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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 施行者

厚生年金基金の役職員の公募につ
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金眉企業年|

年企発0405第1号 H24.4.5 年金基金課企業年金 平瀬瑞枝 H24圃4司 5 金国民年金基いて
係

年金(年金)課長
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金由民 年金局企業年
年企発0413第1号 H24.4.13 

に関する照会について 年金基金課企画係
渡辺駿 H24.4.13 三井生命保険株式会社 金国民年金基

金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民 アクサ生命保験株式会
年金局企業年

年企発0413第2号 H24.4圃 13
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24. 4.13 
キ土

金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民
プルデンシャルジブラ 年金局企業年

年企発0413第3号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24.4.13 ルタファイナンシャル 金国民年金基
生命保険株式会社 金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発0413第4号 H24.4.13 
に聞する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24.4.13 大同生命保険株式会社 金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民 明治安田生命保険相互
年金局企業年

年企発0413第5号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24園 4.13
会社

金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発0413第6号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24.4.13 日本生命保険相互会社 金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発0413第7号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

j度辺駿 H24.4.13 第一生命保険株式会社 金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民 ジブラルタ生命保険株
年金局企業年

年企発0413第8号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24.4圃 13
式会社

金国民年金基
金課長

厚生年金適用事業所以外の事業所 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発0413第9号 H24.4.13 
に関する照会について 年金基金課企画係

渡辺駿 H24.4.13 住友生命保険相互会社 金国民年金基
金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金属企業年金国民
シロキ工業厚生年金基

年金局企業年
年企発0416第1号 H24.4.16 等の承認について(シロキ工業厚 年金基金課指導調整 村上友博 H24.4.16 金圏民年金基

生年金基金) (課長通知) 係
金

金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0416第2号 H24.4.16 等の承認について(河北新報厚生 年金基金課指導調整 村上友博 H24.4.16 河北新報企業年金基金 金国民年金基

年金基金) (課長通知) 係 金課長
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文書番号 決裁日 |件名 記裏面逼謀・藤一一 起案者 |起案日 施行先 腕行者

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金局企業年金国民 兵庫県乗用自動車厚生

年金局企業年
年企発0508第1号 H24.5.8 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H24.5.7 

年金基金
金国民年金基

の受理について(課長) 金課長

国民年金基金の役職員の公募につ 年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発0509第1号 H24.5.1 
いて 年金基金課

藤城正 一 H24.5.1 
年金(年金)課長

金国民年金基
金課長

平成22年度末における財政再計算
年金局企業年金国民 年金局企業年

及び財政検証の結果に照らし掛金 東日本段ボール厚生年
年企発0516第1号 H24.5.15 

の引上げが十分でない基金への対
年金基金課数理指導 荒川智浩 H24.5.15 

金基金他2基金
金国民年金基

応について(課長)
係 金課長

平成22年度末における財政再計算
年金局企業年金国民 年金局企業年

及び財政検証の結果に照らし掛金 東京貨物運送厚生年金
年企発0516第2号 H24.5.15 

の引上げが十分でない基金への対
年金基金課数理指導 荒川智浩 H24.5.15 

基金他22基金
金国民年金基

応について(課長)
係 金課長

平成22年度末における財政再計算
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0516第3号 H24.5.15 
及び財政検証の結果に照らし掛金

年金基金課数理指導 荒川智浩 H24.5.15 東京実業厚生年金基金
金国民年金基

の引上げが十分でない基金への対 他4基金
応について(課長)

係 金課長

『厚生年金基金加入員原簿等の記
録の整備等の取り扱いについてJ

年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発0525第1号 H24.5.24 により突き合わせる記録が見つ
年金基金課

小柳津康博 H24.5.18 
年金(年金)課長

金国民年金基
かつてない事案の取り扱いについ 金課長
て

『厚生年金基金の加入員原簿等の
年金局企業年金国民 地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0525第2号 H24.5.24 記録の整備等の取り扱いについ

年金基金課
小柳津康博 H24.5.18 

年金(年金)課長
金国民年金基

てj の別添の改正について 金課長

確定給付企業年金へ移行した厚生 年金局企業年金国民
地方厚生局保険年金課

年金局企業年
年企発0530第1号 H24.5.30 年金基金記録の整備等の取扱いに 年金基金課指導調整 原一雅 H24.5.30 金国民年金基

ついて 係
長

金課長
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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 |施行者

厚生年金基金の加入員原簿等の記
年金局企業年金国民 地方厚生(支)局

年金局企業年
年企発0618第1号 H24.6.15 録の整備等に係る事務処理の一層 小柳津康博 H24.6.15 金国民年金基

の推進等について
年金基金課 保険年金(年金)課長

金課長

厚生年金基金等に対する最低責任
年金局企業年金国民

神奈川県鉄工業厚生年
年金局企業年

年企発0625第1号 H24.6.22 
準備金等の報告徴求について

年金基金課数理指導 荒川智浩 H24.6.21 
金基金他575基金

金国民年金基
係 金課長

厚生年金基金等に対する最低責任
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発0625第2号 H24.6.23 
準備金等の報告徴求について

年金基金課数理指導 荒川智浩 H24.6.22 
年金(年金)課長

金国民年金基
係 金課長

厚生年金基金等に対する最低責任
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0625第3号 H24.6.24 年金基金課数理指導 荒川智浩 H24. 6. 23 企業年金連合会 金国民年金基
準備金等の報告徴求について

係 金課長

福岡県佐賀県家具厚生年金基金の
年金局企業年金国民 福岡県佐賀県家具厚生

年金局企業年
年企発0629第1号 H24.6.29 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H24.6.28 

年金基金
金国民年金基

の受理について(課長) 金課長
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文書番号 決裁日 141牛名 起案担当課・1嘉 起案者 l起案日 |施行先 |蹄行者

国民年金基金制度の周知広報のた
年金局企業年金園畏

日本年金機構事業企画
年金局企業年

年企発0704第1号 H24.7.4 
めのデータ提供について(依頼)

年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.7.4 
部長

金国民年金基
基金係 金課長

「確定給付企業年金の規約の承認 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0705第1号 H24.7.5 及び認可の基準等について」 年金基金課数理企画 津田恒河 H24.7.2 地方厚生(支)局長 金国民年金基

の一部を改正する件(課長通知) 係 金課長

『厚生年金基金の基金等における
年金局企業年金国民 地方厚生局健康福祉部

年金局企業年
年企発0706第1号 H24.7.6 被保険者記録照会についてj

年金基金課
小柳津康博 H24. 6. 29 

保険年金(年金)課長
金国民年金基

の改正について 金課長

確定拠出年金運営管理機関の登録
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0706第2号 H24.7.6 
協議について

年金基金課確定拠出 村岡正教 H24. 7. 6 金融庁監督局総務課長 金国民年金基
年金管理係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0711第1号 H24. 7. 11 
等の承認について(トーメング

年金基金課指導爵整 村上友博 H24. 7. 11 TTG企業年金基金 金国民年金基
ループ厚生年金基金) (謀長通
知)

係 金課長

『厚生年金基金の解散等における
年金局企業年金国民 日本年金機構事業管理

年金局企業年
年企発0711第2号 H24. 7. 11 被保険者記録照会について』 小柳津康博 H24.7.6 金国民年金基

の改正について
年金基金課 部門担当理事

金課長

厚生年金基金及び確定給付企業年
年金局企業年金国民 年金局企業年

金の業務委託法人の指定について 株式会社セキュリティ
年企発0720第1号 H24.7.20 

(株式会社セキュリティ情報研究
年金基金課指導調整 村上友博 H24.7.20 

情報研究所
金国民年金基

所) (課長通知)
係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録
年金局企業年金国民 日本テキサス・インス、 年金局企業年

等の承認について(日本テキサ
年企発0724第1号 H24.7.24 

ス・インスツルメンツ厚生年金基
年金基金課指導調整 村上友博 H24. 7. 20 ツルメンツ厚生年金基 金国民年金基

金) (課長通知)
係 金清算人 金課長

厚生年金基金の年金の実態調査に
年金局企業年金国民

神奈川県鉄工業厚生年
年金局企業年

年企発0731第1号 H24.7.31 年金基金課企業年金 木谷忠晴 H24.7.30 金国民年金基
ついて(調査依頼)

係
金基金他575基金

金課長

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の
年金局企業年金園畏 歳入徴収宮厚生労働省

年金局企業年
年企発0731第2号 H24.7.31 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H24.7.31 

年金局事業管理課長
金国民年金基

の受理について(課長) 金課長
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年企発0820第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録 1

|年金局企業年金国民
H24.8.201等の承認について(ジャヴァ厚生| |村上 友博l年金基金課

年金基金) (課長通知
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文書番号 決裁日 件名 起案担当課園係 起案者 起案日 施行先 施行者

裁定請求書の未提出者対策に係る 年金局企業年金国民 車生年金基金理事長
年金局企業年

年企発0911第1号 H24. 9.10 
住所情報等の提供 年金基金課

小柳津麗博 H24.9.10 
企業年金連合会理事長 |金金課国長民年金基

確定拠出年金運営管理機関の登録
年金局企業年金由民 年金局企業年

年企発0920第1号 H24.9.20 
協議について

年金基金課確定拠出 村田正教 H24.9.20 金融庁監督局総務課長 金国民年金基
年金管理係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産自録 年金局企業年金国民
池上通信機企業年金基

年金局企業年
年企発0924第1号 H24.9.24 等の承認について(池上通信機厚 年金基金課指導調整 村上 友博 H24.9.24 金国民年金基

生年金基金) (課長通知) 保
金

金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
=井住友信託銀行企業

年金届企業年
年企発0924第2号 H24圃 9.24等の承認について(住友信託銀行 年金基金課指導調整 村上友博 H24.9.24 

年金基金
金国民年金基

厚生年金基金) (課長通知) 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0924第3号 H24.9.24 等の承認について(朝日新聞厚生 年金基金課指導調整 村上友博 H24.9.24 朝日新聞企業年金基金 金国民年金基

年金基金) (課長通知) 係 金課長

「厚生年金基金の設立要件につい
年金局企業年金国民 年金局企業年

年企発0926第1号 H24.9.20 年金基金課基金数理 城野晴裕 H24圃 9.18 地方厚生(支)局長 金国民年金基
てJの一部改正について

室 金課長

『確定給付企業年金の規約の承認 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0926第2号 H24.9.20 及び認可の基準等についてj のー 年金基金課基金数理 城野晴裕 H24. 9.18 地方厚生(支)局長 金国民年金基

部改正について(課長通知) 室 金課長

「厚生年金基金の資産運用に係る
年金局企業年金国民

年金局企業年
年企発0926第3号 H24.9.26 事務の取扱いについてJ (運用指

年金基金課企画係
園信綾希 H24.9.26 地方厚生(支)局長 金国民年金基

導課長通知)の一部改正について 金課長

平成 23年度企業年金連合会の決
年金局企業年金国民 年金属金業年

年企発0928第1号 H24.9.27 年金基金課基金数理 宮崎雄 介 H24. 9圃 27企業年金連合会理事長 金国民年金基
算の承認について

室 金課長
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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 施行者

福同県佐賀県家具厚生年金基金の
年金局企業年

年企発1003第1号 H24.10.2 責任準備金相当額の 年金局企業年金国民
金森一浩 H24.10.2 

最入徴収官厚生労働省
金国民年金基

納付計画変更の受理について(課 年金基金課 年金局事業管理課長
金課長

長)

国畏年金基金制度の周知広報のた
年金局企業年金国民

日本年金機構事業企画
年金局企業年

年企発1010第1号 H24. 10. 10 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H24.10.9 金国民年金基
めのデータ提供について(依頼)

基金係
部長

金課長

国民年金基金規則及び厚生年金基
年金局企業年金国民

年金局企業年
年企発1011第2号 H24. 10. 11 金規則の一部を改正する省令につ

年金基金課企画係
闇信綾希 H24. 10. 11 地方厚生(支)局長 金国民年金基

いて(課長通知) 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発1012第1号 H24. 10. 12 等の承認について(小山庫生年金 年金基金課指導調整 村上友博 H24. 10. 11 小山企業年金基金 金国民年金基

基金) (課長通知) 係 金課長

『東北地方太平洋沖地震に伴う厚
生年金基金及び国畏年金基金の掛 年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発1019第1号 H24. 10. 19 金等の納付期限の延長等に係る事 年金基金課企業年金 平瀬瑞 枝 H24. 10. 19 
年金(年金)課長

金国民年金基
務処理に関する指導等についてj 係 金課長
の一部改正について

社会保障審議会年金部会厚生年金
年金局企業年金国民 日本商工会議所日本経

年金局企業年
年企発1022第1号 H24.10.22 基金制度に関する専門委員会の委

年金基金課庶務係
城戸 健 一 H24.10.22 

済団体連合
金国民年金基

員へのご就任の依頼について 金課長

第1囲「社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発1026第1号 H24.10.26 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課
城戸 健一 H24.10.26 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会』の開催について 関する専門委員長 金課長

厚生年金基金からの離婚分割移換 年金局事業管理課 厚生年金基金理事長
年金局企業年

年企発1029第1号 H24.10.29 安粛 恭 平 H24.10.26 金国民年金基
金の徴収について 年金給付管理係 企業年金連合会理事長

金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
九電工グループ厚生年

年金局企業年
年企発1029第3号 H24.10.29 等の承認について(九電工グルー 年金基金課指導調整 村上友樽 H24.10.26 

金基金代表清算人
金国民年金基

プ厚生年金基金) (課長通知) 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
日本経済新聞企業年金

年金局企業年
年企発1029第4号 H24.10.29 等の承認について(日本経済新聞 年金基金課指導調整 村上友博 H24.10.29 

基金
金国民年金基

庫生年金基金) (課長通知) 係 金課長
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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 |施行者

第 2回『社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発1112第1号 H24. 11. 13 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸 健一 H24. 11. 9 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会Jの開催について 闘する専門委員長 金課長

第3回「社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発1120第1号 H24. 11. 21 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸 健一 H24. 11. 19 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会』の開催について 関する専門委員長 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録
年金局企業年金国民 年金局企業年

等の承認について(パノラマ・ホ パノラマ・ホテルズ厚
年企発1126第1号 H24. 11. 26 

テルズ厚生年金基金) (課長通
年金基金課指導調整 村上友博 H24. 11. 26 

生年金基金清算人
金国民年金基

知)
係 金課長

厚生年金基金の加入員原簿等の記 地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発1127第1号 H24. 11. 27 録に係る 年金局企業年金国民
小柳津康博 H24. 11. 26 

年金(年金)課長厚
金国民年金基

1次調査依頼の提出期限等につい 年金基金課 生年金基金理事長企
て 業年金基金理事長

金課長

第4囲 f社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発1130第1号 H24. 11. 30 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸 健一 H24. 11. 29 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会j の開催について 関する専門委員長 金課長

r r厚生年金基金の資産運用関係
年金局企業年

年企発1130第2号 H24. 11. 30 
者の.役割及び責任に関するガイド 年金局企業年金国民

置戸峻 H24. 11. 30 地方厚生(支)局長 金国民年金基
ラインについて』の一部改正につ 年金基金課企画係

金課長
いて』等に関するQ&Aについて

平成24年度における指定基金の
年金局企業年金国民

関東信越厚生局健康福
年金局企業年

年企発1130第3号 H24. 11. 30 
指定について(課長)

年金基金課基金数理 干原 貴 史 H24. 11. 28 
祉部年金課長

企画民年金基
室数理企画係 金課長
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文書番号 決裁目 |件名 起案担当課・係 起案者 起案日 |施行先 |施行者

厚生年金基金の加入員原簿等の記 年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発1204第1号 H24.12.4 録の整備等に係る 2次調査依頼の 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.12.4 企業年金連合会理事長 金国民年金基

事務処理の推進等について 係 金課長

福岡県佐賀県家具厚生年金基金の
年金局企業年金国民

年金局企業年
年企発1205第1号 H24.12.5 責任準備金相当額の納付計画変更

年金基金課
金森一浩 H24.12.5 年金局事業管理課長 金国民年金基

の受理について(課長) 金課長

厚生年金基金の平成25年度予算
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発1207第1号 H24. 12. 7 
編成について

年金基金課企業年金 松本 剛史 H24. 12. 7 
年金(年金)課長

金国民年金基
係 金課長

企業年金連合会が保有する個人情 年金局企業年金国民
年金局企業年

年企発1213第1号 H24. 12. 13 
報の提供について 年金基金課

小柳津康博 H24. 12. 12 企業年金連合会 金国民年金基
金課長

厚生年金基金の加入員原簿等の記 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発1220第1号 H24.12.20 録の整備等に係る1次調査依頼の 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.12.20 

年金(年金)課長
金国民年金基

提出期限の徹底について 係 金課長

第5回『社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発1225第1号 H24.12.25 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸 健一 H24.12.21 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会』の開催について 関する専門委員長 金課長

長野県建設業厚生年金基金からの 年金局企業年金国民 長野県建設業厚生年金
年金局企業年

年企発1227第1号 H24.12.27 
照会について(回答) 年金基金課

小柳津康博 H24.12.27 
基金

金国民年金基
金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
マルコ厚生年金基金清

年金局企業年

年企発1227第2号 H24.12.27 等の承認について(マルコ厚生年 年金基金課指導調整 村上友博 H24.12.26 
算人

金国民年金基
金基金) (課長通知) 係 金課長

厚生年金基金の加入員原簿等の記 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局

年金局企業年
年企発1228第1号 H24.12.28 録の整備等に係る 2次調査依頼の 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.12.26 

保険年金(年金)課長
金国民年金基

提出期限等について 係 金課長

厚生年金基金の加入員原簿等の記 年金局企業年金国民
厚生年金基金理事長

年金局企業年
年企発1228第2号 H24.12.28 録の整備等に係る 2次調査依頼の 年金基金課企業年金 勝雅人 H24.12.26 

企業年金連合会理事長
金国民年金基

提出期限等について 係 会課長
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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 施行者

厚生年金基金の年金の実態調査に 年年金局企業年金国民 年金局企業年
年企発0115第1号 H25. 1. 15 金基金課企業年金 松本剛史 H25. 1. 15 厚生年金基金理事長 金国民年金基

ついて(調査依頼)
係 金課長

年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0116第1号 H25. 1. 16 国税通則法の改正について 年金基金課企業年金 勝雅人 H25. 1. 16 金国民年金基

係
年金(年金)課長

金課長

第6固『社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発0117第1号 H25. 1. 17 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸健 一 H25. 1. 16 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会』の開催について 関する専門委員長 金課長

年金局企業年金国畏
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年金(年金)課長

年企発0124第1号 H25.1.24 国民年金基金の予算編成について 年金基金課国民年金 佐藤貴史 H25.1.22 
関東信越厚生局年金課

金国民年金基
基金係

長
金課長

第ア回『社会保障審議会年金部会
年金局企業年金国民

社会保障審議会年金部 年金局企業年
年企発0128第1号 H25. 1. 28 厚生年金基金制度に関する専門委

年金基金課庶務係
城戸健一 H25.1.25 会厚生年金基金制度に 金国民年金基

員会Jの開催について 関する専門委員長 金課長
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文書番号 決裁日 l件名 記裏面逼諒一・藤一 起案者 |起案日 |施行先 楠特者

厚生年金基金の運用に係る長期に
年金局企業年

わたり維持すべき資産構成割合を 年金局企業年金国畏 地方厚生(支)局保険
年企発0205第1号 H25.2.4 

記載した運用の基本方針の提出に 年金基金課企画係
置戸峻 H25.1.29 

年金(年金)課長
金国民年金基

ついて(課長通知)
金課長

厚生労働大臣が定める現物給与の
年金局企業年金園畏

地方厚生(支)局保険年
年金局企業年

年企発0205第2号 H25.2.5 年金基金課企業年 平瀬瑞 枝 H25.2.5 金国民年金基
価額について

金係
金(年金)課長

金課長

厚生年金基金における加入員資格
年金局企業年金国民

地方厚生(支)局保険
年金局企業年

年企発0205第3号 H25.2.5 年金基金課企業年 平瀬瑞 枝 H25.2.5 金国民年金基
の取扱いについて

金係
年金(年金)課長

金課長

平成24年度企業年金事務研修の実 年金局企業年金固畏
地方厚生(支)局健康 年金局企業年

年企発0208第1号 H25.2.8 
施及び受研者の推薦について 年金基金課庶務係

城戸健 一 H25.2.8 福祉部保険年金(年 金国民年金基
金)課長 金課長

年金局企業年金国民
職業安定局雇用保険課

年金局企業年
年企発0214第1号 H25.2.14 保有個人情報の提供について 年金基金課基金数理 宮崎雄介 H25.2.14 金国民年金基

室
長

金課長
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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 |施行者

国民年金基金制度の周知広報のた 年年金局企業年金国民 日本年金機構事業企画
年金局企業年

年企発0301第1号 H25.3.1 
めのデータ提供について(依頼)

金基金課国民年 佐藤 貴史 H25.3剛 1
部長

金国民年金基
金基金係 金課長

東京高等裁判所からの嘱託事項へ 年金局企業年金国民 東京高等裁判所第7民
年金局企業年

年企発0315第1号 H25.3.15 置戸瞳 H25.3.15 金国民年金基
の回答について 年金基金課企画係 事部

金課長

「厚生年金基金の予定利率の下限 年金局企業年金国畏
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0321第1号 H25.3.4 等について」の一部改正について 年金基金課基金数理 干原 貴史 H25.3.1 金国民年金基

(通知) 室数理企画係
年金(年金)課長

金課長

『国民年金基金の業務報告書の様 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0327第1号 H25.3.27 式について』等の一部改正につい 年金基金課国畏年 佐藤貴史 H25.3.27 

年金(年金)課長
金国民年金基

て 金基金係 金課長

年金局企業年金国民
地方厚生(支)局健康 年金局企業年

年企発0328第1号 H25.3.28 厚生年金基金の実地監査について
年金基金課

金森 一浩 H25.3.27 福祉部保険年金(年 金国民年金基
金)課長 金課長

厚生年金基金の実地監査の関係書 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局健康 年金局企業年

年企発0328第2号 H25.3.28 
類について 年金基金課

金森一浩 H25.3.27 福祉部保険年金(年 金国民年金基
金)課長 金課長

遺族厚生年金受給者に係る厚生年 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局

年金局企業年
年企発0328第3号 H25.3.28 金基金加入記録を有する被保険者 年金基金課企業年金 勝雅人 H25. 3. 28 

保険年金(年金)課長
金国民年金基

記録の整備等について 係 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
マルハニチロ企業年金

年金局企業年
年企発0328第4号 H25.3.28 等の承認について(ニチロ厚生年 年金基金課指導調整 村上友博 H25. 3. 22 

基金
金国民年金基

金基金) (課長通知) 係 金課長

『確定拠出年金の企業型年金規約 年金局企業年金国民
地方厚生(支)局保険

年金局企業年
年企発0329第1号 H25.3.29 に係る規約の承認基準について』 年金基金課確定拠出 村岡正教 H25.3.28 

年金(年金)課長
金国民年金基

の一部改正について 年金管理係 金課長

代行返上基金等の加入員原簿等の 年金局企業年金国民 日本年金機構理事 年金属企業年
年企発0329第2号 H25.3.29 記録の確認を要する場合の事務処 年金基金課指導調整 原一雅 H25.3.28 (事業企画部門担当) 金国民年金基

理について 係 (事業管理部門担当) 金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録 年金局企業年金国民
日本政策投資銀行企業

年金局企業年
年企発0329第3号 H25.3.29 等の承認について(日本政策投資 年金基金課指導調整 村上友博 H25.3.28 

年金基金
金国民年金基

銀行厚生年金基金) (課長通知) 係 金課長


