
施行田 文書番号 件名 起案者 記業担当課掴｛系 施行先 施行者

H29.10.1 年管企発1001第1号
年金特別金言十の金計機関の補助

調賀敬志郎
年金属事業企菌課会計霊 年金局事業企闇課会計室契

年金崩事業企画課長
者の任免について 予算保 約｛系長他7名

H29.10.1 年管企発1001第2号
年金特別会計の会計機関の補助

2真賀敬志郎
年金馬事業企画課会計室 年金崩事業企圏課金言十室契

年金毘事業企画課長
者の任免について 予算保 約｛系長他7名

H29.10.1 年管企発1001第3号
年金特見I］会計の会計機関の補助 2買賀敬志虫日

年金蝿事業企田課金計室 年金属事業企臨課会計室契
年金賄事業企画課長

者の｛壬免について 予算館 約｛系長｛也7名

H29.10.1 年管企発1001第4号
年金特別会計の会計機関の補助

須賀敬意郎
年金属事業企画課金書十霊 年金潤事業企間諜会計室契

年金問事業企闇課長
者の任免について 予算保 約｛系長他7名

H29.10.1 年管企発1001第5号
年金特別会計の金計機関の補助

須賀敬志郎
年金高事業企画課会計室 年金昂事業企画課金百十室契

年金崩事業企由課長
者の｛壬免について 予算保 約｛系長｛也7名

H29.10.1 年管企発1001第6号
年金特賢司会計の会計機関の輔勘

謹賀敬志部
年金蝿事業企覇課金計室 年金賄事業企画課金計室契

年金蝿事業企画課長
者の｛壬免について 予算保 約係長他7名

H29.10.1 年管企発1001第7号
年金特別会計の金百十機関の補助

3頁賀敬志郎
年金馬事業企由課金計室 年金属事業企圏課会計室契

年金高事業企面課長
者のイ壬免について 予算保 約係長他7名

H29.10.1 年管企発1001第8号
年金特別会計の金百十機関の補助

須賀敬志郎
年金買事業企画課会計室 年金局事業企圏課会計室契

年金蝿事業企画課長
者の｛壬免について 予算｛系 約｛系長他7名

H29.10.1 年管企発1001第9号
年金特別金計の会計機関の補助

須賀敬志部
年金崩事業企画課金計室 年金崩事業企画課金計室製

年金閣事業企画課長
者の任免について 予算｛系 約｛系長他7名



H29.10.1 年管企発1001第10号
年金特別会計の金計機関の補助

調賀敬意部
年金崩事業企画課会計室 年金馬事業企画課金計室契

年金賄事業企圃課長
者の任免について 予算｛系 約慌長｛由7名

H29.10.1 年管企発1001第11号
年金特別会計の金計機関の補助 5買賀敬志郎

年金昂事業企画課会計室 年金蝿事業企画課会計室契
年金賄事業企画課長

者の｛壬免について 予算罷 約｛薬長｛也7名

H29.10.1 年管企発1001第12号
年金特別会計の会計機関の補助

須賀敬意郎
年金属事業企画課会計室 年金問事業企画課会計室契

年金馬事業企画課長
者の住免について 予算保 約｛系長｛也7名

H29.10.2 年管企発1002第1号
年金特別会計の会計機関の補助

須賀敬志郎
年金崩事業企画課会計室 年金崩事業企画課金計室契

年金属事業企画課長
者の任免について 予算保 約｛系長他7名

年金特別会計への資金の繰入れについて 支出宮
j草生卦働省年金馬車

H29.10.3 年管企発1003第9号
（平成29年度10月分年金特別会計国民

日井友也 年金崩総務課 厚生労働省大臣官爵会計課年金勘定特別障害給付金給付費年金特 業企画課長
別会計へ繰入） 長

支出雲住に関する支払元受高転
財務省大臣官爵会計課長iま

H29.10.3 年管企発1003第10号 換通知の送付について（財務省大 松本剛史 年金蝿事業企画課会計室 事業企画課長
臣官爵会計課長ほか3件）

か34，牛

支出委任に関する支払先受高転
財務省大臣官麗会計課長lま

H29.10.3 年管企発1003第11号 換通知の送付について（財務省大 松本開IJ史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長
臣官爵会計課長ほか31牛）

カ，31，牛

支出委｛壬に関する支払元受高転
財務省大亜官爵会計課長iま

H29.10.3 年管企発1003第12号 換通知の送付について（射務省大 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長
臣官爵金計課長ほか31,牛）

か：：H牛

支出雲佳に関する支払先受高転
財務省大El§:官麗金計課長iま

H29.10.3 年管企発1003第四号 換通知の送付について（鮮務省大 松本開IJ史 年金崩事業企画課金計室 事業企画課長
臣官爵会計課長ほか3件）

か31牛

社金｛呆［噴背務士制度功労者厚生
年金高事業企画課情報公 日本年金機構事業推進部門 庫生封輸省年金局事

H29.10.13 年管企発1013第1号 労｛動大亜表彰の審査！こ係る照会 野口栄治
開四社労士｛系 （統括担当）担当理事 業企薗課長

について



H29.10.16I年管企発1016第1号
｜年金特別会計の会計機関の補勘

須賀敬志部
年金賄事業企画課金計室 年金属事業企酉諜シスアーム車｛｜年金賄事業企画課長

者の｛壬命について 予算保 長補佐

年金蝿事業企画課会計室
支出負担行為撞当官

H29.10.19I年管企発1019第1号 対馬亮 摩生労働省年金昂事
契約罷

業企画課長

平成29年麗年金特別会計業務勘
｜年金属事業企画課会計室｜東海北陸車生局総務課長H29.10.20I年管企発1020第1号 i定に｛系る資金の帥額の追加肉 ｜金野輝 ｜年金局事業企臨課長

について（東海北陸！草生島）
予算様

年金特別会計への資金の繰入れについて
支出官 j草生労働省大臣官爵 j享生背働省年金蝿事

H29.10.20I年管企発1020第2号
I＜平成29年度11月分年金特別会計国民

日井友也 年金蝿総務課年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 会計課長 業企酷課長
言十へ繰入）

｜年金崩事業企菌課金計室
支出負担行為担当官

H29.10.20I年管企発1020第3号 ｜対馬亮 j享生労働省年金昂事
契約係

業企由課長

一椴会計から年金特別会計業務勘定
厚生賢官働省大臣官爵会計課 ｜年金属事業企画課長H29.10.20I年管企発1020第4号 ｜への繰入について（平成四年度第3囲 松本間I］史 年金属事業企画課金計室

半期11月分の業務取扱費） 長

年金特別会計健麗勘定から業務勘定
H29.10.20I年管企発1020第5号 ！への繰入について（平成29年度第3囲｜松本剛盟 ｜年金高事業企画課会計霊！保i横田長 ｜年金賄事業企画課長

半期11月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども固子育て支援勘定

H29.10.20I年管企発1020第6号 lから業務勘定への繰入について（平成 i｜松本間IJ史 ｜年金蝿事業企面課会計室｜皇官府子ども子膏て本部審｜年金居事業企闇課長
29年産第3四半期11月分の業務取扱

量よー

平成29年度予算に｛系る田本年金
H29.10.25I年管企発1025第1号 ｜機構運嘗費交付金の支付につい｜松本開lj史 ｜年金賄事業企画課会計室岡本年金機構理事長 ｜年金属事業企酉課長

て（平成29年産11月分）

H29.l0.31 I年管企発103・1第1号 l年金特別会計の会計機闘の補助
須賀敬志部

年金崩事業企画課金計霊 年金高事業企画課金書十室主フ刀<;: I年金昂事業企画課長
者の免市について 予算｛系 約保員、出納館員



H29.U.71年管企発1rn1第1号 l第嶋田（平成29年度）社会保験労｜i野口栄治
務士試験の合格者について

｜年金崩事業企画課情報公 地方j享生（支）局長
開園社告号士係

年金高事業企画課長

H29.11.7I年管企発1107第2号 I 情報連騒の準備状況について Ii左藤崇宏
j年金問事業企酉諜システ 個人情報保護委員会事務眉 厚生背｛動省年金賄事
ム室情報企画第一係 総務課長 業企画課長

平成29年度j草生労働省年金高に 支出負担行為担当官
H29.11.8I年管企発1108第1号 ｜おける慣報セキュリティ監査等に係 対馬嘉

年金馬事業企画課会計室
摩生労i動省年金賄事

る競争入札の結果等について
契約保

業企画課長

平成29年度j草生労輸省年金昂に
年金属事業企画課会計室

支出負担行為担当官
H29.1 lβ｜年管企発1108第2号 ｜おける構報セキュリティ監査等に保 対馬葺 厚生労働省年金昂事

る競争入札の結果等について
契約保

業企画課長

H29.11.9I年管企発1109第1号
｜職員の海外j度航申請の承認につ
いて

大久保一恵 年金馬事業企画課高官務係 申請者 i事業企画課長

H29.11.1 OI年管企発1i 10第1号
｜｛蓮醸保険印紙の不用決定につい
て（平成29年7月分）

開；顎毘悪梨棄年金馬事業企画課金計室 自本霊Bi璽株式会社代表取締｜年金属事業企画課長
投社長

時国 i健麗保険印紙の物品亡失掴撞傷等1 I -ll草生労働大旺
H29.1UOI年管企発1110弟 2可 ｜ i開瀬見富来•J本｜年金毘事業企酉課会計韮

物品管理官年金局事
業企画課長1報告について（平成29年7月分） I ＇＊＇ホ i

H29.1 U31年管企発1113第1号 対罵嘉

年金特別会計への資金の繰入れについて

昌弘2苦i~i主！選鵠毘 1，州吃幡
計へ繰入）

H29.11.20I年管企発1120第1号

H29.11.20I年管企発1120第2号

年金特別会計への資金の繰入れについて

芸品2思議思選雪辱瀧i小林代梧
言十へ繰入）

年金高事業企間諜会計室
契約保

年金島総務課

年金崩総務課

支出箆担行指担当官
厚生労働省年金高事
業企由課長

支出官 j享生労働省大監宮麗｜厚生労樹省年金局事
会計課長 i業企酷課長

支出官庫生労骨省大旺官爵｜厚生野働省年金賭事
会計課長 ｜業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

H29. i 1.20 年管企発1120第3号
（平成四年度12月分年金特別会計国民

小林代橿 年金昂総務課
支出官庫生背働省大E皇官麗 厚生労働省年金賄事

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 会計課長 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
支出宮厚生労働省大臣官爵 厚生背働省年金賄事

H29.11.20 年管企発1120第4号 成29年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）
日井表也 年金属総務課基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入園職務 会計課長 業企画課長

よ年金給付費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
支出官厚生骨髄省大監官爵 厚生労働省年金属事

H29.11.20 年管企発1120第5号
成29年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）

臼井友也 年金毘総務課基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入・職務 会計課長 業企画課長
よ年金給付費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
支出官厚生青｛動省大臣官爵 厚生場働省年金高事

H29.11.20 年管企発1120第6号 成29年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）
日井友也 年金崩総務課基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入圃職務 会計課長 業企画課長

よ年金給付費年金特別会計へ繰入）

年管企発1120第7号
労働保険特別会計労災勘定から年金特別会計 官署支出官犀生費働省労｛動 ！草生揚働省年金属事

H29.11.20 厚生年金勘定への資金の受入れについて（平成 日井友也 年金属総務課
29年度12月分） 基準縄長 業企画課長

一般会計から年金特別会計業務勘定
j草生労｛動省大臣官E寄金計課

H29.11.21 年管企発1121第1号 への繰入について（平成29年度第3四 松本間I］史 年金崩事業企酉課金計室 年金属事業企画課長
半期12月分の業務取扱費） 長

年金特別会計纏農勘定から業務勘定
H29.11.21 年管企発1121第2号 への繰入について（平成29年度第3四 松本闇lj呈 年金崩事業金圏課会計室 ｛呆験崩長 年金毘事業企画課長

半期12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

H29園11.21年管企発1121第3号
から業務勘定への繰入について（平成

松本間IJ史 年金賄事業企画課会計霊
内閣府子ども a子育て本部審

年金崩事業企画課長29年度第3四半期12月分の業務取扱 議官
費）

日本年金機構において保管してい
田本年金機構情報管理対策

H29.11.22 年管企発1122第1号 る文書の！亮棄について 鈴木君枝 年金聞事業金田課
室長

年金崩事業企画課長

平成29年度予算に保る田本年金
H29.11.27 年管企発1127第1号 機構運醤費交付金の交付につい 松本間IJ盟 年金愚事業企画課会計室 日本年金機構理事長 年金崩事業企画課長

て（平成29年度12月分）



H29.11.27I年管企発・1121第2号

H29.11.271年管企発1127第3号

H29.12.11年管企発1201第1号

H29.12園11年管企発1201第2号

H29.12.4I年管企発1204第1号

H29.12β｜年管企発1206第1号

H29.12.6I年管企発1206第2号

H29.12.14I年管企発1214第1号

H29.12.141年管企発1214第2号

H29.12.15I年管企発1215第1号

対馬亮

支出委任に関する支払元受高転換通
知の送付について（囲圏財務昂総務部｜松本間IJ史
長ほか1件）

支出委佳に関する支払元受高転換通
知の送付について（四国財務毘総務部｜松本開lj毘
長iまか1件）

年金特別会計健康勘定への繰入について

i1議語読；2言語J綜~i晶君！松本開閉
繰入）

1t育報連騒の準備状現について
（平成29年11月末）

勝毘光夫

年金特別会計への資金の繰入れについて
｜（平成29年度12月分年金特別会計国民
年金勘定特別障害給付金給付費年金特 日井友也

別会計へ繰入）

年金馬事業企画課会計室
契約保

年金局事業企画課会計室
契約f系

支出負担行為担当官
厚生労働省年金属事
業企画課長

支出負盟行為担当官
厚生労輸省年金崩事
業企画課長

年金属事業企軍司課金計室 l!ZY園射務閣総務部長他H牛 事業企画課長

年金属事業企画課金計霊｜四国財務局総務部長他H牛 事業企由課長

年金崩事業企画課会計室｜保障属総務課長 年金高事業企画課長

年金昂事業企画課システ ｛時報保護委員錦繍｜摩生労簡省年金崩事
ム室 総務課長 薬企画課長

支出官
年金閣総務課 j草生労｛動省大旺官麗会計課 l｜ j享生労働省年金高事

長 業企闇課長

空母鷲；賠白ir決定につい｜間瀬毘恵梨奈｜年金局事業企画課会計室1:::19!株式会社代表取締｜年金崩事業企画課長

皇室！？雪！？学窓窓~i！~~r等｜間瀬見恵梨奈 i年金聞事業企画課金措 i車生矧動大量

対罵亮
年金賄事業企闇課金計室
契約保

物品管理官年金高事
業企画課長

支出負担行為担当官
j草生揚働省年金崩事
業企画課長



一臆金計から年金特別会計業務
H29.12J81年管企発1218第1号 ｜勘定への繰入について（平成29年｜松本剛史

度第4四半期1月分の業務取扱費）

年金特別会計櫨麗勘定から業務
H29.12.18I年管企発1218第2号 ｜勘定への繰入について（平成29年｜松本開史

慶第4四半期1月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども圃子育て支援勘定

？；主主霊，：；：1官弘lゐ言み~i:rJt I松本闘IJ

費）

H29.12.15I年管企発1215第2号

H29.12.15I年管企発1215第3号

H29.12.15l年管企発1215第4号

H29.12.18I年管企発1218第3号

日29.12.201年管企発1220第1号

H29.12.21 I年管企発1221第1号

対罵ヂE

対罵亮

対馬高

室計ム
宮課臨企業事居

保
金
約

釘
「
抑
tR

年金昂事業企酉課会計室
契約係

年金崩事業企画課会計室
契約保

支出重量担行為担当官
j享生諸｛動省年金田事
業企画課長

支出負担行為担畠官
厚生労｛動省年金属事
業企画課長

支出負瞳行為担当官
厚生労｛動省年金賄事
業企盟課長

年金高事業企画課金計室 iJ享生労｛動省大臣官爵金計課 i年金崩事業企画課長
長

年金賄事業企画課会計室 i保険昂長 年金賭事業企画課長

年金昂事業企闇純計童，：自府子ども E子育て本部審｜年金崩事業企富課長

年金局事業企画課会計室
契約保

支出重量担行為担当官
厚生労轍省年金賄事
業企画課長

堅官官盟完；r決定につい｜醐毘恵梨奈｜年金賄事業企曲課金持 1：：霊｛璽株式会社代表取締｜年金閣事業企画課長

｛建醸｛果［境印紙の物品亡失園損傷等

竺…（ー9月分）庁竺ピ竺竺竺医竺？
平成29年度予算に｛系る日本年金

H29.12.25I年管企発1225第1号 ｜機構選嘗費交付金の交付につい i松本間lj史
て（平成29年麗1月分）

対馬高

年金属事業企画課会計室｜日本年金機構理事長

H29園12.211年管企発1221第2号
物品管理官年金蝿事
業企画課長

年金商事業企田課長



｜年金屑事業企画課会計室H29J 2.271年管企発1227第1 j享生骨髄省年金馬事
契約罷

業企関課長

支出委任に関する支払元受高転
｜年金属事業企画課会計室｜器務省大臣官爵会計課長何事業企画課長H30.1.5I年管企発0105第1号 ｜換通知の送付について（財務省大｜松本剛史

臣官爵会計課長ほか4件）

支出委任に関する支払元受高転
｜年金崩事業企菌課金措｜盟務省大臣官爵金計課長引事業企圏課長H30.1.5I年管企発0105第2号 i換通知の送付について（蹄省大｜松本剛

臣官爵会計課長iまか41•牛）

支出委任に関する支払元受高転 ｜ 
｜年金愚事業企画課ム＝計単｛｜財件務省大臣官麗会計課長他行事業企画課長H30.1.5I年管企発0105第3号 ！換通知の送付について（財務省大松本開IJ史

臣官爵会計課長iまか41'牛）

支出委任に関する支払元受高転 ｜ 
｜年金崩事業企画課会計室 1r：~省大臣官爵会計課長判事業企画課長H30.L51年管企発0105第4号 i換通知の送付について（財務省大松本開lj史

監官麗会計課長ほか41，牛）

支出霊イ壬に関する支払元受高転
財務省大臣官麗会計課長他41事業企画課長H30.1.5I年管企発0105第5号 ！？集通知の送付について（財務省大 松本開IJ吏 年金高事業企闇課金言十室

臣官爵会計課長ほか41•牛）
｛牛

｜年金属事業企面課金計室
支出重量担行為担当官

H30.1回101年管企発0110第1号 i対馬亮 j草生労｛動省年金高事
契約犠

業企画課長

｜年金開業企間諜会計室｜
｜支出量担行為担当官

H30.L WI年管企発0110第2号 ｜対罵亮 厚生労輸省年金馬事
契約保

業企面課長

i年金島事業企画課会計室
支出負担行為担当官

H30.UOI年管企発0110第3号 ｜対馬嘉 厚生労｛動省年金高事
契約保

業企画課長

H30.U11年管企発0111第1号
i情報連携の準備状況について（平

勝見光夫
年金局事業企画課システ ｛園人晴報保護委員金事務属 j草生労働省年金馬車

成29年12月末） ム室 総務課長 業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

｜年金局総務課
｜支出官厚生労鰯省大臣官麗i摩生耕輔年金高事H30.U51年管企発0115第1号 ｜（平成29年度2月分年金特別会計国民年 lI J，林 1tt吾

金勘定基礎年金拠出金等年金特別会計 会計課長 業企画課長
へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて
厚生労醐省年金蝿事

H30.1開151年管企発0115第2号
｜（平成29年度2月分年金特別会計国民年

小林代↑吾 年金届総務課
支出官厚生労働省大臣官爵

金勘定基礎年金拠出金等年金特別会計 会計課長 業企盟課長
へ繰入）

H30.U51年管企発0115第3号
｜過年度支出にかかる員長認申請につ

枠山陽介
年金昂事業企画課会計室

厚生背働大臣
官署支出官事業企画

いて 出納保 課長

H30.L16I年管企発0116第1号 ｜裁判所からの調査嘱託に対する閤 ij章主主宜和
答の送付について

！年金属事業企画課槽報公
開祖社労士｛系

！玄島家躍戴判所載判所書記 年金崩事業企田課長
F国占『

｜年金属事業企闇課金計童
支出負担行為担当官

H30.U81年管企発0118第1号 ｜対罵亮 j草生骨髄省年金局事
契約保

業企画課長

平成29年度年金特男IJ会計業務勘
年金賄事業企画課会計室

東北厚生昂総務課長、近畿厚生
H30.1.18I年管企発0118第2号 ｜定に｛系る資金配付額の変重につい 金野輝 昂総務課長、四国厚生支昂総務｜年金高事業企画課長

て（超過勤務手当）
予算保 課長、九州厚生昂総務課長

平成29年度年金特別会計業務勘
年金蝿事業企画課会計室

東北厚生昂総務課長、近畿厚生
H30.1.18I年管企発0118第3号 ｜定に保る資金配付額の変買につい 金野輝 昂総務課長、四国車生支昂総務｜年金崩事業企闇課長

て（超過勤務手当）
予算保 課長、九州厚生高総務課長

平成29年産年金特別会計業務勘
年金局事業企画課会計室

東北厚生島総務課長、近畿厚生
H30.U81年管企発0118第4号 ｜定に｛系る資金配付額の変璽につい 金野輝 昂総務課長、四国産生支昂総務｜年金属事業企画課長

て（超過勤務芋当）
予算｛系 課長、九州！草生掲総務課長

平成29年度年金特別会計業務勘
年金昂事業企画課会計室

東北厚生毘総務課長、近畿厚生
H30.U81年管企発0118第5号 ｜定に｛系る資金配付額の変更につい 金野輝 島総務課長、四国j草生支昂総務｜年金属事業企面課長

て（超過勤務手当）
予算保 課長、九州厚生局総務課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平

｜年金高総務課
｜支出官厚生首働省大臨時｜厚生労働省年金高事H30.U81年管企発0118第6号 i成29年間分年金問計時金勘定）｜日井友也

基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入・職務 金計課長 業企画課長
上年金給付費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

H30.U81年管企発0118第7号 j成一月分年創 刊lj会出年金勘定）｜臼井馳
基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入・職務
上年金給付費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

H30.U81年管企発0118第8号 ｜問問分年金特日向出蜘｜日井友也
基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入・職務
上年金給付費年金特別会計へ繰入）

労働保1設特男IJ会計費災勘定から年金
H30.U例年管企発0118第9号 ！特別会計厚生年金勘定への資金の受出井友世

入れについて（平成29年度2月分）

H30.1.22I年管企発0122第1号 l対罵菟

一般会計から年金特別会計業務
H30.1.22I年管企発0122第2号 ｜勘定への繰入について（平成29年松本剛史

度第4田半期2月分の業務取扱費）

年金特別金計健醸勘定から業務
H30.1.22I年管企発0122第3号 ｜勘定への繰入について（平成29年｜松本間IJ史

度第4四半期2月分の業務取扱費）

年金特別会計子ど七百子育て支援勘定

問1.2持管企発01雄4号 1f；尊重~：；：~~~~~弘通認成｜松本開l史
童j

平成29年度予算に保る自本年金
H30.L25I年管企発0125第1号 ｜機構運嘗費交付金の交付につい ｜松本剛史

て（平成29年度2月分）

H30.1.3i I年管企発0131第1号
企業年金連合会における年金記鰻
整備について（通知） ｜荒牧真吾

平成29年度年金特別会計業務勘
H30.2.6I年管企発0206第1号 ｜定に罷る資金の配布額の追加肉 i金野輝

示について（東北j享生関）

｜年金蝿総務課
｜支出官摩生背働省大臣官爵｜厚生矧省年金閣事
会計課長 業企画課長

｜年金島総務課
｜支出官塵生欄省大臣官麗｜羅生労働省年金高事
会計課長 業企画課長

官署支出官厚生背働省骨髄 厚生労働省年金局事
年金閣総務課

基準昂長 業企画課長

｜年金馬事業企画課金計室
支出量担行為担当官
j草生背働省年金高事

契約様
業企由課長

年金崩事業企画課会計室 厚長生労｛動省大臣官麗金計課 i年金馬事業企闇課長

年金崩事業企盟諜会計室｜保険毘長 年金崩事業企画課長

年金崩事業企画課金計室 l豊富府子ども子青て本部審｜年金属事業企画課長

年金蝿事業企画課会計霊！日本年金機構理事長 年金蝿事業企画課長

年金属事業企画課

田本年金機構事業企菌部門
担当理事、事業推進部門（総｜年金属事業企画課長
括担当）担当理事

年金属事業企画課会計室 i
！東北厚生蝿総務課長

予算保 I 
年金局事業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて 支出官
H30.2.6 年管企発0206第2号 （平成29年度2月分年金特別会計園民年

小林代悟 年金局総務課 j草生首働省大臣官爵合計課
厚生背働省年金属事

金勘定特別障害給付金給付費年金特別 業企画課長
会計へ繰入） 長

年金特別会計健康勘定への繰入について

H30.2.6 年管企発0206第3号
（平成29年度第4四半期独立行政法人福

松本剛史 年金高事業企由課会計室 保険毘総務課長 年金高事業企画課長祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ
繰入）

年金特別会計健康勘定への繰入について

H30”2.6 年管企発0206第4号
（平成29年度第4四半期独立行政法人福

松本剛史 年金蝿事業企臨課会計室 保険届総務課長 年金属事業企闇課長社医療機構納付金等棺当財源健康勘定へ
繰入）

H30.2司7年管企発0207第1号
｛建鹿保験印紙の不期決定につい

間瀬見恵梨奈 年金高事業企田課金百十室
田本郵便株式金社代表取締

年金賄事業企面課長
て（平成29年10月分） 投社長

H30.2.8 年管企発0208第1
f青報連携の準備状況について（平

勝見光夫
年金崩事業企画課システ 個人情報保護委員会事務崩 厚生労働省年金品事

成30年1月末） ム室 総務課長 業企画課長

印紙交付決定通知書（平成30年度 年金崩事業企由課金百十室 日本郵罷株式会社代表取締
契約担当宮庫生勢｛動

H30.2.14 年管企発0214第1号 対罵葺 省年金昂事業企画課
第1次分）の送付について 契約f系 役社長

長

平成29年農年金特別会計業務勘
年金属事業企画課会計室

H30.2.16 年管企発0216第1号 定に採る資金の配布額の追加肉 金野輝 東北庫生昂総務課長 年金崩事業企画課長
示について（東北厚生島） 予算保

一般会計かも年金特別金百十業務
j草生背働省大臣官爵金計課

H30.2.20 年管企発0220第1号 勘定への繰入について（平成29年 松本間1151: 年金高事業企画課会計霊 年金賄事業企画課長
度第4四半期3月分の業務取扱費）

長

年金特別会計健藤勘定から業務
H30.2.20 年管企発0220第2号 勘定への繰入について（平成29年 松本間I］史 年金馬事業企菌課会計室 ｛呆験島長 年金崩事業企画課長

度第4圏半期3月分の業務取扱費）

年金特別会計子どもs子育て支援勘定

H30.2.20 年管企発0220第3号
から業務勘定への繰入について（平成

松本間I］史 年金蝿事業企画課会計室
内閣府子ども司子青て本部審

年金賄事業企画課長29年度第4四半期3月分の業務取扱 議官
費）



｜｛建康｛果験印紙の不用決定につい
日中期l1文怖エ＼，:z:;;'f.ム代表取締

ト130.2211年管企発0221第l号 開瀬毘悪梨棄 年金属事業企画課会計室 役社長 年金崩事業企画課長
て（平成29年11月分）

支出負担行為担当官l年金属事業企画課金計室H30.2.26I年管企発0226第1号 ｜対罵亮 厚生労働省年金馬事
契約慌

業企画課長

年金属事業企画課会計室
H30.2.26I年管企発0226第2号 対罵亮 j草生労｛動雀年金昂事

契約部 業企画課長

塵生年金保険法施行規則等のー 日本年金機構事業企間部門担当理

H30.2.27I年管企発0227第2号 ｜部を改正する省令の施行に伴う事 j長j軟泰志 年金属事業企画課企画保
事事業推進部門（統括）担当理事｜厚生骨髄省年金構
及び事業推進部門（年金給付）担当 業企画課長

務取扱等について（通知） 理事並びに地方厚生（支）局長

厚生年金保障法施行規員lj等のー
｜車生労｛動省年金賄事H30.2.27I年；管企発0227第3号 ｜部を改正する省令の施行に伴う事 浅；f.史泰誌 年金昂事業企画課企画保 地方j草生（支）関長

務取扱等について（通知）
業企画課長

平成29年産予算に｛系る日本年金
H30.2.27i年管企発0227第4号 l機構運嘗費交付金の交付につい i松本剛史 ｜年金属事業企画課会計室！日本年金機構理事長 i年金賄事業企画課長

て（平成29年産3月分）

1年金崩事業企画課金計室
支出重量担行為担当官

H30.3圃61年管企発0306第1号 ！対罵晃 厚生党働省年金崩事
契約無

業企画課長

H30園3.71年管企発0307第1号
1 ・t青報連携の準備状現について（平

佐藤崇宏
年金属事業企画課システ 個人情報保護委員会事務島 厚生労働省年金賄事

成30年2月末） ム章構報企臨第一｛系 総務課長 業企闇課長

H30丘71年管企発0307第2号
,1：建醸｛果験印紙の不開決定につい
て（平成29年12月分）

開瀬見恵梨棄 年金崩事業企画課会計室 日本郵寵株式会社代表取締i年金蝿事業企iW課長
f支社長

H30.3.13I年管企発0313第1号 l年金特別会計の会計機関の補助
須賀敬意郎

年金聞事業企画課金計室 年金馬事業企酉課システム｛車｜年金賭事業企臨課長
者の｛壬命について 予算｛系 情報企画保畏



l年金属事業企画課会計室｜
｜支出負担行為担当官

H30.3.13I年管企発0313第2号 l対馬亮 j享生労働省年金局事
契約保 業企画課長

j年金馬事業企画課金計室｜
｜支出闘行為担当官

H30.3.13I年管企発0313第3号 l対馬葺 j草生労｛勤省年金崩事
契約額 業企画課長

｜年金崩事業企画課会計三室
支出負担行為担当官

H30園3.161年管企発0316第1号 l対罵亮 厚生背骨省年金賄事
契約保 業企画課長

.,tf≪ - 』占ー唱 田町一一一陣E －－司ーーー・

平成29年度年金特別会計業務勘
年金毘事業企画課金計室｜東北厚生愚総務課長H30.3.19I年管企発0319第1号 ｜定に保る資金の配布額の追加肉 金野輝 ｜年金馬事業企画課長

示について（東北厚生局）
予算儀

一融会計から年金特別会計業務
｜年金局事業企由課会計室｜厚長生骨輸省大臣官磨会計課 i年金昂事業企臨課長H30.3.19I年管企発0319第2号 ｜勘定への繰入について（平成30年｜松材眼

震第1四半期4月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども僅子育て支援勘定

H30.3固 191年管企発0319第3号 iから業務勘定への繰入について（平成 i！松本剛史 ｜年金崩事業企国課咋＝昌一官l議内閣官府子ども子背て本部審 i年金賄事業企酉課長
30年慶第1四半期4月分の業務取扱
費）
年金特別会計への資金の操入れにつ

H30.3.20I年管企発0320第1号 ｜いて（年金特別会計厚生年金勘定）（福｜I Eヨ井友也 l年金蝿総務課厚生年金保｜摩生首働省大臣官麗会計課 i庫生労働省年金高事
祉年金等年金特別会計へ繰入）未納 験財政館 長 業企画課長
保験料財源繰入

一橋一一一一｜ I l内閣一一一「厚生背働省年金島事H30.3.22I年管企発0322第1号
合又は全国市町村職員共済組合連合会及び日本私立学校振 年金崩事業企圏課企画慌総務省大臣官房参事官｜輿・共済事業団との年金関係の情報連携開始に向けた対応につ浅融泰志
いて（依頼） （総務省大臣官房個人番号企画室長） 業企画課長

日本年金機構に対する年金関保 ｜ 事業企闘部門担当理事殿 l厚生労｛輔年金馬事H30.3.221年管企発0322第2号 ！の情報連携の抑止等について（通浅瀬泰憲 年金屠事業企画課企面館事業推進部門（統括）担当理事殿
知）

事業部推進部門（年金給付）担当理事殿 業企画課長

「国民年金保険料の白亜諜替納付に 支出量担行為担当官
H30固3.261年管企発0326第1号 l関する委託J盈び「社会保険料の口~

対馬亮
年金属事業企画課会計室 全盟器用協同組合連合会理

厚生封働省年金高事
j長替納付に関する委託」に部る公募結 契約保 事長内藤純一
果について 業企画課長



F国民年金保険料の口~犠替納付に 一般社団法人全闇銀行協会 支出負担行為担当官
日30.3.26年管企発0326第2号

関する委託J及び「社会保険料の日産
対罵嘉

年金属事業企画課金書十室
代表理事副会長兼専務理事 厚生労働省年金蝿事

張替納付に関する委託JIこ係る公募結 契約保
果について 高木｛申 業企画課長

「菌民年金保険料の口座振替納付に 支出負担行為担当官
H30.3.26 年管企発0326第3号

関する委託j及び「社会保険料の口座
対馬亮

年金馬事業企画課会計室 労働金庫連合会理事長中
車生芳働省年金高事t辰替納付に関する委託JIこ保る公募結 契約保 江公人

果について 業企田課長

「国民年金保険料の日産権替納付に 株式会社ゅうちょ銀行取締 支出負担行為盟当官
H30.3.26 年管企発0326第4号

関する委託J及び「社会保験料の口塵
対罵葺

年金賄事業企画課金計室
役兼代表執行役社長池田 厚生背働省年金関事

振替納付に関する委託Jに係る公募結 契約無
果について 憲人 業企画課長

「国民年金保険料の口座掘替納付に 支出負担行為担畠官
H30.3.26 年管企発0326第5号

関する委託j及び「社会保険料の口座
対馬葺

年金属事業企酉諜会計室 株式会社商工組合中央金庫
厚生労働省年金賄事

振替納付に関する委託JIこ｛果る公募結 契約保 代表取締役社長安達纏祐
果について 業企画課長

「園民年金保険料の口睦提替納付に 支出負担行為盟当官
H30圃3冒26年管企発0326第6号

関する委託』及び「社会保l噴料の口座
対馬亮

年金馬事業企画課会計室 一般社由法人第二地方銀行
摩生労｛動省年金属事

振替納付に関する委託JIこ係る公募結 契約保 協会会長黒本淳之介
果について 業企画課長

「酉民年金保険料のCl~振替納付に 支出量担行為担当官
H30.3.26 年管企発0326第7号

関する委託」及び「社会保験料の口座
対馬高

年金崩事業企間諜会計室 ｛言金中央金庫理事長田遺
厚生骨髄省年金高事

振替納付に関する委託JIこf系る公募結 契約保 光雄
果について 業企画課長

「園民年金保l験料の口~振替納付に 支出負担行為担当官
H30.3.26 年管企発0326第8号

関する委託J及び「社会保険料の口鹿
対罵葺

年金島事業企画課会計室 農林中央金庫代表理事理事
厚生労｛動省年金高事

振替納付に関する委託JIこ｛系る公募結 契約｛系 長河野畏雄
果について 業企闇課長

「国民年金保障料の口E主張替納付に
一般社団法人全園地方銀行 支出負担行為担当官

H30.3.26 年管企発0326第9号
関する委託j底び「社会保験料の口~

対馬莞
年金蝿事業企画課会計室

協会代表理事副会長専務 厚生労働省年金崩事振替納付に関する委託Jに係る公募結 契約保
果について 理事西麗政雄 業企由課長

平成30年農年金特別会計業務勘
年金高事業企画課会計室 北海道羅生間総務課長他7

H30.3.27 年管企発0327第2号 定に保る資金の盟付額の内示につ 金野輝 年金属事業企田課長
いて

予算保 名

平成30年産年金特別金書十業務勘
年金賭事業企画課金計童 北海道厚生島総務課長他7

H30園3.27年管企発0327第3号 定iこ係る資金の配付額の内示につ 金野輝 年金蝿事業企画課長
いて

予算｛系 名



平成30年度年金特別金計業務勘
｜年金島事業企画課会計室｜北海道塵生昂総務課長他7H30.3.27i年管企発0327第4号 ｜定に間資金の配付額の内最につ｜金野輝 ｜年金崩事業企画課長

いて
予算｛系 名

平成30年度年金特別会計業務勘
｜年金馬事業企菌諜会計室｜北海道厚生属総務課長他7 ｜年金賭事業企画課長H30.3.271年管企発0327第5号 ｜定に｛系る資金の配付額の肉恭につ｜金野輝

いて
予算館 名

平成30年産年金特別会計業務勘
｜年金属事業企画課会計室｜北海道塵生関総務課長地7H30固3.271年管企発0327第6号 ｜定に純資金の配付額の内示につ｜金野輝 ｜年金局事業企画課長

いて
予算｛系 名

平成30年度年金特別会計業務勘
｜年金馬事業企菌課会計霊｜北海道厚生島総務課長他7H30.3.271年管企発0327第7号 ｜定に保る資金の酎額の内示につ｜金野輝 ｜年金賄事業企画課長

いて
予算保 名

平成30年度年金特別金計業務勘
｜年金賄事業企由課会計室｜北海道摩生崩総務課長地7 i年金局事業企酉課長H30.3.27I年管企発0327第8碍 ｜定に保る資金の配付額の内示につ｜金野輝

いて
予算係 名

一
平成30年度年金特別会計業務勘

年金馬事業企画課会計室 北海道厚生昂総務課長他7
H30丘271年管企発0327第9号 ｜定に｛系る資金の自己付額の内示につ 金野輝 ｜年金高事業企由課長

いて
予算館 名

｜年金高事業企画課金百十室
支出量担行為担当官

H30.3.30I年管企発0330第1号 ｜対馬亮 厚生労働省年金昂事
契約保

業企田課長

！年金属事業企画課金計室
｜支出負担行為担当官

H30.3.30I年管企発0330第2号 対属高 厚生労働省年金崩事
契約保

業企画課長

H30.3.30I年管企発0330第3号 対馬菟
｜年金崩事業企画課会計室
契約保 I 

l年金高事業企画課金計室
支出負担行語担当官

H30固3.301年管企発0330第4号 'ii 
｜対馬亮 厚生労働省年金昂事＇バ＇」 ' 契約保

業企闇課長



H30.3.30I年管企発0330第5号 対罵嘉
年金馬事業企画課会計室
契約保

支出負担行為担当官
厚生労働省年金高事
業企画課長


