
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H29.10.4 年企発1004第1号
山口県建設業厚生年金基金の解散に伴

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 山口県建設業厚生年金基金 企業年金圃個人年金課

う財産目録等の承認について 年金課 代表清算人 長

全国中央市場青果卸売厚生年金基金の
年金局企業年金・個人

全国中央市場青果卸売厚生
企業年金・個人年金課

H29.10.6 年企発1006第1号 解散に伴う財産目録等の承認について 吉田哲弘 年金基金代表清算人
（平成28年3月22日通常解散）

年金課 長

全国生鮮食品等卸売業厚生年金基金の
年金局企業年金・個人

全国生鮮食品等卸売業厚生
企業年金・個人年金課

H29.10.6 年企発1006第2号 解散に伴う財産目録等の承認について 吉田哲弘 年金基金代表清算人
（平成27年11月27日通常解散）

年金課 長

高砂殿グループ厚生年金基金の解散に
年金局企業年金・個人 高砂殿グループ厚生年金基 企業年金国民年金基金

H29.10.13 年企発1013第3号 伴う財産目録等の承認申請について（通 関口弘忠
常解散平成27年5月30日）

年金課 金 課長

兵庫県病院厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金・個人 兵庫県病院厚生年金基金 企業年金・個人年金課

H29.10.16 年企発1016第1号 財産自録等の承認について（平成28年3 吉田哲弘
年金課 代表清算人 長

月1日通常解散）

H29.10.23 年企発1023第1号
高知県建設業厚生年金基金の解散に伴

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 高知県建設業厚生年金基金 企業年金・個人年金課

う財産目録等の承認について 年金課 代表清算人 長

H29.10.25 年企発1025第1号
愛知県トラック事業厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 愛知県トラック事業厚生年金 企業年金・個人年金課

に伴う財産目録等の承認について 年金諜 基金代表清算人 長

名古屋乗用自動車厚生年金基金の解散 年金局企業年金・個人
名古屋乗用自動車j享生年金

企業年金・個人年金課
H29.10.31 年企発1031第1号

に伴う財産目録等の承認について
吉田哲弘

年金課
基金代表清算人

長

H29.11.1 年企発1101第1号 静岡県西部機械工業厚生年金基金の解
吉田哲弘

年金局企業年金・個人 静岡県西部機械工業厚生年 企業年金・個人年金課
散に伴う財産目録等の承認について 年金課 金基金代表清算人 長



年企発1102第1号
東北石油業厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 東北石油業厚生年金基金 企業年金・個人年金課
H29.11.2 財産目録等の承認について（平成27年9 吉田哲弘

月25日通常解散）
年金課 清算人 長

年企発1102第2号
新潟県電子機械厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 新潟県電子機械厚生年金基
H29.11.2 伴う財産目録等の承認について（平成27 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年7月27日通常解散）
年金課 金清算人 長

確定給付企業年金法施行規則の 部を改正 年金局企業年金・個人
H29.11.8 年企発1108第1号

する省令の施行等に伴う「確定給付企業年金 企業年金・個人年金課
の規約の承認及び認可の基準等についてJの 東郷淳 年金課基金数理室数 地方厚生（支）局長

一部改正について 理指導係
長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の
H29.11.13 年企発1113第1号 承認について（キーサイト・テクノロジー厚 西田智実

年金局企業年金・個人 キーサイト・テクノロジー企業 企業年金・個人年金課

生年金基金）
年金課指導調整係 年金基金 長

年企発1120第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 アジレント・テクノロジー企業
H29.11.20 承認について（アジレント・テクノロジー厚 西国智実

企業年金・個人年金課

生年金基金）
年金課指導調整係 年金基金 長

年企発1121第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人
H29.11.21 承認について（日本旅行業厚生年金基 西田智実 観光産業企業年金基金

企業年金・個人年金課

金）
年金課指導調整係 長

H29.11.22 年企発1122第1号
山形県医療機関厚生年金基金の解散に

年金局企業年金圃個人 山形県産療機関厚生年金基
伴う財産目録等の承認について（平成27 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年10月1日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

H29.11.22 年企発1122第2号
全国製紙原料厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 全国製紙原料厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月31日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H29.11.24 年企発1124第1号
北海道乗用自動車厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 北海道乗用自動車厚生年金 企業年金・個人年金課

に伴う財産目録等の承認について 年金課 基金代表清算人 長

H29.11.24 年企発1124第2号
東京自動車サービス厚生年金基金の解

年金局企業年金・個人 東京自動車サービス厚生年
散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘 企業年金・個人年金課

成27年3月18日通常解散）
年金課 金基金代表清算人 長



H29.11.27 年企発1127第1号
富山県中小企業団地厚生年金基金の解

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 富山県中小企業団地厚生年 企業年金・個人年金課

散に伴う財産目録等の承認について 年金課 金基金代表清算人 長

年企発1128第1号
日本保温保冷工業厚生年金基金の解散

年金局企業年金・個人 日本保温保冷工業厚生年金 企業年金・個人年金課
H29.11.28 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

28年3月30日通常解散）
年金課 基金代表清算人 長

H29.11.28 年企発1128第2号
徳島県機械金属工業厚生年金基金の解

年金局企業年金・個人 徳島県機械金属工業厚生年 企業年金・個人年金課
散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘
成28年3月30日通常解散）

年金課 金基金代表清算人 長

H29.11.30 年企発1130第1号
兵庫県トラック運輸厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 兵庫県トラック運輸厚生年金 企業年金・個人年金課

に伴う財産目録等の承認について 年金課 基金代表清算人 長

年企発1130第2号
大阪府食品流通厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 大阪府食品流通厚生年金基
H29.11.30 伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年3月15日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

年企発1130第3号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 新潟トヨタ自動車連合企業年
H29.11.30 承認について（新潟トヨタ自動車連合厚生 西田智実

企業年金・個人年金課

年金基金）
年金課指導調整係 金基金 長

H29.12.5 年企発1205第1号
秋田県建設業厚生年金基金の解散に伴

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 秋田県建設業厚生年金基金 企業年金・個人年金課

う財産目録等の承認について 年金課 代表清算人 長

年企発1206第1号
富山県病院厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 富山県病院厚生年金基金
H29.12.6 財産目録等の承認について（平成28年4 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月1日通常解散）
年金課 清算人 長

年企発1206第2号
農林水産関係法人厚生年金基金の解散

年金局企業年金・個人 農林水産関係法人厚生年金
H29.12.6 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

28年3月28日通常解散）
年金課 基金代表清算人 長

H29.12.6 年企発1206第3号
香川県トフック厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人
香川県トラック厚生年金基金

う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘 代表清算人
企業年金・個人年金課

月22日通常解散）
年金課 長



H29.12.7 年企発1207第1号
横浜港厚生年金基金の解散に伴う財産

年金局企業年金・個人 横浜港厚生年金基金代表
目録等の承認について（平成28年3月28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

日通常解散）
年金課 清算人 長

年企発1208第1号
軽金属製品厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人
軽金属製品厚生年金基金

H29.12.8 財産目録等の承認について（平成28年5 吉田哲弘 代表清算人
企業年金・個人年金課

月10日通常解散）
年金課 長

年企発1208第2号
千葉県機械金属厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 千葉県機械金属厚生年金基
H29.12.8 伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年5月20日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

H29.12.8 年企発1208第3号
北海道自動車厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人
北海道自動車厚生年金基金

う財産目録等の承認について（平成27年3吉田哲弘 代表清算人
企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 長

年企発1211第1号
横浜金沢厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金・個人 横浜金沢厚生年金基金代
H29.12.11 産自録等の承認について（平成28年1月 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

20日通常解散）
年金課 表清算人 長

年企発1211第2号
福岡県機械金属工業厚生年金基金の解

年金局企業年金・個人 福岡県機械金属工業厚生年
H29.12.11 散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

成27年11月27日通常解散）
年金課 金基金代表清算人 長

H29.12.11 年企発1211第3号
厚生年金基金の平成30年度予算編成に

志村明洋
年金局企業年金・個人 地方厚生（支）局保険年金（企 企業年金・個人年金課

ついて（通知） 年金課企業年金係 業年金）課長 長

年企発1218第1号
全国神社厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金・個人 全国神社厚生年金基金代
H29.12.18 産目録等の承認について（平成28年3月 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

25日通常解散）
年金諜 表清算人 長

年企発1218第2号
日本電気協力会社厚生年金基金の解散

年金局企業年金・個人
日本電気協力会社厚生年金

H29.12.18 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘 基金代表清算人
企業年金・個人年金課

28年3月25日通常解散）
年金課 長

H29.12.18 年企発1218第3号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 広島県東部機械金属企業年
承認について（広島県東部機械金属厚生 岡田裕嗣

企業年金・個人年金課

年金基金）
年金課指導調整係 金基金 長



H29.12.20 年企発1220第1号
ニ重県建設業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 三重県建設業厚生年金基金 企業年金・個人年金課
う財産目録等の承認について（平成28年1吉田哲弘
月30日通常解散）

年金課 代表清算人 長

年企発1221第1号
大阪五斯配管工事厚生年金基金の解散

年金局企業年金・個人 大阪瓦斯配管工事厚生年金
H29.12.21 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

28年9月2日通常解散）
年金課 基金代表清算人 長

年企発1222第1号
日本工業炉厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 日本工業炉厚生年金基金
H29.12.22 財産目録等の承認について（平成28年3 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月22日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H29.12.22 年企発1222第2号
神奈川県建設業厚生年金基金の解散に

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 神奈川県建設業厚生年金基 企業年金・個人年金課

伴う財産自録等の承認について 年金課 金代表清算人 長

H29.12.22 年企発1222第3号
静同県中部機械工業厚生年金基金の解

吉田哲弘
年金局企業年金・個人 静岡県中部機械工業厚生年 企業年金・個人年金課

散に伴う財産目録等の承認について 年金課 金基金代表清算人 長

H29.12.22 年企発1222第4号
滋賀県医療機関厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 滋賀県医療機関厚生年金基
伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年3月30日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

H29.12.22 年企発1222第5号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

岡田裕嗣
年金局企業年金・個人 広島アルミ厚生年金基金清 企業年金・個人年金課

承認について（広島アルミ厚生年金基金） 年金課指導調整係 算人 長

H29.12.28 年企発1228第1号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

岩崎益進
年金局企業年金・個人年

企業年金・個人年金課
について

金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長
普及推進室普及推進係 長

H29.12.28 年企発1228第2号
大阪料欽サービス業厚生年金基金の解

年金局企業年金・個人 大阪料飲サービス業厚生年
散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘

企業年金・個人年金課、

成28年5月20日通常解散）
年金課 金基金代表清算人 長

H29.12.28 年企発1228第3号
東日本電線工業厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 東日本電線工業厚生年金基
伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年3月30日通常解散）
年金課 金代表清算人 長



H29.12.28 年企発1228第4号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

岩崎益進
年金局企業年金・個人年 企業年金・個人年金課

について
金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長
普及推進室普及推進係 長

年企発0110第1号
石川県自動車販売店厚生年金基金の解

年金局企業年金・個人 石川県自動車販売店厚生年
H30.1.10 散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

成28年9月6日通常解散）
年金課 金基金代表清算人 長

年企発0111第1号
確定拠出年金法等の一部を改正する法

年金局企業年金・個人 地方厚生（支）局保険年金（企
H30.1.11 律の一部の施行等に伴う企業年金関係 坪井尚子

企業年金・個人年金課

通知の一部改正について（課長通知）
年金課企画係 業年金）課長 長

年企発0111第2号
確定拠出年金法等の一部を改正する法

年金局企業年金・個人 国民年金基金連合会確定拠
H30.1.11 律の施行について（国民年金基金連合会 坪井尚子

企業年金・個人年金課

確定拠出年金担当理事宛て課長通知）
年金課企画係 出年金担当理事 長

H30.1.12 年企発0112第1号
全国旅館業厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 全国旅館業厚生年金基金
財産目録等の承認について（平成26年9 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月29日通常解散）
年金課 代表清算人 長

ナオリ厚生年金基金の解散に伴う財産自
H30.1.12 年企発0112第2号 録等の承認について（平成27年11月27日 吉田哲弘

年金局企業年金・個人 ナオリ厚生年金基金代表清 企業年金・個人年金課

通常解散）
年金課 算人 長

H30.1.16 年企発0116第1号
熊本県建設業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 熊本県建設業厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成27年3吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.1.16 年企発0116第2号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

岩崎益進
年金局企業年金・個人年

企業年金・個人年金課
について

金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長
普及推進室普及推進係 長

H30.1.16 年企発0116第3号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

岩崎益進
年金局企業年金・個人年

企業年金・個人年金課
について

金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長
普及推進室普及推進係 長

H30.1.22 年企発0122第1号
宮崎県建設業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人
宮崎県建設業厚生年金基金

う財産目録等の承認について（平成28年1吉田哲弘 代表清算人
企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 長



日本住宅建設産業厚生年金基金の解散
H30.1.22 年金発0122第2号 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

28年3月22日通常解散）

関西文紙事務器厚生年金基金の解散に
H30.1.23 年企発0123第1号 伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

年9月2日通常解散）

全国シスァムハウス業厚生年金基金の解
H30.1.23 年企発0123第2号 散に伴う財産目録等の承認について（平 吉田哲弘

成28年3月29日通常解散）

消滅した厚生年金基金の財産自録等の
H30.1.23 年企発0123第3号 承認について（通産関係独立行政法人厚 岡田裕嗣

生年金基金）

尼崎機械金属厚生年金基金の解散に伴
H30.1.26 年企発0126第1号 う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘

月30日通常解散）

愛知県自動車整備厚生年金基金の解散
H30.1.26 年企発0126第2号 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

28年5月30日通常解散）

H30.1.30 年企発0130第1号 国民年金基金の予算編成について 内海亮

H30.1.31 年企発0131第1号
企業年金連合会における年金記録整備

山下明範
について（通知）

千葉県商店街厚生年金基金の解散に伴
H30.2.1 年企発0201第1号 う財産目録等の承認について（平成28年1吉田哲弘

月30日通常解散）

関東ITソフトウェア厚生年金基金の解散
H30.2.1 年企発0201第2号 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

28年7月1日通常解散）

年金局企業年金・個人 日本住宅建設産業厚生年金
年金課 基金代表清算人

年金局企業年金・個人 関西文紙事務器厚生年金基
年金課 金代表清算人

年金局企業年金・個人 全国システムハウス業厚生年
年金課 金基金代表清算人

年金局企業年金・個人 経済産業関係法人企業年金
年金課指導調整係 基金

年金局企業年金・個人
尼崎機械金属厚生年金基金
代表清算人

年金課

年金局企業年金・個人 愛知県自動車整備厚生年金
年金諜 基金代表清算人

年金局企業年金・個人
地方厚生（支）局保険年金（企

年金課国民年金基金
係

業年金）課長

年金局企業年金・個人
日本年金機構事業企画部

年金課企業年金係
門担当理事、事業推進部門
（総括担当）担当理事

年金局企業年金・個人 千葉県商店街厚生年金基金
年金課 代表清算人

年金局企業年金・個人 関東ITソフトウェア厚生年金
年金課 基金代表清算人

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

年金局企業年金・個人
年金課長

企業年金・個人年金課
長

企業年金・個人年金課
長

一会
長



年企発0201第3号
岩手県自動車販売厚生年金基金の解散

年金局企業年金・個人 岩手県自動車販売厚生年金 企業年金・個人年金課
H30.2.1 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘

28年3月31日通常解散）
年金課 基金代表清算人 長

年企発0205第1号
企業年金制度と中小企業退職金共済制

年金局企業年金・個人 企業年金・個人年金課
H30.2.5 度聞の移行に係る事務取扱準則について 松本邦弘 地方厚生（支）局長

（課長通知）
年金課企画係 長

H30.2.7 年企発0207第1号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

年金局企業年金・個人年
企業年金・個人年金課

について
岩崎益進 金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長

普及推進室普及推進係 長

H30.2.7 年企発0207第2号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

年金局企業年金・個人年
企業年金・個人年金課

について
岩崎益進 金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長

普及推進室普及推進係 長

H30.2.8 年企発0208第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

西田智実
年金局企業年金・個人

ミドリ安全企業年金基金
企業年金・個人年金課

承認について（ミドリ安全厚生年金基金） 年金課指導調整係 長

年企発0208第2号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 石川県機械工業企業年金基 企業年金・個人年金課
H30.2.8 承認について（石川県機械工業厚生年金 西田智実

基金）
年金課指導調整係 金 長

年企発0209第1号
東京印刷工業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 東京印刷工業厚生年金基金 企業年金・個人年金課
H30.2.9 う財産目録等の承認について（平成28年1吉田哲弘

月22日通常解散）
年金課 代表清算人 長

年企発0209第2号
中日本段ボール厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 中日本段ボール厚生年金基 企業年金・個人年金課
H30.2.9 伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

年3月30日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

年企発0209第3号
全国恒販厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金・個人 全国信販厚生年金基金代
H30.2.9 産目録等の承認について（平成28年11月 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

28日通常解散）
年金課 表清算人 長

年企発0214第1号
全国塗装厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金・個人 全国塗装厚生年金基金代H30.2.14 産目録等の承認について 吉田哲弘
企業年金・個人年金課

年金課 表清算人 長



四国木材厚生年金基金の解散に伴う財
年金局企業年金・個人 四国木材厚生年金基金代 企業年金・個人年金課

H30.2.15 年企発0215第1号 産目録等の承認について（平成28年9月 吉田哲弘
年金課 表清算人 長

29日通常解散）

第二東京都電機厚生年金基金の解散に
年金局企業年金・個人

第二東京都電機厚生年金基
企業年金・個人年金課

H30.2.15 年企発0215第2号 伴う財産目録等の承認について（平成27 吉田哲弘 金清算人
年10月1日通常解散）

年金課 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・個人年 企業年金圃個人年金課

H30.2.16 年企発0216第1号 岩崎益進 金課企業年金・個人年金 金融庁監督局総務課長
について 普及推進室普及推進係 長

大阪府電気工事厚生年金基金の解散に
年金局企業年金・個人 大阪府電気工事厚生年金基 企業年金・個人年金課

H30.2.16 年企発0216第2号 伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘
年7月30日通常解散）

年金課 金代表清算人 長

全国通信機械工業厚生年金基金の解散
年金局企業年金・個人 全国通信機械工業厚生年金 企業年金・個人年金課

H30.2.16 年企発0216第3号 に伴う財産目録等の承認について（平成 吉田哲弘
28年3月31日通常解散）

年金課 基金代表清算人 長

H30.2.16 年企発0216第4号
厚生年金基金加入員原簿の記録の整備

関口弘忠
年金局企業年金・個人

地方厚生（支）局長
企業年金・個人年金課

等に係る事務処理について（変更）（通知） 年金課 長

厚生年金基金加入員原簿の記録の整備 年金局企業年金・個人
日本年金機構事業企画部門

企業年金・個人年金課
H30.2.16 年企発0216第5号

等に係る事務処理について（通知）
関口弘忠

年金課
担当理事、事業推進部門（総

長
括担当）担当理事

確定拠出年金運営管理機関の登録協議 年金局企業年金・個人年
企業年金・個人年金課

H30.2.19 年企発0219第1号 岩崎益進 金課企業年金・個人年金 関東財務局理財部長
について 普及推進室普及推進係 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の
年金局企業年金・個人 企業年金・個人年金課

H30.2.20 年企発0220第1号 承認について（運輸関係法人厚生年金基 西田智実 運輸関係法人企業年金基金
金）

年金課指導調整係 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の
年金局企業年金・個人 企業年金・個人年金課H30.2.20 年企発0220第2号 承認について（全国新聞業厚生年金基 西田智実 全国新聞業企業年金基金

金）
年金課指導調整係 長



H30.2.20 年企発0220第3号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 京都府病院企業年金基金
承認について（京都府病院厚生年金基 西田智実

企業年金・個人年金課

金）
年金課指導調整係 長

H30.2.22 年企発0222第1号
厚生年金基金の実態調査について（調査

志村明洋
年金局企業年金・個人

厚生年金基金理事長
企業年金・個人年金課

依頼） 年金課企業年金係 長

H30.3.1 年企発0301第1号
東京アパレル厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 東京アパレル厚生年金基金‘
財産自録等の承認について（平成28年3 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.1 年企発0301第2号
全青卸連厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金・個人 全青卸連厚生年金基金代
産目録等の承認について（平成28年5月 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

30日通常解散）
年金課 表清算人 長

H30.3.2 年企発0302第1号
鳥取県食品産業厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人
鳥取県食品産業厚生年金基

伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘 金清算人
企業年金・個人年金課

年3月25日通常解散）
年金課 長

H30.3.2 年企発0302第2号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 兵庫トヨタ自動車企業年金基
承認について（兵庫トヨタ自動車厚生年金 岡田裕問

企業年金・個人年金課

基金）
年金課指導調整係 金 長

H30.3.5 年企発0305第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人
承認について（トヨタ関連部品厚生年金基 岡田裕嗣 トヨタ関連部品企業年金基金

企業年金幽個人年金課

金）
年金課指導調整係 長

H30.3.5 年企発0305第2号
香川県医師会厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 香川県医師会厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成28年9吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月28日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.7 年企発0307第1号
徳島県トフック厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 徳島県トラック厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月18日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.8 年企発0308第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人 立正佼成会厚生年金基金
承認について（立正佼成会厚生年金基 岡田裕嗣

企業年金・個人年金課

金）
年金課指導調整係 清算人 長



年企発0309第1号
全日本バルブ、厚生年金基金の解散に伴う

年金局企業年金・個人 全日本バルブ、厚生年金基金 企業年金・個人年金課
H30.3.9 財産目録等の承認について（平成28年3 吉田哲弘

月15日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.9 年企発0309第2号
東日本文具販売厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 東日本文具販売厚生年金基 企業年金・個人年金課
伴う財産目録等の承認について（平成27 吉田哲弘
年11月27日通常解散）

年金課 金代表清算人 長

年企発0309第3号
大阪菓子厚生年金基金の解散に伴う財

年金局企業年金困個人 大阪菓子厚生年金基金代
H30.3.9 産目録等の承認について 吉田哲弘

企業年金・個人年金課
年金課 表清算人 長

年企発0315第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人
西日本電設資材卸業企業年

H30.3.15 承認について（西日本電設資材卸業厚生 岡田裕嗣 金基金
企業年金・個人年金課

年金基金）
年金課指導調整係 長

年企発0326第1号
農業機械販売業厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 農業機械販売業厚生年金基
H30.3.26 伴う財産目録等の承認について（平成27 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年3月31日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

年企発0326第2号
東京文具工業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 東京文具工業厚生年金基金
H30.3.26 う財産目録等の承認について（平成27年5吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 代表清算人 長

年企発0326第3号
愛知県建設業厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 愛知県建設業厚生年金基金
H30.3.26 う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月25日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.29 年企発0329第2号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の

年金局企業年金・個人
承認について（群馬県病院厚生年金基 岡田裕鯛 群馬県病院企業年金基金

企業年金・個人年金課

金）
年金課指導調整係 長

H30圃3.30年企発0330第2号
「厚生年金基金の予定利率の下限等につ

年金局企業年金・個人
地方厚生（支）局健康福祉部 企業年金・個人年金課

上祐英樹 年金課基金数理室数
いて」の一部改正について

理指導係
保険年金（企業年金）課長 長

H30.3.30 年企発0330第3号
平成30年度企業年金連合会予算の認可

志村明洋
年金局企業年金剛個人

企業年金連合会理事長
企業年金・個人年金課

について 年金課企業年金係 長



H30.3.30 年企発0330第4号
日本ボウリング場厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 日本ボウリング場厚生年金基 企業年金・個人年金課
伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘
年3月28日通常解散）

年金課 金代表清算人 長

H30.3.30 年企発0330第5号
東京メリヤス卸商厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人
東京メリヤス卸商厚生年金基

伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘 金代表清算人
企業年金・個人年金課

年1月27日通常解散）
年金課 長

H30.3.30 年企発0330第6号
自動車振興会厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 自動車振興会厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成28年5吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月16日通常解散）
年金課 代表清算人 長

H30.3.30 年企発0330第7号
鳥取県医療機関厚生年金基金の解散に

年金局企業年金・個人 鳥取県医療機関厚生年金基
伴う財産目録等の承認について（平成28 吉田哲弘

企業年金・個人年金課

年3月25日通常解散）
年金課 金代表清算人 長

H30.3.30 年企発0330第8号
全国電器製造厚生年金基金の解散に伴

年金局企業年金・個人 全国電器製造厚生年金基金
う財産目録等の承認について（平成28年3吉田哲弘

企業年金・個人年金課

月30日通常解散）
年金課 代表清算人 長


