
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

年金局企業年金
年金局企業年金

H27.4. 7 年企発0407第1号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

白山裕久
国民年金基金課

東海財務局理財部長 国民年金基金課
について 確定拠出年金指導

係
長

大鋼連厚生年金基金の財産目録等の承
年金局企業年金

年金局企業年金
H27.5.15 年企発0515第1号 認について【特例解散平成25年3月1 亀田剛

国民年金基金課
大鋼連厚生年金基金 国民年金基金課

日】 長

三重県石油業厚生年金基金の財産自録
年金局企業年金

年金局企業年金
H27. 5. 15 年企発0515第2号 等の承認について【特例解散平成26 亀田剛

国民年金基金課
三重県石油業厚生年金基金 国民年金基金課

年3月25日｝ 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の 年金局企業年金 日本食品分析センター企業年金基金 年金局企業年金
H27. 5. 15 年企発0515第3号 承認について（日本食品分析センター 坂井大 国民年金基金課 国民年金基金課

厚生年金基金） 指導調整係 長

年金局企業年金
年金局企業年金

H27.5.19 年企発0519第1号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

白山裕久
国民年金基金課

金融庁監督局総務課長 国民年金基金課
について 確定拠出年金指導

長
係

京都府建設業厚生年金基金の財産目録
年金局企業年金

年金局企業年金
H27. 5.20 年企発0520第l号 等の承認について【特例解散平成26 吉田哲弘

国民年金基金課
京都府建設業厚生年金基金 国民年金基金課

年2月27日】 長

確定給付企業年金の業務委託法人の指 年金局企業年金 JPアクチュアリーコンサルティング
年金局企業年金

H27. 5. 20 年企発0520第2号 定について（JPアクチュアリーコンサ 坂井大 国民年金基金課
株式会社

国民年金基金課
ルティング株式会社） 指導調整係 長

確定給付企業年金の業務委託法人の指 年金局企業年金 JPアクチユアリーコンサルテインゲ
年金局企業年金

H27. 5. 20 年企発0520第3号 定についてはPアクチュアリーコンサ 坂井大 国民年金基金課
株式会社

国民年金基金課
ルティング株式会社） 指導調整係 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の
年金局企業年金 年金局企業年金

H27.5.20 年企発0520第4号． 坂井大 国民年金基金課 虎屋企業年金基金 国民年金基金課
承認について（虎屋厚生年金基金）

指導調整係 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の 年金局企業年金 年金局企業年金
H27. 5. 25 年企発0525第1号 承認について（山本工作所厚生年金基 坂井大 国民年金基金課 山本工作所厚生年金基金清算人 国民年金基金課

金） 指導調整係 長



施行日 文書番号 件名 部案者 龍案担当課・係 施行先 施行者

全九州電気工事業厚生年金基金の解散 年金属企業年金 全九州電気工事業厚生年金基金
年金局企業年金

H27.5.27 年企発0527第1号 亀岡剛 国民年金基金課
に伴う財産目録等の承認について 国民年金基金課 長

平成25年度末における財政再計算及び財
年金局企業年金固

H27.5.27 年企発0527第2号 政検でな置いの基結金果へにの照対らし掛金の引上げが十 千原貴史
民年金基金課基金 企業年金国民年

分 応について 係数理室数理企画 金基金課長

厚生年金基金及ぴ確定給付企業年金の 年金属企業年金圏 地方厚生（支）局健康福祉部保険（企 企業年金国民年H27.5.29 年企発0529第1号 監査等について（通知） 吉田哲弘 民年金基金課 業）年金課長 金基金課長

消滅した厚生年金基金の財産自録等の
年金属企業年金 年金局企業年金

H27. 6. 12 年企発0612第1号 坂井太 国民年金基金課 極洋企業年金基金 国民年金基金課
承認について（極洋厚生年金基金） 指導調整係 長

神奈川県鉄鋼産業厚生年金基金の解散 年金局企業年金
神奈川県鉄鋼産業厚生年金基金代

企業年金国民年
H27. 7.28 年企発0728第1号

に伴う財産目録等の承認について
亀岡剛

国民年金基金課
表清算人

金基金課長

H27.8.20 年企発0820第1号 南東北機械金属厚生年金基金の解散に
亀田剛

年金局企業年金 南東北機械金属厚生年金基金代表清 企業年金国民年
伴う財産目録等の承認について 国民年金基金課 算人 金基金課長

全社連厚生年金基金の解散に伴う財産
年金局企業年金

年金局企業年金
H27.9. 10 年企発0910第1号 目録等の承認申請について〈通常解散 関口弘忠

国民年金基金課
全社連厚生年金基金清算人 国民年金基金課

平成26年4月1日） 長

福井県機械金属工業厚生年金基金の解
年金局企業年金

年金局企業年金
H27.9. 10 年企発0910第2号 散に伴う財産目録等の承認申請につい 関口弘忠

国民年金基金課
福井県機械金属工業厚生年金基金 闇民年金基金課

て（通常解散平成26年11月10日） 長

大阪府建設業厚生年金基金の財産自録
年金局企業年金

年金局企業年金
H27. 9. 15 年企発0915第1号 等の承認申請について（通常解散平 関口弘忠

国民年金基金課
大阪府建設業厚生年金基金 国民年金基金課

成26年11月20日） （追加決裁） 長

全国社会保険労務土厚生年金基金の財
年金局企業年金

年金局企業年金
H27.9. 15 年企発0915第2号 産目録等の承認申請について（通常解 関口弘忠 全国社会保険労務士厚生年金基金 国民年金基金課

散平成26年4月25日） （追加決裁） 国民年金基金課 長



施行日 文書番号 ｛キ名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

関西ゴルフ場厚生年金基金の解散に伴 年金局企業年金 関西ゴルフ場厚生年金基金代表清算
年金局企業年金

H27. 9. 24 年企発0924第1号 亀田剛 国民年金基金課
う財産目録等の承認について 国民年金基金課 人

長

被用者年金制度の一元化等を図るため
年金局企業年金

の厚生年金保険法等の一部を改正する 年金局企業年金 地方厚生（支）局保険年金（企業年H27. 9. 30 年企発0930第1号
法律等の施行に伴う企業年金関係通知

渡遵智之
国民年金基金課 金）課長

国民年金基金課

の一部改正等について（課長通知）
長

厚生年金基金の年金の実態調査につい
年金局企業年金 年金局企業年金

H27. 9. 30 年企発0930第2号
て（調査依頼）

日高亮 国民年金基金課 厚生年金基金理事長 国民年金基金課
企業年金係 長

H27.10.27 年企発1027第1号 兵庫ゴム工業厚生年金基金の解散に伴う
吉田哲弘

年金局企業年金圏 兵庫ゴム工業厚生年金基金代表清算 企業年金国民年
財産目録等の承認について 民年金基金課 人 金基金課長


