
描行自 文書番号 ｛牛名 走塁案者 走塁薬担当課園保 施行先 施行者

GP!F法第7条第3項の規定に基づく決定説び
年金高資金運用課 年金種立金管理運用独立行政

H29.10.1 年発1001第1号 GPIF省令第1条の7等の規定に基づく決定につい 地曳暁瑛 年金関長
て（通知）

企画調査保 法人理事長

GPIF省令第16条の2第1項麗び第2:i:買の規定に
年金蝿資金運用課 年金積立金管理運用独立行政

H29.10.1 年発1001第2号 基づき厚生労輸大臣が定める肉部組織を定める 地虫暁E英 年金局長
決定の一部改正ついて（通知）

企画調査保 法人理事長

スギノマシン庫生年金基金の将来期間の代行部
年金高企業年金田

H29.10.1 年発1001第3号 分に｛系る支給義務の停止の認可について（将来 関口弘思 スギノマシン厚生年金基金 年金蝿長
返上）

｛国人年金課

H29.10.2 年発1002第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金閣総務課菅

大臣官麗人事課長 年金局長
E豊｛系

H29.10.3 年発1003第1号 身分証明書発行等申請について 五十崩理恵
年金属総務課管

大臣官麗人事課長 年金局長
理｛系

H29.10.3 年発1003第2号
職員の政府間交渉参加に伴う外務事務官併缶発

福市純
年金高総務課人

外務省アジア大洋州届長 年金昂長
令の依頼について 事保

H29.10.3 年発1003第4号
数次往握公用撫券の発給依頼とi墨納依頼につい

高山貴子 年金属国際年金課 大臣官麗闇際課長 年金属長
て

H29.10.4 年発1004第3号 老齢年金受給者実態調査についてけ司） 境谷秀作 年金関数理課
政策統括官（統計 a情報政策担

年金局長
当）

行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅及び指定代理人の i草生労働省
H29.10.4 年発1004第7号 指定について（年金減額訴訟－平成27年（行ウ）第i5 矢作靖 年金蝿事業管理課 札幌法務闇長外11件

年金関長号，開第20号，同第25号ほか42｛牛）



行政訴訟事件の訴訟代理権の消滅及び指定代理人の i享生労輸省
H29. 10.4 年発1004第8号 指定について（年金減額訴訟平成27年（行ウ）第15 矢作靖 年金蝿事業管理課 キLr眠法務属長外421'牛

年金関長号，同第20号，開第25号ほか42件）

H29.10.5 年発1005第2号
法令ヂータ（e-laws）の突合結果（年金積立金管理

地曳暁瑛
年金昂資金運用課

総務省行政管理島長 年金蝿長
運用抽立行政法人法施行令） 企画調査保

H29.10.5 年発i005第3号
法令子、－：$！Ce-laws）の突合結果（国民年金法施行

地E駐日尭E英
年金蝿資金運用課

総務省行政管理昂長 年金毘長
令） 企画調査罷

H29.10固6年発1006第1号 身分証明書発行等申請について 五十j麗理悪
年金閣総務課管

大軍官薦人事課長 年金局長
理｛系

H29.10.6 年発1006第2号 職員の青兜休業の承認について（肉申） 金沢真希子 年金属総務課 大臣官薦人事課長 年金蝿長

H29.10.6 年発1006第3号
在外公館における髄宜供与について（スウェーデ

高山貴子 年金蝿 E覇｜轄年金課 外務省欧州島長
厚生骨髄省

ン） 年金蝿長

H29.10.10 年発1010第1号
職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱の発令及

播市純
年金局総務課人

大臣E官麗人事課長 年金高長
び外務事務官併｛壬発令の依頼について 事｛系

H29.10.10 年発1010第2号
職員の政府間交渉参加に伴う事務取扱の発令及

撞市純
年金局総務課人

外務省欧州局長 年金崩長
び外務事務官併桂発令の依頼について 事｛系

H29.10.12 年発1012第1号 平成30年春の叙勲候補者の推薦について 金沢真希子 年金昂総務課 大臣官薦人事課長 年金関長

H29.10.12 年発1012第2号
法令データ（e-laws）の突合結果（管理運用法人員才

地曳醗1英
年金蝿資金運用課

総務省行政管理愚長 年金島長
会省令） 企画調査保



H29.10.13 年発1013第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官属人事課長 年金関長
事｛系

社会保障審議会臨時委員の任命に罷る承諾依頼 年金毘企業年金閉
小林由紀子氏、日杵政治氏、井戸

H29.10.16 年発1016第1号 蟹主主陽太朗 美枝氏、伊藤彰久氏、榊願定f正氏、 年金賭長
について（企業年金部会） 個人年金課民主務保 郡健二郎民、神津里季勇氏

社金保障審議会臨時委員住免に罷る承諾依頼に 年金馬総務課庶
日本勢｛動組合総連合会会長／

H29.10.17 年発1017第1号 田口幸輝 UA昔、ンセン常佳中央執行委員 年金蝿長
ついて（年金部金） 務｛系

永井幸子

H29.10.18 年発mm第1号
徴眼i荷額集計衰の送付について（平成29年9月

大前裕喜
年金昂事業企闇課

総括部鯖畏（年金閣長）
所管部局長

分） 金計璽決算｛系 （年金島長）

H29.10.18 年発1018第2号
支出j斉額集計衰の提出について（平成29年度平

中村昌麓
年金昂事業企画課

総括部局長（年金局長）
所管部島長

成29年9月分） 会計輩出納犠 （年金島長）

ト129.10.18年発1018第3号 身分証明書発行等申請について 五十j葺理意
年金高総務課管

大臣官麗人事課長 年金蝿長
理｛系

社金保障審議金臨時委員｛壬市に保る意諾依頼に 年金昂企業年金ベ圏
社会保障審議会臨時委員住命予定

H29.10.19 年発1019第1号 ついてCJ草生年金基金の特例解散等に関する専 関口車窓 人年金課企業年金固 者重富鍵太部氏 j享生労｛動省
設び日本勢働組合総連合会会長 年金毘長

門委員会） 個人年金普及推進室
神津塁季生民

H29.10.23 年発1023第1号 身分証明書発行等申請について 五十j龍理恵
年金崩総務課管

大臣官爵人事課長 年金関長
E里｛菜

新潟地方裁判所平成29年（行ウ）第16号(J東告
j享生労働省

H29.10.24 年発1024第1号 ほか49名）来支給年金等請求事件に 矢作靖 年金崩事業管理課 新潟地方法務毘長
年金蝿長

｛系る指定代理人の指定について

H29.10.25 年発1025第2号
会計検査院が麓聞を発した事案に対する盟笹に

石川芳正 年金昂総務課 大臣官爵会計課長 年金高長
ついて



H29.10.26 年発1026第i号
法令データ（e-laws）の架合結果（厚生年金保険法

地喪暁瑛
年金蝿資金運用課

総務省行政管理崩長 年金蝿長
輝行令） 企画調査様

H29.10.26 年発1026第2号 職員の人事翼動について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官薦人事課長 年金局長
事｛系

H29.10.26 年発1026第3号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金馬総務課管

大臣官麗人事課長 年金馬長
理｛系

H29.10.30 年発1030第1号 島分証明書発行等申請について 五十車 E皇悪
年金属総務課管

大臣官爵人事課長 年金E署長
理｛系

H29.10.30 年発1030第2号 数次往撞公用棟券の遮納依頼について 高山章子 年金高田際年金課 大臣官爵間l醸課長 年金昂長

H29.10.30 年発1030第3号 職員の無報酬兼業について（内申） 木谷忠晴
年金蝿事業企間諜

大臣官薦人事課長 年金島長
システム霊計画｛菜

社会保障審議会臨時委員の発令について（企業
年金蝿企業年金a

H29.10.30 年発1030第4号 年金部会厚生年金基金の特例解散等に関する専 蟹谷臨太部
｛国人年金課庶務係

｜大臣官麗人事課長 年金蝿長
問委員会）

長崎地方戴判所平成29年（行ウ）第11号（開告
j草生封働省

H29.10.31 年発"!031 1号 ほか1名）年金請求事件に保る指定代 矢作靖 年金高事業管理課 長崎地方法務購長
年金愚長

理人の指定について

富士絹工厚生年金基金の将来期間の代行部分
年金蝿企業年金曜

H29.U.1 年発1101第1号 に｛系る支給義務の静止の認可について（将来返 関口弘忠 富士精工厚生年金基金 年金蝿長
上）

個人年金課

三蛇管工事業j草生年金基金の特来期間の代行
年金局企業年金 g

H29.1 U 年発1101第2号 部分に｛系る支給義務の停止の認可について（特 関口弘恵 五臓管工事業厚生年金基金 年金局長
来運上）

個人年金課



兵庫県石油j草生年金基金の将来期間の代行部
年金属企業年金個

H291.1 U 年発1101第3号 分に罷る支給義務の停止の認可について（将来 関口弘志
個人年金課

兵庫県石油厚生年金基金 年金属長
遮上）

H29.1U 年発1101第4号 職員の注意周指導について 金沢真希子 年金高総務課 関東信越庫生関長 年金馬長

H29.11.1 年発1101第5号 身分証明書発行等申請について 五十j葺理恵
年金購総務課管

大臣官薦人事課長 年金蝿長
理係

H29.1-1.6 年発1106第1号 職員の昇格について（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

H29.11.7 年発1107第1号
社会保障審議会臨時委員の発令iこついて（企業

蟹苔麟太郎
年金蝿企業年金・

大臣官麗人事課長 年金属長
年金部会） ｛圏人年金課牒務保

確定給付企業年金法施行輝則の一部を改正する 年金局企業年金目 l草生賛輸省
H29.11.8 年発1108第1号 省令の施行等に伴うf確定給付企業年金制度に 東郷 j車 個人年金課基金数 地方厚生（支）島長

年金局長
ついて」等の一部改正について 理室数理指導係

H29.11.8 年発1108第4号 在外公館における寵宜供与について（ドイツ） 高山貴子 年金蝿国際年金課 外務省欧州島長
厚生労働省
年金高長

H29.11.8 年発1108第5号
在外公館における便宜供与について（スロパキ

高山貴子 年金蝿圏際年金課 外務省欧州昂長
摩生卦i動省

ア） 年金局長

H29.11β 年発1108第6号 在外公館における寵宜供与について（チエコ） 高山貴子 年金高圏際年金課 外務省欧州局長
厚生首｛動省
年金高長

H29.11.8 年発1108第7号
年金特別会計公共調達委員会委員の兼職等の

甲斐弘志
年金賄事業企画課

国立大学法人東京工業大学長
厚生労輸省

｛衣頼について 金言十室 年金高長



H29.11.9 年発1109第l号
社会保障審議金融時委員の就桂に｛系る依頼につ

阜岡修 年金馬資金運用課
熊野明子及び金日本自動車産 厚生労鮪省

いて（資金運用部金） 業労｛動組合総連合会会長 年金蝿長

H29.11.10 年発1110第1号 身分証明書発行等申請について 五十巌理恵
年金蝿総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
理｛系

H29JU3 年発1113第1号 職員の昇格について（肉申及び囲答） 指市純
年金属総務課人

大臣官薦人事課長 年金関長
事館

H29.11.13 年発1113第2号 職員の海外渡賦に伴う事務取扱の発令について 福市純
年金関総務課人

大臣官麗人事課長 年金馬長
事｛系

H29.11.14 年発1114第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金高総務課管

大臣官薦人事課長 年金閣長
理係

H29.11.15 年発1115第1号 身分証明書発行等申請について 五十j葺理憲
年金蝿総務課管

大臣官爵人事課長 年金蝿長
E里｛系

H29固11.15年発1115第2号 職員の休職について（内申） 福市純
年金高総務課人

大軍官薦人事課長 年金高長
事｛系

H29.11圃16年発1116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

大臣官麗人事課長 年金島長
理｛系

行政事件訴訟の実施依頼設び指定代理人の指
年金局企業年金・

H29.1 U7 年発1117第1号 定について（東京高等裁判所平成29年（行コ）第 吉田哲弘
｛園人年金課

東京法務島長 年金蝿長
306号）

H29.1 U 7 年発11n箪2号
支出済額集計衰の提出について（平成29年産平

中村昌麗
年金高事業企酪課

総括部居長（年金馬長）
所管部島長

成29年10月分） 会計室出納f嘉 （年金閣長）



H29.11.20 年発1120第1号 東京港厚生年金基金の解散の認可等について 吉田哲弘
年金毘企業年金 g

東京港厚生年金基金 年金高長
個人年金課

H29.1 L21 年発1121第1号 身分言iE明書発行等申請について 五十j劃E塁悪 年金属総務課管
大臣官麗人事課長 年金局長

E里｛系

H29田 11.21年発1121第2号
徴収清客員集計衰の送付について（平成29年10月

大前格喜
年金員事業企画課

総括部崩長（年金局長）
所管部居長

分） 会計室決算｛系 （年金属長）

H29.11.21 年発1121第3号 公1:11の新妻IJについて（資金運用課長之印） 佐藤洋平
年金崩資金運用課

大臣官襲総務課長
厚生労働省

運用管理保 年金関長

社会保醸審議会臨時委員発令について（内申）
H29.11.21 年発！ 121第4号 （年金事業管理部会） 荒牧真吾 年金昂事業企画課 大臣官麗人事課長 年金高長

（岩瀬氏iまか1名の｛壬命について）

平成28年度年金特別会計財務書類に保る大臣官
年金賭事業企画課

年金管理審
H29.11園22年発1122第1号 震会計課長あて報告及び会計検査院からの検査 大前格喜 金計検査院事務総局第2関長 議官及び年

の結果に｛系る自答について
金計室決算係

金島長

「所得税法等の一部を改正する等の法律」及び
H29圃11.24年発1124第1号 f園民年金法等の一部を改正する政令Jの公布に 松本重実 年金馬年金諜 田本年金機構理事長 年金崩長

ついて（通知）

H29.11.27 年発1127第1号
農業機械製造業厚生年金基金の解散の認可等

吉田哲弘
年金昂企業年金・ 農業機械製造業j草生年金基金

年金関長
について（通帯解散） 個人年金課 理事長

H29.11.28 年発1128第1号 職員の人事異動について（内申） 彊市純
年金崩総務課人

大臣官麗人事課長 年金蝿長
事｛菜

H29.11.29 年発1129第1号
日本ポリオレフィンフィルム厚生年金基金の解散

関口弘思
年金崩企業年金歯 日本ポリオレフィンフィルム摩生

年金局長
の認可について（通常解散） ｛国人年金課 年金基金



H29.11.29 年発1129第2号
独立行政法人における役職員の給与及び退職手

大手日間衛
年金昂資金運用課 年金積立金管理運用独立行政 厚生労働省

当について（要請） 運用管理保 法人理事長 年金E事長

H29.11.30 年発1130第1号
建築士事務所厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘忠
年金高企業年金曜

建築士事務所厚生年金基金 年金馬長
て（通常解散） 個人年金課

H29.11.30 年発1130第2号
法令データ突合結果の認証について（国民年金

松本草案 年金関年金課 総務省行政管理局長 年金関長
' j去施行令等の一部を改正する政令）

H29.11.30 年発1130第3号 在外公館における便宜供与について（フランス） 蟹谷陽太郎
年金毘企業年金回

外務省経清居長
厚生労輸省

個人年金課庶務保 年金関長

平成29年度庫生労働行政推進調査事業費補助
年金昂企業年金協 大江加代氏（特定非嘗手I］活動

H29.11.30 年発1130第4号 金（厚生労働科学特別研買事業）の交付決定につ 松本邦弘
個人年金課企画保 法人確定拠出年金教青協会）

年金蝿長
いて

情報通信設構摩生年金基金の将来期間の代行
年金畠企業年金岡

H29.12.1 年発1201第1号 部分に保る支給義務の停止の認可について（将 関口弘患
個人年金課

f青報通信設備j車生年金基金 年金関長
来~上）

H29.12.5 年発1205第1号 宇土金保障審議金臨時委員の発令について（内申） 阜開修 年金高資金運用課 大臣官麗人事課長 年金閣畏

H29.12.5 年発1205第2号 職員の昇格について（内申） 福市純
年金蝿総務課

大臣官麗人事課長 年金属長
事｛系

H29.12.6 年発1206第1号 身分証明書発行等申請について 五十麗理恵
年金高総務課管

大臣官薦人事課長 年金関長
E里｛系

H29.12.8 年発1208第1号 職員の休職について（肉串） 福市純
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
事｛菜



H29J2.8 年発1208第2号 職員の育見休業の芸員認について（内申） 金沢真希子 年金蝿総務課 大臣官麗人事課長 年金属長

H29.12.12 年発1212第1号 数次往復公用職券の発給｛衣頼について（伊波） 高山貴子 年金蝿国際年金課 大臣官爵国際課長 年金属長

年金特別会計子ども園子嘗て支譲勘定に対する支
年金蝿事業企画課 所管部馬長内閣府子ども E子 総括部昂長

H29.i2.14 年発1214第1号 払元受高配分の通知について（平成29年産第4 Jj＼島裕司
会計霊 育て本部審議官 年金属長

四半期分）

H29.12.18 年発1218第1号
徴収済額集計衰の送付について（平成29年11月

大前裕喜
年金高事業企菌課

総括部居長（年金局長）
所管部昂長

l分） 会計室決算｛系 （年金属長）

年金讃立金管理運用独立行政法人に対する監査
年金高資金運用課 年金積立金管理運用独立行政 羅生労働省

H29.12.18 年発1218第2号 （ペネトレーションテスト）の結果報告書の通知に ｛左藤洋平
運用管理保 法人理事長 年金局長

ついて

H29.12.18 年発1218第3号
数次往寵公用自在券の発給依頼と返納依頼につい

高山貴子 年金昌国際年金課 大臣官震国l醸課長 年金関長
て

法令データの認証について（圏民年金法措行規
年金島国際年金課

H29.12.19 年発1219第2号 員1Jl長び車生年金繰験法施行規則の一昔日を改正す 賭場員I］行 総務省行政管理関長 年金島長
る省令（平成29年j草生労働省令第122号））

企E富｛系

トi29園12.20年発1220第1号
法令ヂ一事突合について（確定拠出年金法施行

松本邦弘
年金購企業年金a

総務省行政管理崩長 年金蝿長
令） ｛圏人年金課企画保

H29.12.20 年発1220第2号
法令データ突舎について（確定給付企業年金法

松本邦弘
年金騎企業年金巴

総務省行政管理愚長 年金関長施行規員IJ) 個人年金課企聞協

H29.12.20 年発1220第3号
支出済額集計表の提出について（平成29年産平

中村昌茂
年金昂事業企菌課

総括部局長（年金関長）
所管部毘畏

成29年11月分） 金百十室出納｛系 （年金属長）



H29.12.20 年発1220第4号 職員の昇給（H30固u定期昇給）について（内申） 福市純
年金島総務課人

太臣官爵人事課長 年金局長
事f系

H29.12.20 年発1220第5号
資金前j度官史及び分｛壬翼約担当官の任命につい

高山貴子 年金局国際年金課 大監官房会計課長 年金高長
て（中国）

H29.12.22 年発1222第1号 職員の人事異動について（内申） 撞市純
年金閣総務課人

大臣官麗人事課長 年金属長
事｛系

H29.12.22 年発1222第2号 職員の休職について（肉申） 福子行純
年金爵総務課人

大臣官麗人事課長 年金毘長
事｛系

H29.12.22 年発1222第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大監宮麗人事課長 年金島長
事｛系

H29.12.25 年発1225第1号 職員の海外渡航に伴う事務取扱の発令について 福司ヲ純
年金蝿総務課人

大臣官薦人事課長 年金昂長
事館

国民年金基金の合併の認可申請等の手続きにつ
年金馬企業年金問

H29.12.26 年発1226第1号 内海嘉 個人年金課圏畏 地方j享生（支）関長 年金蝿長
いて（崩長通知の一部改正）

年金基金協

H29.12.26 年発1226第2号
パートタイム労｛勤者総合実態調査に保る調査票

山崎一郎
年金局数理課数 政策統描宮（統計回槽報政言葉担

年金高長
情報の握供の申出についてけ司い） 理第二保 畠）

H29.12.26 年発1226第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金属総務課人

大監富麗人事課長 年金高長
事｛系

H29,12.27 年発1227第1号 普通財産の売払申請について 安達潔
年金島事業企画課

厚生骨髄大臣 年金崩長
会計室



平成29年勧告改正j去の施行に伴う平成26年改正
年金閣総務課人

H29.12.27 年発1227第2号 j去附員lj第7条の規定に基づく経過措置額の変更 権市純
事｛系

大臣官麗人事課長 年金高長

について（内申）

H29.12.28 年発1228第1号 身分証明書発行等申請について 五十愚 E里悪
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金昂長
理｛菜

平成28年度年金生活者支援給付金支給準備国民健康
年金賄事業管理課

H30.1.9 年発0109第1号 保険中央会補助金等の額の確定および超過笠付に犠 北澄亜希子 官署支出宮大臣官爵会計課長 年金関長
る返還について（大臣通知および閤長通知） 交付金協

平成28年度年金生活者支援給付金支給準備自民健康
年金昂事業管理課

H30.1.9 年発0109第2号 保険中央会補助金等の額の確定および超過交付に罷 北j霊童希子 官署支出宮大監官爵会計課長 年金閣長
る返還について（大臣通知および局長通知） 交付金協

平成28年度年金生活者支援給付金支給準備国民鍵鹿
年金局事業管理課

討30.1園9年発0109第3号 保険中央会補助金等の額の確定および超過交付に慌 北澄盟事骨子 識人徴収宮大臣官爵会計課長 年金関長
る~還について（大臣通知および局長通知） 交付金保

H30.1固9年発0109第4号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官薦人事課長 年金閣長
事f系

H30.1.9 年発0109第5号
建築確認台帳記載事項証明の発行に保る公開講

安達潔
年金崩事業企画課 東京都都市整備闇市街地建築

年金局長
求について（杜金保i境庁東京童j章） 会計霊 部建築指導課長

H30.1.9 年発0109第6号 身分証明書発行等申請について 宜十j載理恵
年金属総務課管

大臣官麗人事課長 年金関長
E里f系

H30.1園9年発0109第7号 島分証明書発行等串請について 五十顕 E里憲
年金蝿総務課管

大臣官薦人事課長 年金高長
理i系

職員の人事異動について（肉串）（社会保障審議
H30.UO 年発0110第i号 金年金事業管理部金運嘗担当参与） 荒牧真吾 年金馬事業企田課 大監官薦人事課長 年金局長

（小林氏）



H30J.11 年発0111第1 数次往寵公開職券の発給依頼について 高山貴子 年金購国i擦年金課 大臣官爵圏際課長 年金局長

確定拠出年金法等の一部を改正する法鐸の一部
年金属企業年金圃

H30.1.11 年発0111第2号 の施行等に伴う企業年金関｛系通知の一部改正に 松本邦弘
個人年金課企画保

地方j草生（支）昂長 年金局長
ついて（島長通知）

H30圃U5年発0115箪1号
大阪府水道工事業j草生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金間企業年金図 大臨j脊水道工事業摩生年金基

年金員長
について（通常解散） 個人年金課 金

H30.U5 年発0115第2号
デンマークの年金制度の調査に罷る依頼につい

罵場買IJ行
年金馬国際年金諜

文教大学学長近藤研歪 年金属長
て（｛司い） 企酉｛系

H30.U5 年発0115第3号 カナダの年金量IJ麗の調査に係る｛衣頼について（｛甫
馬場開行

年金蝿菌際年金課
中京大学学長安村仁志 年金局長L ¥) 企画罷

ト130.1.15年発0115第4号 退職手当の差額追給について（肉串） 福市純
年金昂総務課人

大堅官麗人事課長 年金関長
事係

H30.1.16 年発0116第1号
支出；資額集計衰の提出について（平成29年度平

中村昌茂
年金馬事業企画課

総描部毘長（年金関長）
所管都島長

成29年12月分） 金計輩出納｛系 （年金昂長）

H30.1.0 年発0117第2号
「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の

松本夏実 年金高年金課 日本年金機構理事長 年金昂長
公布について（通知）

H30.1.17 年発0117第3号
「国民年金法施行令等の一部を改正する政令Jの

松本璽実 年金崩年金課 地方摩生（支）昂長 年金関長
公布について（通知）

H30.1.17 年発0117第4号 贈与等報告書の提出遅延について（報告） 金沢真希子 年金馬総務課 大軍官麗人事課長 年金蝿長



H30.1.17 年発01n第5号 在外公館における髄宜供与蝕頼について（中国） 高山貴子
年金高田際年金課

外務省アジア大洋州、｜局長
厚生労働省

調整保 年金j関長

H30.1.17 年発0117第6号
法令データ統合結果の認証について（園毘年金

松本車実 年金昂年金諜 総務省行政管理昂長 年金局長
法施行令等の一部を改正する政令）

H30.1.22 年発0122第1号
徴収j斉額集計衰の送付について（平成29年12月

池ケ谷幸太郎
年金属事業企画課

総括部馬長（年金局長）
所管部昂長

分） 金計童決算｛系 （年金蝿長）

H30.1.23 年発0123第1号 職員の休職について（内申） 福市純
年金閣総務課人

大臣官薦人事課長 年金閣畏
事保

「被用者年金制度の一元化等を翻るためのl享生年金保

H30.1.24 年発0124第1号
験j去等の一音Bを改正する法律の施行に伴う厚生年金

佐藤態
年金蝿年金課企

日本年金機構理事長 年金閣長保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令等 画法令第四保
の一部を改正する政令』の公布について（通知）
「被用者年金制麗の一元化等を図るための厚生年金保

H30.1.24 年発0124第2号
日食j去等の一部を改正する法棒の施行に伴う厚生年金

佐藤鰭
年金馬年金課企

地方厚生（支）島長 年金関長｛呆｜換の保険給付等に関する経過措量に関する政令等 酉法令第四保
の一部を改正する政令』の公布について（通知）

H30.1.24 年発0124第3号
平成29年農年金生活者支援給付金支給準構市

北澄亜希子
年金閣事業管理課

官署支出官大臣官麗金計課長 年金関長
町村事務取扱交付金の交付決定について 交付金保

H30.1.25 年発0125第1号
資金前j度官史及び分任契約担当官の任命につい

高山貴子 年金島田勝年金課 大臣官爵金計課長 年金庫5長
て（デンマーク）

H30.1.25 年発0125第2号
賞金前渡官史投び分任契約担当官の｛壬市につい

高山貴子 年金昂園際年金課 大監官署会計課長 年金蝿長て（テ、ンマーク）

モンゴルロ社会探験実施能力強化プロジェクト長
年金高総務課人

H30.1.26 年発0126第1号 期派遣専門家（社会保険実務）の推薦について 福市純 大塵官爵園際課長 年金属長
（国答） 事｛系



H30.1.26 年発0126第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金局総務課人

大盟官麗人事課長 年金属長
事｛系

H30.1.29 年発0129第1号
法令データ突合について（確定拠出年金運曽管

松本邦弘
年金居企業年金圃

総務省行政管理局長 年金関長
理機関に関する命令） 個人年金課企画保

H30.1.30 年発0130第1号
近畿印開IJ工業厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘忠
年金属企業年金司

近畿E日開！J工業j享生年金基金 年金閣長
て（通常解散） 個人年金課

H30.1.30 年発0130第2号 身分証明書発行等申請について 五十j劃理恵
年金局総務課管

大臣官爵人事課長 年金蝿長
理｛系

法令データ突合について（公的年金制度の健全性及び
年金局企業年金a

H30.2.1 年発0201第1号 信頼性の確保のための塵生年金保障法等の一部を改 松本邦弘 総務省行政管理関長 年金属長
正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令） 個人年金課企由係

H30.2.2 年発0202第1号
法令子、一安突合について（確定給付企業年金法

松本邦弘
年金属企業年金釦

総務省行政管理昂長 年金蝿長
施行令） 個人年金課企酉罷

長崎地方裁判所平成30年（行ウ）第1号(J京告
厚生労働省

H30.2.2 年発0202第2号 ）年金請求事件に探る指定代理人の指定 矢作靖 年金高事業管理課 長時地方法務昂長
年金馬長

について

｜圃日董旨温圃並代他理方裁判所平成立9年（行ウ）第22号（原告 j草生労観音
H30.2.2 年発0202第3号 180名）来支給年金等請求事件に係る 矢作靖 年金高事業管理課 新；喝地方法務毘長

年金局長
人の指定について

H30幽2.2年発0202第4号
行政財産の用途廃止について（松江地方合間庁

安達潔
年金崩事業企画課

j草生労働大臣 年金属長
会計童

H30.22 年発0202第5号
普通関産の有龍所管換に係る有髄髄格について

安達 j襲
年金毘事業企盟課

中闇財務局松江財務事務所長 年金高長
（日君、会） 会計室



H30.2.2 年発0202第6号
普通財産の有償所菅換にi系る有髄価格について

安達潔
年金局事業企画課

中圏樹務開呉出張所長 年金属長
（照会） 会計霊

H30.2.6 年発0206第1号
法令ヂ一事実合について（確定拠出年金法施行

松本邦弘
年金間企業年金・

総務省行政管理馬長 年金関長
令） ｛圏人年金課企画係

H30.2.6 年発0206第2号
モンゴルa社会保険実施能力強化ブ日ジェクト長

福市純
年金蝿総務課人

大臣官爵国際課長 年金関長
期派遣専門家の源遣期間の延長について（由答） 事｛系

H30.2.6 年発0206第5号
資金融漉官史投び分｛壬契約担当官の｛壬甜につい

高山貴子 年金局園｜醸年金課 大臣官爵会計課長 年金局長
て（力ナダ）

H30.2.6 年発0206第6号
資金前j度官史及び分任契約担当官の缶百旨につい

高山貴子 年金局圏際年金課 大臣官麗会計課長 年金居長
て（力ナダ）

社会保障審議会臨時委員発令について（内申）
H30.2.7 年発0207第1 （年金事業管理部会） 荒牧真吾 年金局事業企画課 大臣官薦人事課長 年金局長

（若井氏ほか1名の｛壬命について）

H30固2.7年発0207第2号 金言十機関の霊｛壬について（依頼） 阿瀬見悪梨奈
年金高事業企画課 大臣官扉会計課長、 j享生労構大

年金蝿長
会計室 臣

H30.2.7 年発0207第3号 会計機関の霊｛壬について（依頼） 開；頼見恵梨奈
年金毘事業企画課 大軍官爵金計課長、 j草生労｛動大

年金関長
金計室 臣

年金高総務課首 お茶の＊女子大学基幹研買院
H30.2.8 年発0208第1号 社会保障審議金臨時委員の就佳の御｛衣頼 一瀬貴光 年金E事長

E若年金数理宮室 教損永瀬伸子他3名

H30.2.8 年発0208第2号
在外公館における髄宜供与について（ヂンマー

高山貴子 年金蝿闇際年金課 外務省欧州関長
j草生労輸省

ク） 年金局長



H30町2.8年発0208第3号 職員の休職について（内申） 福市純
年金蝿総務課人

大臣官薦人事課長 年金関長
事保

熊本地方裁判所平成30年（行ウ）第3号（原こ｛系告る輯 熊本地方法務関長 厚生賢官働省
H30.2.13 年発0213第1号 ほか2名）未払年金支払請求事件l 矢作靖 年金属事業管理課

年金島長
指定代理人の指定について

H30.2.13 年発0213第4号 在外公館における髄宜供与について（カナダ） 山貴子 年金関圏i擦年金課 外務省北米崩畏
塵生卦働省
年金局長

H30.2.13 年発0213第5号 職員の兼業について（内申） 中平IJt色
年金蝿年金課庶

大E臣官麗人事課長 年金関長
務係

H30.2.15 年発0215第1号 身分譲明書発行等申講について 五十麗理悪
年金局総務課管

大臣官麗人事課長 年金蝿長
理｛系

H30.2.16 年発0216第1号 職員の青児休業の去最認について（内申） 福市純
年金高総務課人

大臣官麗人事課長 年金関長
事保

H30.2.19 年発0219第2号 災害発生報告書の提出について 五十鹿 E塁悪
年金高総務課管

大臣官麗人事課長 年金関長
E里｛系

平成29年度再続車生年金基金等未納掛金等支
年金昂企業年金司 支出負担行

ト130.2.19年発0219第3号
付金の受付決定及び交付額の確定について

苦JI!公一 個人年金課企業年 宮署支出宮大臣官爵会計課長 為担当官年
金係 金毘長

H30.2.20 年発0220第1号
撤服清額集計衰の送付について（平成30年1月

大前裕喜
年金属事業企E覇課

総括部島長（年金蝿長）
所管部馬長

分） 会計室決算保 （年金馬長）

H30.2.20 年発0220第2号
支出済額集計衰の提出について（平成29年度平

中村昌茂
年金馬事業企画課

総括部関長（年金騎長）
所管部局長

成30年1月分） 会計室出納保 （年金高長）



H30.2.20 年発0220第3号
普通財産の有慣所管換に保る有髄価格について

安達 j繋
年金崩事業企田課

中国財務関松江財務事務所長 年金島長
（国答）（松江地方合同庁舎） 会計室

H30.2.21 年発0221第1号
社会保障審議会臨時委員桂免に係る意諾依頼に

国日空襲輝
年金島総務課耳石 山田久／敬愛大学学長／高木

年金属長
ついて（年金部金） 務｛系 月間代

圏有期産（土地）の平成29年麗台帳｛酉格改定を行
年金馬事業企盟諜

間帯財産部
H30.2.21 年発0221第3号 うための仮の固定資産税評髄額（平成29年1月1 阿j頼毘悪梨棄 富士見圏T長 崩長年金

日時点）の設定依頼について
金言十室

馬長

国有財産（土地）の平成29年度台帳鏑格改定を行
年金島事業企画課

国有財産部
H30.2.21 年発0221第4号 うための飯の園定資産税評髄額（平成29年1月1 阿瀬毘恵梨奈 つるぎ町長 馬長年金

日時点）の設定依頼について
会計室

崩長

園有射産（土地）の平成29年度台帳髄格敢定を行
年金局事業企画課

園有期産昔日
H30.2.21 年発0221第5号 うための仮の闇定資産税評価額（平成29年1月1 開議員毘車製棄 西醸酎長 毘長年金

日時東）の設定依頼について
金言十重

員長

国有財産の使用許可（車新）について［日産名：東 年金属事業企画課
日本年金機構理事長 圏有期産部

H30.2.21 年発0221第6号
京社会保験事務蝿（土地）｝

阿瀬見恵梨棄
会計室

財務省関東財務関東京財務事 購長年金
務所長 馬長

国有財産の｛重用許可（更新）について｛口座名：東 年金賄事業企画課
日本年金機構理事長 国有期産部

H30.2.21 年発0221第7号
京社会保険事務属（土地）｝

日可瀬毘恵梨棄
会計霊童

関務省関東財務局東京脚務事 高長年金
務所長 高長

H30圃2圃23年発0223第1号 国有財産の所管機について（内協議） 安達 j繋
年金属事業企画課

中国財務属呉出張所長 年金関長
会計室

H30.2固26年発0226第1号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金属総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
事｛系

H30.2咽26年発0226第2号 職員の寵職について（内申） 福市純
年金届総務課人

大臣官麗人事課長 年金E署長
事｛系



H30.2.26 年発0226第3号 職員の海外濃航に伴う事務取扱の発令について 福市純
年金馬総務課人

大臣宮麗人事課長 年金属長
事｛系

H30.2.26 年発0226第4号 職員の休職について（内申） 指市純
年金蝿総務課人

大臣官麗人事課長 年金関長
事｛系

H30圃2.27年発0227第1号 在外公館における便宜供与について（ベトナム） 高山貴子 年金閣国際年金課
外務省アジア大洋1•N昂南部アジ j草生労輸省
ア部長 年金属長

H30.2固28年発0228第1号
e-lawsデ一容（年金積立金管理運用独立行撒法

地曳暁瑛
年金蝿資金運用課

総務省行政管理蝿長 年金庫号畏
人法施行令平成30年4月1日施行分） 企画調査保

H30.3.1 年発0301第1号
大阪金属関崖厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘宏、
年金局企業年金 E

大阪金麗問崖厚生年金基金 年金蝿長
て（通常解散） ｛闇人年金課

H30巳3.1年発0301第2号
神奈川県金品製造厚生年金基金の解散の認可

関口弘忠
年金属企業年金飽 神奈rn県金品製造厚生年金基

年金関長
について（通常解散） ｛国人年金課 金

金菌農薬業厚生年金基金の将来期間の代行部
年金蝿企業年金閏

H30.3.1 年発0301第3号 分に探る支給義務の停止の認可について（将来 関口弘思
｛国人年金課

全国農薬業厚生年金基金 年金問畏
返上）

岡山県機械金j寵工業厚生年金基金の将来期間
年金局企業年金園 間山県機械金属工業j草生年金

H30.3.1 年発0301第4号 の代行部分に係る支鎗義務の停止の認可につい 関口弘患 年金関長
て（将来遮上）

｛圏人年金課 基金

年金蝿企業年金園
H30胴3.1年発0301第5号 職員(f)兼業について（肉 吉川公一 個人年金課企業年 大臣官麗人事課長 年金局長

金保

H30.3園2年発0302第1号 身分証明書発軒等申請について 五十庫理恵
年金高総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
E里｛系



H30.3.5 年発0305第i号 国有財産の所管換について（内協議） 安達 j粟
年金崩事業企画課

中国財務関松江開務事務所長 年金閣長
金計嚢

H30.3.9 年発0309第1号 国有財産の所管換の内協議について（囲答） 安達 j繋
年金昂事業企画課

中圏財務局松江財務事務所長 年金関長
会計室

H30.3.12 年発0312第1号 職員の兼業について（内申） 金沢真希子 年金局総務課 大臣官薦人事課長 年金関長

行政訴斡事｛牛の訴訟代理権の指定代理人の指
東京法務局長 厚生賢官輸省

H30.3.12 年発0312第2号 定について（年金減額訴訟：平成29（行ウ）第50 矢作靖 年金局事業管理課
lまか16件）

名古崖法務島長 年金蝿長

行政訴訟事件の訴訟代理権の指定代理人の指
さいたま法務関長他13法務局 j草生労働省

H30.3.12 年発0312第3号 定について（年金減額訴訟：平成29（行ウ）第50 矢作靖 年金崩事業管理課
1まか16件）

長 年金関長

H30.3.12 年発0312第4号 圏有財産の所皆換（受）について 安達潔
年金属事業企由課

j草生労融大臣 年金ffi!i長
会計室

H30.3.12 年発0312第5号 国有財産の所管換（受）について 安達潔
年金崩事業企画課

厚生労働大臣 年金晶長
会計室

H30.3.12 年発0312第6号 国有財産の所管換（渡）について 望号達潔
年金馬事業企画課

厚生労働大臣 年金蝿長
会計室

H30.3.13 年発0313第1号 ネ土金保障審議会臨時委員の発令について －；：頼量光
年金高総務課醤

大鹿官麗人事課長 年金蝿畏
賭年金数理宮室

平成29年度圏民年金基金等給付費負担金の変
年金馬企業年金団 支出負担行

H30.3.14 年発0314第1号
E車交付決定について

内海亮 個人年金諜酉毘 宮署支出宮大臣官麗会計課長 為担当官年
年金基金需 金馬長



年金覆立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を

H30.3.15 年発0315第1号
改正する政令及び年金積立金管理運用独立行政法人 t也曳暁瑛

年金局賞金運用課 年金積立金管理運用独立行政 厚生労働省
の業務運曹、樹務及び会計並びに人事管理に関する 企画調査保 法人理事長 年金蝿長
省令の一部を故正する省令の公布について

H30.3.15 年発0315第2号
社会保障審議会臨時委員発令について（内申）

田口幸輝
年金昂総務課耳石

大臣官麗人事課長 年金蝿長
（年金部会） 務部

H30.3圃 15年発0315第3号 国有財産の所管換の協議について（囲答） 安達潔
年金島事業企画課

中圏財務局松江財務事務所長 年金関長
会計室

H30.3.16 年発03Hl第1号 平成30年秋の叙勲候補者の推薦について 金沢真希子 年金馬総務課 大臣官薦人事課長 年金関長

国民生活基礎調査に保る調査票晴報の利用後の
年金昂企業年金園

政策統括官（統計局構報政策担
H30.3.16 年発0316第2号

処置報告について
上祐英樹 個人年金課基金数

当）
年金島長

E皇室数理指導保

H30.3園 16年発0316第3号 国有財産の所管換について（協議） 安達潔
年金崩事業企田課

中国関才務崩呉出張所長 年金属長
会計霊

H30.3.16 年発0316第4号 固有財産の所管換について（協議） 安達潔
年金局事業企画課

中国財務局松江期務事務所長 年金騎長
金言十室

ト130.3.16年発03"16第6号
社会保障審議会臨時委員の任命に罷る最諾依頼

吉川公一
年金蝿企業年金閣

和田貴一 年金蝿長
について（企業年金部会） 個人年金課掠務保

H30.3.16 年発0316第7号
平成30年4月1自における号樺の調整について

福市純
年金昂総務課人

大臣官麗人事課長 年金関長
（内申） 事｛系

H30.3.16 年発0316第8号
支出済額集計表の提出について（平成29年産平

中村昌茂
年金高事業企画課

総措部開長（年金馬長）
所管部島長

成30年2月分） 会計室出納｛系 （年金庫高長）



給与法附員I］第8項の規定により給与が減ぜ、られて支給

H30.3.16 年発0316第9号
されることがなくなること及び平成26年改正法附買I］第7

権市純
年金蝿総務課

大臣官爵人事課長 年金届長条の規定による俸給が支給されなくなることに伴う職員 事i系
に対する通知について（内申）

H30.3.19 年発0319第1号
徴収済額集計表の送付について（平成30年2月

大前裕喜
年金高事業企画課

総括部局長（年金属長）
所管部痛長

分） 会計室決算イ系 （年金関長）

H30.3.19 年発0319第2号 会計機関の霊任事務の変璽について（依頼） 間瀬毘恵梨奈
年金馬事業企画課 大置官爵会計課長、 j草生労働大

年金田長
会計室 臣

H30.3.19 年発0319第3号 会計機関の霊任事務の変重について（依頼） 間瀬毘恵梨棄
年金崩事業企画課 大臣官麗金百十課長、摩生労働大

年金局長
金言十室 臣

H30園3.20年発0320第1号
間畏生活基礎調査に罷る調査票構報の提供につ

久保裕英
年金閣総務課企 政策統括官（統計イ膏報政書室担

年金島長
いて（申出） 画｛系 当）

法令デー習の認証について0草生年金保験法施
年金蝿圏｜際年金課

H30.3.22 年発0322第1号 行規則等の一昔日を改正する省令（平成30年j草生 馬場則行 総務省行政管理窟長 年金島長
労輸省令第10号））

企画需

H30.3.22 年発0322第2号 身分範明書発行等申請について 五十嵐理悪
年金崩総務課管

大臣官麗人事課長 年金高長
E里係

H30.3.26 年発0326第1号 年金属における内部組織細則の故正について 福市純
年金閣総務課人

大臣官麗人事課長 年金属長
事｛系

H30.3.26 年発0326第2号 職員の人事異動について（内申） 福市純
年金居総務課人

大臣官麗人事課長 年金高長
事保

年金特男lj会計子ども園子育て支嬢勘定に対する支
年金高事業企闇課 所管部高長内閣！？守子ども園子 総措都島長

H30.3.26 年発0326第3号 払元受高富己分の通知について（平成30年度第1 Jj＼島裕司
四半期分）

会計室 育て本部審議官 年金属長



H30.3.26 年発0326第4号
平成30年春の叙勲受章者の内定に伴う調査に

金沢真希子 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長
ついて

e-lawsデータ（年金積立金管理運用独立行政法人の業
年金局資金運用課H30.3.27 年発0327第1号 務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 地曳暁瑛 総務省行政管理局長 年金局長

の一部を改正する省令平成30年4月1日施行分） 企画調査係

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民
年金局年金課企

H30.3.28 年発0328第2号 年金法等の一部を改正する法律のヶ部の施行に伴う 熊田裕太 日本年金機構理事長 年金局長
関係政令の整備に関する政令Jの公布について（通知） 画法令第二係

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民
，， 

H30.3.28 年発0328第3号 年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 熊田裕太
年金局年金課企

地方厚生（支）局長 年金局長
関係政令の整備に関する政令」の公布について（通知） 画法令第二係

H30.3.28 年発0328第4号
大阪薬業厚生年金基金の解散の認可について

関口弘忠
年金局企業年金・

大阪薬業厚生年金基金 年金局長
（通常解散） 個人年金課

H30.3.28 年発0328第6号
職員の政府間交渉参加に伴う外務事務官併任発

福市純
年金局総務課人

外務省欧州局長 年金局長
令の依頼について 事係

平成30年春の叙勲受章内定者の伝達式等への
H30.3.28 年発0328第7号 出欠について 金沢真希子 年金局総務課 大臣官房人事課長 年金局長

H30.3.28 年発0328第8号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H30.3.28 年発0328第9号 職員の休職について（内申） 福市純
年金局総務課人

大臣官房人事課長 年金局長
事係

H30.3.30 年発0330第1号
神奈川県電設厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘忠
年金局企業年金・

神奈川県電設厚生年金基金 年金局長
て（通常解散） 個人年金課



会計機関の定時検査及び交替検査に係る検査員 年金局事業企画課
年金局事業企画課会計室決算

厚生労働省
H30.3.30 年発0330第2号 須賀敬志郎 係長糟谷昌芳、年金局事業企

の発令について 会計室予算係
画課会計室出納係長中村昌茂

年金局長

会計機関の定時検査及び交替検査に係る検査員 年金局事業企画課
年金局事業企画課会計室決算

厚生労働省
H30.3.30 年発0330第3号

の発令について
須賀敬志郎

会計室予算係
係長糟谷昌芳、年金属事業企

年金局長
画課会計室出納係長中村昌茂

会計機関の定時検査及び交替検査に係る検査員 年金局事業企画諜
年金局事業企画課会計室決算

厚生労働省
H30.3.30 年発0330第4号 須賀敬志郎 係長糟谷昌芳、年金局事業企

の発令について 会計室予算係
画課会計室出納係長中村昌茂

年金局長

会計機関の定時検査及び交替検査に係る検査員 年金局事業企画課
年金局事業企画課会計室決算

厚生労働省
H30.3.30 年発0330第5号

の発令について
須賀敬志郎

会計室予算係 係長会糟計谷室昌出芳納、係年長金局事業企 年金局長
画課 中村昌茂

H30.3.30 年発0330第7号
中部電気工事業厚生年金基金の解散の認可等

吉田哲弘
年金局企業年金・

中部電気工事業厚生年金基金 年金局長
について 個人年金課

H30.3.31 年発0331第2号
全国電子情報技術産業厚生年金基金の解散の

関口弘忠
年金局企業年金・ 全国電子情報技術産業厚生年

年金局長
認可について（通常解散） 個人年金課 金基金

H30.3.31 年発0331第3号
屋外広告ディスプレイ厚生年金基金の解散の認

関口弘忠
年金局企業年金・ 屋外広告ディスプレイ厚生年金

年金局長
可について（通常解散） 個人年金課 基金

H30.3.31 年発0331第4号
サンヨー連合厚生年金基金の解散の認可につい

関口弘忠
年金局企業年金・

サンヨ一連合厚生年金基金 年金局長
て（通常解散） 個人年金課




