
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金特別会計への資金の繰入れkついて（平成
支出官厚生労働省大臣官房

H30.4.2 年管企発0402第1号 30年度4月分年金特別会計国民年金勘定基 小林代悟 年金局総務課
厚生労働省年金局事業企

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れLついて（平成

H30.4.2 年管企発0402第2号 30年度4月分年金特別会計国民年金勘定基 小林代悟 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成

H30.4.2 年管企発0402第3号 30年度4月分年金特別会計国民年金勘定基 ノj叶本代悟 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成30年

H30.4.2 年管企発0402第4号
度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出

臼井友也 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
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30年

H30.4.2 年管企発0402第5号
度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出

白井友也 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
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30年

H30.4.2 年管企発0402第6号
度4月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出

白井友也 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
会計へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定から年金特別会計厚
宮署支出官厚生労働省労働

H30.4.2 年管企発0402第7号 生年金勘定への資金の受入れについて（平成30 白井友也 年金局総務課
厚生労働省年金局事業企

年度4月分） 基準局長 画課長

支出委任に関する支払元受晶転換通知の送

H30.4.2 年管企発0402第31号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
人事院事務総局会計課長ほか

事業企画課長

22件）
22件

支出委任k関する支払冗受晶転換通知の送

H30.4.2 年管企発0402第32号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
人事院事務総局会計課長ほか

事業企画課長

22件）
22件

支出委任仏関する支払冗受晶転換通知の送

H30.4.2 年管企発0402第33号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
人事院事務総局会計課長ほか

事業企画課長

22件）
22件



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第34号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第35号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第36号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第37号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第38号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第39号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第40号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第41号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第42号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受晶転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第43号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第44号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長

22件）
22件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第45号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長

22件）
22件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第46号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長

22件）
22件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第47号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長

22件）
22件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第48号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第49号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室 事業企画課長

22件）
22件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第50号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第51号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本岡1史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第52号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
人事院事務総局会計課長ほか

H30.4.2 年管企発0402第53号 付について（人事院事務総局会計課長ほか 松本剛史 年金局事業企画課会計室
22件

事業企画課長

22件）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・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（平成
支出官 厚生労働省年金局事業企

H30.4訓年管企発0403第1号 j30年度4月分年金特別会計国民年金勘定特 小林代悟 年金局総務課

別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入） 厚生労働省大臣官房会計課長 画課長

平成30年度予算に係る日本年金機構運営費交付

H30.4.3I年管企発0403第3号 ｜金の交付について（平成30年度年間交付決定及｜松本剛史 ｜年金局事業企画課会計室 ｜日本年金機構理事長 ｜年金局事業企画課長

び4月分）

平成30年度予算に係る日本年金機構運営費交付

H30.4.3I年管企発0403第4号 ｜金の交付について（平成30年度年間交付決定及｜松本剛史 ｜年金局事業企画課会計室 ｜日本年金機構理事長 ｜年金局事業企画課長

び4月分）

H30.4.3I年管企発0403第28号｜健康保険印紙の不用決定について（平 峯隼人
年金局事業企画課会計室管 日本郵便株式会社代表取締 ｜年金局事業企画課長

成30年1月分） 財係 役社長

H30圃4.51年管企発0405第1号 ｜ 年金特別会計の会計機関の補助者の任 須賀敬志郎
年金局事業企画課会計室予 年金局事業管理課厚生年金管 ｜年金局事業企画課長

命について 算係 理係長

H30.4.5I年管企発0405第3号 ｜ 年金特別会計の会計機関の補助者の任

命について
鈴木章二 年金局事業企画課会計室 年金局事業企画課課長補佐 ｜年金局事業企画課長

企業年金連合会の加入員記録の整備に伴う 日本年金機構事業企画部門担当理 厚生労働省年金局事業企

H30.4.9I年管企発0409第1号 ｜被保険者記録等の調査・確認に係る事務処 野村はるか 年金局事業企画課 事、事業推進部門（統括担当）担 画課長

理について（通知） 当理事

H30.4.9I年管企発0409第2号 ｜ 情報連携の準備状況について（平成30 佐藤崇宏
年金局事業企画課システム室 個人情報保護委員会事務局総 厚生労働省年金局事業企

年3月末） 情報企画第一係 務課長 画課長

l承認について
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

H30.4.lll年管企発0411第1号 対馬亮
約係 労働省年金局事業企画課長

H30.4.lll年管企発0411第2号 ｜対馬亮
｜年金局事業企画課会計室契｜

約係

｜支出負担行為担当官厚生

労働省年金局事業企画課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行者

H30.4.lll年管企発0411第3号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長H30.4.17I年管企発0417第1号 ｜金の配付額の内示について（超過勤務手 須賀敬志郎

当）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年算金係局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長H30.4.昨管企発04加号｜金の時の内示一て（超過勤務手 ｜須賀敬志郎

当）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年算係金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長山昨管企発O時 3号｜金の配怖の内示について（超過勤務手 ｜須賀敬志郎

当）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長山昨管企発O叩号｜阿付額の内示について（悶務手｜須賀敬志郎

当）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年算係金局事業企画課会計室予 l北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長H30.4.昨管制時5号｜金の配付額の内示について（超過勤務手 l須賀敬志郎

当）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年算金係局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長H30.4.昨管企発O時 6号向付額の内示ω て（超過勤務手 ｜須賀敬志郎

当）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企時計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名｜年金局事業企画課長問時管企発O時 7号｜金の刊の内示…て（超過勤務手 ｜須賀敬志郎

当）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名 ｜年金局事業企画課長H30.4.昨管企発0417第8号阿付額の内示について（超過勤務手 ｜須賀敬志郎

当）
算係

一】届書 作成一（Ver.l…て｜
｜年金局轄企陣システム室 I全国社A 保険労務士会連合会｜｜厚生労働省年金局事業企H30.4.20I年管企発0420第1号 ｜雇用保険の届書が正L〈作成できない事象及び対応に 中山卓也

ついて（全国社会保険労務士会連合会） システム企画係 ヱミ 画課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

【周知依頼】居書作成プログラム（Ver.17）において
年金局事業企画課システム室 厚生労働省年金局事業企

H30.4.20 年管企発0420第2号 雇用保険の届書が正しく作成できない事象及び対応に 中山車也 全国労働保険事務組合連合会
ついて（全国労働保険事務組合連合会）

システム企画係 画課長

平成30年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画課会計室予

H30.4.26 年管企発0426第1号 営費交付金の交付について（平成30年 朱雀公一郎 日本年金機構理事長 年金局事業企画課長

度5月分）
算係

H30.4.27 年管企発0427第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室
年金局事業管理課国民年金適

年金局事業企画課長
命について 用収納専門官早岡修

H30.4司27年管企発0427第3号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室 年金局事業企画課庶務係長 年金局事業企画課長
命について

H30.5.l 年管企発0501第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室
年金局事業管理課課長補佐

年金局事業企画課長
命について 他 3件

H30.5.l 年管企発0501第2号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室
年金局事業管理課課長補佐

年金局事業企画課長
命について 他 3件

H30.5.1 年管企発0501第3号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室
年金局事業管理課課長補佐

年金局事業企画課長
命について 他 3件

H30.5.1 年管企発0501第4号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

鈴木章二 年金局事業企画課会計室
年金局事業管理課課長補佐

年金局事業企画課長
命について 他 3件

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
年金局事業企画課会計室予

H30.5.l 年管企発0501第8号 付について（関東地方整備局総務部長ほか 朱雀公一郎
算係

関東地方整備局総務部長他1件 年金局事業企画課長

1件）

支出委任に関する支払元受高転換通知の送
年金局事業企画課会計室予

H30.5.1 年管企発0501第9号 付について（関東地方整備局総務部長ほか 朱雀公一郎 関東地方整備局総務部長他1件 年金局事業企画課長

1件）
算係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.5訓年管企発0508第1号 l健康保険印紙の不用決定について（平 峯隼人
年金局事業企画課会計室管 日本郵便株式会社代表取締役

成30年2月分） 財係 社長
年金局事業企画課長

H30.5.8I年管企発0508第2号 ｜ 健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告 峯隼人
年金局事業企画課会計室管

厚生労働大臣
物品管理官年金局事業企

について（平成30年2月分） 財係 画課長

H30.5.lll年管企発0511第1号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

H30.5.lll年管企発0511第2号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契 ｜支出負担行為担当官厚生

約係 労働省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（平成
｜支出官厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企

H30ふ161年管企発0516第1号 130年度6月分年金特別会計国民年金勘定基 白井友也 年金局総務課

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入） 会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成

町時管企発05蜘号問6月分年金特別会計国時勘定基｜白井友也

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入） 会計課長 ・ 画課長

開…叫一て（（…6月分｜ ｜支出宮 厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企
H30.5.16I年管企発0516第3号 l年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計へ高橋智弘

繰入・職務上年金給付費年金特別会計へ繰入） 会計課長 画課長

一……… （ （ 一 一 ｜ ｜支出官厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企
H30.5.16I年管企発0516第4号 ！年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計 高橋智弘

繰入・職務上年金給付費年金特別会計へ繰入） 会計課長 画課長

一…叫…（（ー6月分｜ ｜支出官厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企
H30ふ161年管企発0516第5号 ｜年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計へ高橋智弘

繰入・職務上年金給付費年金特別会計へ繰入） 会計課長 画課長

労働保険特別会計労災勘定から年金特別会

町時管企発05蜘号隔年金崎の資金の受入れに叶高橋智弘
｜官署支出官 厚生労働省労働｜厚生労働省年金局事業企

（平成30年度6月分）
基準局長 画課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.5.18I年管企発0518第1号｜．年金特別会計の会計機関の補助者のι任 鈴木章二
命について

年金局事業企画課会計室 年金局事業企画課監査室主査 ｜年金局事業企画課長

般会計から年金特別会計業務勘定への繰
｜年金局事業企画課会計室予 ｜大臣官房会計課長

間 .211年管企発O醐 1号 ｜ 入 に つ山平即時一明分仲雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

務取扱費）
算係

年金特会健康勘定から業務勘定への繰入に
｜年金局事業企画課会計室予 ｜保険局長

山 211年管企発O明 2号｜つ山平成30年第1同 6月分の業務取l朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

扱費）
算係

年金特別会計子ども・子育て支援勘定から
｜年金局鉛画課会計室予｜内閣府子ども 子育て本部審 ｜年金局事業企画課長

間昨管企発0521第3号｜業蹴への繰入につ山平成30年度第｜朱雀公一郎

1四半期6月分の業務取扱費）
算係 議官

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資
｜年金局事業企画課会計室予 ｜東北厚生局総務課長間岬管企発O問 4号｜金配伽肱 ついて（東北問委｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

員等旅費）
算係

平成30年度予算に係る日本年金機構運

｜年金局韓企画課会計室予 ｜日本年金機構理事長間 241年管企発O時 1号｜営費交付金の交付について（平成30年｜給公一郎 ｜年金局事業企画課長
算係

度6月分） ＼ 

支出委任に関する支払元受転換通知の
年金局事業企画課会計室予 ｜福岡財務支局財務主幹H30.6.ll年管企発0601第1号 ｜送付について（福岡財務支局財務主 朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

幹）
算係

H30.6.4I年管企発0604第1号 ．｜ E健成康保険印分紙）の不用決定について（平 峯隼人
年金局事業企画課会計室管 日本郵便株式会社代表取締役 ｜年金局事業企画課長

30年3月 財係 社長

年金特別会計への資金の繰入れについて「
｜支出宮 ｜厚生労働省年金局事業企

H30.6.5I年管企発0605第2号 130年度6月分年金特別会計国民年金勘定特高橋智弘
厚生労働省大臣官房会計課長 画課長

別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入）

｜再委託の承認について冨盟国冨 ｜年金局事業企画課会計室契 ｜支出負担行為担当官厚生
間 6.51年管企発06崎 3号 ｜対馬亮

約係 労働省年金局事業企画課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行者

再委託の承認について
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

H30.6.5I年管企発0605第4号｜ 対馬亮
約係 労働省年金局事業企画課長

「日本年金機構における官公署等からの照
厚生労働省年金局事業企

H30.6.6I年管企発0606第1号 ！会に係る回答様式の改正についてjの発出 浅河北泰志 年金局事業企画課企画係 厚生労働省保険局保険課長
画課長

について

H30.6.6I年管企発0606第2号 ｜ 健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告 峯隼人
年金局事業企画課会計室管

厚生労働大臣
物品管理官年金局事業企

について（平成30年3月分） 財係 画課長

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資
年金局事業企画課会計室予 ｜近畿厚生局総務課長H30.6.6I年管企発0606第3号 ｜金の配付額の追加内示について（近畿厚生 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

局）
算係

H30.6.12I年管企発0612第1号 ｜ 平成30年度における年金委員功労者厚 後藤裕治
年金局事業企画課情報公 地方厚生局年金調整課長、地 厚生労働省年金局事業企

生労働大臣表彰の実施について 開・社労土係 方厚生（支）局年金管理課長 画課長

H30.6.12I年管企発0612第2号 ｜ 平成30年度における年金委員功労者厚 後藤裕治
年金局事業企画課情報公 日本年金機構事業推進部門 厚生労働省年金局事業企

生労働大臣表彰の実施について 開・社労士係 （統括担当）担当理事 画課長

日本年金機構における官公箸等からの
厚生労働省年金局事業企

H30.6.13I年管企発0613第1号 ｜照会に係る回答様式の改正について 浅激泰志 年金局事業企画課企画係 労働基準局労災管理課長
画課長

（通知）

H30.6.14I年管企発0614第1号 職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵 年金局事業企画課庶務係 申請者 事業企画課長

年金特別会計健康勘定への繰入について（平成
年金局事業企画課会計室予 ｜保険局総務課長H30.6.14I年管企発0614第2号 130年度第1四半期独立行政法人福祉医療機構 朱雀公一郎 l年金局事業企画課長

納付金等相当財源健康勘定へ繰入）
算係

一般会計から年金特別会計業務勘定への繰

｜年算金係局事業企画課会計室予 ｜大臣官房会計課長即時管 企発06蜘号｜入について叩慨第2同 7fal7-rO) I給公一郎 ！年金局事業企画課長

業務取扱費）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金特別会計健康勘定から業務勘定への繰
年金局事業企画課会計室予 ｜保険局長H30.6.19I年管企発0619第2号 ｜入について（平成30年第2四半期7月分の業 朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

務取扱費）
算係

年金特別会計子ども・子育て支援勘定から
｜年金局事業企画課会計室予｜｜棚子ども祐本部審 ｜年金局事業企画課長H30.6.帥管企発06蜘号｜業務勘貯の繰入…て（平成3問第｜朱雀公一郎

2四半期7月分の業務取扱費）
算係 議官

H30.6.20l年管企発0620第1号｜社会保険労務士法の規定に基づく指定｜｜後藤裕治 ｜年金局事業企画課情報公 日本年金機構事業推進部門 ｜厚生労働省年金局事業企

に係る照会について 開・社労士係 （統括担当）担当理事 画課長

H30.6.26I年管企発0626第1号 対馬亮
｜年金局事業企画課会計蒙契 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

H30.6.26I年管企発0626第2号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契 ｜支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

平成30年度予算に係る日本年金機構運営費
年金局事業企画課会計室予 ｜日本年金機構理事長H30.6.27I年管企発0627第1号 ｜交付金の交付について（平成30年度7月 朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

分）
算係

日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条に規 厚生労働省年金局事業企画課
｜定する国庫納付金に係る債権発生通知の送付及び平成

池ケ谷幸太郎
年金局事業企画課会計室決 歳入徴収宮厚生労働省年金局

長、歳入徴収官厚生労働省年H30.6.29I年管企発0629第1号 30年度年金特別会計業務勘定歳入予算科目の設置申請
算係 事業企蘭謀長、厚生労働大臣

について 金局事業企画課長

H30.7.2I年管企発0702第1号 ｜ 健康保険印紙の不用決定について（平 峯隼人
年金局事業企画課会計室管 内閣府子ども・子育て本部審 ｜総括部局長年金局長

成30年4月分） 財係 議官

支出委任に関する支払元受転換通知の送付
｜年金局事業企画課会計室予｜人事院事務総局会計課長ほか3｜年金局事業企画課長

町 31年管企発0703第1号 l… 

件）
算係 件

支出委任に関する支払元受転換通知の送付
｜年金局事業企画課会計室予｜｜人事院事務総局会計課長ほ村 ｜年金局事業企画課長

町 31年管企発0703第2号｜ω て（人事院事務総開課長ほカ 3I朱雀公一郎

件）
算イ系 件



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

支出委任に関する支払元受転換通知の送付
年金局事業企画課会計室予 人事院事務総局会計課長ほか3

H30.7.3 年管企発0703第3号 について（人事院事務総局会計課長ほか3 朱雀公一郎 年金局事業企画課長

件）
算係 件

支出委任に関する支払元受転換通知の送付
年金局事業企画課会計室予 人事院事務総局会計課長ほか3

H30.7.3 年管企発0703第4号 について（人事院事務総局会計課長ほか3 朱雀公一郎 年金局事業企画課長

件）
算係 件

H30.7.3 年管企発0703第5号
健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告

峯隼人
年金局事業企画課会計室管

厚生労働大臣 年金局事業企画課長
について（平成30年4月分） 財係

平成30年度における年金委員功労者厚生労
年金局事業企画課情報公 地方厚生局年金調整課長、地 厚生労働省年金局事業企

H30.7.5 年管企発0705第1号 働大臣表彰の実施について」の一部改正に 後藤裕治
開・社労士係 方厚生（支）局年金調整課長 画課長

ついて

平成30年度における年金委員功労者厚生労
年金局事業企画課情報公

日本年金機構事業推進部門
厚生労働省年金局事業企

H30.7.5 年管企発0705第2号 働大臣表彰の実施についてjの一部改正に 後藤裕治 （相談・サービス推進部及び

ついて
開・社労士係

地域部）担当理事
画課長

一般会計から年金特別会計業務勘定への繰
年金局事業企画課会計室予

H30.7.12 年管企発0712第1号 入について（平成30年度第2四半期8月分の 朱雀公一郎
算係

大臣官房会計課長 年金局事業企画課長

業務取扱費）

年金特別会計健康勘定から業務勘定への繰
年金局事業企画課会計室予

H30.7.12 年管企発0712第2号 入について（平成30年第2四半期8月分の業 朱雀公一郎
算係

保険局長 年金局事業企画課長

務取扱費）

年金特別会計子ども・子育て支援勘定から
年金局事業企画課会計室予 内閣府子ども・子育て本部審

H30.7.12 年管企発0712第3号 業務勘定への繰入について（平成30年度第 朱雀公一郎
算係 議宮

年金局事業企画課長

2四半期8月分の業務取扱費）

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成30年

年管企発0720第1号
度8月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出

高橋智弘 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

H30.7.20 
金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
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30年

年管企発0720第2号
度8月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出

高橋智弘 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

H30.7.20 
金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
会計へ繰入）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・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（（平成30年

H30.7.20I年管企発0720第3号 ｜ E度B月分年金特別会計厚生年金勘定）基積年金拠出 高橋智弘 年金局総務課
支出宮厚生労働省大臣官房 厚生労働省年金局事業企

金等年金特別会計へ繰入・職湯上年金給付費年金特別 会計課長 画課長
会計へ繰入）

労 … … 災勘定方ら年金特叶

H30.7.20I年管企発0720第4号 ｜計厚生年金勘定への資金の受入れについて高橋智弘
｜宮署支出官厚生労働省労働｜厚生労働省年金局事業企

（平成30年度8月分）
基準局長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成
｜支出官 厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企

即時管企発0720第5号 13叩月分年金特別会計国時勘定基｜白井友也

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成 l支出官 厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企…OJ年管企発0720第6号向8月分年金特問一勘定基｜白井友也

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入） 会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成
｜支出宮厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企

H30.7.20I年管企発0720第7号 l3o年度8月分年金特別会計国民年金勘定基 白井友也 年金局総務課

礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
会計課長 画課長

H30.7.23I年管企発0723第1号
年金局事業企画課会計室契｜ 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

平成30年度予算に係る日本年金機構運営費
年金局事業企画課会計室予 l

H30.7.25I年管企発0725第1号 ｜交付金の交付について（平成30年度8月 朱雀公一部 算係 日本年金機構理事長 ｜年金局事業企画課長

分）

H30.7.25I年管企発0725第2号 職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵 年金局事業企画課庶務係 事業企画課長

H30.7.26I年管企発0726第1号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

「社会保障各制度における利用者等への必

｜年金局事業企画課企画係附 301年管企発吋
｜厚生労働省年金局事業企

ついて
画課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H30.7.31 年管企発0731第1号 社会保険労務士の懲戒処分について 後藤裕治
年金局事業企画課情報公

関東信越厚生局年金調整課長 事業企画課長
開・社労士係

H30.7.31 年管企発0731第2号 社会保険労務土の懲戒処分について 後藤裕治
年金局事業企画課情報公

日本年金機構事業企画部長 事業企画課長
開・社労土係

年金特別会計への資金の繰入れについて（平成
支出宮 厚生労働省年金局事業企

H30.8.2 年管企発0802第1号 30年度8月分年金特別会計国民年金勘定特 高橋智弘 年金局総務課

別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入）
厚生労働省大臣官房会計課長 画課長

H30.8.2 年管企発0802第2号 職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵 年金局事業企画課庶務係 申請者 事業企画課長

H30.8.7 年管企発0807第1号
健康保険印紙の不用決定について（平

峯隼人
年金局事業企画課会計室管 日本郵便株式会社代表取締役

年金局事業企画課長
成30年5月分） 財係 社長

マイナンバー未収録者リストの送付に
地方厚生（支）局年金調整 厚生労働省年金局事業企画課

H30.8.8 年管企発0808第1号
ついて（協力依頼）

荒牧真吾 年金局事業企画課 課長 長、厚生労働省年金局事業管

年金管理課長 理課長

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資
年金局事業企画課会計室予

H30.8.8 年管企発0808第2号 金の配付額の追加内示について（北海道厚 須賀敬志郎 北海道厚生局総務課長 年金局事業企画課長

生局）
算係

H30.8.9 年管企発0809第1号
健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告

峯隼人
年金局事業企画課会計室管

厚生労働大臣 年金局事業企画課長
について（平成30年5月分） 財係

一般会計から年金特別会計業務勘定への繰
年金局事業企画課会計室予

H30.8.20 年管企発0820第1号 入について（平成30年度第2四半期9月分の 朱雀公一郎
算係

大臣官房会計課長 年金局事業企画課長

業務取扱費）

年金特別会計健康勘定から業務勘定への繰
年金局事業企画課会計室予

H30.8.20 年管企発0820第2号 入について（平成30年度第2四半期9月分の 朱雀公一郎
算係

保険局長 年金局事業企画課長

業務取扱費）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金特別会計子ども・子育て支援勘定から
年金局事業企画課会計室予 内閣府子ども・子育て本部審 ｜年金局事業企画課長H30.8.20I年管企発0820第3号 i業務勘定への繰入について（平成30年度第 朱雀公一郎

2四半期9月分の業務取扱費）
算係 議官

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資 l年金局事業企画課会計室予 ｜東北厚生局総務課長H30.8.20I年管企発08捌号｜吋憾の追問…て（間生｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

局）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資
｜年金局事業企画課会計室予 ｜東北厚生局総務課長問 201年管企発O問 5号 l問付額の追附…て（間生｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

局）
算係

H30.8.23I年管企発0823第2号，｜年金特別会計の会計機関の補助者の任 鈴木章二
命について

年金局事業企画課会計室 ｜年金局事業企画課庶務係長 ｜年金局事業企画課長

草委託の承認について（
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

H30.8.24I年管企発0824第1号 対馬亮
約係 労働省年金局事業企画課長

H30.8.27I年管企発0827第2号 ｜ l対馬亮
｜年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当宮厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

H30.8.271年管企発0827第3号 ｜対馬亮
｜年金局事業企画課会計四｜

約係

｜支出負担行為担当官厚生

労働省年金局事業企画課長

H30.8.28I年管企発0828第1号 対馬亮
｜年金局事業企画課会計室契

約係

｜支出負担行為担当官厚生

労働省年金局事業企画課長

H30.8.28I年管企発0828第2号 ｜営費交付金の交付について（平成30年 朱雀公一郎 年金局事業企画課会計室予 ｜日本年金機構理事長 ｜年金局事業企画課長

度9月分）
算係

H30.8.28I年管企発0828第3号 ｜ 年金特別会計の会計機関の補助者の任
免について

鈴木章二 年金局事業企画課会計室 年金局事業企画課システム室 ｜年金局事業企画課長

長相津浩也他1名



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成30年度年金特別会計業務勘定に係

年金局事業企画課会計室予．｜関東信越厚生局総務課長H30.8.30I年管企発0830第1号 iる資金の配付額の追加内示について 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

（関東信越厚生局）
算係

年金特別会計健康勘定への繰入について（平成
年金局事業企画課会計室予 l保険局総務課長H30.8.3ll年管企発0831第2号 l3o年度第2四半期強立行政法人福祉医療機構 朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

納付金等相当財源健康勘定へ繰入） 算係

数理統計システム（被用者年金一元化統計
年金局事業企画課会計室契

支出負担行為担当官厚

H30.9剖年管企発0903第1号 ｜システム）の統計機能改善改修に係る競争 対馬亮 生労働省年金局事業企画

入札の結果について
約係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資
年金局事業企画課会計室予 ｜九州厚生局総務課長H30.9.6I年管企発0906第1号 ｜金の配付額の追加内示について（九州厚生 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

局）
算係

H30.9.6I年管企発0906第2号
健康保険印紙の不用決定について（平

峯隼人
年金局事業企画課会計室管 日本郵便株式会社代表取締役 ｜年金局事業企画課長

成30年6月分） 財係 社長

H30.9.10I年管企発0910第1号 職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵 年金局事業企画課庶務係 申請者 ｜事業企画課長

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

算年係金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名H30.9.10I年管企発0910第2号 ｜金の配付額の追加内示について（年金記録 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き：下半期分）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名問帥管企発09蜘号｜金の時の追加内示ω て（年金記録｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手f続き：下半期分）/ 
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年算係金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名H30.9.帥管企発09蜘号同怖の追加内示 問 い て （ 年 金 記 録 ｜ 須 賀 敬 志 郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き：下半期分）

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名叩 1間企発09蜘号 i金の悶の追加内示ω て（年金記録｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き：下半期分）
算係



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

年金局事業企画課会計室予 l北海道厚生局総務課長外7名H30.9.10I年管企発0910第6号 ｜金の配付額の追加内示について（年金記録 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き：下半期分）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名叩附管企館倒発剤09引910叩蜘0 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き目下半期分）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

｜年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名即時管企発0910第8号 向付 額の 追加内示につ円（年開｜須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き 下半期分）
算係

平成30年度年金特別会計業務勘定に係る資

年金局事業企画課会計室予 ｜北海道厚生局総務課長外7名H30.9.1DI年管企発0910第9号 ｜金の配付額の追加内示について（年金記録 須賀敬志郎 ｜年金局事業企画課長

の訂正手続き：下半期分）
算係

H30.9.lll年管企発0911第1号 対馬亮
年金局事業企画課会計室契｜ 支出負担行為担当官厚生

約係 労働省年金局事業企画課長

労働保険特別会計労災勘定から年金特別会
年金局総務課厚生年金保険「署支出官 厚生労働省労働｜厚生労働省年金局事業企

H30.9.18I年管企発0918第2号 ｜計厚生年金勘定への資金の受入れについて 高橋智弘
財政係 基準局長 画課長

（平成30年度10月分）
年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成30年

｜度附年金特一一一年金拠出｜
H30.9.18I年管企発0918第3号 金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 高橋智弘

｜年金局総務課厚生年金保険｜支出官 厚生労働省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企

財政係 会計課長 画課長
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30年

H30.9.18I年管企発0918第4写ロ I度10月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金拠出 l｜高橋智弘 ｜年金局総務課厚生年金保険｜支出官厚生労働省大臣官房｜間働省年金局事業企

金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 財政係 会計課長 画課長
会計へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れLついて（（平成30年

度附年金特一一）基一｜ ｜年金局総務課厚生年金保険｜支出官厚明省大臣官房｜厚生労働省年金局事業企
H30.9.18I年管企発0918第5号 ｜目金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費年金特別 高橋智弘

財政係 会計課長 画課長
会計へ繰入）

年金特別会計への一入れについて ｜ 
｜年金局総務課国時財政｜支出官厚生労働省大臣官房 ｜年金局事業企画課長H30.9.18I年管企発0918第8号 I c平成30年度10月分年金特別会計国民年金勘白井友也

定基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入）
係 会計課長



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金特別会計への資制繰入れについて ｜ 
｜年金局総務課国時財政｜｜支出官厚明省大臣官房 ｜年金局事業企画課長H30.9.18I年管企発0918第9号 ｜（平成30年度10月分年金特別会計国民年金勘白井友也

定基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入） 係 会計課長

般会計から年金特別会計業務勘定への繰
｜年金局事業企画課会計室予 ｜大臣官房会計謀長町時管企発0919第1号｜入…（平 成3惜第3四半期1叶朱雀公一郎 l年金局事業企画課長

の業務取扱費）
算係

年金特別会計健康勘定から業務勘定への繰
｜年金局事業企画課会計室予 ｜保険局長H30.9.時 管企発O峨 2号｜入ω て（平成30年開 問10叶朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

の業務取扱費）
算イ系

年金特別会計子ども・子育て支援勘定から
｜年金局事業企画課会計室予 I内閣府間持て本部審 ｜年金局事業企画課長H3却0.9肌9引1帥管企餓倒発剰09蜘号｜業務加の繰入について仰向第l朱雀公一郎

3四半期10月分の業務取扱費）
算係 議官

平成30年度予算に係る日本年金機構運営費
年金局事業企画課会計室予 ｜日本年金機構理事長H30.9.25I年管企発0925第1号 ｜交付金の交付について（平成30年度10月 朱雀公一郎 ｜年金局事業企画課長

分）
算係

委託の承認について（
年金局事業企画課会計室契 支出負担行為担当官厚生

H30.9.27I年管企発0927第1号
約係 労働省年金局事業企画課長


