
施行自 文書番号 件名 起案者 題葉担当課留保 施行先 施行者

H29.4幽1年発0401第1号
茨城県病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘恵
年金昂企業年金・

茨城県病院厚生年金基金 年金局長
について（通常解散） 掴人年金課

H29闇4,1年発0401第2号
東北三県自動車整繍厚生年金基金の解

関口弘患
年金高企業年金園

東北玉県自動車整備厚生年金基金 年金局長
散(J)認可について（通常解散） イ国人年金課

H29司4.1年発0401第3号
福島県自動車整備厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金園

福島県自動車整備j草生年金基金 年金局長
の認可について（通常解散） 個人年金課

H29園4.1年発0401第4号
両羽自動車整備厚生年金基金の解散の

関田弘患
年金昂企業年金園

両現自動車整髄！享生年金基金 年金昂長
認可について（通常解散） 個人年金課

H29困4.1年発0401第5号
ヤマシタコーポレーションj草生年金基金の

王浦一洋
年金昂企業年金関

ヤマシタコーポレーション！草生年金基金 年金属長
解散の認可について（通常解散） ｛由人年金課

日本ケーブル子レピ厚生年金基金の将来
年金昂企業年金圏

H29.4.1 年発0401第6号 期聞の代行部分に保る支給義務の停止 関口弘患 日本ケーブルテレビ厚生年金基金 年金属長
の認可について（持来返上）

｛圏人年金課

ファナックj草生年金基金の将来期間の代
年金届企業年金圃

H29.4.1 年発0401第7号 行部分に罷る支給義務の停止の認可につ 関口弘患
個人年金課

ファナック厚生年金基金 年金属長
いて（将来返上）

日本鉄リサイクル工業厚生年金基金の将
年金届企業年金薗

H29.4.1 年発0401第8号 来期聞の代行部分に係る支給義務の｛亭 関口弘患 E本鉄リサイクル工業塵生年金基金 年金昂長
止の認可について（将来返上）

個人年金課

全国不動産業！草生年金基金の将来期間
年金属企業年金“

H29.4.1 年発0401第9号 の代行部分に罷る支給義務の停止の認 関口弘忠
組人年金謀

全圏不動産業！票生年金基金 年金時畏
可について（特来返上）



大阪金属関塵厚生年金基金の将来期間
年金昂企業年金固

H29.4.1 年発0401第10号 の代行部分に保る支給義務の停止の認 関口弘患 大阪金属関塵庫生年金基金 年金昂長
可について（将来遅上）

組人年金課

フジ厚生年金基金の将来期聞の代行部分
年金昂企業年金園

H29.4.1 年発0401第11号 に｛系る支給義務の停止の認可について 関口弘患 フジ摩生年金基金 年金昂長
（将来返上）

個人年金課

H29.4.1 年発0401第17号
国民年金法施行令等の一部を改正する政

熊田裕太
年金局年金課企

日本年金機構理事長 年金昂長
令等の施行について（通知） 商法令第二保

H29.4.1 年発0401第18号
国民年金法施行令等の一部を改正する政

熊田裕太
年金局年金課企

地方車生（支）居長 年金局長
令等の施行について（通知） 画法令第ニf系

行政事件訴龍の訴訟代理権の消滅及び

H29.4.3 年発0403第1号
指定代理人の指定について（年金減額訴

三井静 年金高事業管理課 担当法務局長
厚生骨髄省年金

訟．平成27年（行ウ）第15号，第20号， 崩長
第25号ほか42件）

H29.4.4 年発0404第1号 島分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金局総務課管

大臣官爵人事課長 年金局長
E里｛系

H29.4.4 年発0404第2号
法令データ喪舎の認証について（国民年

松本邦弘
年金局企業年金隈

総務省行政管理島長 年金届長
金基金規則） 個人年金課企画館

法令データ喪合の認証について（国民年
年金島企業年金園

H29.4.4 年発0404第3号 金基金及び国民年金基金連合会の財務 松本邦弘
掴人年金課企画保

総務省行政管理局長 年金属長
及び金言十に関する省令）

法令データ突合の認証について（車生年
年金昂企業年金園

H29固4.4年発0404第4号 金保険の保障給付及び保障料の納付の 松本邦弘
個人年金課企画標

総務省行政管理毘長 年金昂長
特例等に関する法緯施行規則）

日29.4.4年発0404第5号
j去令データ喪合の認証について（確定拠

松本邦弘
年金居企業年金 z

総務省行政管理関長 年金E事長
出年金運雷管理機関に関する命令） 個人年金課企画係



H29幽4.4年発0404第6号
在外公館における罷宜供与について（中

高山貴子 年金昌国際年金諜 外務省アジア大洋州島長
厚生首輸省年金

国） 畠長

H29.4.5 年発0405第1号
訴訟事件の担当職員の変重互について（蝕

開野真幸 年金局総務課 札幌法務島長
厚生賞働省年金

頼） 局長

H29.4.5 年発0405第2号
訴訟事件の担当職員の変更について（抜

藤野真幸 年金昂総務課 ｛山台法務島長
厚生勢働省年金

頼） 局長

H29.4.5 年発0405第3号
訴訟事件の担当職員の変買について（蝕

原野真幸 年金高総務課 東京法務昂長
厚生労働省年金

頼） 届畏

H29圃4.5年発0405第4号
訴訟事件の担当職員の変更について（犠

原野真幸 年金昂総務課 東京法務届畏
厚生首働省年金

頼） 局長

H29園4.5年発0405第5号
訴訟事件の担当職員の変重について（依

原野真幸 年金昂総務課 ！主島法務畠長
摩生労働省年金

頼） 眉長

H29.4.5 年発0405第6号
訴能事件の担当職員の変藍について（依

原野真幸 年金閣総務課 高松法務開長
j草生卦働省年金

頼） 昂長

H29.4.5 年発0405第7号 身分証明書発行等申請について 五十臨理恵
年金高総務課管

大臣官薦人事課長 年金高長
理｛系

法令データ突合の認証について（公的年金制度の健
年金晶企業年金胆

H29.4.5 年発0405第8号
全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等

松本邦弘 総務省行政管理昂長 年金島長
の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関 ｛圏人年金課企画協
係省令の整備等及び経過措置に関する省令）

法令データ突合の認証について（厚生封
年金開企業年金圏

…｜年制四号 働省関慌東日本大震災復興特別区域法 松本邦弘
個人年金諜企画保

総務省行政管理閤長
施行規則）



H29.4.6 年発0406第1号 身分証明書発行等申請について 五十愚理恵
年金崩総務課管

大臣官麗人事課長 年金島長
E豊｛系

H29.4園7年発0407第1号 数~盆謹公用棟券の返納｛衣頼について 高山貴子 年金毘国際年金課 大臣官農園！際課長 年金島長

H29.4.11 年発0411第1号
法令データの認証（摩生年金保険法施行

地曳暁瑛 年金島総務課 総務省行政管理昂 年金蝿長
令）

H29圃4.12年発0412第1号
法令データの突合結果（国民年金法輝行

地曳自尭瑛 年金晶総務課 総務省行政管理昂長 年金島長
令）

H29.4.14 年発0414第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純’
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事｛系

平成28年度圏民年金基金等給付費負担
年金晶企業年金E

支出負担行為担
H29.4.14 年発0414第2号

金交付額の確定について
内海亮 個人年金課国民 官署支出宮大臣官爵会計課長

当官年金属長
年金基金保

国有財産（土地）の平成28年度台帳価格

H29.4.17 年発0417第1号
改定を行うための仮の固定資産税評髄輯

間瀬毘憲梨奈
年金晶事業企画課

つるぎ函T長
国有財産部昂長

（平成28年1月1由時点）の設定依頼につ 金百十室 年金届長
いて
国有期産（土地）の平成28年度台帳価格

H29.4.17 年発0417第2号
故定を行うための仮の固定資産税評価額

問j頼毘恵梨棄
年金崩事業企画課

酉顧問T畏
固有財産部島長

（平成28年1月1日時点）の設定銀頼につ 会計室 年金局長
いて

H29.4.17 年発0417第3号 身分証明書発行等返却について 五十嵐理恵
年金蝿総務課管

大臣官麗人事課長 年金昂長
理f系

H29.4圃17年発0417第4号 職員の護職時調整Jについて
年金馬総務課人

大臣官爵人事課長 年金用畏
事｛系



H29A.17 年発0417第5号
e-laws 法令データの認証（福祉臣癒機構

地車暁瑛 年金届総務課 総務省行政管理届長 年金局長
j去）

H29.4.18 年発0418第1号
確定拠出年金法等の一部を改正する法律

松本邦弘
年金局企業年金剛

地方厚生局長 年金昂長
の施行等について（崩長通知） 個人年金課企画係

H29.4.18 年発0418第2号
法令データ突合結果の認証について（機

上島大和
年金閣年金課企

総務省 年金昂長
能強化法経過措置政令） 商法令第ニ保

H29.4.18 年発0418第3号
e-laws 法令データの認証（年金構立金管

地曳暁瑛 年金属総務課 総務省行政管理昂長 年金島長
理運用独立行政法人法施行令）

H29.4圃19年発0419第1号 身分証明書発行等発行について 爾j也祥吾
年金毘総務課管

大臣官麗人事課長 年金島長
E里｛系

H29.4.19 年発0419第2号 職員の人事異動について（内申） 嶺市純
年金晶総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
事｛系

H29.4.19 年発0419第3号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
事保

H29.4圃19年発0419第4号 職員の体職について（肉申） 福市純
年金毘総務課人

大臣官麗人事課長 年金局長
事｛系

未支給年金等事件（新潟県地方裁判所平
厚生賞働省年金

H29.4.19 年発0419第5号 成29年（行ウ）第3号）の指定代理人の指 矢作晴 年金高事業管理課 新潟地方法務届長
昂長

定について

ト129.4.19年発0419；第6号
支出溝額集計表の提出について（平成28

中村畠茂
年金扇事業企画課

総括部島長（年金高長）
所管部昂長（年金

年度平成29年3月分） 会計室出納i系 届長）



H29圃4.19年発0419第7号
e-Laws法令データの認証（年金積立金管

地曳暁E英 年金昂総務課 総務省行政管理居長 年金関長
理運用独立行政法人法）

H29.4.20 年発0420第1号 徴収済額集計表等の送付について（平成
大前裕喜

年金蝿事業企画課
総括部毘長（年金届長）

所管都圏長（年金
29年3月分） 会計童決算｛系 局長）

H29.4.20 年発0420第2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金属総務課管

大臣官薦人事課長 年金届長
E童保

H29.4.20 年発0420第3号
法令データ突合の認証！こつ1,・，て（確定給

松本邦弘
年金昂企業年金 g

総務省行政管理昂長 年金高長
付企業年金法施行令） 個人年金諜企画協

H29.4.20 年発0420第4号
法令データ突合の認証について（圏民年

松本邦弘
年金崩企業年金園

総務省行政管理昂長 年金崩長
金基金令） ｛園人年金課企画保

H29.4園21年発0421第1号 身分証明書発行等申請について 五十愚理恵
年金崩総務課管

大臣官扉人事課長 年金昂長
理｛系

H29.4.25 年発0425第1号 身分証明書発行等発行について 南地祥吾
年金届総務課菅

大臣官薦人事課長 年金毘長
E里｛系

H29.4.26 年発0426第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金属総務課管

大臣官麗人事課長 年金閣長
E里｛系

H29.4.27 年発0427第1号 職員の昇格について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官麗人事課長 年金島長
事協

H29.4“28 年尭0428第1号 身分証明書発行等申請について 五十是正理恵
年金島総務課管

大臣官麗人事課長 年金昂長
E皇f系



「確定拠出年金について」の一部改正につ
年金眉企業年金園

H29A.28 年発0428第2号 石井和久 個人年金課確定拠 地方厚生（支）毘長 年金昂長
いて

出年金保

H29.5.1 年発0501第1号
自本産業機輔工業厚生年金基金の解散

関口弘思
年金昂企業年金園

日本産業機械工業厚生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 個人年金課

H29圃5.1年発0501第2号
東京化粧品庫生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金園

東京化粧品厚生年金基金 年金島長
について（通常解散） ｛圏人年金課

H29.5.8 年発0508第1号 身分証明書発行等申請について 五十愚理恵
年金晶総務課管

大臣官薦人事課長 年金昂長
理｛菜

社会保障審議会臨時委員の任命に係る 年金昂企業年金幽
日本ヲヲ（動組合総連合会会長神津里

H29.5.8 年発0508第2号 蟹谷陽太郎 季生氏、全日本電機圃電子圏構報関連 年金局長
承諾依頼について（企業年金部会） ｛圏人年金課躍を務保

産業労働組合連合会内田文子氏

H29園5.8年発0508第3号
法令データ突合について（確定拠出年金

松本邦弘
年金晶企業年金園

総務省行政管理毘長 年金昂長
法施行令） 組人年金課企画係

H29.5.8 年発0508第4号
法令データ突合の認証について（確定拠

松本邦弘
年金高企業年金園

総務省行政管理島長 年金昂長
出年金法） ｛圏人年金課企画保

ト129.5.9年発0509第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金昂総務課管

大臣官麗人事課長 年金島長
理f系

国有財産（土地園建物）の髄の圏定資産税

H29.5.9 年発0509第2号
評価額（平成29年1月1由時点）の設定銀 F可j額毘恵製棄

年金崩事業企画課
Jj＼構市長

闇有期産部島長
頼について（北海道船員保障纏醸描祉セ 会計室 年金蝿長
ンター）

H29.5.12 年発0512第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金島総務課管

大置官爵人事課長 年金居長
E豊｛莱



年金減額分支払請求事件（熊本地方裁判
厚生骨髄雀年金

.H29.5.12 年発0512第2号 所平成29年（行ウ）第8号）の指定代理 朱作靖 年金愚事業管理課 態本地方法務局長
人の指定について

島長

年金請求事件（長崎地方裁判所平成29
厚生卦働省年金

H29.5.12 年発0512第3号 年（行ウ）第152号）の指定代理人の指定 矢作靖 年金問事業管理課 長崎地方法務局長
について

昂長

H29.5.15 年発0515第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗 E里悪
年金局総務課管

大臣官爵人事課長 年金昂長
理保

H29.5.15 年発0515第2号
年金特別金計所属普通財産の処分等事

安達潔
年金島事業企画課

関東財務晶子葉県オ務事務所長 年金昂長
務の霊f壬について 会計室

H29.5.16 年発0516第1号
全国骨髄衛生機関厚生年金基金の解散

関田弘恵
年金高企業年金・

全国首働衛生機関揮生年金基金 年金昂長
の認可について（通常解散） 個人年金課

法令データの認証について（社会保障協

H29.5.16 年発0516第2号
定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例

平井就弘
年金昂国際年金課

総務省行政管理局長 年金島長
等に関する政令の一部を改正する政令 企酉｛系
（平成29年政令第144号））

H29.5.16 年発0516第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金届総務課人

大臣官扉人事課長 年金昂長
事様

H29.5.17 年発0517第1号
石JII鼎病院厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金闘

EJII県病院厚生年金基金 年金高長
について（通常解散） ｛圏人年金課

H29.5.17 年発0517第2号 身分証明書発行等申請について 五十庫理恵
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金蝿長
理｛系

H29.5.17 年発0517第3号 身分証明書凶発行等申請について 五十嵐理意
年金昂総務課管

大臣官扉人事課長 年金関長
理｛茶



H29.5.17 年発0517第4号
支出済額集計表の提出について（平成28

中村昌茂
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成29年4月分） 会計室出納係 局長）

H29.5.17 年発0517第5号
支出済額集計表の提出について（平成29

中村昌茂
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成29年4月分） 会計室出納係 局長）

H29.5.18 年発0518第1号
社会保障審議会臨時委員の発令について

蟹谷陽太郎
年金局企業年金・

大臣官房人事課長 年金局長
（企業年金部会） 個人年金課庶務係

H29.5.18 年発0518第2号
法令データの突合結果（年金積立金管理

地曳暁瑛 年金局総務課 総務省行政管理局長 年金局長
運用法人法、福祉医療機構法等4件）

H29.5.19 年発0519第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐．理恵
年金局総務課管

大臣官房人事課長 年金局長
理係

H29.5.22 年発0522第1号
全国産業廃棄物厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金・

全国産業廃棄物厚生年金基金 年金局長
認可について（通常解散） 個人年金課

H29.5.22 年発0522第2号
徴収済額集計表の送付について（平成29

大前裕喜
年金局事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部局長（年金

年4月分） 会計室決算係 局長）

H29.5.22 年発0522第3号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官房人事課長 年金局長
理係

平成29年度国民年金基金等給付費負担
年金局企業年金・

支出負担行為担
H29.5.22 年発0522第4号

金の交付決定について
内海亮 個人年金課国民 官署支出官大臣官房会計課長

当官年金局長
年金基金係

H29.5.24 年発0524第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官房人事課長 年金局長
理係



H29.5.24 年発0524第2号 年金請立金管理運用独立行政法人運用
早岡｛事 年金晶総務課 大臣官麗人事課長 年金昂長

委員会の委員の発令について（内申）

H29.5圃24年発0524第3号 年金積立金管理運用独立行政法人運用
早岡修 年金届総務課

一融社団法人日本経済団体連合金会
年金昂長

委員会の委員の推薦について 長

H29.5.25 年発0525第1号 撞浜市工業厚生年金基金の解散の認可
関口弘忠

年金局企業年金園
横浜市工業厚生年金基金 年金島長

について（通常解散） 個人年金課

法令データ突合の認証について（公的年金制

H29.5.25 年発0525第2号 度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
松本邦弘

年金崩企業年金固
総務省行政管理昂長 年金島長

年金保険法等の一部を改正する法律の施行に ｛圏人年金課企画保
伴う経過措置に関する政令）

法令データ突合結果の認証について（厚

H29開5圃25年発0525第5号
生年金保｜噴法等の一部を改正する法鐸の

上島大手口
年金昂年金課企

総務省 年金昂長
施行に伴う経過措置に関する政令地12 闇法令第ニ保
件）

H29.5.27 年発0527第4号
法令データ突合結果の認証について（塵

上島大和
年金昂年金課企

総務省 年金高長
生年金保験法他14件） 画法令第二保

H29.5.29 年発0529第1号
日本スイミングクラブj草生年金基金の解散

関口弘恵
年金高企業年金圃

日本スイミングクラブ厚生年金基金 年金崩長
の認可について（通常解散） 掴人年金課

H29.5.29 年発0529第2号 身分証明書発行等申請について 五十愚理恵
年金蝿総務課管

大臣官麗人事課長 年金崩長
E里｛系

H29.5.30 年発0530第1号
大臨府建築厚生年金基金の解散の認可

関田弘患
年金高企業年金田

大阪府建築厚生年金基金 年金高長
について（通常解散） ｛圏人年金課

H29.5.30 年発0530第2号
静岡県電気工事業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金属企業年金園

静悶県電気工事業厚生気金基金 年金肩長
｜の認可について（通常解散） 制人年金諜



自本デイ園アイ閉ワイ、ホームセンター事業
年金蝿企業年金” 日本デイ図アイ図ワイ、ホームセンター事

H29.5.30 年発0530第3号 厚生年金基金の解散の認可について（通 関口弘忠
個人年金課 業車生年金基金

年金局長
常解散）

H29.5.30 年発0530第4号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理悪
年金属総務課管

大臣官麗人事課長 年金局長
E里｛系

個人情報の漏えい等事案が発生した場合
年金愚企業年金回

H29.5.30 年発0530第5号 の私的年金分野における個人構報取扱事 松本邦弘 地方摩生（支）J首長 年金局長
業者の対応について（関長通知）

｛圏人年金課企画｛系

H29.5.31 年発0531第2号
｛建麗保険圃船員保険被保験者実態調査に

境谷秀作 年金局数理課 保険闇長 年金昂長
｛系る統計の作成｛衣頼について（｛司）

H29.6.2 年発0602第1号 職員の育児休業の承認について（内申） 金沢真希子 年金晶総務課 大臣官麗人事課長 年金昂長

年金積立金管理運用独立行政法人運用
井上隆

H29.6.6 年発0606第1号 早闘｛事 年金晶総務課 一鰻社団法人田本経清国体連合会会 年金蝿長
委員会の委員の御就任の飯頼について

長

H29.6.6 年発0606第2号 災害発生報告書の曜出について 五十嵐理意
年金局総務課菅

大臣官爵人事課長 年金馬長
E里係

H29.6.12 年発0612第1号 職員の育児休業の君主語について（肉申） 金沢真希子 年金高総務課 大置官麗人事課長 年金昂長

H29.6.12 年発0612第2号
年金積立金管理運用独立行政法人運用

早開｛審 年金閣総務課 大臣官薦人事課長 年金昂長
委員会の委員の発令について（内申）

H29.6.12 年発0612第3号
障害者である職員の任負に関する状況の

福市純
年金島総務課人

大臣官房人事課長 年金属長
通報等について（回答） 事係



H29.6.12 年発0612第4号
在外公館における懐宜供与について（ルク

高山貴子 年金局圏際年金課 外務省欧州局長
庫生労働省年金

センブJレク） 居長

H29.6.13 年発0613第1号 職員の育児休業の承認について（内申） 金沢真希子 年金属総務課 大臣官麗人事課長 年金晶長

H29.6.14 年発0614第1号
在外公館における慢宜供与について（フラ

蟹谷陽太郎
年金属企業年金園

外務省経清局長
厚生労｛動省年金

ンス） 個人年金課庶務穣 崩長

H29.6.14 年発0614第2号 職員の体職について（内申） 福市純
年金高総務課人

大臣官薦人事課長 年金局長
事保

H29.6.15 年発0615第1号 e-laws法令データ認証（国民年金法） 地虫醜瑛 年金島総務課 総務省行政管理局長 年金晶長

H29.6.16 年発0616第1号
支出；斉額集計衰の提出について（平成29

中村昌茂
年金昂事業企画課

総括部昂長（年金昂長）
所管部昂長（年金

年度平成29年5月分） 会計室出納｛系 昂長）

ト129.6.16年発0616第2号
支出済額集計衰の提出について（平成28

中村昌麗
年金崩事業企画課

総括部届長（年金閣長）
所管部局長（年金

年度平成29年5月分） 会計室出納保 高長）

H29.6.20 年発0620第I号
e-lawsデータ（年金横立金管理運用独立

地車購瑛 年金昂総務課 総務省行政管理愚長 年金昂長
行政法人法平成29年10月1日施行分）

社会保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金昂数理課庶 学校法人法政大学経溝学部長鈴木

H29.6.20 年発0620第2号 財政における経済前提に関する専門委員 佐藤大輔 年金高長
会委員）のご就桂の依頼について

務保 豊

社会保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金属数理課醍

H29.6.20 年発0620第3号 前敢における経済前1捷に関する専門委員 住藤大輔
務係

小黒一正 年金属長
会委員）のご就任の依頼について



社会保障審議会臨時委員（年金部金年金
年金蝿数理課官

H29.6.20 年発0620第4号 期敢における経済前提に関する専門霊員 佐藤大輔 慶醸義塾長 年金届長
会委員）のご就告の依頼について

務｛系

社会保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金蝿数理課庶

H29.6.20 年発0620第5号 財政における経溝前彊に関する専門委員 佐藤大輔 権丈善一 年金届長
会委員）のご就任の飯頼について

務保

社会保障審議会臨時委員（年金部金年金
年金昂数理諜庶

H29.6.20 年発0620第6号 財政における経済前提に関する専門委員 ｛左麓大輔 早稲田大学政治経清学術院長 年金昂長
会委員）のご就笹の依頼について

務保

社会保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金関数理課庶

H29.6.20 年発0620第7号 財政における経溝前提に関する専門委員 ｛左藤大輔 小枝淳子 年金昂長
会委員）のご就イ壬の｛衣頼について

務｛系

社会保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金昂数理課庶

H29.6.20 年発0620第8号 財政における鮭清前提に関する専門委員 佐藤大輔 大妻女子大学長 年金局長
会委員）のご就任の依頼について

務｛系

社金保障審議会臨時委員（年金部会年金
年金属数理課庶

H29.6.20 年発0620第9号 財政における経溝前提に関する専門委員 佐藤大輔 玉木伸介 年金昂長
会委員）のご就任の依頼について

務｛系

社会保障審議金臨時委員（年金部会年金
年金昂数理課癒 株式会社ニッセイ基礎萌究所代表取締

H29.6.20 年発0620第10号 財政における経済前提に関する専門委員 佐藤大輔 年金属長
会委員）のご就佳の飯頼について

務係 役社長 野呂JI慎一

社会保障協定の実施l」伴う厚生年金保険法等の特
例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及 j草生首働省年金

H29.6.21 年発0621第1号 び社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公園 j鹿遅謀 年金局国際年金課 日本年金機構理事長
昂長との聞の協定の発効に伴う実施事務の取扱につい

て
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特
~l等に関する政令の一部を改正する政令の施行及 厚生労輸省年金

H29.6.21 年発0621第2号 び社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公園 i度遅 E車 年金開園際年金課 地方厚生（支）島長
眉長との聞の協定の発効に伴う実施事務の取扱につい

て
社会保障協定の実施L伴う厚生年金保険法等の特
例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及 厚生労闇省年金

H29.6.21 年発0621第3号 び社会保障に関する日本固とルクセンブルク大公国 j産謹諒 年金愚国際年金課 都道府県知事
局長との聞の協定の発効に伴う実施事務の取扱につい

て



社会保障審議会年金師会年金財政にお
年金昂数理課肢 共立女子大学a共立女子短期大学学長

H29.6.21 年発0621第4号 ける経清前提に関する専門委員会委員の ｛在藤大輔 年金島長
ご就佳について

務｛系 入江和生

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金昂数理課瞭

H29.6.21 年発0621第5号 ける経済前提に関する専門委員会委員の ｛左藤大輔 植田和男 年金昂長
ご就任について

務保

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金属数理課庶 みずほ信託銀行年金研覧所所長小泉

H29.6.21 年発0621第6号 ける経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 年金問長
ご就任について

務保 展也

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金昂数理課醍

H29開6.21年発0621第7号 ける経済前寵に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 小野正昭 年金局長
ご就任について

務｛系

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金晶数理課掠

H29.6.21 年発0621第8号 ける経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔
務｛系

慶鷹義塾長 年金昂長
ご就任について

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金関数理課庶

H29.6.21 年発0621第9号 lする経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 駒村麗平 年金届長
ご就任について

務｛系

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金局数理課醍 （株）＝菱総合研究所政策園経諦萌究セ

H29.6.21 年発0621第10号 ［する経清前謹に関する専門委員会委員の ｛左藤大輔 年金崩長
ご就妊について

務保 ンタ一長

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金晶数理課謀長

H29.6.21 年発0621第11号 iする経清前提に関する専門委員会委員の ｛左藤大輔 武田洋子 年金高長
ご就任について

務｛系

社会保障審議金年金部会年金財政にお
年金蝿数理課庶

H29.6.21 年発0621第12号 ける経清前提に関する専門委員会委員の ｛左藤大輔
務保

慶醸義塾長 年金高長
ご就｛壬について

社会保障審議会年金部会年金融政にお
年金属数理課庶

H29.5.21 年発0621第13号 iする経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 山田露格 年金高長
ご就任について

務｛系



社金保障審議会年金部会年金財政にお
年金関数理課耳石

H29.6.21 年発0621第14号 ける経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 立正大学学長膏藤昇 年金島長
ご就住について

務保

社会保障審議会年金部会年金期政にお
年金局数理課庶

H29.6.21 年発0621第15号 ける経済前提lこ関する専門委員会委員の 住藤大輔 吉Ji!洋 年金高長
ご就｛壬について

務｛系

社会保障審議会年金部会年金財政にお
年金届数理課庶

H29.6.21 年発0621第16号 ける経潰前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 早稲田大学商学学術院長藤田誠 年金属長

ご就f壬について
務｛系

社会保障審議金年金部会年金財政にお
年金局数理課庶

H29.6.21 年発0621第17号 ける経済前提に関する専門委員会委員の 佐藤大輔 米j畢康博 年金馬長

ご就イ壬について
務保

年金特別会計子ども圃子音て支譲勘定に
年金局事業企画課

所管部局長
総括部局長年金

H29.6.21 年発0621第18号 対する支払元受高配分の通知について 市川｜久敏
会計室

内閣府子ども a子青て本部審議官中
局長

（平成29年度第2四半期分） 島誠

H29.6.21 年発0621第19号
徴収済額集計表等の送付について（平成

大前裕喜
年金昂事業企画課

総括部届長（年金高長）
所管部崩長（年金

29年5月分） 会計室決算｛系 昂長）

年金委員功党者厚生卦働大臣表彰実施
年金届事業企画課

H29圃6.23年発0623第3号
要舗の一部改正及び平成29年産における

野口栄治 構報公開園社境士 地方！草生（支）愚長
厚生賢官働省年金

年金委員功労者！草生首｛動大臣表審の実
｛系

島長

施について

年金委員功労者厚生労働大臣表彰実施
年金昂事業企画課

H29圃6闘23年発0623第4号
要領の一部改正及び平成29年度における

野自栄治 構報公開副社費士 日本年金機構理事長
厚生賞i動省年金

年金委員功労者厚生背働大臣表彰の実
｛系

昂長

施について

H29司6.26年発0626第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金島長
事｛系

H29β.27 年発0627第1号 身分証明書発行等発行について 雨j也祥吾
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
E里｛系



H29圃6.27年発0627第2号
社金保障審議会臨時委員の発令について

蟹谷陽太郎
年金島企業年金但

大臣官麗人事課長 年金蝿長
（企業年金部会）（辞任） 個人年金課民主務保

H29.6.27 年発0627第3号
数次往ti公開自主券の発給依頼と返納｛衣

高山貴子 年金居園際年金課 大臣官爵国際課長 年金局長
頼について

H29.6.28 年発0628第1号
在外公館における橿宜供与について（フィ

高山貴子 年金局圏際年金課 外務省欧州局長
厚生労働省年金

ンランド） 局長

H29.6“29 年発0629第2号
圏有財産の所属替の肉協議について（田

安達 j繋
年金局事業企画課

北海道車生嵐長 年金昂長
答） 会計室

H29.6.29 年発0629第3号
圏有財産の所属替の肉協議について（囲

安達潔
年金賭事業企画課

北海道摩生晶長 年金関長
答） 会計室

H29.6.29 年発0629第4号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事保

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財
年金積立金管理運用独立行政法人理

H29.6.30 年発0630第1号
務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条の

地虫暁瑛 年金属総務課 年金高長
2第1項及び第2項の規定に基づき厚生労働大臣が 事長
定める内部組織を定める決定の一部改正（通知）

H29.6.30 年発0630第2号 身分証明書発行等申請について 五十晶理憲
年金属総務課管

大臣官薦人事課長 年金局長
理f系

H29.7.1 年発0701第1号
弁理士厚生年金基金の解散の認可につ

関口弘恵
年金局企業年金圃

弁理士厚生年金基金 年金島長
いて（通常解散） ｛圏人年金課

H29.7.1 年発0701第2号
全圏構報サービス産業厚生年金基金の解

関口弘忠
『年金局企業年金・

全圏構報サーピス産業摩生年金基金 年金昂長
散の認可について（通常解散） 個人年金課



H29.7.1 年発0701第3号
関東百貨店小売業厚生年金基金の解散

関口弘忠
年金局企業年金。

関東百貨店小売業厚生年金基金 年金島長
の認可について（通常解散） ｛由人年金課

H29.7.3 年発0703第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課菅

大臣官署人事課長 年金局長
E里i系

法令データ突合結果の認証について（国
年金属年金課企

H29.7.3 年発0703第2号 民年金法施行令等の一部を改正する政令 熊田播太
函法令第二保

総務省 年金毘長
（年度末政令））

H29.7.4 年発0704第1号
判決に対する上訴の要否等について（囲

西元公宣 年金局総務課 東京法務昂長
厚生労働省年金

報） 局長

H29.7.4 年発0704第2号 職員の注意図指導について 金沢真希子 年金馬総務課 年金局長

社会保｜境庁分限免職処分取消等請求控
厚生背働省年金

H29.7.4 年発0704第3号 訴事件に｛系る指定代理人の指定について 原野真幸 年金局総務課 名古農法務昂畏
高長

（依頼）

H29.7.6 年発0706第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵、
年金属総務課管

大臣官爵人事課長 年金局長
理｛系

行政事件訴訟の実施依頼及び指定代理

H29.7.6 年発0706第2号
人の指定について（東京地方裁判所平成

吉田哲弘
年金局企業年金・

東京法務局長 年金局長
29年（行ウ）第245号、平成29年（ワ）第 個人年金諜
18422号） ／ 

訴訟事件の調査回報について（東京地裁・
年金局企業年金剛

H29.7.6 年発0706第3号 平成29年（行ウ）第245号、平成29年（ワ） 吉田哲弘 法務省訟務問長、東京法務局長 年金局長
第18422号）

個人年金課

社会保障審議会臨時委員の発令について

H29.7.6 年発0706第4号
（内申）（社会保障審議会年金部会年金財

佐藤大輔
年金局数理課庶

大臣官爵人事課長 年金昂畏
／ 政における経済前提に関する専門委員 務係

！会）



H29.7.6 年発0706第5号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金品長
事課

H29.7.6 年発0706第6号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金閣総務課人

大臣官麗人事課長 年金島長
事｛系

H29.7.7 年発0707第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理憲
年金昂総務課管

大臣官薦人事課長 年金届長
理｛莱

H29.7.7 年発0707第2号
年金高における内部組織細則の改正につ

福市純
年金昂総務課人

厚生首働大臣（大盟官麗人事課長） 年金閣長
いて 事協

職員の政府間交湯参加に伴う事務取扱の
年金崩総務課人

H29.7.7 年発0707第3号 発令盈び外務事務官｛井｛壬発令の｛衣頼に 福市純
事｛系

大臣官麗人事課長 年金眉長
ついて

職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱の
年金高総務課人

H29.7.7 年発0707第4号 発令及び外務事務官併任発令の依頼に 福市純
事｛系

外務省欧州毘長 年金島長
ついて

平成28年産（平成29年度への繰越分） 年金畠企業年金司
支出負担行為担

H29.7.10 年発0710第3号 国民年金基金連合会事務費補助金の支 吉川公一 ｛囲人年金課企業年 宮署支出宮大臣官麗会計課長
当官年金島長

出負担行為について 金保

H29.7圃10年発0710第4号
年金昂物品管理官の交替検査に｛半う検査 5員賀敬悲郎

年金居事業企画課 年金高事業企画課会計室決算罷長 厚生労働省年金
員の任命について 会計室予算保 糟谷昌芳 島長

H29.7.11 年発0711第1号
社会保障審議金龍時委員佳免に罷る承

田口幸輝
年金毘総務課臆

日本経清田体連合金会長／牧醸晋 年金局長
諾依輯について（年金部会） 務｛系

H29.7.14 年発0714第1号
平成28年度年金特別会計圏有物品の決 開j頼毘恵梨 年金崩事業企画課

大臣官爵会計課長 年金局長
算について ~ 会計室



H29.7.14 年発0714第2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金高総務課管

大垣官麗人事課長 年金局長
理｛系

H29.7.15 年発0715第1号
日本合板厚生年金基金の解散の認可に

関口弘忠
年金昂企業年金園

日本合板厚生年金基金 年金局長
ついて（通常解散） 個人年金課

H29.7.19 年発0719第1号 身分証明書発行等申請について 五十庫理悪
年金島総務課管

大臣官爵人事課長 年金届長
E里f系

H29.7.19 年発0719第2号
社金保障審議会臨時委員発令について

田口幸輝
年金昂総務課賠

大臣官麗人事課長 年金届長
（内申）（年金部会） 務保

H29.7.20 年発0720第1号 身分証明書発行等申請について 五十j寵理憲
年金晶総務課管

大臣官嘉人事課長 年金昂長
理｛系

H29.7.21 年発0721第1号
徴収済額集計衰の送付について（平成29

大前裕喜
年金崩事業企画課

総括部崩長（年金高長）
所管部島長（年金

年6月分） 会計輩決算｛系 局長）

H29.7.21 年発0721第2号
支出済額集計表の提出について（平成29

田中鍵ー
年金晶事業企画課

総括部島長（年金局長）
所管部局長（年金

年度平成29年6月分） 会計室契約保 員長）

行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅思び

H29.7.24 年発0724第1号
指定代理人の指定について（年金減額訴

矢作靖 年金崩事業管理課 キL暁法務員長 iまか13件
厚生骨髄省年金

訟：平成27年（行ウ）第15号，同第20 崩長
号，閤第25号ほか43件）

行政訴訟事件の訴訟代理権の溝減及び

H29.7.24 年発0724第1号
指定代理人の指定について（年金減額訴

矢作靖 年金届事業管理課 盛岡地方法務居ほか29件
厚生骨働省年金

訟：平成27年（行ウ）第15号，開第20 開長
号，国第25号ほか43件）

行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅及び

H29圃7圃24年先む724第2号
指定代理人の指定について（年金減額訴

矢作靖 年金昂事業管理課 札糧法務局長ほか13件
訟・平成27年（行ウ）第15号，開第20 局長
号，間第25号ほか43件）



行政訴訟事件の訴訟代E射撃の消滅及び

H29園7.24年発0724第2号
指定代理人の指定について（年金減額訴

矢作靖 年金昂事業管理課 盛岡地方法務島ほか29件
厚生労髄省年金

訟：平成27年（行ウ）第15号夢開第20 局長
号，開第25号ほか43件）

H29.7.25 年発0725第1号
平成28年産自有財産増減及び現在額計 間j輯毘麗梨 年金昂事業企画課

会計検査院 年金崩長
算書の附属証拠書類の提出について :ff ミ 会計室

H29.7.26 年発0726第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金属長
事｛系

H29.7.26 年発0726第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金品総務課人

大臣官麗人事課長 年金昂長
事館

H29閉7.26年発0726第3号
平成28年農年金特別会計所属圏有財産 間瀬毘憲梨 年金崩事業企画課

会計検査院 年金昂長
の決算について 1沼Eミ 会計室

H29.7.27 年発0727第1号
社会保障審議会臨時委員任免に罷る承

田口幸輝
年金高総務課長吉

共立女子大学長／植田和男他9名 年金属長
諾依頼について（年金部会） 務係

H29.7圃27年発0727第4号
国家公務員法第103条に保る自曽兼業申

金沢真希子 年金高総務課 j草生骨髄大臣 年金高長
請について（不動産等賃貸関保）

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能

H29.7.28 年発0728第1号
の強化等のための国民年金法等の一部を改

E乱開龍介 年金愚年金課 日本年金機構理事長
j享生卦働省年金

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に闇 島長
する政令」の公布について（通知）

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能

H29.7.28 年発0728第2号
の強化等のための国民年金法等の一部を改

風間龍介 年金昂年金課 地方厚生（支）晶長
厚生労輸省年金

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関 島長
する政令jの公布について（通知）

ト129.7園31年発0731第1号
北陸三県電気工事業厚生年金基金の解

関口弘恵
年金扇企業年金司

北陸＝県電気工事業j草生年金基金 年金高畏
散の認可について（通常解散） 組人年金課



H29.7.31 年発0731第2号 石川県建設業厚生年金基金の解散の認
関口弘患

年金昂企業年金回
石川県建設業厚生年金基金 年金関長

可について（通常解散） 掴人年金課

H29.7.31 年発0731第3号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金昂長
理｛嘉

H29.8.2 年発0802第1号 身分証明書発行等申講について 五十畠理恵
年金昂総務課管

大臣官麗人事課長 年金毘長
理｛系

H29.8圃8年発0808第1号 職員の無報酬兼業について（肉申） 佐藤大輔
年金蝿数理課庶

大臣官麗人事課長 年金毘長
務係

未支給年金等事件（新灘地方裁判所平成
厚生封輸省年金

H29.8.9 年発0809第1号 29年（行ウ）第10号）の指定代理人の描 矢作靖 年金島事業管理課 新潟地方法務昂長
昂長

定について

平成29年度年金生活者支援給付金支給
年金毘事業管理課 厚生労｛動省年金

H29.8.10 年発0810第1号 準備事業の実施について（市圏T村実施分） 柳田真一 市区町村長
（実施要綱）

企画髄 局長

平成29年産年金生活者支護給付金支給
年金島事業管理課 公益社団法人国民鍵麗保険中央会会 厚生労輸省年金

H29.8.10 年発0810第2号 準構事業の実施について（圏民櫨麗保験 柳田真一
中央会実施分）（実施要綱）

企画館 長 毘長

H29.8.14 年発0814第1号 身分証明書発行等申請について 五十庫理悪
年金昂総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
理｛系

H29.8.14 年発0814第2号
社会保障審議会臨時委員発令について

田口幸輝
年金島総務課賠

大鹿官麗人事課長 年金晶長
（内申）（年金部会） 務係

法令データ突合結果の認証について（公的年金制度

H29.8.14 年発0314第3号
の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための園

松本夏実 年金眉年金諜 総務省 回年金昂長
民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備に関する政令（期間短縮整備令））



H29圃8.18年発0818第1号
徴収済額集計衰の送付について（平成29

大前裕喜
年金毘事業企画課

総括部昂長（年金島長）
所管部開長（年金

年7月分） 会計室決算保 開長）

H29.8.18 年発0818第2号
支出済額集計衰の提出について（平成29

田中｛建一
年金属事業企画課

総括部局長（年金島長）
所管部届長（年金

年度平成29年7月分） 会計室契約犠 局長）

H29幽8.22年発0822第2号 数次往複公用聴券の返納依頼について 高山貴子 年金属園際年金課 大臣官爵国際課長 年金属長

H29.8.22 年発0822第3号 職員の青！毘体業の承認について（肉申） 金沢真希子 年金局総務課 大臣官薦人事課長 年金属長

H29凶8.22年発0822第4号
国有財産鑑用許可に罷る許可期聞の変

安達 j繋
年金毘事業企画課

白井市長 年金属畏
璽について（社会保険大学校） 会計輩

H29.8.23 年発0823第2号
訴訟事件に罷る指定代理人の交代につい

矢作靖 年金晶事業管理課 東京法務島長
厚生労働省年金

て（｛ま頼） 高長

H29.8.23 年発0823第3号
監査（マネジメント監査）の実施結果の通

大和田衛
年金局資金運用課 年金積立金管理運用組立行政法人理 j草生労働省年金

知及び改善結果等の報告について 運用管理保 事長 島長

H29.8.23 年発0823第5号
介護保険法施行令等の一部を改正する政

入産開｛五 年金属年金課 総務省 年金昂長
ぷ寸』1 

H29.8且24年発0824第1号 職員の無報醐来業について（内申） 木谷患晴
年金島事業企画課

大臣官麗人事課長 年金昂長
システム室計画係

H29.8.24 年発0324第2号 職員の復職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大皇官薦人事課長 年金晶長
事保



H29.8.24 年発0824第3号 身分証明書発行等申請について 五十麗 E里悪 年金閣総務課菅
大軍官麗人事課長 年金閣長

理｛系

H29.8.25 年発0825第1号
長野県金品厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金局企業年金固

長野県金品厚生年金基金 年金昂長
について（通常解散） 個人年金課

法令データ突合結果の罷証について（確
年金蝿企業年金園

H29.8.25 年発0825第3号 定拠出年金法施行規則及び確定給付金 松本邦弘 総務省行政管理島長 年金届長
業年金法施行規則）

個人年金課企画保

H29.8.31 年発0831第2号
e-LAWS法令データ突合結果の認証につ

吉田藤祐
年金昂圏際年金諜

総務省行政管理昂 年金局長
いて 企画保

H29.9.1 年発0901第1号
東日本電機読通厚生年金基金の解散の

関口弘患
年金昂企業年金百

東日本電機流通厚生年金基金 年金高長
認可について（通常解散） 個人年金課

大阪府水道工事業厚生年金基金の将来
年金昂企業年金閣

H29.9.1 年発0901第2号 期間の代行部分に保る支給義務の停止 関口弘忠 大阪府水道工事業j草生年金基金 年金局長
の認可について（将来返上）

個人年金課

法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金賭事業管理課 厚生骨働省年金

H29.9.1 年発0901第3号 行）データ突合）（闇民年金法施行規則） 若山大輔
園民年金管理保

総務省特政管理居
開長

（その1) 

法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金島事業管理課 厚生首働省年金

H29.9.1 年発0901第4号 行）データ突合）（国民年金法施行規則） 若山大輔
国民年金管理係

総務省行政管理局
昂長

（その3)

法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金昂事業管理課 厚生骨髄省年金

H29.9.1 年発0901第5号 行）データ突合）（厚生年金保険法施行規 若山大輔
自民年金管理罷

総務省行政管理崩
高長

員IJ)（その1) 

法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金属事業管理課 厚生労働省年金

H29.9関1年発0901第6号 行）データ爽合） (j草生年金保障法施行規 若山大輔 l箇民年金管理保
総務省行政管理局

局長
則）（その2)



法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金高事業管理課 厚生骨髄省年金

H29圃9.1年発0901第7号 行）データ実合）（厚生年金保験法施行規 若山大輔 総務省行政管理晶
員lj)（その3)

国民年金管理探 昂長

法令データの認証について（H29圃6.1(未施
年金昂事業管理課 厚生労働省年金

H29.9.1 年発0901第8号 行）データ突合）（厚生年金保険法施行規 若山大輔
国民年金管理係

総務省行政管理局
昂長

員I])（その4)

法令データの認証について（H29圃6.1(基準
年金高事業管理課 厚生労働省年金

H29.9圃1年発0901第9号 自）データ突合）（国民年金法施行規員1]) 若山大輔
盟毘年金管理｛系

総務省行政管理高
局長

（その1) 

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金昂事業管理課 厚生背働省年金

H29.9.1 年発0901第10号 日）データ突合）（園民年金法施行規副） 若山大輔
国民年金管理棟

総務省行政管理届
馬長

（その2)

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金局事業管理課 摩生労輸省年金

H29.9.1 年発0901第11号 日）データ突合）（国民年金法施行規則） 若山大輔
国民年金管理保

総務省行政管理昂
局長

（その3)

法令データの認証について（H29.6圃1(基準
年金晶事業管理課 車生労働省年金

H29.9.1 年発0901第12号 自）データ突合）（厚生年金保障法施行規 若山大輔
国民年金管理保

総務省行政管理毘
局長

貝I])（その1) 

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金局事業管理課 厚生骨髄省年金

H29.9.1 年発0901第13号 日）データ突合）（厚生年金保醸法施行規 若山大輔
国民年金管理保

総務省行政管理局
晶長

員lj)（その2)

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金崩事業管理課 厚生勢働省年金

H29圃9圃1年発0901第14号 日）データ突合） CJ草生年金保険法抱行規 若山大輔
国民年金管理｛系

総務省行政管理昂
関長

員IJ)（その3)

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金昂事業管理課 厚生卦働省年金

H29.9園1年発0901第15号 自）データ突合）（厚生年金保険法施行規 若山大輔
閤民年金管理保

総務省行政管理居
島長

則）（その4)

法令データの認証について（H29.6.1（基準
年金賭事業管理課

ト128.9.1年発0901第16号 日）データ突合） CJ草生年金保険法施行規 若山大輔
国民年金管理保

総務省行政管理局
局長

員lj)（その5)



H29.9.4 年発0904第1号
大阪織物商厚生年金基金の解散の認可

関田弘忠
年金昂企業年金匂

大阪織物商j享生年金基金 年金局長
について（通常解散） 個人年金諜

法令データの認証について（H29.6.1（未施
年金属事業管理課 厚生労働省年金

H29.9.4 年発0904第2号 行）データ突合）（国民年金法施行規員lj) 若山大輔 総務省行政管理局
（その2)

国民年金管理保 届長

H29.9.4 年発0904第3号 身分証明書発行等申請について 五十愚理悪
年金局総務課管

大臣官薦人事課長 年金局長
理i系

会計実地横査の結果Lついて（囲答）「櫨
年金局事業管理課

H29.9.4 年発0904第4号
療保険課び厚生年金保険の保験料の徴

岸野賢太郎 厚生年金保険管理 会計検査院事務総局第2畠長
厚生労働省年金

収についてj忍び「厚生年金保験の老齢年 局長

金の支給についてJ
｛系

会計実地検査の結果について（困答）「健
年金属事業管理課

H29.9.4 年発0904第5号
麗保険及び厚生年金保践の保険料の徴

岸野賢太郎 車生年金保険管理 会計検査院事務総届第2晶長
j草生骨髄省年金

収について」忍び「厚生年金保践の老齢年 島長
金の支給について」

f系

H29.9.5 年発0905第1号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金毘総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
理｛系

金沢地方裁判所平成29年（行ウ）第7号

H29.9.8 年発0908第1号
（原 外10名）年金支給差額

矢作靖 年金昂事業管理課 金沢地方法務局長
厚生労｛動省年金

等請 」ハる指定代理人の指定につ 局長
いて（｛衣頼）

法令データの認証について（国民年金法
年金局園際年金課

H29.9.8 年発0908第2号 施行規則等の一部を改正する省令（平成 罵場員IJ行 総務省行政管理畠長 年金昂長
29年j享生骨髄省令第78号））

企画保

ト129.9.8年発0908第3号
監査（マネジメント監査） （！）改善結果等の

佐藤洋平
年金属資金運用課

厚生党働審議官 年金蝿長
回答について 運用管理保

｜き計実地検査結果につもて（図書）（国民 年金島事業管理課
会計横査院事務総局第2昂長膿山諌 車生骨働省年金

金保険料の強制徴収義務等について） I 山本喜一 介 局長



年発0912第2号
！会計実地検査の結果について（囲答）『園

年金崩事業管理課 j草生卦｛動所年金
H29.9.12 民年金法及び庫生年金保障j去に基づく遺 置島旺

年金給付管理罷
会計検査院事務総昂第2崩長

愚長
族年金の支給についてJ

H29.9.14 年発0914第1号
年金積立金管理運用独立行政法人経堂

早田修 年金昂資金運用課
京都大学大学院経営管理萌究部長

年金晶長
委員会の委員の笹p就任の怯頼について f也1名

H29.9.15 年発0915第1号
法令データ実合について（石農鉱業年金

松本邦弘
年金蝿企業年金闘

総務省行政管理昂長 年金昂長
基金法） 掴人年金課企画保

H29園9圃19年発0919第1号 職員の休職について（内申） 福市純
年金高総務課人

大臣官麗人事課長 年金崩長
事｛系

H29.9.20 年発0920第1号
京都機械金属摩生年金基金の解散の諒

清原範久
年金高企業年金歯

京都機械金麗j草生年金基金 年金晶長
可等について ｛圏人年金課

年金積立金管理運用独立行政法人法施
年金毘資金運用課 年金積立金管理運用独立行政法人理 厚生労働省年金

H29.9.21 年発0921第1号 行令の一部を改正する政令の施行につい 地曳 B尭瑛
企画調査係 事長 閤長

て

H29.9.22 年発0922第1号 身分証明書発行等申請について 雨池祥吾
年金蝿総務課管

大臣官麗人事課長 年金局長
理｛系

H29.9.22 年発0922第2号
撤眼j斉額集計農の送付について（平成29

大前裕喜
年金崩事業企画課

総括部昂長（年金高長）
所管部島長（年金

年8月分） 会計霊決算｛系 局長）

H29.9.22 年発0922第3号 職員の永年勤続表審について 金沢真希子 年金閣総務課 大臣官麗人事課長 年金島長

H29圃9.22年発0922第4号
支出溝額集計衰の提出について（平成29

田中健一
年金属事業企画課

総括部局長（年金畠長）
所管部高長（年金

年度平成29年8月分） 会計室契約保 局長）



H29.9.25 年発0925第1号
法令データ突舎について（確定拠出年金

松本邦弘
年金閣企業年金困

総務省行政管理居長 年金昂長
運雷管理機関に関する命令） ｛国人年金課企酉｛莱

H29圃9.25年発0925第2号 日本ばね工業厚生年金基金の解散の認
関口弘患

年金昂企業年金剛
日本iまね工業厚生年金基金 年金局長

可について（通常解散） 掴人年金課

『標準報酬月額の決定における報酬月額 年金崩事業管理課
厚生労｛動省年金

H29.9.25 年発0925第4号 の算定の特例の毘直し（あっせん）」につ 坊農雄樹 厚生年金保険管理 総務省行政評冊晶長
昂長

いて（囲答） ｛系

平成29年度年金委員功労者厚生労働大
年金崩事業企画課

H29.9.26 年発0926第1号
臣表彰の被表彰者の決定について

野口栄治 情報公開回社労士 地方厚生（支）昂長 年金属長
｛系

H29.9.26 年発0926第2号 身分証明書発行等申請について 五十愚理麗
年金昂総務課管

大臣官房人事課長 年金局長
理保

H29.9.26 年発0926第3号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金扇総務課人

大臣官麗人事課長 年金問長
事保

H29.9.26 年発0926第4号
年金局における内部組織細則の改正につ

福市純
年金崩総務課人

厚生費｛動大臣（大臣官房人事課） 年金局長
いて 事館

H29.9.26 年発0926第5号
法令データCe-laws）の突合結果（年金積

地曳暁瑛
年金局資金運用課

総務省行政管理昂長 年金関長
立金管理運用独立行政法人法施行令） 企画調査保

年金特別会計子ども圃子青て支謹勘定に
年金島事業企覇課 所管部島長内閣府子ども因子育て本 総括部局長年金

H29.9.27 年発0927第1号 対する支払元受高配分の通知について 小島裕司
金計霊 部審議官 昂長

（平成29年度第3四半期分）

H29.9‘27 年発0927第3号
職員の非違行為に罷る処分協議について

今野幅 年金局事業企画課！大臣官爵人事課長 年金屑長
（内申）



1-129.9.27 年発0927第4号 身分証明書発行等申請について 五十鹿理恵
年金昂総務課菅

大臣官爵人事課長 年金居長
E里｛系

管理運用法人法施行令の一部を改正する政

H29.9.28 年発0928第1号
令及び管理運用法人の業務運堂、財務及び会

地曳暁瑛
年金高資金運用課 年金積立金管理運用組立行政法人理

年金昂長
計並びに人事管理に関する省令の一部を改正 企画調査様 事長
する省令の公布について（通知）

H29.9.28 年発0928第2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金蝿総務課管

大垣官薦人事課長 年金昂長
理｛系

H29.9.29 年発0929第i号 東京薫物運送！草生年金基金の解散の認
関口弘患

年金局企業年金・
東京葉物運送厚生年金基金 年金昂長

可について（通常解散） ｛圏人年金課

H29.9.29 年発0929算2号 身分証明書発行等申請について 五十嵐理恵
年金島総務課菅

大臣官麗人事課長 年金閣長
理｛系




