
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.4. 1 年発0401第3号 天童木工厚生年金基金の解散の認可に
三浦一洋

年金属企業年金
天童木エ厚生年金基金 年金局長

ついて 国民年金基金課

H27. 4. 1 年発0401第4号 神奈川県情報サービス産業厚生年金基
三浦一洋

年金局企業年金 神奈川県情報サービス産業厚生年金
年金局長

金の解散の認可について 国民年金基金課 基金

京都織物卸商厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第6号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 ＝浦一洋
国民年金基金課

京都織物卸商厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

大阪菓子厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第7号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 三浦一洋 大阪菓子厚生年金基金 年金局長

請について（将来返上認可）
国民年金基金課

東京印刷工業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27. 4. 1 年発0401第8号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

東京印刷工業厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

東京自動車サービス厚生年金基金の将

H27.4. 1 年発0401第9号 来期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
東京自動車サービス厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金諜
可）

愛知県石油厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金H27. 4. 1 年発0401第10号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋 愛知県石油厚生年金基金 年金局長

申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

東日本電線工業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27.4.1 年発0401第11号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋 東日本電線工業厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

国民年金基金課

静岡県トフック運送厚生年金基金の将

H27. 4. 1 年発0401第12号 来期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
静岡県トラック運送厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

愛鉄連厚生年金基金の将来期間の代行
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第13号 部分に係る支給義務の停止の認可申請 ＝浦一洋
国民年金基金課

愛鉄連厚生年金基金 年金局長
について（将来返上認可）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

日本産業機械工業厚生年金基金の将来
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第14号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 三浦一洋
国民年金基金課

日本産業機械工業厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基

H27.4.1 年発0401第15号 金の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 日本ハム・ソーセージ工業厚生年金
年金局長

務の停止の認可申請について（将来返 国民年金基金課 基金
上認可）

運輸関係法人厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27.4.1 年発0401第16号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

運輸関係法人厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

東京倉庫業厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金H27.4.1 年発0401第17号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋
国民年金基金課

東京倉庫業厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

秋田県自動車販売厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第18号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 三浦一洋
国民年金基金課

秋田県自動車販売厚生年金基金 年金局長
の認可申請について｛将来返上認可）

西日本電機販売厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第19号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋 西日本電機販売厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

国民年金基金諜

全国情報サービス産業厚生年金基金の

H27.4. 1 年発0401第20号
将来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

全国情報サービス産業厚生年金基金 年金局長
停止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

愛知県自動車整備厚生年金基金の将来
年金局企業年金

H27.4. 1 年発0401第21号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 三浦一洋
国民年金基金課

愛知県自動車整備厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

日本冷凍食品厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27. 4.1 年発0401第22号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 ＝浦一洋
国民年金基金課

日本冷凍食品厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

科学技術厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金H27. 4. 1 年発0401第23号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 ＝浦一洋 科学技術厚生年金基金 年金局長

請について（将来返上認可）
国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

栃木トヨペットグループ厚生年金基金

H27. 4. 1 年発0401第24号
の将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 栃木トヨペットグループ厚生年金基

年金局長
の停止の認可申請について（将来返上 国民年金基金課 金
認可）

広島県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第25号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋
国民年金基金課

広島県病院厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

出版厚生年金基金の将来期間の代行部
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第26号 分に係る支給義務の停止の認可申請に 三浦一洋
国民年金基金課

出版厚生年金基金 年金局長
ついて（将来返上認可）

日本建設機械レンタル厚生年金基金の

H27. 4. 1 年発0401第27号 将来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
日本建設機械レンタル厚生年金基金 年金局長

停止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

群馬県トフック事業厚生年金基金の将

H27.4. 1 年発0401第28号
来期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

群馬県トラック事業厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

大分県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第29号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋
国民年金基金課

大分県病院厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

H27. 4. 1 年発0401第30号
年金特別会計における会計機関の任免

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課会計室決算係長 年金局長
について 課会計室

H27. 4. 1 年発0401第31号
年金特別会計における会計機関の任免

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課会計室決算係長 年金局長
について 課会計室

H27. 4. 1 年発0401第32号
年金特別会計における会計機関の任免

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課長 年金局長
について 課会計室

全国建設厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金H27. 4. 1 年発0401第33号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 三浦一洋 全国建設厚生年金基金 年金局長

請について（将来返上認可）
国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

静岡新開放送厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27.4. 1 年発0401第34号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

静岡新開放送厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

沖縄県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27.4.1 年発0401第35号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋
国民年金基金課

沖縄県病院厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

沖縄県建設業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第36号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

沖縄県建設業厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

兵庫県自動車整備厚生年金基金の将来
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第37号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 三浦一洋 兵庫県自動車整備厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

国民年金基金課

長野県機械工業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27.4.1 年発0401第38号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋
国民年金基金課

長野県機械工業厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

四国木材厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金

H27.4. 1 年発0401第39号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 三浦一洋
国民年金基金課

四国木材厚生年金基金 年金局長
請について（将来返上認可〕

日本酒造厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第40号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 三浦一洋 日本酒造厚生年金基金 年金局長
請について（将来返上認可）

国民年金基金課

中部ゴルフ場厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27.4. 1 年発0401第41号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

中部ゴルフ場厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

ヤマキ厚生年金基金の将来期間の代行
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第42号 部分に係る支給義務の停止の認可申請 三浦一洋
国民年金基金課

ヤマキ厚生年金基金 年金局長
について（将来返上認可）

JS Kものづくり厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27.4.1 年発0401第43号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 ＝浦－；羊
国民年金基金課

J s Kものづくり厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.4. 1 年発0401第45号
会計機関の定時検査に係る検査員の発

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課会計室出納係長 年金局長
令について 課会計室

札幌法務局長
仙台法務局長

H27.4. 1 年発0401第47号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

札幌法務局長
仙台法務局長

H27.4.1 年発0401第48号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

札幌法務局長
仙台法務局長

H27.4.1 年発0401第49号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

札幌法務局長
仙台法務局長

H27. 4. 1 年発0401第50号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

札幌法務局長
仙台法務局長

H27.4.1 年発0401第51号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

札幌法務局長
仙台法務局長

H27.4.1 年発0401第52号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

札幌法務局長
仙台法務局長

H27. 4. 1 年発0401第53号 訴訟事件の担当職員について 佐藤大輔 年金局総務課
東京法務局長

年金局長
名古屋法務局長
広島法務局長
高松法務局長

山形県医療機関厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27.4. 1 年発0401第55号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋
国民年金基金課

山形県医療機関厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

H27. 4. 1 年発0401第56号 国民年金法施行令等の一部を改正する
副島大悟

年金局年金課企
地方厚生（支）局長あて 年金局長

政令等の施行について（通知） 画法令第一係

H27.4.1 年発0401第57号
国民年金法施行令等の一部を改正する政

副島大悟
年金局年金諜企 日本年金機構理事長、地方厚生（支） 厚生労働省年金

令等の施行について（通知） 聞法令第一係 局長 局長

全国新聞業厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27.4.1 年発0401第58号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 三浦一洋
国民年金基金課

全国新開業厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

愛媛県医療機関厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第59号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋
国民年金基金課

愛媛県医療機関厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

全国製紙原料厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27.4. 1 年発0401第60号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 三浦一洋
国民年金基金課

全国製紙原料厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

トヨタ関連部品厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27. 4. 1 年発0401第61号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 三浦一洋
国民年金基金課

トヨタ関連部品厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画H27. 4. 1 年発0401第62号 に係る支払元受高配分通知について 久保拓也 内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長

（暫定予算分）
課会計室

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画

H27. 4. 1 年発0401第63号 に係る支払元受高配分通知について 久保拓也
課会計室

内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長
（暫定予算分）

H27. 4. 3 年発0403第1号 職員の人事異動について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.4.7 年発0407第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27.4.9 年発0409第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 4. 9 年発0409第2号 職員の人事異動について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画H27.4.10 年発0410第1号 に係る支払元受高配分通知について 久保拓也
課会計室

内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長
（当初予算成立分）

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画

H27.4.10 年発0410第2号 に係る支払元受高配分通知について 久保拓也
課会計室

内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長
（当初予算成立分）

H27.4. 13 年発0413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

大臣官房人事課長 年金局長
事係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 4. 13 年発0413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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

平成26年度国民年金基金等給付費負担
年金局企業年金

支出負担行為担H27.4.14 年発0414第1号 中村明宏 国民年金基金課 官署支出宮大臣官房会計課長
金交付額の確定について

国民年金基金係
当官年金局長

H27.4.14 年発0414第2号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 4. 16 年発0416第1号
国家公務員法第 10 3条に係る自営兼

竹重幸典
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
業申請について（不動産等賃貸関係） 事係

H27.4.22 年発0422第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27.4. 27 年発0427第1号 資金前渡官史及び分任梨約担当官の任
中野梨江

年金局国際年金
大臣官房会計課長 年金局長

命について（デンマーク） 課

平成十六年度、平成十七年度、平成十
九年度及び平成二十年度の国民年金制

H27.4. 30 年発0430第1号 度（略）の改正に伴う厚生労働省関係
最上亮

年金局年金課企
日本年金機構理事長 年金局長

法令に関する経過措置に闘する政令の 画法令第二係
一部を改正する政令の公布について
（通知）

平成十六年度、平成十七年度、平成十
九年度及び平成二十年度の国民年金制

H27.4.30 年発0430第2号 度（略）の改正に伴う厚生労働省関係
最上亮

年金局年金課企
地方厚生（支）局長 年金局長

法令に関する経過措置に関する政令の 画法令第二係
一部を改正する政令の公布について
（通知）



施行日 文書番号 件名 起東者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 4. 30 年発0430第3号 職員の昇格について（行法経・ 4/1付） 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.4. 30 年発0430第4号
資金前渡官史及び分任契約担当官の任

中野梨江
年金局国際年金

大臣官房会計課長 年金局長
命について（ニュージーランド） 課

H27.4.30 年発0430第5号 デンマークの年金制度の調査に係る依
伊藤理恵

年金局国際年金
同志社大学学長 村田晃嗣 年金局長

頼について（伺い） 課企画係

H27.4. 30 年発0430第6号 ニュージーランドの年金制度の調査に
伊藤理恵

年金局国際年金
信州大学学長 山沢清人 年金局長

係る依頼について（伺い） 課企画係

西日本室内装飾厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 5. 1 年発0501第1号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

西日本室内装飾厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

日本保温保冷工業厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27.5.1 年発0501第2号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠
国民年金基金課

日本保温保冷工業厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

中日本段ボール厚生年金基金の将来期
年金属企業年金H27. 5. 1 年発0501第3号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 中日本段ボール厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

神奈川県貨物自動車厚生年金基金の将

H27. 5. 1 年発0501第4号 来期間の代行部分に係る支給義務の停
関口弘忠

年金局企業年金
神奈川県貨物自動車厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

日本工業炉厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27. 5. 1 年発0501第5号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠
国民年金基金課

日本工業炉厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

H27. 5. 7 年発0507第1号 金融商品取引に係る綱紀粛正について
堀本陽司 年金局総務課

年金積立金管理運用独立行政法人理
年金局長

（通知） 事長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 5. 11 年発0511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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 5. 11 年発0511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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.5.13 年発0513第1号 数次往復公用旅券の発給依頼について 中野梨江
年金局国際年金

大臣官房国際課長 年金局長
課

年金額減額処分取消請求事件（鳥取地

H27. 5. 13 年発0513第2号
裁平成27年（行ウ）第2号）に係る

畑中正視
年金局事業管理

鳥取地方法務局長 年金局長
行政事件訴訟の実施及び指定代理人の 諜
指定について

H27.5.13 年発0513第3号 職員の育児休業の承認について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 5. 14 年発0514第1号
在外公館における便宜供与について

高山貴子
年金局国際年金

外務省アジア大洋州局長 年金局長
（ニュージーランド） 課

H27.5.14 年発0514第2号
職員の政府間交渉参加に係る外務事務

増島博之
年金局総務課人

外務省中東アフリカ局長 年金局長
官併任発令の依頼について 事係

H27.5.14 年発0514第3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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 5. 15 年発0515第1号
山口県機械金属工業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金

山口県機械金属工業厚生年金基金 年金局長
散の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 5. 18 年発0518第1号
山陰トラック事業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金

山陰トラック事業厚生年金基金 年金局長
の認可について（通常解散） 国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 5. 18 年発0518第2号 熊本県トラック運送厚生年金基金の解
亀田剛

年金局企業年金
熊本県トラック運送厚生年金基金 年金局長

散の認可等について 国民年金基金課

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画H27. 5. 18 年発0518第3号 に係る支払元受高配分通知について 久保拓也
課会計室

内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長
(5月月中分）

H27. 5. 19 年発0519第1号
在外公館における便宜供与について

高山貴子
年金局国際年金

外務省欧州局長 年金局長
（デンマーク） 課

確定給付企業年金の業務委託法人の指 年金局企業年金
JPアクチュアリーコンサルテイング

H27. 5. 20 年発0520第1号 定についてはPアクチュアリーコンサ 坂井大 国民年金基金課 年金局長
ルテイング株式会社） 指導調整係

株式会社

H27. 5. 25 年発0525第1号 富山県機電工業厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
富山県機電工業厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

平成27年度国民年金基金等給付費負
年金局企業年金

支出負担行為担
H27. 5.25 年発0525第2号 中村明宏 国民年金基金課 官署支出官大臣官房会計課長

担金の交付決定について
国民年金基金係

当官年金局長

H27.5. 26 年発0526第1号
宮崎県トラック事業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金

宮崎県トラック事業厚生年金基金 年金局長
散の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27.5. 26 年発0526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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

年金額減額処分取消請求事件（徳島地

H27. 5. 26 年発0526第3号
方裁判所，平成27年（行ウ）第7

小杉光恵
年金局事業管理

鳥取地方法務局長 年金局長
号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理入の指定について

H27. 5. 28 年発0528第1号
東京製本厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金局企業年金

東京製本厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 5. 28 年発0528第2号
大阪自動車整備厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

大阪自動車整備厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27.5. 28 年発0528第3号
関西電気工事業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

関西電気工事業厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27目 5.28 年発0528第4号
池田興業厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金局企業年金

池田興業厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 国民年金基金課

H27. 5.28 年発0528第5号
三重県トラック事業厚生年金基金の解

亀田剛
年金局企業年金

三重県トラック事業厚生年金基金 年金局長
散の認可等について 国民年金基金課

H27. 5. 29 年発0529第1号
静岡県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金

静岡県病院厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 5.29 年発0529第2号 東日本段ボール厚生年金基金の解散の
亀田剛

年金局企業年金
東日本段ボール厚生年金基金 年金局長

認可等について 国民年金基金課

H27. 5. 29 年発0529第3号 全国クレーン建設業厚生年金基金の解
関口弘忠

年金局企業年金
全国クレーン建設業厚生年金基金 年金局長

散の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27.5.29 年発0529第4号
京都府トラック事業厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金局企業年金国

京都府トラック事業厚生年金基金 年金局長
の認可等について 民年金基金課

H27.5. 30 年発0530第1号
東京文具工業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金

東京文具工業厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 5. 30 年発0530第2号 福岡県建設業厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金
福岡県建設業厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 5. 30 年発0530第3号
高砂殿グループ厚生年金基金の解散の 関口弘忠

年金局企業年金
高砂殿グループ厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 5. 31 年発0531第1号
埼玉県管工事業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

埼玉県管工事業厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 国民年金基金課

愛知県管工事業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 6. 1 年発0601第1号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

愛知県管工事業厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

自動車振興会厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27. 6. 1 年発0601第2号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
国民年金基金課

自動車振興会厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

東北管工事業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27. 6. 1 年発0601第3号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
国民年金基金課

東北管工事業厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

H27. 6.2 年発0602第1号
静岡県印刷工業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

静岡県印刷工業厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 国民年金基金課

年金額減額処分取消請求事件（札幌地

H27. 6.4 年発0604第1号
方裁判所，平成27年（行ウ）第 16 

佐久間裕樹
年金局事業管理

札幌法務局長 年金局長
号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について
モンゴル国社会保険セクターにおける

H27. 6. 10 年発0610第1号
能力開発強化プロジェクト詳細計画策

増島博之
年金局総務課人

大臣官房国際課長 年金局長
定調査に係る調査団員の推薦について 事係
（回答）

H27. 6. 15 年発0615第l号
西日本製本印刷物加工業厚生年金基金

関口弘忠
年金局企業年金 西日本製本印刷物加工業厚生年金基

年金局長
の解散の認可について（通常解散） 国民年金基金課 金

年金額減額処分取消請求事件（大津地

H27.6.15 年発0615第2号 方裁判所，平成27年（行ウ）第11
小杉光恵

年金局事業管理
大津地方法務局長 年金局長

号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 16 年発0616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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.6.17 年発0617第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 6. 18 年発0618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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

公益財団法人年金シニアプラン総合研
年金局総務課企H27. 6. 18 年発0618第2号 究機構の出張に係る在外公館に対する 柳j畢聖 外務省欧州局長 年金局長

便宜供与方依頼について
画係

H27. 6. 19 年発0619第1号
障害者である職員の任免に関する状況

増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
の通報等について（回答） 事係

H27. 6. 22 年発0622第1号
徴収済額集計表の送付について（平成27

佐藤悠
年金局事業企画課

総括部局長年金局長
所管部局長年金

年5月分） 会計室決算係 局長

H27.6.22 年発0622第2号
支出済額集計表の提出について（平成27

植木奈津子
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成27年5月分） 会計室 局長）

H27. 6. 25 年発0625第1号 職員の人事異動について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

「国民年金基金連合会における年金経
理、事業経理給付確保会計及び共同運 年金局企業年金

H27. 6. 26 年発0626第1号 用会計並びに確定拠出年金事業経理の 中村明宏 国民年金基金課 国民年金基金連合会理事長 年金局長

決算事務の取扱いについてJの一部改 国民年金基金係
正について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金額減額処分取消請求事件（京都地

H27.6. 26 年発0626第2号
方裁判所，平成27年（行ウ）第27

小杉光恵
年金局事業管理

京都地方法務局長 年金局長
号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について

H27.6. 29 年発0629第1号 職員の人事異動について（内申） 増島博之
年金属総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

社会保障審議会臨時委員発令について

H27. 6.30 年発0630第1号 （内申） （社会保障審議会臨時委員金
萩原克彦

年金局事業企画
大臣官房人事課長 年金局長

田氏、粛藤氏、原氏、安井氏の任命に 課
ついて） （年金事業管理部会）
年金額改定決定処分取消請求事件（松

H27.6.30 年発0630第2号 江地裁平成27年（行ウ）第 1号）に
畑中正視

年金局事業管理
松江地方法務局長 年金局長

係る行政事件訴訟の寮施及び指定代理 課
人の指定について

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金局事業企画H27. 6.30 年発0630第3号 に係る支払元受高百日分通知について 久保拓也
課会計室

内閣府子ども・子育て本部審議官 年金局長
（第2四半期分）

H27.6.30 年発0630第4号 職員の人事異動について（内申） j度逼浩介 年金局事業企画課
大臣官房人事課長 年金局長

運営管理係

H27.6.30 年発0630第5号 平成26事業年度に係る業務実施報告
萩原克憲 年金局事業企画課 大臣官房人事課長 年金局長

書の提出期限延長について

H27.7.1 年発0701第1号 身分~iE明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

全日本シナイホァル厚生年金基金の将

H27. 7. 1 年発0701第2号 来期間の代行部分に係る支給義務の停
関口弘忠 年金局企業年金

全日本シティホテル厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

鳥取県食品産業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 7. 1 年発0701第3号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 鳥取県食品産業厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

愛媛県機械金属工業厚生年金基金の将

H27. 7. 1 年発0701第4号 来期間の代行部分に係る支給義務の停
関口弘忠

年金局企業年金
愛媛県機械金属工業厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

東京写真製版厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27. 7. 1 年発0701第5号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
国民年金基金課

東京写真製版厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

関東玉県印刷工業厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27. 7. 1 年発0701第6号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 間口弘忠
国民年金基金課

関東玉県印刷工業厚生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

全国卸商業団地厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 7. 1 年発0701第7号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 全国師商業団地厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返よ認可）
国民年金基金課

新潟トヨタ自動車連合厚生年金基金の

H27. 7. 1 年発0701第8号 将来期間の代行部分に係る支給義務の
関口弘忠

年金局企業年金
新潟トヨタ自動車連合厚生年金基金 年金局長

停止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

H27.7.6 年発0706第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長
／ （／〆

H27. 7.8 年発0708第1号 兵庫県木材厚生年金基金の解散の認可
間口弘忠

年金局企業年金
兵庫県木材厚生年金基金 年金局長

について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7. 13 年発0713第1号 西日本電線工業厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
西日本電線工業厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

国民生活基礎調査に係る調査票情報の
年金局企業年金国

H27.7.14 年発0714第1号 等々力淳 民年金基金課基金 大臣官房統計情報部長 年金局長
提供について（申出）

数理室数理指導係

H27.7.14 年発0714第2号 社会保障審議会臨時委員任命に係る承
鈴木誠 年金局総務課

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
年金局長

諾依頼について（年金部会） 科長／米津康博



施行日 文書番号 件名 記案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 7. 15 年発0715第1号 数次往復公用旅券の返納手続き・発給
中野梨江

年金局国際年金
大臣官房国際課長 年金局長

依頼について 課

H27.7.16 年発0716第1号 平成26年度年金特別会計固有物品の決 阿瀬見恵梨 年金局事業企蘭課
大臣官房会計課長 年金局長

算について 奈 会計室

H27.7.17 年発0717第1号 和歌山県トラック厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金局企業年金
和歌山県トラック厚生年金基金 年金局長

の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7. 17 年発0717第2号 熊本県工業団地厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
熊本県工業団地厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7. 17 年発0717第3号 西日本酒類販売業厚生年金基金の解散
関口弘忠 年金局企業年金

西日本酒類販売業厚生年金基金 年金局長
の認可について（通常解散） 国民年金基金課

年金減額改定取消請求事件（水戸地方

H27. 7. 17 年発0717第5号 裁判所，平成27年（行ウ）第16号）
小杉光恵

年金局事業管理
水戸地方法務局長 年金局長

に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 課
理人の指定について
年金額減額処分取消請求事件（広島地

H27. 7. 17 年発0717第6号 方裁判所，平成27年（行ウ）第16 
小杉光恵

年金局事業管理
広島法務局長 年金局長

号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について
年金減額改定取消請求事件（仙台地方

H27. 7. 17 年発0717第7号 裁判所，平成27年（行ウ）第17号）
小杉光恵

年金局事業管理
仙台地方法務局長 年金局長

に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 課
理人の指定について
年金額減額処分取消請求事件（札幌地

H27. 7. 17 年発0717第8号 方裁判所，平成27年（行ウ）第20
小杉光恵

年金局事業管理
札幌法務局長 年金局長

号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 諜
定代理人の指定について
年金額減額処分取消請求事件（札幌地

H27. 7. 17 年発0717第9号 方裁判所，平成27年（行ウ）第25
小杉光恵

年金局事業管理
札幌法務局長 年金局長

号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.7.17 年発0717第10号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

小杉光恵
年金局事業管理

札幌法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第11号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

小杉光恵
年金局事業管理

大津地方法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第12号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
小杉光恵

年金局事業管理
京都地方法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第13号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
小杉光恵

年金局事業管理
松江地方法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第14号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

小杉光恵
年金局事業管理

鳥取地方法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第15号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
小杉光恵

年金局事業管理
徳島地方法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 7. 17 年発0717第16号 職員の人事異動について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 7. 17 年発0717第17号 職員の昇格について（ 7 / 1付） 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 7. 17 年発0717第18号 職員の育児休業の承認について（内
増島博之

年 金 局 総 務 課人
大臣官房人事課長 年金局長

申） 事係

H27.7.17 年発0717第19号 職員の育児休業の承認について（内申） 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

決算検査報告に掲記した事項に対する処

H27.7.17 年発0717第20号 置状況について（回答）
俵英高 年金局事業管理課

会計検査院事務総局第2局長
年金局長

（第三者行為事故に係る年金の支給停止 村上英嗣殿
限度期間の設定について）

H27.7.17 年発0717第21号 支出済額集計衰の提出について（平成27
植木奈津子

年金局事業企画課
総括部局長（年金局長）

所管部局長（年金
年度平成27年6月分） 会計室 局長）

決算検査報告に掲記した事項に対する処
年金局事業管理課

厚生労働省年金H27.7.17 年発0717第24号 訪農雄樹 厚生年金保険管理 会計検査院事務総局第2局長
置状況について（結果報告）

係
局長

H27.7.21 年発0721第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27.7.21 年発0721第3号 徴収済額集計表の送付について（平成27
佐藤悠

年金局事業企画課
総括部局長年金局長

所管部局長年金
年6月分） 会計室決算係 局長

職員の政府間交渉番加に伴う事務取扱
年金局総務課人H27. 7.22 年発0722第1号 の発令及び外務事務官併任発令の依頼 増島博之
事係

大臣官房人事課長 年金局長
について

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱
年金局総務課人H27. 7. 22 年発0722第2号 の発令及び外務事務官併任発令の依頼 増島博之
事係

外務省中東アフリカ局長 年金局長
について

H27. 7.23 年発0723第1号 在外公館における便宜供与について
高山貴子

年金局国際年金
外務省中東アフリカ局長 年金局長

（トルコ） 諜

年金額減額処分取消請求事件（さいた

H27. 7.23 年発0723第2号
ま地方裁判所，平成27年（行ウ）第

小杉光恵
年金局事業管理

さいたま地方法務局 年金局長20号）に係る行政事件訴訟の実施及 課
び指定代理人の指定について
年金額減額処分取消請求事件（京都地

H27. 7.23 年発0723第3号 方裁判所，平成27年（行ウ）第34
小杉光恵

年金局事業管理
京都地方法務局長 年金局長

号）に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金額改定（減額）処分取消請求事件

H27. 7.23 年発0723第4号
（山形地方裁判所，平成27年（行

小杉光恵
年金局事業管理

山形地方法務局長 年金局長
ウ）第3号）に係る行政事件訴訟の実 課
施及び指定代理人の指定について

H27. 7.24 年発0724第1号 西日本室内装飾厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
西日本室肉装飾厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.25 年発0725第1号 埼玉県工業団地厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
埼玉県工業団地厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27.-7.27 年発0727第1号 日本広告業厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金局企業年金
日本広告業厚生年金基金 年金局長

について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.27 年発0727第2号 国際観光日本レストラン厚生年金基金
関口弘忠

年金局企業年金 国際観光日本レストラン厚生年金基
年金局長

の解散の認可について（通常解散） 闘民年金基金課 金

H27. 7.27 年発0727第3号 ダイハツ販売厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金属企業年金
ダイハツ販売厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.27 年発0727第4号 山梨県トラック厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
山梨県トラック厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.27 年発0727第5号 新潟県電子機械厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
新潟県電子機械厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7. 28 年発0728第1号 九州石油業厚生年金基金の解散の認可
亀田剛

年金局企業年金
九州石油業厚生年金基金理事長 年金局長

等について 国民年金基金課

H27. 7.28 年発0728第2号 平成26年度年金特別会計所属国有財産 阿瀬見恵梨 年金局事業企画
会計検査院 年金局長

の決算について 奈 課会計室



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起東担当課・係 施行先 施行者

H27. 7.28 年発0728第3号 甲信越印刷工業厚生年金基金の解散の
吉田哲弘

年金局企業年金
甲信越印刷工業厚生年金基金 年金局長

認可等について 国民年金基金課

H27. 7.29 年発0729第1号 京滋石油厚生年金基金の解散の認可等
亀田剛

年金局企業年金
京滋石油厚生年金基金理事長 年金局長

について 国民年金基金課

H27.7.29 年発0729第2号 社会保障審議会臨時委員発令について
鈴木誠 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

（肉申）（年金部会）

H27. 7.30 年発0730第1号 静岡県自動車販売厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金局企業年金
静岡県自動車販売厚生年金基金 年金局長

の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.30 年発0730第2号 静岡県石油厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金局企業年金
静岡県石油厚生年金基金 年金局長

について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7. 30 年発0730第3号 日本溶融亜鉛鍍金厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金局企業年金
日本溶融E鉛鍍金厚生年金基金 年金局長

の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 7.30 年発0730第4号 香川県建設業厚生年金基金の解散の認
吉田哲弘

年金局企業年金 香川県建設業厚生年金基金
年金局長

可等について 国民年金基金課
） 

年金額改定（減額）決定取消請求事件

H27. 7.30 年発0730第5号 （山口地裁平成27年（行ウ）第3
畑中正視

年金局事業管理
山口地方法務局長 年金局長

号，第4号）に係る行政の事指件訴訟の実 課
施依頼及び指定代理人 定について
年金額改定（減額）決定取消請求事件

H27. 7. 30 年発0730第6号
（山口地裁平成27年（行ウ）第3

畑中正視
年金局事業管理

山口地方法務局長 年金局長
号，第4号）に係る行政事件訴訟の実 課
施依頼及び指定代理人の指定について

H27.7.30 年発0730第8号 職員の人事異動について（内申） 西侮一徳 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金減額改定取消請求事件（富山地方

H27. 7.30 年発0730第9号
裁判所，平成27年（行ウ）第7号）

松永潔文
年金局事業管理

富山地方法務局長 年金局長
に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 課
理人の指定について

東京トラック事業厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27.8. 1 年発0801第1号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠 東京トラック事業庫生年金基金 年金局長

の認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

群馬県機械工業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金 群馬県機械工業厚生年金基金H27. 8. 1 年発0801第2号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

年金局長
認可申請について（将来返上認可）

東日本冷凍空調厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 8. 1 年発0801第3号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 東日本冷凍空調厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返よ認可）
国民年金基金課

大阪料飲サーピス業厚生る年支金基金の将

H27.8. 1 年発0801第4号 来期間の代行部分に係 給義務の停
関口弘忠

年金属企業年金
大阪料飲サービス業厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来海上認 国民年金基金課
可）

H27.8.3 年発0803第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27.8. 5 年発0805第1号 職員の政府間交渉参加！こ係る外務事務
増島博之

年金局総務課人 外務省アジア大洋州局南部アジア部
年金局長

官の併任発令依頼について 事係 長

H27.8. 5 年発0805第2号 職員の人事異動について（肉申）小林
萩原克彦

年金局事業企闇
大臣官房人事課長 年金局長

参与 課

年金局総務課人H27.8.6 年発0806第1号 職員の休職について 増島博之
事係

大臣官房人事課長 年金局長

年金額改定（減額）処分取消年請求事件

H27. 8. 12 年発0812第1号 （静岡地方裁判所，平成27 （行ウ）
小杉光恵

年金局事業管理
静岡地方法務局長 年金局長

第 11号）に係る行政事件訴訟の実施 課
及び指定代理人の指定について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.8.17 年発0817第1号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 8. 18 年発0818第1号
支出済額集計表の提出について（平成

杵山陽介
年金局事業企画

総括部局長（年金局長） 年金局長
27年度平成27年7月分） 課会計室出納係

H27. 8. 18 年発0818第2号
社会保障審議会臨時委員発令について

鈴木誠 年金局総務課 人事課長 年金局長
（内申） （年金部会）

会計実地検査の結果について（回答） 年金局事業管理
H27. 8. 19 年発0819第1号 （健康保険及び厚生年金保険の保険料 坊農雄樹 課厚生年金保険 会計検査院事務総局第2局長 年金局長

の徴収について） 管理係

H27. 8.20 年発0820第1号
西日本倉庫業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金

西日本倉庫業厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 国民年金基金課

H27.8. 20 年発0820第2号
大阪機械工具商厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

大阪機械工具商厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 8. 20 年発0820第3号 職員の人事異動について（内申） 竹重幸典
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

実地検査の結果について（回答）
年金局事業管理 会計検査院事務総局第2局長

H27.8. 20 年発0820第4号 （厚生年金保険の老齢厚生年金の支給 俵英高
課 村 上 英 嗣

年金局長
について）

H27.8.24 年発0824第1号
徴収済額集計表の送付について（平成27

佐藤悠
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年7月分） 会計室決算係 局長）

H27. 8. 24 年発0824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

大臣官房人事課長 年金局長
事係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金額改定（減額）決定取消請求事件

H27.8.31 年発0831第1号
（山口地方裁判所平成27年（行ウ）

畑中正視
年金局事業管理

山口地方法務局長 年金局長
第7号）に係る行指政定事件訴訟の実施及 課
び指定代理人の について
年金減額処分取消等請求事件【宇都宮

H27.8.31 年発0831第2号 地方裁判所，平成27年（行ウ）第13
佐藤謙一

年金属事業管理
宇都宮地方法務局長 年金局長

号】に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について
年金減額改定取消請求事件【長野地方

H27.8.31 年発0831第3号 裁判所，平成27年（行ウ）第9号］
佐藤謙一

年金局事業管理
長野地方法務局長 年金局長

に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 6 課

理人の指定について
年金額改定（減額〉処分取消請求事件

H27. 8.31 年発0831第4号 【甲府地方裁判所平成27年（行ウ）
佐藤謙一

年金局事業管理
甲府地方法務局長 年金局長

第4号】に係る行政事件訴訟の実施及 課
び指定代理人の指定について

H27.8.31 年発0831第5号 身分証明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

大臨港厚生年金基金の将来期間の代行
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第1号 部分に係る支給義務の停止の認可申請 関口弘忠 大阪港厚生年金基金 年金局長

について（将来返上認可）
国民年金基金課

関西文紙事務器厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第2号 聞の代行部分に係る支給韓務の停止の 関口弘忠 関西文紙事務器厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

全日本バルブ厚生年金基金の将来期間
年金属企業年金

H27. 9. 1 年発0901第3号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
国民年金基金課

全日本バルブ厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

西日本電設資材卸業厚生年金基金の将

H27. 9司 1年発0901第4号 来期間の代行部分に係る支給義務の停
関口弘忠

年金局企業年金
西日本電設資材卸業厚生年金基金 年金局長

止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

全国計機厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第5号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠 全国計機厚生年金基金 年金局長

請について（将来返上認可）
国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

石川県自動車販売店厚生年金基金の将停

H27. 9. 1 年発0901第6号 来期間の代行部分に係る支給義務の
関口弘忠 年金局企業年金

石川県自動車販売店厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返よ認 国民年金基金課
可）

富山県自動車整備厚生年金基金の将来
年金局企業年金 富山県自動車整備厚生年金基金H27. 9. 1 年発0901第7号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠
国民年金基金課

年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

、
日本機械設計業厚生年金基金の将来期

年金属企業年金H27.9. 1 年発0901第8号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 日本機械設計業厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

国民年金基金課

四国薬業厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第9号 v 行部分に係る支給義務の停itの認可申 関口弘忠 四国薬業厚生年金基金 年金局長

請について（将来返上認可）
国民年金基金課

大阪府電設工業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第10号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 大阪府電設工業厚生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

全青卸連厚生年金基金の将来期聞の代
年金属企業年金H27.9. 1 年発0901第11号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠
国民年金基金課

全膏卸連厚生年金基金 年金局長
請について（将来返よ認可）

長野県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金H27. 9. 1 年発0901第12号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠
国民年金基金課

長野県病院厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

愛知県建設業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金H27.9. 1 年発0901第13号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠 愛知県建設業厚生年金基金 年金局長

可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課

H27. 9. 1 年発0901第15号 数次往復公用旅券の返納手続きについ
高山貴子

年金局国際年金
大臣官房国際課長 年金局長

て 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

頼者
指定について第【前橋地方裁判 年金局事業管理H27.9.9 年発0909第1号 7年（行ウ） 1 2号（原告処 佐藤謙一

課
前橋地方法務局長 年金局長

ほか53名）年金額減額
求事件】く集団訴訟〉

行政事件訴訟の実施及び指定代理人の
指定について第【千葉地方裁判告所平成2 年金局事業管理H27. 9. 9 年発0909第2号 7年（行ウ） 35号（原 佐藤謙一

課
千葉地方法務局長 年金局長

ほか 11 6名）年E厚金額減額処分取消
請求事件】＜集閉訟＞

H27. 9. 10 年発0910第1号 大阪ニット厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金局企業年金
大阪二ツト厚生年金基金 年金局長

について（通常解散） 国民年金基金課

H27.9. 10 年発0910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

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.9. 10 年発0910第3号 職員の育児休業の承認について（肉
増烏博之

年金局総務課人
大臣官房人事課長 年金局長

申.2 i＇牛） 事係

H27. 9. 10 年発0910第4号 職員の育児休業の承認について（内
増島博之

年金局総務課人
大臣官房人事課長 年金局長

申.2 i＇牛） 事係

H27.9. 11 年発0911第1号 「厚生年金基金の解散等及び清算につ
亀田剛

年金局企業年金
地方厚生（支）局長 年金局長

いてJの一部政正について 国民年金基金課

H27. 9. 11 年発0911第2号 f自主解散型基金等の解散に関する特
亀田剛

年金局企業年金
地方厚生（支）局長 年金局長

例について」の一部改正について 国民年金基金課

H27. 9. 11 年発0911第3号 児童手当関係諸用紙の記布申請につい
副島大悟 年金局総務課 大臣官房会計課福利厚生室長 年金局長

て



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 9. 15 年発0915第1号 全中国軍気工事厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
全中国電気工事厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

年金額改定（減額）処分取消等請求事

H27. 9. 16 年発0916第1号 件（岡山地裁平成27年（行ウ）第 1
畑中正視

年金局事業管理
岡山地方法務局長 年金局長

2号）に係のる行指政事件訴訟の実施及び 課
指定代理人 定について
年金減額処分取消請求事件【青森地方

H27.9. 16 年発0916第2号 裁判所，平成27年（行ウ）第4号｝
佐久間裕樹

年金局事業管理
青森法務局長 年金局長

に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 課
理人の指定について

H27.9.16 年発0916第4号
支出済額集計衰の提出について（平成27

植木奈津子
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成27年8月分） 会計軍 局長）

H27. 9. 17 年発0917第1号 京都織物卸商厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金
京都織物卸商摩生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 国民年金基金課

' 

H27.9.17 年発0917第2号 身分自E明書発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 9. 17 年発0917第3号 年金受給者の受給資格聾失について 五十嵐理恵
年金局総務課管

太臣官房人事課長 年金局長
理係

H27.9. 18 年発0918第1号 全国楽器厚生年金基金の解散の認可等
吉田哲弘

年金属企業年金
全国楽器厚生年金基金 年金局長

について 国民年金基金課

H27. 9. 18 年発0918第2号 メルコ連協厚生年金基金の解散の認可
亀田剛

年金属企業年金
メルコ連協厚生年金基金理事長 年金局長

等について 国民年金基金課

H27. 9. 18 年発0918第3号 徴収済額集計表の送付について（平成
新田浩之

年金局事業企画
総括部局長（年金局長）

所管部局長年
27年8月分） 課会計室決算係 金局長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

会計実地検査の結果について（回答）
年金局事業管理

H27.9.18 年発0918第4号
（健康保険、厚生年金保険の未適用の 坊農雄樹 課厚生年金保険 会計検査院事務総局第2局長 年金局長

事業所に対する適用促進の実施状況等
管理係

について）

H27. 9. 18 年発0918第5号
日本年金機構に対する指導監督の強化

植木和宏
年金局事業企画

日本年金機構理事長 年金局長
について（通知） 課運営管理係

H27. 9. 24 年発0924第1号
北信越管工事業厚生年金基金の解散の 亀田岡I]

年金局企業年金
北信越管工事業厚生年金基金理事長 年金局長

認可等について 国民年金基金課

H27.9.25 年発0925第1号
奈良県自動車厚生年金基金の解散の認

吉田哲弘
年金局企業年金

奈良県自動車厚生年金基金 年金局長
可等について 国民年金基金課

H27. 9. 25 年発0925第2号
愛知県トラック事業厚生年金基金の解 亀田岡I]

年金局企業年金 愛知県トラック事業厚生年金基金理
年金局長

散の認可等について 国民年金基金課 事長

H27. 9.25 年発0925第3号
全国マーガリン製造厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金

全国マーガリン製造厚生年金基金 年金局長
散の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 9.25 年発0925第4号
東北石油業厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金

東北石油業厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 9. 25 年発0925第5号
九州自動車整備厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金

九州自動車整備厚生年金基金 年金局長
認可申請について（通常解散） 国民年金基金課

H27.9. 28 年発0928第l号
全国珍味厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金局企業年金

全国珍昧厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 国民年金基金課

鹿児島県トラック事業厚生年金基金の 年金局企業年金
鹿児島県トラック事業厚生年金基金

H27. 9. 28 年発0928第2号
解散の認可について（通常解散）

関口弘忠
国民年金基金課

年金局長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金減額処分取消請求事件【宮崎地方

H27. 9.28 年発0928第3号
裁判所，平成27年（行ウ）第7号】

服部順一
年金属事業管理

宮崎地方法務局長 年金局長
に係る行政事件訴訟の実施及び指定代 課
理人の指定について

H27. 9.28 年発0928第4号
年金局における内部組織細則の改正！こ

増島博之
年金局総務課人

厚生労働大臣 年金局長
ついて CH27.10. 1付改正） 事係

H27.9.28 年発0928第5号 職員の人事異動について 増島博之
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

法令データ突合結果の認証について 年金局企業年金
H27. 9.28 年発0928第6号 （確定給付企業年金法施行令及び石康 相原光 国民年金基金課 総務省行政管理局長 年金局長

鉱業年金法施行令） 企画係

法令データ突合結果の認証について
（健康保険の被保験者に係る健康保険

年金局年金課企
H27. 9. 28 年発0928第7号 法の適用及び厚生年金保険の適用事業 岡翼輝

画法令第二係
総務省 年金局長

所に係る厚生年金保険法の適用に閉す
る 政 令 他11件）

年金額改定（減額）処分取消請求事件

H27. 9. 28 年発0928第8号
（名古屋地方裁判所，平成27年（行

松永潔文
年金局事業管理

名古屋法務局長 年金局長
ウ）第65号）に係る行政事件訴訟の 課
実施及び指定代理人の指定について

H27. 9.29 年発0929第1号 日本チョコレート工業厚生年金基金の
関口弘忠

年金局企業年金
日本チヨコレート工業厚生年金基金 年金局長

解散の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 9.29 年発0929第2号
関東塗料厚生年金基金の解散の認可！こ

関口弘忠
年金局企業年金

関東塗料厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 国民年金基金課

H27. 9. 29 年発0929第3号 中国印刷工業厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金
中国印刷工業厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.9.29 年発0929第4号 中部紙商厚生年金基金の解散の認可に
関口弘忠

年金属企業年金
中部紙商厚生年金基金 年金局長ついて（通常解散） 国民年金基金課

年金特別会計子ども・子育て支援勘定
年金属事業企画 所管部局長内閣府子ども・子育て 総括部局長年金H27. 9.29 年発0929第5号 に対する支払元受高配分の通知につい 宮津武憲

て（第3四半期分） 課会計室 本部審議官中島誠 局長

H27.9.29 年発0929第6号 年金局物品管理官の交替檎査に伴う檎
奥上建介 年金局事業予企算画係 年金局事業企画課会計室決算係長 年金局長

査員の任命について 課金計室

H27.9. 29 年発0929第7号 平成27年度年金委員功労者厚生労働太
津谷宜和

年金局事業企画
地方厚生（支）局長 年金局長

臣表彰の表彰者の決定について 課

宮城県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 9.29 年発0929第8号 中村明宏 国民年金基金課 宮城県闇民年金基金理事長 年金局長
認可について

国民年金基金係

H27.9.30 年発0930第1号 大阪ゴム工業厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金
大阪ゴム工業厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 国民年金基金課

被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保険法等の一部を取正する

年金局年金課企 日本年金機構理事長
H27. 9.30 年発0930第4号 法律の施行に伴う厚生労働省関係政令 岡勇輝 年金局長

等の整備に関する政令等の公布につい
画法令第二係 地方厚生（支）局長

て（通知）

平成27年度年金生活者支援給付金支
年金局事業管理H27. 9.30 年発0930第5号 給準備事業の実施について（市町村実 鈴木良希 市区町村長 年金局長

施分） （実施要綱） 課

平成27年度年金生活者支援給付金支
年金局事業管理 公益社団法人国民健康保険中央会会H27.9.30 年発0930第6号 給準備事業の実施について（国民健康 鈴木良希
課 長

年金局長
保険中央会実施分） （実施要綱）



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

分限免職処分取消等請求控訴事件に係
H27.9.30 年発0930第7号 る指定代理人の指定について（依頼） 日向一浩 年金局総務課 大阪法務局長 年金局長

被用者年金制度の一元化等を図るため
年金局企業年金

H27. 9.30 年発0930第8号 の厚生年金保険法等の一部を改正する
渡謹智之 国民年金基金課 地方厚生（支）局長 年金局長

法律等の施行に伴う企業年金関係通知
の一部改正等について（局長通知）

企聞係

会計実地検査の結果について（回答）
年金属事業企画 会計検査院事務総局第2局長 村上H27. 9.30 年発0930第10号 （日本年金機構が保有している国定資 小林代悟 年金局長

産の状況について）
課 英嗣

「生計関係認定関係等の認定基準及び 年金局事業管理
H27. 9.30 年発0930第11号 認定の取扱いについて」の一部改正に 湯浅太輔 課年金給付管理 日本年金機構理事長 年金局長

ついて 係

「生計維持関係等の認定基準及び認定 年金局事業管理
H27.9. 30 年発0930第12号 の取扱いについてJの一部改正につい 湯港大輔 課年金給付管理 地方厚生（支）局長 年金局長

て 係

H27. 10. 1 年発1001第1号 長野県自動車整備厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金局企業年金
長野県自動車整備厚生年金基金 年金局長

の認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 10. 1 年発1001第2号 山形県医療機関厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
山形県医療機関厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 国民年金基金課

H27. 10. 1 年発1001第3号 第二東京都電機摩生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金
第二東京都電機厚生年金基金 年金局長認可について（通常解散） 国民年金基金課

神戸機械金属厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金 神戸機械金属厚生年金基金H27. 10. 1 年発1001第4号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠 年金局長

可申請にって（将来返上認可）
国民年金基金課

岩手県自動車販売厚生年金基金の将来
年金局企業年金H27. 10. 1 年発1001第5号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠 岩手県自動車販売厚生年金基金 年金局長

の認可申請について（将来返上認可）
国民年金基金課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

茨城県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金

H27. 10. 1 年発1001第6号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠
国民年金基金課

茨城県病院厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

香川県医師会厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金

H27. 10. 1 年発1001第7号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
国民年金基金課

香川県医師会厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

全国地質調査業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金H27. 10. 1 年発1001第8号 間の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

全園地質調査業厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

広島県トラック厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27. 10. 1 年発1001第9号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

広島県トラック厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

山口県病院厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金 山口県病院厚生年金基金

H27. 10. 1 年発1001第10号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠
国民年金基金課

年金局長
申請について（将来返上認可）

東京都電設工業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金

H27. 10. 1 年発1001第11号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠
国民年金基金課

東京都電設工業厚生年金基金 年金局長
認可申請につて（将来返上認可）

民間放送厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金

H27. 10. 1 年発1001第12号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠
国民年金基金課

民間放送厚生年金基金 年金局長
請について（将来返上認可）

全日本冠婚葬祭互助会厚生年金基金の

H27. 10. 1 年発1001第13号
将来期間の代行部分に係る支給義務の

関口弘忠
年金局企業年金

全日本冠婚葬祭互助会厚生年金基金 年金局長
停止の認可申請について（将来返上認 国民年金基金課
可）

H27. 10. 5 年発1005第1号
東部ゴム厚生年金基金の解散の認可等

吉田哲弘
年金局企業年金

東部ゴム厚生年金基金 年金局長
について 国民年金基金課

企業年金等に関する個人番号の取扱いに
年金局企業年金国

H27.10.5 年発1005第2号 相原光 民年金基金課企 地方厚生（支）局長 年金局長
ついて（局長通知）

画係



、、

施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.10.5 年発1005第3号 身分証発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 10. 6 年発1006第1号 数次往復公用旅券の返納手続きについ
高山貴子

年金局国際年金
大臣官房国際課長 年金局長

て 課

H27. 10. 9 年発1009第1号 社会保障審議会臨時委員任命に係る承
鈴木誠 年金局総務課

日本労働組合総連合会会長／宮本
年金局長

諾依頼について（年金部会） 礼一

H27.10.9 年発1009第2号 身分証発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H27. 10. 9 年発1009第3号 職員の永年勤続表彰について 竹重幸典
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

社会保障審議会臨時委員任命（再任） 年金局企業年金
社会保障審議会臨時委員の任命（再

H27. 10. 14 年発1014第1号 に係る承諾依頼について（企業年金部 蟹谷陽太郎 国民年金基金課
任）予定者井戸美枝氏他4名及

年金局長
会） 庶務係

び所属先（名古屋市立大学他2カ
所）

H27. 10. 15 年発1015第1号 支出済額集計表の提出について（平成
植木奈津子

年金局事業企画
総括部局長（年金局長）

所管部局長（年
27年度平成27年9月分） 課会計嚢 金局長）

社会保障審議会臨時委員任命に係る承 年金属企業年金
社会保障審議会臨時委員の任命予定

H27. 10. 15 年発1015第2号 諾依頼について（厚生年金基金の特例 蟹谷陽太郎 国民年金基金課
者金沢紀和子氏及び所属長（日

年金局長
解散等に関する専門委員会） 庶務係

本労働組合総連合会会長神津里
季生氏）

社会保障審議会臨時委員の任命予定

社会保時審議会臨時委員任命に係る承
年金局企業年金 者（日本労働組合総連合会生活福祉

H27. 10. 15 年発1015第3号
諾依頼について（企業年金部会）

蟹谷陽太郎 国民年金基金課 局長伊藤彰久氏）及び所属長（日 年金局長
庶務係 本労働組合総連合会会長神津里

季生氏）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.10.16 年発1016第1号
社会保障審議会臨時委員任命に係る承

鈴木誠 年金局総務課
日本労働組合総連合会会長／平川則

年金局長
諾依頼について（年金部会） 男

H27. 10. 20 年発1020第1号
社会保障審議会臨時委員発令について

鈴木誠 年金局総務課 人事課長 年金局長
（内申） （年金部会）

社会保障審議会臨時委員の発令につい 年金局企業年金
H27. 10. 20 年発1020第2号 て（内申） （厚生年金基金の特例解散 蟹谷陽太郎 国民年金基金課 大臣官房人事課長 年金局長

等に関する専門委員会） 庶務係

年金減額改定取消請求事件【東京地方
裁判所，平成27年（行ウ）第 328

年金局事業管理
H27.10.21 年発1021第1号 号，同第392号，同第540号】に 服部順一

課
東京法務局長 年金局長

係る行政事件訴訟の実施及び指定代理
人の指定について

H27. 10. 21 年発1021第2号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 10. 22 年発1022第2号
徴収済額集計表の送付について（平成 池ケ谷幸太 年金局事業企画

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年

27年9月分） 良日 課会計室決算係 金局長）

H27. 10. 23 年発1023第1号 数次往復公用旅券の発給について 高山貴子
年金局国際年金

大臣官房国際課長 年金局長
課

H27. 10司 23年発1023第2号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第3号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10.23 年発1023第4号 行政事件訴人訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第5号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅法び
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第6号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消瀦及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第7号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消瀬及び
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第8号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第9号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第10号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第11号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第12号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第13号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10. 23 年発1023第14号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第15号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第16号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第17号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27.10.23 年発1023第18号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第19号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第20号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部 l順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第21号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第22号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第23号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10. 23 年発1023第24号
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

服部順一
年金局事業管理

担当法務局長 年金局長
指定代理人の指定について 課

H27. 10.23 年発1023第25号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第26号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金属事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第27号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第28号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消誠及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第29号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

H27. 10. 23 年発1023第30号 行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び
服部順一

年金局事業管理
担当法務局長 年金局長

指定代理人の指定について 課

北海道国民年金基金平成27年度予算変
年金局企業年金

H27. 10. 26 年発1026第1号 中村明宏 国民年金基金課 北海道国民年金基金 年金局長
更の認可について

国民年金基金係

石川県国民年金基金平成27年度予算変
年金局企業年金

H27.10.26 年発1026第2号 中村明宏 国民年金基金課 石川県国民年金基金 年金局長
更の認可について

国民年金基金係

H27.10.28 年発1028第1号 職員の政府間交渉参加に係る外務事務
福市純

年金局総務課人
外務省アジア大洋州局長 年金局長

官併任発令の依頼について 事係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

社会保障審議会臨時委員の発令につい
年金局企業年金

H27. 10. 28 年発1028第2号 蟹谷陽太郎 国民年金基金課 大臣官房人事課長 年金局長
て（内申） （企業年金部会）

庶務係

社会保障審議会臨時委員の発令につい
年金局企業年金 社会保障審議会臨時委員の任命予定

H27. 10. 28 年発1028第2号 蟹谷陽太郎 国民年金基金課 者井戸美枝氏他5名及び所属先 年金局長
て（内申） （企業年金部会）

庶務係 （名古屋市立大学他3力所）

H27. 10. 28 年発1028第3号 在外公館における便宜供与について
高山貴子

年金局国際年金
外務省欧州局長 年金局長

（チェコ） 課

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱
年金局総務課人H27. 10. 29 年発1029第l号 の発令及び外務事務官併任発令の依頼 福市純
事係

大臣官房人事課長 年金局長
について

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱
年金局総務課人

H27. 10. 29 年発1029第2号 の発令及び外務事務官併任発令の依頼 福市純
事係

外務省欧州局長 年金局長
について

H27. 10. 29 年発1029第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27. 10. 29 年発1029第4号 職員の復職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H27.10.30 年発1030第1号 身分証発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

年金減額改定取消請求事件【仙台地方

H27. 10. 30 年発1030第2号
裁判所、平成27年（行ウ）第22

佐久間裕樹
年金局事業管理

仙台法務局長 年金局長
号】に係る行政事件訴訟の実施及び指 課
定代理人の指定について
年金減額改定取消請求事件【福島地方裁

H27.10.30 年発1030第3号 判所、平成27（行ウ）第10号】！こ係る行政
佐久間裕樹 年金局事業管理課 福島地方法務局長 年金局長

事件訴訟の実施及び指定代理人の指定
について



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

北海道国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第4号 中村明宏 国民年金基金課 北海道国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

青森県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第5号 中村明宏 国民年金基金課 青森県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

秋田県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27.10.30 年発1030第6号 中村明宏 国民年金基金課 秋田県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

岩手県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第7号 中村明宏 国民年金基金課 岩手県国民年金基金 年金局長
認可について

闇民年金基金係

福島県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第8号 中村明宏 国民年金基金課 福島県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

富山県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第9号 中村明宏 国民年金基金課 富山県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

石川県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第10号 中村明宏 国民年金基金課 石川県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

岐阜県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第11号 中村明宏 国民年金基金課 岐阜県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

静岡県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第12号 中村明宏 国民年金基金課 静岡県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

愛知県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第13号 中村明宏 国民年金基金課 愛知県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

三重県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27.10.30 年発1030第14号 中村明宏 国民年金基金課 三重県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

福井県国民年金基金規約のー郁変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第15号 中村明宏 国民年金基金課 福井県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

滋賀県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第16号 中村明宏 国民年金基金課 滋賀県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

京都府国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第17号 中村明宏 国民年金基金課 京都府国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

大阪府国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27.10.30 年発1030第18号 中村明宏 国民年金基金課 大阪府国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

兵庫県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第19号 中村明宏 国民年金基金課 兵庫県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

奈良県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第20号 中村明宏 国民年金基金課 奈良県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

和歌山県国民年金基金規約の一部変更
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第21号 中村明宏 国民年金基金課 和歌山県国民年金基金 年金局長
の認可について

国民年金基金係
『

鳥取県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第22号 中村明宏 国民年金基金課 鳥取県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

島根県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第23号 中村明宏 国民年金基金課 島根県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

岡山県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第24号 中村明宏 国民年金基金課 岡山県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

広島県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第25号 中村明宏 国民年金基金課 広島県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

山口県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10.30 年発1030第26号
認可について

中村明宏 国民年金基金課 山口県国民年金基金 年金局長
国民年金基金係

徳島県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第27号 中村明宏 国民年金基金課 徳島県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

香川県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第28号 中村明宏 国民年金基金課 香川県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

愛媛県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第29号 中村明宏 国民年金基金課 愛媛県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

高知県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第30号 中村明宏 国民年金基金諜 高知県国民年金基金 年金局長
認可について

園民年金基金係

福岡県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第31号 中村明宏 国民年金基金課 福岡県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

佐賀県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第32号 中村明宏 国民年金基金課 佐賀県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

長崎県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27.10.30 年発1030第33号 中村明宏 国民年金基金課 長崎県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

熊本県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第34号 中村明宏 国民年金基金課 熊本県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

大分県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

年金局長H27. 10. 30 年発1030第35号 中村明宏 国民年金基金課 大分県国民年金基金
認可について

国民年金基金係

宮崎県国民年金基金規約の一部変更の
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第36号 中村明宏 闇民年金基金課 宮崎県国民年金基金 年金局長
認可について

国民年金基金係

鹿児島県国民年金基金規約の一部変車
年金局企業年金

H27. 10. 30 年発1030第37号 中村明宏 国民年金基金課 鹿児島県国民年金基金 年金局長
の認可について

国民年金基金係

H27.10.30 年発1030第38号
沖縄県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金

沖縄県国民年金基金 年金局長
認可について 国民年金基金課


