事課長 年金局長

年発0731第3号 H26. 7.30 資金前渡官吏及び分任契約担当者
年金局総務課 佐藤大輔 H26. 7.25 大臣官爵会計課長 年金局長の任命について（スイス）

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用 水野弘道、コラーキャピ年発0731第5号 H26. 7.31 運用委員会委員の発令辞令の送付 西｛康一穂 H26. 7. 31 年金局長

について 管理係 タJレ



年金局施行簿

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

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第1号 H26. 7. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 7. 17 

全中国電気工事厚生年
年金局長

ついて（H26.8全中国電気工事厚 年金基金課 金基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第2号 H26. 7. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 7. 17 

兵庫トヨタ自動車厚生
年金局長

ついて（H26.8兵庫トヨタ自動車 年金基金課 年金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0801第3号 H26. 7. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
＝浦ー洋 H26. 7. 17 

東北六県トラック厚生
年金局長

ついて（H26.8東北六県トラック 年金基金課 年金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第4号 H26. 7. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26. 7. 17 
富山県機電工業厚生年

年金局長
ついて（H26.8富山県機電工業厚 年金基金課 金基金

生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第5号 H26. 7. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26. 7. 17 
日本給食サービス厚生

年金局長
ついて（H26.8日本給食サービス 年金基金課 年金基金

厚生年金基金）



厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0801第6号 H26. 7. 18 分に保る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 7. 17 池田興業厚生年金基金 年金局長

ついて CH26.8池田興業厚生年金 年金基金課
基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第7号 H26. 7. 18 分に｛系る支給義務の停止の認可に 年金居企業年金国民
三浦 一洋 H26. 7. 17 

大阪機械工具商厚生年
年金局長

ついて（H26.8大阪機械工異商厚 年金基金諜 金基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第8号 H26. 7. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦 一洋 H26. 7. 17 

静岡県病院厚生年金基
年金昂長

ついて（H26.8静岡県病院厚生年 年金基金課 金
金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0801第9号 H26圃 7.18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26. 7. 17 

西日本倉庫業厚生年金
年金局長

ついて（H26.8西日本倉庫業厚生 年金基金課 基金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0801第10号 H26. 7. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金昂企業年金国民
三浦 一洋 H26. 7. 17 

山口県機械金属工業厚
年金島長

ついて (H26.8山口県機械金属工 年金基金課 生年金基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0801第11号 H26. 7. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

＝浦 一洋 H26. 7. 17 
熊本県トラック運送厚

年金問長
ついて（H26.8態本県トラック運 年金基金課 生年金基金

送厚生年金基金）



日本交通連合厚生年金基金の解散
年金局企業年金国畏 日本交通連合j草生年金年発0801第12号 H26. 7.30 の認可等について［特例解散（納 小柳津康博 H26. 7.25 年金局長

付猶予）］ 年金基金課 基金

年発0801第13号 H26. 8. 1 職員の人事異動について（内申） 年金局総務課職員
加藤英明 H26. 7.31 大臣官麗人事課長 年金局長係

年発0805第1号 H26. 8.5 身分証明書発行等申請について 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.8.5 大臣官房人事課長 年金昂長

年発0805第3号 H26圃 8.5職員の育児休業の承認について 年金高総務課職員
田辺謙一 H26. 8.5 大臣官爵人事課長 年金局長（内申） ｛系

年発0811第1号 H26. 8. 11 数次往復公用旅券の返納手続きに
年金局国際年金課 中野梨江 H26.8.5 大臣官房国際課長 年金局長ついて

年発0811第2号 H26. 8. 11 在外公館における梗宜供与依頼に 年金局国際年金課
堀幸司 H26.8. 5 外務省欧州局長 年金局長ついて（ドイツ） 庶務保



年発0812第1号 H26.8. 13 在外公館における便宜供与依頼に
年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.8. 12 

外務省アジア太平洋州
年金局長

ついて（韓国） 局長

年発0813第1号 H26. 8. 11 在外公館における便宜供与依頼に
年金局総務課 佐藤大輔 H26.8.5 外務省国際協力局長 年金局長

ついて（スイス・ジュネーブ）

年発0818第1号 H26.8. 18 職員の休職について（内申）
年金局総務課人事

増島 博之 H26.8. 13 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0818第2号 H26.8. 18 職員の休職について（肉申）
年金局総務課人事

増島博 之 H26.8. 13 大臣官房人事課長 年金局長
係

会計実地検査の結果について（囲
年金局事業管理課 会計検査院事務総局第

年発0819第1号 H26.8. 19 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 H26.8. 11 

2局長
年金局長

の保険料の徴収について）

， 

会計実施検査の結果について（回 会計検査院事務総局第
年発0819第2号 H26.8. 19 答） （厚生年金保険の老齢厚生年 年金局事業管理課 俵英高 H26.8. 11 2局長山本泉殿

年金局長

金の支給について）



価格評定調書の作成等について
年金商事業企画課

臨 85L.-.圃｜年金局長
年発0820第1号 H26.8.20 （サンピアあいらセンター長宿舎 杵山 陽 介

位置指定道路） 会計室管財保

年発0825第1号 H26.8.26 身分証明書発行等申請について 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.8陶 25大臣官麗人事課長 年金局長

年発0826第1号 H26.8.26 職員の人事異動について（内申） 年金属総務課人事
増島博之 H26.8.25 大臣官房人事課長 年金局長保

年発0826第2号 H26. 8.26 職員の休職について（内申） 年金島総務課人事
増島博之 H26.8.25 大臣官房人事課長 年金局長保

特別会計所麗国有地売払予定調の
年金局事業企画課年発0827第1号 H26.8.26 提出について（旧みえ社会保険セ 枠山陽介 H26.8.26 財務省東海財務局長 年金局長

ンター） 会計室管封係

福岡県乗用自動車厚生年金基金の

年発0828第1号 H26. 8. 26 解散の認可等について 年金局企業年金国民
小柳津康博 H26.8.25 福間県乗用自動車厚生

年金局長［特例解散（納付額特例・納付猶 年金基金課 年金基金
予特例）］

年発0828第2号 H26.8.28 身分証明書発行等申請について 年金局総務課 蟹谷陽太郎 H26.8.28 大臣官房人事課長 年金局長



年発0829第1号 H26.8.28 
数次往復公用旅券の返納手続き・

年金局国際年金課 中野 梨 江 H26.8. 19 大臣官震国際課長 年金局長
発給｛衣頼について



年金局施行簿
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

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第1号 H26.8. 18 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26.8. 7 

三重県トラック事業厚
年金局長

ついて CH26.9三重県トラック事 年金基金課 生年金基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第2号 H26.8‘18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.8. 7 
中国印刷工業厚生年金

年金局長
ついて CH26.9中国印刷工業厚生 年金基金課 基金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第3号 H26.8. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.8. 7 
福岡県建設業厚生年金

年金局長
ついて CH26.9福岡県建設業厚生 年金基金課 基金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第4号 H26.8. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.8.8 
鹿児島県トラック事業

年金局長
ついて CH26.9鹿児島県トラック 年金基金課 厚生年金基金

事業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第5号 H26.8. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦 一洋 H26.8.8 
千葉県管工事業厚生年

年金局長
ついて CH26.9千葉県管工事業厚 年金基金課 金基金

生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0901第6号 H26.8. 18 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

三浦一洋 H26.8.8 
全国中央市場青果卸売 年金局長

ついて CH26.9全国中央市場青果 年金基金課 厚生年金基金

卸売厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第7号 H26.8.27 
分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民 ＝浦一洋 H26.8.22 

宮城県建設業厚生年金 年金局長
ついて CH26.9宮城県建設業厚生 年金基金課 基金

年金基金）



厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0901第8号 H26.8.27 分に｛系る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26.8.22 

全国住宅地開発厚生年
年金局長

ついて（H26.9全国住宅地開発厚 年金基金課 金基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第9号 H26. 8. 27 分に保る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.8. 22 

東京都家具厚生年金基
年金局長

ついて CH26.9東京都家具摩生年 年金基金課 金
金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0901第10号 H26.8.27 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦 一 洋 H26. 8.22 

農林水産関係法人厚生
年金崩長

ついて（H26.9農林水産関係法人 年金基金課 年金基金

厚生年金基金）

年発0901第11号 H26. 9. 1 自営兼業承認申請書の承認につい 年金局総務課職員
田辺謙一 H26.8.27 大臣官房人事課長 年金局長

て（内申） ｛系

社会保障審議会臨時委員任命に係
社会保障審議会委員の

年金局企業年金国民 任命予定者半沢美幸
年発0901第12号 H26. 9. 1 る承諾依頼について（企業年金部

年金基金課庶務保
鈴木手lj和 H26.8.29 及び 日本労働組合総

年金局長

会） 連合会会長古賀伸明

年発0901第13号 H26.9. 3 身分証明書発行等申請 年金局総務課 蟹 谷陽太郎 H26. 9. 1 大臣官薦人事課長 年金局長



年発0903第1号 H26.9.3 社会保障審議会臨時委員の発令に
ついて（肉申） （企業年金部会）

年金局企業年金国民
鈴木孝IJ和 H26.9.2 大臣官房人事課長 年金局長年金基金課庶務保

年発0904第1号 H26.9.4 在外公館における梗宜供与依頼に
年金局国際年金課 中野 梨 江 H26圃 9.2 外務省アジア大洋州局

年金局長ついて（インド） 南部アジア部長

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0908第1号 H26.8. 28 分に｛系る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.8.27 全国ダイカスト工業厚

年金昂長ついて（H26.9全国ダイカスト工 年金基金課 生年金基金
業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0908第2号 H26. 9. 1 分に保る支給義務の停止の認可に 年金属企業年金国民
三浦一洋 H26.8.27 

長野県自動車整備厚生
年金局長ついて CH26.9長野県自動車整備 年金基金課 年金基金

厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0908第3号 H26. 9. 1 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
＝浦 一洋 H26.8.27 

全国印刷製本包装機械
年金届長ついて CH26.9全国印刷製本包装 年金基金課 厚生年金基金

機械厚生年金基金）



厚生年金基金の将来期間の代行部

年発0908第4号 H26.9.3 分に保る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一洋 H26.8.29 東日本段ボール厚生年

年金届長ついて CH26.9東日本段ボール厚 年金基金課 金基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

年発0908第5号 H26.9.4 分に係る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民
三浦一 洋 H26冒 9.2長野県トラック事業厚

年金局長ついて（H26.9長野県トラック事 年金基金課 生年金基金
業厚生年金基金）

国有財産（土地）の固定資産税評

年発0908第6号 H26尉 9.1 価額について 年金局事業企画課
杵山陽介 H26. 8.28 姶良市長 年金局長（サンピアあいらセンター長宿舎 会計室管財｛系

位置指定道路）

年発0911第1号 H26. 9. 11 会計実地検査の結果について（回 年金局事業企苗課
植木 春日宏 H26. 9. 10 

会計検査院事務総局第
年金昂長答） 運嘗管理｛系 2昂長

年発0916第1号 H26. 9. 16 会計実地検査の結果について（田 年金昂事業管理課
高橋智 弘 H26.9.8 

会計検査院事務総局第
年金局長答） 厚生年金保険管理係 2局長

年発0917第1号 H26.9. 17 会計実地検査の結果について（困
答）

年金局事業管理課
国民年金管理｛系

大島隆 成 H26.9.9 
会計検査院事務総局第

年金昂長
2昂長山本泉



年発0919第1号 H26. 9. 19 行政財産の用途廃止について（社 年金昂事業企画課
杵山陽介 H26. 9. 16 厚生労働大臣 年金局長会保険大学校） 会計室管財係

平成26年度年金委員功労者厚生
年発0925第1号 H26. 9‘24 労働大臣表彰の表欝者の決定につ 年金局事業企画課 前田 真樹子 H26.9.22 地方厚生（支）局長 年金高長

いて

職員の人事異動について
年金局総務課人事年発0925第2号 H26. 9. 25 (H26.9.30付及びH26.10. 1付） 増島博之 H26. 9. 17 大臣官房人事課長 年金局長

（内申） 保

年発0925第3号 H26. 9. 25 職員の昇格について（ 7/1付包 年金昂総務課人事
増島博之 H26. 9.22 大臣官薦人事課長 年金属長保年G) ｛系

年発0925第4号 H26. 9. 25 職員の昇格について（ 1 0 / 1 年金島総務課人事
増島博之 H26.9.22 大垣官薦人事課長 年金局長付・保年G) 係



年発0929第1号 H26.9.25 四国電気工事業厚生年金基金の解 年金局企業年金国民
亀田両I] H26. 9.22 四国電気工事業厚生年

年金局長散の認可について 年金基金課 金基金

年発0929第2号 H26.9. 25 四国三県自動車整備厚生年金基金 年金届企業年金国民
亀田剛 H26. 9.22 四国三県自動車整備厚

年金昂長の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

年発0929第3号 H26.9. 17 日本総合菌品販売業厚生年金基金 年金局企業年金国民
三浦 一洋 H26.9.9 

日本総合商品販売業厚
年金局長の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

年発0929第4号 H26.9.25 全国臨館業厚生年金基金の解散の 年金局企業年金国民
三浦 一洋 H26. 9.24 

全国旅館業厚生年金基
年金局長認可について 年金基金課 金

年発0929第5号 H26.9. 29 平成26年秋の叙勲受章者の内定に 年金属総務課職員
田辺謙一 H26.9.26 大臣官薦人事課長 年金局長伴う調査について ｛系



年発0929第6号 H26.9. 29 年金局における内部組織細則の改 年金局総務課人事
正について（H26.10. 1付改正） ｛系 増島博之 H26. 9. 25 大臣官房人事課長 年金局長

住友大阪セメント販売連合厚生年
年金局企業年金国民 住友大阪セメント販売年発0929第7号 H26.9. 26 金基金の解散の認可等について 亀田剛 H26.9.24 年金局長

［特例解散（納付猶予特例）］ 年金基金課 連合厚生年金基金

岐車県繊維工業厚生年金基金の解
年金局企業年金圏民 岐車県繊維工業厚生年年発0929第8号 H26.9.26 散の認可等について 亀田剛 H26.9.24 年金局長

［特例解散（納付額特例）］ 年金基金課 金基金

尾西毛織厚生年金基金の解散の認 年金局企業年金国民
年発0929第9号 H26. 9. 26 可等について 年金基金課確定拠出 古市康博 H26.9. 25 尾西毛織厚生年金基金 年金局長

［特例解散（納付額特例）］ 年金管理保

普通財産の売払申請について（サ
年金局事業企画課年発0929第10号 H26. 9. 29 ンピアあいらセンタ一長宿舎位置 枠山陽介 H26.9. 25 厚生労働大臣 年金昂長

指定道路） 会計室管財係



「「国民年金法等の一部を改正す
る法律J及び「国民年金法等のー
部を改正する法律の施行に伴う関

年金局年金課企画 日本年金機構理事長年発0930第3号 H26.9.30 係政令の整備及び経過措置に聞す 篠田豊 H26.9.26 年金局長
る政令Jの交付についてj の一部

法令第一係 地方厚生（支）局長

改正について（通知）



年金局施行簿

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第1号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民
横浜港厚生年金基金 年金局長

ついて (H26.10横浜港厚生年金 年金基金課
基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第2号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 滋賀県医療機関厚生年
年金局長

ついて (H26.10滋賀県医療機関 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

H26. 10, 1 年発1001第3号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 徳島県トラック厚生年
年金局長

ついて（H26.1 O徳島県トラック 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第4号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 成田国際空港厚生年金
年金局長

ついて（H26.10成田国際空港厚 年金基金課 基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第5号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 新潟県石油業厚生年金 年金局長
ついて（H26.10新潟県石油業厚 年金基金課 基金

' 
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第6号
分に係る支給義務の停止の認可に

三浦一洋
年金局企業年金国民 全国クレーン建設業厚 年金局長

ついて（H26.10全国クレーン建 年金基金課 生年金基金

設業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第7号
分に係る支給義務の停止の認可に

＝浦一洋
年金局企業年金国民 静岡県西部機械工業厚

年金局長
ついて（H26.10静岡県西部機械 年金基金課 生年金基金

工業厚生年金基金）



厚生年金基金の将来期閣の代行部

H26. 10. 1 年発1001第8号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 奈農県自動車厚生年金
年金局長ついて（H26.10奈良県自動車厚 年金基金諜 基金

生年金基金）

厚生年金基金の将来期閣の代行部

H26圃 10.1 年発1001第9号 分に｛系る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 東京都電機厚生年金基
年金局長ついて（H26.10東京都電機厚生 年金基金課 金

年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10. 1 年発1001第10号 分に｛系る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 昧の素グループ厚生年
年金局長ついて（H26.10昧の素グループ 年金基金課 金基金

厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期閣の代行部

H26. 10. 1 年発1001第11号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 鹿児島県建設業厚生年
年金局長ついて（H26.10鹿児島県建設業 年金基金課 金基金

厚生年金基金）

H26. 10. 1 年発1001第12号 職員の永年勤続表彰について（内
田辺謙一

年金局総務課職員
大臣官麗人事課長 年金局長申） 係



H26. 10. 1 年発1001箪13号 身分証明書発行等申請書 蟹谷陽太郎 年金局総務課 大臣官爵人事課長 年金局長

H26. 10. 1 年発1001第14号 数次往復公用旅券の返納手続きに
中野梨江 年金局国際年金課 大臣官爵国際課長 年金局長

ついて

H26. 10. 1 年発1001第15号 年金特別会計における会計機関の
津谷宜和

年金属事業企画課 年金局事業企画課会計
年金局長

任免について 会計室 室出納｛系長

H26. 10. 1 年発1001第16号 年金特別会計における会計機関の
津谷宜和

年金局事業企画課
年金局事業企画課長 年金局長

任免について 会計室

H26. 10. 1 年発1001第17号
年金特別会計における会計機関の

津谷宜和
年金島事業企画課 年金局事業企画課会計

年金局長
任免について 会計室 室出納係長

H26. 10. 1 年発1001第18号
資金前渡管理等の交替に伴う検査

津谷宜和
年金局事業企画課 事業企画課会計室決算

年金局長
員の発令について 会計室 ｛系長

年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課 年金局事業企画課会計
H26. 10. 1 年発1001第四号 （物品管理官）の補助者の免命に 津谷宜平日

会計室 室主査
年金局長

ついて



年金局（年金特別会計）予算執行
年金馬事業企画課H26. 10. 1 年発1001第20号 機関の補助者設置基準の改正につ 津谷宜和 （基準改正） 年金局長

いて 会計室

札幌法務局長
仙台法務局長
東京法務局長

H26. 10.2 年発1002第1号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金属総務課 名古屋法務局長 年金局長
大阪法務局長
広島法務局長
高松法務局長

H26. 10.2 年発1002第10号 身分証明書発行等申請書 蟹谷陽太郎 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 10.3 年発1003第1号 分に｛系る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 日本簡易ガス事業厚生
年金局長ついて CH26.10日本簡易ガス事 年金基金課 年金基金

業厚生年金基金）

H26. 10.3 年発1003第2号 日本文具事務機器厚生年金基金の
三浦一洋

年金局企業年金国民 日本文臭事務機器厚生
年金局長解散の認可について 年金基金課 年金基金

平成26年秋の叙勲受章肉定者の伝
年金属総務課人事H26. 10.3 年発1003第3号 達式等への出欠確認について（囲 竹重幸典 大臣官麗人事課長 年金局長

答） 1系



H26. 10.3 年発1003第4号 身分証明書発行等申請書 蟹谷陽太郎 年金局総務課 大臣官房人事諜長 年金局長

H26. 10. 9 年発1009第1号 職員の履歴異動届及びi日姓使用申
増島博之

年金局総務課人事
大臣官房人事課長 年金局長

出書の提出について 保

H26. 10.9 年発1009第2号 職員の履歴異動届及び旧姓使用申
増島博之

年金局総務課人事
大臣官房人事課長 年金局長

出書の提出について 係

H26. 10. 17 年発1017第3号 身分証明書発行等申請書 蟹谷陽太郎 年金局総務課 大臣官麗人事課長 年金局長

H26. 10. 17 年発1017第4号 「年金局に対する疑義照会要領J
植木和宏

年金局事業企画課
日本年金機構理事長 年金局長

の改訂について（通知） 運雷管理係

H26. 10.20 年発1020第1号 職員の休職について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官爵人事課長 年金局長
係

社会保障審議会臨時委員任命に罷
中央大学大学院戦略経

H26. 10.24 年発1024第1号 鈴 木 誠 年金局総務課 営研究科長山本秀男 年金局長
る承諾依頼について（年金部会） ／佐藤博樹



H26. 10.24 年発1024第2号 数次往復公用旅券の返納手続き圃
中野梨江 年金局国際年金課 大軍官爵国際課長 年金局長

発給依頼について

東京大学／伊藤隆敏、

社会保障審議会専門委員会任命に
臼本投資顧問業協会／

H26. 10. 24 年発1024第3号 係る承諾依頼について（年金部 鈴木誠 年金高総務課
岩間陽一郎、 JPモル

年金局長
ガン証券株式会社／菅

会）
野雅明、野村総合研究
所／堀江貞之

日26.10. 27 年発1027第2号 号俸の発令替えについて（肉申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
｛系

職員の政府間交渉参加に伴う事務
年金局総務課人事!126. 10. 28 年発1028第1号 取扱の発令及び外務事務官併任発 増島博之 大臣官麗人事課長 年金昂長

令の依頼について
係

職員の政府間交渉参加に伴う事務
年金局総務課人事

H26. 10.28 年発1028第2号 取扱の発令及び外務事務官併｛壬発 増島博之
係

外務省中東アフリ力局長 年金局長

令の依頼について

北海道国民年金基金規約一部変重
年金局企業年金国民

H26‘10‘29 年発1029第3号 中村明宏 年金基金課国民年金 北海道国民年金基金 年金局長
の認可について

基金保

青森県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第4号 中村明宏 年金基金課国民年金 青森県国民年金基金 年金昂長
の誌可について

基金係



岩手県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26圃 10.29年発1029第5号 中村明宏 年金基金諜国民年金 岩手県国民年金基金 年金昂長の認可について
基金係

宮城県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26圃 10.29年発1029第6号 中村明宏 年金基金課国民年金 宮城県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

宮城県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第7号 中村明宏 年金基金課国民年金 宮城県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金保

秋田県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第8号 中村明宏 年金基金課国民年金 秋田県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

山野県国民年金基金規約一部変更
年金昂企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第9号 中村明宏 年金基金課国民年金 山形県圏民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

福島県国民年金基金規約一部変更
年金晶企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第10号 中村明宏 年金基金課国民年金 福島県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金保

富山県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10. 29 年発1029第11号 中村明宏 年金基金課国民年金 富山県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

石川県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. l0.29 年発1029第12号 中村明宏 年金基金課国民年金 石川県国民年金基金 年金属長
の認可について

基金保



岐車県国畏年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第13号
の認可について 中村明宏 年金基金課国民年金 岐車県圏民年金基金 年金高長

基金保

静岡県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第14号 中村明宏 年金基金課国民年金 静同県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

愛知県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26圃 10.29年発1029第15号 中村明宏 年金基金課国民年金 愛知県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

三重県国民年金基金規約一部変更
年金昂企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第16号 中村明宏 年金基金課国民年金 ＝重県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

福井県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第17号 中村明宏 年金基金課園畏年金 福井県園民年金基金 年金局長
の認可について

基金保

滋賀県国民年金基金規約一部変蔓
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第18号 中村明宏 年金基金課国民年金 滋賀県国民年金基金 年金昂長
の認可について

基金保

京都府国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10. 29 年発1029第19号 中村明宏 年金基金課国民年金 京都府国民年金基金 年金昂長
の認可について

基金保

大阪府国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10. 29 年発1029第20号 中村明宏 年金基金課国民年金 大阪府国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係



兵庫県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第21号 中村明宏 年金基金課国民年金 兵庫県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

奈良県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第22号 中村明宏 年金基金課国民年金 奈良県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

和歌山県国民年金基金規約一部変
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第23号 中村明宏 年金基金課国民年金 和歌山県国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

鳥取県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第24号 中村明宏 年金基金課国民年金 鳥取県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

島根県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第25号 中村明宏 年金基金課国民年金 島根県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

岡山県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第26号 中村明宏 年金基金課国民年金 岡山県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

広島県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第27号 中村明宏 年金基金課国民年金 広島県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

山口県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第28号 中村明宏 年金基金課国民年金 山口県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係



徳島県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

-H26. 10. 29 年発1029第29号 中村明宏 年金基金課国民年金 徳島県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

香川県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第30号 中村明宏 年金基金課国民年金 香川県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

愛媛県圏民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第31号 中村明宏 年金基金課国民年金 愛媛県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

高知県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第32号 中村明宏 年金基金課国民年金 高知県国畏年金基金 年金局長
の認可について

基金係

福岡県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第33号 中村明宏 年金基金課国民年金 福岡県国民年金基金 年金局長
の認可について 基金係

佐賀県国民年金基金規約一部変更
年金属企業年金国民

H26. 10.29 年発1029第34号 中村明宏 年金基金課国民年金 佐賀県国民年金基金 年金局長
の認可について 基金係



長崎県国民年金基金規約一部変重 年金局企業年金国民
H26. 10.29 年発1029第35号 中村明宏 年金基金課国民年金 長崎県国民年金基金 年金局長の認可について

基金係

熊本県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
日26.10.29 年発1029第36号 中村明宏 年金基金諜闇民年金 熊本県国畏年金基金 年金局長の認可について

基金係

大分県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金園民
H26. 10.29 年発1029第37号 中村明宏 年金基金課国民年金 大分県国民年金基金 年金局長の認可について

基金保

宮崎県国民年金基金規約一部変更 年金員企業年金国民
H26. 10掴 29年発1029第38号 中村明宏 年金基金課国民年金 宮崎県国民年金基金 年金昂長の認可について

基金係



鹿児島県国民年金基金規約一部変 年金局企業年金国民
H26. 10.29 年発1029第39号 中村明宏 年金基金課国民年金 鹿見島県国民年金基金 年金局長更の認可について

基金係

沖縄県国民年金基金規約一部変更 年金局企業年金国民
H26. 10.29 年発1029第40号 中村明宏 年金基金課国民年金 沖縄県国民年金基金 年金晶長の認可について

基金係

H26. 10.30 年発1030第1号 職員の人事異動について（内申） 増島博之 年金局総務課人事
大臣官房人事課長 年金局長

係

H26. 10.30 年発1030第2号 職員の人事翼動について（内申） 増島博之
年金昂総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
係



年金局施行簿

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第1号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 関西電気工事業厚生年
年金局長

ついて（H26.11関西電気工事業 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第2号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 西日本製本印刷物加工
年金局長

ついて（H26司 11西日本製本印刷 年金基金課 業厚生年金基金
物加工業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期聞の代行部

H26. 11. 1 年発1101第3号 分に係る支給義務の停止の認可に
＝浦一洋

年金局企業年金国民 山梨県トラック厚生年
年金局長

ついて（H26.11山梨県トラック 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第4号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 外国運輸金融厚生年金
年金局長

ついて（H26.11外国運輸金融厚 年金基金課 基金
生年金基金）

r 

厚生年金基金の将来期閣の代行部

H26. 11. 1 年発1101第5号
分に係る支給義務の停止の認可に

三浦一洋
年金局企業年金国民 全国調理食品加工業厚

年金局長
ついて（H26:11全国調理食品加 年金基金課 生年金基金

工業厚生年金基金）



厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第6号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 千葉県商店街厚生年金
年金局長

ついて（H26.11千葉県商店街厚 年金基金課 基金
生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第7号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 東京都管工事業厚生年
年金局長

ついて（H26.11東京都管工事業 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第8号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 長崎県トラック厚生年
年金局長

ついて（H26.11長崎県トラック 年金基金課 金基金
厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第9号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 広島総合卸センター厚
年金局長

ついて (H26.t t広島総合卸セン 年金基金課 生年金基金
ター厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. t 年発tt 01第10号
分に係る支給義務の停止の認可に

三浦一洋
年金局企業年金国民 ミドリ安全厚生年金基 年金局長

ついて（H26.t tミドリ安全厚生 年金基金課 金

年金基金）



厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第11号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 軽金属製品厚生年金基
年金局長

ついて（H26.11軽金属製品厚生 年金基金課 金
年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第12号 分に係る支給義務の停止の認可に
三浦一洋

年金局企業年金国民 新潟県機械金属工業厚
年金局長

ついて（H26.11新潟県機械金属 年金基金課 生年金基金
工業厚生年金基金）

厚生年金基金の将来期間の代行部

H26. 11. 1 年発1101第13号
分に係る支給義務の停止の認可に

三浦一洋
年金局企業年金国民 日本縫製機械製造業厚・

年金局長
ついて（H26.11日本縫製機械製 年金基金課 生年金基金
造業厚生年金基金）

関東塗料厚生年金基金の将来期間

H26. 11. 1 年発1101第14号 の代行部分に保る支給義務の停止
三浦一洋

年金局企業年金国民 関東塗料厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認 年金基金課
可）

建設コンサルタンツ厚生年金基金

H26. 11. 1 年発1101第15号
の将来期間の代行部分に係る支給 ＝浦一洋

年金局企業年金国民 建設コンサルタンツ厚 年金局長
義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金

（将来返上認可）



全国システムハウス業厚生年金基

H26. 11. 1 年発1101第16号 金の将来期間の代行部分に係る支
三浦一洋 年金局企業年金国民 全国システムハウス業

年金局長給義務の停止の認可申請について 年金基金諜 厚生年金基金
（将来返上認可）

和歌山県トラック厚生年金基金の

H26. 11. 1 年発1101第17号 将来期聞の代行部分に係る支給義
三浦一洋 年金属企業年金国民 和歌山県トラック厚生

年金局長務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）

北海道自動車厚生年金基金の将来

H26. 11. 1 年発1101第18号 期間の代行部分に保る支給義務の
＝浦一洋 年金局企業年金国民 北海道自動車厚生年金

年金局長停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

日本造園建設業厚生年金基金の将

H26. 11固 1年発1101第19号 来期間の代行部分に係る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 日本造園建設業厚生年
年金属長の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金

返上認可）

香川県トラック厚生年金基金の将

H26. 11. 1 年発1101第20号 来期聞の代行部分に係る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 香川県トラック厚生年
年金局長の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金

返上認可）



中部印刷工業摩生年金基金の将来

H26. 11. 1 年発1101第21号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 中部印刷工業厚生年金
年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

兵庫県木材厚生年金基金の将来期

H26. 11. 1 年発1101第22号 聞の代行部分に係る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金園民 兵庫県木材厚生年金基
年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金
認可）

滋賀経済産業厚生年金基金の将来

H26. 11. 1 年発1101第23号 期聞の代行部分に保る支給義務の
三浦一洋

年金属企業年金国民 滋賀経済産業厚生年金
年金昂長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

H26. 11固 6年発1106第1号 在外公館における梗宜供与依頼に
中野梨江 年金局国際年金課

外務省中東アフリ力局
年金昂長

ついて（トルコ） 長

H26. 11圃 10年発1110第1号 福井県機械金属工業厚生年金基金
亀田剛

年金局企業年金国民 福井県機械金属工業厚 年金昂長
の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

社会保障審議会臨時委員発令につ
H26. 11町 10年発1110第2号 いて（内申） （再任） （年金部 鈴木誠 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金昂長

会）

H26. 11. 11 年発1111第1号 職員の人事異動について i普島博之
年金属総務課人事 大臣官麗人事課長 年金局長
f系



H26.11.11 年発1111第2号 身分証明書発行等申請 蟹谷陽太郎 年金届総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H26. 11. 12 年発1112第1号 過年度支出の申請について 安粛恭平
年金局総務課管理 官署支出官大臣官房会

年金局長
係 計課長

H26. 11. 17 年発1117第1号 岐阜県トラック厚生年金基金の解
亀田剛

年金昂企業年金菌民 岐阜県トラック厚生年 年金局長
散の認可について 年金基金課 金基金

H26.11.18 年発1118第1号 貰与替報告書 蟹谷陽太郎 年金昂総務課 大臣官麗人事課長 年金局長

H26. 11. 18 年発1118第2号 退職手当の差額追給について（肉
増島博之

年金局総務課人事 大臣官麗人事課長 年金局長
唾

申） ｛系

H26. 11. 19 年発1119第1号 貸与替報告書 蟹谷陽太郎 年金局総務課
九州厚生昂長

年金局長

H26. 11. 19 年発1119第2号 黛与替報告書 蟹谷陽太郎 年金局総務課 関東信越厚生局長 年金島長



H26. 11. 20 年発1120第1号 東京紙商厚生年金基金の解散の認
亀田剛 年金属企業年金国民

東京紙商厚生年金基金 年金昂長可について 年金基金課

H26. 11. 20 年発1120第2号 大阪府建設業厚生年金基金の解散
三浦一洋 年金昂企業年金国民 大阪府建設業厚生年金

年金昂長の認可について 年金基金課 基金

H26. 11. 21 年発1121第1号 職員の休職について（肉申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
係

H26. 11. 21 年発1121第2号 職員の人事異動について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官麗人事課長 年金局長
｛系

H26園 11.26 年発1126第1号 岐阜繊維卸売業厚生年金基金の解
亀田剛

年金局企業年金国民 岐阜繊維卸売業厚生年
年金局長散の認可について 年金基金課 金基金

H26. 11. 26 年発1126第2号 身分証明書発行等申請 蟹谷 陽 太 部 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金昂長



H26. 11. 26 
社会保障審議会臨時委員任命に係

年金局事業企画課
株式会社読売新聞本社

年発1126第6号 る承諾依頼について 引野智弘 代表取締役社長 白石 年金局長
（年金記録訂正分科会）

庶務係
興二郎

社会保障審議会臨時委員任命に係
年金局事業企画課H26. 11.26 年発1126第7号 る承諾依頼について 引野智弘 池田裏利子他 年金局長

（年金記録訂正分科会）
庶務係

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用H26. 11. 26 年発1126第8号 運用委員会の委員の発令について 北川拓馬 人事課長 年金局長

（内申）
管理係

H26. 11. 27 年発1127第1号 兵庫県建設業厚生年金基金の解散 三浦，一洋
年金局企業年金国民 兵庫県建設業厚生年金 年金局長

の認可について 年金基金課 基金

H26. 11. 27 年発1127第2号 日本給食サービス厚生年金基金の
三浦一洋

年金局企業年金国民 日本給食サービス厚生 年金局長
解散の認可について 年金基金課 年金基金

＼ 

H26. 11. 28 年発1128第2号
愛媛県建設業厚生年金基金の解散 三浦一洋

年金局企業年金国民 愛媛県建設業厚生年金 年金局長
の認可について 年金基金課 基金



東京都家具厚生年金基金の解散の
岡I]

年金局企業年金国民 東京都家具厚生年金基
年金局長H26. 11. 28 年発1128第3号 認可等について 亀田

年金基金課 金
［特例解散（納付猶予特例）］



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

埼玉県石油業厚生年金基金の将来

H26. 12. 1 年発1201第1号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 埼玉県石油業厚生年金
年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

社会保険支払基金厚生年金基金の

H26. 12. 1 年発1201第2号 将来期聞の代行部分に係る支給義
三浦一洋

年金局企業年金国民 社会保険支払基金厚生
年金局長

務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）

群馬県病院厚生年金基金の将来期

H26. 12. 1 年発1201第3号 間の代行部分に係る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金国民 群馬県病院厚生年金基
年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金
認可）

横浜金沢厚生年金基金の将来期間

H26. 12. 1 年発1201第4号 の代行部分に係る支給義務の停止
三浦一洋

年金局企業年金国民
横浜金沢厚生年金基金 年金局長

の認可申請について（将来返上認 年金基金課
可）

大阪府印刷工業厚生年金基金の将

H26. 12. 1 年発1201第5号 来期間の代行部分に係る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 大阪府印刷工業厚生年 年金局長
の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

広島県西部機械金属厚生年金基金

H26. 12. 1 年発1201第6号 の将来期間の代行部分に係る支給
三浦一洋

年金局企業年金国民 広島県西部機械金属厚 年金局長
義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金
（将来返上認可）

北海道乗用自動車厚生年金基金の

H26. 12. 1 年発1201第7号 将来期間の代行部分に係る支給義
三浦一洋

年金居企業年金国民 北海道乗用自動車厚生 年金局長
務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）



H26. 12.2 年発1202第1号 職員の人事異動について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
係

ぬ

H26. 12.5 年発1205第1号 中部産業廃棄物厚生年金基金の解
三浦一洋

年金属企業年金国民 中部産業廃棄物厚生年
年金局長

散の認可について 年金基金課 金基金

『代行保険料率の算定に関する取 年金局企業年金国民
H26. 12.5 年発1205第2号 扱いについて』等の一部改正につ 安達秀一郎 年金基金課基金数理 地方厚生（支）局長 年金局長

いて 室

H26. 12.5 年発1205第3号 職員の昇格について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
係

未利用国有地に係る取得等要望の
に，、

H26.12. 10 年発1210第1号 確認について（旧社会保険大学 中捨一弘
年金局事業企画課

千葉県知事 年金局長

校・旧みえ社会保険センター）
会計室管財係

未利用固有地に係る取得等要望の
年金局事業企画課

H26. 12. 10 年発1210第2号 確認について（旧社会保険大学 中捨一弘 白井市長 年金局長

校・旧みえ社会保険センター）
会計室管財係

未利用国有地に係る取得等要望の
年金局事業企画課

H26. 12. 10 年発1210第3号 確認について（旧社会保険大学 中捨一弘 三重県知事 年金局長

校・旧みえ社会保険センター）
会計室管財係

未利用固有地に係る取得等要望の
年金局事業企画課

H26. 12. 10 年発1210第4号 確認について（旧社会保険大学 中捨一弘
会計室管財係

津市長 年金局長

校・旧みえ社会保障センター）



『厚生年金基金の解散及び移行認
年金局企業年金国民H26. 12. 11 年発1211第1号 可についてj 等の一部改正につい 亀田剛 地方厚生（支）局長 年金局長

て
年金基金課

茨城県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第2号 中村明宏 年金基金課国民年金 茨城県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

栃木県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第3号 中村明宏 年金基金諜国民年金 栃木県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

埼玉県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第4号 中村明宏 年金基金課国民年金 埼玉県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

群馬県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第5号 中村明宏 年金基金課国民年金 群馬県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

千葉県国民年金基金規約一部変更
年金属企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第6号 中村明宏 年金基金課国民年金 千葉県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

東京都国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第7号 中村明宏 年金基金課国民年金 東京都国民年金基金 年金局長
の認可について 基金係

神奈川県国民年金基金規約一部変
年金局企業年金国民

H26司 12.11 年発1211第8号 中村明宏 年金基金課国民年金 神奈川県国民年金基金 年金局長
更の認可について 基金係



新潟県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第9号 中村明宏 年金基金課国民年金 新潟県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

山梨県国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第10号 中村明宏 年金基金課国民年金 山梨県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

長野県国民年金基金規約一部変更
年金属企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第11号 中村明宏 年金基金課国民年金 長野県国民年金基金 年金局長
の認可について

基金係

歯科医師国民年金基金規約一部変
年金属企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第12号 中村明宏 年金基金課国民年金 歯科医師国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

全国農業みどり国民年金基金規約
年金局企業年金国民 全国農業みどり国民年

H26. 12. 11 年発1211第13号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
一部変更の認可について

基金係
金基金

、
年金属企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第14号 貨物軽自動車運送業国民年金基金
中村明宏 年金基金課国民年金

貨物軽自動車運送業国 年金局長
規約一部変更の認可について

基金係
民年金基金

全国社会保険労務士国民年金基金
年金局企業年金国民

全国社会保険労務士国
H26. 12. 11 年発1211第15号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

規約一部変更の認可について
基金係

民年金基金

日本医師・従業員国民年金基金規
年金局企業年金国民 日本医師・従業員国民

H26司 12.11 年発1211第16号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
約一部変蔓の認可について

基金係
年金基金



H26. 12. 11 年発1211第17号 漁業者国民年金基金規約一部変更
年金局企業年金国民

の認可について
中村明宏 年金基金課国民年金 漁業者国民年金基金 年金局長

基金係

日本薬剤師国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

日本薬剤師国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第18号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

変更の認可について
基金係

金

日本税理士国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

日本税理士国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第19号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

変更の認可について
基金係

金

土地家屋調査士国民年金基金規約
年金局企業年金国民 土地家屋調査士国民年

H26. 12咽 11年発1211第20号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
一部変更の認可について

基金係
金基金

司法書士国民年金基金規約一部変
年金局企業年金国民

H26. 12. 11 年発1211第21号 中村明宏 年金基金課国民年金 司法書士国民年金基金 年金局長
更の認可について

基金係

全国建設技能者国民年金基金規約
年金局企業年金国民

全国建設技能者国民年
H26. 12. 11 年発1211第22号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

一部変更の認可について
基金係

金基金

日本弁護士国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民 日本弁護士国民年金基

H26. 12. 11 年発1211第23号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
変更の認可について 基金係

金

全日本電気工事業国民年金基金規
年金局企業年金国民 全日本電気工事業国民

H26. 12. 11 年発1211第24号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
約一部変更の認可について 基金係

年金基金



H26. 12. 11 年発1211第25号 白本柔道整復師国民年金基金規約
年金局企業年金国民

日本柔道整複師国民年
一部変更の認可について

中村明宏 年金基金課国民年金
金基金

年金局長
基金保

H26. 12. 11 年発1211第26号 全国個人タクシ一国民年金基金規
年金局企業年金国民

全国個人タクシ一国民
約一部変更の認可について

中村明宏 年金基金課国民年金
年金基金

年金局長
基金協

H26. 12. 11 年発1211第27号 全国左官業国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

全国左官業国毘年金基
変重の認可について

中村明宏 年金基金課国民年金
金

年金局長
基金係

公認会計士国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

公認会計士国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第28号

変更の認可について
中村明宏 年金基金課国民年金

金
年金昂長

基金保

全国板金業国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

全国板金業国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第29号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金崩長

変更の認可について
基金係

金

歯科技工士園民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

歯科技工士国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第30号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

変更の認可について
基金係

金

自動車整備国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民

自動車整備国民年金基
H26. 12. 11 年発1211第31号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長

変更の認可について
基金係

金

百本建築業国民年金基金規約一部
年金局企業年金国民 日本建築業国民年金基

H26. 12. 11 年発1211第32号 中村明宏 年金基金諜国民年金 年金局長
変更の認可について 基金係

金



全国損害保険代理業国民年金基金
年金属企業年金国民

全国損害保険代理業国H26. 12. 11 年発1211第33号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
規約一部変更の認可について

基金係
民年金基金

全国クリーニング業国民年金基金
年金局企業年金圏民

全国クリーニング業国H26. 12. 11 年発1211第34号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金局長
規約一部変更の認可について

基金保
民年金基金

H26冒 12.11 年発1211第35号 鋪灸マッサージ師等国民年金基金
年金局企業年金圏民

鋪灸マッサージ師等国
規約一部変更の認可について

中村明宏 年金基金課国民年金
民年金基金

年金局長

基金係

日本麺類飲金業国民年金基金規約
年金局企業年金国民 日本麺類飲食業国民年

H26. 12. 11 年発1211第36号 中村明宏 年金基金課国民年金 年金昂長
一部変更の認可について

基金係
金基金

社会保障審議会臨時委員の就任の 年金属総務課首席
株式会社日本総合研買

H26. 12. 12 年発1212第1号 田中鍵ー 所副理事長翁百合 年金局長
御依頼 年金数理官室 ｛也 1名

H26. 12. 16 年発1216第1号
職員の昇給について CH27.1. 1付

増島博之
年金局総務課人事 大臣官房人事課長 年金局長

定期昇給） 保

ト126.12. 22 年発1222第1号
職員の人事異動について（内申掴

増島博之
年金局総務課人事 大臣官房人事課長 年金局長

数理G) ｛系



H26. 12. 24 年発1224第2号 職員の休職について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
｛系

H26. 12.25 年発1225第1号 社会保障審議会臨時委員の発令に
田中健一

年金属総務課首席
大臣官房人事課長 年金局長

ついて 年金数理官室

北朝鮮当局によって桂致された被

H26. 12. 26 年発1226第1号
害者等の支援に関する法律施行令

谷口智也
年金属年金課企画 日本年金機構理事長

年金局長
の一部を改正する政令について 法令第二係
（通知）

北朝鮮当局によって控致された被

H26. 12.26 年発1226第2号
害者等の支援に関する法律施行令

谷口智也
年金局年金課企画 地方厚生（支）局長 年金毘長

の一部を改正する政令について 法令第二保

（通知）

東京皮革産業厚生年金基金の解散 年金局企業年金国民 東京皮革産業厚生年金
H26. 12.26 年発1226第3号 の認可等について 小柳津麗博

年金基金課 基金
年金局長

［特例解散（納付猶予特例）］



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

栃木県病院厚生年金基金の将来期

H27. 1. l 年発0101第1号 聞の代行部分に係る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金国民 栃木県病院厚生年金基
年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金
認可）

徳島県機械金属工業厚生年金基金

H27. 1. l 年発0101第2号 の将来期間の代行部分に係る支給
三浦一洋

年金局企業年金国民 徳島県機械金属工業厚
年金局長

義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金
（将来返上認可）

東北印刷工業厚生年金基金の将来

H27. 1. l 年発0101第3号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金属企業年金国民 東北印刷工業厚生年金
年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

東京空調衛生工事業厚生年金基金

H27. 1. 1 年発0101第4号 の将来期間の代行部分に係る支給
三浦一洋

年金局企業年金国民 東京空調衛生工事業厚
年金局長

義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金
（将来返上認可）

東京アパレル厚生年金基金の将来

H27. 1. l 年発0101第5号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 東京アパレル厚生年金 年金局長
停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

全国珍味厚生年金基金の将来期間

H27. 1. 1 年発0101第6号 の代行部分に係る支給義務の停止
三浦一洋

年金局’企業年金国民 全国珍昧厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認 年金基金課
可）



全国クリーニン夕、生活衛生同業組
全国クリーニング生活

H27. 1. 1 年発0101第7号 合厚生年金基金の将来期聞の代行 年金属企業年金国民
部分に係る支給義務の停止の認可

三浦一洋
年金基金課

衛生開業組合厚生年金 年金局長

申請について（将来返上認可）
基金

石川県食品製造業厚生年金基金の

H27.1.1 年発0101第8号 将来期間の代行部分に係る支給義
三浦一洋

年金局企業年金国民 石川県食品製造業厚生
年金局長

務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）

石川県機械工業厚生年金基金の将

H27. L 1 年発0101第9号 来期間の代行部分に罷る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 石川県機械工業厚生年
年金局長

の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

三重県建設業厚生年金基金の将来

H27. 1 1 年発0101第10号 期間の代行部分に保る支給義務の
三浦一洋

年金届企業年金国民 三重県建設業厚生年金
年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

茨城県トラックl草生年金基金の将

H27. 1. 1 年発0101第11号 来期聞の代行部分に係る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 茨城県トラック厚生年 年金昂長
の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

ホンダ販菟厚生年金基金の将来期

H27.1.1 年発0101第12号 聞の代行部分に保る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金国民 ホンダ賑売厚生年金基 年金局長
止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金
認可）

H27. 1. 7 年発0107第 1号 身分証明書発行等申請 蟹 谷 陽 太 郎 年金晶総務課 大臣官房人事課長 年金局長



H27. 1.8 年発0108第1号 職員の休職について 増島博之
年金局総務課人事

大臣官麗人事課長 年金局長
f系

H27. 1. 9 年発0109第1号 京滋管工事業厚生年金基金の解散
三浦一洋

年金局企業年金菌民 京滋管工事業厚生年金
年金局長

の認可について 年金基金課 基金

東北大県トラック厚生年金基金の
年金局企業年金国民 東北六県トラック厚生

H27. 1. 13 年発0113第1号 解散の認可等について［特例解散 小柳津麗博 年金局長

（納付猶予特例）］
年金基金課 年金基金

H27. 1. 14 年発0114第1号 過年度支出の申請について 安粛恭平
年金島総務課管理 宮署支出官大臣官房会

年金局長
｛系 計課長

H27. 1. 15 年発0115第1号 北海道印刷工業厚生年金基金の解
亀田間lj

年金局企業年金国民 北海道印刷工業厚生年
年金高長

散の認可について 年金基金課 金基金

H27. 1. 15 年発0115第2号 身分証明書発行等申請 蟹谷陽太郎 年金属総務課 大臣官麗人事課長 年金昌長

H27. 1. 16 年発0116第1号 職員の休職について（内申） i首島博之
年金局総務課人事 大臣宮薦人事課長 年金局長
｛系

H27. 1. 19 年発0119第1号 過年度支出の申請について 安粛恭平
年金昂総務課管理 官署支出官大臣官房会 年金属長
係 計課長

社会保障審議会臨時委員佳命に保
早稲田大学大学院フア

H27.1.21 年発0121第1号 鈴木誠 年金属総務課 イナンス研費科科長／ 年金局長
る承諾依頼について（年金部会） 米j畢麗博



H27. 1. 22 年発0122第1号 社会保障審議会臨時委員発令につ
鈴木誠 年金昂総務課 大臣官麗人事課長 年金局長

いて（内申） （年金部会）

H27. 1. 23 年発0123第1号 岐阜県木材厚生年金基金の解散の
三浦一洋

年金局企業年金園民 岐車県木材厚生年金基
年金局長

認可について 年金基金課 金

H27‘1. 23 年発0123第2号 職員の人事異動について（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
｛系

H27. 1. 23 年発0123第3号 職員の寵職について（内申） 増島博之
年金局総務課人事 大臣官薦人事課長 年金局長
保

H27. 1. 27 年発0127第1号 西日本冷凍室調厚生年金基金の解
亀由剛

年金局企業年金国民 西日本冷凍空調厚生年
年金局長

散の認可等について 年金基金課 金基金

H27. 1. 29 年発0129第1号
東日本酒類業厚生年金基金の解散

亀田剛
年金局企業年金国民 東日本酒類業厚生年金

年金晶長
の認可等について 年金基金諜 基金

事業企画課会計室による慣権回収
年金局総務課人事

H27. 1.29 年発0129第3号 手続きの不握行について（矯正措 竹重幸典 保険局長 年金局長

置）
｛系

事業企画課会計室による寵権回収 年金局総務課人事
H27. 1.29 年発0129第4号 手続きの不履行について（矯正措 竹重幸典 関東信越厚生局長 年金属長

置）
｛系



H27圃 L29 年発0129第5号 独立行政法人における役職員の給
北Jllt.石馬 年金属総務課運用 年金積立金管理運用独

年金局長
与について（要請） 管理係 立行政法人理事長

H27. 1.30 年発0130第1号 千葉県トラック厚生年金基金の解
三浦一洋

年金局企業年金国民 千葉県トラック厚生年
年金昂長

散の認可について（通常解散） 年金基金課 金基金

H27. 1. 30 年発0130第2号 徳島県建設業厚生年金基金の解散
＝浦一洋

年金局企業年金国民 徳島県建設業厚生年金
年金局長

の認可について（通常解散） 年金基金課 基金

H27. 1. 30 年発0130第3号 大阪紙商厚生年金基金の解散の認
三浦一洋

年金局企業年金国民
大阪紙商厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 年金基金課

H27. 1. 30 年発0130第4号 栃木県石油業厚生年金基金の解散
亀田岡IJ

年金局企業年金国民 栃木県石油業厚生年金
年金局長

の認可等について 年金基金課 基金

H27. 1.30 年発0130第5号 岐阜県石油業車生年金基金の解散
小柳津康博

年金局企業年金国民 岐車県石油業厚生年金 年金局長
の認可等について 年金基金課 基金

「国民年金基金及び国民年金基金 年金局企業年金国民
H27. 1. 30 年発0130第6号

連合会の財務及び会計に関する省
中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 年金局長

令の一昔日を改正する省令の施行に
ついて」等について（通知）

基金保



「国民年金基金及び国畏年金基金
年金局企業年金国民

H27. 1. 30 年発0130第7号 連合会の財務及び会計に関する省
中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 年金局長

令の一部を改正する省令の施行に
ついて」等について（通知）

基金係

「国民年金基金及び国民年金基金 年金局企業年金国民
H27. 1. 30 年発0130第8号

連合会の財務及び会計に関する省
中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 年金高長

令の一部を改正する省令の施行に
ついてj等について（通知）

基金保

H27. 1. 29 年発0131第1号
昧の素グループ厚生年金基金の解

三浦一洋
年金局企業年金国民 昧の素グループ厚生年

年金島長
散の認可について 年金基金課 金基金



年金属施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

富山県トラック厚生年金基金の将

H27. 2. 1 年発0201第1号 来期間の代行部分に係る支給義務
＝浦一洋

年金局企業年金国民 富山県トラック厚生年
年金局長

の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

福井県建設業厚生年金基金の将来

H27.2. 1 年発0201第2号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 福井県建設業厚生年金
年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

大阪府電気工事厚生年金基金の将

H27.2. 1 年発0201第3号
来期間の代行部分に係る支給義務

三浦一洋
年金局企業年金国民 大阪府電気工事厚生年 年金局長

の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

マツダ販売厚生年金基金の将来期

H27.2. 1 年発0201第4号 聞の代行部分に係る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金国民 マツダ販売厚生年金基 年金局長
止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金

認可）

司齢
島根県機械金属工業厚生年金基金

H27. 2. 1 年発0201第5号
の将来期間の代行部分に係る支給

三浦一洋
年金局企業年金国民 島根県機械金属工業厚 年金局長

義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金

（将来返上認可）

中園田県木材厚生年金基金の将来

H27.2. 1 年発0201第6号
期間の代行部分に係る支給義務の

三浦一洋
年金局企業年金国民 中国四県木材厚生年金 年金局長

停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金

上認可）



富山県病院厚生年金基金の将来期

H27. 2. 1 年発0201第7号 聞の代行部分に探る支給義務の｛亭
三浦一洋

年金局企業年金国民 富山県病院厚生年金基
年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課
認可）

愛媛県自動車厚生年金基金の将来

H27. 2. 1 年発0201第8号 期間の代行部分に探る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 愛媛県自動車厚生年金 年金局長
停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

京都府病院厚生年金基金の将来期

H27. 2. 1 年発0201第S号 聞の代行部分に保る支給義務の停
三浦一洋

年金局企業年金国民 京都府病院厚生年金基
年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金
認可）

H27. 2. 1 年発0201第10号 群馬県食品製造厚生年金基金の解
三浦一洋

年金昂企業年金菌民 群馬県食品製造厚生年 年金局長
散の認可について 年金基金課 金基金

H27. 2.2 年発0202第1号
日本スポーツ用品厚生年金基金の

三浦一洋
年金属企業年金国民 日本スポーツ用品厚生 年金局長

解散の認可について 年金基金課 年金基金

大阪府電気工事厚生年金基金の将

H27. 2. 1 年発0205第1号
来期間の代行部分に保る支給義務

三浦一洋
年金局企業年金国民 大阪府電気工事厚生年 年金局長

の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金

返上認可）



H27.2. 6 年発0206第1号 過年度支出の申請について 安粛恭平
年金属総務課管理 官署支出官大臣官爵会

年金局長
｛系 計課長

H27.2. 10 年発0210第1号 職員の休職について（肉申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
係

H27.2. 16 年発0216第1号 職員の育児休業の承認について
増島博之

年金属総務課人事
大臣官麗人事課長 年金局長

（内申） 係
μ 

H27. 2. 17 年発0217第1号 「桜を見る会」招待者の推薦につ
竹重幸典

年金局総務課人事
大臣官薦人事課長 年金高長

いて（回答） ｛系

H27. 2.25 年発0225第1号 職員の休職について（内申） 増島博之
年金局総務課人事 大臣官房人事課長 年金属長
f系

H27. 2.25 年発0225第3号 官職証明書の発行申請について 安粛恭平
年金属総務課管理 大臣官房長 年金局長
係



年金局施行簿
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

秋田県電子工業厚生年金基金の将

H27.3. 1 年発0301第1号 来期間の代行部分に係る支給義務
三浦一洋

年金局企業年金国民 秋田県電子工業厚生年
年金局長

の停止の認可申請について（将来 年金基金課 金基金
返上認可）

秋田県建設業厚生年金基金の将来

H27.3. 1 年発0301第2号 期間の代行部分に係る支給義務の
三浦一洋

年金局企業年金国民 秋田県建設業厚生年金 年金局長
停止の認可申請について（将来返 年金基金課 基金
上認可）

三重県自動車販売厚生年金基金の

H27.3. 1 年発0301第3号
将来期間の代行部分に係る支給義

三浦一洋
年金局企業年金国民 三重県自動車販売厚生 年金局長

務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）

ナオリ厚生年金基金の将来期間の

H27.3. 1 年発0301第4号
代行部分に係る支給義務の停止の

＝浦一洋
年金局企業年金国民 ナオリ厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認 年金基金課
可）

京滋石油厚生年金基金の将来期間

H27.3. 1 年発0301第5号
の代行部分に係る支給義務の停止

三浦一洋
年金局企業年金国民 京滋石油厚生年金基金 年金局長

の認可申請について（将来返上認 年金基金課
可）

兵庫県病院厚生年金基金の将来期

H27.3. 1 年発0301第6号
聞の代行部分に係る支給義務の停

＝浦一洋
年金局企業年金国民 兵庫県病院厚生年金基 年金局長

止の認可申請について（将来返上 年金基金課 金

認可）



日本電気協力会社厚生年金基金の

H27.3. 1 年発0301第7号 将来期間の代行部分に係る支給義
三浦一洋

年金局企業年金国民 日本電気協力会社厚生
年金局長

務の停止の認可申請について（将 年金基金課 年金基金
来返上認可）

全国道路標識標示業厚生年金基金

H27.3. 1 年発0301第8号 の将来期間の代行部分に係る支給
三浦一洋

年金局企業年金国民 全国道路標識標示業厚
年金局長

義務の停止の認可申請について 年金基金課 生年金基金
（将来返上認可）

平成27年度行政財産（東京社会
年金局事業企画課

日本年金機構理事長・
H27.3.2 年発0302第1号 保険事務局土地）の使用許可（更 中捨一弘 関東財務局東京財務事 年金局長

新）について【日本年金機構】
会計室管財係

務所長

平成27年度行政財産（松江地方
年金局事業企画課

日本年金機構理事長・
H27.3.2 年発0302第2号 合同庁舎）の使用許可の更新につ 中捨一弘 中国財務局松江財務事 年金局長

いて【日本年金機構】
会計室管財係 務所長

平成26年度存続厚生年金基金等 年金局企業年金国民 官署支出官大臣官房会
H27.3. 3 年発0303第1号 未納掛金等交付金の交付決定及び 日高亮 年金局長

交付額の確定について
年金基金課 計課長

H27. 3.4 年発0304第1号 身分証明書発行等申請 蟹谷陽太郎 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長



平成26年度年金生活者支援給付
年金局事業管理課 官署支出官大臣官房

支出負担行為
H27.3.6 年発0306第1号 金支給準備国民健康保険中央会補 北澄亜希子 担当官年金

助金の支出負担行為について
交付金係 会計課長

局長

平成26年度年金生活者支揺給付
年金局事業管理課 官署支出官大臣官房

支出負担行為

H27.3.6 年発0306第2号 金支給準備市町村事務取扱交付金 北澄 E希子 担当官年金

の支出負担行為について
交付金係 会計課長 局長

H27.3. 13 年発0313第1号 京滋木材産業厚生年金基金の解散
三浦一洋

年金局企業年金国民 京j並木材産業厚生年金 年金局長
の認可について 年金基金課 基金

H27.3. 13 年発0313第2号
平成26年度国民年金基金等給付負

中村明宏
年金局企業年金国民 官署支出官大臣官房会

年金局長
担金の変更交付決定について 年金基金課 計課長

H27.3. 16 年発0316第1号 九州ヱルビーガス事業厚生年金基
三浦一洋

年金局企業年金国民 九州エルビーガス事業 年金局長
金の解散の認可について 年金基金課 厚生年金基金

H27.3. 16 年発0316第2号
滋賀県トラック厚生年金基金の解

三浦一洋
年金局企業年金国民 滋賀県トラック厚生年 年金局長

散の認可について 年金基金課 金基金



H27.3. 16 年発0316第3号 岡山県運輸厚生年金基金の解散の
＝浦一洋

年金局企業年金国民 岡山県運輸厚生年金基 年金局長
認可について 年金基金課 金

平成26年改正法問則第7条の規定
年金局総務課人事

H27.3. 16 年発0316第4号 に基づく経過措置額について（肉 増島博之 大臣官房人事課長 年金局長

申）
係

H27.3. 19 年発0319第1号 在外公館における便宜供与につい
中野梨江 年金局国際年金課

外務省アジア大洋州局 年金局長
て（中国） 長

H27.3.20 年発0320第1号
大阪婦人子供乳児服厚生年金基金

三浦一洋
年金属企業年金国民 大阪婦人子供乳児服厚

年金局長
の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

H27.3.20 年発0320第2号
全国生コン産業厚生年金基金の解

亀田剛
年金局企業年金国民 全国生コン産業厚生年 年金局長

散の認可等について 年金基金課 金基金

社会保障審議会臨時委員発令につ
H27.3.24 年発0324第2号 いて（内申） （年金部会） （辞 鈴木誠 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

任）



H27.3.25 年発0325第1号 関東北信越薬業厚生年金基金の解
亀田剛

年金局企業年金国民 関東北信越薬業厚生年
年金局長

散の認可等について 年金基金課 金基金

H27.3.25 年発0325第2号 外国運輸金融厚生年金基金の解散
三浦一洋

年金局企業年金国民 外国運輸金融厚生年金 年金局長
の認可について 年金基金課 基金

H27.3.25 年発0325第3号 長野県トラック事業厚生年金基金 ＝滞一洋
年金局企業年金国民 長野県トラック事業厚 年金局長

の解散の認可について 年金基金課 生年金基金

H27.3.25 年発0325第4号
埼玉県自動車販売整備厚生年金基

三浦一洋
年金局企業年金国民 埼玉県自動車販売整備 年金局長

金の解散の認可について 年金基金課 厚生年金基金

H27.3.25 年発0325第5号
全国クラフト紙袋厚生年金基金の

三浦一洋
年金局企業年金国民 全国クラフト紙袋厚生 年金局長

解散の認可について 年金基金課 年金基金

H27.3.25 年発0325第6号
福岡県エルビーガス厚生年金基金 ＝浦一洋

年金局企業年金国民 福岡県エルビーガス厚 年金局長
の解散の認可について 年金基金課 生年金基金



H27. 3.25 年発0325第7号 中国管工事業厚生年金基金の解散
三浦一洋

年金局企業年金国民 中国管工事業厚生年金
年金局長

の認可について 年金基金課 基金

H27.3.25 年発0325第8号 号俸の発令替えについて（内申） 増島博之
年金局総務課人事

大臣官房人事課長 年金局長
｛系

年金局における内部組織細貝ljの改
年金局総務課人事H27. 3.25 年発0325第9号 正について CH27.4. 1付改正及び 増島博之 大臣官爵人事課長 年金局長

H27.4.X付改正）
係

年金局における内部組織細則の改
年金局総務課人事

H27. 3. 25 年発0325第10号 正について (H27.4. 1付改正及び 増島博之 大臣官麗人事課長 年金局長

H27.4.X付改正）
｛系

H27. 3.26 年発0326第1号
北海道国民年金基金｛也71基金に係

中村明去
年金居企業年金国民 地方厚生（支）昂長 年金局長

る平成27年度予算の認可について 年金基金課

「自主解散型基金等の解散に関す 年金局企業年金国民 年金局長H27.3.26 年発0326第2号 る特例について」の一部改正につ 小柳津康博
年金基金課

地方厚生（支）局長

いて



H27.3.27 年発0327第1号 愛媛県トラック厚生年金基金の解
三浦一洋

年金局企業年金国民 愛媛県トラック厚生年
年金局長

散の認可について 年金基金課 金基金

H27.3.27 年発0327第2号 大阪府石油厚生年金基金の解散の
三浦一洋

年金局企業年金国民 大阪府石油厚生年金基 年金局長
認可について 年金基金課 金

H27.3.27 年発0327第3号 埼玉県石油業厚生年金基金の解散
＝浦一洋

年金属企業年金国民 埼玉県石油業厚生年金
年金局長

の認可について 年金基金課 基金

H27.3.27 年発0327第4号
数次往復公用腺券の返納手続きに

中野梨江 年金局国際年金課 大臣官房国際課長 年金局長
ついて

H27.3.30 年発0330第1号 宮城県建設業厚生年金基金の解散
亀田剛

年金局企業年金国民 宮城県建設業厚生年金 年金局長
の認可等について 年金基金課 基金

H27.3.30 年発0330第2号
サンエーグループ厚生年金基金の

三浦一洋
年金局企業年金国民 サンエーグループ厚生 年金局長

解散の認可について 年金基金課 年金基金



H27. 3. 30 年発0330第3号 北海道自動車厚生年金基金の解散
＝浦一洋 年金局企業年金国民 北海道自動車厚生年金

年金局長の認可について 年金基金課 基金

H27.3.30 年発0330第4号 日本造園建設業厚生年金基金の解
三浦一洋 年金局企業年金国民 日本造園建設業厚生年

年金属長散の認可について 年金基金課 金基金

H27.3.30 年発0330第5号 熊本県建設業厚生年金基金の解散
＝浦一洋 年金昂企業年金園民 熊本県建設業厚生年金

年金昂長の認可について 年金基金課 基金

H27且 3.30 年発0330第6号 名古屋乗用自動車摩生年金基金の
小柳津康博 年金局企業年金国民 名古屋乗用自動車厚生

年金局長解散の認可等について 年金基金課 年金基金

H27.3.31 年発0331第1号 千葉県病院厚生年金基金の解散の
三浦一洋

年金馬企業年金国民 千葉県病院厚生年金基
年金局長認可について 年金基金課 金

H27. 4. 1 年発0331第2号 会計機閣の定時検査に係る検査員
津谷宜和

年金属事業企画課 年金局事業企画課会計
年金局長の発令について 会計室 室決算係長



H27. 4. 1 年発0331第3号 会計機関の定時検査に保る検査員
津谷宜和

年金問事業企画課 年金局事業企画課会計 年金局長
の発令について 会計室 室出納館長

H27. 4. 1 年発0331第4号
会計機関の定時検査に｛系る検査員

津谷宜和
年金局事業企画課 年金局事業企画課会計

年金局長
の発令について 会計室 室決算係長


