
雄行自 文書番号 件名 起案者 起案担当課園保 施行先 施行者

日本縫製機械製造業摩生年金基金の財
年金局企業年金幽 企業年金a個人年

H29.4.4 年企発0404第1号 産自銀等の承認について（通常解散平 関口弘忠 日本縫製機械製造業厚生年金基金
成28年1月27日）

個人年金課 金課長

H29.4.5 年企発0405第1号
三重県トラック事業厚生年金基金の解散

吉田哲弘
年金眉企業年金固 三重県トラック事業j草生年金基金代表 企業年金置個人年

に｛半う財産自錬等の君主認について 恒人年金課 清算人 金課長

H29.4.7 年企発0407第1号
関東北信越薬業庫生年金基金の解散に

吉田哲弘
年金蝿企業年金”

関東北信越薬業厚生年金基金清算人
企業年金聞個人年

伴う財産自録等の承認について ｛圏人年金諜 金課長

消滅した厚生年金基金の間産目録等の承
年金畠企業年金困

企業年金E個人年
H29.4.7 年企発0407第2号 岡田裕嗣 個人年金課指導調 三井物産連合厚生年金基金

認について（三井物産連合厚生年金基金）
整係

金課長

全国マーガリン製造厚生年金基金の財産
年金昂企業年金自 企業年金・個人年

H29.4.7 年企発0407第3号 自録等の芸員認について（通常解散平成 関口弘患 全国マーガワン製造厚生年金基金
27年9月25自）

個人年金課 金課長

確定拠出年金運嘗管理機関の畳録協議
年金蝿企業年金園

企業年金・11園人年
H29.4.11 年企発0411箪1号 石井和久 個人年金課確定拠 北海道財務島理関部長

について
出年金保

金課長

H29.4.13 年企発0413第1号
千葉県石油厚生年金基金の解散に伴う財

清原範久
年金高企業年金面 千葉県石油厚生年金基金代表清算 企業年金園掴人年

産自縁等の承認について ｛圏人年金課 人 金課長

H29.4圃13年企発0413第2号
北海道トラック厚生年金基金の解散に梓う

清原範久
年金高企業年金町 北j毎道トラック厚生年金基金代表清算 企業年金ー｛国人年

賄産自録等の意認について 個人年金課 人 金課長

H29.4.21 年企発0421第1号
棄農県自動車厚生年金基金の解散に伴う

；青醸範久
年金属企業年金司 奈良県自動車車生年金基金代表溝 企業年余圃個人年目

財産自録等の承認について ｛固人年金課 算人 金課長



確定拠出年金運曽管理機関の畳銀協議
年金晶企業年金園

企業年金固｛圏人年
H29A.21 年企発0421第2号 石井手口久 個人年金諜確定拠 関東財務島理財部長

について
出年金係

金課長

西日本倉庫業車生年金基金の財産自縁
年金蝿企業年金E 企業年金関個人年

H29“4.26 年企発0426第1号 等の承認について（平成27年8月20日通 関口弘忠
個人年金課

西田本書庫業厚生年金基金
金課長

常解散）

「確定拠出年金の企業型年金に探る規約
年金属企業年金幽

地方厚生（支）愚保険年金（企業年金） 企業年金田個人年
H29.4咽28年企発0428第1号 石井和久 個人年金課確定拠

の承認基準等についてjの一部故正
出年金｛茶

課長 金課長

長崎県トラック車生年金基金の解散に伴う
年金蝿企業年金固 企業年金圃個人年

H29司4闇28年企発0428第2号 財産自録等の君主認について（平成27年11 関口弘患 長崎県トラック庫生年金基金
月17自通常解散）

個人年金課 金課長

纏島県建設業厚生年金基金の財産自録
年金昂企業年金圃 企業年金司｛圏人年

H29.5.10 年企発0510第1号 等の承認について（平成27年1月30自通 関口弘患
（圏人年金課

徳島県建設業厚生年金基金
金課長

常解散）

中部文紙事務器厚生年金基金の解散に
年金局企業年金園 企業年金園個人年

H29.5.10 年企発0510第2号 ｛半う財産自銀等の承認について（平成27 関口弘忠
個人年金課

中部文紙事務器摩生年金基金
金課長

年11舟20日通常解散）

H29.5.11 年企発0511第1号
東日本酒類業摩生年金基金の解散に伴う

吉田哲弘
年金品企業年金偏 東田本酒類業厚生年金基金代表清算 企業年金圃個人年

財産自録等の承認について 個人年金諜 人 金課長

日本造園建設業摩生年金基金の解散に
年金昂企業年金E 日本造園建設業厚生年金基金代表清 企業年金調個人年

H29圃5.23年企発0523第1号 ｛半う射産臣録等の承認について（平成27 吉田哲弘
個人年金課 算人 金課長

年3月30自通常解散）

大阪ニット厚生年金基金の解散に伴う財
年金局企業年金民 企業年金 a掴人年

H29.5圃26年企発0526第1号 産自録等の員長認について（平成27年9月 関口弘恵
個人年金課

大阪ニット厚生年金基金
金課長

10自通常解散）

全国ダイカスト工業厚生年金基金の解散
年金局企業年金田 企業年金園｛圏人年

H29園5.31年企発0531第1号 に｛半う財産自鯨等の承認について（平成 関口弘忠
｛圏人年金課

全国ダイカスト工業厚生年金基金
金謀長

27年12月1自通常解散）



確定拠出年金運嘗管理機関の登録協議
年金属企業年金E

企業年金・個人年
H29.6.2 年企発0602第1号 右井和久 掴人年金課自在定拠 金融庁監督局総務課長

について
出年金保

金課長

マツダ販莞厚生年金基金の解散に伴う賄
年金昂企業年金・ 企業年金圃掴人年

H29.6.2 年金発0602第2号 産自録等の承認について（平成28年3月1 関口弘患 マツダ販売厚生年金基金
自通常解散）

個人年金課 金課長

茨城県トラック厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金a 企業年金u個人年

H29.6.2 年企発0602第3号 財産自録等の君主認について（平成28年3 関口弘忠 茨城県ト予yク厚生年金基金
月24自通常解散）

掴人年金課 金課長

双日グループ厚生年金基金の解散に伴う
年金昂企業年金園 企業年金・i圏人年

H29.6.2 年企発0602第4号 財産目録等の承認について（平成28年3 関口弘忠 双Eグループ厚生年金基金
月31自通常解散）

個人年金課 金課長

静岡県自動車販売厚生年金基金の解散
年金晶企業年金a 企業年金園髄人年

H29.6.5 年企発0605第1号 に｛半う財産自録等の承認について（平成 関口弘患
個人年金課

静開県自動車販売厚生年金基金
金課長

27年7月初日）

東京税理士厚生年金基金解散に伴う射産
年金昂企業年金E 企業年金圃個人年

H29.6.7 年企発0607第1号 自録等の承認について（平成27年11月17 関口弘恵
個人年金課

東京税理士厚生年金基金
金課長

日通常解散）

H29.6.14 年企発0614第1号
栃木県石油業厚生年金基金の解散に伴う

吉田哲弘
年金昂企業年金闘

栃木県石油業厚生年金基金清算人
企業年金圃個人年

財産自録等の承認について 個人年金課 金課長

H29.6.20 年企発0620第1号
山陰自動車業厚生年金基金の解散に伴う

清原範久
年金属企業年金園 山陰自動車業厚生年金基金代表清 企業年金圃個人年

期産自鯨等の承認について 個人年金課 算人 金課長

消滅した厚生年金基金の財産自鰻等の意 年金島企業年金圃
年金昂企業年金園

H29圃6.22年金発0622第1号 認について（全国印刷製本包装機械厚生 闘田裕嗣 個人年金課指導調 全国印刷製本包装機械厚生年金基金
個人年金課長

年金基金） 整｛系

1t.島総合卸センター車生年金基金の解散
年金蝿企業年金園 企業年金園個人年

ト129.6.26年企尭062Sj高1号 に｛半う財産自錬等の最認について（平成 関口弘忠
個人年金諜

鹿島総合卸センヲー厚生年金基金
金課長

28年1月25自通常解散）



静岡県高油厚生年金基金の解散に伴う財
年金高企業年金a 企業年金圃i圏人年

H29園6.27年企発0627第1号 産自録等の承認について（平成27年7月 関口弘恵 静闘県石油厚生年金基金
30日通常解散）

｛固人年金課 金課長

大阪装粧厚生年金基金の解散に伴う財産
年金晶企業年金固 企業年金皿｛圏人年

H29.6.27 年企発0627第2号 目録等の承認について（平成28年3月18 吉田暫弘 大臨装粧厚生年金基金代表清算人
日通常解散）

個人年金課 金課長

静岡県石油厚生年金基金の解散に伴う財
年金畠企業年金淘 企業年金圃個人年

H29掴6.27年企発0627第3号 産自録等の承認について（平成27年7月 関口弘患 静闘県石油厚生年金基金
30日通常解散）

個人年金課 金課長

埼玉県工業団地厚生年金基金の解散に
年金昂企業年金園 企業年金圃個人年

H29.6.28 年企発0628第1号 f半う財産目録等の君主認について（平成27 関口弘忠 培玉県工業団地厚生年金基金
年7月25自通常解散）

個人年金課 金課長

京都織物卸菌厚生年金基金の解散に伴う
年金昂企業年金固 企業年金a個人年

H29.6.28 年企発0628第2号 財産自録等の承認について（平成27年9 関口弘忠
個人年金課

京都織物卸商厚生年金基金
金課長

月17自通常解散）

鹿児島県トラック事業厚生年金基金の解
年金局企業年金園 企業年金園個人年

H29.6.28 年企発0628第3号 散に伴う射産自録等の詩史認について（平 関口弘忠
侶人年金課

鹿児島県トラック事業塵生年金基金
金課長

成27年9月28日通常解散）

H29.7.1 年企発0701第1号
東部ゴム厚生年金基金の解散に伴う射産

吉田哲弘
年金局企業年金E

東部ゴム厚生年金基金代表清算人
企業年金量｛宙人年

目録等の承認について 個人年金課 金課長

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
年金眉企業年金歯等のための国民年金法等の一部を改正する法律の 地方厚生（支）崩保険年金（企業年 企業年金個個人年

H29.7.10 年企発0710第l号 一部の施行に伴う確定給付企業年金が存続厚生年 西国智実 個人年金課指導調
金）課長 金課長金基金から支給義務を承継した独自給付の取扱い 整係

について

全国調理食品加工業車生年金基金の解
年金蝿企業年金園 企業年金E個人年

H29.7.11 年金発0711第1号 散に伴う財産目録等の承認について（平 関口弘患
個人年金課

全国調理食品加工業厚生年金基金
金課長

成28年3月4日通常解散）

関西電気工事業車生年金基金の解散に
年金属企業年金盟 企業年金胆個人年

H29.7.11 年企発0711第2号 伴う財産目録等の承認について（平成田 関口弘志
個人年金課

全国調理食品加工業厚生年金基金
金課長

年5月28日通常解散）



三菱自動車販莞車生年金基金の解散に
年金届企業年金回 企業年金笥｛圏人年

H29.7.12 年企発0712第1号 i半う財産自鰻等の承認について（平成28 関口弘患 三菱自動車賑売車生年金基金
年3月25日通常解散）

個人年金課 金課長

はとパス厚生年金基金の解散に伴う財産
年金昂企業年金E 企業年金園｛国人年

H29圃7.18年企発0718第1号 目録等の最認について（平成27年7月1日 関口弘忠 はとパス車生年金基金
通常解散）

個人年金諜 金課長

関東塗料厚生年金基金の解散に伴う財産
年金属企業年金園 企業年金酉個人年

H29.7.18 年企発0718第2号 自録等の承認について（平成27年9月四 関口弘忠 関東筆料厚生年金基金
日通常解散）

個人年金課 金課長

全日本シティホテル厚生年金基金の解散
年金高企業年金園 企業年金困髄人年

H29.7.18 年企発0718第3号 に伴う財産自録等の承認について（平成 関口弘恵 全日本シティホテル厚生年金基金
28年5月10日通常解散）

｛固人年金諜 金課長

H29.7.21 年企発0721第1号
東日本設ボール厚生年金基金の解散に

；膏醸範久
年金閣企業年金E 東日本段ボール厚生年金基金代表清 企業年金E個人年

｛半う財産自録等の承認について ｛園人年金課 算人 金課長

H29.7.24 年企発0724第1号
関東鍍金工業厚生年金基金の解散に伴う

清原範久
年金昂企業年金E 関東鍍金工業厚生年金基金代表清 企業年金E掴人年

財産自録等の承認について 個人年金課 算人 金課長

ドj再滅した厚生年金基金の財産自録等の承 年金高企業年金箇
企業年金固個人年

H29.7圃24年金発0724第2号 認について（栃木トヨペットグループ厚生年 開田裕嗣 個人年金課指導調 栃木トヨベットグループ企業年金基金
金課長

金基金） 整｛系

消滅した厚生年金基金の財産自録等（／）承
年金蝿企業年金値

企業年金固個人年
H29.7.26 年企発0726第1号 岡田裕嗣 個人年金課指導調 静岡新開放送企業年金基金

認について（静闘新聞放送厚生年金基金）
整｛系

金課長

消滅した厚生年金基金の財産巴錦等の最
年金属企業年金悶

企業年金園個人年
H29.7.27 年企発0727第1号

認について（非破壊検査業j草生年金基金）
関田裕嗣 個人年金課指導調 非融壊検査業企業年金基金

金課長
整｛系

大阪ゴム工業厚生年金基金の財産自録
年金蝿企業年金ー 企業年金目個人年

H29.7.31 年企尭0731第1号 等の震認について（平成27年9月30自適 関口弘忠
個人年金諜

大阪ゴム工業摩生年金基金
金謀長

常解散）



キクチ厚生年金基金の解散に伴う財産自
年金属企業年金掴 企業年金回個人年

H29.7.31 年企発0731第2号 録等の承認について（平成28年3月31日 関口弘忠 キクチ厚生年金基金
通常解散）

個人年金課 金課長

千葉県トラック厚生年金基金の財産自録
年金局企業年金園 企業年金園個人年

H29.7.31 年企発0731第3号 等の承認について（平成27年1月初日通 関田弘患 千葉県トラック厚生年金基金
常解散）

個人年金課 金課長

関東百貨店j草生年金基金の解散に伴う財
年金属企業年金E 企業年金園個人年

H29.8.2 年企発0802第1号 産自録等の承認について（平成26年1月 関口弘恵 関東百貨店塵生年金基金
30日通常解散）

個人年金課 金課長

東京都建設業厚生年金基金の解散に伴う
年金属企業年金園 企業年金園個人年

H29.8.4 年企発0804第1号 財産自録等の承認について（平成27年11 関口弘恵 東京都建設業厚生年金基金
月20日通常解散）

個人年金課 金課長

秋田県電子工業摩生年金基金の解散に
年金高企業年金園 企業年金E掴人年

H29.8.4 年企発0804第2号 ｛半う射産自録等の承認について（平成28 関口弘患 秋田県電子工業j草生年金基金
年4月1自通常解散）

個人年金課 金課長

栃木県病院塵生年金基金の解散に伴う財
年金島企業年金圃 企業年金酒個人年

H29.8.4 年企発0804第3号 産自録等の承認について（平成27年11月 関口弘患 栃木県病院厚生年金基金
25日通常解散）

個人年金課 金課長

岩手県機械金属厚生年金基金の解散に
年金局企業年金園 企業年金E鋼人年

H29.8.9 年企発0809第1号 ｛系る財産自録等の意認について（平成田 関口弘忠 岩手県機械金属厚生年金基金
年3月258 通常解散）

個人年金課 金課長

H29.8.15 年企発0815第1号
山口県トラックj草生年金基金の解散に伴う

j膏醸範久
年金高企業年金冒 山口県トラックj草生年金基金代表清 企業年金E個人年

財産自録等の意認について 掴人年金課 算人 金課長

静岡県東部機械工業j享生年金基金の解
年金昂企業年金園 静開県東部機械工業厚生年金基金清 企業年金岨個人年

H29.8.17 年企発0817第1号 散に伴う財産自録等の承認について（平 吉田哲弘
成27年11月20日通常解散）

個人年金課 算人 金課長

j草生年金基金の実態調査について（調査
年金局企業年金園

企業年金園｛国人年
H29.8.17 年企尭0817第2号 志村明洋 個人年金課企業年 厚生年金基金理事長

依頼）
金保

金謀長



全国珍昧厚生年金基金の解散に伴う財産
年金晶企業年金図 企業年金・1圏人年

H29β圃18年企発0818第1号 自録等の承認について（平成27年9)=]28 吉田哲弘 全圏珍昧j草生年金基金代表清算人
日通常解散）

個人年金課 金課長

東京写真製版厚生年金基金の解散に伴う
年金局企業年金副 東京写真製販車生年金基金代表清算 企業年金圃｛圏人年

H29圃8.18年企発0818第2号 財産自縁等の京認について（平成28年3 吉田哲弘
月23日通常解散）

個人年金諜 人 金課長

日本簡易ガス事業厚生年金基金の解散
年金高企業年金包 自本簡易ガス事業厚生年金基金（代 企業年金園個人年

H29.8.21 年企発0821第1号 に｛半う財産自録等の承認について（平成 吉田哲弘
28年4月1自通常解散）

個人年金課 表）清算人 金課長

H29.8.22 年企発0822第1号
長野県建設業車生年金基金の解散に伴う

；青j京範久
年金属企業年金E 長野県建設業厚生年金基金代表清 企業年金圃個人年

財産自鯨等の承認について 個人年金課 算人 金課長

消滅したj草生年金基金の財産自繰等の員長
年金昂企業年金・

企業年金園｛国人年
H29.8.25 年企発0825第1号 開由裕嗣 個人年金課指導調 公庫企業年金基金

認について（公庫厚生年金基金）
整係

金課長

消滅した塵生年金基金の財産自録等の承 年金昂企業年金m
企業年金 B個人年

H29圃8.25年企発0825第2号 認について（秋田県自動車販売厚生年金 岡田裕嗣 個人年金課指導調 秋田県自動車販売企業年金基金
基金） 整｛系

金課長

滋賀経溝産業車生年金基金の解散に伴う
年金昂企業年金a 議賀経j斉産業厚生年金基金代表清算 企業年金園個人年

H29.8.28 年企発0828第1号 財産自録等の承認について（平成28年1 吉田哲弘
月31日通常解散）

個人年金課 人 金課長

酉E本電機販莞厚生年金基金の解散に
年金愚企業年金田 西日本電機販売車生年金基金代表 企業年金箇個人年

H29.8.28 年企発0828第2号 ｛半う財産自録等の承認について（平成28 吉田哲弘
年3月4日通常解散）

組人年金課 清算人 金課長

日本忠告業厚生年金基金の解散等に伴う
年金島企業年金E 企業年金巴｛圏人年

H29圃8.28年企発0828第3号 財産自録等の君主認について（平成27年7 関口弘忠 自本j主告業厚生年金基金
月27日通常解散）

個人年金課 金課長

山梨県トラック厚生年金基金の財産自緑
年金昂企業年金a 企業年金a個人年

H29.8.28 年企発0828第4号 等の京認について（平成27年7月27日通 関口弘忠 山梨県トラッタj享生年金基金
常解散）

個人年金諜 金課長



北関東管工事業厚生年金基金の財産自
年金属企業年金園 企業年金園個人年

H29.8.29 年企発0829第1号 録等の承認について（平成2.7年11月27日 関田弘患 北関東管工事業庫生年金基金
通常解散）

個人年金課 金課長

千葉県管工事業厚生年金基金の射産自
年金局企業年金巴 企業年金四｛園人年

H29.8.29 年企発0829第2号 録等の承認について（平成27年11月27日 関口弘忠
個人年金課

千葉県管工事業厚生年金基金
金課長

通常解散）

東日本硝子業厚生年金基金の期産自録
年金局企業年金・ 企業年金園掴人年

H29.9.5 年企発0905第1号 等の意認について（平成28年1月27日通 関田弘志
｛圏人年金課

東日本硝子業j草生年金基金
金課長

常解散）

消滅した厚生年金基金の財産自録等の承
年金届企業年金町

企業年金圃鋼人年
H29.9.6 年企発0906第1号 問団格嗣 ｛圏人年金課指導調 ヤマキ企業年金基金

認について（ヤマキ厚生年金基金）
整｛系

金課長

H29.9開8年企発0908第1号
甲信越印昂lj工業厚生年金基金の解散に

吉田哲弘
年金崩企業年金四 甲信越印刷工業厚生年金基金代表清 企業年金回個人年

伴う財産自録等の承認について 個人年金課 算人 金課長

確定拠出年金運醤管理機関の登録協議
年金届企業年金田

企業年金固個人年
H29.9圃8年企発0908第2号

について
石井和久 個人年金課確定拠 金融庁監督昂総務課長

金課長
出年金保

愛知県管工事業厚生年金基金の解散に
年金蝿企業年金鳳 企業年金司｛圏人年

H29.9.13 年企発0913第1号 伴う財産自録等の承語について（平成28 関口弘忠
個人年金課

愛知県管工事業厚生年金基金
金課長

年3月25日通常解散）

中部紙菌厚生年金基金の解散に伴う財産
年金局企業年金ロ 企業年金薗｛圏人年

H29圃9.22年金発0922第1号 目録等の承認について（平成27年9月29 吉田哲弘
｛園人年金課

中部紙商厚生年金基金代表清算人
金課長

自通常解散）

秋田県病院厚生年金基金的解散に伴う財
年金高企業年金圃 秋田県病院厚生年金基金代表清算 企業年金個個人年

H29.9.25 年企発0925第1号 産自銀等の承認について（平成田年3月 ；青j東範久
｛圏人年金課 人 金課長

25自通常解散）

全国卸商業田地厚生年金基金の解散に
年金昂企業年金竃 全国卸商業団地厚生年金基金代表 企業年金圃個人年

H29恒9.25年企発0925第2号 伴う財産目録等の承認について（平成田 吉田哲弘
個人年金諜 清算人 金謀長

年3月1日通常解散）



H29.9.25 年企発0925第3号
西日本酒類販莞業厚生年金基金の解散

年金閣企業年金＝ 西日本調類販亮業摩生年金基金代
に｛半う財産自録等の承認について（平成 吉田哲弘

企業年金園個人年

27年7月17日通常解散）
｛国人年金課 表清算人 金課長

H29司9.25年企発0925第4号
茨城県自動車販売厚生年金基金の解散

年金局企業年金 E 茨城県自動車販完塵生年金基金代
に伴う財産目録等の芸員認について（平成 吉田哲弘

企業年金固個人年

28年3月23自通常解散）
個人年金課 表清算人 金課長

年企発0926第1号
シャープタ力ヤ電子工業厚生年金基金の

年金高企業年金園 シャープタ力ヤ電子工業厚生年金基金
H29.9.26 解散に伴う財産自録等の承認について 吉田曹弘

企業年金町個人年

（平成田年4月1日通常解散）
個人年金課 清算人 金課長

年企発0927第1号
千葉県自動車販莞整備厚生年金基金の

年金眉企業年金圃 千葉県自動車販売整髄厚生年金基金
H29.9.27 解散に伴う財産自銀等の承認について 吉田哲弘

企業年金毘個人年

（平成27年11月27日通常解散）
個人年金課 代表清算人 金課長

H29.9.29 年企発0929第1号
ニ重県自動車販莞厚生年金基金の解散

年金昂企業年金e 三重県自動車賑完厚生年金基金代
に｛半う財産目録等の君主認について（平成 吉田哲弘

企業年金・掴人年

28年3月25日通常解散）
個人年金課 義清算人 金課長

H29.9.29 年企発0929第2号
神戸機械金属車生年金基金の解散に伴う

年金昂企業年金圃 神戸機械金麗厚生年金基金代表清
財産自錬等の承認について（平成28年3 吉田哲弘

企業年金・｛園人年

月初日通常解散）
鋼人年金課 算入 金課長


