
施行自 文書番号 件名 起謀者 起案担当課囚｛系 施行先 施行者

H28.10.1 年管企発1001第4号
年金特別会計の会計機関の補助者の桂

奥上建介
年金高事業企画課

年金局事業企画課会計室予算保主査
年金崩事業企画

免について 会計室予算保 課長

H28.10.1 年管企発1001第5号
年金特別会計の会計機関の補助者の住

奥上建介
年金崩事業企画課

年金局事業企画課会計霊予算保主査
年金島事業企画

免について 会計室予算係 課長

H28.10.1 年管企発1001第6号
年金特別会計の会計機関の補助者の佳

奥上撞介
年金扇事業企画課

年金局事業企画課会計室予算保主査
年金局事業企画

免について 会計室予算保 課長

H28.10.1 年管企発1001第7号 年金特別会計の会計機関の補助者の佳
奥上建介

年金局事業企画課
年金局事業企画課会計室予算係主査

年金昂事業企画
免について 会計室予算保 課長

H28.10.1 年管企発1001第8号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建ブト
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室予算係主査
年金島事業企画

免について 会計室予算｛系 課長

H28.10.1 年菅企発1001第S号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

奥上建介
年金高事業企画課

年金崩事業企画課会計室予算保主査
年金局事業企画

免について 会計室予算保 課長

H28.10.1 年管企発1001第10号 人事異動に伴う取引関無通知について 奥土建介
年金局事業企画課

年金属事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

会計室予算係 課長

H28.10.3 年管企発1003第1号 国有物品の不用決定書記認申請について
阿瀬見悪梨 年金島事業企画課

厚生労輸大臣
物品管理官年金

奈 会計霊 高事業企画課長

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

H28.10.4 年管企発1004第1号 の送付について（人事院事務総高会計課 金野輝 人事院事務総昂金計課長 事業企画課長
長ほか5件）

会計室予算係



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

H28.10.4 年管企発1004第2号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 財務省大臣官爵会計課長 事業企画課長

長ほか5件）
会計室予算保

支出委怪に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H28.10目4年管企発1004第3号 の送付について（人事院事務総高会計課 金野輝 関東財務晶総務部次長 事業企画課長
長ほか5件）

会計室予算f系

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

H28.10.4 年管企発1004第4号 の送付について（人事院事務総属会計課 金野輝 近畿財務局総務部次長 事業企画課長
長ほか5件）

会計室予算保

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金昂事業企画課

H28. 10.4 年管企発1004第5号 の送付について（人事院事務総簡会計課 金野輝 東京国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか51牛）

会計室予算儒

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

H28.10.4 年管企発1004第6号 の送付について（人事院事務総局会計課 金野輝 中部地方整｛蒔局総務部長 事業企画課長
長ほか5件）

会計室予算慌

H28.10.4 年管企発1004第7号
健麗保険印紙の不用決定について（平成 間瀬毘恵梨 年金局事業企酉課

日本郵懐株式会社代表取締役社長
年金局事業企菌

28年8月分） 'f苦E言 会計室 課長

平成28年度予算に保る日本年金機構i塞
年金聞事業企画課 年金属事業企画 l

H28.10.4 年管企発1004第8号 嘗費交付金の交付について（平成28年度 金野輝
会計室予算保

日本年金機構理事長
課長

10月分）

年金特別会計への資金の鰻入れについて

H28.10.5 年管企発1005第1号
（平成28年度10月分年金特別会計圏毘

荒木勲 年金高総務課 支出宮厚生労働省大臣官爵金計課長
厚生？？働省年金

年金勘定特別障害給付金給付費年金特 局事業企画課長
完lj会計へ繰入）

社会保険卦務士制度功費者厚生卦｛動大
年金崩事業企画課

日本年金機構事業推進部門（統括担 厚生労働省年金
H28.10.12 年管企発1012第1号

臣表彰の審査に保る照会について
野田栄治 構報公開店社封土

当）担当理事 局事業企画課長
｛系

年金崩事業企画課
年金属事業企画

H28.10.14 年管企発1014第1号 社会保険賢官務士の1警戒処分について 野口栄治 構報公開ロ社労士 近畿塵生高年金調整課長
課長

保



年金局事業企画課 年金問事業企画
H28.10.14I年管企発1014第2号 ｜社会保障費務士の態戒処分について ｜野口栄治 ｜情報公開 e社貴士 日本年金機構事業企画部長

課長
係

H28.10.2榊管企発10崎 1号 l提携？紙の不用決定について（平成 間瀬毘恵梨｜年金毘事業企画課 日本郵梗株式会社代表取締役社長
年金局事業企酉

奈 会計霊 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.10.岬管 企発10暗号｜（平成28年度11月分年金特別会計国民｜荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 ｜年金高総務課

｜支出官厚生労齢大臣官麗会計課｜厚生封働省年金
長 居事業企麗課長

計へ繰入）

年金業務シスァム（個人番号管理サブシ
｜ステム等（繍発個人番号管理1次改修｜

H28.10.27I年管企発1027第1号 分））に保る設計巴開発等業務に係る公野首 麗瀬純 1年金局事業企画課｜株式会社エヌテイテイデータ
会計室製約f系 局事業企画課長

結果について

再委託の承認について
年金島事業企画課｜ ｜厚生労働省年金H28.10.27I年管企発1027第2号 鹿瀬純
会計室契約保 局事業企画課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金眉事業企画珊開i｜厚生労｛動省大臣官層会計課長 ｜年金局事業企画ト128.10.271年管企発1027第3号 Ic繰入について（平成28年度第3四半期 須賀敬忘郎

11月分の業務取扱費）
会計室予算保 課長

年金特別会計櫨康勘定から業務勘定へ
｜年金局事業企画H28.10.27I年管企発1027第4号 ｜の繰入について（平成28年度第3四半期 I 讃賀敬士，c.,,郎 I年会金計局室事予業算企保画課I保険昂長
課長

11月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども・子育て支罷勘定か
年金局事業企画

地 8.10.271年管企発1時 5号｜ら業務勘定への繰入について（平成28年 須賀敬志郎 ：：：；言語画課内閣府子ども子育て本部審議官
課長

度第3囲半期11月分の業務取扱費）

H28.10.27I年菅企発1027第6号 麗瀬純
年金属事業企画課 厚生党働省年金
会計室契約保 馬事業企画課長

平成28年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画

H28.11.1 I年管企発1101第1号 ｜営費交付金の交付について（平成28年戸噴〆賀敬~郎 会年金計室馬事予業算企｛系画課日本年金機構理事長
課長

11月分）



ト128.11.41年管企発1104第1号
年金局事業企画課
会計室契約保

慶瀬純
厚生労働省年金
昂事業企画課長

H28.11βl年管企発1108第1号 i第48囲（平成28年度〕社会梶険苦手務士試｜野口栄治
験の合格者について

長昂支生厚方地
眼
士

企
川
市
白

業
担

事
関

蝿
公

金
報

年
構
保

年金局事業企闇
課長

H28.11.9I年管企発1109第1号｜健康保険印紙の物品亡失面損傷等報告に｜阿瀬毘恵梨｜年金昂事業企画課！厚生矧大臣
ついて（平成28年8月分） ｜棄 ！会計室

鞠品管理官年金
高事業企画課長

健康保険印紙の不用決定について（平成 I~iiJ瀬毘車製｜年金島事業企画課i l年金局事業企画
H28.11.9I年管企発1109第2号 i I I ！日本郵撞株式会社代表取締投社長 ｜ 

28年8月分） 1奈 ｜会計霊 I l課長

H28.11.11 I年管餓1111第1号，：苦＝ず義謀議湾沖軒倒閣｜湯浅大輔 I！課事業企画 課1:1：童話関誌主主部門担当理事1：：：霊童話

H28.11.11 I年管企発1111第2号
日本年金機構における個人番号利用の開
始に伴う事務取扱等について ｜湯浅大輔

年金崩事業企画課｜地方厚生（支）昂年金調整課長年金 i厚生労働省年金
企画係 ｜管理課長 ｜島事業企画課長

H28.1U伴管銀1114第2号 ，：：：：：：示主1;1：.；：官：顎ヂに係｜奥上建介 1：：：雪装画課｜関東信越厚生局総務課長
年金昂事業企画
課長

H28.11.17l年管企発1117第2号 ｜「中期整備予定事案」について
間瀬見恵梨 l年金問事業企画課I 1関東財務扇長
奈 ｜会計室

年金局事業企画
課長

H28.11.21I年管企発1121第2号

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成28年度12月分年金特別会計国民Al荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特!51]::i:,;
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成28年麗12月分年金特別会計圏民Al荒木勲
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別;z:s.;

言十へ繰入）

年金高総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 l厚生労働省年金
長 ｜局事業企画課長

H28.11.21 I年管企発1121第1号

年金局総務課
支出官厚生骨髄省大臣官爵金計課 ｜厚生？？働省年金
長 i賭事業企画課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.11.21 年管企発1121第3号
（平成28年度12月分年金特別会計圏民

荒木勲 年金昂総務課
支出官厚生卦働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 馬事業企画課長

E十へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れLついて

ト128.11.21年管企発1121第4号
（平成28年度12月分年金特別会計厚生

荒木勲 年金蝿総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 晶事業企画課長

計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H28.11.21 年管企発1121第5号
（平成28年度12月分年金特別会計厚生

荒木勲 年金属総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生首働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 島事業企画課長
針へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定から年金特
官署支出宮厚生背｛動省？？働基準昂 厚生潜働省年金

H28.11.21 年管企発1121第6号 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28年度12月分）

長 昂事業企画課長

低入札価格調査基準額を下回る入札を行った者に

H28.11.24 年管企発1124第1号 係る調査結果について（年金業務システム（個人番
鷹j親純

年金昂事業企画課
株式会社日立製作所

厚生労働省年金
号管理サブシステム等（2次開発情報連携分））に係 会計室契約保 局事業企画課長
る設計・開発等業務）

低入札価格調査基準額を下回る入札を行った者に

H28.11.24 年管企発1124第2号 係る調査結果について（年金業務システム（個人番
鹿瀬純

年金昂事業企画課 厚生労働省年金
号管理サブシステム等（2次開発情報連携分））に係 会計室契約保 局事業企画課長
る設計・開発等業務）

一離会計から年金特別会計業務勘定へ
年金品事業企画課 年金昂事業企画 l

H28.11.25 年管企発1125第1号 の繰入について（平成28年度第3四半期 讃賀敬志郎 支出官厚生野働省大臣官爵会計課長
12月分の業務取扱費）

会計室予算｛系 課長

年金特別会計健麗勘定から業務勘定へ
年金属事業企画課 年金馬事業企画

H28.11.25 年管企発1125第2号 の繰入について（平成28年度第3四半期 5員賀敬志郎 ｛果験局長
12月分の業務取扱費）

会計室予算｛系 課長

年金特別会計子ども・子育て支援勘定か
年金昂事業企画課 年金馬事業企面

H28.11.25 年管企発1125第3号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 5員賀敬志郎 内閣府子ども因子育て本部審議官
度第3四半期12月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長

年金特別会計健康勘定への繰入について

ト-128.11.25年管企発1125第4号
（平成28年度第3四半期組立行政法人

須賀敬志郎
年金居事業企画課

保険昂総務課長
年金局事業企画

福祉医療機構納付金等相当期源撞膿勘 会計室予算保 課長
定へ繰入）



麗i額純
4年金馬事業企画課
会計室袈約保

H28.11.25I年管企発1125第5号
厚生背働省年金
局事業企画課長

H28.11.28I年管企発1128第1号 1住民票コード収録事業における「住所等確！峯隼人
認リスト」による情報提供について

年金蝿事業企酉課｜地方厚生（支）｝高年金調整課長思び年｜年金崩事業企画
運雷管理係 ｜金管理課長 ｜課長

平成28年度予算に罷る日本年金機構運 I I 

H28.12.2I年管企発120 1号｜営費交付金の交付について（平成2時｜護賀敬志郎 1：：：害義圏内日本年金機構理事長
12月分） I I 

画企業事局金
長

年
課

H28.12.5I年管企発1205第1号

年金特別会計への資金的繰入れについて
（平成28年度12月分年金特別会計圏民
年金勘定特別障害給付金給付費年金特i荒木勲
別会計へ繰入）
再委託の承認について（

年金閣総務課
支出官
厚生労働省大臣官爵会計課長

厚生労働省年金
属事業企画課長

H28.12.14I年管企発1214第1号

鹿瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係

年金崩事業企画課
会計室契約保

麗瀬純

H28.12.141年管企発1214第2号

厚生労働省年金
馬車業企画課長

厚生労働省年金
属事業企画課長

H28.12.16I年管企発1216第2号 ｜実地検査結果への田答について 黒JII正憲 年金局事業企画課i会計検査院事務総島第2昂厚生矧動 ｜事業企画課長
テム室計画｛系 1検査第4課長

H28.12.19I年管企発1219第1号 ！公的年金業務等に保る特定個人橋報保 ｜湯浅大輔 ｜年金高事業企画課｜餌人情報保護委員会事務関総務課 ｜厚生背働省年金
護評価の実施時期の協議について I l企画保 ｜長福濡裕介 ｜局事業企画課長

H28.12.22I年管企発1222第1号
一融会計から年金特別会計業務勘定へ I I I I I l年金島事業企画課｜支出官厚生労働省大臣官爵会計課 ｜年金商事業企画
の繰入について（平成28年度第4四半期川護賀敬志郎｜ I I I 1会計室予算｛系 ｜長 ！課長月分の業務取扱費） I I I I 

年金特別会計鍵鹿勘定から業務勘定へ I I 

H28.12.221年管餓1時 2号 ！の繰入について（平成28年度第4四半期1I須賀敬志郎 1：：：君主主画課｜保険居長
月分の業務取扱費） I I 

年金昂事業企画
課長



年間尉子ども子育て支援勘定か｜
H28.12.221年管企発1222第3号 ｜ら業務勘定への繰入「』ついて（平成281F 噴d 賀敬士gむ郎 年会金計室崩事予算業企係画課内閣府子ども司子育て本部審議官

度第4閤半期1月分の業務取扱費）

｜年金蝿事業企画
課長

平成田年慶年金特別会計業務勘定に係｜
｜年金島事業企画課｜東海北陸庫生局総務課長 ｜年金島事業企画

ト128.12.261年管企発1226第1号｜る支払計画額の変更について（超過勤務奥よ建介
課長

手当）
会計霊予算係

平成28年麗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

H28.12.26I年管企発1226第2号 ｜る支払計画額の変重について（超過勤務 奥上建介
会計室予算保

中国四国厚生昂総務課長
課長

手当）

H28.12.26I年管企発1226第3号 l平成28年度年金特別会計業務勘定に係 奥上建介
年金馬事業企画課

関東信越厚生局総務課長
年金属事業企画

る支払計画示達額の追加について 会計室予算保 課長

H28.12.271年管企発1227第1号 ｜ 健28藤年保9月険分印）紙の不間決定について（平成 阿瀬毘恵梨 年金局事業企画課
日本郵慢株式会社代表取締役社長

年金崩事業企画
認珂3ミ' 会計室 課長

H28.12.27I年管企発1227第2号 麗j頼純
年金局事業企画課 厚生労働省年金

会計室契約係 属事業企画課長

·~車道局f孤高審制輔副圃副

ト128.12.271年管企発1227箪3号 蹟j事長純 ｜年金島事業企画課 厚生労働省年金
会計霊契約罷 局事業企画課長

H28.12.27I年管企発1227第4号 麗瀬純
年金属事業企画課 厚生労輸省年金

会計室契約保 局事業企画課長

平成28年震予算に罷る日本年金機構運
年金局事業企画課 年金局事業企酉

H28.12.28I年管企発1228第1号 ｜嘗費交付金的交付について（平成28年度 須賀敬志皇居
会計室予算様

日本年金機構理事長
課長

1月分）

H29.1.4I年管企発0104第1号 ｜平成28年慶年金特別会計業務勘定最悪入 池ケ谷幸太郎
年金属事業企画課

大臣官房会計課長
年金高事業企画

予算科目の設置について 会計室決算係 課長



H29.1.4I年管企発0104第2号 ｜健康保験印紙の物品亡失圃損犠等報告に
ついて（平成28年9月分）

阿j鶴見意梨 I年金居事業企十］担酔｜｜厚生労働大亜
奈 会計聾

｜物品管理官年金
局事業企画課長

支出蚕｛壬に関する支払元受高転換通知
H加 .61年管企発0106第1号 ｜の送付について（人事院事務総局ム玄計課n 噴，賀敬一士郎 ｜！年会金計室局事予業算企｛莱画課｜人事院事務総局会計課長 ｜事業企画課長

長ほか5件）

支出委任に関する支払先受高転換通知
H29.1.6I年管企発問第2号 ！の送付について（人事院事務総局会計課｜頭賀敬志郎 1：：：草豊富圏内財務省大臣官爵会計課長 ｜事業企画課長

長ほか5件）

支出委任に関する支払元受高転換通知
H29.1印6昨管企餓発問第3号 ｜の送付について（人事院事務総局会持｜須賀敬志郎 1：：：事量産画課｜財務省大臣官爵会計課長 ｜事業企画課長

長ほか5件）

支出委佳に関する支払元受高転換通知
四 1.61年管企発問第4号｜の送付について（人事院事務総昂会計課｜調賀敬誌郎 1：：盟主主醐｜関東財務開総務部次長 ｜事業企画課長

長ほか5件）

支出委佳に関する支払元受高転換通知
H29.1.6I年管館山第5号｜の送付について（人事院事務総高会計課｜錨敬志郎 1：：野義画課｜近畿財務昂総務鰍長 l事業企画課長

長ほか5件）

支出霊怪に関する支払元受高転換通知
年金高事業企画課｜中部地方整備局総務部長H29.1.6I年管企発0106第6号 ｜の送付について（人事院事務総馬会計課 護軍敬志郎 ｜事業企画課長

長iまか5件）
会計室予算｛系

再

H29.U31年管企発0113第2号 ｜ 麗瀬純
年金崩事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約｛系 局事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成問震2月分年金特別会計厚生｜

H29.1.16I年管企発0116第1号 1年金勘定基礎年金拠出金等年金特別4窓 荒木勲 ｜年金局総務課
｜支出宮厚生賞働省大臣官融計課｜摩生封働省年金
長 島事業企画課長

言十へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて
｜（平成2時 2月分年金特別会計厚生｜

H29.1.16I年管企発0116第2号 年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会荒木勲 ｜年金届総務課
｜支出宮厚生労働省大臣官展会計課｜厚生労齢年金
長 局事業企酉課長

言十へ繰入）



、
平成28年間特開業蹴に慌 i 年金届事業企画課 年金賄事業企画

H29.1.18 年管企発0118第1号 る支払計画額の変璽について（超過勤務奥上建介
会計室予算保

北海道厚生閣総務課長
課長

手当）

平成28年度年金特別会計業務勘定に擁
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.1.18 年管企発Ol18第2号 る支払計画額の変更について（超過勤務 奥上建介 東北厚生島総務課長
手当）

会計室予算｛系 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に保
年金馬事業企匝課 年金局事業企画

H29.1.18 年管企発0118第3号 る支払計画額の変更について（超過勤務 奥上建介 近畿厚生昂総務課長
手当）

会計室予算保 課長

平成28年度年金特別会計業務勘定に保
年金属事業企画課 年金局事業企画

H29.1.18 年管企発0118第4号 る支払計画額の変更について（超過勤務 奥上建介 九州厚生局総務課長
手当）

会計霊予算保 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.1.23 年管企発0123第1号
（平成28年度2月分年金特別会計国畏

荒木勲 年金局総務課
支出官摩生封働省大臣官房会計課 厚生封｛動省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特期会 長 属事業企画課長
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.1.23 年管企発0123第2号
（平成28年度2月分年金特別会計園民

荒木勲 年金品総務課
支出官厚生労働省大臣官爵会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 長 局事業企画課長
計へ繰入）

労働保｜検特別会計労災勘定から年金特
官署支出官厚生首働省？？働基準高 厚生労働省年金

H29.1.23 年管企発0123第3号 男I］会計厚生年金勘定への資金の受入れ 荒木勲 年金高総務課
について（平成28年度2月分）

長 崩事業企画課長

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金局事業企画課 年金毘事業企画

H29.1.25 年管企発0125第1号 の繰入について（平成28年度第4四半期2 讃賀敬志郎 厚生労輸省大臣官爵会計課長
月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長

年金特別会計健藤勘定から業務勘定へ
年金用事業企画課 年金品事業企画

H29.1.25 年管企発0125第2号 の繰入について（平成28年度第4四半期2 5貰賀敬志郎 保l麗昂長
月分の業務取扱費）

会計室予算係 課長

年金特別会計子ども・子背て支援勘定か
年金晶事業企画課 年金局事業企画

H29.1.25 年管企発0125第3号 ら業務勘定への繰入について（平成28年 須賀敬志郎 内閣府子ども巴子育て本部審議官
度第4四半期2月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長



H29.1昨触 発引26第1号 i詩話E示議鵠訳顎ヂに慌i奥上建介

H29.1.26I年管企発0126第2号 i平成28年度年金特別会計業務勘定に髄！真上建介
る支払計画示達額の追加について

年金局事業企画課｜東海北陸厚生閣総務課長
:z;;計室予算保

年金局事業企画課！近畿厚生局総務課長
玄計室予算係

年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長

H29.1.2哨管企発01時 3号，：草花問予の不用決定について（平成 1：；顛見悪梨 1：言：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

…年間山知 l雪許！；~瞬間鵠等報告に 1：瀬毘悪梨 1：言：事業企画～封働大臣

平成28年度予算に保る日本年金機構運 I I 

H29.2.1 I年管企発問第1号 1堂費交付金の交付について（平成2峨｜讃賀敬志郎 1：：：君主義闇課！日本年金機構理事長
2月分） I I 

年金特別会計への資金の繰入れについて
• （平成28年度2月分年金特別会計国民

H29.2.6I年管企発02061再i号｜年金勘定特別障害給付金給付費年金特1小林代曙 ｜年金高総務課
支出宮
厚生労働省大臣官麗会計課長

別会計へ繰入）

H29.2.6I年管企発0206第2号
日本年金機構地域部の移転について（｛司
い） ｜今野摺 年金局事業企画課｜地方厚生（支）島長

物品管理官年金
昂事業企画課長

年金属事業企画
課長

厚生背働省年金
属事業企画課長

事業企画課長

H29.2.7I年管企発0207第1号 年金特別会計における会計機関（補助者リ須賀敬志郎｜年金局事業企画課｜年金扇事業企画課長補催立石鹿幸 ｜支出負担行為担
の任命について I i会計霊予算保 I 1当官岩井勝弘

H29.2.71年管企発担07第2号 l年金特別会計における金計機関（補勤者）｜須賀敬志部！年金高事業企画課｜年金崩事業企画課運嘗管理専門宮 ｜支出負担行為担
の｛壬命について I i会計室予算部 ｜土崎武志 i当官岩井勝弘

H29.2.8I年管企発0208第1号 麗瀬純
年金高事業企画課
会計室契約係

厚生卦働省年金
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
会計室契約保

麿j頼純H29.2.9I年管企尭0209第1号

一鰻会計から年金特別会計業務勘定へ
の繰入について（平成28年度第4四半期3

月分の業務取扱費）

年金局事業企画

課長
年金局事業企画課｜支出宮厚生勢働省大盟官爵会計課
会計童予算保 ｜長

讃賀敬志郎H29.2.171年管企発0217第1号

年金特別会計健鹿勘定から業務勘定へ
の繰λについて（平成28年度第4四半期3
月分の業務取扱費）

画企業事高金

長
年
課

年金蝿事業企画喋
会計室予算慌民｜保険局長5真賀敬志郎H29.2.171年管企発0217第2号

年金特別会計子ども a子育て支接勘定か
ら業務勘定への繰入について（平成28年
震第4四半期3月分の業務取扱費）

年金局事業企画
課長：：野室長画課｜内閣府子ども子育て本部審議官護費敬志郎H29.2.171年管企発0217第3号

1年金局事業企画課長補佐立石康幸、
年金局事業企画課｜

｜年金昂事業企画課運曽管理専門官
会計室予算罷 ！ 

1土崎武志

支出負担行為担
当官岩井勝弘

年金特別会計における会計機関（補助者）
の｛壬命について ｜窺賀敬志郎H29.2.20I年管企発0220第1号

年金崩事業企酉
課長

主主書事業企画課！日本郵寵株式会社代表取締役社長
;z,; 両I.：：主

間瀬毘悪梨
奈

鍵鹿保険印紙の不舟決定について（平成
28年11月分）

H29.2.27！年管企発0227第1号

官署支出官事業

企画課長
年金局事業企画課i厚生背働大臣
会計霊出納保

枠山鶴介過年度支出にかかる承認申請についてH29.2.27I年管企発0227第2号

摩生首働省年金
昂事業企画課長

年金痛事業企画課
会計室契約協

置瀬純H29.2.27I年管企発0227第5号

年金属事業企画
課長

年金属事業企画課11；果！検局総務課長
会計室予算係

手金特別会計櫨農勘定への繰入について
（平成28年度第4四半期独立行政法人「
祉医需機構納付金等相当財j原鍵麗勘定畠｜讃賀敬志郎

へ繰入）

H29.2.28I年管企発0228第1号

盟企業事届金
長

年
課

年金属事業企画顎
庶務係 ロ！大臣官爵長鈴木和j和

厚生卦｛動省行政文書管理規則第23条第
3項の規定に基づく監査責任者による監
査結果に対する改善報告について

H29.2.28I年管企発0228第2号



H29.2.28 年管企発0228第4号
徴収決定外誤納手続依頼文書の送付に

植木奈津子
年金局事業企画課 高義人徴収官農林水産省大臣官震予算 厚生労働省年金

ついて 会計室 課経理調査官 島事業企画課長

平成28年度予算に罷る日本年金機構運
年金昂事業企画課 年金昂事業企画

H29.3.1 年管企発0301第1号 宮費交付金の交付について（平成28年度 窺賀敬意郎
会計室予草係

日本年金機構理事長
課長

3月分）

「日本年金機構における官公署等からの
厚生労働省年金

H29.3.1 年管企発0301第2号 照会に保る田筈事務の集約等について」 柴田直慧 年金局事業企画課 総務省自治税務届企画課長
馬事業企画課長

の発出について（｛苛い）

「日本年金機構における官公署等からの
厚生労働省年金

H29.3.1 年管企発0301第3号 照会に揺る囲答事務の集約等について」 柴田甚慧 年金昂事業企画課 国税庁徴収部徴収課長
属事業企画課長

の発出について（冊い）

f日本年金機構における官公署等からの
摩生労働省年金

H29.3‘1 年管企発0301第4号 照会に揺る回答事務の集約等についてj 柴田直慧 年金局事業企画課 ヲヲ働基準高ヲヲ災管理課長
局事業企画課長

の発出について（伺い）

『日本年金機構における官公署等からの
厚生骨髄省年金

H29.3.1 年管企尭0301第5号 照会に係る圏答事務の集約等について』 柴田直慧 年金局事業企画課 雇用均等園児童家庭馬家薩福祉課長
馬事業企画課長

の発出について（冊い）

「日本年金機構における官公署等からの
厚生労働省年金

H29.3.1 年管企発0301第B号 照会に保る囲答事務の集約等について」 柴田直慧 年金時事業企画課 社会圃援護局保護課長
馬事業企画課長

の発出について（開い）

「陪本年金機構における官公署等からの
厚生骨髄省年金

H29.3.1 年管企発0301第7号 照会に保る回答事務の集約等について」 柴田直慧 年金属事業企画課 社会 a譲護局障害保髄福祉部企画課長
昂事業企画課長

の発出について（冊い）

F田本年金機構における官公署等からの
社会・援護昂障害保鍵福祉部精神・障 厚生首働省年金

H29.3町1年管企発0301第8号 照会に｛系る回答事務の集約等についてJ 柴田甚慧 年金聞事業企酉課
の発出について（冊い）

害保纏課長 高事業企画課長

「日本年金機構における官公署等からの
厚生労働省年金

H29.3.1 年管企発0301第9号 開会に保る回答事務の集約等について」 柴田直慧 年金島事業企画課 保険昂保険課長
崩事業企画課長

の発出について（飼い）



町 公的年金業務等に保る特定個人情報保 l ! ｜｛国人情報保護委員会事務局総務課長｜厚生労働省年金
H別 21年管企発出伽1号 ｜護評価の実施時期の協議について ｜湯浅大輔 ｜年金局事業企画課｜福浦裕介 ｜昂事業企画課長

支出霊怪に関する支払元受高転換通知
年金崩事業企画課｜宮署支出官高松園税局総務部次長 i事業企画課長H29.3.3I年管企発0303第1号 ！の送付について（高松国税局総務部次長 2員輩敬志郎

あて）
会計室予算｛系

H29.3.8I年管企発0308第1号 ｜印紙交付決定通知書（平成29年度第1次 鹿瀬純
年金蝿事業企国課

日本郵撞株式会社
厚生首働省年金

分）の送付について 会計室契約係 局事業企画課長

H29.3.14I年管企発0314第1号 麗瀬純
年金局事業企画課 厚生背働省年金
会計室契約保 高事業企画課長

H29.3.16I年管企発0316第1号 ｜ 櫨産保険印紙の不開決定について（平成 阿瀬毘悪梨 年金問事業企画課I日本郵便株式会社代表取締役社長 I 年金愚事業企酉
28年12月分） ff ミ 会計室 課長

「国民年金保験料の口座張替納付に関す
｜る委託j及び「社会保険料の口睦醸替納 ｜ 

H29.3.23I年管企発0323第1号 付に関する委託」に保る公募結果につい 麗瀬純 l年金馬事業企画課｜全国間協同組合連合会
会計室契約穣 局事業企画課長

て
「圏民年金保険料の田座譲替納付に関す
｜る委託」及び「社会保障料の口座掘替納 ｜ 

H29.3.23I年管企発0323第2号 付に関する委託」に保る公募結果につい 蹟瀬純 ｜年金属事業企画課l一般社団法人全国銀行協会
会計室契約保

｜厚生芳齢年金
局事業企画課長

て
「国民年金保険料の口鹿張替納付に闘す

iる委託」制「社会保険料の口睦振替納 ｜ 
H29.3.23I年管企発0323第3号 付に関する委託」に保る公募結果につい 麓瀬純 ｜年金高事業企画課｜労髄庫連合会

会計室契約係
｜厚生労働省年金
局事業企画課長

て
「国民年金保1験料の田鹿振替納付に関す

る委託即「社会探険料の口献替納｜
H29.3.23I年管企発0323第4号 ｜付に関する委託」！こ保る公募結果につし、鹿瀬純 ｜年金馬事業企画需は｜株式会社ゅうちょ銀行

会計室契約係
l厚生労働省年金
局事業企画課長

て
「国民年金保険料の日産振替納付に関す
iる委託J&Ur社会保険料の口座振替納 ｜ 

H29.3.23I年管企発0323第5号 付に関する委託」に採る公募結畏につい 麗灘純 ｜年金局事業企画課｜株式会社商工組合中央金庫
会計霊契約｛系

｜厚生卦働省年金
崩事業企画課長

て



「国民年金保障料の口庫振替納付に闘す

H29.3.23 年管企発0323第6号
る委託j及び「社会保l境料の口塵振替納

麗j頼純
年金高事業企画課

一轍社団法人第二地方銀行協会
厚生労i動省年金

付に関する委託Jrこ罷る公募結果につい 会計室製約｛系 局事業企画課長

て

「国民年金保険料の口座振替納付に闘す

H29.3.23 年管企発0323第7号
る委託J及び「社会保l蹟料の口座醸替納

麗j額純
年金島事業企画課

信金中央金庫
摩生労働省年金

付に関する委託JIこ係る公募結果につい 会計室契約保 局事業企画課長

て
「国民年金保障料の口座張替納付に闘す

H29.3.23 年管企発0323第8号
る委託J及び「社会保険料の自座撮替納

鹿瀬純
年金局事業企閤諜

農林中央金庫
厚生労働省年金

付に関する委託JIこ係る公募結果につい 会計室契約保 島事業企酉課長
て
「国民年金保険料の口睦振替納付に関す

H29.3.23 年管企発0323第9号
る委託J及び「社会保険料の日産振替納

震瀬純
年金属事業企画課

一般社団法人全園地方銀行協会
厚生首働省年金

イ寸に関する委託JIこ慌る公募結果につい 会計室契約保 昂事業企画課長

て

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
年金崩事業企画課 年金賄事業企画

H29.3.23 年管企発0323第10号 の繰入について（平成29年度第1四半期4 5員賞敬志郎 大臣官爵会計課長
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a子膏て支援勘定か
年金属事業企画課 年金昂事業企画

H29.3.23 年管企発0323第11号 ら業務勘定への繰入について（平成29年 調賀敬志郎 内閣府子ども白子育て本部審議官
度第1四半期4月分の業務取扱費）

会計室予算保 課長

H29.3.23 年管企発0323第12号
平成29年j室年金特別会計業務勘定に係

奥上建介
年金昂事業企画課

北海道摩生局総務課長
年金属事業企圏

る資金の菌己付額の内示について 会計室予算保 課長

H29.3.23 年管企発0323第13号
平成29年度年金特別会計業務勘定に罷

奥上建介
年金属事業企画課

東北厚生局総務課長
年金崩事業企画

る資金の説付額の内示について 会計室予算保 課長

ト129.3.23年管企発0323第14号
平成29年度年金特別会計業務勘定に需

奥上建介
年金問事業企画課

関東信越厚生閣総務課長
年金昂事業企画

る資金の盟付額の内示について 会計室予算協 課長

H2自3.23年管企発0323第15号
平成29年度年金特別会計業務勘定に保

奥上撞介
年金品事業企画課

東海北陸厚生届総務課長
年金局事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室予算｛系 課長



ト129.3.231年管企発0323第16号！平成29年度年金特別会計業務勘定に保 奥上建介
年金馬事業企画課

近畿j享生島総務課長
E年金局事業企画

る資金の配付額、の内示について 会計室予算保 課長

H29.3.23I年管企発0323第17号｜平成29年度年金特別会計業務勘定に保 奥上建介
年金属事業企画課

中国囲国厚生島総務課長
年金局事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室予算係 課長

ト129.3.231年管企発0323第18号｜平成29年度年金特別会計業務勘定に保 奥上建介
年金局事業企画課

四国厚生支昂総務課長
年金昂事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室予算罷 課長

H29.3.23J年管企発0323第19号 i平成29年産年金特別会計業務勘定に保 奥上建介
年金局事業企画課

九州塵生国総務課長
年金局事業企画

る資金の配付額の内示について 会計室予算係 課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

I （年金糊闘厚生年金勘定） ｜ 
H29.3.241年管企発0324第1号 （福祉年金等年金特別会計へ繰入）未納 中村和弘 ｜年金愚総務課

｜支出宮車生労働省大臣官爵会計課 ｜厚生費働省年金
長 局事業企画課長

保険料財j原繰入

1［入札1iffi格調査基準額を下田る入札を

｜麗瀬
｜年金馬事業企画課l;yア川ザ1）－アンド吋ルティ｜厚生労働省年金

H29.3.29I年管企発0329第1号 ｜行った者に保る調査結果について（ブ口
ジェクト推進支援業務）

会計室契約保 ング株式会社 局事業企画課長

瓶入札価格調査基準額を下回る入札を

｜麓瀬純
｜年金崩事業企画課 ｜厚生労働省年金 1

H29.3.29I年管企発0329第2号 ｜行った者に保る調査結果について（ブロ
ジェクト推進支譲業務）

会計室翼約｛系 商事業企画課長

位入札価格調査基準額を下回る入札を

｜蹟瀬純
｜年金局事業企間諜 ｜厚生費働省年金H29.3.29I年管企発0329第3号 ｜行った者に保る調査結果について（プロ

ジェクト推進支援業務）
会計室梨約｛系 高事業企画課長


