
年金局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当諜・係 起案者 起案日 施行先 施行者

厚生年金基金監査要綱等の一部改
年金局企業年金国民 地方厚生（支）局健康 年金局企業年

年企発0425第1号 H26.4.25 年金基金課企業年金 亀 田 剛 H26.4.25 福祉部保険年金（年 金国民年金基
正について

係 金）課長 金課長



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

第 1回社会保障審議会企業年金部
年金局企業年金国民

年金局企業年
年企発0523第1号 H26.5.23 会厚生年金基金の特例解散等に関 鈴木利和， H26.5.23 社会保障審議会会長 金国民年金基

する専門委員会の開催について
年金基金謀庶務係

金課長

存続厚生年金基金及び確定給付企
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0530第1号 H26.5.30 業年金の業務委託法人の指定取消
年金基金課企業年金 勝雅 人 H26.5. 16 

大臣官房総務課官報報告
金国民年金基

について（株式会社シーエー
係

主任
金課長

シー）

存続厚生年金基金及び確定給付企
年金局企業年金国民 地方厚生（支）局健康福 年金局企業年

年企発0530第2号 H26.5.30 
業年金の業務委託法人の指定取消

年金基金課企業年金 勝雅 人 H26.5. 16 祉部保険年金（年金） 金国民年金基
について（株式会社シーエー

係 課長 金課長
シー）



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

公的年金制度の健全性及び信頼性
日本年金機構事業部門 年金局企業年

年企発0616第1号 H26. 6. 13 の確保のための厚生年金保険法等 年金局企業年金国民
小柳津康博 H26. 6. 10 担当理事事業管理部門 金国民年金基

の一部を改正する法律等の施行に 年金基金課
担当理事 金課長

伴う事務の取扱いについて

「確定拠出年金の企業型年金に係 年金局企業年金国民
地方厚生（支）局保険

年金局企業年
年企発0618第1号 H26.6. 17 る規約の承認基準等について」の 年金基金課確定拠出 白 山裕久 H26.6. 13 金国民年金基

一部改正について 年金指導係
年金（年金）課長

金課長

「厚生年金基金の解散等における
年金局企業年金国民

地方厚生（支）局建康 年金局企業年
年企発0630第1号 H26. 6.27 厚生年金保険被保険者記録照会要 小柳津康博 H26.6.25 福保祉部 金国民年金基

領」の改正について
年金基金課 険年金（年金）課長 金課長



年金屑施行簿
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

存続厚生年金基金及び確定給付企 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発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 金国民年金基

いて（株式会社シー工ーシー） 係 金課長

存続厚生年金基金及び確定給付企 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0703第2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 金国民年金基

いて（株式会社シーエーシー） 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
全労済グループ企業年金

年金局企業年
年企発0710第1号 H26. 7. 10 等の承認について（全労済厚生年 年金基金課指導調整 村上友博 H26. 7.9 金国民年金基

金基金） 係
基金

金課長

「厚生年金基金の設立要件につい 年金局企業年金国民 地方厚生（支）局健康福 年金局企業年

年企発0722第1号 H26. 7.22 て」の一部改正について（課長通 年金基金課指導調整 千原貴 史 H26. 7. 9 祉部 金国民年金基

知） 係 保険年金（年金）課長 金課長

大阪既製服厚生年金基金の財産自
年金局企業年金国民

年金局企業年

年企発0724第1号 H26. 7.24 録等の承認について 亀田剛 H26. 7.24 大阪既製服厚生年金基金 金国民年金基
年金基金課 金課長



年金局施行簿

文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 a 起案者 起案日 施行先 施行者

厚生年金基金の年金の実態調査に 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発0811第1号 H26. 8. 11 
ついて（調査依頼） 年金基金課

松本剛史 H26. 8. 11 厚生年金基金理事長 金国民年金基
金課長

平成24年度末における財政再計
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0813第1号 H26.8. 13 
算及び財政検証の結果に照らし掛

年金基金課指導調整 千原 貴 史 H26. 8. 11 
大阪薬業厚生年金基金

金国民年金基
金の引上げが十分でない基金への 理事長他26基金
対応について

係 金課長

ヘ

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 第一交通グループ企業
年金局企業年

年企発0818第1号 H26.8. 18 等の承認について（第一交通グ 年金基金課指導調整 村上友博 H26.8. 18 金国民年金基

ループ厚生年金基金） 係
年金基金

金課長

日本建築金物工業厚生年金基金の
年金局企業年金国民 日本建築金物工業厚生

年金局企業年

年企発0820第1号 H26.8. 19 財産目録等の承認について 亀田 剛 H26.8. 14 金国民年金基

【特例解散平成25年11月20日】
年金基金課 年金基金 金課長



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

全国蒲鉾厚生年金基金の財産目録
年金局企業年

年企発0904第1号 H26.9.4 
等の承認について 年金局企業年金国民

亀田剛 H26.9. 1 全国蒲鉾厚生年金基金 金国民年金基
【特例解散（納付額）平成25年3 年金基金課

金課長
月21日】

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0926第1号 H26.9.26 等の承認について（電興厚生年金 年金基金課指導調整 村上友博 H26. 9. 26 電興企業年金基金 金国民年金基

基金） 係 金課長



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

大阪鍍金工業厚生年金基金の財産
年金局企業年金国民 大阪鍍金工業厚生年金基

年金局企業年
H26. 10. 2 年企発1002第1号 目録等の承認について 小柳津康博 金国民年金基

【特例解散平成24年10月26日】
年金基金課 金

金課長



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

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
H26. 11.4 年企発1104第1号 等の承認について（セガ厚生年金 坂井大 年金基金課指導調整 セガ企業年金基金 金国民年金基

基金） 係 金課長



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

厚生年金基金の平成27年度予算
年金局企業年金国民

地方厚生（支）局保険年
年金局企業年

H26. 12. lO 年企発1210第1号 松本剛史 年金基金課企業年金 金国民年金基
編成について（通知）

係
金（年金）課長

金課長

「確定拠出年金の企業型年金に係 年金局企業年金国民
地方厚生（支）局保険年

年金局企業年
H26. 12. 11 年企発1211第1号 る規約の承認基準等についてJの 白山裕久 年金基金課確定拠出

金（年金）課長
金国民年金基

一部改正について 年金指導係 金課長

F確定給付企業年金の規約の承認 年金局企業年金国民 年金局企業年
H26. 12. 11 年企発1211第2号 及び認可の基準等について」のー 高田崇司 年金基金課基金数理 地方厚生（支）局長 金国民年金基

部改正について 主F晶司 金課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金局企業年金国民 兵庫県乗用自動車厚生年

年金局企業年
H26. 12. 16 年企発1216第1号 責任準備金相当額の納付計画変更 亀田剛 金国民年金基

の承認について
年金基金課 金基金

金課長

政府管掌年金事業等の運営の改善
年金局企業年金国民 年金局企業年

H26. 12. 18 年企発1218第1号
のための国民年金法等の一部を改

日高亮 年金基金課企業年金
地方厚生（支）局保険年

金国民年金基
正する法律の施行に伴う延滞金及

係
金（年金）課長

金課長
び加算金の割合について

政府管掌年金事業等の運営の改善
年金局企業年金国民 年金局企業年

H26. 12. 18 年企発1218第2号 のための国民年金法等の一部を改
日高亮 年金基金課企業年金

地方厚生（支）局保険年
金国民年金基

正する法律の施行に伴う延滞金及
係

金（年金）課長
金課長

び加算金の割合について



国民年金法第134条の2第1項にお 年金局企業年金国民
地方厚生（支）局保険年

年金局企業年
H26. 12. 18 年企発1218第3号 いて準用する同法第97条第1項に 中村明宏 年金基金課国民年金 金国民年金基

規定する延滞金の割合について 基金係
金（年金）課長

金課長

公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等

年金局企業年金国民 日本年金機構事業管理部
年金局企業年

H26. 12.22 年企発1222第1号 の一部を改正する法律附則第16条 小柳津康博
年金基金課 門担当理事

金国民年金基
第1項第2号に規定する加算金の割 金課長
合について



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

r国民年金基金の業務経理におけ 年金局企業年金国民 年金局企業年
H27. 1.30 年企発0130第1号 る剰余金の取扱いについてj 等に 中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 金国民年金基

ついて（通知） 基金係 金課長

「国民年金基金の業務経理におけ 年金局企業年金国民 年金局企業年
H27. 1.30 年企発0130第2号 る剰余金の取扱いについて」等に 中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 金国民年金基

ついて（通知） 基金係 金課長

「国民年金基金の業務経理におけ 年金局企業年金国民 年金局企業年
H27. 1. 30 年企発0130第3号 る剰余金の取扱いについてJ等に 中村明宏 年金基金課国民年金 国民年金基金連合会 金国民年金基

ついて（通知） 基金係 金課長

年金局企業年金国民
地方厚生（支）局保険

年金局企業年
H27. 1.30 年企発0130第4号 国民年金基金の予算編成について 中村明宏 年金基金課国民年金

年金（年金）課長
金国民年金基

基金係 金課長

年金局企業年金国民
地方厚生（支〉局保険

年金局企業年
H27. 1.30 年企発0130第5号 国民年金基金の予算編成について 中村明宏 年金基金課国民年金

年金（年金）課長
金国民年金基

基金係 金課長



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

丸彦渡辺建設厚生年金基金の財産 年金局企業年金国民 丸彦渡辺建設厚生年金
年金局企業年

H27.2.3 年企発0203第1号
目録等の承認について

亀田剛
年金基金課 基金

金国民年金基
金課長

富士工厚生年金基金の財産目録等 年金局企業年金国民
年金局企業年

H27. 2.5 年企発0205第1号
の承認について

＝浦一洋
年金基金課

富士エ厚生年金基金 金国民年金基
金課長

厚生年金基金の年金の実態調査に
年金局企業年金国民 年金局企業年

H27.2. 9 年企発0209第1号
ついて（調査依頼）

松本剛史 年金基金課企業年金 厚生年金基金理事長 金国民年金基
係 金課長

『公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法

年金局企業年金国民
日本年金機構事業企画 年金局企業年

H27. 2. 18 年企発0218第1号 等の一部を改正する法律等の施行 小柳津康博 部門担当理事、事業管 金国民年金基

に伴う事務の取扱いについて」の
年金基金課

理部門担当理事 金課長
一部改正について

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
日本飛行機企業年金基

年金局企業年
H27.2. 24 年企発0224第1号 等の承認について（日本飛行機厚 坂井大 年金基金課企業年金 金国民年金基

生年金基金） 係
金 金課長



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

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
H27. 3.5 年企発0305第1号 等の承認について（小島厚生年金 梅木健一 年金基金課指導調整 小島企業年金基金 金国民年金基

基金） 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
伊藤忠連合企業年金基

年金局企業年
H27.3. 6 年企発0306第1号 等の承認について（伊藤忠連合厚 坂井大 年金基金課指導調整 金国民年金基

生年金基金） 係
金

金課長

確定拠出年金運営管理機関の登録
年金局企業年金国民 年金局企業年

H27. 3. 12 年企発0312第1号
協議について

藤崎章太 年金基金課確定拠出 金融庁監督局総務課長 金国民年金基
年金指導係 金課長

平成27年度企業年金連合会予算の
年金局企業年金国民 年金局企業年

H27.3.27 年企発0327第1号 山下明範 年金基金課企業年金 企業年金連合会 金国民年金基
認可について

係 金課長

国民年金基金連合会の平成27年度
年金局企業年金国民

国民年金基金連合会理
年金局企業年

H27.3.27 年企発0327第2号 中村明宏 年金基金課国民年金 金国民年金基
予算の認可について

基金係
事長

金課長


