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文書番号 決裁日 li'牛名 l起案担当課・係 |担宰者 l起案日 |施行先 施行者

年金特別会計への別会資金計福の繰祉入年れ金勘に 年金烏総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企
年管企発0401第1号 H23.4.1 ついて(年金特 |井上一広 H23.3.25 

定)
年金財政係 臣官房会計課長 画諜長

一般会計からの繰入について
会年計金室局事業企画課 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0401第2号 H23.4.1 (平成23年度第 1四半期分の業
予算係

藤田雅貴 H23.3.31 
臣官房会計課長 画課長

務取扱費財源)

児童手当及び子ども手当勘定から

l雇育成用環均等 児童家庭局 年金局事業企
年管企発0401第3号 H23.4.1 

の繰入について 年金局事業企画課
藤田雅章 H23.3.31 

務(平取扱成費2財3源年度)第 1四半期分の業 会計室予算係 壌課長 画課長

固有財産総合情報管理システム等

年管企発0401第4号 H23.4.1 
の支出委任における支払元受転換 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.3.31 
官署支出官財務省大 年金局事業企

通知書の送付について(第 1酉半 会計室予算様 ， 臣官房会計課長 画課長
期分.4月分)

人事・給与関係業務B情報シスTム

年画金課長局事業企年管企発0401第5号 H23.4.1 
の開発等に係る支出委任における 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.3.31 
官署支出官 人事院事

支払元受転換通知書の送付につい 会計室予算係 務総局会計課長
て

第9自社会保障審議会日本年金機
社会保障審議会 日本

年金局事業企
年管企発0401第6号 H23.4.1 年金局事業企画課 前田真樹子 H23.3.31 年金機構評価部会部

構評価部会の開催について
会長本田勝彦

画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

|年管企発0401第7号 H23.4.1 
ついて 年金局総務課国民

井上一広 H23. 3. 30 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画諜長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0401第8号 H23.4.1 
ついて

西上知公 H23.3.29 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計厚生年金勘定) 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

一般会計からの繰入について
会年金計震局事業企画課 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0401第9号 H23.4.1 (平成22年度第4四半期分の業 |藤田雅貴 H23.4.1 
務取扱費財源)

予算係 臣官房会計課長 画課長

年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課
古谷裕之

支出官補助者大和田 支出官年金局長
年管企発0401第10号 H23.4.1 

(補助者)の任免について 会計室予算係
H23.4.1 

英男外8名
事業企画課
外6名

年管企発0401第11号 H23.4.1 
汎用申請・届出等省内処理シスナ 年金局事業企画課

橋本典久 H23.4.1 圃・・・・年金局事業企
ム更改業務に係る再委託について 会計室契約係 画課長



管企発0401第12号 汎用申請・届出等省内処理システ 年金局事業企画課 l橋本典久 H23.4.1 H23. 4.11 ム運用業務に係る再委託について 会計室契約係

管企発0401第13号 H23. 4. 11'): す慌の賃貸借及び保守業務 年金局事業企画課
|橋本典久 H23‘4. 1 

。台」に係る再委託について 会計室契約係

「年金情報総合曹理・照合システ
ム(紙台帳検索システム)の機能

年管企発0401第14号 H23. 4.11 追加(その 3) (2次リリース) I 年金馬事業企画課
(プログラム作成及び総合テス 会計室契約係 画課長
ト) 一式」に係る再委託につい
て

「住民基本台帳ネットワークシス
テムを利用した氏名・住所変更等

年管企発0401第15号 H23. 4.11の届書省略の機能追加に係るシス I年金局事業企画課
テム開発(プログラム作成及び総会計室契約係

H23. 4.1 
画課長

合テスト) 一式」に係る再委託
について

「住民基本台帳ネットワークシス

年管企発0401第16号
テム軒i肌た氏名住所変更等|

-H23. 4.11の届書省略に係るシステム開発 年金局事業企画課
(総合テスト) 一式」に係る再 会計室契約係

H23.4.1 
画課長

委託について

「ねんきん定期便等の未送達分に

年管企発0401第17号
係る住基ネットを利用した住所把!

H23. 4.11握等に伴うシステム開発(プログ 年金局事業企画課
ラム作成及び総合テスト) 会計室契約係

H23.4.1 
薗課長

式」に係る再委託について

ンステ
年金振込事務の改善に係るシス

年金局事業企画課 年金局事業企1第18号 H23.4.11テム改修(プログラム作成及び総 ..6.吾ム可... 室百制唱z 橋本典久 H23. 4.1 
画課長

年管企発0401第19号 H23. 4.111;:-汁 J :/ '̂ } .....liX.l疹 k時ロ}'̂ ー←玉I!.JI司) ..雰1<:.1.I:..I!i田昌耳障
橋本典久 H23.4.1 年金島事業企

4 ・に係る再委託につい 会計室契約保 画課長

TAC型電子計算組織用装
年金局事業企

年管企発0401第20号 H23. 4.11置の賃貸借及び保守一式」に係 年金馬事業企酉課 橋本典久 H23. 4.1 
について 会計室契約係 画課長

r数理統計システムのサーバ系業
年管企発0401第21号 H23.4. 11務システムにおける運用支援業務|年金局事業企画課 H23.4.1 

一式」に係る再委託について 会計室契約係 画課長



「年金情報総合管理・照合システ

年管企発0401第22号 H23.4.11ム(紙台帳検索システム)既設 I 年金局事業企画課
サーバ等設備の保守業務一式j 会計室契約係

H23.4.1 
画課長

に係る再委託について

年管企発0401第24号 H23. 4.11 年金特別会計における会計機関の 年金局事業企画課
峯隼人

支出負担行為担当官補 年金局事業企
任命について(補助者) 会計室予算係 H23.4.1 助者松本清司外5名 画課長

「電子計算機の賃貸借及びプログ

年管企発0401第25号 ラム プロダクトの使用権許諾に|年金局雲業企画課
H23.4.11 闘する契約Jrこ係る再委託につい会計室 約係 i橋本典久 H23.4.1 

て

お

年管企発0401第26号 |よぴプログラム プロダクトの使|年金局事業企画課
H23.4.1 用権許諾iこ関する契約Jに係る再会計室契約係

|年金局事業企
画課長

委託について

年管企発0401第27号
「電子計算組織用装置等の導入撤|

H23. 4.11去及び設備に関する契約Jに係る 年金局事業企画課
再委託について 会計室契約係

H23.4.1 
画課長

年管企発0401第28号
記録管理システム 基礎年金番号|

H23.4.11管理システム利用契約(21年度 年金馬事業企画課
国債分)に係る再委託について 会計童契約係

i橋本典久 H23.4.1 

テム・

年管企発0401第29号 |管理システム利用契約(平成22 年金局事業企画課
|橋本典久 H23.4.1 H23.4.1 年度国債分)に係る再委託につい 会計室契約係

て

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0405第1号 lついて |年金局総務課厚生|
H23鋼 4.11(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 西上知公

H23.3.291 支出官厚生労働省大
臣官房会計課長

(年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0405第2号 |ついて |年金局総務課厚生|
H23. 4.11 (年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 西上知公

H23.3.291支出官 厚生労働省大 I年金局事業企
臣官房会計課長 画課長

(年金特別会計へ繰入)

平成23年度労働保険特別会計労
間 3.291官署支出官 厚生労働 |年金局事業企年管企発0405第3号 間 4.11災勘定から年金特別会計厚生年金|年金局総務課厚生|西上 知公

勘定への資金の受入れについて 年金保険財政係 省労働基準尾長 画課長

年管企発0405第4号 H23.4.51交付金の交付について 年金局事業企画課
平成23年度 日本年金機構運営費|

(平成23年度第1四半期 4月分) 会計室予算係
H23. 4.11日本年金機構理事長

画課長



年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0405第5号 H23.4.1 
ついて 年金局総務課国民

井上一広 H23. 3. 30 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0406第1号 H23.4.6 ついて
年金財政係

千葉 聡 H23.4.4 
臣官房会計課長 麗課長

(年金特別会計福祉年金勘定)

年管企発0413第1号 H23.4.13 
夏期に向けた徹底した節電対策の 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.4.13 
全国社会保険労務士会 年金局事業企

実施について 監理・社労士係 連合会会長 画課長

年管企発0414第1号 H23.4.14 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.4.12 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 甑課長

年金特別会計健康勘定へ繰入Lつ
いて

年金属事業企画課 年金島事業企
年管企発0415第1号 H23.4.15 (平成22年度独立行政法人福祉医

会計室予算係
藤田雅貴 H23.4.11 保験局保践課長

画課長
療機構納付金等相当財源健康勘定
へ繰入)

会計法第42条の規定に基づく通
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0419第1号 H23.4.19 知に係る現金亡失の処理状況につ
監査室

今井 広 一 H23.4.19 大臣官房会計課長
画課長

いて

年管企発0422第1号 H23.4.22 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.4.21 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に探る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 画課長

年管企発0422第2号 H23.4.22 国有物品遮納命令書について
年金局事業企画課

秋本真志 H23.4.19 
福岡船員保険慢康福祉 年金局事業企

会計室管財係 センターセンター長 画課長

共間利用シスァム基盤の運営経費

年管企発0422第3号 H23.4.22 
の支出委任における支払元受転換 年金局事業企画謀

津谷宜和 H23.4.22 
官署支出官総務省大 年金局事業企

通知書の送付について(第 1四半 会計室 臣官房会計課長 画課長
期分)

年管企発0425第1号 H23. 4. 25 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.4.25 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門理事 画課長

年管企発0425第2号 H23.4.25 社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課
立花慎太郎 H23. 4. 25 

日本年金機構事業管理 年金馬事業企
指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門理事 画課長

年管企発0425第3号 H23.4.25 
社会保験労務士法の規定に基づく 年金島事業企画課

立花慎太郎 H23. 4. 25 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労土保 部門理事 画課長

年管企発0428第1号 H23.4.28 
管理委託物件の施設整備(原状変 年金局事業企画課

京増勇二 H23.4.26 財団法人船員保険金
年金局事業企

更)承認申講について(通知) 会計室契約係 画課長
平成23年度，日本年金機構運営

年金局事業企画課 年金局事業企年管企発0502第1号 H23.4.25 費交付金の交付iこついて(平成2 津谷宣和 H23. 4. 22 日本年金機構理事長
3年度第 1四半期 5月分)

会計室 画課長



年管企発0502第2号
般会計からの繰入について(平

年金局事業企画課 支出官厚生労働省大 年金属事業企
H23.4.27 成23年度第 1四半期分の業務取 津谷宜和 H23.4.27 

扱費財源)
会計室 臣官房会計課長 画課長

年管企発0502第3号
児童手当及び子ども手当勘定から

年金局事業企画課 雇用均等・児童家庭局 年金局事業企
H23.4.27 の繰入について(平成23年度第 津谷宜和 H23.4.27 

1四半期分の業務取扱費財源)
会計章 育成環境課長 画課長



年管企発0510第1号 H23.5.101報告に関する事務の取り扱いにつ
叶目玉JI.I同J 曹司':::>I<:.u:.陣l闘不

植木和宏 H23.5.6 日本年金機構事業管理 年金局事業企
会計室決算係 部門担当理事 画課長

韓菌政府からの依頼に基づく厚生
年金局事業企画課 日本年金機構事業企 年金属事業企

年管企発0513第2号 H23.5.131年金保険被保険者台帳(旧台帳) 松尾辰ニ H23.5.10 
の写しの作成作業の実施について

記録整備係 画部門担当理事 麺課長

年管企発0516第1号 H23.5.161 田康保険印紙の不用決定通知の発 年金局事業企画課
京増勇ニ H23.5.12 郵便事業株式会社

年金局事業企
出について 会計室契約係 画課長

年管企発0516第3号 弁護士法2・3・条・・に・基・・づ・・く・ご・照)会 年金局事業企画課
佐藤謙一

年金局事業企
H23. 5. 161c回槍答) ( 会計室 画課長

平成23年度 日本年金機構運営|
|津谷宜和 間 5.171日本年金機構理事長年管企発0517第1号 H23.5.171費交付金の年間交付額の変更につ晶年::o:金弘画1.局直=. 事業企画課

画課長
いて

「船員保険総合福祉センタ-J境

年管企発0518第1号
界確定等業務(前工程)に係る入|

H23.5.181札において、低入札価格調査基準年金局事業企画課
額を下回る入札を行った者に保る 会計室契約係

H23. 5.171 写測エンジニアリング 1 年金局事業企
株式会社他 1社 薗課長

調査結果について

管企発0525第1号 H23.5.251夏期の電力需給対策について
年金局事業企画課

立花填太部 H23. 5. 23 
全国社会保険労務士会 年金局事業企

監理・社労士係 連合会会長 画課長

管企発0525第2号 H23.5.241~ねんきんネットJ Iこ探る周知iこ 年金局事業企画課
田中健一 H23.4.28 全国社会保険労務士会 年金局事業企

ついて(依頼) 記録整備係 連合会会長 画課長

記録管理シスナム・基礎年金番号
管理システム利用契約(平成23 年金局事業企画課 b::~凸.1'ヨ

管企発0526第1号 H23. 5. 26 J::r =:r=i='I且畠J'-、¥，-1'.宮古空 τ官ヨ岳吾"I":.r-_r屯 会計室契約係
橋本典久 H23.5. 

年管企発0530第1号 l年金局総務課国民
井上一広 H23. 5. 25 

支出官厚生労働省大
H23. 5. 301 ~;，，;~蛙ロ・ 1 ..6..乱用回 b::..6..鮎由、

年金財政係 臣官房会計課長

年管企発0530第2号 l年金局総務課箇民
井上一広 H23. 5. 25 

支出官厚生労働省大 年金局事業企H23. 5. 301 ~;，，;~蛙刷ム乱用回 b::..6..臥由、
年金財政係 臣官爵会計課長 画課長

年管企発0530第3号 H23. 5. 281 --; ~・」 t i十 五 何 耐 伺 師 序 エ l輿水慎吾 H23.5.261 支出官厚生労働省大 年金局事業企
〆 b::~"';土田I~吾ム 1冨首必+-b::~色品o:!::o、 b:: .. 昌弘，ロ恥品開.+:n.rr; 

臣官房会計課長 画課長



年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生
年管企発0530第4号 H23. 5. 28 (年金特別会計厚生年金勘定) 輿水慎吾 H23. 5. 26 

支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計へ繰入厚生年金
年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生
年管企発0530第5号 H23. 5. 28 (年金特別会計厚生年金勘定) 輿7l< 慣吾 H23. 5. 26 

支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計へ繰入職務上年
年金保陵財政係 臣官房会計課長 画課長

金給付費財源)

年管企発0530第6号
平成23年度労働保険特別会計労

年金局総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企
H23. 5. 28 災勘定から年金特別会計厚生年金 輿水慎吾 H23.5:26 

勘定への資金の受入れについて
年金保険財政係 省労働基準局長 画課長

年管企発0601第1号
般会計からの受入について(平

年金局事業企画課 厚生労働省大臣官房会
H23. 5. 26 成23年度第 1四半期分の業務取 津谷宣和 H23.5.25 

年金局事業企

扱費財源)
会計室 計課長 画課長

年管企発0601第2号
見童手当及び子ども手当勘定から

年金局事業企画課 雇用均等・児童家庭局
H23. 5. 26 の受入について(平成23年度第 津谷宜和 H23. 5. 25 

年金局事業企

1四半期分の業務取扱費財源)
会計室 育成環境課長 画課長



年管企発0601第3号

年管企発0601第4号

年管企発0601第5号

管企発0601第6号

年管企発0601第7号

年管企発0601第8号

年審企発0602第1号

年管企発0602第2号

H23. 6.11年金特別会計公共調達委員会運営|年金局事業企画課 l圏司 直太郎
要領の改正について(通知会計室調達審査係

「住民基本台帳ネットワークシス
テムを利用した氏名 住所変更等|

H23. 6.11の届書省略に係るシステム開発に 年金局事業企画課
かかるソフトウェア提供サービス 会計室契約係

|橋本典久

一式」に係る再委託について

fねんきん定期便等の未送還分に
係る住基ネットを利用した住所把|

H23. 6.11握等に伴うシステム開発にかかる 年金局事業企画課
ソフトウェア提供サービス 会計室契約係

式」に係る再委託について

「年金個人情報提供システムの機
能追加(ねんきんネット対応)
(2次リリース)に伴うシステム|年金局事業企画課

H23. 6.11 開発にかかるソフトウェア提供 会計室契約係

ビス 一式Jに係る再委託に
ついて

「第 1号被保険者期間の可能性が
ある第3号被保険者期簡を有して

H23. 6.11 いる加入者対応に係るシステム改 I年金島事業企画課
善にかかるソフトウエア提供サー会計室契約係
ピス 一式」に係る再委託につい
て

係るシステム改善に伴うシステム
H23. 6. 11開発にかかるソフトウェア提供 I 年金局事業企画課

サービス 一式J(こ係る再委託Lー会計室契約係

ついて

i第 10四社会保障審議会日本年金
H23.6.2幽撞罰 市開催について 年金局事業企画諜 前田真樹子

年金特別会計への資金の繰入れ(:.年金局総務課基礎
千葉聡H23. 6. 21ついて ， 

(年金特別会計福祉年金勘定) 年金財政係

H23.6.1 

H23.6.1 

H23.6.1 

H23.6.1 

T..L~""開事官官匝鷺~ 1-1 "'T'・

H23.5.31 年金機構評価部会部
会長本田勝彦

H23.丘31支出官厚生労働省大
臣官房会計課長

年金局事業企
画課長

画課長

|年金局事業企
画課長

画課長

画課長

年金局事業企
画課長

年金局事業企
画課長



平成23年度 日本年金機構運営
年金属事業企画課 年金局事業企

年管企発0602第3号 H23.6.1 費交付金の交付について(平成2
会計室

津谷宜和 H23. 5. 26 日本年金機構理事長
画課長

3年度第 1四半期 6月分)

年管企発0614第1号 H23.6.14 
健康保険印紙の不用決定通知の発 年金局事業企画課

京増勇ニ H23.6.9 郵便事業株式会社
年金局事業企

出について 会計室契約係 画課長

平成23年度第2四半期収入予
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0615第1号 H23.6.14 定総表及び支払計画予定総衰の提
会計室

津谷宜和 H23.6.14 財務省主計島司計課
画課長

出について

「年金受給者へ送付する各種通知

圃・・・・・・・年管企発0622第1号 H23.6.22 
書の見直しに探るシステム開発 年金局事業企画課

橋本典久 H23. 6. 22 
年金局事業企

(フェーズ2) 一式Jに係る再 会計室契約係 画課長
委託について

第 11回社会保障審議会日本年金
社会保障審議会 日本

年金局事業企
年管企発0628第1号 H23. 6. 28 年金局事業企画課 前田 真樹子 H23. 6. 23 年金機構評価部会部

機構評価部会の開催について
会長本田勝彦

画課長

平成23年度 目本年金機構運営
年金島事業企画課 年金局事業企

年管企発0701第1号 H23.6.27 費交付金の交付について(平成2
会計室

津谷宣和 H23.6.24 日本年金機構理事長
画課長

3年度第2四半期7月分)

一般会計からの繰入について(平
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0701第2号 H23.6.27 成23年度第2四半期分の業務取
会計室

津谷宜和 H23.6.27 大臣官房会計課長
画課長

扱費財源)

児章手当及び子ども手当勘定から
年金局事業企画課 雇用均等・児童家庭馬 年金局事業企

年管企発0701第3号 H23.6.27 の繰入について(平成23年度第 津谷宜和 H23. 6. 27 
2四半期分の業務取扱費財源)

会計室 育成環境課長 菌課長



ーu:.I-，JI.H!:i

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

人事・給与関係業務情報システム

年管企発0701第4号 H23. 7. 1 
の開発等に係る支出委任における 年金局事業企画課

津谷宣和 H23. 7. 1 
人事院事務総局会計課 年金局事業企

支払元受転換通知書の送付につい 会計室 長 画課長
て(第2四半期分)

共同利用システム基盤の運営経費

年管企発0701第5号 H23. 7. 1 
の支出委任における支払元受転換 年金局事業企画課

津谷宜和 H23. 7. 1 
総務省大臣官房会計課 年金局事業食

通知書の送付について(第2四半 会計室 長 画課長
期分)

固有財産総合構報管理システムに

年管企発0701第6号 H23. 7. 1 
係る支出委任における支払元受転 年金局事業企画課

津谷宜和 H23. 7. 1 
財務省大臣官房会計課 年金局事業企

換通知書の送付について(第2四 会計室 長 画課長
半期分)

年管企発0706第1号 H23.7.6 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.7.6 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 画課長

正確な年金記録の確認が行われな
かったことにより任意加入の機会

年金属事業企画課 年金局事業企
年管企発0708第1号 H23.7.8 を失い老齢基礎年金等の受給権を 田中 洋 之 H23.7.8 事業企画部門担当理事

得られなかった者に係る任意加入
記録整備係 画課長

申出の取扱いについて(通知)

「船員保健総合福祉センター」境
年金局事業企画課 神戸地方法務局北出強 年金局事業企

年管企発0713第1号 H23. 7. 13 界確定等業務の実施について(協
会計室管財係

秋本真志 H23. 7. 11 
所長 画課長

力依頼)

第 12回社会保障審議会日本年金
社会保障審議会 日本

年金局事業企
年管企発0719第1号 H23. 7. 14 年金局事業企画課 前田 真樹子 H23. 7. 13 年金機構評価部会部

機構評価部会の開催について
会長本田勝彦

画課長

資金前渡官吏厚生労

年管企発0719第2号 H23. 7. 19 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 7. 15 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 郵便事業株式会社代表 年金局事業企

年管企発0722第1号 H23.7.22 報告等について(平成23年度4 秋本真志 H23. 7. 14 
月分)

会計室管財係 取締役社長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 厚生労働省大臣官房会 年金局事業企年管企発0725第2号 H23.7.25 ついて 千葉聡 H23. 7. 19 

(年金特別会計福祉年金勘定)
年金財政係 計課長 画課長



年金特別会計健康勘定への繰入に

年管企発0726第1号 H23.7.26 
ついて(平成23年度独立行政 年金局事業企画課

津谷宜和 H23.7.25 保険局総務課長
年金局事業企

法人福祉医療機構納付金等相当財 会計室 画課長
源健康勘定へ繰入)

資金前渡官吏厚生労

年管企発0728第1号 H23.7.28 
平成23年産年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.7.28 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0728第2号 H23.7.28 
ついて 年金局総務課国民

井上一志 H23.7.26 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0728第3号 H23.7.28 
ついて 年金局総務課厚生

輿水慎吾 H23.7.26 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政保 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

平成23年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発0728第4号 H23.7.28 災勘定から年金特別会計厚生年金 輿水慎吾 H23.7.26 
勘定への資金の受入れについて

年金保険財政係 省労働基準局長 画課長

平成23年度 年金特別会計業務勘
年金局事業企画課 官署支出官東海北陸

官署支出官年
年管企発0728第5号 H23. 7. 28 定に係る支払計画額の追加につい

会計室予算係
峯隼人 H23.7.25 

厚生局長
金局事業企画

て 課長

. 
年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0728第6号 H23.7.28 
ついて 年金局総務課国民

井上一広 H23.7.26 
支出宮厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(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

年金局総務課厚生 支出官厚生労働省大 年金烏事業企年管企発0728第7号 H23.7.28 (年金特別会計厚生年金勘定) 輿71< 慎吾 H23.7.26 
(年金特別会計へ繰入厚生年金

年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出官厚生労働省大 年金局事業企年管企発0728第8号 H23. 7. 28 (年金特別会計厚生年金勘定)
年金保険財政保

輿水慎吾 H23.7.26 
臣官房会計課長 画課長

(年金特別会計へ繰入職務上年
金給付費財源)



人事異動に伴う官署支出宮の異動 年金局事業企画課
センター支出官財務 官署支出官年

年管企発0729第1号 H23.7.29 
等の通知について 会計室予算係

峯隼人 H23.7.29 省会計センタ一会計管 金局事業企画
理部長 課長

年管企発0729第2号 H23.7.29 
人事異動に伴う取引関係通知につ 年金局事業企画謀

峯隼人 H23.7.29 日本銀行本庖
年金局事業企

いて 会計室予算係 画課長



H23. 8.11 支出官 厚生労働省大 1年金局事業企年管企発0802第4号 間 8.21つ川(年金特別会計福祉年金勘 225g課基礎千葉 聡
定)

臣官房会計課長 画課長

「住民基本台帳ネットワークシス
テムを利用した氏名・住所変更等

|年金局事業企年管企発0803第1号 H23.8.31の届書省略に係るシステム開発 I 年金局事業企画課
(住民票コード収録率向上) 会計室契約係 画課長

式」に係る再委託について

年管企発0803第2号
「ねんきんネット (3次リリー | 

H23. 8. 31ス)対応に係るシステム開発ー 年金属事業企画課
式Jに係る再委託について 会計室契約係

H23.8. |年金局事業企
画課長

「住民基本台帳ネットワークシス
テムを利用した氏名・住所変更等

年管企発0803第3号 の届出省略に係るシステム開発 |年金局事業企画課
H23. 8. 31ve住民票コード収録率向上)にか会計室契約係 l橋本典久 H23.8. 

かるソフトウェア提供サービス
一式Jに係る再委託について

「ねんきん定期便の電子化等(ね

年管企発0803第4号
んきんネット 3次リリース対応~I

H23宥 8.31に伴うシステム開発にかかるソフ 年金局事業企画課
トウェア提供サービス 一式J1:::. 戸会計室契約係

|橋本典久

係る再委託について

資金前渡官吏厚生労

管企発0805第1号 H23.8.51 平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課
藤田雅貴 H23.8.5 

働省大臣官房総務課 年金烏事業企
資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長

敬志郎

年管企発0805第2号 H23.8.51 年金特別会計所属国有財産の取扱 年金局事業企画課
黒川正憲 H23.8.5 

地方厚生(支)局総務 年金局事業企
いについて 会計室管財係 課長 画課長

「船員保験総合椙祉センター」境
年金局事業企画課 財務省近畿財務局神戸 年金属事業企

年管企発0808第1号 H23.8.81界確定等業務の実施について(協
会計室管財係

秋本真志 H23.8.3 
財務事務所長外2者 画課長

力依頼)

保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 郵便事業株式会社代表 年金局事業企

年管企発0810第1号 H23.8.101報告等について(平成23年度5
会計室管財係

秋本真志 H23.8.3 
取締役社長 画課長

23年度年金特別会計業務勘
年金局事業企

年管企発0816第1号 H23.8.161定に係る支払計画額の追加につい 年会金計局室事予算業企係画課 峯隼人 H23.8.11 地方厚生局長
画課長

て



年管企発0822第1号 H23.8.22 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H23.8.22 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門理事 画課長

資金前渡官吏厚生労

年管企発0823第1号 H23. 8. 23 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.8.22 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0823第2号 H23. 8. 23 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 8. 22 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0823第3号 行23.8.23
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.8.22 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0823第4号 H23. 8. 23 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.8.22 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0823第5号 H23. 8. 23 
平成23年産年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.8.22 
働省大臣官房総務諜 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

平成22年度特別会計財務書類に
年金局事業企画課 地方厚生(支)局総務 年金局事業企

年管企発0824第1号 H23. 8. 24 計上する電話加入権の確認につい
会計室管財係

秋本真志 H23. 8. 23 
課長 画課長

て(依頼)

F籍及び住民登録関係謄本抄本交
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0824第3号 H23. 8. 24 付申請について(船員保険総合福 秋本真忠 H23. 8. 22 神戸市北区長外2者
祉センター)

会計室管財係 画課長

年管企発0824第6号 H23. 8. 24 
平成22年度にかかる国有財産の 年金馬事業企画課

秋本真志 H23.8.18 
財団法人船員保験会会 年金属事業企

管理委託から生ずる収益について 会計室管財係 長 画課長



文 決裁日 日

年管企発0901第2号 H23.9.1 携帯電話の管理換協議について
年金局事業企画課

秋本真志 H23. 8. 29 大臣官房会計課長
会計室管財係

平成23年度日本年金機構運営費
年金局事業企画課 年金馬事業企

年管企発0902第1号 H23.9.2 交付金の交付についτ(平成23
会計室

津谷宜和 H23. 8. 25 日本年金機構理事長
画課長

年度第2四半期9月分)

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0902第2号 H23.9.2 
定への繰入について(平成23年 年金島事業企画課

津谷宣和 H23.9.1 
厚生労働省大臣官房会 年金局事業企

度第2四半期9月分の業務取扱費 会計室 計課長 画課長
財源)

年金特別会計克童手当及び子ども

年管企発0902第3号 H23.9.2 
手当勘定から業務勘定への繰入に 年金局事業企画課

津谷宣和 H23.9.1 
雇用均等・児童家庭局 年金局事業企

ついて(平成23年度第2四半期 会計室 育成環境課長 画課長
9月分の業務取扱費財源)

平成23年度年金特別会計業務勘定
年金局事業企画諜 年金局事業企

年管企発0907第1号 H23.9.7 に係る支払計画額等について(下 峯隼人 H23.9.7 地方厚生局総務課長
半期分)

会計室予算係 画課長

年管企発0913第1号 H23.9.13 携帯電話の管理換について(申 年金局事業企画課
秋本真志 H23.9.13 厚生労働大臣

年金局事業企
請) 会計室管財係 画課長

資金前j度官吏厚生労

年管企発0914第2号 H23.9.14 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企酉課

藤田雅貴 H23.9.13 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

「年金給付・時効援用に係る取扱

年管企発0914第3号 H23.9.14 
いの変更に伴うシステム開発(基 年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

本設計及び詳細設計) 一式Jに 会計室契約係 画課長
係る再委託について

「国畏年金保険料の納付可能期間

年管企発0914第4号 H23.9.14 
の延長に伴うシステム開発(基本 年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

設計及び詳細設計) 一式」に係 会計室契約係 画課長
る再委託について

「国民年金保険料の納付可能期間

年管企発0914第5号 H23.9.14 
の延長に伴うシステム開発にかか 年金局事業企画課

橋本典久
年金局事業企

るソフトウェア提供サービス ー 会計室契約係 画課長
式」に係る再委託について

健康保険印紙の不用決定及び不用
年金局事業企画課 郵便事業株式会社代表 年金局事業企

年管企発0920第1号 H23. 9. 20 決定通知書の送付について(平成 秋本真志 H23.9.13 
23年産6月分)

会計室管財係 取締役社長 冨課長



年管企発0922第1号 H23. 9. 22 
物品の管理換について(通知) 年金局事業企画課

秋本真志 日23.9.22大臣官房会計課長
年金局事業企

(携帯電話) 会計室管財係 画課長

年管企発0922第2号 H23. 9. 22 
物品の管理換受領通知書の送付に 年金局事業企画課

秋本真志 H23. 9. 22 大臣官房会計課長
年金局事業企

ついて(携帯電話) 会計室管財係 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0929第1号 H23.9.29 
ついて 年金局総務課厚生

輿水慎吾 H23.9.21 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金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

年金局総務課厚生 支出官厚生労働省大 年金局事業企
年管企発0929第2号 H23.9.29 (年金特別会計庫生年金勘定) 輿水慎吾 H23.9.21 

(年金特別会計へ繰入厚生年金
年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出官厚生労働省大 年金局事業企
年管企発0929第3号 H23. 9. 29 (年金特別会計厚生年金勘定)

年金保険財政係
輿水慎吾 H23.9.21 

臣官房会計課長 画課長
(年金特別会計へ繰入職務上年

金給付費財源)

平成23年度労働保険特別会計労
年金属総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発0929第4号 H23. 9. 29 災勘定から年金特別会計厚生年金
年金保検財政係

輿7J< 慎吾 H23.9.21 
省労働基準局長 画課長

勘定への資金の受入れについて

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0929第5号 H23.9.29 
ついて 年金局総務課国民

井上一広 H23.9.21 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計画民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0929第6号 H23.9.29 
ついて 年金局総務課国民

井上一広 H23.9.21 
支出官厚生労働省大 年金局事業企

(年金特別会計菌民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(年金特別会計へ繰入)

資金前渡官吏厚生労

年管企発0929第7号 H23. 9. 29 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 9. 28 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
~ 

敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0929第8号 H23.9.29 
平成23年度年金特別会計前渡 年金属事業企画課

藤田雅貴 H23. 9. 28 
働省大臣官房総務課 年金局事業企|

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎



|年管企発0930第1号 H23.9.30 
社会保険労務士法の指定に基づく 年金局事業企闇課

立花慎太郎 H23. 9. 29 
日本年金機構事業管理 年金局事業金

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 画課長

年金特別会計における会計機関 年会金計室局事業企画課 l年画名金課局長事業外企2 年管企発0930第2号 H23. 9. 30 峯隼人 H23.9.28 秋本真志外1名
(補助者)の任免について 予算係

国民年金に係る年金記録の確認申
本間佳宏

年金局事業企
年管企発0930第3号 H23. 9. 30 記立録てに回復おける年金事務所段階での 年金局事業企画諜 H23. 9. 30 事業企画部門担当理事

画課長
について(通知)

人事・給与関係業務情報システム

年管企発0930第4号 H23. 9. 30 
の開発等に係る支出委任における 年金局事業企画課

津谷宣和 H23. 9. 28 |務宮署総局支会出宮 人事院事 年金局事業企
支払元受高転換通知書の送付につ 会計室 計課長 画課長
いて(平成23年度第3四半期分)

共同利用システム基盤の運営経費

年管企発0930第5号 H23. 9. 30 
に係る支出委任における支払元受 年金局事業企画課

津谷宜和 H23.9.，28 
官署支出官総務省大 年金局事業企

高転換通知書の送付について(平 会計室 臣官房会計課長 画課長
成23年度第3四半期分)

国有財産総合情報管理システムに

年管企発0930第6号 H23. 9. 30 
係る支出委任における支払元受高 年金局事業企画課

津谷宜和 H23. 9. 28 
官署支出官財務省大 年金局事業企

転換通知書の送付について(平成 会計室 臣官房会計課長 画課長
23年度第3四半期分)

「数理統計システムのサーバ系業
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0930第7号 H23. 9. 30 務システムにおける運用支援業務
会計室契約係

橋本典久 H23. 9. 30 
画課長

一式j に係る再委託について

年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課 年画名金課局長事業外企2 年管企発1001第1号 H23. 9. 30 峯隼人 H23. 9. 28 京増勇ニ外3名
(補助者)の任免について 会計室予算係

日本年金機構運営費交付金の交付
|年会金計室局事業企画課 年金局事業企

年管企発1003第1号 H23.9.30 について(平成23年度第3四半期 津谷宜 和 H23.9.28 日本年金機構理事長
冨課長

10月分)

年管企発1003第2号 H23.9.30 第一定財般源へ3会由)四繰計半か入期に1ら0年つ月金分い特のて別業(会平務計成取2扱章3務年費勘度等 会年金計室局事業企画課 |津谷宜和 H23.9.27 
厚生労働省大臣官房会

l画年金課属長事業企
計課長

年金特別会計児童手当及び子ども

年管企発1003第3号 H23圃 9.30
手当勘定から業務勘定への繰入に 年金局事業企画課

津谷宜和 H23.9.27 
雇用均等・児童家庭局 年金局事業企

ついて(平成23年度第3四半期の 会計室 育成環境課長 画課長
業務取扱費等財;頂)
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文書番号 決裁日 |件名 l起案担当課・係 |起案者 起案日 l施行先 施行者

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発1003第4号 H23.10.3 ついて(年金特別会計福祉年金勘
年金財政係

千葉 聡 H23. 9. 29 
臣官房会計課長 画課長

定)

「特別支給の老齢扉生年金の支給
開始年齢の引上げ等の実施に伴う

年金局事業企画課

l 
年金局事業企

年管企発1003第5号 H23.10.3 システム開発(基本設計及び詳細
会計室契約係

橋本典久 H23. 9. 30 
画課長

設計)一式」に係る再委託につい
て

健康保険印紙の不用決定及び損傷
年金局事業企画課 郵便事業株式会社代表 年金局事業企

年管企発1011第1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 
取締役社長 画課長

月分)

年管企発1011第3号 H23. 10. 11 
社会保障労務士の懲戒処分につい 年金属事業企画課

佐藤大輔 H23. 10. 11 
東北厚生局年金管理課 年金局事業企

て(伺い) 監理圃社労士係 長 画課長

年管企発1011第4号 H23. 10. 11 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

佐藤大輔 H23. 10. 11 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て(伺い) 監理・社労士係 部長 画課長

年管企発1011第5号 H23. 10. 11 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

佐藤大輔 H23. 10. 11 関東信越厚生局年金管
年金属事業企

て(伺い) 監理・社労士係
理課長

画課長

年管企発1011第6号 H23. 10. 11 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

佐藤大輔 H23. 10. 11 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て(伺い) 監理・社労士係 部長 画課長

厚生年金基金加入記録を有する被
保険者記録の整備等において、被

年管企発1021第1号 H23.10.21 
保険者種別の記録が相違し、厚生 年金局事業企画課

松尾辰ニ H23.10.5 
日本年金機構事業企 年金局事業企

年金基金が支給する代行部分に係 記録整備係 画部門担当理事 画課長
る給付のニ重給付による遇払い文
は不支給が生じている場合の取扱

資金前渡官吏厚生労

年管企発1021第2号 H23.10.21 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.10.21 
働省大臣官房総務課 年金属事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎



資金前渡官吏厚生労

年管企発1021第3号 H23.10.21 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23.10.21 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

固有財産(土地)の平成23年度

年管企発1024第1号 H23. 10. 24 
台帳価格改定を行うための仮の国 年金局事業企画課

枠山陽介 H23.10.21 久留米市長外3市長 年金局長
定資産税評価額(平成23年1月 会計室管財係
1日時点)の設定依頼について

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発1024第2号 H23.10.24 ついて(年金特別会計福祉年金勘
年金財政係

千葉聡 H23.10.20 
臣官房会計課長 画課長

定)

社会保険労務士制度功労者厚生労
年金局事業企画課 日本年金機構事業管理 年金局事業企

年管企発1031第1号 H23.10.31 働大臣表彰の審査に係る照会につ
監理・社労士係

立花慎太郎 H23.10.26 
部門担当理事 画課長

一一
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年管企発1101第1号

年管企発1101第2号

年管企発1104第1号

年管企発1107第1号

管企発1107第2号

年管企発1108第2号

年管企発1108第3号

年管企発1108第4号

年管企発1109第2号

年管企発1110第1号

年金局事業企
画課長

年金局事業企
画課長

年金局事業企
画課長

年金局事業企
画課長

年金属事業企
画課長

年金馬事業企
富課長

郵便事業株式会社代表 i年金局事業企
H23.1121 1 

取締役社長 i画課長

H23. 10.311大臣官房長
年金局事業企
画課長

日本年金機構理事(事 l年金属事業企H23. 11. 71!;!;:;;!:;~'!.~1~-:-;;; ， ... 
業企画部門担当画課長

H23. 11. 1 厚生(支)局長
年金局事業企
画課長



戸籍及び住民登録関係謄本抄本交
年金属事業企画課 年金属事業企

年管企発1114第1号 H23. 11. 14 付申請について(船員保険総合福
会計室管財係

枠山陽介 H23. 11. 7 神戸市北区長
画課長

祉センター)

平成23年度年金特別会計業務勘

年管企発1114第2号 H23. 11. 14 
定に係る支払計画額等について 年金局事業企画課

峯隼人 H23.11.9 地方厚生局総務課長
年金局事業企

(下半期分:固有財産管理処分庁 会計室予算係 画課長
費)

平成23年度年金特別会計業務
年金局事業企画課 官署支出官九州厚生

官署支出官
年管企発1116第1号 H23. 11. 16 勘定に係る支払計画鶴の追加につ

会計室予算係
峯隼人 H23. 11. 16 

局長
年金局事業企

いて 画課長

資金前渡官吏厚生労

年管企発1117第1号 H23. 11. 17 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 11. 16 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算保 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発1117第2号 H23. 11. 17 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 11. 16 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

年金特別会計業務勘定から一般会

年管企発1118第1号 H23. 11. 18 
言十への繰入について(平成23年度 年金属事業企画課

津谷宜和 H23. 11. 17 
職業安定局雇用保険課 年金局事業企

上半期 失業者退職手当特別会計 会計室 長 画課長
等負担金)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発1124第1号 H23. 11. 24 ついて(年金特別会計福祉年金勘
年金財政係

千葉聡 H23. 11. 21 
臣官房会計課長 画課長

定)

資金前渡官吏庫生労

年管企発1125第7号 H23. 11. 25 
平成23年度年金特別会計前渡 年金局事業企画課

藤田雅貴 H23. 11. 25 
働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発1201第1号 H23. 11. 30 ついて 年金局総務課国民
井上一広 H23. 11. 25 

支出官厚生労働省大 年金局事業企
(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発1201第2号 H23. 11. 30 ついて 年金局総務課国民
井上一広 H23. 11. 25 

支出官厚生労働省大 年金局事業企
(年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(年金特別会計へ繰入)



年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発1201第3号 H23. 11. 30 ついて 年金局総務課厚生
輿水慎吾 H23. 11. 28 

支出官庫生労働省大 年金局事業企
(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長
(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年金局事業企
ついて

年金局総務課厚生 支出宮厚生労働省大
年管企発1201第4号 H23.11.30 (年金特別会計庫生年金勘定)

年金保険財政係
輿水慎吾 H23. 11. 28 

臣官房会計課長
(年金特別会計へ繰入厚生年金

画課長

給付費財源)

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて

年金局総務課厚生 支出宮厚生労働省大 年金局事業企
年管企発1201第5号 H23.11.30 (年金特別会計厚生年金勘定) 輿水慎吾 H23. 11. 28 

(年金特別会計へ繰入職務上年
年金保険財政係 臣官房会計課長 画課長

金給付費財源)

平成23年度労働保険特別会計労
年金局総務課厚生 官署支出官厚生労働 年金局事業企

年管企発1201第6号 H23. 11. 30 災勘定から年金特別会計厚生年金
年金保険財政係

輿水慎吾 H23. 11. 28 
省労働基準局長 画課長

勘定への資金の受入れについて

年管企発1201第7号 H23.11.30 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金属事業企画課

立花慎太郎 H23. 11. 30 東北厚生局管理課長
年金局事業企

て(伺い) 監理・社労士係 画課長

年管企発1201第8号 H23.11.30 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花填太郎 H23.11.30 
自本年金機構事業企画 年金局事業企

て(伺い) 監理・社労士係 部長 画課長



標準報酬の遡及訂正事案に関する|
H23.12.271関係書類の廃棄状況について(確 記年金録局整備事係業企画課

依頼)

¥. H23. 12.26¥日本年金機構事業管理 |年金局事業企
部門担当理事 画課長

年管企発1201第9号
「統合運用管理システムの改善に|

H23. 12. 11係るシステム開発一式Jに係る 年金局事業企画課
について 会計室契約係 画課長

年管企発1201第10号 H23. 12. 11ステム開発一式」に係る再委託 年金局事業企画課
「稼働統計CMSの改善に係るシ|

について 会計室契約係
H23. 12. 1 

画課長

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1202第1号 H23.12.21定への繰入について(平成23年度|年金局事業企画課
第3四半期12月分の業務取扱費財会計室 |津谷宜和 H23. 11. 281厚計課生労長働省大臣官房会 1年画金課局長事業企

源)

日本年金機構運営費交付金の交付

|津谷宜和 間 11市本年金機構理事長年管企発1202第2号 H23.12.21について(平成23年度第3四半期 I年金局事業企画課
12月分) 会計室 画課長

年管企発1205第1号 H23.12.51 国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 H23. 11. 30 

大阪船員保険病院、厚 年金局事業企
の承認申請について 会計室管財係 生労働大臣、年金局長 画課長

健康保険印紙の不用決定及び損楊
年金局事業企

年管企発1206第1号 H23.12.61報告等について(平成23年度9月 年会金計局室事菅財業企係画課 枠山陽介 H23.12.2 郵便事業株式会社
画課長

分)

年金特別会計への資金の繰入れに
支出宮厚生労働省大

年管企発1206第2号 H23.12.61ついて(年金特別会計福祉年金勘年年金金財属政総係務課 基礎子葉 聡 H23. 12. 1 
臣官房会計課長

定)

平成23年度及び平成24年度政府出

年管企発1209第1号
資にかかる固有財産見込現在額報 年金局事業企画課

杵山陽介 H23.12.8 日本年金機構総務部長
年金局事業企

H23. 12. 91~~~~~~について(日本年金機 会計室管財係 薗課長

シスナム

年管企発1215第1号 H23. 12. 151-(平成23年度対応)に係るシス I年金局事業企画課
テム開発一式」に係る再委託に会計室契約係

H23. 12. 15 |年金局事業企
画課長

ついて

「年金給付・時効援用に係る取扱

年管企発1215第2号 H23. 12. 151 いの変更に伴うシステム開発にか I年金属事業企画課
かるソフトウェア提供サービス 会計室契約係

H23. 12. 15 
画課長

一式」に係る再委託について



日本年金機構から市町村に情報提

年管企発1216第1号
供する「ねんきんネット」情報の 年金局事業企画課

鶴岡秀憲 H23. 12. 7 業企画部門担当) (事 年金局事業企
H23. 12. 131 取扱いに関する覚書の締結につい 記録整備係 業管理部門担当) 画課長

て

年管企発1219第1号
「市区町村情報提供システムハ- - Ei年金局事業企画課

H23. 12. 191ドウエア等保守業務一式J1::傍 会計室契約係 画課長
る再委託について

国税犯則取締法第1条第3項に基づ
H23.12.201日本年金機構副理事長 1年画金課局長事業企年管企発1221第1号 H23. 12.211く頭会に対する年金個人情報の提 I年金局事業企画課

供について 企画係

一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発1227第1号 H23. 12. 271 定への繰入について(平成23年度 1年金局事業企画課
第4四半期1月分の業務取扱費財 会計室 |津谷宜和

H231226l|{届署支出官 厚生労働 1 年金局事業企
省大臣官房会計課長 画課長

源)

年金特別会計児童手当及び子ども

年菅企発1227第2号 間 12ポ当勘定から業務勘定への繰入に|年金局事業企画課
ついて(平成23年度第4四半期の会計室 |津谷宜和 H23.12.261 雇用均等・児童家庭局 1 年金局事業企

育成環境課長 、 画課長
業務取扱費財源)



年管企発0104第1号
日本年金機構運営費交付金の交付|

H24. 1.41について(平成23年度第4四半期 年金局事業企画課
1月分) 会計室

|津谷宜和 間 12.261日本年金機構理事長
画課長

固有財産総合槽報管理システムに

|津谷宜和
|開出官財務省大臣

年管企発0104第2号 H24. 1.41 係る支出委任外5件に係る支払元 I年金局事業企画課 H23.12.26官房会計課長 外5名 I年画課金局長事業企
受高転換通知書の送付について 会計室
(平成23年度第4四半期分)

平成24年度の年金記録に係るコン

年管企発0104第8号 ピユータ記録と紙台帳等との突合|年金局事業企画課
H24. 1.41 せに係る受託事業者への委託方針記録整備係

H24. 1.41 日本年金機構理事(事 1 年金局事業企
業企画部門担当) 、画課長

について

「年金情報総合管理 E 照合システ
ム(紙台帳検索システム)に係る

嘗企発0104第9号 H24. 1.41突合せ拠点の見直し等に伴う対応 I年金局事業企画課
(基本設計、詳細設計及びプログ会計室契約係

H24. 1. 4 |年金局事業企
画課長

ラム作成) 一式」に係る再委託
について

年管企発0104第10号 H24. 1.41 年金特別会計における会計機関 年金局事業企画課
峯隼人 H24. 1. 4 戸原智品外1名

年金局事業企
(補助者)の任免について 会計室予算係 画課長外1名

定及び損傷
年金局事業企

年管企発0111第1号 H24. 1. 111報告等について(平成23年度 1年金局官事管財業企係画課 枠山陽介 H24.1.6 郵便事業株式会社
画課長

資金前渡官吏厚生労

年管企発0113第1号 H24. 1. 131 平成23年度年金特別会計前渡 1年金局事業企画課
資金交付について 会計室予算係

H24. 1. 121 働省大臣官房総務課 1 年金局事業企
厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0113第2号 H24. 1. 131 平成23年度年金特別会計前渡I年金局事業企画課
資金交付について 会計室予算係

H24. 1. 121 働省大臣官房総務課 1 年金局事業企
厚生労働事務官須賀 画課長
敬志部

資金前

年管企発0113第3号 H24. 1. 131 平成23年 度 年 金 特 別 会 計 前 渡 年金局事業企画課
藤田雅貴 H24. 1. 12 働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長
敬志郎

資金前渡官吏厚生労

年管企発0113第4号 H24. 1. 131 平成23年産年金特別会計前渡 年金局事業企画課
藤田雅貴 H24. 1. 12 働省大臣官房総務課 年金局事業企

資金交付について 会計室予算係 厚生労働事務官須賀 画課長



年管企発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

杵山陽介 H24. 1. 12 横浜船員保険院、厚生
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係
労働大臣、年金局長

画課長

平成23年度年金特別会計業務勘定 年金局事業企画課 官署支出官 関東信越
官署支出官

年管企発0131第1号 H24. 1. 31 
に係る支払計画額の追加について 会計室予算係

峯隼人 H24. 1. 31 
厚生局長

年金局事業企
画課長

年管企発0131第2号 H24. 1. 31 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 1. 31 
関東甲信越厚生局年金 年金局事業企

て 監理同社労士係 調整課長 画課長

年管企発0131第3号 H24.1.31 
社会保険労務士の懲戒処分につい 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24. 1. 31 
日本年金機構事業企画 年金局事業企

て 監理・社労士係 部長 画課長



一般会計から年金特別会計業務勘

年管企発0201第1号 H24. 2.11定への繰入について(平成23年度 1年金局事業企画課
第4四半期2月分の業務取扱費財会計室 |津谷宣和

|宮署支出宮厚生労働
H24.1.30 省大臣官房会計課長

源)

日本年金機構運営費交付金の交付
|津谷宜和 間 1中本年金機構理事長 |年金局事業企年管企発0201第2号 H24. 2.11について(平成23年度第4四半期 1年金局事業企画課

2月分) 会計室 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

管企発0201第3号 iついて |年金局総務課厚生| H24. 1.271 支出官 厚生労働省大 1年金局事業企
H24. 2.11 "(年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 輿水慎吾 臣官房会計課長 画課長

(基礎年金年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0201第4号
ついて 1年金局総務課厚生 1 H24.1.271 支出宮 厚生労働省大 1年金局事業企H24. 2.11 (年金特別会計厚生年金勘定) 年金保険財政係 輿水慎吾
(年金特別会計へ繰入厚生年金

臣官房会計課長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0201第5号
ついて 1年金局総務課庫生 1 H24. 1. 271 支出宮 厚生労働省大 1年金局事業企H24. 2.11 (年金特別会計厚生年金勘定) 年金保検財政係 輿水慎善
(年金特別会計へ繰入職務上年

臣官房会計課長 画課長

金給付費財源)

平成23年度労働保険特別会計労
H24127l|{回署支出官 厚生労働 1 年金局事業企年管企発0201第6号 H24. 2. 11災勘定から年金特別会ー計厚生年金 1年金局総務課厚生 1輿水 慎吾

勘定への資金の受入れについて 年金保険財政係 省労働基準局長 画課長

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0201第7号
ついて |年金局総務課国民 l井上一広 lH24. 1. 311 支出官 厚生労働省大 1年金局事業企

H24. 2.11 e年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
年金特別会計へ繰入)

年金特別会計への資金の繰入れに

年管企発0201第8号
ついて |年金局総務課国民 1井上一広 H24. 1. 311支出官 厚生労働省大 1年金局事業企

H24. 2. 11 e年金特別会計国民年金勘定) 年金財政係 臣官房会計課長 画課長
(年金特別会計へ繰入)

年管企発0201第9号 H24. 2.11再委託の承認について
業企画課

橋本典久 H24‘2.1 
年金属事業企
画課長

年管企発0201第10号 H24. 2.11再委託の承認について |十五何申宋正田部
..6..吾.L.可... 童百金，1，/，:& i橋本典久 H24. 2.11 l年金局事業企

画課長



年金特別会計への資金の繰入れに
支出官厚生労働省大 年金局事業企

管企発0206第1号 H24. 2. 61ついて(年金特別会計福祉年金勘年年金金財局政総係務課 基礎千葉 聡 H24.2.2 
臣官房会計課長 画課長

年管企発0206第2号
印紙交付決定通知書(平成24年 年金局事業企画課

橋本典久 H24.2.6 郵便事業株式会社
年金局事業企

H24.2.61由制帽コ』正分)の送付について 契約係 画課長

保険印紙の不用決定及び損害
年金局事業企画課 年金局事業企

年管企発0207第1号 H24. 2. 71報告等について
室管財係

陽介 H24.2.2 郵便事業株式会社
画課長

(平成23年度 11月分)

年管企発0208第1号 H24.2.81 管理委託物件の施設整備(現状変 年金局事業企画課
陽介 H24.2.7 財団法人船員保険会

年金局事業企
更)承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0210第1号 H24.2.101再委託の承認について
i年金局事業企画課

典久
年金局事業企

会計室契約孫 画課長

年管企発0210第2号 H24.2.101再委託の承認について
l年金局事業企画課

典久 H24.2.1 
年金局事業企

会計室契約係 雷課長

年管企発0210第3号 H24.2.101再委託の承認について
l年金局事業企画課

典久 H24.2.1 
年金局事業企

会計室契約係 画課長

l年金局事業企画課 年金局事業企
年管企発0210第4号 H24.2.101再委託の承認について 典久 H24.2.1 

会計室契約係

年曹企発0210第5号 H24.2.101再委託の承認について
年金局事業企画課

!橋本典久 H24. 2. 1 
会計室契約係

年管企発0213第1号 H24. 2.131 管理委託物件の施設整備(原状変 年金局事業企画課
|枠山陽介

更)の承認について 会計室管財係



l文章番号 |決裁日 |件名 |起藁担当課・係 |起案者 起案日 施行先 施行者

年管企発0302第1号 H24.3.2 
社会保険労務士法の規定に基づく 年金局事業企画課

立花慎太郎 H24.3.2 
日本年金機構事業管理 年金局事業企

指定に係る照会について(依頼) 監理・社労士係 部門担当理事 画課長

年管企発0302第2号 H24.3.2 
「定般へ会の計繰か入にら年つ金い特て別(会平計成2業3務年勘度

年金局事業企画課
津谷宜和 H24.2.28 

厚生労働省大臣官房会 年金局事業企

|第源)4四半期3月分の業務取扱費財 会計室 計課長 画課長

日本年金機構運営費交付金の交付
|年会金計室局事業企画課 年金局事業企

年管企発0302第3号 H24.3.2 について(平成23年度第4四半期 津谷宜和 H24. 2. 28 日本年金機構理事長
画課長

3月分)

健決2定療2保通年知度険書印旧紙料のの送額平間決定及び不用 会年金計室属事業企画諜 年金局事業企
年管企発0302第4号 H24.3.2 付について(平成

管財係
|杵山陽介 H24.2.27 郵便事業株式会社

画課長
分)

年金特別会計への資金の繰入れに
年金局総務課基礎 支出官厚生労働省大 年金局事業企

年管企発0307第1号 H24.3.7 ついて(年金特別会計福祉年金勘 千葉聡 H24.3.5 
定)

年金財政係 臣官房会計課長 画課長

年管企発0312第2号 H24.3.12 
固有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課

杵山陽介 H24.3.5 厚生労働大臣
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0312第3号 H24.3.12 
固有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課

杵山陽介 H24.3.5 |年金局長
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0312第4号 H24.3.12 
国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 H24.3.5 厚生労働大臣
年金属事業企|

の承認申請について 会計室管財係 画課長

|健報康告保等険に印紙の不用決定及3び年損度傷1 年金局事業企画課
郵便事業株式会社

年金局事業企
年管企発0312第5号 H24.3.12 ついて(平成2 枠山陽介 H24.3.1 

2月分)
会計室管財係 画課長

年管企発0312第6号 H24.3.12 
l記管録理管シ理ステシスム利テム用契基約礎(平年成金2番3号

年金局事業企画課
橋本典久 H24.3. 

年金局事業企
年度国債分)に係る再委託につい 会計室契約係 画課長
て

年管企発0313第1号 H24.3.13 国有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課
杵山陽介 H24.3.8 大阪船員保険病院

年金局事業企
の承認申請について 会計室菅財係 画課長

年管企発0313第2号 H24.3.13 
国有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課

杵山陽介 H24.3.8 厚生労働大臣
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年管企発0313第3号 H24.3.13 
固有物品の返納命令及び不用決定 年金局事業企画課

祥山陽介 H24.3.8 年金局長
年金局事業企

の承認申請について 会計室管財係 画課長

年金特別会計所属固有財産の売払
年金局事業企画課 地方厚生(支)局総務 年金局事業金

年管企発0314第1号 H24.3.14 処分に係る行動計画の見直しにつ
会計室管財係

黒川正憲 H24.3.12 
課長 画課長

いて



年管企発0315第1号

年管企発0321第1号

年管企発0327第1号

年管企発0329第1号

年管企発0329第2号

年管企発0329第3号

年曹企発0329第4号

第6号

年管企発0330第1号

年管企発0330第2号

年管企発0330第3号

数理統計システムのサーバ系業務
システムに係る運用管理業務に係 E

H24.3.151る入札において、低入札価格調査|年金局事業企画課 |橋本典久
l会計室契約係

基準額を下回る入札を行った者に'
係る調査結果について

「国民年金保険料の口座振替納付

H24. 3. 211~こ関する委託」及び「社会保険料|年金島事業企画課 l橋本典久
の口座振替納付に関する委託Jに|会計室契約係
係る公募結果について

年金特別会計への資金の繰入れに
ついて E l年金局総務課厚生

H24.3.271 (年金特別会計厚生年金勘定)i l輿 水慎吾l年金保険財政係
(福祉年金等年金特別会計へ繰 E 

入)未納保険料財源繰入

一般会計から年金特別会計業務勘

H24. 3. 291定への繰入について(平成23年度 I年金局事業企画課
第4四半期出納整理期分の業務取 会計室 |津谷宜和

扱費財源)

H24. 3. 291再委託の承認について
年金局事業企画課

橋本典久
会計室契約保

H24. 3. 291再委託の承認について
l年金局事業企画課
会計室契約係

橋本典久

H24. 3. 291再委託の承認について
|年金局事業企画課
会計室契約係

橋本典久

H24. 3. 291再委託の承認について
|年金局事業企画課
会計室契約係

|橋本典久

H24.3.291再委託の承認について
+豆珂事業企画課

|橋本典久
会計室契約係

i平成24年度年金特別会計業務勘定 年金局事業企画課
H24.3.30 に係る支払計画額等について 会計室予算係

|年金特蛤計公共調達委員会運営|年金局事業企画課
H24.3.拘置必置の改正について(通知) 会計室調達審査係 |園司直太郎|

H24.3ポ国社会保険労務士会連合会が行|年金局事業企画課
う試験事務等について(依頼) 監理 E 社労士係 |立花慎太郎|

H24.3. 

年金馬事業企
画課長

年金局事業企
画課長

支出宮 厚生労働省大 l年金局事業企
臣宮房会計課長

H24. 3. 291官署支出官 厚生労働 1 年金局事業企
省大臣官房会計課長 画課長

H24. 3. 29 
年金烏事業企
画課長

H24. 3. 29 
年金局事業企
画課長

H24. 3. 29 

H24. 3. 29 

H24. 3. 29 

山 2半地方厚生局総務課長
年金局事業企
画課長

雇用均等・児童家麗局
育成環境課長、年金局

H24. 3. 301 事業企画課長、調査室 1 年金局事業企
長、監査室長、会計室 画課長
長、事業管理課長、シ
ステム室長

地方厚生局年金調整課

H24. 3. 30 地方厚生(支)局年金 画課長

管理課長



年管企発0330第4号 全国社会保険労務士会連合会が行 l年金局事業企画課 1..，.，. -H- ，II;!;-I-o!.rr 1 旧本年金機構事業企画 |年金局事業企H24.3.301 | |立花慎太郎 H24.3. 301~-;:;""1""='1æ1ft_""" .u:.1!i!!l う試験事務等について(依頼監理・社労士係 1..:.1...1[" 1="=/，'.J;.¥j.J I 11".，.. v. VVI部長 liii課長


