
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H28.4.1 年発0401第1号
平成27年度国民年金法施行令等の一部

福田洋輝
年金局年金課企 日本年金機構理事長個地方構成（支）島

年金局長
を改正する政令等の施行について（通知） 画法令第一｛系 長

H28.4.1 年発0401第2号
平成27年度国民年金法施行令等の一部

福田 j羊輝
年金閣年金課企 日本年金機構理事長官地方構成（支）局

年金高長
を改正する政令等の施行について（通知） 酉法令第一犠 長

H28.4.1 年発0401第3号
訴訟事件の担当職員の指定患び変重に

｛左藤大輔 年金昂総務課 $島法務局長
厚生労働省年金

ついて（依頼） 昂長

H28.4.1 年発0401第4号 訴能事件の担当職員の指定説び変更に
｛左藤大輔 年金局総務課 札蝶法務局長

厚生曽働省年金
ついて（依頼） 局長

H28.4.1 年発0401第5号
訴訟事件の担当職員の指定及び変買に

佐藤大輔 年金昂総務課 仙台法務島長
厚生労働省年金

ついて（依頼） 局長

H28.4.1 年発0401第6号
訴訟事件の担当職員の指定及び変更に

佐藤大輔 年金高総務課 東京法務局長
厚生卦i動省年金

ついて（餓頼） 昂長

H28.4.1 年発040・1第7号
訴訟事件の担当職員の指定説び変買に

住藤大輔 年金毘総務課 東京法務昂長
厚生弾働省年金

ついて（依頼） 局長

H28.4.1 年発0401第8号
訴訟事件の担当職員の指定及び変更に

佐藤大輔 年金局総務課 名古屋法務昂長
車生勢働省年金

ついて（故頼） 昂長

H28冒4.1年発0401第9号
訴訟事件の担当職員の指定及び変更に

佐藤大輔 年金昂総務課 大阪法務昂長
厚生労｛動省年金

ついて（故頼） 局長



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第10号 指定代理人の指定等について（年金滅鶴
服部 /I慎一 年金属事業管理課 担当法務届長 年金局長

訴訟：平成27年（行ウ）箪4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第11号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金属事業管理課 担当法務屈長 年金昂長

訴訟－平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第12号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI顕一 年金属事業管理課 担当法務開長 年金蝿長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第13号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI額一 年金局事業菅理課 担当法務騎長 年金昂長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第14号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 /I慎一 年金局事業管理課 担当法務島長 年金昂長

訴訟．平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第15号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部 JI顕一 年金高事業管理課 担当法務届長 年金蝿長

訴訟・平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴誌の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第16号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務畠長 年金関長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第17号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金属事業管理課 担当法務昂畏 年金高長

訴訟・平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅法び

H28.4.1 年発0401第18号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金島事業管理課 担当法務居長 年金蝿長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第19号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金蝿長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第四号 指定代理人の指定等について（年金減額
臨部）I国一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金局長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第21号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金畠長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第22号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金蝿長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28園4.1年発0401第四号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金昂長

訴訟－平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第24号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金局事業管理課 担当法務届長 年金関長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第25号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金局長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅lJt.び

H28.4.1 年発0401第26号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金属事業管理課 担当法務昂長 年金局長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅思び

H28.4.1 年発0401第27号 指定代理人の指定等について（年金減額
目軍部 JI慎一 年金賄事業管理課 担当法務居長 年金蝿長

訴訟．平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4司1年発0401第28号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI国一 年金属事業管理課 担当法務開長 年金高長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第四号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金高長

訴訟；平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅忍び

H28.4.1 年発0401第30号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金局事業管理課 担当法務昂長 年金問長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第31号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金昂長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅Ez.び

H28.4.1 年発0401第32号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金昂長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第33号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部順一 年金崩事業管理課 担当法務島長 年金関長

訴訟－平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消j戚及び

H28.4.1 年発0401第34号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務島長 年金局長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第35号 指定代理人の指定等について（年金減額
訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43

服部 JI贋一 年金閣事業管理課 担当法務関長 年金関長

件）

行政事件訴訟の訴能代理権の消滅思び

H28.4.1 年発0401第36号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部順一 年金局事業管理課 担当法務蝿長 年金高長

訴訟’平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅設び

H28.4.1 年発0401第37号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務扇長 年金昂長

訴訟・平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第38号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金崩事業管理課 担当法務開長 年金蝿長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
｛牛）

行政事件訴訟の訴能代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第39号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金高長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43

件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第40号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金昂事業管理課 担当法務昂長 年金局長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴能代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第41号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金関長

訴訟．平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4. l 年発0401第42号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部／I慎一 年金島事業管理課 担当法務昂長 年金局長

訴斡：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第43号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金扇長

訴訟・平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅忍び

H28.4.1 年発0401第44号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金昂事業管理課 担当法務昂長 年金局長

訴訟－平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴松の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第45号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部／I慎一 年金蝿事業管理課 担当法務崩長 年金局長

訴訟・平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴能の訴訟代理権の消滅忍び

H28.4.1 年発040'i第46号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部 II慎一 年金高事業管理課 担当法務局長 年金局長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第47号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金崩事業管理課 担当法務居長 年金局長

訴訟。平成2ブ年（行ウ）第4号ほか43

件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消踊及び

H28司4.1年発0401第48号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金島事業管理課 担当法務昂長 年金局長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第49号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部順一 年金属事業管理課 担当法務局長 年金局長

訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第50号 指定代理人の指定等について（年金減額
服部 JI顕一 年金局事業管理課 担当法務昂長 年金昂長

訴訟－平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第51号
指定代理人の指定等について（年金減額

臓部順一 年金局事業管理課 担当法務昂長 年金昂長
訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅設び

H28.4.1 年発0401第52号
指定代理人の指定等について（年金減額

臓部 JI慶一 年金局事業管理課 担当法務届長 年金崩長
訴訟：平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）
行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅及び

H28.4.1 年発0401第53号 指定代理人の指定等について（年金減額
臓部 JI慎一 年金局事業管理課 担当法務昂長 年金属長

訴訟平成27年（行ウ）第4号ほか43
件）

H28.4.1 年発0401第54号 社会保障審議会臨時委員の発令について 田中健一
年金昂総務課酋

大~官麗人事課長 年金属長
席年金数理官室

H28.4.1 年発0401第55号
関東五県印刷工業j草生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金園

関東五県印刷工業摩生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 民年金基金諜

H28.4.1 年発0401第56号
自本簡易ガス事業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金圏

日本簡易ガス事業厚生年金基金 年金毘長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

秋田県電子工業厚生年金基金の解散の
年金属企業年金園

刊28.4.1年発0401第57号 古市鹿博 民年金基金課確定 秋田県電子工業厚生年金基金理事長 年金島長
認可について（通常解散）

拠出年金管理係

H28.4.1 年発0401第58号
富山県病院厚生年金基金の解散の認可

亀田間lj
年金局企業年金園

富山県病院厚生年金基金理事長 年金属長
について（通常解散） 民年金基金課

H28.4.1 年発0401第59号
シャープタカヤ電子工業厚生年金基金の

吉田宮弘
年金局企業年金国

シャープタカヤ電子工業j草生年金基金 年金蝿長
解散の認可について（通常解散） 民年金基金課



予算決算思び会計令第116条の規定に
年金局事業企画課H28.4.1 年発0401第60号 基づ〈出納官吏の交替検査に係る検査員 奥上建介 年金島事業企画課会計室決算館長 年金局長

の発令について
会計室予算係

H28.4.1 年発0401第61号 年金特別会計における会計機関（出納官
奥上建介

年金局事業企画課
年金昂事業企画課会計室出納係長 年金高長

吏）の任免について 会計室予算保

H28.4.1 年発0401第62号 年金特別会計における会計機関（出納官
奥上建介

年金届事業企画課
年金馬事業企画課会計室出納様長 年金昂長

吏）のf壬免について 会計霊予算保

建設関係法人厚生年金基金の将来期間
年金馬企業年金国

H28.4.1 年発0401第63号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠 建設関係法人摩生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国警備業厚生年金基金の将来期聞の
年金崩企業年金国

H28.4.1 年発0401第64号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘忠 全国警備業厚生年金基金 年金蝿長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

労働関係法人塵生年金基金の将来期間
年金蝿企業年金圏

H28.4.1 年発0401第65号 の代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘忠 労働関｛系法人厚生年金基金 年金局長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

全国電子情報技術産業厚生年金基金の
年金属企業年金国

H28.4目1年発0401第66号 将来期間の代行部分に保る支給義務の 関口弘忠 全国電子槽報技術産業塵生年金基金 年金関長
停止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

東京金属事業厚生年金基金の将来期間
年金閣企業年金園 東京金属事業厚生年金基金

H28.4.1 年発0401第67号 の代行部分に｛系る支給義務の停止の認 関口弘忠 年金蝿長
可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

中部電気工事業厚生年金基金の将来期
年金局企業年金園 中部電気工事業j享生年金基金

H28.4.1 年発0401第68号 闘の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘忠 年金高畏
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

中国石油業厚生年金基金の将来期間の
年金高企業年金園H28.4.1 年発0401第69号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠 中国石油業厚生年金基金 年金局長

申請について（将来返上認可）
畏年金基金課



大阪鉄商厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金国

H28.4.1 年発0401第70号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠 大臨鉄商厚生年金基金 年金馬長
請について（将来返上認可）

民年金基金課

東京織物厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金国

H28.4.1 年発0401第71号 行部分に罷る支給義務の停止の認可申 関口弘思 東京織物厚生年金基金 年金届長
請について（将来返上認可）

民年金基金課

東京都報道事業厚生年金基金の将来期
年金属企業年金国H28.4.1 年発0401第72号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘恵 東京都報道事業厚生年金基金 年金届長

認可申請について（将来返上認可）
民年金基金課

神奈川県鉄工業厚生年金基金の将来期
年金崩企業年金国

H28.4.1 年発0401第四号 聞の代行部分に係る支給義務の停止の 関口弘忠 神奈川！県鉄工業厚生年金基金 年金蝿長
認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

ウシオ電機厚生年金基金の将来期間の
年金局企業年金圏 ウシオ電機厚生年金基金

H28.4.1 年発0401第74号 代行部分に探る支給義務の停止の認可 関日弘忠 年金局長
申請について（将来返上認可）

民年金基金諜

船員保険会厚生年金基金の将来期聞の
年金属企業年金国

H28.4.1 年発0401第75号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘忠 加員｛果験会庫生年金基金 年金高長
申請について（将来返上認可）

民年金基金課

ヤマシタコーポレーション厚生年金基金の
年金局企業年金圏

H28.4.1 年発0401第76号 将来期間の代行部分に保る支給義務の 関口弘忠 ヤマシタコーポレーションj享生年金基金 年金高長
停止の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

関東百貨店小買業厚生年金基金の将来
年金届企業年金園

H28.4.1 年発0401第77号 期間の代行部分に｛系る支給義務の停止 関口弘忠 関東百貰店小売業厚生年金基金 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

全国骨髄衛生機関厚生年金基金の将来
年金馬企業年金園 金田労｛動衛生機関j草生年金基金

H28.4.1 年発0401第四号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘患 年金晶長
の認可申請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本製紙関係会社j享生年金基金の将来
年金昂企業年金国

H28.4.1 年発0401第79号 期間の代行部分に係る支給義務の停止 関口弘忠
畏年金基金課

日本製紙関保会社厚生年金基金 年金蝿長
の認可申請について（将来返上認可）



弁理士厚生年金基金の将来期間の代行
年金属企業年金田

H28.4.1 年発0401第80号 部分に係る支給義務の停止の認可申請に 関口弘忠 弁理士厚生年金基金 年金高長
ついて（将来返上認可）

民年金基金課

広島県食品製造厚生年金基金の将来期
年金局企業年金国

H28.4.1 年発0401第81号 聞の代行部分に保る支給義務の停止の 関口弘患 広島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）

民年金基金課

日本税理士厚生年金基金の将来期間の
年金属企業年金園H28.4.1 年発0401第82号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘患 日本税理士厚生年金基金 年金局長

申請について（将来返上認可）
民年金基金課

福島県病院厚生年金基金の将来期間の
年金崩企業年金園H28.4.1 年発0401第83号 代行部分に｛系る支給義務の停止の認可 関口弘忠 福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）
民年金基金課

日本合板厚生年金基金の将来期聞の代
年金崩企業年金国

H28.4.1 年発0401第84号 行部分に保る支給義務の停止の認可申 関口弘忠 日本合板厚生年金基金 年金昂長
請について（将来返上認可）

民年金基金課

日本赤十字社厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金国H28.4.1 年発0401第85号 の代行部分に係る支給義務の停止の認 関口弘忠 自本赤十字社j草生年金基金 年金高長

可申請について（将来返上認可）
民年金基金課

H28.4.1 年発0401第86号 識人産量出外現金出納官吏及び歳入歳出
奥上建介

年金島事業企画課
年金昂事業企画課会計室長 年金関長

外現金出納官吏代理の佳免について 会計室予算保

H28.4.1 年発0401第87号 識人藤出外現金出納官室及び識人議出
奥上建介

年金眉事業企画課
年金崩事業企画課会計室長 年金昂長

外現金出納官吏代理の任免について 会計室予算慌

H28.4.5 年発0405第2号 身分証発行申請等 雨j也祥吾 年金局総務課 大臣官麗人事課長 年金高長

社会保障審議会臨時委員の任命に保る
年金扇企業年金園

公華社団法人自本年金数理人会理事
H28.4.5 年発0405第4号 蟹谷陽太郎 民年金基金課瞭務 年金局長

承諾依頼について（企業年金部会）
｛系

長和田貴一氏



年金額改定（減額）処分取消請求事件（長

H28.4.6 年発0406第1号
崎地方裁判所，平成28年（行ウ）第68

青木宗一 年金昂事業管理課 長崎地方法務局長
厚生骨髄省年金

号）に｛系る行政事件訴訟の指定代理人の 届長
指定について

H28.4.7 年発0407第1号 数次往複公用牒券の返納手続きについて 高山貴子 年金昂圏際年金課 大臣官震国際課長 年金蝿長

「確定給付企業年金制度について」の一部
年金局企業年金園 厚生労働省年金

H28.4.8 年発0408第1号 等々力 j享 民年金基金課基金 地方厚生（支）昂長
改正について

数理室数理指導係
昂長

H28.4.11 年発0411第1号 身分証発行申請等 雨j也祥吾 年金蝿総務課 大臣官麗人事課長 年金局長

年金減額訴訟（福岡地裁平成28年（行
H28.4.11 年発0411第2号 ウ）第18号）行政事件訴訟の実施及び指 臓部 II贋一 年金局事業管理課 福岡法務昂長 年金昂長

定代理人の指定について

平成27年度国民年金基金等給付費負担
年金昂企業年金国

支出負担行為担
H28.4.12 年発0412第1号

金交付額の確定について
中村明宏 民年金基金課圏毘 宮署支出宮大臣官爵会計課長

当官年金昂長
年金基金｛系

社会保障審議会臨時委員発令について
年金高企業年金国

H28.4.12 年発0412第2号
（内申）

蟹谷陽太郎 民年金基金課庶務 大臣官薦人事課長 年金局長
（企業年金部会、企業年金部会厚生年金
基金の特例解散等に関する専門委員会）

｛系

H28.4.14 年発0414第1号 職員の膏毘休業の承認について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官薦人事課長 年金蝿長
事1系

H28.4.14 年発0414第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官爵人事課長 年金島長
事｛系

年金構立金管理運用組立行政法人運用
一般社団法人日本経済団体連合会会

H28.4.15 年発0415第1号
委員会の委員の推薦について

早岡修 年金閣総務課 長 年金局長
日本勢働組合総連合会会長



ト128.4.15年発0415第2号
数次往種公用臓券の返納手続き翠発給依

高山貴子 年金局国際年金課 大臣官爵国際課長 年金蝿長
頼について

大野弘道、｛左様節也、清水II碩子、菅家功、武田洋

H28.4.18 年発0418第1号
年金積立金管理運用独立行政法人運用

早岡修 年金昂総務課
子、昧の索（株）代表取締役取締役社長、東洋大 年金属長

委員会の委員の御就｛壬の依頼について 学学長、学習院大学長、日本労働組合総連合会
会長、三菱総合研究所取締役執行役員

H28.4.19 年発0419第1号 職員の休職について（内申） 福市純
年金高総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
事｛系

H28.4.19 年発0419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
年金昂事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成28年3月分） 会計室 局長）

H28.4.20 年発0420第1号
徴収済額集計表等の送付について（平成

池ケ谷幸太郎
年金局事業企画課

総揺部局長（年金局長）
所管部昂長（年金

28年3月分） 会計室決算係 島長）

H28.4.20 年発0420第2号
年金積立金管理運用独立行政法人運用

早岡修 年金蝿総務課 大臣官房人事課長 年金局長
委員会の委員の発令について（肉申）

年金額改定（減額）処分取消請求事件（名

H28.4.20 年発0420第3号
古麗地方裁判所，平成28年（行ウ）第18

青木宗一 年金属事業管理課 名古崖法務昂長
車生背働省年金

号）に係る行政事件訴訟の指定代理人の 局長

指定について

H28.4.26 年発0426第1号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大臣官薦人事課長 年金蝿長
事保

年金額政定（減額）処分取消請求事件（京

H28.4.27 年発0427第1号
都地方裁判所v 平成28年（行ウ）第9号）

青木宗一 年金属事業管理課 京都地方法務昂長
厚生卦働省年金

に係る行政事件訴訟の指定代理人の指 局長
定について

社会保障審議会臨時委員住命（再桂）に 年金騎企業年金国 社会保障審議会臨時委員短命（再任）
H28.4.27 年発0427第2号 f系る承諾依頼について（！享生年金基金の 古市醸博 民年金基金課確定 予定者下向智子他4名忍び所属長 年金局長

特例解散等に関する専門委員会） 拠出年金管理慌 国立大学法人筑波大学長（2件）他2名



H28.5.9 年発0509第1号 JSKものづくり！草生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金国
JSKものづくり厚生年金基金 年金閣長

可について（通常解散） 民年金基金課

H28.5.10 年発0510第1号 静岡県トラック運送厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金属企業年金国
静岡県トラック運送厚生年金基金 年金昂長

の認可について（通常解散） 民年金基金課

1-128.5.10 年発0510第2号 全日本シティホテル厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金属企業年金圏
全日本シティホテル厚生年金基金 年金届長

の認可について（通常解散） 民年金基金課

1-128.5.10 年発0510第3号 軽金属製品厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金崩企業年金国
軽金属製品厚生年金基金 年金蝿長

について（通常解散） 民年金基金課

H28.5.10 年発0510第4号 年金構立金管理運用独立行敢法人運用
阜岡修 年金崩総務課

新井富雄、加藤慶之、京都大学大学院
年金蝿長

委員会の委員の御就任の｛衣頼について 経営管理研宮部長

H28.5.10 年発0510第5号 静岡県中部機械工業厚生年金基金の解
吉田哲弘

年金蝿企業年金圏
青争開県中音n機械工業厚生年金基金 年金高長

散の認可等について 畏年金基金課

H28.5.11 年発0511第1号 職員の無報酬兼業について（内申） 高橋盛志郎
年金局数理課隠そ

大臣官薦人事課長 年金昂長
務保

H28.5.11 年発0511第2号
職員の海外j度航に伴う事務取扱の発令に

福市純
年金高総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
ついて 事｛系

H28.5.12 年発05・12第1号 在外公館における捜宜供与について（ロシ
高山量子 年金崩国際年金課 外務省欧州昂長 年金島長

ア）

H28.5.12 年発0512第2号 職員の育児休業の承認について（内申） 金沢真希子 年金局総務課 大臣官麗人事課長 年金局長



社会保障審議会臨時委員の発令について 年金毘企業年金国
H28.5.12 年発0512第3号 （内申）（厚生年金基金の特例解散等に関 古市康博 民年金基金課確定 大臣官麗人事課長 年金局長

する専門委員会） 拠出年金管理係

H28.5.16 年発0516第1号
自動車張興会厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金国

自動車振興会厚生年金基金 年金局長
可について（通常解散） 民年金基金諜

H28.5.16 年発0516第2号
年金請立金管理運用独立行政法人運用

早闘修 年金閣総務課 大臣官薦人事課長 年金高畏
委員会の委員の発令について（内申）

平成28年度国民年金基金等給付費量担
年金局企業年金国

官署支出官大臣官麗会計課長 支出負担行為担
H28目5.16年発0516第3号

金の交付決定について
中村明宏 民年金基金課国民

当官年金蝿長
年金基金係

企業年金連合会規約の一部変更について
年金属企業年金園

H28.5.17 年発0517第1号 吉川公一 民年金基金諜企業 企業年金連合会理事長 年金局長
（支払保証事業）

年金保

H28.5.19 年発0519第1号
支出溝額集計衰の提出について（平成27

撞木若君津子
年金局事業企画課

総括部局長（年金島長）
所管部島長（年金

年度平成28年4月分） 会計室 崩長）

H28.5.19 年発0519第2号
支出済額集計表の提出について（平成28

植木奈津子
年金崩事業企画課

総措部局長（年金局長）
所管部属長（年金

年度平成28年4月分） 会計室 蝿長）

H28目5.19年発0519第3号
資金前渡官史及び分任契約担当官の任

高山貴子 年金島圏際年金課 大臣官麗会計課長 年金島長
命について（ドイツ）

H28.5.20 年発0520第1号
千葉県機捕金j寵厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金圏

千葉県機械金属厚生年金基金 年金高長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.5.20 年発0520第2号 大阪料飲サーピス業厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金蝿企業年金国
大阪料飲サーピス業j草生年金基金 年金高長

の認可について（通常解散） 畏年金基金課



H28.5.20 年発0520第4号
徴収清額集計表等の送付について（平成

池ケ谷幸太郎
年金蝿事業企画課

総括部島長（年金崩長）
所管部島長（年金

28年4月分） 会計室決算保 高長）

年金支給請求事件（長野地方裁判所，平
摩生労輸省年金

H28.5.23 年発0523第1号 成28年（ワ）第122号）に保る行政事件訴 青木宗一 年金局事業管理課 長野地方法務扇長
訟の指定代理人の指定について

局長

年金減額分支払請求事件（さいたま地方

ト128目5.23年発0523第2号
裁判所，平成28年（行ウ）第15号）に保る

青木宗一 年金局事業管理課 さいたま地方法務居長
厚生封｛動省年金

行政事件訴訟の指定代理人の指定につ 島長
いて

H28.5.23 年発0523第3号 職員の昇格について（4/1付） 福市純
年金昂総務課人

大臣官房人事課長 年金昂長
事｛系

法令データ契合結果の認証について（確
年金蝿企業年金圏

H28.5.24 年発0524第1号
定拠出年金法施行令）

松本邦弘 民年金基金課企画 総務省行政管理島長 年金閣長
｛系

法令データ突合結果の認証について
年金昂闇際年金課H28.5,24 年発0524第2号 （社会保障協定の実施に伴う厚生年金保 馬場員lj行 総務省 年金崩長

険法等の特例等に関する法律｛也1件）
企画保

年金局企業年金国
H28冒5.24年発0524第4号 職員の兼業について（肉申） 蟹谷璃太郎 民年金基金諜庶務 大臣官麗人事課長 年金局長

保

H28.5.25 年発0525第1号 全国道路標識標示業厚生年金基金の解
関口弘忠

年金昂企業年金圏 全国道路課識標示業j草生年金基金
年金局長

散の認可について（通常解散） 毘年金基金課

H28.5.25 年発0525第2号 長野山梨若油厚生年金基金の解散の認
清原範久

年金局企業年金国
長野山梨石油厚生年金基金 年金蝿長

可等について 民年金基金課

H28.5.25 年発0525第3号 秋田県建設業厚生年金基金の解散の認
清原範久

年金属企業年金国
秋田県建設業厚生年金基金 年金届長

可等について 民年金基金課



H28.5.25 年発0525第4号 長野県卸商業団地厚生年金基金の解散
吉田哲弘

年金蝿企業年金国
長野県卸商業団地厚生年金基金 年金高長

の認可等について 民年金基金課

法令データ突合結果の認証について（厚

H28.5.25 年発0525第5号 生年金保険法等の一部を改正する法律の
上島大手口

年金属年金課企
総務省 年金蝿長

施行に伴う経過措置に関する政令他12 画法令第二係
件）

H28.5.25 年発0525第7号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金扇総務課人

大臣官麗人事諜長 年金高長
事｛系

職員の政府間交法参加に伴う事務取扱の
年金属総務課人

H28.5.25 年発0525第8号 発令及び外務事務官併告発令の依頼に 福市純
事f系 大臣官爵人事課長 年金昂長

ついて

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱の
年金閣総務課人

H28.5.25 年発0525第9号 発令及び外務事務官静佳発令の依頼に 福市純
事保

外務省アジア大洋州昂長 年金蝿長
ついて

H28.5.25 年発0525第10号 職員の政府間交渉参加に保る外務事務
福市純

年金局総務課人
外務省欧州局長 年金局長

官併｛壬発令の依頼について 事保

H28.5.26 年発0526第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官薦人事課長 年金届長
事｛系

H28.5.27 年発0527第1号 沖縄県病院厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金属企業年金国
沖縄県病院厚生年金基金 年金属長

について（通常解散） 民年金基金課

H28.5.27 年発0527第2号 在外公館における寵宜供与について（中
高山貴子 年金昂国際年金課 外務省アジア大洋州昂長 年金蝿長

閤）

H28.5.27 年発0527第3号 在外公館における寵宜供与について（ドイ
高山貴子 年金島国際年金課 外務省欧州局長 年金昂長

ツ）



H28.5.27 年発0527第4号
法令データ突合結果の器証について（厚

上島大和
年金局年金課企

総務省 年金局長
生年金保険法他14件） 画法令第二f系

H28.5.30 年発0530第1号
全育卸連厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金届企業年金圏

全青卸連厚生年金基金 年金昂長
ついて（通常解散） 民年金基金課

H28.5.30 年発0530第2号
愛知県自動車整備厚生年金基金の解散

関口弘宏、
年金局企業年金圏

愛知県自動車整髄j草生年金基金 年金局長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.5.30 年発0530第3号 神奈川県建設業！草生年金基金の解散の
吉田哲弘

年金昂企業年金国
神奈川県建設業厚生年金基金 年金局長

認可等について 民年金基金課

H28.5.30 年発0530第4号 山口県建設業厚生年金基金の解散の認
吉田哲弘

年金蝿企業年金闇
山口県建設業厚生年金基金 年金蝿長

可等について 民年金基金課

H28.5.30 年発0530第5号
大阪府貨物運送厚生年金基金の解散の

清原範久
年金局企業年金閤

大賑府貰物運送厚生年金基金 年金高長
認可等について 民年金基金課

在外公館における慢宜供与について（フラ
年金属企業年金園

厚生芳働省年金
H28.5.30 年発0530第6号

ンス）
蟹谷陽太郎 民年金基金諜庶務 外務省経済昂長

高長
｛系

H28.5.31 年発0531第1号
長野県建設業厚生年金基金の解散の認

j青j京範久
年金局企業年金国

長野県建設業厚生年金基金 年金馬長
可等について 民年金基金課

法令データ突合結果の認証について（確
年金局企業年金歯

H28.5.31 年発0531第2号 松本邦弘 民年金基金課企画 総務省行政管理昂長 年金局長
定拠出年金法地4件）

1系

大眼府病院厚生年金基金の将来期聞の
年金昂企業年金闇

H28.6.1 年発0601第1号 代行部分に保る支給義務の停止の認可 関口弘忠 大阪府病院庫生年金基金 年金局長
申請について（将来返上）

民年金基金課



全国タイル業厚生年金基金の将来期聞の
年金局企業年金国

H28.6.1 年発0601第2号 代行部分に係る支給義務の停止の認可 関口弘忠 全国タイル業厚生年金基金 年金局長

申請について（将来返上）
毘年金基金課

福る岡（願指地告定方代裁轟理轟判轟末所轟面轟平指）成年定2金に8運つ年用い（行禁てウ）第30 厚生封働省年金
H28.6.2 年発0602第1号 号 止事件に 堀本陽司 年金昂総務課 福岡法務居長

昂長
係

訴訟事件の調査回報について（福間地方
厚生労働省年金

H28.6.2 年発0602第2号 裁 判 所 平成28年（行ウ）第30号（原告 堀本陽司 年金品総務課 法務省訟務扇長及び福田法務馬長
昂長

）年金運用禁止事件）

H28.6.7 年発0607第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理憲
年金昂総務課管

大臣官麗人事課長 年金局長
E里保

H28.6.8 年発0608第1号 職員の無報酬兼業について（肉申） 黒J11正憲
年金高事業管理課

大臣官薦人事課長 年金蝿長
システム室計画係

H28.6.8 年発0608第2号 職員の無報酬兼業について（肉申） 黒川正憲
年金崩事業管理課

大臣官麗人事課長 年金晶長
システム室計画保

H28.6.15 年発0615第1号
年金蝿における内部組織細員ljの改正につ

福市純
年金届総務課

大臣官麗人事課長 年金局長
いて 事保

H28.6.16 年発0616第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金届長
理｛系

H28.6.17 年発0617第1号 職員の育児休業の承認について（内申） 金沢真希子 年金閣総務課 大垣官薦人事課長 年金局長

H28.6.17 年発0617第2号 職員の人事異動について（内申） 指市純
年金属総務課人

大軍宮麗人事課長 年金高長
事｛系



H28.6.17 年発0617第3号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金昂長
理｛系

年金委員功労者厚生労働大臣表彰実施
年金局事業企画課

要領等の一部改正設び平成28年度にお 厚生労働省年金
H28.6.20 年発0620第1号

ける年金委員功労者厚生労｛動大臣表彰
野口栄治 情報公開聞社賞士 地方厚生（支）昂長

局長等
の実施について 1系

年金委員功労者厚生労働大臣表彰実施
年金局事業企画課

要領等の一部改正忍び平成28年度にお 厚生労働省年金
H28.6.20 年発0620第2号

ける年金委員功労者j草生労働大臣表彰
野口栄治 槽報公開百社世士 日本年金機構理事長

昂長等
の実施について

｛系

H28.6.20 年発0620第3号
支出j斉額集計表の提出について（平成27

撞木奈津子
年金賭事業企画課

総括部局長（年金属長）
所管部島長（年金

年産平成28年5月分） 会計室 局長）

H28.6.20 年発0620第4号
支出済額集計衰の提出について（平成28

植木奈津子
年金属事業企画課

総括部島長（年金蝿長）
所管部局長（年金

年度平成28年5月分） 会計室 局長）

H28.6.20 年発0620第5号 年金局物品管理官の交替横査に伴う横査
奥上建介

年金局事業企画課
年金昂事業企画課会計室決算保長 年金蝿長

員の任命について 会計室予算保

厚生労働省組織令及び厚生労働省組織規則

H28.6.21 年発0621第1号
の一部改正に伴う大臣官房統計情報部、医

柴田直慧 年金崩事業企画課
各都道府県知事、｛呆催所設置市長及び 厚生労働省年金

薬・生活衛生局、労働基準局、年金局及び政 特別区長 局長
策統括官の組織再編等について（案）

H28.6.21 年発0621第2号 身分証明書発行等申請について 五十j琵理恵
年金属総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
E里｛系

年金額改定（減額）処分取消請求事件（山

H28.6.21 年発0621第3号 形地方裁判所，平成27年（行ウ）第3号）
青木宗一 年金馬事業管理課 山形地方法務局長

！草生費｛動省年金
に｛系る行政事件訴訟の指定代理人の指 用長
定について

H28.6.22 年発0622第1号
徴収済額集計表等の送付について（平成

池ケ谷幸太郎
年金崩事業企画課

総括部昂長（年金属長）
所管部島長（年金

28年5月分） 会計室決算保 局長）



福岡地方裁判所平成28年（行ウ）第30号 厚生卦働省年金
ト128.6.22年発0622第2号 （原告 〕年金運用禁止事件に｛系 堀本陽司 年金属総務課 福開法務属長 局長

る指定代理人の指定について

H28.6.27 年発0627第1号 身分範明書発行等申請について 五十嵐理麗
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金毘長
理｛系

企業年金連合会規約の一部変買について
年金局企業年金国

j草生封i動大臣年
H28.6.27 年発0627ffi2号 富J11公一 民年金基金課企業 企業年金連合会理事長

（共同運用事業）
年金保

金局長

' 

H28.6.27 年発0627第3号 年金属における内部組織細則の改正につ
福市純

年金局総務課人
摩生ヲヲ｛動大臣（大臣官房人事課） 年金高長

いて 事館

H28.6.27 年発0627第4号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課

大臣宮薦人事課長 年金畠長
事｛系

H28.6.27 年発0627第5号 職員の休職について（内申） 福市純
年金閣総務課人

大軍官麗人事課長 年金高長
事1系

H28.6.29 年発0629第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官扉人事課長 年金局長
事｛系

H28.6.29 年発0629第2号
行政訴総事件に｛系る指定代理人の交代に

青木宗一 年金高事業菅理課 前橋地方法務局
厚生封働省年金

ついて（法頼）［前橋地方法務崩］ 局長

行政訴訟事件に保る指定代理人の交代に
厚生勢働省年金

H28.6.29 年発0629第3号 ついて（依頼）｛穂島地方法務局ほか22 青木宗一 年金崩事業管理課 寵島地方法務昂ほか22件
局長

件］

H28.6.29 年発0629第4号 行政訴訟事件に保る指定代理人の指定に
青木宗一 年金局事業管理課 広島法務局長ほか16件

厚生労働省年金
ついて（依頼）〔広島法務局ほか16件］ 高長



「確定給付企業年金の財政計算等に保る 年金属企業年金国 厚生労働省年金
H28.6.30 年発0630第1号 特例的扱いについて」の一部改正につい 等々力淳 民年金基金課基金 地方厚生（支）昂長

昂長
て 数E皇室

H28.6.30 年発0630第3号 職員の育児休業の承認について（内申） 金沢真希子 年金属総務課 大臣官爵人事課長 年金局長

H28.6.30 年発0630第4号 ぞE外公館における便宜供与について（イタ
高山貴子 年金昂園際年金課 外務省欧州崩長 年金高長

リア）

H28.6.30 年発0630第5号 障害者である職員の住免に関する状況の
福市純

年金属総務課人
大臣官麗人事課長 年金局長

通報等について（回答） 事保

年金特別会計子ども・子育て支援勘定に
年金崩事業企画課 所管部崩長内閣府子ども思子商て本部 総括部昂長年金

H28.6.30 年発0630第6号 対する支払先受高配分の通知について 林潤一郎
（平成28年度第2四半期分） 会計室 審議官 昂長

企業年金連合会規約の一部変重について
年金間企業年金田

厚生背働省年金
H28.6.30 年発0630第7号

（受託事務の追加等）
吉川公一 民年金基金課企業 企業年金連合会理事長

昂長
年金保

H28園7目1年発0701第1号 関東ITソフトウェアj草生年金基金の解散の
関口弘患

年金属企業年金圏
関東ITソフトウェア庫生年金基金 年金高長

認可について（通常解散） 民年金基金諜

日本ポリオレフィンフィルム厚生年金基金
の将来期聞の代行部分に保る支給義務 年金局企業年金闇 日本ポリオレフィンフィルム厚生年金基

H28.7.1 年発0701第2号
の停止の認可申請について（将来返上認

関口弘忠
民年金基金課 金

年金関長

可）

中圏薬業庫生年金基金の将来期聞の代
年金高企業年金園

H28.7.1 年発0701第3号 行部分に係る支給義務の停止の認可申 関口弘忠 中国薬業厚生年金基金 年金島長
請について（将来返上認可）

民年金基金課

「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互
年金昂年金課企

H28.7.1 年発0701第5号 主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
上島大和 地方揮生（支）局長 年金島長

等の一部を改正する政令J及びf所得税法等の一部 画法令第二保
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令



「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互

H28.7.1 年発0701第6号 主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
上島大和

年金局年金課企
日本年金機構理事長 年金蝿長

等の一部を改正する政令J及び「所得税法等の一部 画法令第二係
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

年金減額分支払請求事件（大分地方裁判
H28.7.1 年発0701第7号 FJT，平成28年（行ウ）第4号）に係る行政 服部順一 年金局事業管理課 大分地方法務昂長 年金昂長

事件訴訟の指定代理人の指定について

H28.7.4 年発0704第2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金閣総務課管

大臣官麗人事課長 年金崩長
E里f系

H28.7.5 年発0705第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理悪
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金高長
理｛系

H28‘7.5 年発0705第3号
在外公館における｛更宜供与依頼について

開翼輝
年金局年金課企

外務省欧州局長
厚生活‘働省年金

（フランス／ 教捜） 画法令第二保 局長

H28.7.6 年発0706第1号
職員のi毎外j麗航に伴う事務取扱の発令に

福市純
年金高総務課人

大臣官薦人事課長 年金扇長
ついて 事保

「決算検査報告に掲認した事項に対する
厚生？？輸省年金

H28.7.7 年発0707第1号 処置状現についてJに対する報告について 柴田直慧 年金賭事業企閏課 会計検査院事務総局第2昂長
（｛司い）

局長

H28.7.12 年発0712第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金蝿総務課管

大臣官房人事課長 年金高長
理｛系

私的年金分野の髄人情報保護に関するガ 年金属企業年金圏
H28.7.20 年発0713第2号 イドラインの公布に伴う関館通知の！亮止に 松本邦弘 民年金基金課企画 地方厚生（支）居長 年金局長

ついて（属長通知） ｛系

決算検査報告に掲記した事項に対する処
年金崩事業管理課

厚生労働省年金
H28.7.13 年発0713第4号 訪農雄樹 厚生年金保険管理 会計検査院事務総昂第2局長

置状況について（結果報告）
｛系

局長



H28.7.14 年発0714第1号 号俸の発令替えについて（内申） 福市純
年金昂総務課人

大事官房人事課長 年金局長
事係

H28.7.14 年発0714第3号
平成27年度年金特別会計菌有物品の決

阿瀬見恵梨奈
年金晶事業企画課

大臣官麗会計課長 年金局長
算について 会計室

訴訟事件に係る指定代理人の指定及び
H28.7.15 年発0715第1号 訴訟代理権消滅について［金沢地方法務 青木宗一 年金属事業管理課 金沢地方法務局長 年金蝿長

局長あて｝

熊本地 リ 1－平成28年（行ウ）第5号
H28.7.15 年発0715第2号 （原告 損害賠償請求事件に保 青木宗一 年金昂事業管理課 熊本地方法務昂長 年金属長

る指定代 指定について（故頼）

H28.7.20 年発0720第1号 東京織物厚生年金基金の解散の認可に
関口弘忠

年金局企業年金園
東京織物厚生年金基金 年金高長

ついて（通常解散） 民年金基金諜

H28.7.20 年発0720第2号
東京都自動車整備厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金属企業年金国

東京都自動車整備厚生年金基金 年金昂長
の認可等について 民年金基金課

H28.7.20 年発0720第3号
富山県中小企業田地厚生年金基金の解

吉田哲弘
年金高企業年金圏

富山県中小企業団地厚生年金基金 年金高長
散の認可等について 畏年金基金課

H28岨7.20年発0720第4号
支出溝額集計衰の捉出について（平成28

植木奈津子
年金局事業企画課

総括部局長（年金昂長）
所管昔日昂長（年金

年度平成28年6月分） 会計室 昂長）

H28.7.20 年発0720第5号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金居総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事係

H28.7.22 年発0722第1号
茨城県建設業厚生年金基金の解散の認

清原範久
年金局企業年金闇

茨城県建設業厚生年金基金 年金昂長
可等について 民年金基金課



H28.7.22 年発0722第2号 徴収済額集計表の送付について（平成28
池ケ谷幸太郎

年金局事業企画課
総括部局長（年金昂長）

所管部昂長（年金
年6月分） 会計室決算｛系 昂長）

H28.7.25 年発0725第1号 山梨県建設業厚生年金基金の解散の認
吉田哲弘

年金局企業年金園
山梨県建設業j草生年金基金 年金局長

可等について 民年金基金課

H28.7.25 年発0725第2号 九管連厚生年金基金の解散の認可につ
関口弘忠

年金局企業年金圏
九管連j享生年金基金 年金扇長

いて（通常解散） 民年金基金課

H28.7.26 年発0726第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理憲
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金局長
理｛系

H28.7.27 年発0727第1号
中部印刷工業厚生年金基金の解散の認

関口弘患
年金属企業年金国

中部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

H28.7.28 年発0728第1号
島根県機械金属工業厚生年金基金の解

関口弘忠
年金届企業年金国

島組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

H28.7.28 年発0728第2号
平成27年度年金特別会計所属国有財産

阿j頼見恵梨奈
年金馬事業企画課

会計検査院 年金関長
の決算について 会計室

法令データの突合結果の認証について

H28.7.28 年発0728第3号
（厚生年金保険の保障給付設び国民年金

上島大手口
年金局年金課企

総務省 年金関長
の給付の支払の遅証に保る加算金の支 菌法令第二罷
給に闘する法律他1件）

H28.7.29 年発0729第1号 北海道商店簡厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金圏
北海道商宿街厚生年金基金 年金局長

可申請について（通常解散） 民年金基金課

H28.7.29 年発0729第2号
日本ハム固ソーセージ工業j草生年金基金

吉田哲弘
年金属企業年金国 日本ハム包ソーセージ工業厚生年金基

年金属長
の解散の認可等について 民年金基金課 金



H28.7.29 年発0729第3号 北関東自動車整備厚生年金基金の解散
吉田哲弘

年金局企業年金圏
北関東自動車整備厚生年金基金 年金局長

の認可等について 民年金基金課

H28.7.30 年発0730第1号 大阪府電気工事厚生年金基金の解散の
三浦一洋

年金高企業年金国
大阪府電気工事厚生年金基金 年金局長

認可について（通常解散） 民年金基金課

十-128.7.30年発0730第2号 東京都木材厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金属企業年金国
東京都木材厚生年金基金 年金昂長

について（通常解散） 民年金基金課

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
l→28.8.1 年発0801第1号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 臓部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務届長 年金馬長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第2号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部順一 年金昂事業管理課 担当法務届長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第3号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部順一 年金局事業管理課 担当法務高長 年金崩長

497号ほか3H牛）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第4号 いて（年金減額訴訟．平成27年（行ウ）箪 日軍部順一 年金属事業管理課 担当法務届長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第5号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 臓部 JI慎一 年金賭事業管理課 担当法務居長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第6号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 眠部順一 年金崩事業管理課 担当法務島長 年金属長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第7号 いて（年金減額訴説：平成27年（行ウ）第 掘部順一 年金馬事業管理課 担当法務局長 年金高長

497号ほか31件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第E号 いて（年金減額訴訟・平成27年（行ウ）第 臓部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金高長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第9号 いて（年金減額訴訟平成27年（行ウ）第 服部順一 年金高事業管理課 担当法務属長 年金蝿長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第10号 いて（年金減額訴訟平成27年（行ウ）第 服部順一 年金馬事業管理課 担当法務開長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第11号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 /I慎一 年金属事業管理課 担当法務関長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴能代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第12号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 l順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第13号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 臓部順一 年金崩事業管理課 担当法務局長 年金崩長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第14号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務居長 年金属長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第15号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 JI贋一 年金高事業管理課 担当法務昂長 年金局長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第16号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部順一 年金蝿事業管理課 担当法務開長 年金属長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第17号 いて（年金減額訴訟．平成27年（行ウ）第 服部順一 年金昂事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほか31件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第18号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 /I顕一 年金昂事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第四号 いて（年金減額訴訟司平成27年（行ウ）第 臓部／I慎一 年金高事業管理課 担当法務局長 年金属長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第四号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部！順一 年金属事業管理課 担当法務昂長 年金閣長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第21号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 JI慎一 年金高事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発080"1第22号 いて（年金減額訴訟．平成27年（行ウ）第 臓部順一 年金蝿事業管理課 担当法務昂長 年金局長

497号ほか311牛）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第23号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 眼部 II慎一 年金局事業管理課 担当法務昂長 年金品長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴能代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第24号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部 JI慎一 年金昂事業管理課 担当法務局長 年金高長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第25号 いて（年金減額訴訟．平成27年（行ウ）第 目陸部 /I慎一 年金賄事業管理課 担当法務昂長 年金高長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第26号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部／I慎一 年金昂事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号 ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第27号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 臓部順一 年金賄事業管理課 担当法務局長 年金昂長

497号ほか31件）



行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第四号 いて（年金減額訴訟－平成27年（行ウ）第 臓部順一 年金局事業管理諜 担当法務局長 年金蝿長

497号ほか3・1件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第29号 いて（年金減額訴訟’平成27年（行ウ）第 服部！｜慎一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほ か31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第30号 いて（年金減額訴訟・平成27年（行ウ）第 服部順一 年金愚事業管理課 担当法務昂長 年金昂長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第31号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 服部順一 年金局事業管理課 担当法務局長 年金局長

497号ほか31件）

行政事件訴訟の訴訟代理権の消滅につ
H28.8.1 年発0801第32号 いて（年金減額訴訟：平成27年（行ウ）第 臓部 JI慎一 年金崩事業管理課 担当法務描長 年金局長

497号ほか31件）

H28.8.2 年発0802第1号 身分証明書発行等申請について（再交付） 五十愚理恵、
年金昂総務課管

大臣官爵人事課長 年金昂長
理係

H28.8.2 年発0802第2号 数次往穫公用旅券の発給依頼について 大j度祥匿 年金属国際年金課 大臣官爵国際課長 年金昂長

H28.8.4 年発0804第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
事｛系

H28目8.9年発0809第1号 在外公館における優宜供与｛衣頼について
松本夏実 年金昂年金課 外務省欧州局長

厚生封働省年金
（イギリス111 教掻） 局長

法令ヂータ突合結果の認証について（確
年金局企業年金園

H28.8.9 年発0809第3号
定給付企業年金法施行令）

松本邦弘 民年金基金課企画 総務省行政管理局長 年金局長
｛系



H28.8.12 年発0812第1号 在外公館における檀宜供与依頼について
松本夏実 年金局年金課 外務省欧州晶長

厚生曽働省年金
（スウ工ーヂン／ 教摂） 局長

社会保障協定の実施！こ伴う厚生年金保険法等の特
年金局圏際年金課

H28.8.15 年発0815第1号 例等に関する政令等の一部を改正する政令等の施
小野正晴 日本年金機構理事長 年金局長

行及び社会保障に関する日本国とインド共和国との 国際年金調整係
間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特
年金局国際年金課

H28.8.15 年発0815第2号 例等に関する政令等の一昔日を改正する政令等の施
小野正晴 地方厚生（支）島長 年金昂長

行及び社会保障に関する日本国とインド共和国との 国際年金調整｛系
聞の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

H28.8.18 年発0818第1号
支出済額集計表の提出について（平成28

植木奈津子
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部崩長（年金

年産平成28年7月分） 会計室 局長）

H28.8.19 年発0819第1号
在外公館における慢宜供与について（イン

高山貴子 年金局国際年金課 外務省アジア大洋州南部アジア部長 年金昂長
ド）

社会保障審議会臨時委員任命に保る承 年金高企業年金圏
塩生朋子、四谷共同法律事務所所長

H28.8.19 年発0819第2号 諾依頼について（厚生年金基金の特例解 古市麗博 民年金基金課躍定 年金昂長
散等に関する専門委員会） 拠出年金管理｛系

H28.8.22 年発0822第2号
徴収潰額集計衰の送付について（平成28

池ケ谷幸太郎
年金蝿事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部昂長（年金

年7月分） 会計室決算｛系 昂長）

在外公 ー、 『世＝，
与依頼について 厚生？？働省年金

H28.8.26 年発0826第1号
」

松本夏実 年金局年金課 外務省欧州馬長
（ドイツ 捜） 局長

H28.8.29 年発0829第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金昂総務課

大臣官麗人事課長 年金高長
事保

年金額減額分給付訴訟事件（千葉地裁平
H28目8.29年発0829第2号 成28年（行ウ）第18号）行政事件訴訟の 小杉光憲 年金馬事業管理課 千葉地方法務局長 年金崩長

指定代理人の指定について



H28.8.29 年発0829第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大亜官麗人事課長 年金局長
事｛系

H28.8.29 年発0829第4号 職員の穫職について（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

H.28.8.29 年発0829第5号 号俸の発令替えについて（内申） 福市純
年金毘総務課人

大臣官麗人事課長 年金蝿長
事係

企業年金等における個人番号（マイナン 年金局企業年金圏
三菱UFJリサーチ＆コンサルテインク、 厚生首｛動省年金

H.28.8.30 年発0830第1号 パー）的導入に伴う事務等の調査に｛系る 山下明範 民年金基金課企業
株式会社取締役社長藤井秀延 局長

契約候補者の決定について 年金保

H28.8.31 年発0831第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金毘総務課人

大臣官薦人事課長 年金属長
事｛系

H28.8.31 年発0831第2号 身分証明書の貸与替報告について 五十j劃理恵
年金属総務課管

関東信越厚生局長 年金局長
理保

会計実地検査の結果について（囲答）（厚
年金属事業管理課 厚生賞働省年金

H.28.8.31 年発0831第3号 生年金保険の老齢揮生年金の支給につ 森達也 会計検査院事務総崩第2騎長
しγ亡） 年金給付管理協 高長

会計喪地輪査の結果について（回答）（健 年金高事業管理課
厚生労働省年金

H28.8.31 年発0831第4号 療保険及び厚生年金保険の保験料の徴 坊農雄樹 厚生年金保険管理 会計横査院事務総昂第2局長
収について） ｛系

昂長

両羽自動車整備厚生年金基金の将来期
年金崩企業年金国

H.28.9.1 年発0901第1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

両羽自動車整髄！草生年金基金 年金局長
認可について（将来返上認可）

福島県自動車整備厚生年金基金の将来
年金局企業年金国

H28.9.1 年発0901第2号 期間の代行部分に保る支給義務の停止 関口弘忠 福島県自動車整構淳生年金基金 年金馬長
の停止の認可について（将来返上認可）

民年金基金課



東北三県自動車整備厚生年金基金の将
年金局企業年金国

H28.9.1 年発0901第3号 来期間の代行部分に｛系る支給義務の停 関口弘忠 東北三県自動車整構厚生年金基金 年金昂長
止の認可について（将来返上認可）

民年金基金課

神奈川県食品製造厚生年金基金の将来
年金昂企業年金園H28.9.1 年発0901第4号 期間の代行部分に｛系る支給義務の停止 関田弘患 神奈川｜県食品製造厚生年金基金 年金高長

の認可について（将来返上認可）
民年金基金課

大阪薬業厚生年金基金の将来期間の代
年金局企業年金園H28.9.1 年発0901第5号 行部分に保る支給義務の停止の認可につ 関口弘忠 大阪薬業厚生年金基金 年金昂長

いて（将来返上認可）
民年金基金課

H28.9.1 年発0901第6号 全国食肉流通業厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金昂企業年金国
全菌食肉流通業厚生年金基金 年金昂長

認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.2 年発0902第1号 関西文紙事務器厚生年金基金の解散の
三浦一洋

年金間企業年金圏
関西文紙事務器厚生年金基金 年金属長

認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.2 年発0902第2号 大阪瓦斯配管工事厚生年金基金の解散
関口弘忠

年金扇企業年金国
大阪瓦斯配管工事厚生年金基金 年金島長

の認可について（通常解散） 民年金基金課

社会保障審議会臨時委員の発令について 年金属企業年金園
H28.9.2 年発0902第3号 （内申）（厚生年金基金の特例解散等に関 古市原博 民年金基金課確定 大臣官爵人事課長 年金蝿長

する専門委員会） 拠出年金管理係

H28.9.6 年発0906第1号 石川県自動車賑琵店厚生年金基金の解
関口弘思

年金崩企業年金国
石川県自動車販売店厚生年金基金 年金昂長

散の認可について（通常解散） 毘年金基金課

H28.9.8 年発0908第1号 分間免職処分取消等請求控訴事件に係
佐藤大輔 年金属総務課 高松法務関長

厚生労働省年金
る指定代理人の指定について（依頼） 島長

H28.9.8 年発0908第2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 年金蝿長
事係



H28.9.8 年発0908第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事｛系

会計実地強査の結果について（回答）（年
年金崩事業管理課 厚生首働省年金

H28.9.9 年発0909第1号 金給付の過誤払等に係る返納金慣権の 高橋恵津子 会計検査院事務総高第2昂長
管理について）

藤入金管理部 局長

H28.9.9 年発0909第2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官爵人事課長 年金昂長
E里保

H28.9.9 年発0909第3号 災害発生報告書の提出について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金島長
理｛系

H28.9.9 年発0909第4号
年金局における内部組織細員ljの改正につ

福市純
年金蝿総務課人

厚生骨働大臣（大臣官房人事課） 年金属長
いて 事館

H28.9.12 年発0912第1号 職員の履麗異動崩の提出について 指市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事係

年金特別会計子ども日子育て支援勘定に
年金局事業企画課 所管部局長内閣府子ども嗣子育て本部 総括部閣長年金

H28.9.14 年発0914第1号 対する支払元受高配分の通知について 林潤一郎
（平成28年度第3四半期分）

会計室 審議官 局長

H28.9.15 年発0915第1号 大阪菓子厚生年金基金の解散の認可等
清原範久

年金局企業年金国
大販菓子厚生年金基金 年金高長

について 民年金基金課

H28.9.15 年発0915第2号 全日本コーヒー厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金高企業年金圏
全日本コーヒーj草生年金基金 年金島長

可について（通常解散） 民年金基金課

年金額減額処分取消等請求事件（宇都宮
H28.9.16 年発0916第1号 地裁平成28年（行ウ）第13号）行政事件 小杉光恵 年金局事業管理課 宇都宮地方法務居長 年金閣長

訴訟の指定代理人の指定について



法令データ突合結果の再認証について
年金属企業年金圏

H28.9.16 年発0916第2号
（石民鉱業年金基金法施行令）

松本邦弘 民年金基金課企画 総務省行政管理局長 年金高長
係

H28.9.20 年発0920第1号 栃木県建設業揮生年金基金の解散の認
清原範久

年金属企業年金国
栃木県建設業厚生年金基金 年金品長

可等について 民年金基金課

H28.9.20 年発0920第2号
支出済額集計表の提出について（平成28

植木奈津子
年金高事業企画課

総括部昂長（年金局長）
所管部開長（年金

年度平成28年8月分） 会計室 局長）

H28.9.21 年発0921第1号 東日本木材業厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金局企業年金国
東日本木材業厚生年金基金 年金蝿長

可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.21 年発0921第2号
徴収済額集計衰の送付について（平成28

池ケ谷幸太郎
年金昂事業企画課

総括部局長（年金崩長）
所管部昂長（年金

年8月分） 会計室決算保 局長）

H28.9.23 年発0923第1号 底島県病院厚生年金基金の解散の認可
関口弘患

年金属企業年金園
底島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

H28.9.23 年発0923第2号
全国警備業厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金圏

全国警備業厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 民年金基金課

未払年金請求事件（松江地方裁判所，平 j草生費働省年金
H28.9.23 年発0923第3号 成田年（行ウ）第3号）に係る行政事件訴 谷山雅子 年金局事業管理課 松江地方法務鯖長

崩長
訟の実施及び指定代理人の指定について

H28.9.23 年発0923第4号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金馬総務課人

大垣官麗人事課長 年金蝿長
事｛系

H2呂町9.25年発0925第1号
東日本冷；東空調厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金属企業年金国

東自本冷連空調厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課



H28.9.26 年発0926第1号 大阪港摩生年金基金の解散の認可につ
三浦一洋

年金局企業年金国
大阪港厚生年金基金 年金局長

いて（通常解散） 民年金基金課

H28.9.26 年発0926第2号 新潟県病院摩生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金属企業年金国
新潟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

H28.9.26 年発0926第3号 中日本酒類業厚生年金基金の解散の認
三浦一洋

年金局企業年金国
中日本酒類業厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.26 年発0926第4号
東京都鉄二j草生年金基金の解散の認可

j青j票範久 年金昂企業年金国
東京都鉄ニ厚生年金基金 年金局長

等について 民年金基金課

H28.9.26 年発0926第5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 年金局長
事係

H28.9.26 年発0926第8号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官薦人事課長 年金品長
事係

H28.9.26 年発0926第7号 職員の昇格について(7/1付） 福市純
年金局総務課人

大臣官爵人事課長 年金関長
事｛系

H28.9司27年発0927第l号 全国計機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
全国言十機厚生年金基金 年金島長

ついて（通常解散） 畏年金基金課

平成28年度年金委員功封者厚生骨髄大
年金局事業企画課

H28.9.27 年発0927第3号
臣表彰の表彰者の決定について

野口栄治 情報公開・社労士 地方厚生（支）高長 年金局長
｛系

H28巳927年発0927第5号 身分証明書発行等申請について（再交付） 五十嵐理悪
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金局長
理｛系



H28.9.28 年発0928第1号 東京ト号、ンク事業厚生年金基金の解散の
関口弘忠

年金局企業年金園
東京トラック事業厚生年金基金 年金蝿長

認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.28 年発0928第2号
香川県医師会厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金圏

香川県医師会厚生年金基金 年金高長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.28 年発0928第3号 中部ゴルフ場厚生年金基金の解散の認可
関口弘患

年金蝿企業年金圏
中部ゴルフ場！享生年金基金 年金高長

について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.29 年発0929第1号 全国椋硝子商厚生年金基金の解散の認
関口弘忠

年金昂企業年金圏
全国板硝子商厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.29 年発0929第2号
日本金属プレス工業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金属企業年金圏

日本金麗ブレス工業厚生年金基金 年金島長
の認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.29 年発0929第4号
静田県金j罷工業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金昂企業年金国

静同県金属工業厚生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.29 年発0929第5号
東北印刷工業厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金蝿企業年金国

東北印刷工業厚生年金基金 年金関長
可について（通常解散） 民年金基金課

H28.9.29 年発0929第8号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理意
年金愚総務課管

大臣官薦人事課長 年金局長
理｛系

H28.9.30 年発0930第1号 全国宅地建物取引業厚生年金基金の解
関口弘忠

年金昂企業年金圏
全国宅地建物取引業厚生年金基金 年金毘長

散の認可について（通常解散） 民年金基金課

ト-128.9.30年発0930第2号
東京実業厚生年金基金の解散の認可に

関口弘患
年金属企業年金国

東京実業厚生年金基金 年金蝿長
ついて（通常解散） 畏年金基金課



H28.9.30 年発0930第3号 全国建設車生年金基金の解散の認可に
関口弘忠

年金昂企業年金圏
全国建設厚生年金基金 年金蝿長

ついて（通常解散） 民年金基金課

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民

年発0930第4号
年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関す

高山裕一
年金崩年金課企 日本年金機構理事長、地方厚生（支）

年金局長H28.9.30 る政令」及び「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等
のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経 間法令第二保 昂長
遇措置に関する省令」の公布について

年「公金的法年等金の制一度部のを財改政正基す盤る及法び律最の低一保部障の機施能行のに強件化等のための国民

H28.9.30 年発0930第5号
伴う経i昆措置に関す

高山裕一
年金局年金課企 日本年金機構理事長、地方厚生（支）

年金関長る政令」及び「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等
画法令第二保 昂長のための国民年金法等の 部を改正する法律の一部の施行に伴う経

過措置に関する省令」の公布について

H28.9.30 年発0930第6号
数次往復公用棟券の返納手続き・発給依

高山費子 年金昂圏際年金課 大臣官房園際課長 年金属長
頼について

法令データ突合結果の認証について（園
年金閣企業年金国

H28.9.30 年発0930第7号
民年金基金令）

松本邦弘 民年金基金課企画 総務省行政管理局長 年金昂長
i系




