
施行自 文書番号 件名 起案者 記案担当課関係 施行先 施行者

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.4.1 年管企発0401第1号
（平成28年度4月分年金特別会計国民

荒木勲 年金昂総務課
支出官厚生封働省大臣官爵会計課 厚生卦働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 島事業企画課長
百十へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.4.1 年管企発0401第2号 （平成28年度4月分年金特別会計闇民
荒木勲 年金局総務課

支出官厚生野働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 馬事業企画課長
計へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.4.1 年管企発0401第3号
（平成28年度4月分年金特別会計闇民

荒木勲 年金昂総務課
支出宮厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労｛勤省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 掲事業企画課長
言十へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28
年金閣総務課厚 支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生封働省年金

H28.4.1 年管企発0401第4号 年度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
杉山捷一郎拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 生年金保障期政｛系 長 島事業企画課長

年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28

年金高総務課厚 支出官厚生労輸省大臣官房会計課 摩生労｛動省年金
H28.4.1 年管企発0401第5号

年度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
杉山雄一郎拠出金等年金特別会計へ繰入園職務上年金給付費 生年金保験財政保 長 島事業企画課長

年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28

年金局総務課厚 支出官厚生労｛動省大臣官爵会計課 厚生労働省年金
H28.4.1 年管企発0401第5号

年度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
杉山雄一郎拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 生年金保臨財政保 長 局事業企画課長

年金特別会計へ繰入）

支出委任に関する支払先受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第7号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 人事院事務総局会計課長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委告に関する支払元受高転換通知
年金蝿事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第8号 の送付について（人事院事務総高会計課 金野輝 総務省大臣官爵会計課長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第9号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 総務省大臣官麗会計課長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算f系



支出委任に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第10号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 総務省大臣官爵会計課長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

H28.4.1 年管企発040i第11号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 財務省大臣官爵会計課長 事業企E課長
長ほか23件）

会計室予算係

支出委イ壬に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第12号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 東北財務局総務部長 事業企画課長
長ほか23件） 会計室予算慌

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金昂事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第13号 の送付について（人事院事務総馬会計課 金野輝 関東財務局総務部次長 事業企画課長
長iまか23件）

会計室予算係

支出委任に関する支払先受高転換通知
年金蝿事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第14号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 東海財務局総務部長 事業企画課長
長ほか23件） 会計室予算f系

玄出委任に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

ト128.4.1年管企発040・1第15号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 近畿財務局総務部次長 事業企画課長
長［まか23件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第16号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 中園財務昂総務部長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金高事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第17号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 九州財務局総務部長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委任i二関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第18号 の送付について（人事院事務総高会計課 金野輝 福岡財務支局財務主幹 事業企画課長
長iまか23件）

会計室予算保

支出霊住に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第19号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 仙台国税閣総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算係



支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金高事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第20号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 関東信越国税閣総務部設長 事業企由課長
長ほか23件） 会計室予算保

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

東京国税局総務部次長H28.4.1 年管企発0401第21号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 事業企画課長
長ほか23件） 会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金崩事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第22号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 名古屋国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか23件） 会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金崩事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第23号 の送付について（人事院事務総崩会計課 金野輝
会計室予算保

大阪圏税昂総務部次長 事業企画課長
長iまか23件）

支出霊妊に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第24号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 広島国税昂総務部設長 事業企画課長
長Iまか23件）

会計室予算｛系

支出委f壬に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第25号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 福田国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算｛系

支出委世に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第26号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 熊本国税昂総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算｛系

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第27号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 関東財務局総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保

支出委｛壬に関する支払先受高転換通知
年金崩事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第28号 の送付について（人事院事務総崩会計課 金野輝 近畿財務昂総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算｛系

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

H28.4.1 年管企発0401第四号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 東京国税昂総務部次長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算保



支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金高事業企画課

H28目4.1年管企発0401第30号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 経済産業省大臣官爵会計課長 事業企画課長
長ほか23件）

会計室予算係

H28.4.1 年管企発0401第31号
年金特別会計における会計機関の｛壬免に

奥上建介
年金局事業企画課

年金属事業管理課システム室長
年金局事業企画

ついて（補助者） 会計室予算係 課長

H28.4.1 年管企発0401第32号
年金特別会計における会計機関の住免に

奥よ建介
年金島事業企画課 大垣官爵統計情報部情報システム課 年金崩事業企画

ついて（補助者） 会計室予算｛系 情報システム管理室第1慌長 課長

H28.4.1 年管企発0401第四号 年金特別会計における会計機関の任免に
奥上建介

年金馬事業企画課 年金賄事業管理課システム室惰報企 年金局事業企画
ついて（補助者） 会計室予算保 圏第2係長 課長

H28.4.1 年管企発0401第34号
年金特別会計における会計機関の任免に

喪上建介
年金崩事業企画課 年金属事業管理課長補佐

年金属事業企画
ついて（補助者） 会計室予算保 課長

H28.4.1 年管企発0401第35号
年金特別会計における会計機関の佳免に

奥上建介
年金属事業企画課 大臣官薦統計情報部情報システム課 年金属事業企画

ついて（補助者） 会計室予算係 情報システム管理室第1係長 課長

H28.4, 1 年管企発0401第四号
年金特別会計における会計機関の住免に

奥上建介
年金蝿事業企画課

年金属事業管理課摩生年金管理保長
年金局事業企画

ついて（補助者） 会計室予算慌 課長

H28.4.1 年管企発0401第37号 年金特別会計における会計機関の怪免に
奥よ建介

年金属事業企画課
年金局事業管理課国民年金管理係長

年金局事業企画
ついて（補助者） 会計室予算係 課長

H28.4.1 年管企発0401第四号
年金特別会計における会計機関の佳免に

奥上建介
年金高事業企画課 年金属事業管理課給付事業室年金給 年金昂事業企画

ついて（補助者） 会計室予算｛系 ｛寸保長 課長

H28.4.1 年管企発0401第39号
年金特別会計における会計機閣の笹免に

~上建介
年金昂事業企画課 年金属事業管理課システム室システム 年金崩事業企画

ついて（補助者） 会計室予算｛系 企覇館長 課長



H28.4.1 年管企発0401第40号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥よ建介
年金局事業企画課

年金賄事業企画課会計室長
年金崩事業企画

の｛壬免について 会計室予算保 課長

H28.4.1 年管企発0401第41号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金属事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

の任免について 会計室予算係 課長

H28.4.1 年管企発0401第42号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金昂事業企画課

年金崩事業企画課会計室契約調査官
年金昂事業企閤

の｛壬免について 会計室予算係 課長

H28.4.1 年管企発0401第43号
年金特別会計における会計機関の補助者

喪上建介
年金昂事業企画課

年金崩事業企画課会計室長
年金崩事業企画

の任免について 会計室予算保 課長

H28.4.1 年管企発0401第44号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

の｛壬免について 会計室予算｛系 課長

H28.4.1 年管企発0401第45号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金高事業企画課

年金局事業企画課会計室契約調査官
年金局事業企盟

の任先について 会計室予算部 課長

H28.4.1 年管企発0401第46号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金局事業企画課

年金馬事業企画課会計室出納係長
年金賄事業企画

の任免について 会計室予算保 課長

け28圃4.1年管企発0401第47号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

の任免について 会計室予算保 課長

H28.4.1 年管企発0401第48号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補住
年金毘事業企画

の任免について 会計室予算｛系 課長

H28.4.1 年管企発0401第49号
年金特別会計における会計機関の補助者

奥上建介
年金局事業企画課

年金蝿事業企画課会計室出納保長
年金昂事業企画

の任免について 会計室予算｛系 課長



H28.4.1 I年管企発0401第50守同 i年金特別会計における会計機関の補助者！！奥上建介 ｜年会金計崩室事予業算企係画課 年金局事業企画課会計室長補娃
年金属事業企画

の｛壬免について 課長

H28.4目11年管企発0401第51号｜人事異動に伴う取引関保通知について ｜奥上建介
｜年金局事業企画課

年金崩事業企画課会計室長
年金属事業企画

会計室予算額 課長

H28.4.1 I年管企発0401第四号｜ ｜麗j額純 ｜年金局事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約係 馬事業企画課長

H28.4.1 I年嘗企発0401第53号 ｜麗瀬純
｜年金昂事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約様 崩事業企画課長

慶瀬純
年金局事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約保 昂事業企画課長

平成28年度予算に保る日本年金機構運
年金昂事業企画課ll日本年金機構理事長 ｜年金馬事業企画H28.4.7I年管企発0407第1号 ｜堂費交付金の交付について（平成28年度 金野輝

年間交付決定及び4月分）
会計室予算保 課長

平成28年度予算に保る田本年金機構運
年金崩事業企画課 年金晶事業企画

H28.4.7I年管企発0407第2号！曽費交付金の交付について（平成28年度金野蝿 日本年金機構理事長
年間交付決定及び4月分）

会計室予算係 課長

H28.4.8I年管企発0408第1号 麗j頼純
年金局事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約様 崩事業企画課長

H28.4.8I年管企発0408第2号 も叩白崎屯白・－『司令叩 ”’－－町F惇全？？？さ＂＇さ聖司－·＝台~.；＇.＇；：＂＂一 一勾戸時守ヤ 4円、町一守c,ey竺 ｜麗j瀬純 ｜年金局事業企画課 厚生労輸省年金
会計室契約様 局事業企画課長

H28.4.8I年嘗企発0408第3号 ｜麓j頼純 ！年金属事業企画課 厚生封働省年金
会計室契約保 局事業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

｜（平成2時 4月分年金特鵬計国民｜
H28.4. l 1 I年管企発0411第2号 年金勘定特別障害給付金給付費年金特 荒木勲 ｜年金局総務課

｜支出官厚生骨働省大臣官爵会計課｜闘賞働省年金
長 高事業企闇課長

別会計へ繰入）

H28.4.11 I年管企発0411第3号 ｜慶瀬純 ｜年金属事業企画課 犀生労働省年金
会計室契約保 局事業企画課長

H28.4.15I年管企発0415第1号｜平成28年度年金特別会計業務勘定に係｜｜藤間雅彦 ｜年金崩事業食画課 関東信越厚生届総務課長
年金閤事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.4.15I年管企発0415第2号 i平成28年度年金特別会計業務勘定に保 藤岡雅彦
年金属事業企画課

東海北陸厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.4.15I年管企発0415第3号！平成28年度年金特別会計業務勘定に係 藤岡雅章
年金賄事業企画課

中国四国厚生島総務課長
年金局事業企闇

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.4.15I年管企発0415第4号 l平成28年度年金特別会計業務勘定に保 藤間雅彦
年金局事業企画課

四国厚生支晶総務課長
年金晶事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金崩事業企画課｜厚生労働省大臣官爵会計課長 ｜年金晶事業企画H28.4.22I年管企発0422第1号 ｜の繰入について（平成28年度第1四半期5 金野輝

月分の業務取扱費）
会計室予算保 課長

年金特別会計鍵鹿勘定から業務勘定へ
｜年金崩事業企画喋ロ｜保験局長 ｜年金馬事業企画H28.4.併管企発問第2号｜の繰入について（平成四年度第1四半期5I金野輝

月分の業務取扱費）
会計室予算保 課長

年金特別会計子ども凶子膏て支援勘定か
年金属事業企画課｜内閣府子ども子育て本部審議官 ｜年金昂事業企画H28礼221年管企発0422第3号 ｜ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝

度第1四半期5月分の業務取扱費）
会計室予算｛系 課長

年金昂事業企闇課｜ ｜年金局事業企画H28.4.22I年管企発0422第5号 ｜社会保｜境労務土の懲戒処分について ｜野口栄治 ｜情報公開同社背土 四国厚生支高年金管理課長
｛系

課長



年金局事業企画課
年金昂事業企画

H28A.22I年管企発0422第8号 ｜社会保険労務士の懲戒処分について i野口栄治 11曹報公開個社労士 日本年金機構事業企画部長
課長

｛系

H28.4.221年管企発0422第8号 麗瀬純
年金局事業企画課 厚生賢官働省年金

一枚方？何物努汚ぎヲミざア之やけ？次予務γプ－・－・＝担問「J 帯、

会計室契約保 昂事業企画課長

平成28年度予算に｛系る日本年金機構運
年金属事業企画課！！日本年金機構理事長 ｜年金商事業企画

H28.5.2I年管企発0502第1号 ｜営費交付金の交付について（平成28年度 金野輝
課長会計室予算｛系

5月分）

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課｜法務省大臣官麗会計課長

H28.5.2I年管企発0502第2号 ｜の送付について（法務省大臣官房会計課 金野輝 ｜事業企画課長
会計室予算係

長あて）

H28.5.11 I年菅企発0511第1号 ｜関税法！こ基づく照会に対する年金｛国人情
報の提供について（冊い）

柴田直慧 年金商事業企画課

山 121年管企発0512第1号 l艶｛官官 陀 不 用 決 定 に つ い 明 成2阿j頼毘悪梨奈
年金崩事業企画課
会計室

H28.5. l 21年管企発0512第3号 ｜｛建麗保険印紙の物品亡失，損f事等報d口ニi」－ 1開j頼毘恵梨4調年金閣事業企画課
ついて（平成28年1月分） 会計室

H28.5.16I年管企発05i6第1号

H28.5.16I年管企発0516第2号

H28.5.17I年管企発0517第1号

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成28年度6月分年金特別会計国民

品 I荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別::z;:

主2鍾ムj
a年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成28年度6月分年金特別会計国民 ｜荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会

註2盟ムi
年金特別会計への資金の繰入れについてい平成28

：！主弘昌諜県民議官覇者｜荒木勲
年金特別会計へ繰入）

年金局総務課

年金局総務課

年金昂総務課

毘本年金機構副理事長
厚生労｛動省年金
昂事業企画課長

日本郵便株式会社代表取締役社長
年金馬事業企画
課長

厚生費働大臣
物品管理官年金
局事業企画課長

支出官厚生労輸省大臣官爵会計課 ｜厚生背働省年金
長 ｜高事業企画課長

支出官厚生首働省大臣官爵会計諜 ｜厚生野働省年金
長 i局事業企画課長

支出宮 j享生労｛動省大臣官爵会計課 II草生労働省年金
長 ｜昂事業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

H28.5.17 年管企発0517第2号 年度6月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
荒木勲 年金局総務課

拠出金等年金特別会計へ繰入鋼職務上年金給付費 長 局事業企画課長
年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28
支出官厚生労働省大臣官扉会計課 塵生労働省年金

H28.5.17 年管企発0517第3号 年度6月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
荒木勲 年金局総務課

拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 長 居事業企画課長
年金特別会計へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定から年金特
官署支出宮厚生労働省背働基準届 厚生労｛動省年金

H28.5.17 年管企発0517第4号 別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 荒木勲 年金蝿総務課
について（平成28年度6月分）

長 局事業企画課長

社会保険労務士j去の規定に基づく指定に
年金扇事業企画課

日本年金機構事業推進部門（統括担 車生労働省年金
H28.5.18 年管企発0518第1号

｛系る照会について
野口栄治 f青報公開。社賞土

当）担当理事 局事業企画課長
｛系

平成28年度年金特別会計業務勘定に保
年金局事業企画課 年金昂事業企酉

H28目5.24年管企発0524第1号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅章 北海道厚生昂総務課長
務手当）

会計室 課長

る平資成！28年度年金特別会計業務勘定に係 年金局事業企画課 年金属事業企聞
H28.5.24 年管企発0524第2号 金的配布額の内示について（超過勤 藤岡雅蕗 東北厚生局総務課長

務手当）
会計室 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に係
年金蝿事業企画課 年金昂事業企画

H28.5.24 年管企発0524第3号 る資金の菌日布額の内示について（超過動 藤岡雅蕗 関東信越厚生島総務課長
務手当）

会計室 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に係
年金扇事業企画課 年金昂事業企画

H28.5.24 年管企発0524第4号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅産 東海北陸厚生島総務課長
務手当）

会計室 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に係
年金属事業企画課 年金崩事業企画

H28.5.24 年管企発0524第5号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 近畿厚生昂総務課長
務手当）

会計室 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に保
年金島事業企画課 年金属事業企画

H28.5.24 年管企発0524第6号 る資金の菌E布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 中国四国j草生局総務課長
務手当）

会計室 課長



平成28年度年金特別会計業務勘定に｛系
年金閣事業企画課 年金島事業企画

H28.5.24 年管企発0524第7号 る資金の酉E布額の内示について（超過勤 藤岡雅麗
会計室

四国厚生支昂総務課長
課長

務手当）

平成28年度年金特別会計業務勘定に様
年金局事業企画課 年金崩事業企画

H28.5.24 年管企発0524第8号 る資金の即布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦
会計室

九州厚生閣総務課長
諜長

務手当）

一椴会計から年金特別会計業務勘定へ
年金昂事業企画課 年金昂事業企画

H.28.5.31 年管企発0531第1号 の繰入について（平成28年度第1四半期6 金野輝 厚生卦働省大臣官麗会計課長
月分の業務取扱費）

会計室予算係 課長

年金特別会計健康勘定から業務勘定へ
年金属事業企画課 年金崩事業企酉

H28.5.31 年管企発0531第2号 の繰入について（平成28年度第1四半期B 金野輝
会計室予算｛系

｛呆｜境局長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計子どもe子育て支援勘定か
年金属事業企画課 年金属事業企画

H28.5.31 年管企発0531第3号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝 内閣府子どもー子育て本部審議官
産第1四半期6月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長

年金特別会計健麗勘定への繰入について

H28.5.31 年管企発0531第4号
（平成28年度第1四半期独立行政法人福

金野輝
年金局事業企闇課

保険昂総務課長
年金昂事業企画

祉医療機構納付金等相当財瀬健農勘定 会計室予算保 課長
へ繰入）

平成28年度予算に係る日本年金機構運
年金高事業企画課 年金昂事業企画

H28.6.3 年管企発0603第1号 嘗費交付金の交付について（平成28年産 金野輝 日本年金機構理事長
6月分）

会計室予算｛系 課長

H28圃6.3年管企発0603第2号 年金支払事務の業務継続体制の整備に
宮本正樹

年金高事業企画課
日本銀行業務晶統括課長 事業企画課長

ついて（依頼） 会計室出納係

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28恒6.8年管企発0608第1号
（平成28年度6月分年金特別会計圏民

荒木勲 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官理会計課 厚生労働省年金

年金勘定特別障害給付金給付費年金特 長 崩事業企画課長
別会計へ繰入）

H28.6.10 年管企発0610第1号 ｛建醸保障印紙の不用決定について（平成
阿j頼克恵梨奈

年金局事業企画課
日本郵値株式会社代表取締役社長

年金局事業企画
28年2月分） 会計室 課長



H28.6.10 年管企発0610第2号 健臆｛呆験正n紙の物品亡失明損傷等報告に
間瀬見意梨奈

年金局事業企画課
厚生封融大臣

物晶管理官年金
ついて（平成田年2月分） 会計室 間事業企画課長

H28目6.17年管企発0617第1号 健蔵保｜境印紙の不用決定について（平成2
阿j頼毘恵梨奈

年金局事業企画課
日本郵寵株式会社代表取締役社長

年金属事業企画
8年3月分） 会計室 課長

H28.6.17 年管企発0617第2号
｛建麗｛果検印紙の物品亡失明損傷等報告に

阿瀬毘恵梨奈
年金局事業企画課

厚生首働大臣
物品管理官年金

ついて（平成28年3月分） 会計室 高事業企画課長

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

H28.6.20 年管企発0620第1号 要領等の一部改正：＆び平成28年度にお
野口栄治 情報公開 B社労土

地方厚生届年金調整課長、地方j草生 厚生卦働省年金
ける年金委員功労者厚生勢働大臣表彰 （支）昂年金管理課長 崩事業企画課長
の実施について

｛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

H28.6.20 年管企発0620第2号 要領等の一部改正及び平成28年度にお
野口栄治 構報公開・社労士

日本年金機構事業推進部門（統括担 厚生野働省年金
ける年金委員功背者厚生労｛動大亜表彰 当）担当理事 賄事業企画課長
の実施について

係

厚生骨輸省組織令及び厚生卦働省組織 地方厚生（支）局年金指導課長、年金
厚生背働省年金

H28.6.21 年管企発062"1第1号 規則の一部改正に伴う年金局的組織再編 柴田直慧 年金局事業企画課 調整課長、年金管理課長忍び年金審査
等について（案） 課長

局事業企画課長

厚生労働省組織令及び厚生首働省組織
j草生労働省年金

H28.6.21 年管企発0621第2号 規則の一部改正に伴う年金属の組織再編 柴出直慧 年金昂事業企画課 日本年金機構副理事長
等について（案）

崩事業企画課長

H28圃6.21年管企発0621第3号 人事異動に伴う取引関保通知について 奥上建介
年金局事業企画課

日本銀行本店
年金局事業企画

会計室予算係 課長

ト－！28.6.21年管企発0621第4号
人事異動に伴う官署支出官の異動等の通

奥上建介
年金聞事業企画課 センター支出官財務省会計センター会

事業企画課長
知について 会計室予算係 計管理部長

H28.6.27 年管企発0627第1号 年金特別会計の会計機閣の補助者の桂
奥上建介

年金馬事業企画課 政策統括官情報システム管理室長補 年金高事業企画
免について 会計室予算係 ｛左9}1名 課長



一臆会計から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企画課 厚生労｛動省大臣官爵会計課長 年金閣事業企画

H28.6巳30年管企発0630第1号 の繰入について（平成28年度第2四半期7 金野輝
会計室予算係 課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計健鹿勘定から業務勘定へ
年金昂事業企画課 年金属事業企画

H28.6.30 年管企発0630第2号 の繰入について（平成28年度第2四半期7 金野輝
会計室予尊｛系

保険局長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども冒子育て支援勘定か
年金局事業企画課 年金局事業企画

H28.6.30 年管企発0630第3号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝
会計室予算｛系

内閣府子ども園子育て本部審議官
課長

度第2四半期7月分の業務取扱費）

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金昂事業企画課

H28.7.1 年瞥企発0701第1号 の送付について（大阪国税局総務部次長 金野輝 大阪国税局総務部次長 事業企画課長
ほか5件）

会計室予算保

支出委佳に関する支払元受高転換通知
年金属事業金園課

H28.7.1 年管企発0701第2号 の送付について（大阪国税関総務部次長 金野輝 人事院事務総局会計課長 事業企画課長
ほか5件）

会計室予算保

支出委桂に関する支払元受高転換通知
年金賄事業企画課

H28.7.1 年管企発0701第3号 の送付について（大臨国税局総務部次長 金野輝 財務省大臣官麗会計課長 事業企画課長
！まか5件）

会計室予算保

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課

l→28.7.1 年管企発0701第4号 の送付について（大阪圏税局総務部次長 金野輝 関東財務局総務部次長 事業企画課長
lまか5件）

会計室予算係

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.7.1 年管企発0701第5号 の送付について（大阪国税局総務部次長 金野輝
会計室予算係

近畿財務関総務部次長 事業企画課長
［まか5件）

支出委妊に関する支払元受高転換通知
年金商事業企画課

H28.7.1 年管企発0701第6号 の送付について（大阪国税昂総務部次長 金野輝
会計室予算保

中部地方撃髄昂総務部長 事業企画課長
！まか51'牛）

H28.7.1 年管企発0701第7号
年金特別会計における会計機関（補助者）

喪上建ゴト
年金属事業企画課

年金昂事業管理課調査室長補催
年金島事業企画

の｛壬免について 会計室予算係 課長



H28.7.1 年管企発0701第日号
年金特別会計における会計機関（補助者）

奥上建介
年金崩事業企画課

年金崩事業管理課調査室長補住
年金賭事業企画

の任免について 会計室予算係 課長

平成28年度予算に｛系る日本年金機構運
年金崩事業企画課 日本年金機構理事長 年金昂事業企画

H28.7.4 年管企発0704第1号 堂費交付金の受付について（平成28年度 金野輝
7月分）

会計室予算係 課長

H28.7.7 年管企発0707第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の｛壬

奥上建介
年金属事業企画課

年金崩事業企画課システム室長
年金属事業企画

命について 会計室予算保 課長

H28.7.7 年管企発0707第2号
年金特別会計の会計機閣の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画課

年金崩事業企画課監査室主査
年金昂事業企菌

命について 会計室予算保 課長

H28.7.11 年管企発0711第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の佳

奥上建介
年金属事業企画課

年金崩事業管理課給付事業室主査
年金属事業企画

命について 会計室予算保 課長

H28.7.12 年管企発0712算1号
平成田年度年金特別会計厚生年金勘定

池ケ谷幸太郎
年金局事業金闇課

大臣官爵会計課長
年金局事業企画

歳入予算科目の設置について 会計室決算｛系 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28
厚生骨働省年金

ト128.7.21年菅企発0721第1号
年度8月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金

荒木勲 年金崩総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課

拠出会等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 長 高事業企画課長
年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成28

H28.7.21 年管企発0721第2号
年度B月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金

荒木勲 年金閣総務課
支出宮厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

拠出金等年金特別会計へ繰入居職務上年金給付費 長 属事業企画課長
年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについてい平成28

H28.7.21 年管企発0721第3号
年度8月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金

荒木勲 年金高総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 長 昂事業企画課長
年金特別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.7.25 年管企発0725第1号
（平成28年度8月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出官厚生労働雀大臣官麗会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 島事業企画課長
計へ繰入）



年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.7.25 年管企発0725第2号
（平成28年度8月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出官！草生労働省大臣官爵会計課 厚生卦i動省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 局事業企酉課長
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.7.25 年管企発0725第3号
（平成28年度8月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出官厚生賢官輸省大臣官房会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 届事業企画課長
計へ繰入）

労働保険特別会計封災勘定から年金特
宮署支出官厚生労｛動省労働基準局 厚生労働省年金

i→28.7.25 年管企発0725第4号 見IJ会計厚生年金勘定への資金の受入れ 荒木勲 年金局総務課
について（平成28年度8月分）

長 眉事業企画課長

一椴会計から年金特別会計業務勘定へ
年金蝿事業企画課 年金高事業企画

H28.7.28 年管企発0728第1号 の繰入について（平成28年度第2四半期8 奥上建介
会計室予算係

厚生労働省大臣官爵会計課長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計健鹿勘定から業務勘定へ
年金属事業企画課 年金昂事業企画

H28.7.28 年菅企発0728第2号 の繰入について（平成28年度第2四半期8 奥上建介
会計室予算｛系

保険局長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども匂子育て支援勘定
年金局事業企画課 年金崩事業企画

H28.7.28 年管企発0728第3号 から業務勘定への繰入について（平成28 奥よ建介 内閣府子ども匂子育て本部審議官
年度第2四半期8月分の業務取扱費）

会計室予算｛系 課長

H28.7.29 年管企発0729第1号
平成28年度年金特別会計業務勘定に保

藤岡雅彦
年金局事業企画課

北海道厚生局総務課長
年金届事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28目7固29年管企発0729第2号
平成28年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅章
年金局事業企画課

東北厚生島総務課長
年金属事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.7.29 年管企発0729第3号
平成28年度年金特別会計業務勘定に保

藤田雅彦
年金昂事業企画課

関東信越厚生局総務課長
年金昂事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.7.29 年管企発0729第4号
平成28年度年金特別会計業務勘定に罷

藤岡雅章
年金高事業企画課

東海北陸厚生局総務課長
年金眉事業企画

る支払計閤示達額の追加について 会計室 課長



H28.7.29I年管企発0729第5号｜平成28年度年金特別会計業務勘定「』係｜｜藤間雅摩 ｜年金崩事業企画課 近畿厚生毘総務課長
年金島事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.7.29I~管企発問第6号｜平成28年度年金特別会開務勘定に保｜藤岡雅彦 ｜年金局事業企画課 中国四国厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

町 昨 管企発問第7号 i平成岬度年金特別会計業務勘定に係｜藤岡雅章 ｜年金馬事業企画課 四国厚生支局総務課長
年金局事業企闇

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.7.29I年管企発0729第B号｜平成28年度年金特別会計業務勘定に保 藤岡雅章
年金賭事業企画課

九州厚生届総務課長
年金昂事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.7.29I年管企発0729第17号
年金昂事業企画課 厚生労｛動省年金
会計室契約保 賭事業企画課長

H28.7.29I年管企発0729第18号 麗j頼純 年金蝿事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約保 昂事業企画課長

支出霊｛壬に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課｜福岡財務支崩財務主幹H28.8.2I年管企発0802第1号 ｜の送付について（福岡財務支馬財務主幹 金野輝 i事業企画課長

ほか1件）
会計室予算係

支出委佳に関する支払元受高転換通知
｜年金蝿事業企画課｜大阪国税馬総務部次H28.呂21年管企発即第2号｜の送付について（福岡財務支局財務主幹｜金野輝 l事業企画課長

ほか1件）
会計室予算｛系

平成28年震予算に悶本年金機構運｜
｜年金局事業企画課｜日本年金機構理事長 ｜年金局事業企画H28.8.3I年管企発0803第1号｜営費交付金の支付について（平成28年 度 金 野 輝

8月分）
会計室予算保 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
｜（平成28年度8月分年金特別会計国民｜

H28.8.4I年管企発0804第1号 年金勘定特別障害給付金給付費年金特 荒木勲 ｜年金属総務課
｜支出官厚生労働省大臣官麗会計課 ｜厚生労働省年金
長 島事業企画課長

別会計へ繰入）



i→28.8.4 年管企発0804第2号
健康保険印紙の不用決定（平成28年3月

阿j頼毘患梨奈
年金崩事業企画課 日本郵揮株式会社代表取締役社長 年金昂事業企画

分）について［再］ 会計室 課長

H28.8.10 年管企発0810第1号 ｛建麗保験印紙の不用決定について（平成
阿瀬毘恵梨奈

年金局事業企画課
日本郵｛更株式会社代表取締役社長

年金崩事業企画
28年4月分） 会計室 課長

H28.8.26 年管企発0826第1号
健康保険印紙の物品亡失e損傷等報告に

阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

厚生労働大臣
物品管理官年金

ついて（平成28年4月分） 会計室 局事業企画課長

日本年金機構における不正アクセスによ
厚生労働省年金

H28.8.26 年管企発0826第2号 る情報流出事案に保る電話窓口の変買に 鈴木暢介 年金崩事業企画課 金融庁監督閣総務課長
馬事業企画課長

ついて（協力f衣頼）

一椴会計から年金特別会計業務勘定へ
年金崩事業企画課 年金局事業企画

H28.8.31 年管企発0831第1号 の繰入について（平成28年産第2四半期9 金野輝
会計室予算額

厚生骨髄省大臣官爵会計課長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計耀鹿勘定から業務勘定へ
年金届事業企画課 年金崩事業企画

H28.8.31 年管企発0831第2号 の繰入について（平成28年度第2四半期9 金野輝
会計霊予算係

保険昂長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計子どもa子育て支援勘定か
年金商事業企画課 年金崩事業企画

H28.8.31 年管企発0831第3号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝
会計室予算係

内閣府子ども園子育て本部審議官
課長

度第2四半期9月分の業務取扱費）

年金特別会計健康勘定への繰入について

H28.8.31 年管企発0831第5号
（平成28年度第2四半期独立行政法人福

金野輝
年金属事業企画課

保験昂総務課長
年金崩事業企画

祉医療機構納付金等栢当財瀬健農勘定 会計室予算係 課長
へ繰入）
年金特別会計櫨麗勘定への繰入について

H28.8.31 年管企発0831第6号
（平成28年度第2四半期独立行政法人福

金野輝
年金局事業企画課

保険届総務課長
年金高事業企画

祉医痩機構納付金等相当財瀬健鹿勘定 会計室予算保 課長
へ繰入）

H28.9.1 年管企発0901第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画課

大臣官麗会計課管理室管理班長
年金局事業企画

免について 会計室予算保 課長



H28.9.1 年管企発0901第2号
年金特別会計の会計機関の補助者の怪

奥よ建介
年金高事業企画課 大臣官爵会計課管理室管理班警備保 年金高事業企画

免について 会計室予算保 長 課長

平成28年度予算に係る日本年金機構運
年金届事業企画課 年金局事業企画

H28.9.5 年管企発0905第1号 営費交付金の交付について（平成28年度 金野輝 日本年金機構理事長
9月分）

会計室予算保 課長

H28.9.9 年管企発0909第1号
健療保険印紙の不用決定について（平成

間瀬毘恵梨奈
年金蝿事業企画課

日本郵便株式会社代表取締投社長
年金高事業企画

28年5月分） 会計室 課長

H28.9.9 年管企発0909第2号
｛建鹿保険印紙の物品亡失＠損｛語等報告に

間瀬毘恵梨奈
年金属事業企画課

厚生労働大臣
物品管理官年金

ついて（平成28年5月分） 会計室 届事業企闇課長

H28.9.14 年管企発0914第1号
平成28年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅章
年金属事業企由課

北溝道！草生閣総務課長
年金高事業企画

る支払計imi示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.14 年管企発0914第2号
平成28年度年金特閉会計業務勘定に保

藤闇雅彦
年金崩事業企画課

東北厚生時総務課長
年金属事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.14 年管企発0914第3号
平成28年度年金特別会計業務勘定に犠

藤岡雅章
年金届事業企画課

関東信越厚生局総務課長
年金昂事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.14 年管企発0914第4号
平成28年度年金特別会計業務勘定1：：：.保

藤閥雅彦
年金局事業企画課

東海北陸厚生島総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.14 年管企発0914第5号
平成28年度年金特別会計業務勘定に｛系

藤岡雅摩
年金毘事業企画課

近畿厚生昂総務課長
年金局事業企関

る支払計画示達額の追加について :i;;益吾ロ↓i二唖土当Eユ 課長

H28.9.14 年管企発0914第B号
平成28年度年金特別会計業務勘定に協

藤岡雅章
年金馬事業企画課

中国四国厚生閣総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長



H28.9.141年管企発0914第7号 ｜ 平成28年度年金特別会計業務勘定に保 藤岡雅彦
年金属事業企画課

四園厚生支昂総務課長
年金崩事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.14I年管企発0914第8号 i平成28年度年金特別会計業務勘定に｛系 藤間雅摩
年金局事業企画課

九州厚生昂総務課長
年金高事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.9.1時管企発0時 1号｜（平成28年度10月分年金特胎計国民｜荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 ｜年金局総務課

｜支出宮厚生労｛動省大臣官爵会計課 ｜車生労齢年金
長 馬事業企画課長

計へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

間 151年管企発0明 2号 Ic平成2時 10月分年金特別会計国民｜荒木勲 ｜年金局総務課
｜支出官厚生封働省大臣官爵会計課 ｜厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 局事業企画課長
言十へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.9.15I年 管企発山第3号｜（平成2峨 10月分年金特別会計厚生｜荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会

｜年金蝿総務課
｜支出官厚生労働省大臣官爵会計課 ｜厚生労働省年金
長 居事業企画課長

言十へ繰λ）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.9.15I年管企発0915~高4号 I c平成28年度10月分年金特別会計厚生 Im不’ 勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会

｜年金高総務課
｜支出宮摩生労働省大臣官爵会計課 ｜塵生労齢年金
長 居事業企画課長

言十へ繰入）

卦｛動保険特別会計労災勘定から年金特
宮署支出官厚生卦働省労働基準高 厚生封業働省年金

H28.9.15I年管企発09・15第5号 ｜男lj会計厚生年金勘定への資金の受入れ 荒木勲 年金局総務課
について（平成28年度10月分）

長 島事企画課長

H28.9.20I年管企発0920第1号 ｜平成28年度年金特別会計業務勘定に保 藤間雅彦
年金高事業企画課

九州厚生昂総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.9.26I年管企発0926第1号 康j頼純
年金品事業企画課 厚生芳働省年金
会計室契約係 属事業企画課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企臨喋同｜｜厚生君働省大臣官房会計課長 ｜年金局事業企画ト128.9.271年管企発0927第1号 10)繰入について（平成28年度第3四半期 金野輝

10月分の業務取扱費）
会計室予算｛系 課長



H28.9.27 年管企発0927第2号
年金特別会計健鹿勘定から業務勘定へ

年金局事業企画課 年金晶事業企臨
の繰入について（平成28年度第3四半期 金野輝 保険昂長
10月分の業務取扱費）

会計霊予算係 課長

年管企発0927第3号
年金特別会計子ども目子育て支援勘定か

年金局事業企画課 内閣府子ども因子育て本部審議官 年金昂事業企画
H28.9.27 ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝

度第3四半期10月分の業務取扱費）
会計室予算係 課長

H28.9.30 年管企発0930第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画課

年金崩事業企画課長補佳
年金局事業企画

免について 会計室予算保 課長


