
施行田 文書番号 件名 記案者 起案担当課a係 施行先 施行者

H27.11.2I年管企発1102第1号 i第47囲（平成27年度）社会保険勢務士試 津谷宜和 年金崩事業企画課 地方車生（支）島長
年金高事業企画

験の合格者について 課長

H27.11.4I年管企発1104第1号 麗瀬純
年金昂事業企画課 年金扇事業企画
会計室契約係 課長

H27.11牌管餓11崎 1号 l死亡したアスベスト被害者の年金個人構｜柴自直慧 ｜年金崩事業企画課 日本年金機構菖I］理事長
年金局事業企画

報の提供について（伺い） 課長

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
｜年金昂事業企画課｜内閣府沖縄総合事務届総務部長 i年金崩事業企覇H27.11.6i年管企発11崎号！の送付について（沖縄総合事務昂総務部｜金野輝

長ほか2件）
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
｜年金属事業企画課｜東京国税局総務部次長 ｜年金品事業企画

H27.11.61年管 餓110臨号 iの送付について0中縄総合事務昂総務部｜金野輝
長ほか2件）

会計室予算保 課長

支出委任に関する支払先受高転換通知
年金局事業企画課 年金局事業企画

H27.11.61年管企発1106第3号 jO)送付について（沖縄総合事務眉総務部 金野輝 鹿島園税畠総務部次長
長ほか2件）

会計室予算係 課長

H27.1"1.6I年管企発1106第4号 鹿瀬純
年金昂事業企画課 年金属事業企画
会計室契約係 課長

平成27年度予算に罷る田本年金機構運
年金属事業企画課 年金属事業企画

H27.1 L91年管企発1109第1号｜嘗費交付金の交付について（平成27年度 金野輝 日本年金機構理事長
11月分）

会計室予算額 課長

H27.11.9I年管企発1109第2号 l鍵27麗年保度険7月印分紙）の不用決定について（平成 間瀬見悪梨m
年金居事業企画課

日本郵趣株式会社代表取締投社長
年金局事業企画

会計室 課長

H27.1Uil年管企発1111第1号｜社会保験労務士制度功労者厚生労働大 津谷宜和 年金高事業企画課 日本年金機構事業管理部門担当理事
年金昂事業企画

臣表彰の審査に保る照会について 課長



年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成27

H27.1U9 年管企尭1119第1号 年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年
杉山雄一郎

年金属総務課厚 支出官厚生労働省大臣官爵会計課 年金高事業企画
金拠出金等年金特別会計へ繰入胆職務上年金給付 生年金保険財政保 長 課長
費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（（平成27

H27.1U9 年管企発1119第2号 年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年
杉山雄一郎

年金局総務課厚 支出宮厚生骨髄省大臣官麗会計課 年金馬事業企画
金拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付 生年金保険財政保 長 課長
費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（（平成27

ト-127.11.19年管企発1119第3号 年度12月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年
杉山雄一郎

年金昂総務課厚 支出官厚生労働省大臣官麗会計課 年金局事業企画
金拠出金等年金特別会計へ繰入闘職務よ年金給付 生年金保障財政協 長 課長
費年金特別会計へ繰入）

封｛動保険特別会計卦災勘定から年金特
年金属総務課厚 宮署支出官厚生労｛動省背働基準局 年金属事業企画

H27.1U9 年管企発1119第4号 見lj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12月分）

生年金保険財政保 長 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H27J 1.24 年管企発1124第1号
（平成27年度12月分年金特別会計園民

荒木勲 年金属総務課
支出官摩生労鋤省大臣官爵会計課 年金局事業企画

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 課長
言十へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H27J 1.24 年管企発1124第2号
（平成27年度12月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出宮厚生党働省大臣官麗会計課 年金局事業企画

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 課長
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H27.11.24 年管企発1124第3号
（平成27年度12月分年金特別会計圏民

荒木勲 年金島総務課
支出官厚生骨鋤省大臣官爵会計課 年金高事業企画

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 課長
計へ繰入）

H27.11.27 年管企発1127第1号 「中期整備予定事案Jについて 開瀬毘恵梨奈
年金昂事業企画課

日本郵笹株式会社代表取締投社長
年金品事業企画

会計室 課長

一融会計から年金特別会計業務勘定へ
年金馬事業企画課 年金崩事業企画

H27.11.27 年管企発1127第2号 の繰入について（平成27年産第3四半期 金野輝 厚生労働省大臣官爵会計課長
12月分の業務取扱費）

会計室予算係 課長

健麗勘定から年金特別会計業務勘定へ
年金昂事業企画課 年金局事業企画

H27.11.27 年管企発1127第3号 の繰入について（平成27年度第3四半期 金野輝 保険島長
12月分の業務取扱費）

会計室予算罷 課長



子ども園子育て支援勘定から年金特別会
H27.11.27I年管企発1127第4号 Ii十業務勘定への繰入について（平成27年｜金野輝

産第3田半期12月分の業務取扱費）

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成27年度12月分年金特別会計国民
年金勘定特531］障害給付金給付費年金特｜杉山雄一郎

別会計へ繰入）

障害者差別解消j去の施行に向けた社会
保険労務士の業務を行う事業者向iすガイ｜津谷宜和
ドラインの決定について

H27.12.3i年管企発1203第1号

ト127.12..31年管企発1203第2号

年金居事業企画課｜内閣府子ども u子育て本部審議官
会計室予算保

年金局総務課
支出官
厚生労働省大臣官扉会計課長

年金昂事業企画
課長

盟企業’世帯届金
長

年
課

年金届事業企画
課長

平成27年度予算に罷る日本年金機構運
H27.12.3I年管企発1203第3号 ｜醤費交付金の受付について（平成27年度｜金野輝

12月分）

年金局事業企画課｜全圏社会保険労務士会連合会会長

年金高事業企画課！日本年金機構理事長
会計室予算保

年金昂事業企画
課長

H27.12.9i年管企発1209第1号｜健捷保険印紙の不用決定について（平成｜阿瀬毘恵梨調年金昂事業企画課！日本郵寵株式会社代表取締役社長 ｜年金局事業企画
27年産8月分） I 寸会計室 I 1課長

H27.12.0I年管企発1217第1号 麗瀬純
年金馬事業企画課
会計室契約保

年金局事業企画
課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
H27.12.25I年管企発1225第1号 10)繰入について（平成27年度第4四半期1I金野輝

月分の業務取扱費）

年金特別会計健鹿勘定から業務勘定へ
H27.12.25I年管企発1225第2号 ｜の繰入について（平成27年度第4四半期1i金野輝

月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども園子育て支援勘定か
H27.12.25I年管企発1225第3号 lら業務勘定への繰入について（平成時 i金野輝

度第4四半期1月分の業務取扱費）

H27.12.28I~管企発12淵号｜紫野？？の会計機関の補助者の任｜紅建介

年金昂事業空画課｜厚生卦働省大臣官爵会計課長
会計室予算悌

年金崩事業企画課l保険局長
会計室予算保

年金局事業企画課｜内閣府子ども園子育て本部審議官
会計室予算罷

年金局事業企画
課長

年金届事業企画
課長

函企仙由来事届金
長

年
課

年金局事業企画課！大臣官爵会計課管理室管理班長外1 1年金昂事業企画
会計室予算保 ｜名 i課長



H27.12.28 年管企発1228第2号 年金特別会計の会計機関の補助者の任
奥上建介

年金賭事業企画課 大臣官爵会計課管理室管理班長外1 年金届事業企画
免について 会計室予算係 名 課長

H28.1.4 年管企発0104第1号 車聞の損傷等報告について 阿j額毘恵梨奈
年金局事業企画課

厚生労働大臣
物品管理宮年金

会計室 島事業企画課長

支出委告に関する支払元受高転換通知
年金崩事業企画課 人事院事務総昂会計課長ほか5件 年金局事業企画

H28.1.5 年管企発0105第1号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝
長ほか5件）

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
年金局事業企画課 年金局事業企画 1

H28.1.5 年管企発0105第2号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 人事院事務総馬会計課長
長Iまか5件）

会計室予算様 課長

支出委蛭に関する支払元受高転換通知
年金属事業企画課 年金馬事業企画

H28.1.5 年管企発0105第3号 の送付について（人事院事務総昂会計課 金野輝 財務省大臣宮麗会計課長
長ほか5件）

会計室予算保 課長

支出霊怪に関する支払元受高転換通知
年金昂事業企画課 年金局事業企画

H28.1.5 年管企発0105第4号 の送付について（人事院事務総崩会計課 金野輝 財務省大臣官房会計課長
長ほか5件）

会計室予算額 課長

支出歪桂に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課 年金局事業企画

ト128.1.5年菅企発0105第5号 の送付について（人事院事務総昂会計課 金野輝 関東財務届総務部次長
長ほか5件）

会計室予算保 課長

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金島事業企画課 年金属事業企画

H28.1.5 年管企発0105第6号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝
会計室予算犠

近畿財務員総務部次長
課長

長ほか5件）

平成27年度予算に保る日本年金機構運
年金高事業企画課 年金毘事業企画

H28.1.6 年管企発0106第1号 嘗費交付金の交付について（平成27年度 金野輝 国税庁長官官爵会計課長
1月分）

会計室予算保 課長

H28.U 年管企発0107第1号
健蔵保険印紙の不用決定について（平成

問瀬毘恵梨奈
年金崩事業企画課 田本郵寵株式会社代表取締f支社長

年金蝿事業企画

27年度9月分） 会計室 課長



H28.U 年管企発0107第2号
｛建麗保l投印紙の物品亡失園損傷等報告に

阿瀬毘恵梨棄
年金馬事業企画課

車生労働大臣
物品管理官年金

ついて（平成27年度9月分） 会計室 届事業企画課長

H28.U9 年管企尭0119第1号 平成27年度年金特別会計業務勘定に保
藤間雅車

年金局事業企画課
北海道厚生局総務課長

年金届事業企画
る支払計酉示達額の追加について 会計室 課長

H28.1.19 年管企発0119第2号 平成27年麗年金特別会計業務勘定に｛系
藤間雅章

年金昂事業企画課
東北淳生島総務課長

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

H28.1. 19 年管企発0119第3号
平成27年度年金特別会計業務勘定に犠

藤岡雅車
年金馬事業企画課

関東信越厚生崩総務課長
年金昂事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28.U9 年管企発0119第4号
平成27年度年金特別会計業務勘定に保

藤開雅章
年金昂事業企画課

東海北睦厚生局総務課長
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

H28.U9 年菅企発0119第5号
平成27年度年金特別会計業務勘定に係

藤間雅彦
年金属事業企酉課

近畿厚生昂総務課長
年金届事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室 課長

H28J.19 年管企発0119第6号
平成27年度年金特別会計業務勘定に犠

藤岡雅彦
年金崩事業企画課

中圏囲園厚生島総務課長
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

H28.1.19 年管企発0119第7号
平成27年度年金特期会計業務勘定に保

藤開雅摩
年金馬事業企画課

阻圏厚生支局総務課長
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

年金特別会計への資金の繰入れについて（（平成27

H28.U9 年管企発0119第8号
年度2月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金

杉山雄一郎
年金局総務課厚 支出官厚生賞働省大臣官麗会計課 年金属事業企画

拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 生年金保障財政｛系 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て（（平成27
年金昂総務課厚 支出官厚生諸働省大臣官麗会計課 年金馬事業企画

H28.1.19 年管企発0119第9号
年度2月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金

杉山雄一郎
拠出金等年金特別会計へ繰入・職務上年金給付費 生年金保険前政係 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て（（平成27
年金晶事業企画

H28.1.19 年管企発01HI第10号 年度2月分年金特別会計厚生年金勘定）基礎年金
杉山雄一郎

年金属総務課厚 支出官軍生労働省大臣官爵会計課
拠出金等年金特別会計へ繰入ω職務上年金給付費 生年金保険財政保 長 課長
年金特別会計へ繰入）

労働保険特別会計卦災勘定から年金特
年金属総務課厚 官署支出官厚生首働省労働基準局 年金居事業企画

H28.1.19 年管企発0119第11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2月分） 生年金保験財政保 長 課長

被用者年金一元化に伴う厚生年金保険に 総務省自治行政局公務員部福利課長、財務省主
年金畠事業企画

H28.1.20 年管企発0120第1号 ｛系る統計に必要な情報の提供について 伊藤匡人
年金局事業企画課 計局給与共済課長、文部科学省高等教育局私学

（｛衣頼）
調査室統計調査f系部私学行政課長、文部科学省初等中等教育局財 課長

務課長、警察斤長官官房給与厚生課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.1.22 年管企発0122第1号
（平成27年鹿2月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 年金居事業企画

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 課長

言十へ繰入）

年金特期会計への資金の繰入れについて

H28.1.22 年管企発0122第2号
（平成27年度2月分年金特別会計国民

荒木勲 年金高総務課
支出官厚生諸国働省大臣官爵会計課 年金高事業企画

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 l課長
計へ繰入）

一艇会計から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企画課 年金馬事業企画

H28.1.26 年管企発0126第1号 の繰入について（平成27年度第4四半期2 金野輝 厚生労働省大臣官爵会計課長
月分の業務取扱費）

会計室予算｛系 課長

H28.1圃26年管企発0126第2号
年金特別会計髄康勘定から業務勘定へ

年金局事業企画課 年金局事業企画｜
の繰入について（平成27年度第4囲半期2 金 野 輝 保険局長
月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長

年金特別会計子ども・子育て支援勘定か
年金局事業企画課 年金局事業企闇

H28.1.26 年管企発0126第3号 ら業務勘定への繰入について（平成27年 金 野 輝 肉閣府子どもa子高て本部審議官

度第4四半期2月分の業務取扱費）
会計室予算係 課長

年金特別会計へ的資金の繰入れについて

H28.2.3 年管企発0203第1号
（平成27年産2月分年金特別会計国民

荒木勲 年金局総務課
支出官 年金高事業企画

年金勘定特別障害給付金給付費年金特 車生封働省大臣官爵会計課長 課長

5'11］会計へ繰入）

平成27年度予算に罷る日本年金機構運
年金局事業企画課 年金馬事業企画

H28.2.3 年管企発0203第2号 嘗費交付金の交付について（平成27年度 金 野 輝
会計室予算係

自本年金機構理事長
課長

2月分）



年金昂事業企画
課長

間瀬見悪梨調主主雲事業企画課！日本郵撞株式会社代表取締役社長
::r;;:昌l三E

健康保険1:1]粧の不用決定について（平成
27年度10月分）

H28.2.8i年管企発0208第1号

年金局事業企画
課長

年金局事業企画課｜東海北陸厚生昂年金調整課長津谷宜和社会保験労務士の懲戒処分についてH28.2.171年管企発0217第1号

国企世
間事晶金

長
年
課

画企業事
a

局金
長

年
課

年金昂事業企画課！日本年金機構事業企酉部長

年金毘事業企画課
会計室契約保

津谷宜和

農j頼純

画企業事昂金
長

年
課

年金馬事業企画課
会計室契約保

麗瀬純

社会保験労務士の懲戒処分について

H28.2.17I年管企発0217第3号

H28.2.17i年管企発0217第2号

H28.2.17I年管企発0217第4号

一融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4四半期3
月分の業務取扱費）

年金届事業企画
課長

年金属事業企画課｜厚生労働省大臣官爵会計課長
会計室予算保

金野輝H28.2.26i年管企発0226第1号

年金特別会計健麗勘定から業務勘定へ
の繰入について（平成27年度第4四半期3
月分の業務取扱費）

画企業事昂金
長

年
課

年金高事業企画課｜保険居長
会計室予算保

金野輝H28.2.26I年管企発0226第2号

年金高事業企闇
課長

年金聞事業企画課｜肉闇府子ども園子育て本部審議官
会計室予算様

年金特別会計子どもa子育て支援勘定か
ら業務勘定への繰入について（平成27年
度第4田半期3月分の業務取扱費）

金野輝

厚生労働省年金
馬事業企画課長

年金崩事業企画課
会計室契約保

年金昂事業企E
課長

年金崩事業空画課｜田本年金機構理事長
会計室予算1ホ

鹿瀬純

金野輝

H28.2.26I年管企発0226第3号

平成27年震予算に罷る田本年金機構運
営費交付金の交付について（平成27年度
3月分）

H28.2.26I年菅企発0226第4号

H28.3.1 ！年管企発0301第1号



年金特別会計｛建康勘定への繰入について
H28.3.1 I年管企発0301第2号｜（平成27年度独立行政法人福祉匡痩機｜金野輝

構納付金等相当財j原纏農勘定へ繰入）

年金局事業企画課
会計室予算様 ｜保険癌総務課長

年金局事業企画
課長

間 3持管企発03嶋 1号 IG手諜台）Bf.J年金加入状現等調査につ｜伊藤匡人
l各都道府県保健統計主管部（局）長、 I 

年金局事業企画課1 1年金昂事業企画
｜各都道府県社会福祉統計主管部（昂） I 

調査室統計調査罷｜長 ｜課長

四 .3.41年管企発03崎 2号 IG手話会戸年金力

政令指定都市保健統計主管部（局）長、政令指定都市社会福祉統
年金馬事業企画課言十主管部（局）長、東京都特別区保健統計主管部（局）長、東京都｜年金局事業企画

l特別区社会福祉統計主管部（局）長、中核市保健統計主管部（局)I
調査室統計調査｛系｜長、中核市社会福祉統計主管部（局）長、保健所設置市保健統計l課長

主管部（局）長、保健所設置市社会福祉統計主管部（局）長

厚生労働省行政文書管理規則第23条第
H28.3.10！年管企発0310第1号 13噴の規定に基つ、く監査責任者による監 ｜鈴木利和

査結果に対する改善報告について

年金局事業金画喋
！大臣官房長

庶務係
画企業品事局金

長
年
課

H28.3.11 I年管企発叩1第1号｜年金特別会計所属国有財産の売却処分｜間瀬見恵梨詩年金毘事業企画課！地方厚生（支）局総務課長
に｛系る行動計画の報告について ｜ 寸会計室

年金昂事業企画
課長

! I~童麗保険印紙の不用決定について（平成 l J年金痛事業企画課i = l年金局事業企画
H28.3.16I年管企発0316第1号 ｜ ！日可瀬毘恵長調 i日本郵梗株式会社代表取締役社 i I 121年度11月分） I 「会計室 ｜ 寓 ｜課長

ト128.3.171年触発0317第1号，：鎚苛！－：：＞~~~（平成28年度第1次｜鹿瀬純 年金崩事業企画課｜日本郵寵株式会社
会計室契約保

一掴企業事高金
長

年
課

H28.3.241年管企尭0324第1号

年金特別会計への資金の繰入れについて
（年金特別会計厚生年金勘定）（戸祉年 l l年金円総務課厚 i支出宮厚生労融省大臣官爵会計課 ｜年金属事業企画

関 i杉山雄一郎 l I I 
金等年金特別会計へ繰入）未納保｜投料財i l生年金保険財政協｜長 ｜課長
源繰入
再委託の承認について

H28.3.24i年管企発0324第2号

麗瀬純

麗瀬純
年金属事業企画課
会計室契約保

年金局事業企画
課長

H28.3.241年管企発0324第3号
年金局事業企画
課長

年金属事業企画課
会計室契約保



H28.3.24I年管企発0324第4号
再委託の承認について

鹿瀬純
年金属事業企画課 ｜年金局事業企画
会計室契約係 課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金馬事業企画顎a I l厚生卦働省大臣官爵会計課長 ｜年金崩事業企冨H28.3.24I年管企発0324第5号 ｜の繰入について（平成27年度第4四半期 金野輝

出納整理期分の業務取扱費）
会計室予算保 課長

「国民年金保険料の口座振替納付に闘す

H28.3口山24伺企錦発附第E号 lる委託別「社会f
付に関する委託JIこ保る公募結果につい

｜年金局事業企画課｜全国信用協関組合連合ム
会計室契約｛系 玄

｜年金届事業企画
課長

て
「国民年金保験料の口産振替納付に聞す

H28.3.24 I£！＝.管企発0324第7号 iる委託」及び「社会保険料の口座振替納 ｜麗瀬純
付に関する委託Jrこ保る公募結果につい

｜年金島事業企画課｜一般社団法人全国銀行協ム
会計室契約｛系 冨

｜年金属事業企画
課長

て

「由民年金保険料の口瞳振替納付に関す

H28.3.24I年管企発0324第E号 1る委託」及び「社会保険料の口麗振替納 麗瀬純
年金晶事業企画課

賞働金庫連合会 ｜年金局事業企画
イ寸に関する委託」に係る公募結果につい 会計室契約保 課長
て

「国民年金保険料の口麗握替納付に闘す

｜る罰則「社会
H28.3.241年管企発0324第9号 付に関する委託」に保る公募結果につい 麗瀬純 ｜年金属事業企画顎ロ｜株式ム社ゅうちょ銀行

会計室契約｛系 玄
｜年金昂事業企画
課長

て

「国民年金保険料の口E主張替納付に関す
1る委託」及び『社会保験料の口醐替納｜

1-128.3.241年管企発0324第10可国付に関する委託」に保る公募結果につい 麓瀬純 l年金晶事業企画課｜株式会社高工組合中央金庫
会計室契約保

｜年金局事業企画
課長

て
「闇民年金保険料の口睦振替納付に闘す

｜る委託刺「社会保険料の口座蹄納｜
1-128.3.241年管企発0324第11号付に関する委託J！こ保る公募結果につい 麗瀬純 ｜年会金計島室事契約業企犠画課｜一般社団法人第二地方銀行協会

｜年金局事業企画
課長

て
「園民年金保険料の日塵振替納付に闘す

｜る委託J&tt「社会保険料の口座振替納 ｜ 
H28.3.24i年管企発0324第12号付に関する委託JIこ罷る公募結果につい 麗瀬純

｜年金属事業企画課｜｛言金中央金庫
会計室契約係 I 

｜笹年田金宮局事業企臨
o:11<ヱ乏

て
「闇民年金保険料の口座振替納付に闘す

I！玄金計局室事契約業企保画課｜農林中央金庫
lる委託』及び「社会 ！年金局事業企画

日28.3.241年管企発0324第13号付に関する委託」に保る公募結果につい 麗瀬純 課長

て



「園畏年金保障料の日産振替納付に闘す

H28.3.24 年管企発0324第14号 る霊託Jl:えびf社会保険料の口座振替納
麗；璃純

年金属事業企画課
一酸社団法人全園地方銀行協会

年金局事業企闇
f寸に関する委託」！こ係る公募結果につい 会計室契約保 課長
て

一融会計から年金特別会計業務勘定へ
年金属事業企画課 年金局事業企画

H28.3.29 年管企発0329第1号 の繰入について（平成28年度第1四半期4 金野輝 厚生潜働省大臣官麗会計課長
月分の業務取扱費） 会計室予算部 課長

C 

年金特別会計子ども園子育て支援勘定か
年金島事業企画課 年金高事業企画

H28園3.29年管企発032.9第2号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 金野輝 内閣府子ども園子育て本部審議官
度第1間半期4月分の業務取扱費）

会計室予算係 課長

厚生年金保険法第2条の5の実施機関に
年金局事業企画課

年金局事業企画
H28.3.29 年管企発0329第3号

おける実施事務の取扱いについて
中村和弘 情報公開 u社賞士 全国社会保険労務士会連合会会長

課長
i系

H28.3.30 年管企発0330第1号 年金記録の訂正請求事蹟システム利用マ
前田真樹子 年金毘事業企画課 地方j享生（支）居年金管理官

年金局事業企画
ニュアルの改正について 課長

H28.3.30 年管企発0330第2号
｛建麗保l韓印紙の不開決定について（平成

間瀬見恵梨奈
年金昂事業企画課

日本郵梗株式会社代表取締役社長
年金昂事業企画

27年産12月分） 会計室 課長

H28.3.31 年管企発0331第1号
平成28年産年金特別会計業務勘定に保

藤岡雅章
年金崩事業企画課

北海道厚生島総務課長
年金局事業企画

る資金の配付額の内示について 会計童 課長

ト128.3.31年管企発0331第2号
平成28年度年金特別会計業務勘定に犠

藤田雅彦
年金昂事業企画課

東北軍生晶総務課長
年金昂事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室 課長

H28.3.31 年管企発0331第3号
平成28年度年金特別会計業務勘定に係

藤闇雅憲
年金届事業企画課

関東信越厚生局総務課長
年金蝿事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室 課長

H28.3.31 年管企発0331第4号
平成田年車年金特別会計業務勘定に保

藤闘雅章
年金昂事業企画課

東海北陸軍生昂総務課長
年金馬事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室 課長



H28.3.31 年管企発0331第5号
平成28年度年金特別会計業務勘定に様

藤岡雅彦
年金昂事業企画課

近畿摩生昂総務課長
年金蝿事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室 課長

H28.3.31 年管企発0331第6号 平成28年度年金特別会計業務勘定に保
藤岡雅彦

年金届事業企画課
中園田国厚生局総務課長

年金局事業企画
る資金の配付額の内示について 会計室 課長

H28.3圃31年管企発0331第7号 平成28年度年金特別会計業務勘定に保
藤閑雅摩

年金局事業企画課
四国厚生支届総務課長

年金蝿事業企画
る資金的配付額の肉示について 会計室 課長

H28.3.3i 年管企発0331第8号 平成四年度年金特別会計業務勘定に保
藤間雅車

年金崩事業企画課
九州厚生晶総務課長

l年金昂事業企画
る資金の配付額の内示について 会計室 課長

H28園3圃31年管企発0331第9号 年金特別会計における会計機関の任免に
奥上建介

年金局事業企画課
年金属事業管理課システム室長他9名

年金局事業企画
ついて（補助者） 会計室予算｛系 課長

H28.3.31 年管企発0331第10号 年金特別会計における会計機関の補助者
奥上建介

年金届事業企画課
年金属事業企画課会計室長外12件

年金属事業企画
の｛壬免について 会計室予算保 課長

H28圃3.31年管企発0331第11号
年金特別会計における会計機関の補勤者

異上撞介
年金毘事業企画課

年金閣事業企画課会計室長外12件
年金局事業企画

の任免について 会計室予算罷 課長

H28.3.31 年管企発0331第22号 日本年金機構の組織改編について（伺い） 柴田甚慧 年金毘事業企画課 地方j草生（支）晶長
年金崩事業企画
課長


