
施行日 文書番号 件名 起東者 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

年金局総務課国
H27. 4. 1 年管企発0401第1号 （平成27年度4月分年金特別会計国 柳田真一

支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画

民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特
民年金財政係 長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ
て

年金局総務課国
H27.4.1 年管企発0401第2号 （平成27年度4月分年金特別会計固 柳田真一

支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画

民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特
民年金財政係 長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ
て

年金局総務課園H27. 4. 1 年管企発0401第3号 （平成27年度4月分年金特別会計国 柳田真一
支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画

民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特
民年金財政係 長 課長

別会計へ繰入）

H27.4.1 年管企発0401第4号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画 大臣官房会計課管理室管理班管理係 年金局事業企画

者の任命について 課会計室 長 島 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第5号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課主査
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27.4.1 年管企発0401第6号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課主査
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27.4.1 年管企発0401第7号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課主査
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27.4.1 年管企発0401第8号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課長補佐
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第9号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課長補佐

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 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

H27.4. 1 年管企発0401第10号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業企画課長補佐
年金局事業企画

者の任命について 課会計霊 課長

H27.4.1 年管企発0401第11号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室主査

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第12号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室長補佐

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第13号 年金特別会計における会計機閣の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室管財係長

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27.4.1 年管企発0401第14号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画 大臣官房会計課管理室管理班管理係 年金局事業企画
者の任命について 課会計室 長 課長

H27. 4.1 年管企発0401第15号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室主査

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第16号 年金特別会計における会計機閣の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課長補佐

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第17号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室主査

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第18号 年金特別会計における会計機関の補助
津谷宜和

年金局事業企画
年金局事業企画課会計室管財専門官

年金局事業企画
者の任命について 課会計室 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金の繰入れについ
て（（平成27年度4月分年金特別会

支出官厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
H27. 4. 1 年管企発0401第19号 計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 荒木勲 年金局総務課

金特別会計へ繰入・職務上年金給付費
長 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

H27.4. 1 年管企発0401第20号
て（（平成27年度4月分年金特別会

支出官厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 荒木勲 年金局総務課
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

長 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

H27. 4. 1 年管企発0401第21号
て（（平成27年度4月分年金特別会

支出官厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 荒木勲 年金局総務課
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

長 課長

年金特別会計へ繰入）

H27.4. 1 年管企発0401第22号
労働保険特別会計労災勘定から年金特

官署支出官厚生労働省労働基準局 年金局事業企画
別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 荒木勲 年金局総務課
について（平成27年度4月分）

長 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第23号
平成26年度物品決算報告に係る「物品

年金局事業企闇 年金局事業企画
増減及び現在額報告書J等の作成につ 中捨一弘 厚生局（支）長
いて（依頼）

課会計室管財係 課長

H27.4.1 年管企発0401第24号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業管理課長補佐
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27. 4. 1 年管企発0401第25号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業管理課国民年金管理係長
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 課長

H27.4. 1 年管企発0401第26号
年金特別会計における会計機関の補助

津谷宜和
年金局事業企画

年金局事業管理課厚生年金管理係長
年金局事業企画

者の任命について 課会計室 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

H27. 4. 11年管企発0401第27号｜者年金の特任命別会に計つにいおてける会計機閣の補助 津谷宜和
年金属事業企画 年金局事業管理課給付事業室年金給 年金局事業企画
課会計室 付係長 課長

H27.4.11年管企発0401第29号 l平成27年度 年金特別会計業務勘定に 津谷宜和
年金局事業企画

北海道厚生局総務課長
年金局事業企画

係る資金の回付額の内示について 課会計室 課長

H27.4. ll年管企発0401第30号｜平成27年度 年金特別会計業務勘定に 津谷宜和
年金局事業企画

東北厚生局総務課長
年金局事業企画

係る資金の臨付額の肉示について 課会計室 課長

H27.4.1I年管企発0401第31号｜平成27年度 年金特別会計業務勘定に 津谷宜和
年金局事業企画

関東信越厚生局総務課長
年金局事業企画

係る資金の配付額の内示について 課会計室 課長

H27.4.11年管企発0401第32号 I｜平成27年度 年付金特別会計業務勘定に 津谷宜和
年金局事業企画

東海北陸厚生局総務課長
年金局事業企画

係る資金の配額の内示について 課会計室 課長

年金局事業企画 年金局事業企画H27.4. ll年管企発0401第33号｜平成27年度 年金特別会計業務勘定に 津谷宜和 近畿厚生局総務課長
係る資金の配付額の内示について 課会計室 課長

H27.4.11年管企発0401第34号！平成27年度年金特別会計業務勘定に 津~宜和
年金局事業企画

中国四国厚生局総務課長
年金局事業企画

係る資金の配付額の内示について 課会計室 課長

H27.4.1l年管企発0401第35号｜平成27年度 年金特別会計業務勘定に｜｜津谷宜和 ｜年金局事業企画 九州厚生局総務課長 年金局事業企画
係る資金の配付額の内示について 課会計室 課長

H27. 4. 11年管企発0401第36号｜平成27年度 年金特別会計業務勘定に 津谷宜和
年金局事業企画

四国厚生支局総務課長
年金局事業企画

係る資金の臨付額の肉示について 課会計室 課長

H27.4.11年管企発0401第37号 l 鹿瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係



施行日 文書番号 件名 起案者 ｜起案担当課・係 施行先 施行者

H27.4.11年管企発0401第38号 i ｜鹿瀬純 i年金局事業企画課 年金局事業企画
会計室契約係 課長

H27.4.11年管企発0401第40号｜社会保険オンラインシステム等窓口装置 本多寛光 年金局事業企画課
南関東ブロック本部東京事務センター 年金局事業企画

の貸与の申請について 長 課長

H27.4.ll年管企発0401第41号 l社会保険オンラインシステム等窓口装 木村亮
年金局事業企画 南関東ブロック本部東京事務センター 年金局事業企画

置の貸与の申請について 課企画係 長 課長

年金持副会計子ども子育て支援勘定から

｜の業務勘定への繰入について ｜ ｜年金局事業企画課｜ て本部審議官H27.4.2I年管企発0402第1号 （平成27年度暫定予算期聞の業務取扱 奥上建介 会計室予算係 課長
費）

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27.4. 61年管企発附第1号 I~平成27年度4 月分年金特別会計国｜柳田真一
民年金勘定 特別障害給付金給付費年

｜年金局総務課闇｜支出官
民年金財政係 厚生労働省大臣官房会計課長 課長

金特別会計へ繰入）

一
国有財産総合情報管理システム！こ係る｜

｜年金局事業企画｜財務省大臣官房会計課長H27. 4. 61年管企発0406第2号｜支出委任（他4件）に係る支払元受高奥上建介
転換通知の送付について

課会計室予算係 課長

国有財産総合情報管理システムに係る｜
｜年金局事業企画｜東北財務局総務部長 ！年金局事業企画H27. 4. 61年管企発0406第3号 i支出委任（他4件）に係る支払元受高奥よ建介

転換通知の送付について
課会計室予算係 課長

E有財産総合情報管理システムに係る｜
｜年金局事業企画 ｜中国財務局総務部長H27.4.61年管企発0406第4号｜ 出委任（他4件）に係る支払元受高奥上建介

転換通知の送付について
課会計室予算係 課長

固有財産総合情報管理システムに係る｜
｜年金局事業企画 ｜福岡財務支局財務主幹 ｜年金局事業企画H27.4. 61年管企発0406第5号！支出委任（他4件）に係る支払元受高奥よ建介

転換通知の送付について
課会計室予算係 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

固有財産総合情報管理システムに係る
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.6I年管企発0406第6号｜支出委任（他4件）に係る支払元受高奥上建介 名古屋国税局総務部次長

転換通知の送付について 課会計室予算係 課長

H27.4.81年管企発0408第2号｜平成f.7年度暫定予算にかかる日本年金 金野輝
年金属事業企画

日本年金機構理事長 年課金長局事業企画
機構運営費交付金の交付について 課会計室予算係

H27.4.8I年管企発0408第3号｜平成27年度暫定予算にかかる日本年金 金野輝
年金局事業企蘭

日本年金機構理事長 年金局事業企画
機構運営費交付金の交付について 課会計室予算係 課長

一極！会計五古寺蚕蒋JJIJ蚕計薬務勘定へ

I ｜の繰入について ｜ H27.4. 13年管企発0413第1号 （平成27年度第1四半期4月分の業務取 奥よ建介 ｜年金局事業企画｜厚生労働省大臣官房会計課長
諜会計霊予算係 課長

扱章）
年金特別会計子ども・子育て支援勘
｜から業務勘定への繰入について ｜ ｜年金局事業企闇 ｜内閣府子ども・子育て本部審議官H27.4.131年管企発041~·第2号 （平成27年度第 1四半期4月分の業務取 奥よ建介 課会計室予算係 課長
量豊i
再委託の承認について（

｜康瀬純 ｜年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.131年管企発0413第3号
課会計室契約係 課長

H27.4.15I年管企発0415第1号 ｜官署支出官補助者の任命について 奥上建介
年金局事業企画課

年金属事業企画課会計室出納係員 年金局事業企画
会計室予算係 課長

H27.4. 161年管企発0416第1号 ｜度日本年年間金支機付構額運に常つ費い支て付金の平成27年 金野輝 課年金局事業企蘭 日本年金機構理事長 年金局事業企画
会計室予算係 課長

平成27年度予算に係る日本年金機構運
年金属事業企画 年金局事業企画H27.4. 161年管企発0416第2号｜営費交付金の交付について（平成27年 金野輝
課会計室予算係

日本年金機構理事長
課長度4月分（2回目））

年金記録訂正分科会事務室賃貸借契約｜
｜年金局事業企画課｜全盛リシング合同会社H27.4.221年管企発0422第1号、｜（フロンティア小石川ピル）に係る契贋瀬純

約解約通知の発出について
会計室契約係 ー 課長



施行日 ｜ 文書番号

H27. 4. 231年管企発0423第1号

件名 ｜ 起案者

一雌会計から年金特別会計業務勘定へ
の繰入について（平成27年度第1四半期｜金野蹄
5月分の業務取扱費）

健康勘定から年金特別会計業務勘定へ
H27. 4. 231年管企発0423第2号｜の繰入について（平成27年度第1四半期｜金野輝

5月分の業務取扱費）

子ども・子育て支援勘定から年金特別
H27.4.231年管企発0423第3号｜会計業務勘定への繰入について（平成｜金野輝

27年度第1四半期5月分の業務取扱費）

H27. 4. 271年管企発0427第1号 鹿瀬純

人事・給与関係業務システム外16件｜
H27. 4. 271年管企発0427第7号｜に係る支出委任に係る支払元5最高転換奥よ建介

通知の送付について

人事・給与関係業務システム外 1転5件換 l｜ 
H27.4.271年管企発0427第8号｜！こ係る支出委任に係る支払元景高 奥上韓介

通知の送付について

人事給与関係業務システム外 15件｜
H27. 4. 271年管企発0427第9号 11こ係る支出委任に係る支払元受高転換奥上建介

通知の送付について

人事・給与関係業務システム外 16換件｜I 
H27.4.27I年管企発0427第10号｜に係る支出委任に係る支払元受高転 奥上建介

通知の送付について

人事・給与出関委係業務システム外 15件 l｜ 
H27.4.271年管企発0427第11号｜に係る支 任に係る支払元受高転換奥上建介

通知の送付について

起案担当課・係 施行先

年金馬事業企聞｜厚生労働省大臣官房会計課長
諜会計室予算係

施行者

年金局事業企画
課長

年金属事業企画｜保険局長 ｜年金局事業企画
課会計室予算係i ｜課長ー

年金局事業企画｜内閣府子ども・子育て本部審議宮 ｜年金局事業企画
課会計室予算係｜ ｜課長

年金属事業企画
課会計嚢契約係

｜年金局事業企画｜人事院事務総局会計課長
課会計室予算係

｜年金局事業企画｜総務省大臣官房会計課長
課会計室予算係

｜年金局事業企画 ｜総務省大臣官房会計課長
課会計室予算係

｜年金局事業企画 ｜総務省大臣官房会計課長
諜会計室予算係

｜年金局事業企画｜財務省大臣官房会計課長
課会計室予算係

年金局事業企闇
課長

課長

課長

課長

課長

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

人事・給与関係業務システム外 16件
年金局事業企繭 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第12号 に係る支出委任に係る支払先受高転換 奥上建介 北海道財務局総務部長

通知の送付について
課金計軍予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 16件
年金局事業企聞 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第13号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上聾介 東北財務局総務部長

通知の送付について
課金計室予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 15件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第14号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介 関東財務局総務部次長

通知の送付について
課会計室予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 16件
年金属事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第15号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介 近畿財務局総務部次長

通知の送付について
課会計室予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 16件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第16号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介
課会計室予算係

中国財務局総務部長
課長

通知の送付について

人事・給与関係業務システム外 15件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第17号 に係る支出委任に保る支払元受高転換 奥上撞介 福岡財務支局財務主幹

通知の送付について
課会計室予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 16件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第18号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介 関東信越国税局総務部次長

通知の送付について
課会計室予算係 課長

人事係 ・給与関係業務システム外 16件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第19号 に る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介 東北国税局総務部次長

通知の送付について
課会計嚢予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 15件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4. 27 年管企発0427第20号 に係る支出委任に係る支払元受高転換 奥上建介 名古屋国税局総務部次長

通知の送付について
課会計室予算係 課長

人事・給与関係業務システム外 15件
年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第21号 に係る支出委任に係る支払先受高転換 奥上建介 大阪国税局総務部次長

通知の送付について
課会計室予算係 課長



施行日 文書番号 （牛名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

人事・給与関係業務システム外 15件換 年金局事業企画 年金局事業企画H27.4.27 年管企発0427第22号 に係る支出委任に係る支払元受高転 奥上建介
課会計霊予算係

経済産業省大臣官房会計課長
課長

通知の送付について

H27.4.28 年管企発0428第1号 年金特別会計における会計機関の補助
奥よ撞介

年金属事業企画
年金局事業企画課主査

年金馬事業企画
者の任命について 課会計室予算係 課長

H27.4.28 年管企発0428第2号 年金特別会計における会計機関の補助
奥上建介

年金属事業企画
年金局事業企画課主査 年金局事業企画

者の任命について 課会計室予算係 課長

H27.4.28 年管企発0428第3号 年金特別会計における会計機関の補助
奥上建介

年金属事業企画
年金局事業管理課システム室長

年金局事業企画
者の任命について 課会計室予算係 課長

平成27年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画 年金局事業企画H27.5. 7 年管企発0507第l号 営費交付金の交付について（平成27年 金野輝
課会計室予算係

日本年金機構理事長
課長

度5月分）

入札結果について（数理統計システム（被
用者年金一元化統計サブシステム）の導 年金属事業企画課

、
厚生労働省年金H27.5.12 年管企発0512第1号

入に伴うハードウェア・市販ソフトウェアの
鹿瀬純

会計室契約係 局事業企画課長
賃貸借及び保守業務）

平成27年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第1号 る資金の記布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 北海道厚生局総務課長

務手当）
会計室 課長

平成27年度年金特別会計業務勘定に保
年金局事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第2号 る資金の配布額の内示について（超過動 藤岡雅彦
会計室

東北厚生局総務課長
課長

務手当）

平成27年度年金特別会計業務勘定に保
年金局事業企画課 年金属事業企画H27.5.13 年管企発0513第3号 る資金の配布額の内示について（超過動 藤岡雅彦
会計室

関東信越厚生局総務課長
課長

務手当）



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27年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第4号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 東海北陸厚生局総務課長

務手当）
会計室 課長

平成27年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企商課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第5号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 近畿厚生局総務課長

務手当）
会計室 課長

平成27年度年金特別会計業務勘定に係
年金属事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第6号 る資金の配布額の内示について（超過動 藤岡雅彦
会計室

中国四国厚生局総務課長
課長

務手当）

平成27年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第7号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦
会計室

九州厚生局総務課長
課長

務手当）

平成27年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画H27.5.13 年管企発0513第8号 る資金の配布額の内示について（超過勤 藤岡雅彦 四国厚生支局総務課長

務手当）
会計室 課長

H27.5.18 年管企発0518第1号 年金特別会計における会計機関の補助者
奥上建介

年金局事業企画課
年金局事業企画課年金記録回復室長

年金局事業企闇
の任命について 会計室予算係 課長

年金特別会計における会計機関の補助者 年金属事業企画課
年金局事業管理課システム室情報企

年金局事業企画H27.5.18 年管企発0518第2号
の任命について

奥上建介
会計蜜予算係

画専門官
課長

年金特別会計への資金の繰入れについ
て

支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画H27.5. 19 年管企発0519第1号 （平成27年度6月分年金特別会計園 荒木勲 年金局総務課
民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特

長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ
て

支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画H27. 5. 19 年管企発0519第2号 （平成27年度6月分年金特別会計国 荒木勲 年金局総務課
民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特

長 課長

別会計へ繰入）
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起案者

年金特別会計への資金の繰入れについ
て（（平成27年度6月分年金特別会
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費
年金特別会計へ繰入）

件名文書番号施行日

厚生労働省太臣官房会計課｜年金局事業企画
課長

年金局総務課厚｜支出官
生年金保険財政係｜長：

杉山雄一郎H27.5.20I年管企発0520第5号

年金特別会計への資金の繰入れについ
て（（平成27年度6月分年金特別会
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費
年金特別会計へ繰入）

厚生労働省大臣官房会計課｜年金局事業企画
課長

年金属総務課厚｜支出官
生年金保険財政係｜長

杉山 2雄一郎H27. 5, 201年管企発0520第6号
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厚生労働省大臣官房会計課｜年金局事業企画
課長

年金属総務課厚i支出官
生年金保険財政係！長

杉山雄一郎

厚生労働省労働基準局｜年金局事業企画
課長

年金属総務課厚｜官署支出官
生年金保険財政係｜長

杉山雄一郎
労働保険特別会計労災勘定から年金特
別会計厚生年金勘定への資金の受入れ
について（平成27年度6月分）

H27.5. 201年管企発0520第8号

厚生労働省年金
局事業企画課長

厚生労働省年金
局事業企覇課長

年金属事業企画課
会計室契約係

年金局事業企画課
会計室契約係

年金局事業企画課
会計室契約係

年金局事業企画課
会計室契約係

贋瀬純

H27.5.22l年管企発0522第4号

H27.5.22l年管企発0522第1号

H27.5.22l年管企発0522第2号

H27.5.221年管企発0522第3号



施行日 文書番号 起案者 ｜起案担当課・係

H27.5.221年管企発0522第5号

H27.5.221年管企発0522第6号

H27.5.261年管企発0526第1号

H27. 5. 261年管企発0526第2号

H27. 5. 261年管企発0526第3号

H27.5.291年管企発0529第1号

H27. 6. 11年管企発0601第1号

H27. 6. l I年管企発0601第2号

贋瀬純

鹿瀬純

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
の繰入について（平成'1-7年度第1四半期eI金野輝
月分の業務取扱費）

健康勘定から年金特別会計業務勘定へ
の繰入について（平成27年鹿第1四半期｜金野輝
6月分の業務取扱費）

子ども・子育て支援勘定から年金特別
会計業務勘定への繰入について（平成｜金野縄
27年度第1四半期6月分の業務取扱費）

低入札価格調査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（年金
業務システム（個人番号管理サブシステム｜鹿瀬純
(1次）及び基盤サブシステム）に係る基盤
製品の導入、賃貸借及び保守業務）ー

鹿瀬純

平成27年度予算に係る岡本年金機構運
H27.6.3I年管企発0603第2号 l営費支付金の受付について（平成27年

度6月分）

年金属事業企画課
会計霊契約係

年金局事業企画課
会計室契約係

年金局事業企蘭課｜l厚生労働省大臣官房会計課長‘会計室予算係 I 

喜望十：·7~島 l保険局長

年金局事業企画｜内閣府子ども・子育て本部審議宮
課余計霊予算係

年金局事業企画課｜富士通株式会社
会計室契約係

年金局事業企画
課会計室契約係

年金局事業企画
課会計室契約係

年金局事業企画｜日本年金機構理事長
諜会計室予算係

,, 

施行者

厚生労働省年金
局事業企画課長

厚生労働省年金
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

厚生労働省年金
局事業企画課長、

年金属事業企画
課長

年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長



施行日 文書番号 件名 起業者 ｜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

H27. 6. 41年管企発O峨1号 I~平成問度6月分年金特別会計国｜荒木勲
民年金勘定 特別障害給付金給付費年

｜年金局総務課 厚生労働省太臣官房会計課長
｜年金局事業企画
課長

金特別会計へ繰入）

「総務省年金記録確認第三者委員会の
年金局事業企画課 厚生労働省年金

H27.6.8I年管企発0608第1号 ｜あっせん・非あっせん事例の調査・分析業 根本剛
務」に係る提案書の評価結果について

会計室 局事業企画課長

H27.6.10I年管企発0610第1号 ｜過年度支出にかかる承認申請について 植木奈津子 年金局事業企画課 厚生労働大臣
官署支出官事業

会計室 企画課長

H27.6.171年管企発0617第1号 ｜健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告に 阿瀬見恵梨
年金局事業企画課

厚生労働大臣
年金局事業企画

ついて（平成26年度2月分） 会計室 課長

H27.6.171年管企発0617第2号 ｜ 健康保検印紙の不用決定について（平成 阿瀬見恵梨
年金局事業企画課

日本郵便株式会社代表取締役社長
年金局事業企画

26年度2月分） 会計室 課長

H27.6.18I年管企発0618第1号
年金局事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約係 局事業企聞課長

支出委任に闘する支払元受高転換通知
年金局事業企画 Ij 去務省大臣官房会計課長H27.6. 191年管企発0619第1号｜の送付について（法務省大臣官房会計 金野輝

課長ほか5件）
課会計嚢予算係 課長

支出委任に関する支払務元受高転換通知 l｜ 
｜年金局事業企画 ｜関東財務局総務部次長H27.6. 191年管企発0619第2号｜の送付について（法省大臣官爵会計金野輝

課長ほか5件）
課会計室予算係 課長

支出委任に関する支払元受高転換通知
｜年金局事業企画 l近畿財務局総務部次長H27. 6. 191年 管 餓O岬 3号｜の送付について（法務省大臣官房会計｜金野輝

課長ほか5件）
課会計室予算係 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

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企蘭 年金局事業企画H27. 6. 19 年管企発0619第4号 の送付について（法務省大臣官房会計 金野輝
課会計室予算係

国税庁長官官房会計課長
課長

課長ほか5件）

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 6. 19 年管企発0619第5号 の送付について（法務省大臣官房会計 金野輝 福間財務支局財務主幹

課長ほか5件） 課会計軍予算係 課長

支出委任に聞する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27.6. 19 年管企発0619第6号 の送付について（法務省大臣官房会計 金野輝
課会計室予算係

東京国税局総務部次長
課長

課長ほか5件）

H27.6.22 年管企発0622第1号 平成27年度 年金特別会計業務勘定！こ
藤岡雅彦

年金属事業企画
北海道厚生局総務課長

年金局事業企画
係る支払計画示達額の追加について 課会計室 課長

H27.6.22 年管企発0622第2号 平成27年度 年金特別会計業務勘定に
藤岡雅彦 年金属事室業企画 近畿厚生局総務課長

年金局事業企画
係る支払計画示達額の追加について 課会計 課長

H27. 6.22 年管企発0622第3号 平成27年度 年金特別会計業務勘定に
藤岡雅彦

年金局事業企画
四国厚生支局総務課長

年金局事業企画
係る支払計画示達額の追加について 課会計室 課長

H27.6.22 年管企発0622第4号 平成27年度 年金特別会計業務勘定に
藤岡雅彦

年金局事業企蘭
九州厚生局長総務課長

年金局事業企画
係る支払計画示達額の追加について 課会計室 課長

H27. 6.24 年管企発0624第1号 年金特別会計における会計機関の補助
奥上建介

年金局事業企画
年金局事業企画課長補佐

年金局事業企画
者の任命について 課会計室予算係 課長

H27.6.24 年管企発0624第2号 年金特別会計における会計機関の補助
奥上建介

年金局事業企画
年金局事業企画課主査

年金局事業企画
者の任命について 課会計室予算係 課長

年金個人情報流出を口実とした犯罪の防
年金局事業企画 地方厚生（支）局年金調整課長 年金局事業企画H27. 6.25 年管企発0625第3号 止に係る市区町村の広報誌への掲載等 鈴木暢介

の協力依頼について
課 年金管理課長 課長



施行日 文書番号 ｛牛名 起案者 ｜起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 6. 261年管企発0626第1号 鹿瀬純

H27. 6. 261年管企発0626第2号 麗瀬純

H27. 6.291年管企発0629第1号 ｜平成27年度における施年金に委員功労者厚
生労働太臣表彰の寮 ついて

j章谷宜和

H27. ・6. 291年管企発0629第2号｜平成27年度における年金委員功労者厚 津谷宜和
生労働太臣表彰の実施について

平成27年度予算に係る日本年金機構27運 l｜ 
H27.6. 291年管企発0629第3号｜営費交付金の交付について（平成年金野輝

度7月分）

一般会計から年金特別会計業務勘定へ｜
H27. 6.291年管企発0629第4号 iの繰入について（平成27年度第2四半期金野輝

7月分の業務取扱費）

健康勘定から年金特別会計業務勘定へ｜
H27. 6.291年管企発0629第5号 iの繰入について（平成27年度第2四半期金野輝

7月分の業務取扱費）

子ども 子育て支援勘定から年金特別｜
H27. 6.291年管企発0629第6号 i会計業務勘定への繰入について（平成金野輝

27年度第2四半期7月分の業務取扱費）

支出委任に関する支払元受高転換通知
H27. 6.附管 企発O峨 7号｜の送付について（人事院事務総局会計｜金野輝

課長ほか4件）

年金属事業企画
課会計室契約係

年金局事業企画
課会計室契約係

年金局事業企画
課長

年金局事業企画｜地方厚生局年金調整課長 地方厚生｜年金局事業企画
課 （支）局年金管理課長 課長

年金局事業企画｜旧本年金機構事業企画部門担当理事 l｜年金局事業企画
課 課長

｜年金局事業企闇！日本年金機構理事長
課会計室予算係

｜年金局事業企爾
課長

｜年金局事業企画 ｜厚生労働省大臣官房会計課長
課会計室予算係

｜年金局事業企画
課長

｜年金局事業企画｜保険局長
課会計室予算係

｜年金局事業企画
課長

｜年金局事業企画 ｜内閣府子ども 子育て本部審議官
課会計室予算係

｜年金局事業企画
課長

｜年金局事業企画 ｜人事院事務総局会計課長
課会計室予算係 課長



施行日 文書番号 件名 起案者 ｜起案担当課・係｜ 施行先

支出委任に関する支事払元受高転換通知 l｜ i年金馬事業企画｜財務省大臣官房会計課長H27.6.291年管企発0629第8号｜の送付について（入院事務総局会計金野輝
課長ほか4件）

課会計室予算係

支出委任に闘する支払元踊転換通知｜
｜年金局事業企画 ｜関東財務局総務部次長H27. 6. 291年管企発0629第9号｜の送付について（人事院事務総局会計金野輝

課長ほか4件）
課会計嚢予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知｜
H27. 6. 291年管企発0629第10号｜の送付について（人事院事務総局会計金野輝

課長ほか4件）
｜年金局事業企画 ｜近畿財務局総務部次長
課会計室予算係

支出委任に闘する支払元受高転換通会知
年金属事業企画

H27. 6.291年管企発0629第11号｜の送付について（人事前事務総局計金野輝
課会計室予算係

四国財務局総務部長
課長ほか4件）

H27.7.21年管企発0702第1号 麗瀬純 年金屑事業企画課
会計室契約係

H27.7.21年管企発0702第2号 贋瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係

「年金記録の訂正請求事蹟システム
課年金屑事業企画｜｜地方厚生（支）局年金管理官H27. 7. 101年管企発0710第1号！情報セキュリティ対策実施手順書」に 前田真樹子

ついて

個人情報等法人の機密情報の管理強化
H27. 7. 141年管企発0714第1号 iのための通知の発出について（伺い） 津谷宜和 課年金局事業企画｜｜全国社会保険労務士会連合会会長

H27.7.16I年管企発0716第1号 ｜健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告に｜阿瀬見恵梨弱年金局事業企画課｜厚生労働大臣
ついて（平成26年度3月分） I, ~会計室

施行者

課長

｜年金局事業企闇
課長

｜年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長

厚生労働省年金
局事業企画課長

厚生労業働省年金
局事企画課長

課長

課長

年金局事業企画
課長

健康保険印紙の不用決定について（平成 1 4年金局事業企画課｜ ｜年金局事業企画
H27.7.16I年管企発0716第3号｜ ｜阿瀬見恵梨剰 ｜日本郵便株式会社代表取締役社長 I 

26年度3月分） ｜ 寸会計室 ｜ ｜課長



施行日 文書番号 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27.7.l71年管企発0717第1号 鹿瀬純 年金属事業企画課 厚生労働省年金
会計憲契約係 局事業企画課長

H27. 7. 21 I年管企発0721第1号 ｜省等の内情設置報処申理請機に器つ室いへての情報処理機器 周辺謙一
年金属事業企画

大臣官房統計情報部企画課長 年金局事業企画
課 課長

H27.7.22l年管企発0722第1号 ｜平成27年度年金特別会計業務勘定に係 藤岡雅彦
年金局事業企画課 関東信越厚生局総務課長 厚生労働省年金

る支払計画示達額の追加について 会計室 局事業企画課長

H27.7.22l年管企発0722第2号 ｜平成27年度年金特別会計業務勤定！こ係 藤岡雅彦
年金局事業企画課 中間四国厚生局総務課長 厚生労働省年金

る支払計画示達額の追加について： 会計室 局事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 川年管企鮒727第7号 I~平成問度8品分年金特別会計国｜荒木勲
民年金勘定基年金拠出金等年金特

｜支出官 厚生労働省大臣官房会計課｜年金局事業企画
長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 7. 榊管企発0727第8号 I~平成昨度8月分年金智糊国｜荒木勲
民年金勘定基礎年金拠出等年金特

｜支出官 厚生労働省大臣官房会計課｜年金局事業企画
長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 7. 仰管企発問第9号 I~平成27年度 8 月分年金特別会計圏｜荒木勲
民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特

｜年金局総務課 長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計健康勘定への繰入につい
｜て（平成官度独立行政法人福祉医｜H27. 7. 281年管企発0728第2号 療機構納付等相当財源健康勘定へ繰 金野輝 ｜年金局事業企闇｜保障局総務課長

課会計室予算係 課長
入）
年金特別会計健康勘定ベぬ藤入につい

｜ ！て（平成昨度独立行政法人福祉医｜
H27. 7. 28年管企発0728第3号 擦機構納付金等相当財源健康勘定へ繰 金野輝 ｜年金局事業企画｜保険局総

課会計室予算係 課長
入）



施行日 文書番号 件名 起寮者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 7.28 年管企発0728第4号
一般会計から年金特別会計業務勘定へ

年金局事業企画 年金局事業企画
の繰入について（平成27年度第2四半期 金野輝 厚生労働省大臣官房会計課長
8月分の業務取扱費）

課会計章予算係 課長

H27. 7.28 年管企発0728第5号
健康勘定から年金特別会計業務勘定へ

年金局事業企画 年金局事業企画
の繰入について（平成27年度第2四半期 金野輝 保険局長
8月分の業務取扱費）

課会計室予算係 課長

H27. 7.28 年管企発0728第6号
子ども・子育て支援勘定から年金特別

年金局事業企画
会計業務勘定への繰入について（平成 金野輝 内閣府子ども・子育て本部審議官

年金局事業企画

27年度第2四半期8月分の業務取扱費）
課会計室予算保 課長

H27. 7.28 年管企発0728第7号
労働保検特別会計労災勘定から年金特

年金局総務課厚 官署支出官 厚生労働省労働基準局 年金局事業企画
別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 杉山雄一郎
について（平成27年度8月分）

生年金保険財政係 長、 課長

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 7.28 年管企発0728第8号
て（（平成27年度8月分年金特別会

年金局総務課厚 支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 杉山雄一郎
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

生年金保険財政係 長 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

H27. 7.28 年管企発0728第9号
て（（平成27年度8月分年金特別会

年金局総務課厚 支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 杉山雄一郎
金特別会計へ繰入・職務よ年金給付費

生年金保険財政係 長 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

H27. 7.28 年管企発0728第10号
て（（平成27年度8月分年金特別会

年金局総務課厚 支出官 厚生労働省太臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 杉山雄一郎
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

生年金保険財政係 長 課長

年金特別会計へ繰入）

H27. 8.3 年管企発0803第1号
平成27年度予算に係る日本年金機構運

年金局事業企画
営費交付金の交付について（平成27年 金野輝 日本年金機構理事長

年金局事業企画

度8月分） 課会計室予算係 課長

． 
H27.8. 6 年管企発0806第1号 社会保険労務士の懲戒処分について 津谷宜和

年金局事業企画
四国厚生支局年金管理課長

年金属事業企画
課 課長



施行日 文書番号 件名 起案者

H27. 8. 61年管企発0806第2号｜社会保障労務士の懲戒処分について ｜津谷宜和

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 8. 61年管企発附第3号 I~平成時度8月分年金特別会目国｜荒木勲
民年金勘定特別障害給付金給付年
金特別会計へ繰入）

H27.8.71年管企発0807第1号 ｜健い康て保（険平印成紙2の物品亡失・損悔等報告に
つ 7年度4月分）

阿瀬見恵梨

I i思案担当課・係｜ 施行先

1＝＊眉事量企画｜日本時機構輔企画部長

｜年金局総務課 厚生労働省大臣官房会計課長

年金局事業企画課｜厚生労働大臣
会計霊

施行者

年金屑事業企画
課長

年金局事業企画
課長

物品管理官年金
局事業企画課長

H27.8.71年管企蜘07第2号｜雰説明の不用決定について（平成21阿瀬見恵梨根鐸事業企画課｜日本郵便株式会社代表取締役社長 ・1：：局事業企画

H27.8.121年管企発0812第1号 鹿瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係

H27.8.20I年管企発0820第1号｜年金特別会計の会計機関の補助者の任｜奥上建介 ｜年金局事業企画｜年金局事業管理課システム室情報企｜年金局事業企画
免について ｜ ｜課会計室予算係｜画係主査 ｜課長

H27.8. 201年管企発0820第2号｜年金特別会計の会計機関の補助者の任｜奥上建介 ｜年金局事業企画！年金局事業管理課システム室システ｜年金局事業企画
免について ｜ ｜課会計霊予算係｜ム企画係長 ｜課長

H27. 8.榊問0824第1号｜間！？の会計機開助者の任｜奥上建介 ｜鍔十Z鴇 1：：：諸問厚生年金保険適用 1：：局事業企画

捜査関係事項照会書に対する回答「つ｜ ｜年金局事業企画H27;8.25I年管企発0825第1号｜ 』 ｜杵山陽介 ｜ 
いて ｜ ｜課会計室出納係



施行日 文書番号 起案者 ｜起案担当課係｜ 施行先 施行者

「「独立行政法人等の保有する個人情報
｜の適切な管理のための措置に聞する指針｜

H27.8.251年管企発0825第2号 についてJの一都政正について（通知）JI-圃柳史生 ｜年金属事業企画課｜日本年金機構副理事長
企画係

｜厚生労働省年金
局事業企画課

ついて

一般会計から年金特別7会年計度業第務2勘定へ
｜年金局事業企画課｜厚生労働省大臣官房会計課長H山崎企発08幻第1号 lの繰入について（平成2 四半期9I金野輝

月分の業務取撤費） 会計室予算保 課長

健康勘定から年金特別会計業務勘定へ｜
｜年金局事業企画｜保険局長H27.8.271年管企発0827第2号｜の繰入について〈平成27年度第2四半期金野輝

9月分の業務取撤費） 課会計室予算係 課長

子ども・子育て支援勘定から年金特別
年金局事業企画 年金局事業企画H27.8.271年管企発0827第3号｜会計業務勘定への繰入について（平成金野輝、 肉闇府子ども・子育て本部審議官

27年度第2四半期9月分の業務取扱費） 課会計室予算係 課長

託の承認について 年金局事業企画課 厚生労働省年金H27.8.31 I年管企発0831第1号 贋瀬純
会計室契約係 局事業企画課長

H27.8.31I年管企発0831第2号 鷹瀬純 年金局事業企画課 摩生労働省年金
会計婁契約係 局事業企画課長

支出委任に閉する支払元畏高転総換務通部知 年金局事業企画 年金局事業企画H27. 9. 11年管企発0901第1号｜の送付について（九州財務局 長 金野輝 九州財務局総務部長
あて）

課会計室予算係 課長

平成27年度予算に係る日本年金機構運
年金屑事業企画｜旧本年金機構理事長H2J. 9. 71年管企発0907第1号｜嘗費交付金の支付について（平成27年 金野輝

度9月分） 課会計室予算係 課長

H27.9.9I年管企発0909第1号 i健7年廉度保5険月印分紙）の不用決定について（平成2阿瀬見恵梨素
年金局事業企画課

日本郵便株式会社代表取締役社長 年金局事業企画
会計室 課長

H27.9.91年管企発0909第2号｜健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告に 阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

厚生労働大臣 物品管理官年金
ついて（平成27年度5月分） 会計室 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 i 施行先 施行者

H27. 9. 91年管企発0909第3号 ｜延日本期年に金伴機う構事務に取お扱け等る個に人つ番い号て利用の いl、林代悟
｜ ｜自主年金機構年金局事業企商 事企画部門担当理事
課 事業管理部門担当理事 課長

H27. 9. 91年管企発0909第4号 ｜延日本期年に金伴機う構事務に取お扱け等る個に人つ番い号て利用の ｜！ 小林代悟
地方厚生（支）局
年金調整課長
年金管理課長

課長

H27.9.10I年管企発0910第1号 贋瀬純 ｜年金局事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約係 局事業企画課長

H27.9.l l I年管企発0911第1号 ｜鹿瀬純 l年金属事業企画課 厚生労欄省年金
会計書契約係 局事業企画課長

H27.9.141年管企発0崎 1号 ｜基礎年金番号変更等処理に係る喪務研｜蟹谷陽太郎｜年金局事業企闇課 日本年金機構副理事長
年金局事業企画

修の受け入れについて 庶務係 課長

H27.9.141年管企発0914第2号 ｜平成27年度年金特別金計業務勘定に係 藤岡雅彦 年金局事業企画課 北海道厚生局総務課長 年金局事業企画
る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.14I年管企発0914第3号 平る支成払27計年画度示年達金額特の別追会加計に業つ務い勘て定に係
る

藤岡雅彦 年金局事業企画課｜｜東北厚生局総務課長
会計室 課長

H27.9.141年管企発0914第4号 ．平る支成払27計年画度示年達金額特の別追会加計に業つ務い勘て定！こ係 藤岡雅彦ー 会年金計室局事業企画課I関東信越厚生局総務課長
課長

H27.9.141年管企発0914第5号 ｜平成27年度年金特別会計業務勘定に係 藤岡雅彦
年金局事業企画課

東海北陸厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.141年管企発0914第6号 ｜平る支成払27計年｜度年金特別会計業務勘定に係 藤間雅彦
年金局事業企画課

近畿厚生局総務課長 年金局事業企画
画示達額の追加について 会計室 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

H27.9.14 年管企発0914第7号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課

中国四国厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.14 年管企発0914第8号 平成27年度年金特別会計業務勘定に係
藤岡雅彦

年金局事業企画課
四富厚生支局総務課長

年金局事業企画
る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.14 年管企発0914第9号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課

九州厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

＼ 
年金特別会計への資金の繰入れについ
て

H27. 9. 16 年管企発0916第1号 （平成27年度10月分年金特別会計園 荒木勲 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画

民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特
長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ
て

H27. 9. 16 年管企発0916第2号 （平成27年度10月分年金特別会計圏 荒木勲 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画

民年金勘定 基礎年金拠出金等年金特
長 課長

別会計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについ

H27. 9. 16 年管企発0916第3号
て（（平成27年度10月分 年金特別舎年

年金局総務課厚 支出官 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企画
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等 杉山雄一郎
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

生年金保険財政係 長 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

H27. 9. 16 年管企発0916第4号
て（（平成27年度10月分年金特別会

年金属総務課厚 支出宮 厚生労働省大臣官房会計課 年金局事業企蘭
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 杉山雄一郎
金特別会計へ繰入・職務上年金給付費

生年金保険財政係 長 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

H27. 9. 16 年管企発0916第5号
て（（平成27年度10月分年金特別会

年金局総務課厚 支出官 厚生労働省大臣官房会計課
計厚生年金勘定）基礎年金拠出金等年 杉山雄一郎 年金局事業企画

金特別会計へ繰入・職務上年金給付費
生年金保険財政係 長 課長

年金特別会計へ繰入）



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

労働保険特別会計労災勘定から年金特 年金局総務課厚 官署支出官 厚生労働省労働基準局 年金局事業企画
H27.9. 16 年管企発0916第6号 別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 杉山雄一郎

について（平成27年度10月分） 生年金保檎財政係 長 課長

H27.9.25 年管企発0925第2号 低統行っ計瓦た札シ者ス価にテ格需ム調品の葺調サ基査ー準結バ額果等在にに下つ悟面いる否て運·~用札数曹を理理 鹿瀬純 年金局事業企画課 株式会社目立公共システム 厚生労働省年金
会計室契約係 局事業企画課長

業務）
低入札価格調査基準額を下回る入札を

H27.9.25 年管企発0925第3号
行った者に係る翻査結果について（数理 鹿瀬純

年金局事業企画課
圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

厚生労働省年金
統業務計シ）ステムのサーパ等に係る運用管理 会計室契約係 局事業企画課長

H27.9.28 年管企発0928第1号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤間雅彦
年金局事業企画課 北海道厚生局総務課長 年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.28 年管企発0928第2号 平る支成払27計年画度示年達金額特の別追会加計に業つ務い勘て定に係 藤岡雅彦
年金局事業企画課 東北厚生馬総務課長 年金局事業企画
会計室 課長

H27.9.28 年管企発0928第3号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金属事業企画課

関東信越厚生局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 余計室 課長

H27.9.28 年管企発0928第4号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課 東海北陸厚生局総務課長 年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計軍 課長

H27.9.28 年管企発0928第5号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課 近畿厚生局総務課長 年金馬事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.28 年管企発0928第6号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課

中国四国厚生局総務課長 年金局事業企蘭
る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H27.9.28 年管企発0928第7号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤岡雅彦
年金局事業企画課

四国厚生支局総務課長
年金局事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 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

H27.9.28I年管企発0928第8号 平る支成払27計年画度示年達金舗特の別追会加計に業つ務い勘て定に係 藤岡雅彦
年金局事業企画課

九州厚生局総務課長 年金局事業企画
会計室！ 課長

一般会計から年金特別会計業務第勘定へ 年金局事業企画 年金局事業企画H27. 9.291年管企発0929第1号｜の繰入について（平成27年度 3四半期 金野輝 厚生封働省大臣官房会計課長
10月分の業務取扱費）

課会計室予算係 課長

健康勘定から年金特別会計業務第勘定へ i｜ 
｜年金局事業企画｜保険局長H27.9.29I年管企発0929第2号｜の繰入について（平成27年度 3四半期金野輝

10月分の業務取扱費）
課余計室予算係 課長

子ども 子育て支援勘定から年金特別｜
｜年金属事業企画｜内閣府子ども・子育て本部審議官H27. 9.291年管企発0929第3号｜会計業務勘定への繰入について（平成金野蹄

27年度第3四半期10月分の業務取扱費）
謀会計室予算係 課長

再喬託の承認について（
｜鹿瀬純 ｜年金局事業企画課｜ 厚生労働省年金

H27.9.291年管企発0929第4号 会計室契約係 局事業企画課長

H27.9. 301年管企発0930第1号 ｜年命金に特つ別い会て計の会計機関の補助者の免｜｜奥よ建介 ｜年金局事業予企算画係 ｜年金局事業管理課システム室情報企 年金局事業企画
課余計軍 画専門官 課長

H27. 10. 11年管企発10崎2号 I~＝~~~~ヂ官署支出官の異動等の｜奥上建介 1：望書守義｜室長缶議官財務省金書十センター｜話局事業企画

H27. 10. 11年管企発1001第3号｜人事異動に伴う取引関係通知について｜奥上建介

H27. 10. 11年管企発1001第4号

H27. 10. 11年管企発1001第5号

年金商事業企画 l日本銀行本店
課会計室予算係

年金局事業企画
課会計室契約係

年金属事業企画
課会計室契約係

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



施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H27. 10. 1 年管企発1001第12号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画

年金局事業企画課調査室長補佐
年金局事業企画

免について 課金計室予算係 課長

H27. 10. 1 年管企発1001第13号 年金特別会計の会計機関の補助者の任
奥上建介

年金局事業企画 年金局事業管理課システム室情報企 年金局事業企画
免について 課会計軍予算係 画専門官 課長

H27. 10. 1 年管企発1001第14号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企蘭 年金局事業管理課給付事業室年金給 年金局事業企画

免について 課会計室予算係 付係長 課長

H27. 10. 1 年管企発1001第15号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画

年金局事業企画課調査室長補佐
年金局事業企画

免について 課会計室予算係 課長

H27. 10. 1 年管企発1001第16号
年金特別会計の会計機閣の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画 年金局事業管理課システム室計画係 年金局事業企画

免について 課会計室予算係 長 課長

H27. 10. 1 年管企発1001第17号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画 年金局事業管理課給付事業室年金給 年金局事業企画

免について 課会計室予算係 付係長 課長

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 2 年管企発1002第1号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝
課会計室予算係

人事院事務総局会計課長
課長

課長ほか5件）

支出委任に闘する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 2 年管企発1002第2号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝
課会計室予算係

財務省大臣官房会計課長
課長

課長ほか5件）

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 2 年管企発1002第3号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝
課会計室予算係

関東財務局総務部次長
課長

課長ほか5件）

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 2 年管企発1002第4号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝 近畿財務局総務部次長

課長ほか5件）
課会計室予算係 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

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画

H27. 10. 2 年管企発1002第5号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝 四国財務局総務部長
課長ほか5件）

課会計室予算係 課長

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画 年金局事業企画

H27. 10. 2 年管企発1002第6号 の送付について（人事院事務総局会計 金野輝 東京国税局総務部次長
課長ほか5件）

課会計蜜予算係 課長

平成27年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画 年金属事業企画

H27. 10. 6 年管企発1006第1号 営費交付金の交付について（平成27年 金野輝 日本年金機構理事長
度10月分）

課会計室予算係 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 支出宮 年金局事業企画
H27. 10. 6 年管企発1006第2号 （平成27年度10月分年金特別会計国 杉山雄一郎

民年金勘定 特別障害給付金給付費年
生年金保険財政係 厚生労働省大臣官房会計課長 課長

金特別会計へ繰入）

優先発注企業等の厚生労働大臣表彰に
年金局事業企画

H27.10.8 年管企発1008第1号 係る表彰候補事業所等の調査について 柴田直慧 年金局事業企画課 日本年金機構副理事長
課長

H27. 10. 9 年管企発1009第1号 社会保険労務士の懲戒処分について 津谷宜和
年金局事業企画

近畿厚生局年金調整課長
年金局事業企画

課 課長

H27. 10. 9 年管企発1009第2号 社会保険労務士の懲戒処分について 津谷宜和
年金局事業企画

日本年金機構事業企画部長
年金局事業企画

課 課長

H27. 10. 13 年管企発1013第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金局事業企画 年金局事業管理課システム室情報企 年金局事業企画

命について 課会計室予算係 画専門官 課長

H27. 10. 13 年管企発1013第2号 社会保険オンラインシステム等窓口装
松本望

年金局事業企画 南関東ブロック 東京事務センター 年金局事業企画
置の貸与の申請について 課管理係 長 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
、

H27. 10. 15 年管企発1015第1号 健康保険印紙の不用決定について（平 阿瀬見恵梨君 年金局事業企画
日本郵便株式会社 代表取締役社長

年金局事業企画
成27年度6月分） 課会計室 課長

H27. 10. 15 年管企発1015第2号 健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告 阿瀬見恵梨者 年金局事業企画
厚生労働大臣

物品管理官年金
について（平成27年度6月分） 課会計室 局事業企画課長

H27. 10.23 年管企発1023第1号 平成26年度厚生労働省所管年金特別会
新田浩之

年金局事業企画
財務省主計局司計課長

年金局事業企画
計決算参照書の訂正依頼について 課会計室決算係 課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10.29 年管企発1029第1号 の繰入について（平成27年度第3四半期 金野輝 厚生労働省大臣官房会計課長

11月分の業務取扱費）
課会計室予算係 課長

健康勘定から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 29 年管企発1029第2号 の繰入について（平成27年度第3四半期 金野輝 保険局長

11月分の業務取扱費）
課会計室予算係 課長

子ども・子育て支援勘定から年金特別
年金局事業企画 年金局事業企画H27. 10. 29 年管企発1029第3号 会計業務勘定への繰入について（平成 金野輝 内閣府子ども・子育て本部審議官

27年度第3四半期11月分の業務取扱費）
課会計室予算係 課長

H27.10.30 年管企発1030第1号 年金特別会計の会計機聞の補助者の任
奥上建介

年金局事業企画課
大臣官房会計課管理室管理班長 事業企画課長

命について 会計室予算係


