
施行日 文書番号 件名 起案者 起案担当課・係 施行先 施行者

H29.4.1 年管企発0401第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室主査
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長

H29.4.1 年管企発0401第2号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長

H29.4.1 年管企発0401第3号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長

H29.4.1 年管企発0401第4号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長

H29.4.1 年管企発0401第5号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志部
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室長補佐
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長

cc  
＼ 

H29.4.1 年管企発0401第6号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業企画課会計室主査
年金局事業企画

免について 会計軍予算係 課長

H29.4.1 年管企発0401第7号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課 年金局事業企画課システム室情報企 年金局事業企画

免について 会計室予算係 画専門官 課長

H29.4.1 年管企発0401第8号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課 年金局事業企画課システム室情報企 年金局事業企画

免について 会計室予算係 画専門官 課長

H29.4.1 年管企発0401第9号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業管理課長補佐
年金局事業企画

免について 会計室予算係 課長



H29.4.1 年管企発0401第10号
年金特別会計の会計機関の補助者の｛壬

2買賀敬車部
年金島事業企画課 政葉統括官情報システム管理室長捕 年金属事業企田

免について 会計室予算保 佐 課長

H29.4.1 年管企発0401第11号
年金特別会計の会計機関の補助者の佳

5買賀敬志郎
年金局事業企画課 政策統括官情報システム管理室長補 年金局事業企画

免について 会計室予算係 ｛生 課長

H29.4.1 年管企発0401第12号 年金特期金計の会計機関の補助者の任 2買賀敬志郎
年金昂事業企画課

年金眉事業企画課システム室主査
年金属事業企画

免について 会計室予算保 課長

H29.4.1 年管企発0401第13号 年金特別会計の会計機関の補助者の｛壬 5貫賀敬意郎
年金局事業企画課

年金居事業管理課厚生年金管理罷長
年金属事業企画

免について 会計霊予算保 課長

H29.4圃1年管企発0401第14号 年金特別会計の会計機関の補助者の任
須賀敬意郎

年金局事業企画課 大臣官房会計課管理室管理班管理係 年金閣事業企画
免について 会計室予算係 長 課長

H29.4.1 年管企発0401第15号
年金特別会計の金計機関の補助者の佳

須賀敬志郎
年金属事業企画課 大臣官麗金計課管理室管理盟警構罷 年金島事業企画

免について 会計室予算係 長 課長

H29.4.1 年管企発0401第16号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金島事業企画課 大旺官爵統計構報部情報システム課 年金局事業企画

免について 会計輩予算罷 f育報システム管理室管理第一保長 課長

H29.4.1 年管企発0401第17号
年金特別会計の金計機闘の補助者の住 2翼賀敬意郎

年金昂事業企画課 政築統括官構報システム管理室情報 年金崩事業企画
免について 会計室予算｛系 化基盤企画保長 課長

H29園4.1年管企発0401第18号
年金特別会計の金計機関の補崩者の桂

3真賀敬志郎
年金昂事業企画課 政策統括官構報システム管理霊構報 年金属事業企画

免について 会計室予算保 化基盤企画保長 課長

H29圃，u年管企発0401第19号
年金特別会計の会計機閣の補助者の任

調賀敬志郎
年金島事業企画課

年金局事業企画課システム室長補佐
年金属事業企画

免について 会計室予算保 謀長



H29.4.1 年曹企発0401第20号
年金特別会計の会計機関の補助者の住

讃賀敬意郎
年金高事業企菌課

年金聞事業企圏課システム室長補佐
年金昂事業企闇

免について 会計室予算犠 課長

H29.4.1 年管企発0401第21号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志部
年金昂事業企画課

年金昂事業企画課長補佐
年金賭事業企画

免について 会計室予算保 課長

H29.4.1 年管企発0401算22号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬意郎
年金馬事業企画課 政策統括官構報システム管理室長補 年金島事業企画

免について 会計室予算保 ｛左 課長

H29.4.1 年管企発0401第23号
年金特別会計の金百十機関の補助者の任 2真賀敬意郎

年金賭事業企画課 年金高事業企画課システム室橋報企 年金局事業企画
免について 会計室予算｛菜 画専門官 課長

H29.4.1 年管企発0401第24号
年金特別会計の会計機関の補助者の佳

須賀敬志郎
年金島事業企画課 年金崩事業企画課システム盤情報企 年金昂事業企画

免について 会計室予算｛系 画専門官 課長

H29.4.1 年管企発0401第25号
年金特別会計の会計機関の補盟主者の｛壬

須賀敬意郎
年金昂事業企画課

年金賭事業企画課システム室主査
年金晶事業企画

免について 会計室予算慌 課長

H29.4.1 年管企発0401第26号
年金特盟会計の会計機関の補助者の佳 2翼賀敬志郎

年金賭事業企画課 大臣宮麗会計課管理室管理理管理係 年金昂事業企画
免について 会計室予算保 長 課長

H29.4.1 年管企発0401第27号
年金特別会計の会計機関の補助者の任 2貫賀敬意部

年金馬事業企画課
大軍官扉会計課管理室管理班長

年金昂事業企画
免について 会計聾予算保 課長

H29.4.1 年管企発0401箪28号
年金特別会計の金計機関の捕助者の任

須賀敬志郎
年金高事業企画課 大亜官層統計槽報部構報システム課 年金局事業企画

免について 会計室予算｛系 構報システム管理室管理第一保長 課長

H29.4.1 年菅企発0401第29号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金昂事業企画課

年金局事業管理課長補佐
年金昂事業企画

免について 会計謹予算様 課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4.3 年管企発0403第1号
（平成29年度4月分年金特別会計盟民

Jj吋本 1-tt吾 年金昂総務課国 支出官 j享生労輸省大亜官爵会計課 厚生費輸省年金
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 毘年金目ヰ政f系 長 局事業企画課長
言十へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4.3 年管企発0403第2号
（平成29年度4月分年金特別会計国民

小林代曙
年金属総務課園 支出官厚生首働省大臣官扉会計課 厚生労樹省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 畏年金期政｛系 長 居事業企画課長
計へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4.3 年管企発0403第3号
（平成29年震4月分年金特別会計国民

小林代曙
年金局総務課園 支出官厚生封働省大臣官麗会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 民年金財政保 長 昂事業企画課長
言十へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4圃3年管企発0403第4号
（平成29年度4月分年金特別会計摩生

中村和弘
年金属総務課厚 支出官厚生労働省大臣官爵会計諜 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 生年金保障財政保 長 局事業企画課長
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4園3年管企発0403第5号
（平成29年度4月分年金特別会計摩生

中村和弘
年金局総務課厚 支出官厚生労働省大臣官麗金計課 厚生勢輸省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 生年金保険財政保 長 属事業企画課長
計へ繰入）

労｛動｛呆験特別会計労災勘定から年金特
年金居総務課厚 官署支出官厚生封働省労働基準畠 摩生首働省年金

H29.4.3 年管企発0403第6号 別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 中村和弘
生年金保険財政保 長 馬車業企画課長

について（平成29年度4月分）

「年金委員功労者厚生封働大臣表彰実施
年金昂事業企画課

地方j享生島年金調整課長、地方厚生
ト129.4.3年管企発0403第7号

細則」の一部改正について
野口謙治 構報公開園社労士

（支）局年金管理課長
事業企画課長

｛系

「年金委員功若者車生労｛動大臣表彰実施
年金属事業企画課

日本年金機構事業推進部門（統括担
H29.4.3 年管企発0403第8号 野田栄治 1警報公開・社労士 事業企画課長

組員ilJの一部改正について
｛系

当）担当理事

H29.4.3 年管企発0403第9号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

調賀敬意郎
年金島事業企画課

年金高事業管理課長補住
年金昂事業企画

免について 会計室予算f系 課長

H29.4圃3年管企発0403第10号
年金特別会計の会計機関の補助者の｛壬

須賀敬志郎
年金局事業企画課 年金局事業管理課給付事業室年金給 年金属事業企画

免について 会計室予算係 ｛寸館長 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

H29.4.3 年管企発0403第12号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 人事院事務総局会計課長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第13号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 総務省大臣官房会計課長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第14号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 総務省大臣官房会計課長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第15号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 総務省大臣官房会計課長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第16号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 財務省大臣官房会計課長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画諜

H29.4.3 年管企発0403第17号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 北海道財務局総務部長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第18号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 東北財務局総務部長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第19号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎
会計室予算係

関東財務局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

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

H29.4.3 年管企発0403第20号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎
会計室予算係

東海財務局総務部長 事業企画課長
長ほか22件）

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

H29.4.3 年管企発0403第21号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎
会計室予算係

近畿財務局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）



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

H29.4.3 年管企発0403第22号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 中国財務局総務部長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第23号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 四国財務局総務部長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第24号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎
会計室予算係

福岡財務支局財務主幹 事業企画課長
長ほか22件）

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

H29.4.3 年管企発0403第25号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 札幌国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第26号 の送付について（人事焼事務総局会計課 須賀敬志郎 関東信越国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29開4.3年管企発0403第27号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 東京国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第28号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 名古屋国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業算企画課H29.4.3 年管企発0403第29号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 大阪国政局総務部次長 事業企画課長

長ほか22件）
会計室予係

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

H29.4.3 年管企発0403第30号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎 高松国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）

会計室予算係

支出委任に関する支払元受高転換通知
年金局事業企画課

H29.4.3 年管企発0403第31号 の送付について（人事院事務総局会計課 須賀敬志郎
会計室予算係

福岡国税局総務部次長 事業企画課長
長ほか22件）



支出雲｛壬に関する支払元受高転換通知 I I e 

H制31年管鎖倒崎32号 I~言t~1~~＼＇て（人事院事務総高会計課｜鰭敬志郎｜芸：：李養護画課｜関東財務局総務部次長 事業企画課長

支出委任に関する支払元受高転換通知 I I 

H29.4.3I年管企発附第崎｜の送付について（人事院事務総局会計課｜讃賀敬志郎 1：：：季語画課｜東京国税昂総務部次長
長ほか22件） I I 

事業企画課長

支出委イ壬に関する支払元受高転換通知 I I 

間 4.31年菅企発叫03第34号｜の叶I「いて（人事院事務終局咋顎｜須賀敬志郎｜年金局事業企画課l*I済産業省大臣官薦会計課長
長注かふ咋） 出 玄関口 ｜ ｜会計室予算係 ' 

事業企画課長

H29.4.3I年管企発0403第35号 麗瀬純

H29.4.3I年管企発0403第36号 麗瀬純

年金局事業企画課
会計室契約保

年金局事業企画課
会計室契約保

厚生労働省年金
崩事業企画課長

厚生労働省年金
馬事業企画課長

l再委託の承認について（
H29.4.3I年管企発0403第37号｜品孟品議議議l 慶瀬純

年金蝿事業企画課
金百十室契約保

厚生労｛勤省年金
届事業企画課長

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.4.5I年管企発0405第1号
（平成29年度4月分年金特別品計国民 l j年金局総務課闇 i支出官軍生労輸省大臣官麗会計課 ｜厚生卦働省年金

京 ｜小林代擢 I I I 
年金勘定特別障害給付金給付費年金特｜ ｜民年金融政慌 ｜長 ｜賭事業企画課長
男IJ会計へ繰入）

平成29年度予算に係る日本年金機構運 I I I I 

営費交付金の交付について（平成29年度｜須賀敬士郎｜年金局事業企画課｜日本年金機構理事長 ｜年金蝿事業企画
I 仙 ｜会計室予算探 I 1課長年間交付決定及び4月分） I I I I 

H29.4.5I年管企発0405第2号

…年間脳05第3号 1：：室：：：：~~1号官官民讃翼問 1：諸君主：ifilj~，日本年金機樹事長
年間交付決定忍び、4月分） I I 

年金蝿事業企画
課長

H29胴4.51年管企発0405第4号
年金特別会計業務勘定から一般会計へ I I 

の繰入について（平成29年産第1閤半期 kl賀敬Z郎｜年金届事業企画課｜職業安定局雇用保険課長
！ 山 ！余計室予第保 ！ 

失業者退職手当特別会計負担金J I I 

年金馬事業企画
課長



H29.4.12 年管企発0412第1号
年金特別会計の会計機関の補助者のf壬

須賀敬志郎
年金崩事業企画課

政策統括官情報システム管理室長
年金局事業企画

命について 会計室予算保 課長

年金局事業企画課
年金局事業企画

H29.4.13 年管企発0413第1号 社会保険労務士の懲戒処分について 野口栄治 情報公開爾社労土 関東信越厚生闇年金調整課長
課長

｛菜

年金局事業企画課
年金局事業企画

H29.4.13 年管企発0413第2号 社会保険労務士の懲戒処分について 野口業治 構報公開掴社封土 日本年金機構事業企画部長
課長4系

「厚生労輸省が行う公共事業等からの暴
年金昂事業企画課 警宇見庁組織~［！，罪対策部犯罪対策第三 厚生勢働省年金

H29.4.18 年管企発0418第1号 力団排除の推進に関する合意書JIこ基づ 甲斐弘志
会計室 i果 届事業企画課長

く損金について（＇開）

年金特別会計髄醸勘定から業務勘定へ
年金崩事業企画課 年金届事業企画

H29.4.19 年管企発0419第1号 の繰入について（平成29年度第1四半期5 松本剛史
会計室

保険晶長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計子ども園子膏て支援勘定か
年金局事業企由課 年金崩事業企画

H29.4.19 年管企発0419第2号 ら業務勘定への繰入について（平成29年 松本開I］史
会計室

肉闇府子ども巴子育て本部審議官
課長

度第1囲半期5月分の業務取扱費）

一融会計から年金特別金計業務勘定へ
年金毘事業企画課 年金眉事業企画

H29.4.19 年管企発0419第3号 の繰入について（平成29年j支第1四半期5 松本間lj史
会計室

厚生労働省大臣官爵会計課長
課長

月分の業務取扱費）

H29.4.24 年管企発0424第1号
年金特別会計における会計機関（補助者）

調賀敬志郎
年金崩事業企田課

j草生首働事務官由中｛建一
年金属事業企画

の任免について 会計室予算保 課長

平成29年度年金特開会計業務勘定に罷
年金昂事業企画課 年金居事業企画

H29.4.24 年管企発0424第2号 る資金の配布額の肉示について（超過勤 金野購
会計室予算保

北海道厚生昂総務課長
課長

務手当）

平成29年産年金特別会計業務勘定に保
年金眉事業企画課 年金昂事業企画

ト129.4.24年管企発0424第3号 る資金O)!lj［！布額の肉示について（超過勤 金野曙
会計室予算係

東北厚生間鱈務課畏
課長

務手当）



平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第4号 る資金の配布額の内示について（超過勤 金野輝 関東信越厚生局総務課長
務手当）

会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第5号 る資金の配布額の内示について（超過勤 4 金野輝 東海北陸厚生局総務課長
務手当） 会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第6号 る資金の配布額の内示について（超過勤 金野輝 近畿厚生局総務課長
務手当）

会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第7号 る資金の配布額の内示について（超過勤 金野輝 中国四国厚生局総務課長
務手当）

会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第8号 る資金の配布額の内示について（超過勤 金野輝 四国厚生支局総務課長
務手当）

会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.24 年管企発0424第9号 る資金の配布額の内示について（超過勤 金野輝
会計室予算係

九州厚生局総務課長
課長

務手当）

H29.4.25 年管企発0425第1号
健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告に

阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

厚生労働大臣
物品管理官年金

ついて（平成29年1月分） 会計室 局事業企画課長

平成29年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.4.25 年管企発0425第4号 営費交付金の交付について（平成29年度 松本剛史
会計室

日本年金機構理事長
課長

5月分）

H29.4.25 年管企発0425第5号
健康保険印紙の不用決定について（平成

阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

日本郵便株式会社代表取締役社長
年金局事業企画

29年1月分） 会計室 課長

H29.4.26 年管企発0426第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課

年金局事業管理課長補佐他1名
年金局事業企画

命について 会計室予算係 課長



国有財産一般競争入札の実施結果等に
H29.4.28I年管企発0428第4号 ｜ついて（口産名北海道船員保険鍵麗福 ｜甲斐弘志

祉センター〉

固有財産ー椴競争入札の実施結果等に
H29.4.28I年管企発0428第5号 ｜ついて（口座名・北海道船員保険健康福 ！甲斐弘志

祉センター）

入札結果について（汎用申請・届出等省内
H29 4.281年管企発0428第6号 ｜処理システムに係る重改・運用保守業 ｜鹿瀬純

務）

支出委任に関する支払元受高転換通知
H29.5.2I年管企発0502第1号 ｜の送付について（関東地方整備局総務部｜松本間IJ史

長ほか2件）

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
H29.5.2I年管企発0502第2号 ！の送付について（関東地方整備局総務部｜松本剛史

長ほか2件）

支出委｛壬に関する支払元受高転換通知
H29.5.2I年管企発0502第3号 ｜の送付について（関東地方整備局総務部｜松本間lj史

長ほか2件）

H29.5.9 I年管企発0509第1号 醸鑓覇轟轟盤轟轟轟鱒聾選轟轟騨輔癌輔臨韓輯｜蹟：i頼純

ささ号事業企画課l株式会社グ口ーカ川ャパン
；；：；；晶 i三己

年金局事業企画課
会計室

年金局事業企画課
会計室契約係

空会雲事業企画課｜関東地方整備局総務部長
;z:;;:函！土記

きさ雲事業企画課i法務省大臣官房会計課長
:Z:S:.i'il三E

年金局事業企画課
ムニヰ宮 司 i国税庁長官官爵会計課長
:z:;;白l三E

年金局事業企画課
会計室契約係

厚生労働省年金
扇事業企画課長

厚生労働省年金
局事業企画課長

厚生労働省年金
局事業企画課長

事業企画課長

事業企画課長

事業企画課長

厚生労働省年金
局事業企画課長

I ロ ii建鹿保険印紙の不用決定について（平成 1 4年金属事業企画課｜ ｜年金局事業企画
H29.5.9J年管企発0509第2 I 1阿瀬毘恵梨到 ！日本郵寵株式会社代表取締役社長 ！ 

I 守 j29年2月分） ｜ 〆会計室 I i課長

H29.5.9I年管企発0509第3号
健鹿保険印紙の物品亡失E損傷等報告「 1 4年金局事業企画事
ついて（平成29年2月分） ｝｜阿瀬毘恵梨司会計室 ロ｜厚生労働大臣

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
H29.5.10I年管企発0510第1号 ｜る資金の配布額の追加内示について（近｜金野輝

畿厚生局外i件）

年金局事業企画課
｜近畿厚生昂総務課長

会計室予算慌

物品管理官年金
局事業企画課長

年金馬事業企画
課長



平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.5.10 年管企発0510第2号 る資金の配布額の追加内示について（近 金野輝 東海北陸厚生局総務課長
畿厚生局外1件）

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

H29.5.16 年管企発0516第1号
（平成29年度6月分年金特別会計厚生

白井友也
年金局総務課厚 支出官厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 生年金保険財政係 長 局事業企画課長
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.5.16 年管企発0516第2号
（平成29年度6月分年金特別会計厚生

白井友也
年金局総務課厚 支出官厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 生年金保険財政係 長 局事業企画課長
計へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定から年金特
年金局総務課厚 官署支出官厚生労働省労働基準局 厚生労働省年金

H29.5.16 年管企発0516第3号 別会計厚生年金勘定への資金の受入れ 白井友也
について（平成29年度6F.I分）

生年金保険財政係 長 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

H29.5.16 年管企発0516第4号
（平成29年度6月分年金特別会計国民

小林代幅
年金局総務課国 支出官厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 民年金財政係 長 局事業企画課長
計へ繰入）
年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.5.16 年管企発0516第5号
（平成29年度6月分年金特別会計国民

小林代悟
年金局総務課国 支出官厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省年金

年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 民年金財政係 長 局事業企画課長
計へ繰入）

平成29年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.5.26 年管企発0526第1号 営費交付金の交付について（平成29年度 松本剛史
会計室

日本年金機構理事長
課長

6月分）

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 年金局事業企画

H29.5.26 年管企発0526第2号 の繰入について（平成29年度第1四半期6 松本間I）史
会計室、

厚生労働省大臣官房会計課長
課長

月分の業務取扱費）

年金特別会計健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

H29.5.26 年管企発0526第3号 の繰入について（平成29年度第1四半期6 松本剛史 保険局長
月分の業務取扱費）

会計室 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 年金局事業企画

H29.5.26 年管企発0526第4号 ら業務勘定への繰入について（平成29年 松本剛史 内閣府子ども・子育て本部審議官
度第1四半期6月分の業務取扱費）

会計室 課長



年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.6.5 年管企発0605第1号
（平成29年度6月分年金特別会計国民

白井友也
年金局総務課国 支出官 厚生労働省年金

年金勘定特別障害給付金給付費年金特 畏年金財政係 厚生労働省大臣官房会計課長 局事業企画課長
別会計へ繰入）

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.6.19 年管企発0619第2号 る資金の配布額の追加内示について（北 金野輝 北海道厚生局総務課長
海道厚生局外1件）

会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.6.19 年管企発0619第3号 る資金の配布額の追加内示について（北 金野輝 東海北陸厚生局総務課長
海道厚生局外1件）

会計室予算係 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 年金局事業企画

H29.6.21 年管企発0621第1号 の繰入について（平成29年度第2四半期7 松本剛史 支出官厚生労働省大臣官房会計課長
月分の業務取扱費）

会計室 課長

年金特別会計健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

H29.6.21 年管企発0621第2号 の繰入について（平成29年度第2四半期7 松本剛史 保険局長
月分の業務取扱費）

会計室 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 官署支出宮内閣府子ども・子育て本部 年金局事業企画

H29.6.21 年管企発0621第3号 ら業務勘定への繰入について（平成29年 松本剛史
会計室 審議官 課長

度第2四半期7月分の業務取扱費）

H29.6.22 年管企発0622第1号
健康保険印紙の不用決定について（平成

阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

日本郵便株式会社代表取締役社長
年金局事業企画

29年3月分） 会計室 課長

H29.6.22 年管企発0622第2号
健康保険印紙の物品亡失・損傷等報告に

阿瀬見恵梨奈
年金局事業企画課

厚生労働大臣
物品管理官年金

ついて（平成29年3月分） 会計室 局事業企画課長

年金委員功労者厚生労働大臣表彰実施
年金局事業企画課

要領の一部改正及び平成29年度における 地方厚生局年金調整課長、地方厚生 厚生労働省年金
H29.6.23 年管企発0623第1号

年金委員功労者厚生労働大臣表彰の実
野口栄治 情報公開・社労士

（支）局年金管理課長 局事業企画課長
施について

係

年金委員功労者厚生労働大臣表彰実施
年金局事業企画課

要領の一部改正及び平成29年度における 日本年金機構事業推進部門（統括担 厚生労働省年金
H29.6.23 年管企発0623第2号

年金委員功労者厚生労働大臣表彰の実
野口栄治 情報公開・社労士

当）担当理事 局事業企画課長
施について

係



H29.6.23 年管企発0623第3号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課 年金局事業管理課国民年金適用収納 年金局事業企画

命について 会計室予算係 専門官 課長
一／＼

H29.6.28 年管企発0628第1号 職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵
年金局事業企画課

申請者
年金局事業企画

庶務係 課長

平成29年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.6.28 年管企発0628第2号 営費交付金の交付について（平成29年度 松本剛史 日本年金機構理事長
7月分）

会計室 課長

H29.7.1 年管企発0701第1号
年金特別会計の会計機関の補助者の任

須賀敬志郎
年金局事業企画課 年金局事業管理課調査室統計調査係 年金局事業企画

免について 会計室予算係 長他1名 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

H29.7.4 年管企発0704第12号 の送付について（財務省大臣官房会計課 松本岡IJ史 財務省大臣官房会計課長 事業企画課長
長ほか4件）

会計室

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

H29.7.4 年管企発0704第13号 の送付について（財務省大臣官房会計課 松本剛史 関東財務局総務部次長 事業企画課長
長ほか4件）

会計室

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

H29.7.4 年管企発0704第14号 の送付について（財務省大臣官房会計課 松本剛史
会計室

人事院事務総局会計課長 事業企画課長
長ほか4件）

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

H29.7.4 年管企発0704第15号 の送付について（財務省大臣官房会計課 松本剛史 東京国税局総務部次長 事業企画課長

長ほか4件）
会計室

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

H29.7.4 年管企発0704第16号 の送付について（財務省大臣官房会計課 松本剛史 福岡国税局総務部次長 事業企画課長

長ほか4件）
会計室

H29.7.11 年管企発0711第1号 人事異動に伴う取引関係通知について 須賀敬志郎
年金局事業企画課

日本銀行本店
厚生労働省年金

会計室予算係 局事業企画課長



人事異動に伴う宮署支出官の異動等の通l i年金局事業企画課｜センター支出官財務省会計センター ｜宮署支出官年金
H29.7.11I年管企発0711第2号 ｜知について ｜讃賀敬志郎｜会計室予算保 ｜会計管理部長 ｜局事業企画課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
H29.7.l81年管企発0718第1号 ｜る資金の配布額の追加内示について（東｜金野輝 年金局事業企画課｜東北厚生局総務課長

会計室予算保

年金局事業企画
課長

北厚生局）

H29.7.18I年管企発0718第2号
年金特別会計の会計機関の補助者の任 i l年金巳事業企画課！大毘官爵会計課監査指導室決算第一｜年金局事業企画

｜須賀敬志郎｜ムご｛ I I 
命について I bAt盆予算保 ｜係長 ｜課長

H29.7.20I年管企発0720第1号

年金特別会計への資金の繰入れについて
（（平成29年度8月分年金特別会計厚生年金
勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰 ｜白井友也
入・職務よ年金給付費年金特別会計へ繰入）

年金昂総務課

年金特別会計への資金の繰入れについて

間 7.20l1J::管企発072問｜出品払：i： 龍 馬 金 ｜ 白 井 友 也 i年金局総務課

入・職務上年金給付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

間 7.201年管企発問料品諮品官金器輸芸誌金｜臼井友也 ｜年金局総務課

入ω職務上年金給付費年金特別会計へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定から年金特
H29.7.20I年管企発0720第4号 ｜月JJ会計厚生年金勘定への資金の受入れ｜臼井友也 ｜年金高総務課

H29.7.20I年管企発0720第5号

ト129.7.21I年管企発0721第1号

H29.7.21 I年管企発0721議2号

について（平成29年度8月分）

麗j頼純

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成29年度8月分年金特別会計国民

ム｜小林代J揺
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別：，：；：
計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて
（平成29年度8月分年金特別会計国民
l年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会｜小林代悟

計へ糧入）

年金局事業企画課
会計室契約係

年金局総務課

年金高総務課

支出官厚生労働省大臣官扉会計課 ｜厚生労働省年金
長 l崩事業企画課長

支出宮厚生労働省大臣官爵会計課 ｜厚生労協省年金
長 l局事業企画課長

支出宮厚生労働省大臣官爵会計課 ｜厚生労働省年金
長 i局事業企画課長

官署支出宮厚生労働省労働基準高 ｜厚生労働省年金

長 i局事業企画課長

厚生労働省年金
局事業企画課長

支出官厚生芳働省大臣官房会計課 ｜厚生労働省年金
長 ｜局事業企画課長

支出宮厚生労働省大臣官罵会計課 II享生労働省年金
長 ｜局事業；企画課長



厚生卦働省年金
高事業企画課長

j草生活’働省大臣官房会計課支出官
長

年金特別会計への資金の繰入れについて

（平成29年度8月分年金特別会計園児i小林代悟
年金勘定基礎年金拠出金等年金特J:jlJ;z:,;;
E十へ繰入）

年金島総務課H2自7.21I年管企発0721第3号

年金属事業企画
課長

年金局事業企画課IJ享生労働省大臣官麗会計課長
会計室

一般会計から年金特別会計業務勘定へ
の繰入について（平成29年度第2四半期8
月分の業務取扱費）

松本岡I］史H29.7.21 I年管企発0721第4号

圏企業事局金
長

年
課長局験旦

Am

閉
木画企業事局

室
金
計

年
会

年金特別会計｛建鹿勘定から業務勘定へ
の繰入について（平成田年度第2四半期8
月分の業務取扱費）

松本剛史H29.7.21 I年管企発012・1第5号

画企業事蝿金
長

年
課

主主雲事業企画課｜内閣府子ども子育て本部審議官
:z:;;；；日主

年金特別会計子ども聞子育て支援勘定か
ら業務勘定への繰入について（平成29年
度第2四半期8月分の業務取扱費）

松本剛史H29.7.21 I年管企発0721第6号

画企業事崩金
長

年
課

年金局事業企画課！日本郵趣株式会社代表取締役社長
会計室

｛建康保険印紙の不用決定について（平成
29年4月分）

F可；顎毘悪梨
z,;: 
月ミ

H29.7.25I年管企発0725第1号

年金昂事業企臨
課長

年金崩事業企画課！日本年金機構理事長
会計室

平成29年度予算に係る日本年金機構運
嘗費交付金の交付について（平成29年度
8月分）

松本間I］史H29.7.26I年管企発0726第1号

年金属事業企画
課長

年金昂事業企画課｜保｜境局総務課長
会計室

年金特別会計纏鹿勘定への繰入について
（平成29年度第1四半期独立行政法人福
祉医療機構納付金等相当財瀬健康勘定｜松本間lj史

へ繰入）

再委託の承認について（
厚生曽働省年金
局事業企画課長

厚生費働省年金
局事業企画課長

厚生労｛動省年金
崩事業企繭課長

年金崩事業企画課
会計室契約保

年金局事業企画課
会計室契約係

年金島事業企画課
会計室契約i系

ト129.7.261年管企発0726第2号

H29.7.26I年管企発0726第3号

H29.7.27I年管企発0727第1号

トi四.7.271年管企発0727第2号



H29.7.28I年管企発0728第1号 居室瀬純 年金高事業企画課｜
会計室契約係

｜摩生卦働省年金
局事業企画課長

｜支出黍｛壬に関する支払元受高転融通知
H29.8.1 I年管企発0801第1号 の送付について（四国財務昂総務部長） 松本間IJ史 年金高事業企画課｜田園財務昂総務部長

会計室
｜事業企画課長

年金特別会計への資金の繰λれについて
｜（平成時度8月分年金特別会計国畏｜

H29.8.3I年嘗企発0803第1号 年金勘定特別障害給付金給付費年金特 臼井友也 ｜年金高総務課 庫生卦働省大臣官属会計課長 属事業企画課長
男lj会計へ繰入）

H29.8.15I年管企発0815第1号 ｜職員の海外渡航申請の承認について 大久保一恵
庶務協 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に保
年金昂事業企画調ロ木｜｜四国軍生支局総務課長 ｜年金属事業企画H29.8.21 I年管企発0821第1号出資金の醍布額の追加内示について（四 金野輝

国厚生支島）
会計霊予算保 課長

一融会計から年金特別会計業務勘定へ
｜年金局事業企画課｜厚生労i動省大臣官房会計課長 ｜年金昂事業企画

H29.8.21 If!::管餓0同 2号 ｜の繰入について（平成29年度第2四半期9I松本剛史
月分の業務取扱費） 会計室 課長

年金特別会計健藤勘定から業務勘定へ
｜年金崩事業企画課｜保障高長 ｜年金崩事業企画山日管企発0国 3号 lの繰入について（平成29年度第2四半期9I松本剛史

月分の業務取扱費）
会計室 課長

年金特別会計子ども子育て支譲勘定か｜
｜年金昂事業企画課｜内閣府子ども子育て本部審議官 ｜年金属事業企画

H29.8.21 I年管企発0821第4号｜ら業務勘定への繰入について（平成29年 松本剛史
課長

度第2囲半期9月分の業務取扱費）
会計室

年金特別会計健麗勘定への繰入について

H29.8.21 I年管企発O時 7号 I ＜平成29年度第2四半期独立行政法人福｜松本剛史
祉医療機構納付金等相当財瀬｛建康勘定

｜年金崩事業企画課ロ｜保険昂総務課長
会計室

l年金高事業企画
課長

へ繰入）
年金特別会計健麗勘定ヘ（！）繰入について

H29.8.21 I年管企発問第8号 I＜平成29年度第2四半期独立行政法人福｜松村lj史
祉臨擦機構納付金等相当財源曜騒勘定

｜年金崩事業企画課｜保験島総務課長
金計霊

｜年金品事業企画
課長

へ繰入）



ト129.8.221年管企発0822第1号 i健康保険印紙の物品亡失園損傷等報告に 阿瀬見恵梨 年金昂事業企画課
厚生骨髄大臣

物品管理官年金
ついて（平成田年5月分） 1河3丈' 会計室 昂事業企画課長

ト129.8.221年管企発0822第』つ号 ｜健29鹿年保5月険分印）紙の不用決定について（平成 阿瀬毘恵梨 年金崩事業企画課
日本郵｛車株式会社代表取締役社長

年金崩事業企画

'ff ミ 会計室 課長

H29.8.23I年管企発0823第1号
年金扇事業企画課 厚生労働省年金
会計室契約｛系 昂事業企画課長

平成29年度予算に係る臼本年金機構運
年金昂事業企画課 年金昂事業企画

ト129.8.281年管企発0828第1号 ｜歯費交付金の交付について（平成29年度 松本凋IJ史
会計室

日本年金機構理事長
課長

9月分）

H29.8.30I年管企発0830第1号 麗瀬純
年金崩事業企画課 厚生卦働省年金
会計室契約係 属事業企画課長

年金馬事業企画課 j草生卦働省年金
H29.8.30I年管企発0830第2号 麿j頼純

会計室契約保 局事業企画課長

平成29年度年金特別金計業務勘定に保
年金高事業企画課11北海道厚生局総務課長 ｜年金属事業企画H29.9.11 I年管企発0911第1号 ｜る資金の配布額の追加肉示について（年 金野輝

金記録の訂正手続き：下半期分）
会計室予算｛系 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に様
｜年金崩事業企画課｜東北厚生届総務課長 ｜年金高事業企画H29.9.11 I年管企発的11第2号 ｜る資金の配布額の追加内示について（年｜金野輝

金記錬の訂正手続き・下半期分）
会計室予算｛系 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に罷｜
｜年金園事業企画課｜関東信越車生局総務課長 ｜年金届事業企画H29.9.11 I年管企発0911第3号｜る資金の配布額の追加内示について（年 金野輝

金記銀の訂正手続き町下半期分）
会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係｜
｜年金属事業企画曹｜東海北陸厚生属総務課長 ｜年金高事業企画

H29.9.11 i年管企発0911第4号｜る資金の配布額の追加内示について（年金野轄
金記録の訂正手続き：下半期分）

金制霊予算i系 課長



平成29年度年金特別会計業務勘定に係
｜年金局事業企画課｜近畿厚生局総務課長 ｜年金局事業企画H29.9.11 I年管企発0時 5号 ｜る資金の配布額の追加内示について（年｜金野輝

金記録の訂正手続き：下半期分）
会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
｜年金局事業企画課｜中国四国厚生局総務課長H29.9.11 I年管企発0ゆ 6号 ｜る資金の配布額の追加内示について（年｜金野輝

金記録の訂正手続き：下半期分） 会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
｜年金局事業企画課｜四国厚生支局総務課長 ｜年金局事業企画H29.9.11 I年管企発0時 7号 iる資金の配布額の追加内示について（年｜金野輝

金記録の訂正手続き：下半期分）
会計室予算係 課長

平成29年度年金特別会計業務勘定に係
年金局事業企画課 年金局事業企画

H29.9.11 I年管企発0911第8号｜る資金の配布額の追加内示について（年金野輝 九州厚生局総務課長
金記録の訂正手続き：下半期分）

会計室予算係 課長

raI藍 事 跡,J'Jfl調 同 副 岨Ct

厚生労働省年金l:l~llll:JJ~II年管企発00［：］~ 】第9号 一一一一一一一ー一一一…ー一一四 慶瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係 局事業企画課長

H29.9.11 I年管企発0911第10号 『 ← ｛一一ー一 品四 ｛ ｜慶瀬純
｜年金局事業企画諜 厚生労働省年金
会計室契約係 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

H29.9.14叫｜年管企発蜘091叫4働号 I（平成29年度10月分年金特別会計画民｜小林代悟
年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 ｜年金局総務課

｜支出官厚生労蛸大臣官房会計課｜厚生労働省年金 l
長 局事業企画課長

、、ヘ－ -l 

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峨 10月分年金特別会計国民｜
H29.9.141年管企発0914第2号 年金勘定基礎年金拠出金等年金特別会 小林代悟 ｜年金局総務課

｜支出官厚生労働省大臣官房会計課 ｜厚生労働省年金
長 局事業企画課長

計へ繰入）

年金特別会計への資金の繰入れについて

H29.9.15I年管企発O明 1号 ！（（平成29年度10月分年金特別会計厚生年｜白井友也 ｜年金局総務課
｜支出官厚生労働省大臣官房会計課 ｜厚生労働省年金

金勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰 長 局事業企画課長
入・職務上年金給付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

H29.9.15I年管企発0崎 2号 ｜（（平成29年度10月分年金特別会計厚生年｜白井友也
金勘定）基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰
入・職務上年金給付費年金特別会計へ繰入）

｜年金局総務課
｜支出官厚生労働省大臣官房会計課 ｜厚生労働省年金
長 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

間9.9.151年間即時 l錦謀説ら：：：：！閣＝~~お！白井友也 ｜年金局総務課
支出官厚生労働省大臣官房会計課 ｜厚生労働省年金
長 ｜局事業企画課長

入・職務上年金給付費年金特別会計へ繰入）

労働保険特別会計労災勘定かち年金特
H29.9.15I年管企発0915第4号 l別会計厚生年金勘定への資金の受入れ｜白井友也 ｜年金局総務課

について（平成29年度10月分）

官署支出官厚生労働省労働基準局 ｜厚生労働省年金
長 i局事業企画課長

H29.9.19I年管企発0919第1号 鹿瀬純
年金局事業企画課
会計室契約係

一般会計から年金特別会計業務勘定へ I I 

山 221年管企発0峨 1号｜の繰入について（平成29年度第3四半期 ｜松本剛史 ，：：：事業企画課｜厚生労働省大臣官房会計課長
10月分の業務取扱費） I I 

年金特別会計健康勘定から業務勘定へ I I 

H29.9.22I年管企発0922第2号｜の繰入ドついて（平成29年度第3四半期 ｜松本剛史 ｜年金局事業企画課｜保険局長
10月分品業務取扱費） ｜ ｜会計室

年金特別会計子ども・子育て支援勘定か l I 

H29.9.221年管企発0922第3号 ｜ら業務勘定への繰入について（平成29年｜松本剛史 ｜年金局事業企画課｜肉闇府子ども・子育て本部審議官
I ｜会計室度第3四半期10月分の業務取扱費） I I 

H29.9.岬管企発問第4号 l号待~：：90:：~t·損傷等報告に｜雲瀬見恵梨 1：：：事業企画課l厚生労働大臣

H29.9.221年管企発0922第5号 ｜健29康年保6月険分印）紙の不用決定について（平成 阿瀬見恵梨 年金局事業企画課 日本郵便株式会社代表取締役社長
d河s電ミ 会計室

平成29年度予算に係る日本年金機構運
年金局事業企画課

H29.9.26I年管企発0926第1号 ｜嘗費交付金の交付について（平成29年度 松本剛史 日本年金機構理事長
10月分） 会計室

H29.9.26I年管企発0926第2号 鹿瀬純
年金局事業企画課

．会計室契約係

厚生労働省年金
局事業企画課長

年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長

物品管理官年金
局事業企画課長

年金局事業企画
課長

年金局事業企画
課長

厚生労働省年金
局事業企画課長


