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文書番号 決裁日 イ牛名 起案担当課・係 起案者 i起案日 i施行先 l施行者

年発0401第1号 H23.3.23 年金数理人名簿への登載について 年金局数理課 佐野壮一郎 H23.3.8 
年金数理人名簿新規登

年金局長
載者

関東信越厚生局長、四

年発0401第7号 H23.4.1 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.4.1 
国厚生支局長、九州厚

年金局長
係 生局長、北海道厚生局

長

年発0401第11号 H23.3.31 
平成23年度の年金委員の活動等に 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.3.22 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(伺い) 監理・社労士係

国民年金法施行令第十条第二項の

年発0401第14号 H23.3.25 
規定に基づき国民年金の保険料を 年金局事業管理課

小林 孔 H23.3.23 
日本年金機構理事長、

年金局長
追納する場合に納付すべき額を定 企画係 地方厚生(支)局長
める件等について(通知)

年発0401第16号 H23.4.1 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.4.1 大臣官房人事課長 年金局長
係

歳入歳出外現金出納官吏及び最入
年金局事業企画課 資金前渡官吏大和田

年発0401第21号 H23.4.1 歳出外現金出納宮吏代理並び資金 古谷裕之 H23.4.1 年金局長
前j度宮吏の任命について

会計室予算係 英 男 外1名

予規に算係定決にる算基検及づ査び員く会の出計納発令令官第 11 替6検条由査 年金局事業企画課
年発0401第22号 H23.4.1 吏の交

会計輩予算係
古谷裕之 H23. 4.1 検査員野口直 年金局長

について

年発0404第1号 H23.4.4 身分誌明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23.4.1 大臣官房人事課長 年金局長
係

行政財産(土地)の使用状況実態
年金局事業企画課

年発0406第1号 H23.4.6 監(査報告の)フォローアップについて 会計室管財係
秋本真志 H23.4.4 財務省関東財務局長 年金局長

年発0407第1号 H23.4.7 
数次往復公用旅券の発給請求につ 年庶金務係島国際年金課 紀野ひとみ H23.4.7 大臣官房国際課長 年金局長
いて
年金記録に係るコンビュータ記録

年金局事業企画課
年発0408第1号 H23.4.8 政と紙主台に帳等の突合せ業務実施要領 記録整備係

問中洋之 H23.4.8 日本年金機構理事長 年金局長

ついて

年発0411第1号 H23.4.11 各省各庁(報所告管普)通財産実態監査に
ついて

会年金計室局 事管財業企係画課 秋本真志 H23.4.7 |財外務3者省北海道財務局長 年金局長

平成22年度菌民年金基金等給付
年金局企業年金国民 官署支出官

支出負担行為
年発0411第2号 H23.4. 11 費負担金交付額の確定について

年金基金課
西健一徳 H23.4.6 

大臣官房会計課長
担当官年金局

(局長印) 長

年発0412第1号 H23.4.12 平成23年秋の叙勲候補者の推薦 年係金局総務課職員 塩入雅彦 H23.4.12 大臣官房人事課長 年金局長
について

年発0413第1号 H23.4.13 在外公館における便宜供与依頼に 年庶金務島係 国際年金課 紀野ひとみ H23.4.12 外務省中南米局長 年金局長
ついて



平成22年度年金制度改革検討調
年金局年金課企画 官署支出官 大臣官房

支出負担行為
年発0414第1号 H23.4.14 査C交に針係盤る国位確民年定金巨事務取扱交付金 法令第三係

堀本 陽司 H23.4.11 
会計課長 i担長当官年金局

ついて

年発0415第1号 行23.4.15職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.4.15 大臣官房人事課長 年金局長
係

不作為違法確認請求事件(平成2 法務省大臣官房訟務総
年発0415第2号 H23.4.15 回3報年に(行ウ)第3号)に係る調査 年金局事業管理課 堀勝 博 H23.4.8 務括審局議長官、前橋地方法 年金局長

ついて
平成22年度年金制度改革検討調

年金局年金課企画 官署支出官大臣官房
年発0418第1号 H23.4.18 !査の支に係払る国民年い金て事(依務取頼扱)交付金 法令第三係

堀本陽司 H23.4.15 
会計課長

年金局長
いにつL

年発0419第1号 H23.4.19 普の通提財出産にの実地監(査対近にか畿財か務る資局料) 
ついて

|年会金計局室事管財業企係画課 秋本真志 H23.4.14 財務省近畿財務局長 年金局長

年発0421第1号 H23.4.21 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代情 H23.4.20 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0425第1号 H23.4.25 海外渡航に伴う事務取扱について l年係金局総務課人事 小林代悟 H23.4.21 大臣官房人事課長 年金局長

年発0426第1号 H23.4.26 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.4.26 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0426第6号 H23.4.26 職員の復職について(内申)
年金馬総務課人事

小林代悟 H23.4.25 大臣官房人事課長 年金局長
係

平成23年度国民年金基金連合会 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

年発0426第7号 H23.4.26 事務費補助金の支出負担行為につ |年年金金基指金導課係 確定拠出
村間正教 H23.4.18 

計課長
年金局長

いて

年発0428第1号 H23. 4. 28 
数次往復公用旅券の返納手続きに |庶年金務係局国際年金課 紀野ひとみ H23.4.25 大臣官房国際課長 年金属長
ついて

年発0428第2号 H23.4.28 
数次往復公用旅券の発給請求につ 年庶金務係局国際年金課 紀野ひとみ H23.4.25 大臣官房国際課長 年金局長
いて
厚生年金基金の将来期間の代行部
分に保る支給義務の停止の認可に 年金局企業年金国民

日建・レンタコムゲ
年発0501第2号 H23.4.28 ついて CH23.5.1付日建・レンタ 年金基金課指導調整 細野 満 H23.4.25 

ループ厚生年金基金
年金局長

コムグループ厚生年金基金) 係
〈局長)

全労済厚生年金基金の将来期間の 年金局企業年金国民
年発0501第3号 H23.4.25 代行部分に係る支(給島義長務)の停止の 年係金基金課指導調整 朝野陽子 H23.4.19 全労済厚生年金基金 年金局長

認可について
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 |起案日 |施行先 l施計者

マルコ厚生年金基金の将来期間の 年金局企業年金国民
年発0501第1号 H23.5.1 代行部分に係る支給義務の停止の 年金基金課指導調整 朝野陽子 H23. 5.1 マルコ厚生年金基金 年金局長

認可について (局長) 係

年発0502第1号 H23.5.2 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.5.2 大臣官房人事課長 年金局長
係

東日本大震災に対揺するための特

年発0502第3号 H23.5.2 
別の財政援助及び助成に関する法 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.5.2 日本年金機構理事長 年金局長
律における摩生年金保険等の特例 厚生年金保験管理係
措置について(通知)

東日本大震災に対処するための特

年発0502第4号 H23.5.2 
別の財政援助及び助成に関する法 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.5.2 地方厚生局(支)長 年金局長
律における厚生年金保険等の特例 厚生年金保険管理係
措置について

「国民年金法施行規則等の一部を
年金局事業管理課 日本年金機構理事長、

年発0510第1号 H23. 5. 10 改正する省令」の公布について 藤原淳一 H23.4.19 年金局長
(通知)

企画係 地方厚生(支)局長

年発0511第1号 H23.5.11 職員の人事異動について(内申)
年金属総務課人事

小林代悟 H23.5.11 大臣官房人事課長 年金局長
係

平成23年度固有資産等所在市町
年金局事業企画課

年発0512第1号 H23.5.12 村交付金の交付について(交付決
会計室管財係

秋本真志 H23.5.6 小樽市長外3市町村長 年金局長
定)

平成23年度国民年金基金等給付 年金局企業年金国民
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
年発0516第1号 H23.5.16 費負担金の交付決定について 年金基金課国民年金 西{章一徳 H23.4.27 

計課長
担当官年金局

(局長印) 基金係 長

年発0516第2号 H23.5.16 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.5.16 大臣官房人事課長 年金局長
|係

年発0516第3号 H23.5.16 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23.5.16 大震官房人事課長 年金局長
係

年発0517第1号 H23. 5. 17 
訴えの取下げに対する同意の可否

年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 5. 13 千葉地方法務局長 年金局長
について(回答)

年発0517第2号 H23.5.17 
平成23年春の叙勲受章者の内定 年金局総務課職員

塩入雅彦 H23.5.13 大臣官房人事課長 年金局長について(回答) 係

年金記録に係るコンビュータ記録
年金局事業企画課

年発0520第1号 H23. 5. 20 と紙台帳等の突合せ事業の実施に
記録整備係

田中洋之 H23.5.19 日本年金機構理事長 年金局長
ついて

年金局総務課職員
独立行政法人経済産業

年発0520第2号 H23. 5. 20 職員の無報酬兼業について
係

塩入雅彦 H23.5.19 研究所 年金局長
理事長及川耕造



障害車生年金不支給決定取消請求
法務省大臣官房訟務総

年発0524第1号 H23. 5. 24 
事件(新潟地裁平成23年(行

年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 5. 19 括審議官及び新潟地方 年金局長
ウ)第4号)に係る調査回報につ

法務局長
いて

年発0525第1号 H23. 5. 25 
在外公館における便宜供与依頼に 年金係局面際年金課 紀野ひとみ H23. 5. 24 

外務省アジア大洋州属
年金局長

ついて 庶務 長

年発0527第1号 H23.5.27 
「報酬の実態に即した標準報酬月 年金局事業管理課

高梨大輔 H23. 5. 26 総務省行政評価局長 年金局長
額の決定」について(回答) 車生年金保険管理係

平成23年度日本一年金機構等に対
年金局事業企画課

年発0530第1号 H23. 5. 30 監査室システム監査 佐藤健悦 H23.5.27 日本年金機構理事長 年金局長
するシステム監査の実撞について

係

「情報漏えい事案の発生防止のた
年金馬事業企画課

年発0530第2号 H23.5司 30めのアクション・プラン」に係る
監査室

斎藤信義 H23. 5. 27 日本年金機構理事長 年金局長
特別監査の実施について

年発0530第3号 H23. 5. 30 
厚生年金保険料等の納付の猶予に 年金局事業管理課

高梨大輔 H23. 5. 23 日本年金機構理事長 年金局長
ついて 厚生年金保険管理係

年発0530第4号 H23.5.30 
厚生年金保験料等の納付の猶予に 年金局事業管理課

高梨大輔 H23. 5. 23 地方厚生(支)局長 年金局長
ついて 厚生年金保験管理係

年発0531第1号 H23.5.31 
普通財産の実地監査にかかる資料 年金馬事業企画課

秋本真志 H23.5.27 財務省関東財務局長 年金局長
の提出について(対関東財務局) 会計室管財係

夏期の電力需給対策に係る「節電
所管法人の長、各基金

年発0531第2号 H23.5.31 実行計画Jの策定・公表等につい 年金局総務課 井口卓也 H23.5.31 年金局長
て(依頼)

の長



|文書番号 |決裁日 |件名 |起案担当課・係 |起案者 起案日 施行先 施行者

不作為違法確認請求事件(東京地 法括審務議省大官，臣東官房京訟法務務総局
年発0601第1号 H23.6.1 方裁判所平成23年(行ウ)第 年金局事業管理課 本山和也 H23.5.27 年金局長

223号)に係る調査回報について 長

年発0601第2号 H23.6.1 l料校行政の・決童財…定堂運につ営輩い許て可(社に…会保院大学用 年金局事業企画課
秋本真志 H23.5.27 年金局長

務)
会計室管財係 ~t工!

損第い害て5賠7償9事号件)に(平係成る調2査3年回報(ワに)つ l法括審務議省大官、臣仙官房台訟法務務総局
年発0603第1号 H23.6.3 年金局事業管理課 小川 哲男 H23. 5. 26 年金局長

長

年発0603第2号 H23.6.3 伝平(達成回式答2等) 3年春の叙勲受章肉定者の
への出欠確認について 係年金局総務課職員 塩入雅彦 H23.5.30 大震官房人事課長 年金属長

厚生年金保険支払等請求事件(平 法務省大臣官房訟務総
年発0607第1号 H23.6.3 成23年間報(行にウ)第75号)に係 年金島事業管理課 堀勝博 H23.5.27 |括長審議官、大阪法務局 年金局長

る調査 ついて

社会保険病院及び厚生年金病院に l北都町海道長道府知県知事殿事且他ぴ区9市0 年発0608第1号 H23.6.8 年金島事業企画課 岩佐真吾 H23.6.3 年金局長
関する意向の再確認について

平成23年度における国民年金事
年発0609第1号 H23.6.9 務費交付金等の概算交付申請につ 年金局事業管理課 鈴木利和 H23.6.7 地方厚生(支)局長 年金局長

いて

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0609第2号 H23.6.9 報告等について(平成22年度3
会計室管財保

秋本真志 H23.6.7 厚生労働大臣 |年金局長
月分)

損害賠償請求事件(平成23年 法務省大臣官房訟務総
年発0610第1号 H23.6.10 (ワ)第 13730号)に係る調 年金属事業企画謀 都竹克宜 H23.6.10 括審議官、東京法務島 |年金局長

査団報について 長

年発0610第2号 H23.6.10 
東日本大震災に伴う厚生年金保険 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.6.9 日本年金機構理事長 年金局長
料等の納期限等の指定について 厚生年金保険管理係

年発0610第3号 H23. 6. 10 
東日本大震災に伴う厚生年金保険 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.6.9 地方厚生(支)局長 年金局長
料等の納期限等の指定について 厚生年金保険管理係

年発0610第4号 H23. 6. 10 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.6.10 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0610第5号 H23.6.10 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代J橿 H23.6.10 大臣官房入事課長 年金局長
係

|す公日本布る年省に金令つ駒のい一て部財を務改及正すび舗る省令にの関 年金局事業企画課
年発0613第1号 H23.6.13 野ロ直 H23. 6. 13 日本年金機構理事長 年金局長

会計室決算係



年発0614第1号 H23.6.14 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23.6.14 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0615第1号 H23.6.15 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.6.15 北海道厚生局長 年金局長
係

国家公務員倫理法第23条第3項
年金局総務課職員

年発0616第1号 H23.6.16 に規定する調査報告結果について 塩入雅彦 H23.6.15 大臣官房人事課長 年金局長
(追加報告)

係

「厚生年金基金の指導監督につい

年発0617第1号 H23.6.16 
て」及び「国民年金基金の指導監 年金局企業年金国民

金森一浩 H23.6.16 地方厚生(支)局長 年金局長
督等について」の一部改正につい 年金基金課
て

年発0622第1号 H23. 6. 22 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23. 6. 22 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0622第2号 H23. 6. 22 
平成22年度年金特別会計業務 年金局事業企画課

久保田孝生 H23.6.17 財務省理財局長 年金局長
勘定収支実績表の提出について 会計室出納係

予算決算及び会計令に規定する契 年金局事業企画課
支出負担行為担当官厚

年発0624第1号 H23. 6. 24 
約審査委員の指定について 会計量契約係

橋本典久 H23. 6. 22 生画労課働長省年金局事業企 年金局長

年発0624第2号 H23.6.24 
特定調達契約に係る苦槽の処理に 年金局事業企画課 P

古谷裕之 H23. 6. 22 
年金局事業企画課会計

年金局長
当たる職員の指定について 会計室予算係 室契約係長橋本典久

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課 白井市教育委員会教育

年発0627第1号 H23. 6. 27 ついて(社会保険大学校運動施設
会計室管財係

秋本真志 H23. 6. 24 
長

年金局長
開放 :7月分)

年発0628第1号 H23. 6. 28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 6. 24 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0628第2号 H23.6.28 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代情 H23. 6. 24 大臣官房人事課長 年金属長
係

年発0628第3号 H23. 6. 28 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 6. 24 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0628第4号 H23. 6. 28 職員の人事異動について(内申)
年金属総務課人事

小林代悟 H23. 6. 24 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0628第5号 H23.6.28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 6. 24 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0628第6号 H23.6.28 職員の復職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.6.28 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0628第8号 H23.6.28 会計機関の任命にづいて l年会金計局室事7箪業企係画課 古谷裕之 H23.6.28 |大敬志臣郎官房総務課 須賀 年金局長

年発0629第1号 H23. 6. 29 
各省各庁所管普通財産の総点検に 年金局事業企富課

秋本真志 H23.6.23 
財務省北海道財務局長

年金局長
ついて(報告) 会計室管財係 外3者

年発0629第2号 H23. 6. 29 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 6. 29 大臣官房人事課長 年金局長
係

L一一一一



年発0630第1号
国民年金・厚生年金保険障害認定 l年金局事業管理課

の一部改正について i障害認定企画係
長尾忍H23.6. 

年発0630第2号

年発0701第1号

十瓦間耐伺師管理H23. 6. 301身分証明書発行等申請 l::lE/"J ~'f:Jji:A' 1!I"，:c I大井美香

年金数理人名簿への登載及び登載
H23.6.151 1年金局数理課 |佐野壮一郎

抹消について

日本年金機構理事長、
国家公務員共済組合連
合会理事長、地方公務
員共済組合連合会理事

H23.6.24l l年金局長
長、日本私立学校振
興・共済事業団理事
長、農林漁業団体職員
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.晶ーー'-""".1":'
文書番号 決裁日 |件名 |起案担当課・係 |起案者 |起案日 |施行先 施行者

「地方厚生(支)局における「固
年発0701第2号 H23. 7. 1 毘の皆様の声」の集計についてJ 年金局総務課 井口卓也 H23. 7. 1 地方厚生(支)局長 年金局長

の一部改正について

障害基礎年金支給処分の変更等語
法務省大臣官房訟務総

年発0705第2号 H23.7.5 
求事件(横浜地裁平成23年

年金属事業管理課 吉田哲弘 H23.6.27 括審議官及び横浜地方 年金局長
(行ウ)第45号)に係る調査回

報について
法務局長

障害基礎年金不支給等処分取消請
法務省大毘官爵訟務総

求事件(福岡地方裁判所平成2
年発0706第2号 H23. 7舗 6

3年(行ウ)第7号)に係る調査
年金局事業管理課 本山和也 H23. 6. 28 括審議官，福岡法務局 年金局長

回報について
長

年発0706第4号 H23.7.6 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.7.5 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0706第5号 H23.7.6 職員の人事異動について(内申) 係年金属総務課人事 小林代悟 H23.7.5 大臣宮薦人事課長 年金局長

年発0707第1号 H23. 7. 7 身分証明書発行等申請 係年金馬総務課管理 大井 美 香 H23. 7. 7 大臣宮房人事課長 年金局長

損害賠償請求事件(宮崎地方裁判
法務省大臣官房訟務総

年発0711第1号 H23. 7. 11 
所延岡支部平成23年(ワ)第

年金局事業管理課 本山和也 H23.7.4 括審議官，宮崎地方法 年金局長1 1 2号)に係る調査回報につい
務局長

て

年発0713第1号 H23. 7. 13 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23. 7. 13 大臣官房人事課長 年金局長
保

年金保険料納付確認調停事件(平 法務省大臣官房訟務総
年発0713第3号 H23. 7. 13 成23年(ノ)第626号)に係 年金局事業管理課 小111 哲男 H23. 7. 11 括審議官、東京法務局 年金局長

る調査回報について 長

年発0714第1号 H23. 7. 14 
職員の政府間交渉参加に係る外務 年金島総務課人事

小林代悟 H23. 7. 12 外務省アジア大洋州局
年金局長

事務官併任発令の依頼について。 係 長

年金記録に係るコンビュータ記録
年金局事業企画課

年発0715第2号 H23. 7. 15 と紙台帳等の突合せ業務実施要領 田中 洋 之 H23. 7. 15 日本年金機構理事長 年金局長
改正について

記録整備係

年発0715第3号 H23. 7. 15 
訴訟救助申立事件に係る抗告に関 年金局国際年金課

安部愛子 H23. 7. 15 福岡法務局長 年金局長する意見について(回報) 企画係

独立行政法人年金・健康保険福祉 独立行政法人年金・健
年発0719第1号 H23. 7. 19 施設整理機構の会計監査人の選任 年金局事業企画課 都竹克宜 H23. 7. 13 康保検福祉施設整理機 年金局長

について(通知) 構理事長



平成二十二年四月以降において発
生が確認された口蹄疫に起因して

年発0721第3号 H23.7.21 
生じた事態に対処するための手当 年金局事業管理課

小林 孔 H23.7.20 (省令公布のため) 年金局長
金等についての健康保険法施行規 企画係
則等の臨時特例に関する省令!こっ
いて

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0722第1号 H23.7.22 報告等について(平成23年度4
会計室菅財係

秋本真志 H23. 7. 14 厚生労働大臣 年金局長
月分)

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画諜 白井市教育委員会教育

年発0726第1号 H23.7.26 ついて(社会保険大学校運動施設
会計室管財係

秋本真志 H23. 7. 14 
長

年金局長
開放 :8月分)

年発0726第2号 H23.7.26 
職員の政府間交渉参加に係る外務 年金属総務課人事

小林代悟 H23.7.22 
外務省アジア大洋州島

年金局長
事務官併任発令の依頼について 保 長

年発0727第1号 H23.7.27 
社会保韓審議会年金部会委員の推 年金局総務課庶務

関田 裕 嗣 H23.7.27 
日本労働組合総連合会

年金局長
薦について(年金部会) 係 会長古賀伸明

社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務
(社)日本経済団体連合

年発0727第2号 H23. 7. 27 間田裕嗣 行23.7.27会会長米倉弘昌 年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係

他

社会保障審議会短時間労働者への

年発0727第3号 H23.7.27 
社会保険適用等に関する特別部会 年金局年金課企画

堀本陽司 H23.7.27 
日本労働組合総連合会

年金局長
(仮称)委員の推薦について(依 法令第三保 長古賀伸明

頼)

雇用保験法等の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う関係政令の

年金島事業管理課
年発0727第4号 H23.7.27 整備等及び経過措置に関する政令

年金給付管理係
安粛恭平 H23.7.27 日本年金機構理事長 年金局長

の一部を改正する政令等の施行に
ついて(通知)

東日本大震災に係る健康保険法及

年発0728第1号 H23.7.28 
ぴ厚生年金保険法における標準報 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.7.26 日本年金機構理事長 年金局長
醐月額の定時決定の取扱いに係る 厚生年金保険管理係
特例措置について

東日本大震災に係る健康保険法及

年発0728第2号 H23. 7. 28 
び厚生年金保険法における標準報 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.7.26 地方厚生(支)局長 年金局長
酬月額の定時決定の取扱いに係る 厚生年金保険管理係
特例措置について

未支給年金支払請求事件(岡山地 法務局大臣官房訟務総
年発0728第3号 H23.7.27 裁平成23年(行ウ)第 15 年金島事業管理課 吉田哲弘 H23.7.21 括審議官及び岡山地方 年金局長

号)に係る調査回報について 法務局長



未支給年金支払請求事件(岡山地 法務省大臣官房訟務総
年発0728第4号 H23.7.27 裁平成23年(行ウ)第 19 年金局事業管理課 吉田哲弘 H23. 7. 21 括審議官及び間山地方 年金局長

号)に係る調査回報について 法務局長

厚生年金保険の第四種被保険者の

年発0729第1号 H23.7.29 
保険料を前納する場合の期間及び 年金局事業管理課

川口万里子 H23.7.5 日本年金機構理事長 年金局長
納付すべき額の告示について(通 厚生年金保険管理係
知)

「平成二十二年四月以降において
発生が確認された口蹄疲~臨時特

年金局事業管理課 日本年金機構理事長、
年発0729第2号 H23.7.21 例に関する政令Jにおける障害基 小林孔 H23.7.20 年金局長

礎年金等の所得の算定の特例等に
企画係 地方厚生(支)尾長

ついて(通知)

平成22年度「国有財産増減及び
年金局事業企画課

年発0729第4号 H23. 7. 11 現在額計算書(報告書)J等の提
会計室管財係

秋本真志 H23.7.8 会計検査院 年金局長
出について

年発0729第5号 H23.7.29 
平成23年秋の園遊会推薦者の推 年金局総務課職員

深町英樹 H23.7.28 大臣官房人事課長 年金局長
薦について 係

年発0729第6号 H23. 7. 29 
年金局物品管理官の交替検査{こ伴 年金局事業企画課

峯隼 人 H23.7.29 検査員野口直 年金局長
う検査員の任命について 会計室予算係

年発0803第1号 H23.7.27 腫歴異動届の提出について
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 7. 14 大臣官房人事課長 年金局長
係

韓国政府への厚生年金保険被保険
対日抗争期強制動員被

年発0805第1号 H23.7.27 者台帳(1日台帳)の写しの提供につ
年金局事業企画課

鶴間秀憲 H23.7.25 
害調査及び圏外強制動

年金局長
記録整備係 員犠牲者等支援委員会

いて
委員長



年金属握行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課・犠 害戸重量ヨ号 |起案日 |施干「完 l施行者

東日本大震災に伴う国民年金法第

年発0801第3号 H23司 8.1 
九十条第一項等の規定に基づき厚

年金局事業管理課 大西耕平 H23.7.29 日本年金機構理事長 年金局長
生労働大臣が指定する期間の特例
を定める件について

東日本大震災に伴う国民年金法第

年発0801第4号 H23.8.1 
九十条第一項等の規定に基づき厚

年金局事業管理課 大西 耕 平 H23.7.29 地方厚生(支〉局長 年金局長
生労働大臣が指定する期間の特例
を定める件について

年発0802第1号 H23.8.2 
平成23年国民年金被保険者実態調 年金局事業企画課

松田真由美 H23.7.29 大臣官房統計情報部長 年金局長
査の実施に係る承認申請について 調査室

年発0802第2号 H23.8.2 
平成23年国民年金被保険者実態調 年金局事業企画課

松田真由美 H23.7.29 日本年金機構理事長 年金局長
査の実施について 調査室

年発0802第3号 H23.8.2 身分詑明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23.8.2 大臣官房人事課長 年金局長
係

福岡高等裁判所平成22年(ネ)
第960号在日コリアン無年金高

年金局国際年金課
年発0802第4号 H23.8.2 齢者国家賠償請求控訴事件に係る

企画保
模井 有香子 H23.8.1 福岡法務局長 年金局長

指定代理人の変更について(依
頼)

社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務
， シンクタンク・ソフィ

年発0802第5号 H23.8.2 
る承諾依頼について(年金部会) 係

間田 裕 嗣 H23.8.2 |ア;Rパ久ン萎ク 副代表 藤 年金局長

年発0803第2号 H23.8.2 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23.8.1 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 庶務係

損害賠償請求事件(平成23年

年発0803第3号 H23.8.3 
(ワ)第 13730号)に保る指

年金局事業企画課 都竹克宜 H23.8.3 東京法務局長 年金局長
定代理人の変更手続の依頼につい
て

年発0804第1号 H23.8.4 
一次往復公用旅券の返納手続きに 年金局企業年金国民

岡田 麻 子 H23.8.3 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 年金基金課庶務係

年発0805第2号 H23.8.5 
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

岡田裕嗣 H23.8.5 
(株)山本海苔庖取締

年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係 役副社長山本泰人

平成23年度システム監査(一般
年金局事業企画課

年発0805第3号 H23.8.5 
監査)の実施結果について

監査室システム監査 佐藤健悦 H23.7.26 日本年金機構理事長 年金局長
係

年発0805第4号 H23.8.5 
職員の育児休業の延長について 年金局総務課職員

深町英樹 H23.8.5 大臣官房人事課長 年金局長
(内申) 係



r r厚生年金基金における最低責
年金局企業年金国民

年発0810第1号 H23.8.8 
任準備金調整加算額及び控除額の

年金基金課基金指導 荒川智浩 H23.8. 1 地方厚生(支)局長 年金局長
算定についてJの一部改正につい
て」について

係

「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援 地方厚生(支)局長
するための国民年金法等の一部を 日本年金機構理事長

年発0810第3号 H23.8.9 
改正する法律」、 「国民年金法施 年金局企業年金国民

川崎由季子 H23.8.4 
企業年金連合会理事長

年金局長
行令等の一部を改正する政令J及 年金基金課企画係 国民年金基金連合会理
び『厚生年金規則及び確定給付企 事長
業年金法施行規則の一部を改正す
る省令」の公布について

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発0810第7号 H23. 8. 10 報告等について(平成23年度5
会計室管財保

秋本真志 H23.8.3 厚生労働大臣 年金局長
月分)

年発0810第8号 H23.8.10 
特定基金の解散に関する特例につ 年金局企業年金国民

小柳津康博 H23.8竃 9地方厚生(支)局長 年金局長
いて 年金基金課

年発0810第9号 H23.8.10 
社会保障審議会臨時委員発令につ 年金局総務課庶務

岡田裕嗣 H23.8.10 大臣官爵人事課長 年金局長
いて(内申) (年金部会) 係

損害賠償請求事件(平成23年
年発0816第1号 H23. 8. 16 (ワ)第 13730号)の訴えの 年金局事業企画課 都竹克宜 H23.8.15 東京法務局長 年金局長

取下げに係る同意の可否について

社会保障審議会短時間労働者への
年金局年金課企画

年発0817第1号 H23.8.17 社会保険適用等に関する特別部会
法令第三係

堀本陽司 H23.8.10 社会保障審議会会長 年金局長
の設置について

社会保障審議会臨時委員任命に係
財団法人流通経済研究

年発0817第2号 H23.8.17 
る承諾依頼について 年金局年金課企画

堀本陽司 H23.8.17 所理事長他 14名 年金属長
(短時間労働者への社会保険適用 法令第三係

等に関する特別部会)

「東日本大震災に対処するための
特別の財政援助及び助成に関する

年発0817第3号 H23. 8. 17 
法律第2条第2項及び第3項の市 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.8.11 日本年金機構理事長 年金局長
町村を定める政令の一部を改正す 厚生年金保険管理係
る政令」の施行による特定被災区
域の追加指定について(機構)

「東日本大震災に対処するための
特別の財政援助及び助成に関する

年発0817第4号 H23.8.17 
法律第2条第2項及び第3項の市 年金局事業管理課

高梨大輔 H23.8.11 地方厚生(支)局長 年金局長
町村を定める政令の一部を改正す 厚生年金保険管理係
る政令」の施行による特定被災区
i域の追加指定について

」一一一」一一一一L一一一



行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課 自井市教育委員会教育

年発0817第5号 H23.8.17 ついて(社会保険大学校運動施設
会計室管財係

秋本真志 H23.8.15 
長

年金局長
開放 :9月分)

年発0818第1号 H23.8.18 職員の履歴異動届の提出について
年金局総務課人事

小林代悟 H23.8.17 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0818第2号 H23.8.18 
職員の旧姓使用申出書の提出につ 年金局総務課人事

小林代悟 H23.8.17 大臣官房人事課長 年金局長
いて 係

年発0819第1号 H23.8.19 
東日本大震災に伴う社会保険料等 年金局事業管理課

嵐間龍介 H23.8.18 
日本年金機構理事長・

年金局長
の納期限の指定について 庫生年金保険管理係 地方庫生(支)局長

会計実地検査の結果について(回
年金局事業企画課 会計検査院事務総局第

年発0819第3号 H23.8.19 答) (健康保険及び厚生年金保険
監査室

今井広一 H23.8.17 
2局長

年金愚長
の保険料の徴収について)

会計実地検査の結果について(回
年金局事業企画課 会計検査院事務総局第

年発0819第4号 H23.8.19 筈) (厚生年金保障の老齢厚生年
監査室

今井 広 一 H23. 8.17 
2局長川滝豊

年金局長
金の支給について)

会計検査院法第34条の規定によ
り是正の処置を要求し及び是正改

年発0819第5号 H23. 8. 19 
善の処置を求められた事項に対す 年金局事業企画課

今井 広 一 H23. 8. 17 
会計検査院事務総局第

年金局長
る処置状況について(回答) (年 監査室 2馬長川滝豊
金記録の基礎年金番号への統合の
処理について)

会計検査院法第36条の規定によ
り改善の処置を要求した事項に対

年金局事業企画課 会計検査院事務総局第
年発0819第6号 H23.8.19 する処置状況について(報告) 今井 広 一 H23.8.17 年金局長

(全喪届の事務処理及びこれに保
監査室 2局長 111這豊

る業務監察の状況について)

年発0822第1号 H23.8.22 
日本年金機構に対する支援措置の 年金局事業企画課

j賓村明 H23. 8. 22 大臣官房地方課長 年金局長
期間延長について(依頼) 情報公関係

社会保障審議会臨時委員任命に係

年発0823第1号 H23. 8. 23 
る承諾依頼について(短時間労働 年金局年金課企画

堀本陽司 H23. 8. 23 
日本労働組合総連合会

年金局長
者への社会保険適用等に関する特 法令第三係 会長古賀伸明他 1名
別部会)

年発0824第1号 H23. 8. 24 
数次往復公用旅券の発給請求につ 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23. 8. 24 大臣官房国際謀長 年金局長
いて 庶務係

遺族厚生年金不支給処分取消請求
年発0825第1号 H23. 8. 25 事件(平成21年(行ウ)第47 年金局事業管理課 小川哲男 H23. 8. 24 東京法務局長 年金局長

5号)にかかる上訴方針について

年発0826第2号 H23. 8. 26 職員の休職について
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 8. 25 大臣官房人事課長 年金局長
係



損害賠償請求事件(大阪地方裁判
年発0826第3号 H23. 8. 26 所平 成22年(ワ)第 11 05 年金局事業管理課 本山和也 H23. 8. 22 大阪法務局長 年金局長

2号)にかかる和解について

社会保障審議会臨時委員の発令に

年発0829第1号 H23.8.29 
ついて(内申) (短時間労働者へ 年金局年金課企画

堀本陽司 H23. 8. 26 
大臣官房人事課長

年金局長
の社会保険適用等に関する特別部 法令第三係
会)

年発0829第2号 H23.8.29 特別監査の実施結果について
年金局事業企画課

水巻章 H23.8.5 日本年金機構理事長 年金属長
監査室

韓国政府への厚生年金保険被保険
対日抗争期強制動員被

年金局事業企画課 害調査及び圏外強制動
年発0830第1号 H23. 8. 22 者台帳(旧台帳)との照合結果

記録整備係
鶴岡秀憲 H23.8.16 

員犠牲者等支援委員会
年金局長

データの提供について
委員長

年発0830第2号 H23.8.30 職員の履歴異動届の提出について
年金局総務課人事

小林 代 悟 H23.8.25 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0830第3号 H23. 8. 30 
職員の旧姓使用辞退申出書の提出 年金局総務課人事

小林代悟 H23. 8. 25 大臣官房人事課長 年金局長
について 係

損害賠償請求事件(平成23年 法務省大臣官房訟務総
年発0830第4号 H23. 8‘30 (ワ)第263号)に係る語査回 年金局事業管理課 堀勝博 H23.8.17 括審議宮、旭川地方法 年金局長

報について 務局長

社会保樟審議会短時間労働者への

年発0831第1号
社会保険適用等に関する特別部会 年金属年金課企画

堀本陽司 H23. 8. 29 
社会保障審議会会長

年金局長H23.8.31 
の本委員及び臨時委員の部会への 法令第三係 大森覇
所属についで(指名)
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文書番号 決裁日 li'牛名 |起案担当課・係 |起案者 起案日 施行先 施行者

年発0901第1号 H23.9.1 
在外公館における便宜供与依頼!こ 年金局総務課運用

安達 潔 H23.8.31 外務省中南米局長 年金局長
ついて 管理係

年発0907第1号 H23.9.7 会答計)実地検査の結果について(回 |年睦金杏局宮 事業企画課 今井広 一 H23.9.2 会2計局検長査院川事連務豊総局第 年金局長

年発0908第1号 H23.9.8 |平査成の2実3施年国lこ民年金被(依保頼険者)実態調
ついて

|調年金査室局事業企画課 松田真由美 H23.9.6 市区町村長 年金局長

年発0908第3号 H23.9.8 身分程明書発行等申請
年金局総務課管理

大井英 香 H23.9.8 大臣官房人事課長 年金局長
係

独立行政法人年金・健康保障福祉
年発0908第4号 H23.9.8 施て設(整肉理串機)構の役員の任命につい 年金局事業企画課 都竹克宣 H23.9.7 大臣官房人事課長 年金局長

年発0909第1号 H23.9.9 海(依外渡頼航)に伴う事務取扱について 係年金局総務課人事 小林代悟 H23.9.7 大臣官房人事課長 年金局長

社会保障審議会臨時委員任命に係

年発0913第1号 H23.9.13 る承諾依頼について(年金財政に 年金局数理課庶務
坂井寿 H23.9.6 

社会保障審議会臨時委
年金局長

おり方け!るこ経留済す前る提車内と積書立圏金全運)用のあ 係 員委嘱対象者

年発0913第3号 H23.9.13 
職員の海外出張に係る外務事務官 年金局総務課人事

小林代悟 H23.9.7 外務省欧州烏長 年金局長
併任発令の依頼について 係

年発0913第4号 H23.9.13 携達帯)電話の管理換について(進 年会金計室局 事管財業企係画課 秋本真志 H23.9.13 大臣官房会計課長 年金局長

年発0914第1号 H23.9.14 
子ども手当 通知書の発行につい 年僅金局総務課管理 長嶋亜希子 H23.9.14 大生室臣長官房会計諜福利厚 年金局長
て

年発0914第2号 H23.9.14 
在外公館における便宜供与依頼に I年庶金務係局国際年金課 紀野ひとみ H23.9.8 外務省欧州局長 年金局長
ついて
行政財産の使用又は収益の許可に 年金局事業企画課 白井市教育委員会教育

年発0920第1号 H23. 9. 20 l聞つ敢いて:1(社O会貝保分険)大学校運動施設 会計室管財係
秋本真志 H23.9.14 

長
年金局長

社会保障審議会臨時委員の発令に
ついて(内申)

年金局数理課庶務
年発0921第1号 H23.9.21 (年金部会年金財政における経済 坂井寿 H23.9.16 大臣官房人事課長 年金局長

前提と積立金運用のあり方に関す
係

る専門委員会)

年発0922第2号 H23. 9. 22 老(齢伺年)金受給者実態調査について |第年金一係局数理課数理 細野 晃司 H23.9.15 大臣官房統計情報部長 年金局長

年発0922第3号 H23. 9. 22 
訴えの取下げに対する同意につい 年金局総務課職員

塩入雅彦 H23.9.15 大阪法務局訟務部長 年金局長
て 係

年発0922第4号 H23. 9. 22 
年金局の内部組織に関する細則の 年金局総務課人事

小林代悟 H23. 9. 22 厚生労働大臣 年金局長
一部改正について(内申) 係



社会保障審議会臨時委員の短時間

年発0922第5号 H23.9.22 
労働者への社会保険適用等に関す 年金局年金課企画

堀本陽商 H23.9.20 
社会保障審議会会長

年金局長
る特別部会への所属について(指 法令第三係 大 森 禰
名)

社会保障審議会臨時委員の短時間

年発0922第6号 H23. 9. 22 
労働者への社会保険適用等に関す 年金局年金課企画

堀本陽司 H23. 9. 20 
社会保障審議会会長

年金局長
る特別部会への所属について(指 法令第三係 大森輔
名)

年発0927第1号 H23. 9. 27 
数次往復公用旅券の発給請求につ 年金局国際年金課

紀野 ひとみ H23. 9. 26 大臣官房国際課長 年金局長
いて 庶務係

年発0927第2号 H23.9.27 海(依外渡頼航)に伴う事務取扱について 係年金局総務課人事 小林代悟 H23. 9. 26 大臣官房人事課長 年金局長

年発0927第3号 H23.9.27 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.9.26 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0927第4号 H23.9.27 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0927第5号 H23.9.27 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.9.27 大臣官房人事課長 年金局長
係

社団法人関東年金福

特例民法法人(公益法人)の業務
祉協会理事長

年発0928第1号 H23. 9. 28 及び財産状況の検査の実施につい
年金局総務課業務

日高亮 H23. 9. 27 
財団法人年金住宅福

年金局長
管理係 祉協会理事長

て
財団法人全国社会保
険共済会会長

年発0928第4号 H23. 9. 28 l職併任員発の海令外の依出張頼1明る外務事務官
こついて

l盤年金局総務課人事 小林代悟 H23. 9. 26 外務省南部アジア部長 年金局長

年発0928第5号 H23. 9. 28 平に伴成う2調3査年秋にの叙勲受(章回者答の)内定
ついて

l係年金局総務課職員 塩入雅彦 H23.9.27 大臣官房人事課長 年金局長

年発0929第1号 H23. 9. 28 在外公館における便宜供与依頼に |年庶金務係局国際年金課 紀野ひとみ H23. 9. 22 外務省南部アジア部長 年金局長
ついて

年発0930第1号 H23. 9. 30 |査主任員収の任入官吏の交替検査に伴う検
命について

|年会金計室局 事予算業企係画課 峯隼人 H23. 9. 28 検査員佐藤謙一 年金局長

年発0930第2号 H23. 9. 30 主任収入官吏の任免について |年会計金室局 事予算業企係画課 峯隼人 H23. 9. 28 野 口 直 外1名 年金局長

年発0930第4号 H23. 9. 29 
在外公館における優宜供与依頼に |庶年金務係局面際年金課 紀野ひとみ H23. 9. 28 1長外務省アジア大洋州局 年金局長
ついて

社会保障審議会臨時委員の発令に
ついて

年金局数理課庶務
社会保障審議会臨時委

年発0930第5号 H23. 9. 30 (年金部会年金財政における経済 坂井 寿 H23. 9. 30 員および社会保障審議 年金局長
前提と積立金運用のあり方に関す

係
会臨時委員所属長

る専門委員会)



年発1001第3号

厚生年金基金の将来期間の代行部 t
日 l年金局企業年金国民

分に係る支給義務の停止の認可r::I 
H23.9.29l |年金基金課指導調整|細野満

ついて併23.10. 1付日本クラウ 1;;
ンコルク厚生年金基金) (局長) 11m 

日本クラウンコルク厚H23. 9. 211 !t~~~~./ ~ W'/ ~年金局長
生年金基金
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文書番号 決裁日 4牛名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 i施行者

年発1003第1号 H23.10.3 
会計機関の一部を処理する職員の

年金局事業管理課 半間渉 H23.10.3 
歳入徴収官厚生労働

年金局長
指定について 省年金局事業管理課長

年発1003第2号 H23.10.3 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.10.3 関東信越厚生局長 年金局長
係

年発1004第1号 H23.10.4 身分註明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23.10.4 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1006第1号 H23.10.6 貸与替報告書
年金局総務課管理

大井美香 H23.10.6 人事課長 年金局長
係

年発1006第2号 H23.10.6 
国民生活基礎調査の調査票槽報の 年金局事業企画課

大窪真弓 H23.10.6 大臣官房統計情報部長 年金局長
使用について(申請) 調査室

年発1007第1号 H23. 10. 7 
損害賠償請求事件に係る指定代理 年金属総務課訟務

神谷政美 H23.9.21 広島法務局長 年金局長
人の指定について(依頼) 係

年発1007第2号 H23. 10. 7 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政藁 H23.9.21 
法務省大臣官房訟務総

年金局長
係 括審議官

年発1007第3号 H23. 10. 7 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H23.9.21 広島法務局長 年金局長
係

年発1011第1号 H23. 10. 11 海外派遣について
年金局面際年金課、

安部愛子 H23. 10. 11 国立医療保健科学院長 年金局長
企画係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発1011第2号 H23. 10. 11 報告等について(平成23年度7
会計室管財係

枠山陽介 H23.10.6 厚生労働大臣 年金局長
月分)

平成23年秋の叙勲受章内定者の
年金局総務課職員

年発1012第1号 H23. 10. 12 伝達式等への出欠確認について
係

臼井 友也 H23. 10. 11 大臣官房人事課長 年金局長
(回答)

年発1012第2号 H23. 10. 12 
平成24年春の叙勲候補者の推薦 年金属総務課職員

日井 友也 H23. 10. 11 大臣官房人事課長 年金局長
について 係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画諜

年発1012第3号 H23. 10. 11 報告等について(平成23年度7
会計室管財係

枠山陽介 H23.10.6 厚生労働大臣 年金局長
月分)

年発1012第4号 H23. 10. 12 職員の表彰について(内申)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H23. 9. 30 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1013第1号 H23. 10. 13 
資金前渡官吏及び分任契約担当宮 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23. 10. 12 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 庶務係

年発1024第1号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山醸介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係



年発1024第2号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

年発1024第3号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保験大学校) 会計室管財係

年発1024第4号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保験大学校) 会計軍管財係

年発1024第5号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

杵山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金烏長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

年発1024第6号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

年発1024第7号 H23.10.24 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 18 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

年発1025第1号 H23.10.25 
社会保障審議会臨時委員任命に係 年金局総務課庶務

岡田裕嗣 H23.10.25 UIゼンセン間盟会長 年金局長
る承諾依頼について(年金部会) 係

年発1026第4号 H23.10.26 
社会保障審議会臨時委員発令につ 年金局総務課庶務

岡田裕嗣 H23.10.26 大臣官房人事課長 年金局長
いて(内申) 係

行政財産の使用文は収益の許可に

年発1027第1号 H23.10.27 
ついて 年金属事業企画課

枠山陽介 H23. 10. 19 白井市教育委員会 年金局長
(社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
1 1月分)

年発1028第3号 H23.10.28 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.10.25 大臣官房人事課長 年金局長
係

平成22年度特別会計(健麗勘定及

年発1031第1号 H23.10.31 
び児童手当及び子ども手当勘定を 年金局事業企画課

植木和宏 H23.10.28 大臣官房会計課長 年金属長
除く)に探る財務書類等の大臣官 会計室決算係
房会計課長あて提出について

年発1101第2号 H23.10.27 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23.10.26 外務省欧州局長 年金局長
ついて 庶務係

数次往復公用旅券の発給請求につ 年金局国際年金課
年発1101第3号 H23. 10. 27 紀野 ひとみ H23.10.26 大臣官房国際課長 年金局長

いて 庶務係

田中貴金属工業厚生年金基金の将 年金局企業年金国民
年発1101第4号 H23.10.28 来期聞の代行部分に係る支給義務 年金基金課指導調整 朝野陽子 H23. 10. 17 

田中貴金属工業厚生年
年金局長

の停止の認可について (局長) 係
金基金

年発1102第1号 H23.10.27 
資金前渡官吏及び分任契約担当官 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23.10.26 大臣官房会計課長 年金局長
の任命について 庶務係
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年発1101第1号 H23. 11. 1 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

大井 美 香 H23. 11. J 大臣官房人事課長 年金局長
係

東京工業大学学長伊
賀健一
埼玉県忠木市長長沼

社会保障審議会臨時委員任命に係 昭
年発1102第2号 H23. 11. 2 る承諾依頼について(日本年金機 年金馬事業企画課 前田 真樹子 H23. 11. 1 石井孝宜 年金局長

構評価部会) 大山永昭
斎藤聖美
長 沼 昭
岩瀬達哉

確定給付企業年金の業務委託法人
年金局企業年金国民

年発1102第4号 H23. 11. 2 
の指定取消について(ヒューイッ

年金基金課指導調整 細野 満 H23.9.16 
ヒューイット・アソシ

年金局長
ト・アソシエイツ(株)) (局 エイツ株式会社
長)

係

確定給付企業年金の業務委託法人 年金局企業年金国民
ヱーオンヒューイット

年発1102第5号 H23. 11. 2 の指定について(エーオンヒュー 年金基金課指導調整 細野 満 H23.9.16 
ジャパン株式会社

年金局長
イットジャパン(株)) (局長) 係

年発1109第1号 H23. 11. 9 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.11.8 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1109第2号 H23. 11. 9 
平成22年度決算検査報告に関す 年金局事業企画課

今井 広 一 H23. 11. 8 大臣官房会計課長 年金属長
る国会に対する説明書について 監査室

年発1114第1号 H23. 11. 14 
在外公館における便宜供与依頼に 年金属国際年金課

紀野ひとみ H23. 11. 10 外務省欧州局長 年金局長
ついて 庶務係

「厚生年金基金に係る厚生年金保
険法第百七十八条のニ!こ基づく庫 年金局企業年金国民

年発1116第1号 H23. 11. 16 生労働大臣の指定及び健全化計画 年金基金課数理企画 j畢田恒i可 H23. 11. 14 地方厚生(支)局長 年金局長
の承認についてJの一部改正につ 係
いて(局長通知)

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課

年発1116第2号 H23. 11. 16 ついて(社会保険大学校運動施設
会計室管財係

杵山陽介 H23. 11. 9 白井市 年金局長
開放 12月分)

社会保障審議会臨時委員発令につ
年発1117第1号 H23. 11. 17 いて(内申) (日本年金機構評価 年金局事業企画課 前田真樹子 H23. 11. 14 大臣官房人事課長 年金局長

部会)

年発1117第2号 H23. 11. 17 
職員の兼業承認申請について(内 年金局総務課職員

白井友也 H23. 11. 16 大臣官房人事課長 年金局長
申) 係



国民年金法施行規則等の一部を改
日本年金機構理事長、

年金局事業管理課 国民年金基金連合会理
年発1118第1号 H23. 11. 18 正する省令の施行について(通

企画係
上回基他 H23. 11. 16 

事長、地方庫生(支)
年金局長

知)
局長

年発1121第1号 H23. 11. 21 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

大井美香 H23. 11. 21 大芭官房人事課長 年金局長
係

社団法人関東年金福

特例民法法人(公益法人)の業務
祉協会理事長

年発1124第1号 H23. 11. 24 及び財産状況の検査の結果につい
年金属総務課業務

日高亮 H23. 11. 15 
財団法人年金住宅福

年金局長
管理係 祉協会理事長

て(通知)
財団法人社会保険共
済会会長

年発1125第1号 H23.11.25 
庁舎等及び省庁別宿舎整備一覧表 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 11. 17 財務省関東財務局長 年金局長
の提出について(関東財務局) 会計室管財係

平成24年度菌有資産等所在市町
年金局事業企画課 小樽市、富士見町市、

年発1125第2号 H23. 11. 25 村交付金に係る固有財産の価格通 杵山陽介 H23. 11. 17 年金局長
知について

会計室管財係 神戸市、久留米市

「確定拠出年金制度についてJの
年金局企業年金国民

年発1128第1号 H23.11.28 年金基金課確定拠出 村岡正教 H23. 11. 28 地方厚生(支)局長 年金局長
一部改正について

菅理係

年発1129第1号 H23. 11. 29 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 11. 28 大臣官房人事課長 年金局長
係

平成22年度国民年金基金連合会 年金局企業年金国民
宮署支出宮大臣官房会

支出負担行為
年発1129第2号 H23. 11. 29 事務費補助金の確定及び償権発生 年金基金課確定拠出 村間正教 H23. 10. 18 担当官年金局

通知書の発出について(局長印) 管理係
計課長

長

平成22年度国毘年金基金連合会 年金局企業年金国民
最入徴収官大臣官房会

債権発生通知
年発1129第3号 H23. 11.29 事務費補助金の確定及び債権発生 年金基金課確定拠出 村岡正教 H23. 10. 18 義務者年金局

通知書の発出について(局長印) 管理係
計課長

長

平成22年度企業年金連合会事務
年金局企業年金国民

官箸支出官大臣官房会
支出負担行為

年発1130第1号 H23. 11. 30 
費補助金の確定について(局長印)

年金基金課企業年金 平瀬瑞枝 H23. 10. 12 
計課長

担当官年金局
係 長

年発1130第3号 H23.11.30 職員の発令替えについて(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.11.24 大臣官房人事課長 年金局長
係

ニ菱UF J 信託銀行厚生年金基金
年金局企業年金国民

の将来期間の代行部分に係る支給 三菱UF J信託銀行厚
年発1201第1号 H23. 11. 28 

義務の停止の認可について (局
年金基金課指導調整 朝野陽子 H23. 11. 9 

生年金基金
年金局長

長)
係

一一一一一L 
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伊藤忠連合軍生年金基金の将来期 年金局企業年金国民
伊藤忠連合厚生年金基

年発0101第1号 H23. 12. 28 聞の代行部分に係る支給義務の停 年金基金課指導調整 朝野陽子 H23. 12. 7 
金

年金局長
止の認可について (局長) 係

年発1202第1号 H23.12.2 身分証明書発行等申請 年金局総務課 江口裕子 H23.12.2 大臣官房人事課長 年金局長

年発1202第2号 H23.12.2 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局国際年金課

紀野ひとみ H23. 12. 1 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 庶務係

行政財産(土地)の使用状況実態
年金局事業企画課

年発1202第3号 H23.12.2 監査のフォローアップについて 枠山陽介 H23. 11. 29 財務省関東財務局長 年金局長
(報告)

会計室管財係

年発1205第1号 H23.12.5 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 . H23.12.5 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1205第2号 H23.12.5 
固有物品の不用決定の承認申請に 年金局事業企画課

杵山陽介 H23.11.30 大臣官房会計課長 年金局長
ついて(進達) 会計室管財係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課

年発1206第1号 H23.12.6 報告等について(平成23年度9月
会計室管財係

枠山陽介 H23.12.2 厚生労働大臣 年金局長
分)

年発1207第1号 H23. 12. 7 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.12.6 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1207第2号 H23. 12. 7 職員の昇格について(肉申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 12. 1 大臣宮房人事課長 年金局長
係

年発1208第1号 H23.12.8 
訴訟救助申立事件に係る特別抗告 年金局国際年金課

佐藤弘之 H23.12.8 福岡法務局長 年金局長
に関する意見について(回報) 企画係

年発1209第1号 H23.12.9 
子ども手当 通知書の発行につい 係年金局総務課管理 大和田衛 H23.12.9 大生室臣長官房会計課福利厚 年金局長
て

年発1212第1号 H23. 12. 12 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23. 12. 12 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1213第1号 H23. 12. 13 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H23.12.9 日本年金機構理事長 年金局長
ついて(社会保険大学校) 会計室管財係

年発1213第5号 H23. 12. 13 海外渡航の承認について 年量金理怪局総務課運用 河津美和 H23. 12. 13 大震官房人事課長 年金局長

年発1215第1号 H23. 12. 15 
職員の政府間交渉参加に係る外務 年金局総務課人事

小林代悟 H23. 12. 14 
外務省アジア大洋州局

年金局長
事務官の併任発令の依頼について 係 長

年発1219第1号 H23. 12. 16 
数次往復公用旅券の返納手続きに 年金局国際年金課

紀野 ひとみ H23. 12. 14 大臣官房国際課長 年金局長
ついて 庶務係

年発1221第1号 H23.12.21 
年金局の内部組織に関する細則の 年金局総務課人事

小林代悟 H23. 12. 19 厚生労働大臣 年金局長
一部改正について 係

L一… 一一一一



行政財産の使用文は収益の許可に

年発1221第2号 H23.12.21 
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H23. 12. 19 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放:1 会計室管財係
月分]

東日本大震災復興特別区域法にお
年金局企業年金国民

年発1222第1号 H23.12.21 ける確定拠出年金法の特例措置に
年金基金課企画係

渡辺駿 H23.12.21 地方厚生(支)局長 年金局長
ついて

年発1222第2号 H23.12.22 職員の昇格について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.12.21 大臣官房人事課長 年金局長
保

年発1222第3号 H23. 12. 22 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.12.21 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1222第4号 H23.12.22 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.12.21 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発1226第1号 H23.12.26 職員の昇給について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H23.12.22 大臣官房人事課長 年金局長
係
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年発0104第5号 H24. 1. 4 身分証明書発行等申請 年金局総務課 江口裕子 H24. 1. 4 大臣官房人事課長 年金局長

年発0104第6号 H24. 1. 4 貸与替報告書 年金局総務課 江口裕子 H24. 1. 4 九州厚生局長 年金局長

年発0105第1号 H24. 1. 4 訴訟事件の担当職員について
年金局総務課訟務

神谷政美 H24. 1. 4 高松法務局長 年金局長
係

年発0111第1号 H24. 1-. 11 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H24.1.6 法務省大臣官房訟務総
年金局長

係 括審議官

年発0111第2号 H24. 1. 11 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H24.1.6 高松法務局長 年金局長
係

年金局総務課訟務 法務省大臣官房訟務総
年発0111第3号 H24. 1. 11 争訟事件の調査について(回報)

係
神谷政美 H24. 1. 6 

括審議官
年金局長

年発0111第4号 H24. 1. 11 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H24. 1. 6 札幌法務局長 年金局長
係

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金属事業企画課

年発0111第6号 H24. 1. 11 報告等について(平成23年度 1
会計室管財係

杵山陽介 H24. 1. 6 厚生労働大臣 年金局長
O月分)

年発0111第7号 H24. 1. 11 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 1. 6 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0113第1号 H24. 1. 13 職員の育児休業の承認について 年金局総務課職員
白井 友 也 H24. 1. 10 大臣官房人事課長 年金局長

(内申) 係

年発0116第1号 H24. 1. 16 在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課
紀野ひとみ H24. 1. 13 外務省南部アジア部長 年金局長

ついて 庶務係

年発0118第1号 H24. 1. 18 固有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課
枠山陽介 H24. 1. 12 大臣官房会計課長 年金局長

の承認申請について 会計室管財係

年発0118第2号 H24. 1. 17 在外公館における便宜供与依頼に 年金局国!瞭年金課
紀野ひとみ H24. 1. 12 外務省中南米局長 年金局長

ついて 庶務係

社会保障協定の実施に伴う厚生年
金保険法等の特例等に関する政令

年金局国際年金課
年発0120第4号 H24.1.20 等の一部を改正する政令等の施行

国際年金調整係
中村昌茂 H24. 1. 18 日本年金機構理事長 年金局長

及び実施事務の取扱いについて
(通知)

社会保障協定の実施に伴う厚生年
金保険法等の特例等に関する政令

年金局国際年金課
年発0120第5号 H24.1.20 等の一部を改正する政令等の施行

国際年金調整係
中村昌茂 H24. 1. 18 地方厚生(支)局長 年金局長

及び実施事務の取扱いについて
(通知)



社会保障協定の実施に伴う厚生年
金保険法等の特例等に関する政令

年金局面際年金謀
年発0120第6号 H24.1.20 等の一部を改正する政令等の施行

国際年金調整係
中村晶茂 H24. 1. 18 都道府県知事 年金局長

及び実施事務の取扱いについて
(通知)

年発0123第1号 H24.1.23 
海外渡航に伴う事務取扱について 年金局総務課人事

小林代悟 H24. 1. 18 大臣官房人事課長 年金局長
(依頼) 係

年発0123第2号 H24.1.23 
一般監査指導における指摘事項に 年金局事業企画課

峯隼人 H24.1.23 大臣官房会計課長 年金局長
係る措置状況について 会計室予算係

年発0124第1号 H24.1.24 
職員の海外出張に係る外務事務官 年金局総務課人事

小林代悟 H24. 1. 18 外務省南部アジア部長 年金局長
併任発令の依頼について 係

年発0125第1号 H24.1.25 
行政財産の施設整備承認申請書に 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 1. 19 日本年金機構理事長 年金局長
ついて[社会保険大学校] 会計室管財係

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0125第2号 H24.1.25 
ついて 年金局事業企画課

枠山陽介 H24. 1. 17 白井市教育委員会 年金局長
[社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
2月分]

年発0126第1号 H24.1.26 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

金子威± H24.1.26 大臣官房人事課長 年金局長係、

年発0126第2号 H24.1.26 
社会保障審議会臨時委員の委嘱に 年金局首席年金数

田端進之介 H24.1.26 
早稲田大学政治経済学

年金局長
ついて 理官室 術 院 教 授 牛 丸 聡 外

「確定給付企業年金制度につい
て」及び「厚生年金基金から確定

年金局企業年金国民
年発0131第1号 H24.1.30 

給付企業年金に移行(代行返上)
年金基金課数理企画 津田恒河 H24.1.26 地方厚生(支)局長 年金局長

する際の手続及び物納に係る要
件調手続等についてJの一部改正

係

について(局長通知)

厚生年金基金の財政運営について 年金局企業年金国民
年発0131第2号 H24.1.30 等の一部改正及び特例的扱いにつ 年金基金課数理企画 j畢田恒河 H24.1..27 地方厚生(支)局長 年金局長

いて(局長通知) 係



H24. 2. 21平薦成につ2い4年て春の園遊会招待者の推 IZ;志向恥伺訴棚貝 |塩入 雅彦 H24. 1. 271大臣官房人事課長 i年金局長

特例民法法人の業務及び財産状況|
の検査の実施について(実施通 年金局事業企画課
長日) 監理・社労士係

|立花慎太郎| H24. 1. 111連(社合)全会会国社長会保険協会 l年金局長

民法法人の業務及び財産状況|
|立花慎太郎| H24. 1. 111体(社連)全合会国年会金長受給者団 i年金局長年発0202第3号 H24.2.21の検査の実施について(実施通 監年金理局・社事労業土企慌画課

知)

産の使用文は収益の許可に

年発0202第4号 H24.2.21 ついて(更新) (H24年度分~"，，" I年金局事業企画課
[社会保障大学校外2件:日本年金会計室管財係

|杵山陽介 H24. 1. 301日本年金機構理事長 |年金局長

機構I
行政財産の使用又は収益に許可に

年発0202第5号 H24.2.21 ついて(更新) (H24年度分~"，，" I年金局事業企画課
[社会保険大学校外2件:日本年金会計室管財係

|枠山陽介 H24. 1. 301日本年金機構理事長 |年金局長

機構]

行政財産の使用文は収益の許可に

年発0202第6号 H24.2.21ついて(更新) (H24年度分~.ð- I年金局事業企画課
[社会保検大学校外2件:日本年金会計室管財係

l枠山揚介 H24.1.301日本年金機構理事長 l年金属長

機構]

年発0203第1号
行政財産の使用又は収益の許可及|

H24.2.31び使用料の決定について 年金局事業企画課
(継続更新分) 会計室管財係

|枠山陽介 H24. 1. 261 |年金局長

H24.2.31び使用料の決定について 年金属事業企画課
行政財産の使用又は収益の許可及|

(継続更新分) 会計室管財係
i杵山陽介 H24. 1. 261 i年金局長

行政財産の使用又は収益の許可及
H24.2.31び使用料の決定について 年金局事業企画課 l杵山陽介 H24.1.261 |年金局長

(継続更新分) 会計室管財係

年発0206第1号 H24.2.6 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課人事

小林代恒 H24.2.1 大臣官房人事課長 年金属長
係

年発0206第2号 H24.2.6 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課訟務

神谷政美 H24.1.27 
法務省大臣官房訟務総

年金局長t宮
括審議官

年発0206第3号 H24.2.61争訟事件の調査について(回報)lZZ同軸伺師陣佃 l神谷政美 H24.1.27 大阪法務局長 |年金局長



年発0206第5号 H24.2.6 争訟事件の調査について(田報)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H24. 1. 31 
法務省大直宮居訟務総

年金局長
係 括審議官

年発0206第6号 H24.2.6 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H24. 1. 31 大阪法務局長 年金局長
係

年発0206第7号 H24.2.6 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H24. 1. 31 
法務省大臣官房訟務総

年金局長
係 括審議官

年発0206第8号 H24.2.6 争訟事件の調査について(回報)
年金局総務課職員

塩入雅彦 H24.1.31 東京法務局長 年金局長
係

健康保険印紙の不用決定及び損害
年金局事業企画課

年発0207第1号 H24.2.7 報告等について
会計室管財係

枠山陽介 H24.2.2 厚生労働大臣 年金局長
(平成23年度 11月分)

年発0208第1号 H24.2.8 身分証明書発行等申請
年金局総務課管理

金子威士 H24.2.8 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0208第2号， H24.2.8 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.2.2 外務省欧州局長 年金局長
ついて 庶務係

年発0209第1号 H24.2.9 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24.2.7 大臣宮房人事課長 年金局長
係

日本労働組合総連合会

年金積立金管理運用独立行政法人 年金局総務課運用
会長古賀伸明

年発0213第1号 H24.2.8 
運用委員会の委員の推薦について 管理係

安達潔 H24.2.6 社団法人日本経済団体 年金局長
連合会会長米倉弘
昌

年発0216第1号 H24.2.15 
在外公館における便宜供与依頼に 年金局国際年金課

紀野ひとみ H24.2.14 
外務省中東アフリ力局

年金島長
ついて 庶務係 長

「国民年金基金連合会における年
金経理、事業経理給付確保会計及 年金局企業年金国民

年発0221第1号 H24.2.21 び共同運用会計並びに確定拠出年 年金基金課園民年金 佐藤貴史 H24.2.17 国民年金基金連合会 年金局長
金事業経理の決算事務の取扱いに 基金係
ついて」の一部改正について

行政財産の使用又は収益の許可に
年金局事業企画課

年発0224第1号 H24.2.24 ついて(社会保険大学校運動施
会計室管財係

枠山陽介 H24.2.17 白井市教育委員会 年金局長
設 :3月分)

財団法人日本老人福祉財団の業務 財団法人日本老人椙祉
年発0228第1号 H24. 2. 28 及び財産状況の検査の実施につい 年金局総務課 弁口卓也 H24. 2. 28 財団理事長田島誠 年金局長

て 一



:::::-r~_~~..JJ L::i 

文書番号 決裁日 |件名 |起案担当課・係 |記婁者 l起栗田 l施行先 l施行者

年発0307第1号 H24.3.7 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代惜 H24.3.6 大臣官房人事課長 年金属長
係

平成23年度度厚生年金基金等未 年金局企業年金国民
官箸支出官大臣官爵会

支出負担行為
年発0307第2号 H24.3.7 純掛金等交付金交付決定および確 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.2.27 

計課長
担当官年金属

定について(局長) 係 長

年発0309第1号 H24.3.9 
社会保障審議会臨時委員の発令に 年金局総務課首席

田端進之介 H24.3.9 大臣官房人事課長 年金局長
ついて 年金数理官室

年発0309第2号 H24.3.9 
独立行政法人における役職員の給 年金属総務課運用

白瀬賢一 H24.3.9 
年金積立金管理運用独

年金局長
与の見直しについて(要請) 管理係 立行政法人理事長

健康保険印紙の不用決定及3年び損度傷 年金局事業企画課
年発0312第1号 H24.3.12 報2告周分等)に，ついて (平成231Fsr1 会計室管財係

枠山陽介 H24.3.1 厚生労働大臣 年金局長

年発0312第2号 H24.3.12 の固承有認物品申請の返に納命令及び不用決定
ついて

|合年金計室属 事管財業企係画課 杵山陽介 H24.3.5 大臣官房会計課長 年金局長

臼杵政治、宇野淳、佐
藤久恵、薦田隆茂、公

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

立大学法人名古置市立
年発0312第3号 H24.3.12 運用委員会の委員の就任依頼につ 安達潔 H24.3.9 大学理事長、早稲田大 年金局長

いて
管理係

学総長、日産自動車
(株)取締役社長、日本
労働組合総連合会会長

稲葉延雄、植田和男、
小幡績、村上正人、山
崎敏邦、(株)リコー社

年金積立金管理運用独立行政法人
年金局総務課運用

長、東大大学院経済学
年発0312第4号 H24.3.12 運用委員会の委員の就任怯頼につ

管理係
安達 潔 H24.3.9 研究科長、慶大大学院 年金局長

いて 経堂管理研究科委員
長、(株)みずiま年金研
究所社長、 JFEホー
ルデイングス(株)社長

年発0312第5号 H24.3.12 薦平成に24年桜を見る会招待者の推
ついて

係年金局総務課職員 塩入雅彦 H24.3.5 大臣官房人事課長 年金局長

法務省から商業・法人畳記事項等

年発0312第6号 H24.3.9 資料を電子媒体で提供を受けるこ 年金局事業企画課
津谷宜和 H24.3.8 大臣官房会計課長 年金局長

季と併に要にすつるい経て費に係る会計機関の 会計室

財団法人居本老人福祉財団の業務 財団法人日本老人福祉
年発0312第7号 H24.3.12 及び財務状況の検査の結果につい 年金局総務課 井口卓也 H24.3.12 財団理事長田島誠 年金属長

て 一



社会保険大学校運動施設開放に係

年発0313第1号 H24.3.13 
る平成24年度の使用料の決定に 年金局事業企画課

杵山陽介 H24.3.7 白井市教育委員会 年金局長
ついて 会計室管財係
(白井市教育委員会)

年発0313第2号 H24.3.13 の固承有物認品申の請返に納命令及び不用決定
ついて

年会金計璽局 事管業財係企画課 枠山陽介 H24.3.8 大臣官房会計課長 年金局長

年発0314第1号 H24.3.13 滋の認賀可県に自動車厚生(年局金長基)金の解散 年年金金局基金企課業年金国民 金森一浩 H24.3.13 
滋賀県自動車厚生年金

年金局長
ついて 基金

会計法第29条の2等の規定に基
づき特別会計所属普通財産等に係

年発0314第2号 H24.3.14 
る契約及びこれに関連する事務を 年金局事業企画課

黒川正憲 H24. 2. 23 大臣官房会計課長 年金局長各財務局長等に委任することに伴 会計室管財係
う経費の支出委任等について(依
頼)

年発0314第3号 H24.3.14 職員の人事異動について(内申)
年金局総務課よ事

小林代悟 H24.3.9 大臣官房人事課長 年金局長
係

年発0315第1号 H24.3.15 l平予成定者2に5年3月3(1報日告付)定年退職 年金局総務課人事
小林代悟 H24.3.14 大臣官房人事課長 年金局長

ついて |係

行政財産の使用又は収益の許可に

年発0319第1号 H24.3.19 
ついて 年金属事業企画課

杵山陽介 H24.3.8 白井市教育委員会 年金局長
(社会保険大学校運動施設開放: 会計室管財係
4月分)

年発0319第2号 H24.3.19 |職併任員の発海令外の依出張頼にI係る外務事務官
こついて

|係年金局総務課人事 小林代悟 H24.3.13 1外長務省アジア大洋州局 年金局長

年発0321第1号 H24.3.21 年一金部改局の正内部組織に(関肉す申)る細則の
について

|年保金局総務課人事 小林代悟 H24.3.7 厚生労働大臣 年金局長

年発0321第2号 H24.3.21 在外公館における便宜供与依頼に
紀野ひとみ H24.3.8 l外長務省アジア大洋州局 年金局長

ついて
北海道国民年金基金他71基金に

年金局企業年金国民
年発0323第1号 H之4.3.23係る

年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.3.21 地方厚生(支)局長 年金局長
平成24年度予算の認可について

基金係
(局長)

平成23年度国民年金基金等給付
年金局企業年金国民 支出負担行為

年発0323第2号 H24. 3. 23 費負担金の変更交付決定について 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.3.7 
官署支出官 大臣官房

担当官年金局
(局長) 会計課長

基金係 長

会計検査院法第27条報及告び会に計法 年金局事業企画課
年発0323第3号 H24. 3. 23 第42条の規定による つい

監査室
今井広一 H24.3.14 大臣官房会計課長 年金局長

て
年金積立金管理運用独立行政法人

年金局総務課運用
年発0323第4号 H24.3.23 運(用肉委申員)会の委員の発令について 管理係

安達潔 H24. 3. 23 大臣官房人事課長 年金局長



国有財産の受渡しについて(船員 年金局事業企画課 独立行政法人年金・健
年発0326第1号 H24. 3. 26 

保険病院) 会計室管財係
黒JII 正憲 H24. 3. 22 

l樺康保険福祉施設整理機 年金局長

「国民健康保険法施行令等の一部

年発0327第1号 H24. 3. 26 を改正する政令」及び「国民年金 年金局年金課企画
村井康平 H24.3.19 

日本年金機構理事長、
年金島長

|法令施l行の規腕特則等にの一部を改正する省 法令第一係 地方厚生(支)局長
ついて

年発0327第4号 H24.3.27 平の調成整2に4年4月1(内日に申)おける号俸 年金局総務課人事
小林代悟 H24. 3. 23 大臣官房入事課長 年金局長

ついて |係

年発0327第5号 H24.3.27 支払遅延報告書の提出について |会年金計室局事業企画課 佐藤謙一 H23. 11. 24 I厚計課生労長働省大臣官房会 年金局長

年発0329第1号 H24. 3. 29 年か金る検局査物員品管の任理宮の定時い検て査にか
命につ

|会年金計局璽事弔箪業企係画課 峯隼人 H24. 3. 29 検査員植木和宏 年金局長

係予定算にる決雄基算杏づ及唇くのび出会納号表計令官令吏に第116条の規 年金属事業企画課 検査員植木和宏
年発0329第2号 H24. 3. 29 の定時検査に

会計室予算係
峯隼人 H24.3.29 

外 1名
年金局長

ついて

予定係算にる決基検算査づ及員〈のび出会納発計令官令吏に第116量の規 年金局事業企画課
年発0329第3号 H24. 3. 29 の交替検査に

会計室予算係
峯隼人 H24. 3. 29 検査員植木和宏 年金局長

ついて

年発0330第1号 H24. 3. 30 職員の休職について(内申)
年金局総務課人事

小林代悟 H24. 3. 29 大臣官房人事課長 年金局長
係

特例民法法人(公益法人)の業務
年金局事業企画課 全国社会保険協会連合年発0330第2号 令 H24.3.30及び財産状況の検査の結果につい
監理・社労士係

立花慎太郎 H24. 3. 22 
会会長

年金局長
て(通知)

特例民法法人(公益法人)の業務
年金局事業企画課 全国年金受給者団体連年発0330第3号 H24.3.30 及び財産状況の検査の結果につい 立花慎太郎 H24. 3. 22 年金局長

て(通知
監理・社労士係 合会会長

平成23年度における国民年金事
年金局事業管理課

年発0330第4号 H24. 3. 30 務つ費い交て付金等交付要綱の取扱いに 交付金係
本田忠嗣 H24. 3. 23 地方厚生(支)局長 年金局長

固有財産の受け渡しについて(船 年金馬事業企画諜 独立行政法人年金・健
年発0330第17号 H24. 3. 30 

員保険病院) 会計室管財係
黒川正憲 H24. 3. 22 1:保険福祉施設整理機 年金局長

厚生年金基金の将来期間の代行部
年金局企業年金国民

年発0331第1号 H24. 3. 26 
分に保る支給義務の停止の認可に

年金基金課指導調整 原一雅 H24. 3. 19 電興産生年金基金 年金局長
ついて (H24.3.31付電興厚生年
金基金)

係


