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岡山県被服厚生年金基金の解散に伴う財
吉田哲弘

年金局企業年金園
年金昂企業年金

H27.11.11 年企発1111第1号
産自録等の承認について 民年金基金課

岡山県被服厚生年金基金代表清算人 国民年金基金課
長

消滅した厚生年金基金の財産自録等の承 年金局企業年金国 年金属企業年金
H27.11.19 年企発1119第1号 認について（ヤマザキ園サンダループ厚生 坂井大 民年金基金課指導 ヤマザキ・サングループ企業年金基金 国民年金基金課

年金基金） 調整保 長

消滅した厚生年金基金の財産自銀等の君主
年金局企業年金国 年金局企業年金

H27.11.19 年企発1119第2号
認について（佐賀鉄工所厚生年金基金）

域井大 民年金基金課指導 ｛左賀鉄工所厚生年金基金清算人 圏民年金基金課
調整係 長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の承
年金昂企業年金国 年金局企業年金

H27.11.19 年企発1119第3号
認について（全日空商事厚生年金基金）

坂井大 民年金基金課指導 全日空商事企業年金基金 国民年金基金課
調整係 E以言〈

「健康保険法及び厚生年金保険法におけ 年金局企業年金園
地方摩生（支）局保険年金（企業年金）

年金昂企業年金
H27.11.27 年企発1127第1号 る賞与に係る報酬の取扱いについてJの 日高亮 民年金基金課企業 国民年金基金課

一部改正について 年金係
課長

長

栃木県トラックj享生年金基金の財産自録
年金属企業年金園

年金昂企業年金
H27.12.10 年企発1210第1号 等の承認申請について（通常解散平成2 三浦一洋 栃木県トラック厚生年金基金 国民年金基金課

6年5月28田）
民年金基金課 長

車生年金基金の平成28年度予算繍成に
年金局企業年金国

地方厚生（支）局保険年金（企業年金）
年金昂企業年金

H27.12.15 年企発1215第1号 意村明j羊 民年金基金課企業 国民年金基金課
ついて（通知）

年金協
課長

長

大阪糠材製品摩生年金基金の解散に伴う 年金局企業年金国 大阪線材製品車生年金基金代表清算
年金昂企業年金

H27.12.18 年企発1218第1号 亀田剛 国民年金基金課
財産自録等の承認について 民年金基金課 人

長

岐阜繊維卸売業厚生年金基金の解散に
年金局企業年金園

年金昂企業年金
H27.12.24 年企発1224第1号 伴う財産自録等の承認申請について（通 三浦一洋 岐阜繊維卸売業厚生年金基金 圏民年金基金課

常解散平成26年11丹26日）
民年金基金課 長

公的年金制度の健全性及び信頼性の確 年金局企業年金
H28.1.4 年企発0104第1号

保のための厚生年金保険法等の一部を
吉田哲弘

年金属企業年金国
自本年金機構事業管理部門担当理事 国民年金基金課

改正する法律附期第16条第1項第2号に 民年金基金課 長
規定する加算金の割合について



西日本自転車厚生年金基金の解散に伴う
H28.1.5 年企発0105第1号

財産目録等の承認について
亀田開IJ

消滅した厚生年金基金の財産自録等の承
H28.1.5 年企発0105第2号 坂井大

認について（MUTOH厚生年金基金）

尾西毛織厚生年金基金の解散に伴う財産
H28.1.8 年企発0108第1号

目録等の承認について
吉由哲弘

播州金物厚生年金基金の解散に伴う財産
H28.1.8 年企発0108第2号 吉田哲弘

目録等の承認について

北海道印刷工業厚生年金基金の解散に
H28.U4 年企発0114第1号 伴う財産自録等の承認申請について（通 三浦一洋

常解散平成27年1月15日）

消滅した厚生年金基金の財産自録等の君主
H28.1.19 年企発0119第1号 梅木｛建一

詔について（八千代工業厚生年金基金）

四国三県自動車整備厚生年金基金の解
H28.1.20 年企発0120第1号 散に｛半う財産自録等の承認申請について 三浦一洋

（通常解散平成26年9月29日）

兵塵県建設業厚生年金基金の解散に伴う
H28.1.20 年企発0120第2号 財産自録等の承認申請について（通常解 三浦一洋

散平成26年11月27日）

神奈川県構報サービス産業厚生年金基金
H28.1.26 年企発0126第1号 の解散に伴う財産臣録等の承認申請につ 三浦一洋

いて（通常解散平成27年4月1日）

群馬県食品製造車生年金基金の解散に
H28.1.26 年企発0126第3号 伴う財産自録等の承認申請について（通 関口弘忠

常解散平成27年2月1日）

年金晶企業年金国 西日本自転車産生年金基金代表清算
民年金基金課 人

年金局企業年金国
民年金基金課指導 MUTOH企業年金基金
調整係

年金局企業年金圏
民年金基金課

尾西毛織厚生年金基金代表清算人

年金局企業年金園
播州金物厚生年金基金代表清算人

民年金基金諜

年金局企業年金国
北海道印刷工業厚生年金基金

民年金基金課

年金局企業年金国
畏年金基金課指導 八千代工業企業年金基金
調整係

年金局企業年金国
四国三県自動車整備厚生年金基金

民年金基金課

年金属企業年金国
兵庫県建設業庫生年金基金

民年金基金諜

年金局企業年金国 神奈川県情報サービス産業車生年金
民年金基金諜 基金

年金局企業年金園
民年金基金課

群罵県食品製造厚生年金基金

年金届企業年金
圏民年金基金課
長

年金届企業年金
国民年金基金課
長

年金属企業年金
国民年金基金課
長

年金局企業年金
国畏年金基金課
長

年金局企業年金
国民年金基金課
声以〈；

年金属企業年金
国民年金基金課
長

年金昂企業年金
園民年金基金課
長

年金昂企業年金 i

国民年金基金課
長

年金昂企業年金
国民年金基金課
長

年金届企業年金
国民年金基金課
長

今ベ
包齢



日本文具事務機器厚生年金基金の解散
年金高企業年金圏

年金局企業年金
H2R1.27 年企発0127第1号 に伴う財産自録等の承認申請について 関口弘患 日本文具事務機器摩生年金基金 国民年金基金諜

（通常解散平成26年10月3日）
民年金基金諜

長

「圏毘年金基金の業務経理における剰余 年金局企業年金国
地方厚生（支）毘保険年金（企業年金）

年金局企業年金
H28.1.28 年企発0128第1号 金の取扱いについてJ等の一部改正につ 中村明宏 民年金基金課国民 国民年金基金課

いて 年金基金係
課長

長

「園畏年金基金の業務経理における剰余 年金局企業年金国 年金局企業年金
H28.1.28 年企発0128第2号 金の取扱いについて』等の一部改正につ 中村明宏 民年金基金課園民 国民年金基金連合会理事長 国畏年金基金課

いて 年金基金｛系 長

年金局企業年金国
地方厚生（支）局保険年金（企業年金）

年金昂企業年金
H28.1.28 年企発0128第3号 圏民年金基金の予算編成について 中村明宏 民年金基金諜国民 国民年金基金課

年金基金保
課長

長

年金高企業年金国 年金閣企業年金
H28.1.28 年企発0128第4号 国民年金基金の予算編成について 中村明宏 民年金基金課国民 関東信越厚生島企業年金課長 国民年金基金諜

年金基金需 長

「厚生年金基金における事業運営基準の
年金局企業年金国

地方厚生（支）間保険年金（企業年金）
年金局企業年金

H28.2.4 年企発0204第1号 志村明洋 民年金基金課企業 国民年金基金課
取扱いについてJの一部改正について

年金様
課長

長

厚生年金基金の年金の実態調査について
年金昂企業年金国 年金属企業年金

H28.2.4 年企発0204第2号
（調査能頼）

志村明洋 毘年金基金課企業 厚生年金基金理事長 国民年金基金諜
年金係 長

「国民年金基金における事業運営基準の
年金属企業年金国

各地方厚生（支）昂保険年金（企業年
年金局企業年金

H28圃2園4年企発0204第3号 中村明宏 民年金基金課国民 国民年金基金諜
取扱いについて』の一部改正について

年金基金係
金）課長

長

確定拠出年金運嘗管理機関の畳録協議
年金島企業年金国 年金届企業年金

H28.2.8 年企発0208第1号 白山裕久 民年金基金課確定 近畿財務局理財部長 国民年金基金課
について

拠出年金指導保 長

天童木工厚生年金基金の解散に伴う黙産
年金昂企業年金田

年金局企業年金
H28.2.16 年企発0216第1号 自録等の承認申請について（通常解散 三浦一洋 天童木工厚生年金基金 由民年金基金課

平成27年4月1日）
民年金基金課

長



確定拠出年金運嘗管理機関の登銀協議
年金毘企業年金国 年金昂企業年金

H28.2.16 年企発0216第2号 自山裕久 民年金基金課確定 北海道財務昂理財部長 国民年金基金課
について

拠出年金指導保 長

岐車県木材厚生年金基金の解散に伴う関
年金高企業年金国

年金局企業年金
H28.2.24 年企発0224第1号 産自録等の承認申請について（通常解散 三浦一洋 岐車県木材厚生年金基金 国民年金基金課

平成27年1月23日） 民年金基金課
長

西日本製本印刷物加工業厚生年金基金
年金屑企業年金国 酉日本製本E日開I］物加工業厚生年金基

年金局企業年金
H28.3.7 年金発0307第1号 の解散に伴う財産自録等の承認申請につ 三浦一洋 国民年金基金課

いて（通常解散平成27年6月15B) 
民年金基金課 金

Z寝E言.: 

消滅した厚生年金基金の期産臣録等の意
年金局企業年金国 年金属企業年金

H28.3.7 年企発0307第2号
認について（鶴崎海陸運輸厚生年金基金）

境井大 民年金基金課指導 鶴崎海陸運輸j草生年金基金清算人 国民年金基金課
調整係 長

消滅したj草生年金基金の財産自録等の承 年金局企業年金国 年金昂企業年金
H28.3.7 年企発0307第3号 認について（群馬県自動車販売厚生年金 梅木健一 民年金基金課指導 群罵県自動車販売企業年金基金 国民年金基金課

基金） 調整保 長

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確
年金昂企業年金

H28園3.11年企発0311第1号
保のためのj享生年金保険法等の一部を

亀田岡I]
年金昂企業年金国 日本年金機構事業企画部門担当理

国民年金基金課
改正する法律等の施行に伴う事務の取扱 民年金基金課 事、事業管理部門担当理事

長
いについて」の一部改正について

年金属企業年金圏
年金毘企業年金

H28.3.17 年企発0317第1号 厚生年金基金の特例解散について（龍頼） 吉田哲弘
民年金基金課

日本税理士会連合会会長 国民年金基金課
長

車生年金基金の解散又は代行返上（過去
年金晶企業年金国 地方厚生（支）毘

年金属企業年金
H28.3.22 年企発0322第1号 返上）の認可後の責怪準備金相当額の納 亀 田 剛

民年金基金課 建慶福祉部企業年金（保験年金）課長
圏畏年金基金課

付について 長

岐車県石油業厚生年金基金の解散に伴う 年金局企業年金国 融車県右油業車生年金基金代表清算
年金局企業年金

H28.3.24 年企発0324第1号 亀田剛 国畏年金基金課
財産目録等の承認について 畏年金基金課 人

長

長野県トラック事業厚生年金基金の解散
年金局企業年金園 長野県トラック事業厚生年金基金代表

年金局企業年金
H28.3.25 年企発0325第1号 に伴う財産自録等の承認申請について 三浦一洋 国民年金基金課

（通常解散平成27年3月25日）
民年金基金課 清算人

長



「厚生年金基金の予定利率の下限等につ
年金局企業年金圏

地方厚生（支）間保険年金（企業年金）
年金局企業年金

H28.3.29 年企発0329第1号
いて』の一部改正について（通知）

遠藤秀剛 民年金基金課基金
課長

国民年金基金課
数理室数理企画係 長

平成28年度企業年金連合会予算の認可
年金局企業年金国 年金局企業年金

H28.3.31 年企発0331第1号 吉川公一 民年金基金課企業 企業年金連合会理事長 国民年金基金課
について

年金保 長

独立行政法人に罷る改革を推進するため
年金昂企業年金国 年金昂企業年金

H28.3.31 年企発0331第2号
の厚生労働省関犠法律の整備等に聞す

白山裕久 民年金基金課確定 地方厚生（支）局保険年金（年金）課長 国民年金基金課
るj去需の施行に伴う企業年金関係通知の
一部改正について

拠出年金指導係 長


