
蝿fl日 文書番号 件名 起案者 起案担当課圏｛系 施行先 臨有者

H28.10.5 年企発1005第1号
東京都家具塵生年金基金の解散に伴う財

清原範久
年金昂企業年金国

東京都家具厚生年金基金代表清算人
企業年金園民年

産自錬等の承認について 毘年金基金課 金基金課長

大阪自動車整備j享生年金基金の解散に
年金局企業年金闇 大眠自動車整備j享生年金基金代表清 企業年金国民年

H28.10.5 年企発1005第2号 伴う財産自録等の意認申請について（通 ご浦一洋

常解散平成27年5月28田）
民年金基金課 算人 金基金課長

中部産業j亮棄物厚生年金基金の解散に
H28.10.5 年企発1005第3号 伴う財産自録等の承認申請について（通 関口弘患

年金属企業年金圏
中部産業廃棄物厚生年金基金

企業年金国民年

常解散平成26年12月5日）
民年金基金課 金基金課長

H28.10.11 年企発1011第1号
厚生年金基金設び確定給付企業年金の

吉田暫弘
年金昂企業年金園 地方摩生（支）島櫨麗福祉部保験年金 企業年金圏民年

監査等について 毘年金基金課 （企業年金）課長 金基金課長

H28.10.13 年企発1013第i号
メルコ連協厚生年金基金の解散に伴う財

溝j薫範久
年金届企業年金国

メルコ連協厚生年金基金代表清算人
企業年金闇民年

産自録等の承認について 民年金基金課 金基金課長

愛婿県トラック厚生年金基金の財産自録
年金崩企業年金国 企業年金圏畏年

H28.10.13 年企発1013第2号 等の承認申請について（通昔解散平成 関口弘忠 愛媛県トラック厚生年金基金
27年3月27日）

民年金基金課 金基金課長

高砂殿グループ厚生年金基金の解散に伴
年金蝿企業年金国 企業年金園民年

H28.10.13 年企発1013第3号 う財産自銀等の承認申請について（通常 関口弘忠 高砂殿グループ摩生年金基金
解散平成27年5月初日）

民年金基金課 金基金課長

滋賀県トラック厚生年金基金の解散に伴う
年金昂企業年金国 滋賀県トラック厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

H28.10.13 年企発1013第4号 財産自鰻等のjJ(認申請について（通常解 三浦一洋
散 平 成27年3月16日）

民年金基金課 人 金基金課長

和歌山県トラック厚生年金基金の解散に
年金属企業年金園 和歌山県トラック厚生年金基金代表清 企業年金国民年

H28.10.13 年企発1013第5号 伴う財産目録等の承認申請について（通 ＝；甫－；羊
常解散平成27年7月17自）

民年金基金課 算人 金基金課長



年企発1021第1号
京潜管工事業厚生年金基金の解散に伴う

年金高企業年金国 京潜管工事業厚生年金基金代表清 企業年金国民年
H28.10.21 財産自録等の承認申請について（通常解 ＝浦一洋

散平成27年1月9自）
民年金基金課 算人 金基金課長

年企発1021第2号
宮崎県トラック事業厚生年金基金の解散

年金局企業年金圏 宮崎県トラック事業l草生年金基金代表 企業年金国民年
H28.10.21 に｛半う射産自録等の京認申請について ＝浦一洋

（通常解散平成27年5月26日）
民年金基金課 清算人 金基金課長

年企発1021第3号
東日本セメント商工厚生年金基金の清算

年金局企業年金圏
H28.10.21 結了に｛系る決算報告書等の承認申請につ 関自弘忠 東日本セメント菌工厚生年金基金

企業年金闇民年

いて（通常解散平成26年6月23日）
民年金基金課 金基金課長

年企発1021第4号
全国クレーン建設業厚生年金基金の解散

年金毘企業年金国 企業年金国民年
H28.10.21 に｛半う財産自録等の承認申請について 関口弘忠 全国クレーン建設業厚生年金基金

（通常解散平成27年5月29日）
民年金基金課 金基金課長

H28.10.25 年企発1025第1号
；闘織した厚生年金基金の財産自録等の京

年金蝿企業年金
企業年金国民年

認について（ユニマット厚生年金基金）
鞍井大 国民年金基金課 ユニマット企業年金基金

指導調整部
金基金課長

年企発1025第3号
消滅した厚生年金基金の財産自録等の主義 年金属企業年金

H28.10.25 認について（全国環壊計量証明業厚生年 1長井大 国民年金基金課 全環境企業年金基金
企業年金圏民年

金基金） 指導調整保
金基金課長

年企発1028第1号
西自本室内装飾車生年金基金の解散に

年金高企業年金 西日本室内装飾車生年金基金代表清
H2R10.28 イ半う財産自録等の承認申請について（通 三浦－；羊

企業年金圏民年

常解散平成27年7月24日）
国民年金基金課 算人 金基金課長

年金発1028第2号
池田興業厚生年金基金の解散に伴う財産

年金昂企業年金
H28.10.28 自録等の京認申請について（通常解散 三滞－；羊 池田興業j草生年金基金清算人

企業年金圏民年

平成27年5月28日） 国民年金基金課 金基金課長

年企発1028第3号
兵塵県自動車整備厚生年金基金の解散

年金属企業年金 兵庫県自動車整備厚生年金基金代表
ト128.10.28 に伴う財産自録等の~認申請について ＝浦－；羊 企業年金国民年

（通常解散平成28年1月20日） 圏民年金基金課 清算人 金基金課長

年企発1031第1号
平成28年熊本地震に保る厚生年金基金 年金昂企業年金

地方l草生（支）昂保険年金（企業年金）
H28.10.31 及び圏民年金基金の掛金等の納期限等 吉川公一 国民年金基金課

企業年金国民年

の指定について 企業年金保
課長 金基金課長



H28.11.2 年企発1102第1号
熊本県トラック運送厚生年金基金の解散

清原範久
年金蝿企業年金 熊本県トラック運送厚生年金基金代表 企業年金国民年

に伴う期産目録等の承認について 国民年金基金課 清算人 金基金課長

消滅した厚生年金基金の財産目録等の承
年金局企業年金

企業年金国民年
H28.11.16 年企発1116第1号

認について（フェニテック厚生年金基金）
壊井大 園民年金基金課 フェニテック厚生年金基金清算人

金基金課長
指導調整係

消蹴した厚生年金基金の財産目録等の承
年金局企業年金

企業年金圏民年
H28.11.16 年企発1116第2号

認についてイシ夕、厚生年金基金）
現井大 園民年金基金課 イシダ厚生年金基金

金基金課長
指導調整保

年金局企業年金

卜128.11.17年企発1117第1号
確定拠出年金運営管理機関の畳録協議

松浦真之
国民年金基金課

関東財務局理財部長
企業年金国民年

について 確定拠出年金指導 金基金課長
1系
年金昂企業年金

H28.11.17 年企発1117第2号
確定拠出年金運営管理機関の登録協議

松浦真之
由民年金基金課

金融庁監督属総務課長
企業年金国民年

について 確定拠出年金指導 金基金課長
｛系

全国クラフト紙袋厚生年金基金の解散に
年金局企業年金 全国クラフト紙袋厚生年金基金代表清 企業年金圏民年

H28.1U8 年企発1118第1号 ｛半う射産自録等の承認申請について（通 ＝浦－；羊
常解散平成27年3月25自）

国民年金基金課 算人 金基金課長

大阪機械工具商厚生年金基金の解散に
年金毘企業年金 大販機械工異商厚生年金基金代表溝 企業年金国民年

H28.11.22 年企発1122第1号 伴う財産自録等の承認申請について（通 ＝浦一洋
常解散平成27年8月20田）

国民年金基金課 算人 金基金課長

「「確定拠出年金制度について」の一部改
年金局企業年金

H28.11.25 年企発1125第1号 正についてjにおける自動移換に保る内容 水村隆史
国民年金基金課

国民年金基金連合会理事長
企業年金圏民年

の追記について
確定拠出年金管理 金基金課長
保

「確定拠出年金の企業型年金に保る規約
年金昂企業年金

H28.11.25 年企発1125第2号 の承認基準等について』の一部改正につ 水村隆史
圏民年金基金課 地方厚生（支）局保険年金（企業年金） 企業年金国民年

いて
確定拠出年金管理 課長 金基金課長
i系

国民年金の在外｛壬意加入被保険者の圏 年金閣企業年金
地方厚生（支）届保険年金（企業年金）

年金属企業年金
H28.11.25 年企発1125第3号 民年金基金の加入等に係る事務の取扱い 中村明宏 圏民年金基金課

課長
国民年金基金課

について 国民年金基金係 長



大髄婦人子供乳毘服車生年金基金の解
年金崩企業年金 大~臣婦人子供乳児臓厚生年金基金代 企業年金田畏年

H28.12.2 年企発1202第1号 散に｛半う関産自錬等の承認申請について ＝浦－；羊
国民年金基金課 表清算人 金基金課長

（通常解散平成27年3丹20日）

熊本県工業団地厚生年金基金の解散に
年金昂企業年金 企業年金国民年

H28.12.2 年企発1202第2号 伴う財産目録等の承認申請について（通 関口弘患
園毘年金基金課

熊本県工業団地厚生年金基金
金基金課長

常解散平成27年7月17日）

年金局企業年金

H28.12.5 年企発1205第1号
確定拠出年金運嘗管理機関の登録協議

松浦真之
園民年金基金課

金融庁監督昂総務課長
企業年金国民年

について 確定拠出年金指導 金基金課長

｛系

中園印刷工業厚生年金基金の解散に伴う
年金昂企業年金 中国印刷工業厚生年金基金代表清算 企業年金国民年

H28.12.9 年企発1209第1号 財産自銀等の主義認申請について（通常解 三浦－；羊
散平成27年9月29自）

菌毘年金基金課 人 金基金課長

H28.12.9 年企発1209第2号
東京皮革産業厚生年金基金の解散に伴う

吉田哲弘
年金高企業年金 東京皮革産業厚生年金基金代表清算 企業年金園民年

財産目録等の承認について 国民年金基金課 人 金基金課長

「確定給付企業年金法施行令の一部を改
年金局企業年金

正する政令J等の施行に伴う「確定給付企 企業年金圏民年
H28.12.14 年企発1214第1号

業年金の規約の承認及び認可の基準等
等々力 国民年金基金課 地方厚生（支）昂長

金基金課長

についてJの一部改正について
基金数理室

厚生年金基金の平成29年度予算編成に
年金局企業年金

地方厚生（支）崩保険年金（企業年金） 企業年金園民年
H28.12.15 年企発1215第1号 吉川公一 国民年金基金課

ついて（通知）
企業年金保

課長 金基金課長

『圏民年金基金の業務経理における剰余
年金品企業年金

H28.12.26 年企発1226第1号
金の取扱いについて」の一部改正につい

中村明宏 自民年金基金諜
地方！享生（支）毘保険年金（企業年金） 企業年金国民年

て
国民年金基金係

課長 金基金課長

東京都管工事業厚生年金基金の財産自
年金局企業年金 企業年金園民年

H28.12.28 年企発1228第1号 録等の承認申請について（通常解散平 関口弘恵 東京都管工事業厚生年金基金
成27年11月20自）

国民年金基金課 金基金課長

埼玉県管工事業厚生年金基金の関産自
年金局企業年金 B 企業年金・個人年

H29.1.6 年企発0106第1号 録等の承認申請について（通帯解散平 関口弘忠 埼玉県管工事業庫生年金基金
成27年5月31日）

鋼人年金課 金課長



西部工業用ゴム製品翻商業厚生年金基
年金崩企業年金圃 西部工業用ゴム製品卸商業j草生年金 企業年金 a個人年

H29.1.10 年企発0110第1号 金の解散に伴う財産自録等の承認申請に 王浦一洋
個人年金課 基金代表清算人 金課長

ついて（通常解散平成27年11月17田）

全中園電気工事厚生年金基金の解散に
年金局企業年金固 全中国電気工事厚生年金基金代表清 企業年金 a個人年

H29.1.10 年企発0110第2号 伴う財産自鰻等の承認申請について（通 三浦一洋
常解散平成27年9月15自）

個人年金課 算人 金課長

H29.U 1 年金発0111第1号
東北大県トラック厚生年金基金の解散に

清原範久
年金昂企業年金園 東北六県トラック！草生年金基金代表清 企業年金固｛園人年

｛半う耕産自録等の承認について 個人年金課 算人 金課長

消滅した厚生年金基金の関産自録等の君主 年金局企業年金＝
企業年金園｛圏人年

H29.1.13 年企発0113第1号 認について（日本熱機器工業企業年金基 間由裕嗣 ｛園人年金課指導調 日本熱機器工業企業年金基金
金） 整｛系

金課長

九州エルピーガス事業厚生年金基金の解
年金高企業年金剛 企業年金固個人年

H29.1.16 年企発0116第1号 散に伴う財産自録等の主義認申請について 関口弘忠 九州エルピーガス事業j草生年金基金
（通常解散平成27年3月16日）

個人年金課 金課長

確定拠出年金運嘗管理機関の登録協議
年金届企業年金庫

企業年金・個人年
H29.1.16 年企発0116第2号 松浦真之 個人年金課確定拠 関東財務昂理瞬部長

について
出年金指導保

金課長

確定拠出年金運嘗管理機関の霊堂銀協議
年金昂企業年金毘

企業年金四個人年
H29.1.16 年企発0116第3号 松浦真之 ｛圏人年金課確定拠 金融庁監督届総務課長

について
出年金指導保

金課長

静岡県病院厚生年金基金の解散に伴う財
年金高企業年金国 企業年金m個人年

H29.1.24 年企発0124第1号 産自録等の承認申請について（通常解散 関口弘患 静闘県病院厚生年金基金
平成27年5月29自）

｛国人年金課 金課長

年金高企業年金 a

地方厚生（支）昂保険年金（企業年金） 企業年金.i国人年
H29.1.30 年企発0130第1号 闇民年金基金の予算編成について 中村明宏 個人年金課国民年

金基金保
課長 金課長

年金局企業年金園
企業年金 a個人年

H29.1目30年金発0130第2号 由民年金基金の予算編成について 中村明宏 ｛国人年金課国民年 関東信越厚生賭企業年金課長
金基金保

金課長



年企発0130第3号
東京製本厚生年金基金の解散に伴う樹鹿

年金蝿企業年金剛 企業年金 E個人年
H29.1.30 目録等の承認申請について（通常解散 関口弘忠 東京製本厚生年金基金

平成27年5月28自）
個人年金課 金課長

H29.1.31 年企発0131第1号
消滅した厚生年金基金の財産目録等の京

年金属企業年金園
企業年金巴個人年

認について（溢谷工業厚生年金基金）
坂井大 個人年金課指導調 漉谷工業企業年金基金

整f系
金課長

年企発0207第1号
中国管工事業厚生年金基金の解散に梓う

年金昂企業年金園 中国管工事業厚生年金基金代表清算 企業年金回個人年
H29.2.7 財産自録等の承認申請について（通需解 =5甫一洋

散平成27年3月25日）
個人年金課 人 金課長

年企発0209第1号
九州印刷工業厚生年金基金の解散に｛半う

年金昂企業年金ー 九州印刷工業j享生年金基金代表清算
H29.2.9 期産自録等の君主認申請について（通常解 ＝浦－；羊

企業年金団｛囲人年

散平成27年11月27日）
｛園人年金課 人 金課長

年企発0215第1号
福井県建設業厚生年金基金の解散に伴う

年金馬企業年金・ 福井県建設業厚生年金基金代表清算
H29.2.15 財産自録等の主義認申請について（通常解 三浦一洋

企業年金田植人年

散平成27年11月25日）
個人年金課 人 金課長

年企発0215第2号
ダイハツ販売厚生年金基金の解散に伴う

年金蝿企業年金・
H29.2.15 財産目録等の承認申請について（通常解 関口弘忠 ダイJ1ツ賑完j享牛年金基金

企業年金国個人年

散平成27年7月27日）
個人年金課 金課長

長野県自動車整備厚生年金基金の解散

H29.2.17 年企発0217第1号
に伴う財産目録等の承認申請について（通

関口弘恵
年金届企業年金・

長野県自動車整構厚生年金基金
企業年金胆個人年

常解散平成27年10月1日） 個人年金課 金課長

年企発0220第1号
中園田県木材厚生年金基金の解散に伴う

年金眉企業年金園 中園田県木材厚生年金基金代表清算
H29.2.20 財産自録等の承認申請について（通常解 ＝滞－；羊

企業年金図個人年

散 平 成28年1月25日）
個人年金課 人 金課長

年金発0221第1号
「厚生年金基金の予定利率の下眼等につ 年金属企業年金属

地方厚生（支）昂健療福祉部保醸年
H29.2.21 いて」の一部改正並びに厚生年金基金星 東郷 j車 個人年金課基金数

企業年金園｛囲人年

び確定給付企業年金の規約変重について 理室
金（企業年金）課長 金課長

H29.2.22 年企発0222第1号
厚生年金基金の実態調査について（調査

年金届企業年金凶
企業年金・1国人年

依頼）
吉川公一 個人年金課企業年 厚生年金基金理事長

金額
金課長



九州自動車整備厚生年金基金の解散に
年金昂企業年金田 企業年金目個人年

H29.2.23 年企発0223第1号 ｛半う財産自録等の京認申請について（通 関口弘忠
個人年金課

九州自動車整備厚生年金基金
金課長

常解散平成27年9月25日）

鹿島県西部機械金属厚生年金基金の解
年金蝿企業年金也 広島県西部機械金属厚生年金基金代 企業年金回｛園人年

H29.2.24 年企発0224第1号 散に｛半う財産自録等の京認申請について 三浦一洋
｛国人年金課 表清算人 金課長

（通常解散平成27年11月1日）

年金局企業年金m

企業年金風｛圏人年
H29.2.24 年企発0224第2号 厚生年金基金の実態調査について 吉JII公一 個人年金課企業年 i草生年金基金理事長

金課長
金｛系

確定拠出年金運曽管理機関の登録協議
年金昂企業年金司

企業年金園｛圏人年
H29.3.1 年企発0301第1号 松浦真之 個人年金課確定拠 金融庁監督島総務課長

について
出年金指導｛系

金課長

埼玉県自動車員長亮整構厚生年金基金の
年金局企業年金園 企業年金目個人年

H29.3.1 年企発0301第2号 解散に伴う財産自録等の承認申請につい 関口弘忠
｛圏人年金課

埼玉県自動車販売整備厚生年金基金
金課長

て（通常解散平成27年3月25日）

H29.3.3 年企発0303第1号
京都府トラック事業厚生年金基金の解散

吉自哲弘
年金局企業年金田 京都府トラック事業摩生年金基金代表 企業年金固個人年

に｛半う財産自録等の承認について 個人年金課 清算人 金課長

日本給金サービス厚生年金基金の解散に
年金局企業年金 E 企業年金園錨人年

H29.3.10 年企発0310第1号 伴う異オ産自録等の承認申請について（通 関口弘皆、 日本給金サービス厚生年金基金
常解散平成26年11月27由）

｛圏人年金課 金課長

「確定拠出年金の企業型年金に揺る規約
年金属企業年金E 地方i草生（支）昂保験年金（企業年金） 企業年金固｛圏人年

H29圃3.21年企発0321第1号 の承認基準等についてjの一部改正につ 水村隆5e
個人年金課 課長 金課長

いて

千葉県病院厚生年金基金の財産自録等
年金毘企業年金固 企業年金且｛圏人年

H29.3.27 年企発0327第1号一 の~認について（通常解散平成27年3月 関口弘思
個人年金課

千葉県病院厚生年金基金
金課長

31日）

「園毘年金基金等給付費負担金の交付事 年金届企業年金u

国民年金基金理事長、国毘年金基金 企業年金固個人年
H29.3.27 年企発0327第2号 務の取扱いについてJの一部改正につい 中村明宏 個人年金課国民年

て 金基金保
連合会理事長 金課長



大阪府印刷工業厚生年金基金の解散に
年金高企業年金 z 大阪府印刷工業厚生年金基金代表清 企業年金圃｛国人年

H.29.3.29 年企発0329第1号 イ半う財産自録等の承認申請について（通 ＝；甫－；羊
個人年金諜 算人 金課長

晴解散平成27年11月24日）

平成29年農企業年金連合会予算の認可
年金局企業年金 z

企業年金固｛圏人年
H29.3.29 年企発0329第2号

について
吉JII公一 ｛国人年金課企業年 企業年金連合会理事長

金課長
金保

日本造船切関連工業厚生年金基金の解散
年金属企業年金固 企業年金笥｛圏人年

H29.3.30 年企発0330第1号 に伴う財産自録等の京認について（通常 関口弘皆、
個人年金課

日本造船閉関連工業j草生年金基金
金課長

解散平成27年11月20自）


