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「確定給付企業年金の規約の承認及び認 年金局企業年金国
企業年金国民年

H28.4.8 年金発0408第1号 可の基準等について」の一部改正につい 等々力 j享 民年金基金課基金 地方厚生（支）局長
金基金課長

て（課長通知） 数理室数理指導探

京j並木材産業厚生年金基金の解散に伴う
年金届企業年金園 京滋木材産業厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

H28.4.13 年企発0413第1号 財産自録等の承認申請について（通常解 三浦－；.羊
民年金基金課 人 金基金課長

散平成27年3月13日）

日本スポーツ用品厚生年金基金の解散に
年金晶企業年金国 日本スポーツ用品厚生年金基金代表 企業年金国民年

H28.4.13 年企発0413第2号 イ半う財産自録等の京認申請について（通 三浦一洋
民年金基金課 清算人 金基金課長

常解散平成27年2月2日）

サンエーグループ厚生年金基金の解散に
年金昂企業年金国 サンエーグループ厚生年金基金清算 企業年金国民年

H28.4.18 年企発0418第1号 伴う財産目録等の承認申請について（通 三浦一洋
毘年金基金課 人 金基金課長

常解散平成27年3月30日）

東日本セメント商工厚生年金基金の解散
年金局企業年金国

東日本セメント商工厚生年金基金代表
企業年金圏民年

H28.4.19 年企発0419第1号 に伴う財産自録等の君主認申請について 三浦一洋
畏年金基金課

溝算人
金基金課長

（通常解散平成26年6月23自）

消滅した塵生年金基金の財産自銀等の承
年金昂企業年金園

企業年金圏毘年
H28.4.20 年企発0420第1号

認について（自産福島厚生年金基金）
報井大 民年金基金課指導 日産福島厚生年金基金清算人

金基金課長
調整保

平成28年熊本地震に係る厚生年金基金 年金局企業年金圏
地方摩生（支）昂保験年金（企業年金） 企業年金国民年

H28.4.22 年企発0422第1号 及び由民年金基金の事務処理に関する指 吉川公一 民年金基金課企業
課長 金基金課長

導等について 年金保

H28.4.22 年企発0422第2号 嘱託事項について（囲答） 吉田哲弘
年金晶企業年金圏

東京高等裁判所第17民事部ハ保
企業年金国民年

民年金基金課 金基金課長

大阪紙商産生年金基金の解散に伴う財産
年金高企業年金園 企業年金国民年

H28.5.11 年企発0511第1号 自録等の承認申請について（通常解散 三濡－；.羊
畏年金基金課

大阪紙商厚生年金基金代表清算人
金基金課長

平成27年1月30日）



平成28年熊本地震に伴う国民年金基金の 年金局企業年金国
地方厚生（支）局保険年金（企業年金） 企業年金国民年H28.5.11 年企発0511第2号 掛金等の納付期限の延長等に係る事務 中村明宏 民年金基金課国民

処理に関する指導等について 年金基金係
課長 金基金課長

平成28年熊本地震による災害に対する
年金局企業年金国

H28.5.12 年企発0512第1号
「特定非常災害の被害者の権利利益の保

志村明洋 民年金基金課企業
地方厚生（支）局保険年金（企業年金） 企業年金国民年

全等を図るための特別措置に関する法 課長 金基金課長
律」の企業年金制度等への適用について

年金係

岐阜県繊維工業厚生年金基金の解散に 年金局企業年金国
岐車県繊維工業厚生年金基金代表清

企業年金国民年H28.5.13 年企発0513第1号
伴う財産目録等の承認について

清原範久
民年金基金課

算人
金基金課長

平成28年熊本地震に係る現況届の事務
年金局企業年金国

地方厚生（支）局保険年金（企業年金） 企業年金国民年
H28.5.13 年企発0513第3号

処理に関する指導等について
言川公一 民年金基金課企業

課長 金基金課長
年金係

H28.5.17 年企発0517第1号
東京都電気工事厚生年金基金の解散に

吉田哲弘
年金局企業年金国 東京都電気工事厚生年金基金代表清 企業年金国民年

伴う財産目録等の承認について 民年金基金課 算人 ． 金基金課長

山陰トラック事業厚生年金基金の解散に
年金局企業年金国 山陰トラック事業厚生年金基金代表清 企業年金国民年

H28.5.23 年企発0523第1号 伴う財産目録等の承認申請について（通 三浦一洋
常解散平成27年5月18日） 民年金基金課 算人 金基金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の承
年金局企業年金国

企業年金国民年
H28.6.6 年企発0606第1号

認について（さくらグループ厚生年金基金）
坂井大 民年金基金課指導 さくらグループ企業年金基金

金基金課長
調整係

「平成二十八年熊本地震災害関連義援金 年金局企業年金国
地方厚生（支）局保険年金（企業年金） 企業年金国民年

H28.6.6 年企発0606第2号 に係る差押禁止等lこ関する法律Jの施行 吉川公一 民年金基金課企業
課長 金基金課長

について 年金係

H28.6.7 年企発0607第1号
全国光学工業厚生年金基金の解散に伴う

吉田哲弘
年金局企業年金国 全国光学工業厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

財産自録等の承認について 民年金基金課 人 金基金課長

富山県機電工業厚生年金基金の解散に
年金局企業年金国 企業年金国民年

H28.6.8 年企発0608第1号 伴う財産目録等の承認申請について（通 関口弘忠
民年金基金課

富山県機電工業厚生年金基金
金基金課長

常解散平成27年5月25日）



外国運輸金融厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金国 企業年金国民年H28.6.9 年企発0609第1号 財産目録等の承認申請について（通常解 関口弘忠 外国運輸金融厚生年金基金

散 平成27年3月25臼） 民年金基金課 金基金課長

岡山県運輸厚生年金基金の解散に伴う財
年金局企業年金国 企業年金国民年H28.6.13 年企発0613第1号 産自録等の承認申請について（通常解散 三浦一洋 岡山県運輸厚生年金基金代表清算人

平成27年3月16日） 民年金基金課 金基金課長

H28.6.24 年企発0624第1号 確定拠出年金運営管理機関の登録協議
石井和久

年金局企業年金国
金融庁監督局総務課長

企業年金国民年
について（株式会社SCリース） 民年金基金課 金基金課長

確定拠出年金運営管理機関の登録協議
年金局企業年金国 企業年金国民年H28.6.24 年企発0624第2号 について（公益財団法人社会福祉振興・ 石井和久 金融庁監督局総務課長

試験センター） 民年金基金課 金基金課長

H28.6.24 年企発0624第3号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

石井和久
年金局企業年金国

金融庁監督局総務課長
企業年金国民年

について（楽天証券株式会社） 民年金基金課 金基金課長

「確定給付企業年金の規約の承認及び認
年金局企業年金国

H28.6.30 年企発0630第1号
可の基準等についてJ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）局長
企業年金国民年

て及び確定拠出年金法等の一部を改正す 金基金課長
る法律の一部施行等について

数理室

『確定給付企業年金の規約の承認及び認
年金局企業年金田

H28.6.30 年企発0630第2号
可の基準等についてJ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）局長
企業年金国民年

て及び確定拠出年金法等の一部を改正す 金基金課長
る法律の一部施行等について

数理室

H28.7.4 年企発0704第1号
住友大阪セメント販売連合厚生年金基金

吉田哲弘
年金局企業年金国 住友大阪セメント販売連合厚生年金基 企業年金国民年

の解散に伴う財産目録等の承認について 民年金基金課 金代表清算人 金基金課長

四国電気工事業厚生年金基金の財産自
年金局企業年金園 企業年金国民年

H28.7.4 年企発0704第2号 録等承認申請について（通常解散平成 関口弘忠 四国電気工事業厚生年金基金
26年9月29日）

民年金基金課 金基金課長

H28.7.6 年企発0706第1号
日本交通連合厚生年金基金の解散に伴う

清原範久
年金局企業年金国 日本交通連合厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

財産目録等の承認について 民年金基金課 人 金基金課長



山口県機械金属工業厚生年金基金の財
年金局企業年金国 企業年金国民年

H28.7.11 年企発0711第1号 産目録等の承認申請につて（通常解散 関口弘忠 山口県機械金属工業厚生年金基金
平成27年5月15日） 民年金基金課 金基金課長

厚生年金基金の解散の認可後における年
年金局企業年金国 地方厚生（支）局企業年金（保険年金） 企業年金国民年

H28.7.11 年企発0711第2号 金給付積立金の預貯金での管理について 三浦一洋
（通知） 民年金基金課 課長 金基金課長

岐阜県トラック厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金国 岐阜県トラック厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

H28.7.12 年企発0712第1号 財産目録等の承認申請について（通常解 三浦一洋
散平成26年11月17日） 民年金基金課 人 金基金課長

福岡県建設業厚生年金基金の財産目録
年金局企業年金国 企業年金国民年

H28.7.12 年企発0712第2号 等の承認申請について（通常解散平成 関口弘忠 福岡県建設業厚生年金基金
27年5月30日） 民年金基金課 金基金課長

H28.7.21 年企発0721第1号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

石井和久
年金局企業年金園

金融庁監督局総務課長
企業年金国民年

について 畏年金基金課 金基金課長

H28.7.26 年企発0726第1号 全国生コン産業厚生年金基金の解散に伴
吉田哲弘

年金局企業年金国
全国生コン産業厚生年金基金清算人

企業年金国民年
う財産目録等の承認について 民年金基金課 金基金課長

『確定給付企業年金の規約の承認及び認 年金局企業年金国
企業年金国民年

H28.8.1 年企発0801第1号 可の基準等についてjの一部改正につい 岡田裕嗣 民年金基金課指導 地方厚生（支）局長
て 調整係

金基金課長

厚生年金基金の年金の実態調査について
年金局企業年金国

企業年金国民年
H28.8.22 年企発0822第1号 志村明洋 民年金基金課企業 厚生年金基金理事長

（調査依頼）
年金係

金基金課長

大阪府石油厚生年金基金の解散に伴う財
年金局企業年金国 企業年金国民年

H28.8.23 年企発0823第1号 産目録等の承認申請について（通常解散 三浦一洋 大阪府石油厚生年金基金代表清算人
平成27年3月27日）

民年金基金課 金基金課長

H28.8冊24年企発0824第1号
全国楽器厚生年金基金の解散に伴う財産

吉田哲弘
年金局企業年金国

全国楽器厚生年金基金清算人
企業年金国民年

目録等の承認について 民年金基金課 金基金課長



埼玉県石油業摩生年金基金の賄産自録
年金晶企業年金国 企業年金国民年

H28闘8固31年企発0831第1号 等の承認申請について（通常解散平成 関口弘忠 埼玉県右油業厚生年金基金
27年3月27日）

畏年金基金課 金基金課長

日本総合商品販売業厚生年金基金の解
年金局企業年金圏 田本総合簡品販指業厚生年金基金 企業年金国民年

H28.9.7 年企発0907第1号 散に伴う財産自錬等の承認申請について 関口弘恵
（通常解散平成26年9月四日）

民年金基金課 金基金課長

H28.9.12 年企発0912第1号
西日本冷凍空調厚生年金基金の解散に

；青醸範久
年金属企業年金国 西日本冷；東空調車生年金基金代表清 企業年金闇畏年

｛半う財産自録等の承認について 民年金基金課 算人 金基金課長

愛媛県建設業厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金国 愛媛県建設業摩生年金基金代表清算 企業年金国民年

H28.9.21 年企発0921第1号 財産自録等の承認申請について（通常解 =.5甫－；羊
民年金基金課 入 金基金課長

散平成26年11月28自）

日本溶融亜鉛鍍金厚生年金基金の解散
年金昂企業年金闇

日本溶融車鉛鍍金厚生年金基金代表
企業年金国民年

H28.9.21 年企発0921第2号 に｛半う財産自録等の承認申請について 三浦一洋 ；青算人
（通常解散平成27年7月30日）

民年金基金諜 金基金課長

兵庫県木材厚生年金基金の解散に伴う財
年金局企業年金田 企業年金国民年

H28.9.21 年企発0921第3号 産自録等の承認申請について（通常解散 三浦一洋 兵庫県木材厚生年金基金代表清算人
平成27年7月8日）

民年金基金課 金基金課長

静岡県印刷工業厚生年金基金の解散に
年金毘企業年金国 企業年金国民年

H28.9.2 l 年企発0921第4号 f半う財産自録等の承認申請について（通 関口弘患
民年金基金課

静岡県印開I］工業厚生年金基金
金基金課長

常解散平成27年6月2El) 

西日本電線工業厚生年金基金の解散に
年金畠企業年金園 西日本電線工業厚生年金基金代表清 企業年金圏民年

H28.9.26 年企発0926第1号 伴う期産自録等の芸員認申請について（通 三浦－；羊
民年金基金課 算人 金基金課長

常解散平成27年7月13日）

東京紙高厚生年金基金の解散に伴う財産
年金局企業年金国 企業年金国民年

H28.9.27 年企発0927第1号 目録等の承認申請について（通常解散 関口弘患
民年金基金課

東京紙簡j草生年金基金
金基金課長

平成26年11月20日）

昧の素グループ厚生年金基金の解散に伴
年金昂企業年金園 企業年金国民年

H28.9.27 年企発0927第2号 う財産目録等の承認申請について（通常 関口弘忠
民年金基金課

昧の素グループ厚生年金基金
金基金課長

解散平成27年1月31日）



公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化 年金高企業年金園
H28.9.30 年企発0930第1号 等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

互主村明洋 民年金基金課企業
地方厚生（支）毘保醸年金（企業年金） 企業年金圏民年

一部施行等に伴う厚生年金基金、確定給付企業年 課長 金基金課長
金及び確定拠出年金の事務処理等について 年金｛系

H28.9.30 年企発0930第2号
福岡県ヱルピーガス厚生年金基金の解散

年金局企業年金国 福同県エルピーガス車生年金基金
に伴う財産目録等の承認申請について 関口弘忠

企業年金国毘年

（通常解散平成27年3月25日）
民年金基金課 金基金課長


