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千葉県自動車販売整備厚生年金基金の
年金属企業年金国

H27.11.1 年発1101第I号 将来期間の代行部分に保る支給義務の 関自弘恵 千葉県自動車販売整髄厚生年金基金 年金高長
停止の認可申請について（将来返上認可）

畏年金基金課

全国測量業厚生年金基金の将来期聞の
年金晶企業年金園

H27.1 U 年発1101第2号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘恵 全国測量業厚生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

大阪瓦斯配管工事摩生年金基金の将来
年金局企業年金田

H27.1 U 年発1101第3号 期聞の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠 大阪瓦斯配管工事厚生年金基金 年金届長
の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

島根県医療機関厚生年金基金の将来期
年金昂企業年金闇

H27.1 U 年発1101第4号 聞の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘思 島担県医療機関厚生年金基金 年金昂長
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国産業廃棄物理生年金基金の将来期
年金属企業年金園

H27.1 U 年発1101第5号 間の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘恵
民年金基金課

全国産業麗棄物厚生年金基金 年金局長
認可申請について（将来返上認可）

東芝ピジネスパートナー厚生年金基金の
年金属企業年金国

H27.1 U 年発1101第6号 将来期間の代行部分に係る支給義務の 関田弘忠 東芝ピジネスパートナー厚生年金基金 年金昂長
停止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

横浜市工業厚生年金基金の将来期聞の
年金昂企業年金圏

H27.11.1 年発1101第7号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘恵 横浜市工業厚生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全日本乳業厚生年金基金の将来期間の
年金属企業年金園

H27.1 U 年発1101第8号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関昌弘患 全日本乳業厚生年金基金 年金局長
申請について（将来返上認可）

民年金基金諜

全田本食品機械工業厚生年金基金の将
年金属企業年金国

ト127.11.1年発1101第9号 来期間の代行部分に揺る支給義務の｛亭 関口弘忠
民年金基金課

全日本食品機械工業厚生年金基金 年金昂長
止の認可申請について（将来返上認可）

全国神社厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金国

H27.11.1 年発1101第10号 行部分に｛系る支給義務の停止の認可申 関口弘思 全国神社厚生年金基金 年金昂長
請について（将来返上認可）

民年金基金課



日本電子回路厚生年金基金の特来期間
年金属企業年金圏

H27.11.1 年発1101第11号 の代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘思 日本電子自路厚生年金基金 年金昂長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

東日本電機流通厚生年金基金の将来期
年金高企業年金国

H27.1 U 年発1101第12号 間の代行部分に｛系る支給義務の停止の 関口弘忠
民年金基金課

東自本電機流通厚生年金基金 年金崩長
認可申請について（将来返上認可）

千葉県日産自動車摩生年金基金の将来
年金局企業年金国

H27.11.1 年発1101第13号 期間の代行部分に｛系る支給義務の停止 関口弘忠
民年金基金課

千葉県日産自動車車生年金基金 年金局長
の認可申請について（将来返上認可）

全国信販厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金圏

H27.i 1.1 年発1101第14号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠
民年金基金課

全国信販摩生年金基金 年金局長
請について（将来返上認可）

秋田県機械金属厚生年金基金の将来期
年金扇企業年金圏

H27.1 U 年発1101第15号 聞の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘忠 秋田県機械金属車生年金基金 年金高長
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

北陸三県電気工事業厚生年金基金の将
年金局企業年金国

H27.1 U 年発1101第16号 来期聞の代行部分に係る支給義務の停 関口弘忠 北陸三県電気工事業車生年金基金 年金島長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

塵外It.告ディスプレイ厚生年金基金の将
年金昂企業年金国

H27J 1.i 年発1101第17号 来期聞の代行部分に保る支給義務の｛亭 関口弘忠 塵外It.告テ、イスプレイ厚生年金基金 年金昂長
止(J)認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本工作機械関連工業車生年金基金の
年金高企業年金園

H27.1 U 年発1101第18号 将来期聞の代行部分に探る支給義務の 関口弘恵 日本工作機械関連工業厚生年金基金 年金蝿長

停止の認可申請について（将来返上認可）
畏年金基金課

長崎県民間医療機関厚生年金基金の将
年金島企業年金園

H27.1 U 年発1101第19号 来期間の代行部分に係る支給義務のf亭 関口弘忠
畏年金基金課

長崎県民間医瞭機関厚生年金基金 年金扇長

止の認可申請について（将来返上認可）

石川県建設業厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金園

H27.1 U 年発1101第20号 の代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘忠
民年金基金課

石川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）



福田県病院厚生年金基金の将来期間の
年金昂企業年金国

H27.1U 年発1101第21号 代行部分にf系る支給義務の停止の認可 関口弘患 福田県病院厚生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

畏年金基金課

名古屋薬業厚生年金基金の将来期聞の
年金昂企業年金園

H27.11.1 年発1101第22号 代行部分に保る支給義務の停止の認可 関口弘恵 名古屋薬業厚生年金基金 年金高長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

中自本酒類業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金国

H27.11.1 年発1101第23号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘恵 中田本酒類業厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

富山県中小企業団地厚生年金基金の将
年金局企業年金園

H27.11.1 年発1101第24号 来期間の代行部分に保る支給義務の停 関口弘患 富山県中小企業団地厚生年金基金 年金昂長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国農協関連企業厚生年金基金の将来
年金局企業年金圏

H27.1 U 年発1101第25号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠 全国農協関連企業厚生年金基金 年金昂長
の認可申請について（将来返上認可）

畏年金基金課

東京化粧品塵生年金基金の将来期聞の
年金高企業年金国

H27.1 U 年発1101第四号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘忠
民年金基金課

東京化粧品厚生年金基金 年金関長
申請について（将来返上認可）

全国高圧ガス溶材卸厚生年金基金の将
年金届企業年金国

H27.1 U 年発1101第27号 来期聞の代行部分に様る支給義務の｛亭 関口弘忠
民年金基金課

全圏高圧ガスj容材卸j草生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認可）

構島県病院厚生年金基金の将来期聞の
年金局企業年金国

H27.11.1 年発1101第28号 代行部分に｛系る支給義務の｛亭止の認可 関口弘患 徳島県病院厚生年金基金 年金昂畏
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

関山県病院厚生年金基金の将来期聞の
年金局企業年金国

H27.11.1 年発1101第四号 代行部分に係る支給義務の樺止の認可 関口弘忠 関山県病院厚生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

文教関係団体厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金国

H27.1 U 年発1101第30号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関自弘忠 文教関保団体厚生年金基金 年金昂長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課



静同県金属工業摩生年金基金の将来期
年金昂企業年金国H27.1 U 年発1101第31号 聞の代行部分に撮る支給義務の停止の 関口弘忠 静岡県金属工業厚生年金基金 年金高長

認可申請について（将来返上認可）
民年金基金課

東京都私的病院厚生年金基金の将来期
年金昂企業年金国H27.1 U 年発1101第32号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関日弘忠 東京都私的病院j草生年金基金 年金局長

認可申請について（将来返上認可）
畏年金基金課

北海道病院厚生年金基金の将来期聞の
年金局企業年金田H27.11.1 年発1101第33号 代行部分に保る支給義務の停止の認可 関口弘忠
民年金基金課

北海道病院車生年金基金 年金畠畏
申請について（将来返上認可）

H27.11.1 年発1101第34号
店島県西部機械金属厚生年金基金の解

関口弘忠
年金晶企業年金園

j玄島県西部機械金属厚生年金基金 年金属長
散の認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.10 年発1110第1号 会計機関の蚕任について（蝕頼） 間j頼見悪梨奈
年金局事業企画課

大臣官爵会計課長 年金局長
会計室

H27.11.10 年発1110第2号
在外公館における償宜供与について（ルク

高山貴子 年金問国際年金課 外務省欧州昂長 年金昂長
センブルク）

H27.1UO 年発1110第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大垣官麗人事課長 年金局長
事係

年金減額訴訟（和歌山地裁平成27年（行
H27.11.11 年発1111第1号 ウ）第1号）行政事件訴訟の実施及び指定 小杉光憲 年金昂事業管理課 和歌山地方法務昂長 年金昂長

代理人の指定について

年金減額改定取消請求事件［盛問地方裁

H27.1 U 1 年発1111第2号
判所、平成27年（行ウ）第8号］に｛系る行

｛左久間楢謝 年金昂事業管理課 盛岡地方法務昂長 年金昂長
政事件訴訟の実施及び指定代理人の指
定について

H27.1U1 年発1111第3号
山形県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金国

山形県国民年金基金 年金局長
認可について 民年金基金課



H27.1L11 年発1111第4号
貰物軽自動車運送業園畏年金基金規約

中村明宏
年金高企業年金国

貰物軽自動車運送業国民年金基金 年金蝿長
の一部変重の認可について 畏年金基金課

H27.1U1 年発1111第5号
全国社会保険背務士国民年金基金規約

中村明宏
年金昂企業年金圏

全国社会保険労務士国民年金基金 年金昂長
の一部変買の認可について 畏年金基金課

H27.11.11 年発1111第6号
漁業者園民年金基金規約の一部変蔓の

中村明宏
年金局企業年金国

漁業者国民年金基金 年金属長
認可について 毘年金基金課

H27.11.11 年発1111第7号
日本薬剤師国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金圏

日本薬剤師国民年金基金 年金昂長
更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第8号
日本税理士国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金島企業年金園

田本税理士国民年金基金 年金局長
更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第9号
土地家屋調査土国民年金基金規約の一

中村明宏
年金属企業年金国

土地家麗調査土国民年金基金 年金昂長
部変更の認可について 民年金基金課

H27.H.11 年発1111第10号
司法書士圏民年金基金規約の一部変更

中村明宏
年金昂企業年金国

司法書士国民年金基金 年金畠長
の認可について 畏年金基金課

H27.11.11 年発1111第11号
全国建設技能者園畏年金基金規約のー

中村明宏
年金局企業年金園

全園建設技能者国民年金基金 年金昂長
部変更の認可について 民年金基金課

H27.1 U 1 年発1111第12号
自本弁護士国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金園

日本弁護士国民年金基金 年金昂畏
重の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第13号
全日本電気工事業圏民年金基金規約の

中村明宏
年金昂企業年金国

全日本電気工事業国民年金基金 年金昂長
一部変更の認可について 民年金基金課



H27.11.11 年発1111第14号
自本柔道整複師国民年金基金規約のー

中村明宏
年金局企業年金圏

日本柔道整寵師圏畏年金基金 年金島畏
部変更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第15号
全国個人タクシー圏民年金基金規約のー

中村明宏
年金昂企業年金国

全国｛圏人タクシー圏民年金基金 年金昂長
部変更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第16号
全国左官業園民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金圏

全国左官業国民年金基金 年金昂長
更の認可について 畏年金基金課

H27. "11.11 年発1111第17号 公認会計士国民年金基金規約の一部変
中村明宏

年金局企業年金国
公認会計士国民年金基金 年金愚長

更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第18号
全国板金業園民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金国

全国板金業国民年金基金 年金崩長
更の認可について 民年金基金課

H27.1U1 年発1111第19号
歯科技工士国畏年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金圏

歯科技工士国民年金基金 年金扇長
更の認可について 民年金基金課

H27.11.11 年発1111第四号
自動車整備園民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金昂企業年金田

自動車整備圏民年金基金 年金昂長
更の認可について 民年金基金課

H27.1U1 年発1111第21号
田本建築業国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金扇企業年金国

日本建築業国民年金基金 年金昂長
更の認可について 民年金基金課

H27.1U1 年発1111第22号
全国損害保険代理業国民年金基金規約

中村明宏
年金属企業年金国

全国損害保険代理業国民年金基金 年金居長
の一部変更の認可について 畏年金基金課

H27.11.11 年発1111第23号
全国クリーニング業国民年金基金規約の

中村明宏
年金局企業年金国

全国クワーニング業圏民年金基金 年金昂長
一部変更の認可について 民年金基金課



H27圃11.11年発1111第24号
田本麺類飲食業国民年金基金規約の一

中村明宏
年金属企業年金圏

日本麺類欽金業園民年金基金 年金毘長
部変更の認可について 民年金基金課

H27.1U1 年発1111第25号
繊灸マッサージ師等国民年金基金規約の

中村明宏
年金昂企業年金国

鋪灸マッサージ師等国民年金基金 年金局長
一部変更の認可について 民年金基金課

企業年金等に関する特定個人情報の取
年金属企業年金国

H27.11.12 年発1112第1号 扱いについての一部改正について（局長 相原光
毘年金基金課

地方厚生（支）島長 年金局長
通知）

H27.1 U 7 年発1117第i号
長崎県トラック厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金属企業年金国

長崎県トラック厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.17 年発1117第2号
西部工業用ゴム製品卸商業厚生年金基

関自弘忠
年金員企業年金国 西部工業用ゴム製品卸商業厚生年金

年金属長
金の解散の認可について（通常解散） 民年金基金課 基金

H27.11.17 年発1117第3号
東京税理士厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金国

東京税理士厚生年金基金 年金届長
について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.20 年発1120第1号
千葉県石油厚生年金基金の解散の認可

亀田剛
年金晶企業年金園

千葉県石油厚生年金基金理事長 年金高長
等について 民年金基金課

H27.11.20 年発1120第2号
東京都建設業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金昂企業年金国

東京都建設業厚生年金基金 年金扇長
可について（通常解散） 民年金基金課

H27.1L20 年発1120第3号
東京都管工事業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金昂企業年金国

東京都管工事業庫生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.20 年発1120第4号
日本造船凶関連工業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金園

日本造船箇関連工業j草生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 畏年金基金課



H27.11.20 年発1120第5号 中部文紙事務器厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金昂企業年金圏
中部文紙事務器j享生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.20 年発1120第6号
静岡県東部機械工業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金圏

静岡県東部機械工業厚生年金基金 年金昂長
散の認可について（通常解散） 民年金基金課

年金減額訴訟（奈良地裁平成27年（行

H27.11.20 年発1120第7号
ウ）第24号，間第26号，間第32号）行政

小杉光恵 年金属事業管理課 奈農地方法務昂長 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

年金減額訴訟（大阪地裁平成27年（行
H27.11.20 年発1120第8号 ウ）第251号）行政事件訴訟の実施及び 小杉光恵 年金属事業管理課 大阪法務局長 年金昂長

指定代理人の指定について

年金減額訴訟（横浜地裁平成27年（行
H27.11.20 年発1120第9号 ウ）第33号）行政事件訴訟の実施及び指 小杉光恵 年金馬事業管理課 横浜地方法務昂長 年金局長

定代理人の指定について

年金減額訴訟（金沢地裁平成27年（行
H27.11.20 年発1120第10号 ウ）第5号）行政事件訴訟の実施及び指定 小杉光恵 年金属事業管理課 金沢地方法務昂長 年金属長

代理人の指定について

厚生首働大臣から財務大臣に対して権限

H27.1 i.20 年発1120第11号
委任されたj享生年金保験料等の滞納処分

奥上建介
年金局事業企画課

厚生労｛動省大軍官爵会計課長 年金高長
等に要する経費に保る会計機関の委任に 会計室予算保
ついて

H27.11.20 年発1120第14号
徴覗済額集計表の送付について（平成27

j也ヶ谷幸太部
年金局事業企画課

総括部局長（年金昂長）
所管部昂長（年金

年10月分） 会計室決算係 晶長）

H27.11.24 年発1124第1号 大阪府印嗣工業厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金国
大阪府印刷工業厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 民年金基金課

在外公舘における撞宜供与について（フラ
年金局企業年金圏

H27.11.24 年発1124第2号 蟹谷陽太郎 民年金基金課民主務 外務省経清局長 年金局長
ンス）

｛系



"-' 

H27.11.24 年発1124第3号
茨城県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金圏

茨城県国民年金基金 年金局長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第4号
栃木県由民年金基金規約の一部変亜の

中村明宏
年金昂企業年金圏

栃木県由民年金基金 年金昂長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第5号
群馬県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金国

群馬県国民年金基金 年金局長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第6号
埼玉県国民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金属企業年金国

埼玉県国民年金基金 年金島長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第7号
千葉県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金国

千葉県圏民年金基金 年金局長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第8号
東京都国民年金基金規約の一部変更の

中村明悲
年金局企業年金圏

東京都圏毘年金基金 年金晶長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第9号
神奈川県圏民年金基金規約の一部変重

中村明宏
年金昂企業年金田

神奈川県国民年金基金 年金蝿長
の認可について 毘年金基金課

H27.11.24 年発1124第10号
新潟県国民年金基金規約の一部変亘の

中村明宏
年金昂企業年金田

新潟県国民年金基金 年金昂長
認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第11号
山梨県国民年金基金規約の一部変買の

中村明宏
年金昂企業年金国

山梨県圏民年金基金 年金昂長
認可について 民年金基金課

「、

H27.11.24 年発1124第12号
長野県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金園

長野県国民年金基金 年金蝿長
認可について 民年金基金課



H27.11.24 年発1124第13号
歯科医師園民年金基金規約の一部変重

中村明宏
年金属企業年金田

歯科医師園民年金基金 年金蝿長
の認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第14号
全国農業みどり国民年金基金規約の一部

中村明宏
年金昂企業年金国

全国農業みどり圏民年金基金 年金属長
変更の認可について 民年金基金課

H27.11.24 年発1124第15号
日本医師国従業員国民年金基金規約のー

中村明宏
年金局企業年金国

日本甚師，従業員圏畏年金基金 年金届長
部変更の認可について 民年金基金課

H27.11.25 年発1125第1号
神奈川県石油業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金園

神奈川県右油業厚生年金基金 年金毘長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.25 年発1125第2号
栃木県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金国

栃木県病院産生年金基金 年金局長
について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.25 年発1125第3号
福井県建設業車生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

福井県建設業j草生年金基金 年金蝿長
可について（通常解散） 民年金基金課

H27.1L25 年発1125第4号
大分県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金蝿企業年金国

大分県病院厚生年金基金 年金届長
について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.25 年発1125第5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

総括部高長（年金昂長）
所管部昂長（年金

年度平成27年10月分） 会計室 島長）

H27.11.26 年発1126第1号
職員の昇格については／1付、 7/1付及

福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金蝿長
び10/1付胆保年G) 事館

H27.11.26 年発1126第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金晶総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事係



H27.11.27 年発1127第i号
北関東管工事業厚生年金基金の解散の

関口弘恵
年金昂企業年金国

北関東管工事業厚生年金基金 年金昂長
認可について〈通常解散） 畏年金基金課

H27.11.27 年発1127第2号
全国生鮮食品等師売業厚生年金基金の

関口弘忠
年金昂企業年金国

全国生鮮食品等卸売業塵生年金基金 年金昂長
解散の認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第3号
千葉県自動車販売整構厚生年金基金の

関口弘忠
年金局企業年金圏

千葉県自動車販亮整備j草生年金基金 年金昂長
解散の認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第4号
千葉県管工事業厚生年金基金の解散の

関口弘恵
年金局企業年金園

千葉県管工事業厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第5号 ナオリ厚生年金基金の解散の認可につい
関口弘恵

年金局企業年金国
ナオリ摩生年金基金 年金局長

て（通常解散） 畏年金基金課

H27.11.27 年発1127第6号
九州｜印刷工業j草生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金晶企業年金国

九州印隅工業厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第7号
福岡県機織金属工業厚生年金基金の解

関口弘患
年金局企業年金圏

福間県機械金属工業厚生年金基金 年金昂長
散の認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第8号
東日本文具販売厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金届企業年金国

東E本文具販売厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H27.11.27 年発1127第9号
日本リネンサプライ業冒介護事業厚生年金

吉田哲弘
年金局企業年金園 日本リネンサプライ業園介護事業厚生年

年金居長
基金の解散の認可等について 民年金基金課 金基金

H27.11.27 年発1127第10号
山陰自動車業厚生年金基金の解散の認

吉田哲弘
年金昂企業年金国

山陰自動車業厚生年金基金 年金昂長
可等について 民年金基金課



H27. l 1.27 年発1127第11号
北海道乗用自動車厚生年金基金の解散

亀田岡｜！
年金昂企業年金圏 北海道乗用自動車厚生年金基金理事

年金毘長
の認可等について 民年金基金課 長

H27.11.29 年発1129第1号
東京都石油業車生年金基金の解散の認

亀田剛
年金晶企業年金園

東京都石油業厚生年金基金理事長 年金局長
可等について 民年金基金課

ト127.12.1年発1201第1号
全国ダイカスト工業厚生年金基金の解散

関口弘患
年金属企業年金国

全国ダイカスト工業厚生年金基金 年金島長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

和歌山県病院厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金国

H27.12.1 年発1201第2号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関自弘恵 和歌山県病院厚生年金基金 年金島長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本エルピーガス厚生年金基金の将来期
年金昂企業年金圏

H27.12.1 年発1201第3号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 日本エルピーガス厚生年金基金 年金昂長
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国パン車生年金基金の将来期間の代
年金蝿企業年金圏

ト127.12.1年発1201第4号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘思
民年金基金課

全国パン厚生年金基金 年金局長
請について（将来返上認可）

立正佼成金厚生年金基金の将来期間の
年金昂企業年金圏

H27.12.1 年発1201第5号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘恵 立正佼成会摩生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

大阪府建築厚生年金基金の将来期聞の
年金蝿企業年金圏

H27.12.1 年発1201第6号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘恵 大阪府建築厚生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本自動車部品工業厚生年金基金の将
年金属企業年金圏

H27.12.1 年発1201第7号 来期聞の代行部分に係る支給義務の停 関口弘患 田本自動車部品工業厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

定崎機械金属厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金国

H27.12.1 年発1201第8号 の代行部分に｛系る支給義務の停止の認 関口弘忠 毘崎機械金属厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

＼、ー＼＼～〆＿ _,,--



全国麺類業厚生年金基金の将来期間の
年金昂企業年金国

H27.12.1 年発1201第9号 代行部分に罷る支給義務の停止の認可 関口弘恵 全国麺類業車生年金基金 年金昂長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

1:iHI県病院厚生年金基金の将来期間の
年金属企業年金圏

H27.12.1 年発1201第10号 代行部分に保る支給義務の停止の認可 関口弘忠
畏年金基金課

石川県病院厚生年金基金 年金高長
申請について（将来返上認可）

茨城県建設業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金圏

H27.12.1 年発1201第11号 の代行部分にf系る支給義務の停止の認 関口弘忠 茨城県建設業塵生年金基金 年金昂長
司申請について（将来返上認可）

民年金基金課

神奈川県自動車整備厚生年金基金の将
年金局企業年金国

H27.12.1 年発1201第12号 来期間の代行部分に係る支給義務の｛亭 関口弘忠 神奈川県自動車整備厚生年金基金 年金昂長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国錨構工業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金国

H27.12.1 年発1201第13号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘恵 全国錨構工業厚生年金基金 年金昂長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

H27.12.2 年発1202第1号
職員の政府間交渉参加に保る外務事務

福市純
年金属総務課人

外務省欧州昂長 年金毘長
官併｛壬発令の依頼について 事｛系

H27.12.14 年発1214第1号 職員の青児休業の承認について（内申） 福F旨純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

間 7.12.181特 1岬号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

福田洋輝
年金局年金課企

自本年金機構理事長 年金局長
令の施行について（通知） 画法令第一i系

H27.12.18 年発1218第2号
国民年金法施行規則の一部を改正する省

福田洋輝
年金局年金課企

地方厚生（支）局長 年金扇長
令の施行について（通知） 画法令第一保

H27.12.18 年発1218第3号
支出済額集計表の提出について（平成27

植木奈津子
年金昂事業企画課

総括部局長（年金昂長）
所管部局長（年金

年度平成27年11月分） 会計室 局長）



H27.12.18 年発1218第4号
徴収j斉額集計衰の送付について（平成27

池ケ谷幸太郎
年金局事業企画課

総括部島長（年金昂長）
所管部局長（年金

年11月分） 会計室決算係 局長）

H27.12.22 年発1222第1号 職員の昇給について（H28.1.1定期昇給） 福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
事館

H27.12.22 年発1222第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金属総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
事｛系

H27.12.22 年発1222第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金昌総務課人

大臣官薦人事課長 年金局長
事係

職員の政府間交渉参加に伴う事務敢扱の
年金昂総務課人

H27.12.24 年発1224第1号 発令及び外務事務官併任発令の依頼に 福市純
事係

大臣官麗人事課長 年金島長

ついて

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱の
年金局総務課人

H27.12.24 年発1224第2号 発令忍び外務事務官併任発令の依頼に 福市純
事保

外務省南部アジア部長 年金蝿長

ついて

H27.12.25 年発1225第2号 身分証発行等申請 雨j也祥吾 年金局総務課 大臣官麗人事課長 年金局長

年金減額訴訟（岐車地裁平成27年（行
H27.12.25 年発1225第3号 ウ）第22号）行政事件訴訟の実施及び指 小杉光恵 年金蝿事業管理課 岐車地方法務島長 年金昂長

定代理人の指定について

大阪織物菌厚生年金基金の将来期間代
年金局企業年金国

H28.U 年発0101第1号 行部分に保る支給義務の停止の認可申 関口弘恵 大阪織物菌厚生年金基金 年金昂長

請について（将来返上認可）
畏年金基金課

奈農県病院厚生年金基金の将来期間の
年金昂企業年金圏

H28.1.1 年発0101第2号 代行部分に保る支給義務の停止の認可 関口弘忠 奈良県病院厚生年金基金 年金昂長

申請について（将来返上認可）
民年金基金課



全国食肉流通業厚生年金基金の将来期
年金昂企業年金国

年金昂長H28.U 年発0101第3号 間代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘恵 全国食肉流通業軍生年金基金
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

埼玉機械工業厚生年金基金の将来期間
年金属企業年金国

H28.1.1 年発0101第4号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠
畏年金基金課

埼玉機械工業厚生年金基金 年金昂長
可申請について（将来返上認可）

月桂冠厚生年金基金の将来期聞の代行
年金局企業年金圏

H28.1.1 年発0101第5号 部分に係る支給義務の停止の認可申請に 関口弘忠
民年金基金課

月桂冠厚生年金基金 年金昂長
ついて（将来返上認可）

大阪府貨物運送厚生年金基金の将来期
年金局企業年金園

H28.L1 年発0101第6号 間の代行部分に｛系る支給義務の停止の 関口弘忠 大阪府貨物運送車生年金基金 年金昂長
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金諜

高知県機誠金属工業厚生年金基金の将
年金昂企業年金園

H28.U 年発0101第7号 来期閣の代行部分に係る支給義務の停 関田弘忠 高知県機械金窟工業厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

年金特別会計子ども E子高て支援勘定に
年金局事業企画課 所管部島長内閣府子ども白子育て本 総括部局長年金

H28.1圃4年発0104第1号 対する支払元受高配分の通知について 富津武憲
会計室 部審議官中島誠 届長

（第4四半期分）

年金減額（麗児島地裁平成27年（行ウ）
H28.1.5 年発0105第1号 第14号）行政事件訴訟の実施及び指定 服部 JI慎一 年金局事業管理課 鹿毘島地方法務昂長 年金毘長

代理人の指定について

H28.1.5 年発0105第2号
国家公務員法第104条に係る兼業許可

竹重幸典
年金局総務課人

大臣官麗人事課 年金島長
申請について（内申） 事保

H28.1.5 年発0105第2号
国家公務員法第104条に係る兼業許可

竹重幸典
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
申請について（内申） 事係

年金局企業年金園
H28.1.5 年発0105第3号 企業年金連合会規約の一部変更について 吉川公一 民年金基金課企業 企業年金連合会理事長 年金毘長

年金保



年金減額訴訟（神戸地裁平成27年（行
行28.1園6年発0106第1号 ウ）第66号）行政事件訴訟の実施及び指 小杉光憲 年金局事業管理課 神戸地方法務昂長 年金局長

定代理人の指定について

平成26年度年金生活者支援給付金支給
年金局事業管理課 支出負担行為担

H28.1.8 年発0108第1号 準備国民健康保険中央会補助金の交付 五昧憲治 官署支出宮大臣官房会計課長
額の確定について

交付金保 当官年金昂長

平成26年度年金生活者支援給付金支給
年金昂事業管理課 支出量担行為担

H28.1圃8年発0108第2号 準備市町村事務取扱交付金の交付額の 五昧憲治 官署支出官大臣官房会計課長
確定について

交付金保 当官年金居長

｛責権発生通知書（平成26年度年金生活者
年金崩事業管理課 ｛責権発生通知義

H28.1.8 年発0108第3号 支援給付金支給準備市町村事務取扱交 五味憲治
交付金係

歳入徴収宮大臣官爵会計課長
務者年金局長

付金返還市町村）

園有財産（土地）の平成27年産台帳価格

H28.1.8 年発0108第4号 改定を行うための飯の国定資産税評髄額
間j頼毘恵梨奈

年金局事業企画課
小樽市長

国有期産部昂長
（平成27年1月1日時点）の設定依頼につ 会計室 年金昂長
いて
国有財産（土地）の平成27年度台帳価格

ト128.1圃8年発0108第5号
改定を行うための仮の固定資産税評価額

開j頼毘恵梨奈
年金局事業企画課

富士見町長
国有財産部品長

（平成27年1月1日時点）の設定依頼につ 会計室 年金毘長
いて

H28.1.8 年発0108第6号
在外公館における罷宜供与について（イン

高山貴子 年金属国際年金課 外務省南部アジア部長
厚生労働省年金

ド） 局長

国家公務員倫理法第22条の規定に基づ
年金昂総務課人

H28.1.8 年発0108第7号 く端緒の報告忍び開法第23条第1I買の規 竹重幸典 大臣官爵人事課長 年金局長
定に基づく調査開始の通知について

事係

H28.U5 年発0115第2号
独立行政法人における役職員の給与につ

山口智弘 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
いて（要請） 事長

H28.1.18 年発0118第1号 職員の人事異動について 福市純
年金昂総務課人

大罷官房人事課長 年金局長
事｛系



H28.1.20 年発0120第1号
横浜金沢摩生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金属企業年金園

横浜金沢塵生年金基金 年金昂長
ついて（通常解散） 民年金基金課

H28.1.20 年発0120第2号
兵庫県自動車整備厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金属企業年金国

兵庫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） 民年金基金課

ト128.1.20年発0120第3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（年金毘長）
所管部高長（年金

年度平成27年12月分） 会計室 毘長）

H28.1.20 年発0120第4号 身分証発行等申請 雨池祥吾 年金局総務課 大臣官爵人事課長 年金晶長

H28.1.21 年発0121第1号
徴収溝額集計表の送付について（平成27

池ケ谷幸太郎
年金昂事業企画課

総括部局長（年金島長）
所管部員長（年金

年12月分） 会計室決算f系 昂長）

H28.1.22 年発0122第1号
東京印刷工業車生年金基金の解散の認

亀田開IJ
年金昂企業年金圏

東京印刷工業厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.22 年発0122第2号
国家公務員鵠理法第23条第3項の規定

竹重幸典
年金属総務課人

大臣官房人事課長 年金昂長
に基づく調査結果の報告について 事f系

H28. l.22 年発0122第3号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事｛系

H28.1.25 年発0125第1号
宮崎県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金昂企業年金国

宮崎県病院厚生年金基金 年金閣長
について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.25 年発0125第2号
中国田県木材厚生年金基金の解散の認 亀宙開j

年金属企業年金園
中国田県木材厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 民年金基金課



H28.1.25 年発0125第3号
広島総合卸センター厚生年金基金の解散

亀田開I]
年金属企業年金国 It.島総合卸センター厚生年金基金 年金昂長

の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.25 年発0125第4号
新潟県石油業厚生年金基金の解散の認

亀田剛
年金局企業年金園

新潟県石油業厚生年金基金 年金属長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.25 年発0125第6号
在外公館における便宜供与について（イタ

堀幸司
年金局国際年金課

外務省欧州局長 年金局長
リア） 庶務保

H28.1.27 年発0127第1号
東京メリヤス卸商厚生年金基金の解散の

関口弘患
年金局企業年金圏

東京メリヤス卸菌摩生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.27 年発0127第2号
東日本硝子業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

東日本硝子業厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.27 年発0127第3号
神奈川県貰物自動車厚生年金基金の解

吉田曹弘
年金扇企業年金園

神奈川県貨物自動車厚生年金基金 年金昂長
散の罷可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.27 年発0127第4号
千葉県建設業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金昂企業年金国

千葉県建設業厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

日本縫製機械製造業車生年金基金の解 年金属企業年金圏
H28.1.27 年発0127第5号

散の認可について（通常解散）
吉田哲弘

民年金基金課
自本縫製機械製造業厚生年金基金 年金局長

H28.1.27 年発0127第6号
東日本菓業厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金国

東田本菓業厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.29 年発0129第1号
愛知県石油厚生年金基金の解散の認可

関田弘恵
年金届企業年金国

愛知県石油厚生年金基金 年金昂長
について（通常解散） 民年金基金課



H28.1.30 年発0130第1号
東北管工事業厚生年金基金の解散の認

吉田哲弘
年金昂企業年金園

東北管工事業厚生年金基金 年金島長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.30 年発0130第2号
千葉県商自衛塵生年金基金の解散の認

関口弘恵
年金局企業年金田

千葉県商店街厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.30 年発0130第3号
三重県建設業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金面

三重県建設業厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.30 年発0130第4号
宮崎県建設業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

宮崎県建設業厚生年金基金 年金属長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.1.31 年発0131第1号
滋賀経済産業厚生年金基金の解散の認

亀田剛
年金局企業年金国

滋賀経清産業厚生年金基金 年金属長
可について（通常解散） 民年金基金課

千葉県食品製造j草生年金基金の将来期
年金局企業年金国

H28.2.1 年発0201第1号 聞の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘忠 千葉県食品製造厚生年金基金 年金昂長
認可申請について（将来返上認可）

畏年金基金課

西日本プラスチック工業厚生年金基金の
年金局企業年金圏

H28.2.1 年発0201第2号 将来期聞の代行部分に保る支給義務の 関口弘忠
民年金基金課

西日本プラスチック工業厚生年金基金 年金局長
停止の認可申請について（将来返上認可）

全国板硝子商厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金園

H28.2.1 年発0201第3号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘患 全国板硝子高厚生年金基金 年金毘長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国通信機械工業車生年金基金の将来
年金属企業年金国

H28.2.1 年発0201第4号 期間の代行部分に保る支給義務の停止 関口弘忠 全圏通信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）

民年金基金課

H28.2圃1年発0201第5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 大臣官麗人事課長 年金属長
（内申）（年金部会）（辞任）



H28.2圃4年発0204第1号 児童手当関係諸用紙の配布申請について 副島大f吾 年金局総務課 大臣官麗会計課福利厚生室長 年金局長

H28.2.16 年発0216第1号 職員の休職について（内申） 福市純
年金高総務課人

大臣官房人事課長 年金昂長
事｛系

H28.2.16 年発0216第2号 職員の育児休業の主主認について（内申） 指市純
年金眉総務課人

大臣官房人事課長 年金昂長
事f系

H28.2.17 年発0217第1号
社会保障審議会臨時委員の就任の簡l依

田中健一
年金局総務課普 横浜国立大学大学院国際社会科学

年金属長
頼 席年金数理官室 研究 院教 授関 芙佐 子地4名

平成27年度存続厚生年金基金等未納掛 年金局企業年金国
支出負担行為担

ト128.2.17年発0217第2号 金等交付金の交付決定および交付額の 吉川公一 民年金基金課企業 官署支出官大芭官房会計課長
当官年金局長

確定について 年金係

H28.2.19 年発0219第1号
徴収済額集計表の送付について（平成28

j也ヶ番幸太郎
年金属事業企画課

総桔部島長（年金局長）
所管部島長（年金

年1月分） 会計室決算｛系 島長）

H28.2.19 年発0219第2号
支出済額集計衰の提出について（平成27

植木奈津子
年金昂事業企画課

総括部晶長（年金昂長）
所管部毘長（年金

年産平成28年1月分） 会計室 昂長）

H28且2.23年発0223第1号 職員の膏児休業の承認について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金蝿長
事｛系

H28.2.24 年発0224第1号
数次往復公用旅券の返納手続き酉発給依

高山貴子 年金昂国際年金課 大芭宮震国際課長 年金昂長
頼について

平成27年勧告改正法の施行に伴う平成26
年金局総務課人

H28.2.24 年発0224第2号 年改正法附則第7条の規定に基づく経過 福市純
事｛系

大臣官房人事課長 年金昂長
措置額の変更について（内申）



H28.2.24 年発0224第3号 退職手当の差額追給について（内申） 福市純
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事係

年金局企業年金国
H28.2.24 年発0224第4号 職員の無報酬兼業について（内申） 蟹谷陽太郎 民年金基金課庶務 大臣官房人事課長 年金昂長

係

H28.2.29 年発0229第1号
宮城県国民年金基金平成27年度予算変

中村明宏
年金局企業年金圏

東北塵生局長 年金局長
更の認可について 民年金基金課

H28.2.29 年発0229第2号
宮城県国民年金基金規約の一部変更の

中村明監
年金局企業年金国

東北厚生局長 年金居長
認可について 毘年金基金課

H28.2.29 年発0229第3号
島根県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金圏

中国四国厚生局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.2.29 年発0229第4号
鳥取県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金国

中園田国厚生局長 年金届長
認可について 民年金基金課

H28.2.29 年発0229第5号 訴訟告知について（回報） 吉田哲弘
年金高企業年金国

東京法務局長 年金局長
民年金基金課

岩手県建設業車生年金基金の将来期間
年金属企業年金国

H28.3.1 年発0301第1号 の代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘恵
民年金基金諜

岩手県建設業厚生年金基金 年金昂長
可申請について（将来返上認可）

東北七県電気工事業厚生年金基金の将
年金間企業年金園

H28.3.1 年発0301第2号 来期間の代行部分に保る支給義務の停 関口弘恵
民年金基金課

東北七県電気工事業厚生年金基金 年金蝿長
止の認可申請について（将来返上認可）

日本テ、イー園アイ・ワイ、ホームセンター事

H28.3.1 年発0301第3号
業厚生年金基金の将来期聞の代行部分

関口弘忠
年金局企業年金国 自本ディー園アイ園ワイ、ホームセンター

年金属長
に係る支給義務の停止の認可申請につい 民年金基金課 事業厚生年金基金
て（将来返上認可）



鹿児島県病院車生年金基金の将来期間
年金局企業年金国

H28.3固1年発0301第4号 の代行部分に｛系る支給義務の停止の認 関口弘患 鹿児島県病院犀生年金基金 年金毘長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

東京乗用旅客自動車厚生年金基金の将
年金局企業年金圏

H28.3.1 年発0301第5号 来期間の代行部分に｛系る支給義務の停 関田弘忠 東京乗用操客自動車厚生年金基金 年金局長
止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本ばね工業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金国

H28.3幽1年発0301第6号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘恵 日本ばね工業厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

H28.3.1 年発0301第7号
山口県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

中間四国厚生晶長 年金島長
認可について 民年金基金課

H28.3.1 年発0301第8号
秋田県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金国

東北厚生昂長 年金晶長
認可について 民年金基金課

H28.3.1 年発0301第9号
青森県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金圏

東北厚生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

モンゴル国社会保険実施能力強化プロ
年金局総務課人

H28.3.1 年発0301第11号 ジェクト運嘗指導調査に係る調査団員の 権市純 大臣官爵国際課長 年金局長
推薦について（囲答）

事｛系

H28.3:I 年発0301第12号
兵庫県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金届企業年金国

兵庫県病院厚生年金基金 年金毘畏
について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.1 年発0301第13号
マツダ販売j草生年金基金の解散の認可に

関口弘恵
年金局企業年金国

マツダ賑莞厚生年金基金 年金昂長
ついて（通常解散） 民年金基金課

H28.3.1 年発0301第14号
全国卸商業団地庫生年金基金の解散の

関口弘忠
年金崩企業年金国

全国卸商業団地厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 民年金基金諜



J 、
年金局総務課首

H28.3固3年発0303第1号 社会保障審議会臨時委員の発令について 盟中健一
席年金数理官室

大臣官房人事課長 年金居長

モンゴル圃社会保険実施能力強化ブロジェ
年金局総務課人

H28.3圃3年発0303第2号 クト長期派遣専門家（社会保険実務）の推 福市純 大臣官房国際課長 年金昂長
薦について（回答）

事係

1-128.3.4 年発0304第1号
西日本電機販売厚生年金基金の解散の

関田弘忠
年金局企業年金国

西日本電機販売厚生年金基金 年金毘長
認可について（通常解散） 民年金基金課

1-128.3.4 年発0304第2号
全国調理食品加工業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金国

全国調理食品加工業厚生年金基金 年金局長
散の認可について（通常解散） 民年金基金課

年金減額（熊本地裁平成27年（行ウ）第1
H28.3.4 年発0304第3号 5号）行政事件訴訟の実施及び指定代理 自民部順一 年金高事業管理課 熊本地方法務崩長 年金属長

人の指定について

H28.3.7 年発0307第2号
在外公館における便宜供与について（フィ

高山貴子 年金昂圏i醸年金課 外務省アジア大洋州局南部アジア部長 年金局長
リピン）

H28.3圃7年発0307第3号
岩手県国民年金基金規約の一部変亜の

中村明宏
年金局企業年金園

東北厚生間長 年金晶長
認可について 民年金基金課

年金属企業年金国
H28.3圃7年発0307第4号 職員の無報酬兼業について（内申） 蟹谷陽太郎 民年金基金課庶務 大臣官麗人事課長 年金局長

｛系

年金局企業年金国
H28.3.7 年発0307第5号 職員の無報酬兼業について（内申） 蟹谷陽太郎 民年金基金課庶務 大臣官麗人事課長 年金局長

f系

年金属企業年金国
1-128.3.7 年発0307第8号 職員の無報酬兼業について（内申） 蟹谷陽太部 畏年金基金課庶務 大臣官麗人事課長 年金愚長

｛系



H28.3.7 年発0307第9号
山形県菌民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金国

東北軍生昂長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28‘3.7 年発0307第10号
福島県国民年金基金規約の一部変買の

中村明宏
年金昂企業年金国

東北摩生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.7 年発0307第11号
広島県関民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金局企業年金闇

中国四国厚生局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.7 年発0307第12号
徳島県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

四国厚生支昂長 年金昂長
認可について 民年金基金課

I 

H28.3.7 年発0307第13号
香川県国民年金基金規約の一部変買の

中村明宏
年金昂企業年金国

四国厚生支局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.7 年発0307第14号
愛媛県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金園

四国厚生支崩長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.7 年発0307第15号
高知県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

四国厚生支馬長 年金昂長
認可について 民年金基金諜

H28.3.7 年発0307第16号
北海道国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金園

北海道厚生昂長 年金島長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第1号
間山県園民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金局企業年金国

中園田園厚生届長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第2号
富山県国民年金基金規約の一部変更（！）

中村明宏
年金昂企業年金園

東海北陸厚生局長 年金属長
認可について 民年金基金課



H28.3.14 年発0314第3号
石川県国民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金晶企業年金田

東海北陸厚生局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第4号
三重県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

東海北陸厚生局長 6 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第5号
愛知県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

東海北陸厚生局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第6号
静岡県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金圏

東海北陸軍生昂長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.14 年発0314第7号
岐阜県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

東海北陸厚生届長 年金局長
認可について 民年金基金諜

H28.3.14 年発0314第8号
平成27年産国民年金基金等給付負担金

中村明宏
年金局企業年金国

官署支出官大臣官房会計課長
支出負担行為担

の変更交付決定について 畏年金基金課 当官年金高長

H28.3.15 年発0315第1号
全日本バルブ、厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金昂企業年金園

全日本バルブ厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.15 年発0315第2号
大阪府食品流通厚生年金基金の解散の

関口弘恵
年金局企業年金国

大阪府食品流通厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28圃3.15年発0315第3号
年金局における内部組織細員1]0)改正につ

福市純
年金属総務課人

厚生労働大臣 年金局長
いて（H28.4.1改正） 事｛系

H28.3.17 年発0317第1号
愛鉄連厚生年金基金の解散の認可等に

亀田醐
年金局企業年金圏

愛鉄連厚生年金基金理事長 年金昂長
ついて 毘年金基金課



H28.3.17 年発0317第2号
支出済額集計衰の提出について（平成27

描木奈津子
年金局事業企画課

総括部島長（年金局長）
所管部島長（年金

年度平成28年2月分） 会計室 闇長）

H28.3.17 年発0317第3号
徴収済額集計表の送付について（平成28

池ケ谷幸太郎
年金晶事業企画課

総括部局長（年金昂長）
所管部局長（年金

年2月分） 会計室決算保 局長）

H28.3.17 年発0317第4号
全国社会保険労務士国民年金基金規約

中村明宏
年金品企業年金国

関東信越厚生昂長 年金昂長
の一部変買の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第5号
貨物軽自動車運送業国民年金基金規約

中村明宏
年金属企業年金圏

関東信越厚生島長 年金局長
の一部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第6号
漁業者国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生愚長 年金局長
認可について 畏年金基金課

H28.3.17 年発0317第7号
日本税理士圏民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金毘企業年金国

関東信越厚生島長 年金昂長
重宝の認可について 民年金基金課

E司法書士圏民年金基金親約の一部変更 年金属企業年金圏
H28.3.17 年発0317第8号

の認可について
中村明宏

民年金基金諜
関東信越厚生届長 年金局長

1-128.3.17 年発0317第9号
全国建設技能者国民年金基金規約の一

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生局長 年金昂長
部変更の認可について 民年金基金課

H28.3,17 年発0317第10号
日本弁護士国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生昂長 年金昂長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第11号
全日本電気工事業国民年金基金規約の

中村明宏
年金属企業年金園

関東信越厚生局長 年金昂長
一部変更の認可について 民年金基金課



H28.3.17 年発0317第12号
日本柔道整復師国民年金基金規約のー

中村明宏
年金属企業年金圏

関東信越厚生昂長 年金昂長
部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第13号
全国左官業国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生局長 年金毘長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第14号 公認会計士国民年金基金規約の一部変
中村明宏

年金局企業年金国
関東告越厚生昂長 年金昂長

車の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第15号
全国板金業国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生馬長 年金高長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第16号
歯科技工士圏民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生昂長 年金晶長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第17号
全園損害保験代理業国民年金基金規約

中村明宏
年金届企業年金国

関東信越j草生昂長 年金昂長
の一部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第18号
日本麺類飲食業国民年金基金規約のー

中村明宏
年金晶企業年金国

関東信越厚生毘長 年金届長
部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第19号
誠灸マッサージ師等圏民年金基金規約の

中村明宏
年金昂企業年金圏

関東信越厚生昂長 年金局長
一部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第四号
和歌山県国民年金基金規約の一部変更

中村明宏
年金局企業年金園

近畿摩生馬長 年金毘長
の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第21号
奈良県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

近畿厚生局長 年金局長
認可について 畏年金基金課



H28.3.17 年発0317第22号
兵庫県国畏年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

九州厚生昂長 年金蝿長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第23号
大阪府国民年金基金規約の一部変買の

中村明宏
年金局企業年金園

九州厚生局長 年金属長
認可について 民年金基金諜

H2R3.17 年発0317第24号
京都府国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金属企業年金国

近畿車生昂長 年金島長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第25号
滋賀県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金園

近畿厚生昂長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第26号
福井県由民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

近畿厚生昂長 年金島長
認可について 民年金基金課

H28圃3.17年発0317第27号
全国農業みどり菌民年金基金規約の一部

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生昂長 年金局長
変更の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第28号
歯科医師園畏年金基金規約の一部変重

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生昂長 年金晶長
の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第29号
長野県圏民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金圏

関東信越厚生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第30号
山梨県圏民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金園

関東信越車生掲長 年金属長
認可について 民年金基金課

ト128圃3.17年発0317第31号
新潟県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

関東信越車生局長 年金局長
認可について 民年金基金課



H28.3.17 年発0317第32号
神奈川県圏民年金基金規約の一部変重

中村明宏
年金昂企業年金園

関東信越厚生昂長 年金昂長
の認可について 民年金基金課

ト！28.3.17年発0317第33号
東京都国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生局長 年金届長
認可について 民年金基金諜

H28.3.17 年発0317第34号
埼玉県由民年金基金規約の一部変重の

中村明器
年金局企業年金国

関東信越厚生昂長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第35号
編木県国民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金毘企業年金園

関東信越厚生昂長 年金届長
認可について 毘年金基金諜

H28.3.17 年発0317第36号
指岡県園民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

九州車生局長 年金晶長
認可について 民年金基金課

H28圃3.17年発0317第37号
住賀県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金園

九州厚生昂長 年金局長
認可について 民年金基金課

ト128.3.17年発0317第38号
長崎県由民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

九州厚生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第四号
熊本県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金国

九州厚生毘長 年金晶長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第40号
大分県圏民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金園

九州！草生崩長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第41号
宮崎県圏畏年金基金規約の一部変蔓の

中村明宏
年金昂企業年金国

九州摩生局長 年金届長
認可について 民年金基金課



H28.3.17 年発0317第42号
鹿児島県園民年金基金規約の一部変更

中村明宏
年金属企業年金圏

九州厚生局長 年金昂長
の認可について 民年金基金課

H28.3.17 年発0317第43号
沖縄県国民年金基金規約の一部変更の

中村明宏
年金局企業年金圏

九州厚生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第1号
大阪装粧厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金局企業年金国

大阪装粧厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第2号
東京自動車サービス厚生年金基金の解散

関田弘忠
年金局企業年金国

東京自動車サービス厚生年金基金 年金高長
の認可について（通常解散） 民年金基金諜

H28.3 .. 18 年発0318第3号
山口県トラック厚生年金基金の解散の認

亀 田 剛
年金高企業年金国

山口県トラック厚生年金基金理事長 年金届長
可等について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第4号
大分県建設業厚生年金基金の解散の認

亀田開IJ
年金島企業年金田

大分県建設業車生年金基金理事長 年金高長
可等について 毘年金基金課

H28.3.18 年発0318第5号
纏島県トラック厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金昂企業年金国

纏島県トラック厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28圃：3.18年発0318第6号 会計機関の委住について（依頼） 岡瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

大臣官爵会計課長 年金局長
会計室

H28.3.18 年発0318第7号
北海道圏畏年金基金他71基金に保る平

中村明宏
年金局企業年金国

地方厚生（支）昂長 年金局長
成28年度予算の認可について 畏年金基金課

l→28圃3.18年発0318第8号
茨城県圏民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生昂長 年金昂長
認可について 民年金基金課



H28.3.18 年発0318第9号
群馬県圏民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金昂企業年金閏

関東信越厚生局長 年金昂長
認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第10号
千葉県国民年金基金規約の一部変重の

中村明宏
年金届企業年金国

関東宮越摩生局長 年金局長
認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第11号
自本医師圃維業員国民年金基金規約の一

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越厚生島長 年金局長
部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第12号
E本薬剤師国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金園

関東信越厚生扇長 年金昂長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第13号
土地家塵調査士国民年金基金規約の一

中村明宏
年金昂企業年金圏

関東｛言越車生居長 年金昂長
部変重の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第14号
全国個人タクシー国民年金基金規約のー

中村明宏
年金昂企業年金国

関東信越厚生局長 年金居長
部変吏の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第15号
自動車整｛靖国民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金毘企業年金国

関東信越厚生局長 年金馬長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第16号
日本建築業菌民年金基金規約の一部変

中村明宏
年金局企業年金田

関東信越厚生局長 年金属長
更の認可について 民年金基金課

H28.3.18 年発0318第17号
全国クリーニング業国畏年金基金規約の

中村明宏
年金局企業年金国

関東信越j享生晶畏 年金昂長
一部変更の認可について 民年金基金課

H28.3.22 年発0322第1号
東日本ニット厚生年金基金の解散の認可

吉田哲弘
年金局企業年金閣

東日本ニット厚生年金基金 年金昂長
等について 民年金基金課



H28.3.22 年発0322第2号
香川県トラック厚生年金基金の解散の認

関口弘患
年金局企業年金国

香川県トラック厚生年金基金 年金届長
可について（通常解散） 民年金基金諜

H28.3.22 年発0322第3号 日本｛主宅建設産業厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金昂企業年金国
田本住宅建設産業厚生年金基金 年金局長

の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.22 年発0322第4号
日本工業炉厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金畠企業年金国

田本工業炉厚生年金基金 年金品長
について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.22 年発0322第5号 全国中央市場青果卸売厚生年金基金の
関田弘忠

年金昂企業年金園
全国中央市場青果卸売厚生年金基金 年金局長

解散の認可について（通常解散） 民年金基金課

1-128.3.22 年発0322第6号
兵庫県トラック運輸厚生年金基金の解散

亀田剛
年金島企業年金園 兵産県トラック運輸厚生年金基金理事

年金昂長
の認可等について 民年金基金課 長

H28.3.22 年発0322第7号
全国塗装摩生年金基金の解散の認可等

吉田哲弘
年金届企業年金国

全国塗装厚生年金基金 年金属長
について 民年金基金課

H28.3.23 年発0323第1号
茨城県自動車販売厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金昂企業年金国

茨城県自動車販売厚生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.23 年発0323第2号 東京写真製版厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金蝿企業年金国
東京写真製版厚生年金基金 年金届長

可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.24 年発0324第1号
茨城県トラック厚生年金基金の解散の認

関田弘忠
年金局企業年金圏

茨城県トラック厚生年金基金 年金届長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第1号
愛知県管工事業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金昂企業年金闇

愛知県管工事業厚生年金基金 年金屑長
認可について（通常解散） 畏年金基金課



H28.3幽25年発0325第2号
愛知県建設業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

愛知県建設業厚生年金基金 年金毘長
可について（通常解散） 畏年金基金諜

H28司3.25年発0325第3号
兵雇印刷工業厚生年金基金の解散の認

亀田剛
年金局企業年金国

兵庫印刷工業摩生年金基金理事長 年金昂長
可等について 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第4号
神奈川県叩刷工業塵生年金基金の解散

吉田哲弘
年金局企業年金国

神奈川県印醐工業車生年金基金 年金昂長
の認可等について 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第5号
広島県建設業厚生年金基金の解散の認

亀 田 剛
年金晶企業年金国

底島県建設業厚生年金基金理事長 年金局長
可等について 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第6号
東京機器厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金属企業年金国

東京機器厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第7号
三菱自動車販売厚生年金基金の解散の

関口弘恵
年金晶企業年金園

三菱自動車販売厚生年金基金 年金蝿長
認可について（通常解散） 民年金基金課

鳥取県金品産業厚生年金基金の解散の 年金局企業年金圏
H28.3.25 年発0325第8号

認可について（通常解散）
吉由哲弘

民年金基金課
愚取県食品産業厚生年金基金 年金昂長

H28.3司25年発0325第9号
日本電気協力会社厚生年金基金の解散

関口弘恵
年金晶企業年金国

日本電気協力会社厚生年金基金 年金局長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第10号
三重県自動車販売厚生年金基金の解散

関田弘恵
年金島企業年金国

三重県自動車賑売厚生年金基金 年金晶長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第11号
全国神社厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金局企業年金国

全国神社厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 畏年金基金課



H28.3.25 年発0325第12号
秋田県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘思
年金昂企業年金園

秋田県病院厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.25 年発0325第13号
岩手県機械金属厚生年金基金の解散の

関口弘患
年金局企業年金国

岩手県機械金属厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 民年金基金諜

ト128.3.25年発0325第14号
鳥取県医癒機関厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金園

鳥取県医膿機関厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 畏年金基金課

H28.3.25 年発0325第15号
社会保障審議会臨時委員の就怪の御依

田中健一
年金局総務課首 読売新聞東京本社社会保障部長猪

年金局長
車重 ！席年金数理官室 熊律子

H28.3.25 年発0325第16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

外務省中東アフリカ昂長 年金昂長
官併任発令の依頼について 事保

平成27年度年金生活者支援給付金支給
年金属事業管理課 支出負担行為担

H28.3.25 年発0325第17号 準｛庸圏民健康保険中央会補助金の支出 五昧憲治
交付金保

官署支出官大臣官爵会計課長
当官年金島長

負担行為について

平成27年度年金生活者支援給付金支給
年金属事業管理課 支出負担行為担

H28.3.25 年発0325第四号 準備市町村事務取扱交付金の支出負担 五昧憲治
交付金保

宮署支出官大霞官房会計課長
当官年金崩長

行為について

年金額改定（減額）処分取消請求事件（名

H28.3.25 年発0325第19号
古屋地方裁判所，平成27年（行ウ）第15

松永潔文 年金局事業管理課 名古麗法務昂長 年金蝿長
6号，第2次訴訟）Iこ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

H28.3.28 年発0328第1号
農林水産関保法人厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金晶企業年金国

農林水産関保法人厚生年金基金 年金晶長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.28 年発0328第2号
横j兵港厚生年金基金の解散の認可につ

関口弘忠
年金昂企業年金圏

横浜港厚生年金基金 年金昂長
いて（通常解散）

＼ 
民年金基金課



H28圃3.28年発0328第3号
日本ボウリング場厚生年金基金の解散の

関口弘恵
年金局企業年金国

日本ボウリング場厚生年金基金 年金属長
認可について（通常解散） 畏年金基金課

H28.3.29 年発0329第1号
全国住宅地開発厚生年金基金の解散の

関口弘患
年金局企業年金国

全国住宅地開発厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.29 年発0329第2号 全国システムハウス業厚生年金基金の解
関口弘忠

年金局企業年金園
全国システムハウス業厚生年金基金 年金昂長

散の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.29 年発0329第3号 国有財：東産京の社使会用保許険可事（更新）について［自 阿瀬毘恵梨奈
年金局事業企画課

日本年金機構理事長
国有財産部品長

塵名 務局（土地）］ 会計室 年金局長

H28.3.29 年発0329第4号
国有財産の髄用許可（更新）について〔口

阿瀬毘恵梨奈
年金昂事業企画課

財務省関東財務届東京財務事務所長
圏有財産部局長

座名：東京社会保険事務届（土地）］ 会計室 年金局長

i→28.3.29 年発0329第5号
平成26年改正法附員lj第7条の規定に基づ

福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
く経過措置額について（内申） 事保

H28.3.30 年発0330第1号
神戸機械金麗工業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金属企業年金圏

神戸機械金属工業厚生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第2号
尼崎機械金属厚生年金基金の解散の認

関口弘恵
年金昂企業年金国

思崎機械金属厚生年金基金 年金居長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3圃30年発0330第3号
滋賀県医療機関厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金園

滋貿県医療機関厚生年金基金 年金属長
認可について（通常解散） 民年金基金課

1-128.3.30 年発0330第4号
全国電器製造厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

全国電器製造j草生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課



H28.3.30 年発0330第5号
東京アパレル厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

東京アパレル厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第6号
東京建築設計厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金圏

東京建築設計厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第7号
東日本電線工業厚生年金基金の解散の

関口弘患
年金晶企業年金国

東日本電線工業厚生年金基金 年金島長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第8号
日本保温保冷工業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金蝿企業年金国

自本保j量保冷工業厚生年金基金 年金馬長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

ト128.3.30年発0330第9号
徳島県機械金属工業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金局企業年金国

徳島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） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第10号
新j馬県自動車整備厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金属企業年金圏

新潟県自動車整構厚生年金基金 年金高長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28圃3.30年発0330第11号
神奈川県管工事業厚生年金基金の解散

富田哲弘
年金崩企業年金圏

神奈川県管工事業厚生年金基金 年金局長
の認可等について 畏年金基金課

H28.3圃30年発0330第12号
中日本段ボール厚生年金基金の解散の

亀自剛
年金局企業年金歯

中日本段ボール厚生年金基金理事長 年金高長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.30 年発0330第13号
新潟県機械金属工業厚生年金基金の解

亀田開lj
年金昂企業年金国 新潟県機械金属工業厚生年金基金理

年金局長
散の認可について（通常解散） 民年金基金課 事長

H28.3.31 年発0331第1号
国民年金法施行規員ljO)一部を改正する省

福田洋輝
年金局年金課企

自本年金機構理事長 年金昂長
令の公布について（通知） 画法令第一様



H28.3.31 年発0331第2号
由民年金法施行規則の一部を改正する省

福田洋輝
年金属年金課企

地方厚生（支）局長 年金局長
令の公布について（通知） 画法令第一保

健康保険法施行規則及び厚生年金保険
年金昂年金課企

H28.3.31 年発0331第5号 法施行規則の一部を改正する省令の公布 増島博之 日本年金機構理事長 年金局長
について（通知）

画法令第三保

健鹿保険法施行規則及び厚生年金保険
年金局年金課企

H28.3.31 年発0331第6号 法施行規則の一部を改正する省令の公布 増島博之 地方厚生（支）昂長 年金昂長
について（通知）

画法令第三係

健保則第23条の6第3項第33号、厚年則第

H28.3園31年発0331第7号
9条の5第3項第33号及び国年則第77条の

増島博之
年金昂年金課企

日本年金機構理事長 年金局長
6第32号の規定に基づき厚生卦働大臣が 画法令第三係
定める課程について（通知）
健保則第23条の6第3J頁第33号、摩年員I］第

H28.3.31 年発0331第8号
9条の5第3項第33号及び国年員lj第77条の

i首島博之
年金属年金課企

地方厚生（支）局長 年金属長
6第32号の規定に基づき厚生労働大臣が 画法令第三保
定める課程について（通知）

ト128.3.31年発0331第9号
全圏通信機械工業厚生年金基金の解散

関口弘恵
年金高企業年金国

全国通信機械工業厚生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.31 年発0331第10号
岩手県自動車販売j草生年金基金の解散

古市麗博
年金昂企業年金国 岩手県自動車販売j享生年金基金理事

年金昂長
の認可について（通常解散） 民年金基金課 長

H28.3圃31年発0331第11号
キクチ厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘忠
年金局企業年金国

キクチ厚生年金基金 年金局長
て（通常解散） 民年金基金課

H28.3.31 年発0331第12号
双日グループ厚生年金基金の解散の認

関口弘恵
年金昂企業年金園

親日グループ厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.3.31 年発0331第13号
農業機械販売業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金国

農業機械販売業厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課



H28.3.31 年発0331第14号
全菌製紙顔料厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金田

全国製紙原料厚生年金基金 年金昂長
可について（通常解散） 民年金基金課

年金特別会計子ども園子青て支援勘定に
年金属事業企画課 所管部局長内閣府子ども園子膏て本 総括部局長年金

H28.3.31 年発0331第15号 対する支払元受高配分の通知について 富津武憲
（平成28年度第1四半期分）

会計室 部審議官中島誠 島長

H28.3.31 年発0331第16号
識人歳出外現金出納官吏及び藤入歳出

奥上建介
年金局事業企画課

年金毘事業企画課会計室長 年金昂長
外現金出納官吏代理のイ壬免について 会計室予算保

H28.3.31 年発0331第17号
歳入歳出外現金出納官吏及び歳入議出

奥上建介
年金届事業企画課

年金属事業企画課会計室長 年金局長
外現金出納官吏代理の任免について 会計室予算係

H28.3.31 年発0331第18号
年金特別会計会計機関の一部を処理

奥上建プト
年金局事業企画課

年金属事業企画課会計室長 年金局長
させる職員の任命について（代行機関） 会計室予算係

H28.3.31 年発0331第四号
年金特別会計会計機関の一部を処理

奥上建介
年金昂事業企画課

年金局事業企臣諜会計室長 年金昂長
させる職員の任命について（代行機関） 会計室予算係

予算決算及び会計令第116条の規定に
年金属事業企菌課 年金昂事業企画課金計室決算f系長外

H28園3.31年発0331第20号 基づく出納官吏の定時検査に｛系る輪査員 奥上建介 年金昂長
の発令について

会計室予算保 1名

予算決算忍び会計令第116条の規定に
年金属事業企画課 年金属事業企画課金計室決算f系長外

H28.3圃31年発0331第21号 基づく出納官吏の定時検査に罷る検査員 奥上建介 年金昂長
の発令について

会計室予算保 1名

独立行政法人に係る改革を推進するため
年金昂企業年金園

H28圃3.31年発0331第25号
の摩生労輸省関係法律の整構等に関す

自山裕久 民年金基金課確定 地方摩生（支）昂長 年金蝿長
る法律の施行に伴う企業年金関係通知の

拠出年金指導｛系
一部改正について

H28.3.31 年発0331第26号
鹿児島県建設業厚生年金基金の解散の

吉田哲弘
年金局企業年金国

鹿児島県建設業摩生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 民年金基金課



H28.3.31 I年発0331第27号 務宮謹：：室長賞品翠境判奥上建升 1：：：号室2園内年金高事業企画課金計室出納保長 ｜年金昂長
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