
 

 

年金記録に係る苦情のあっせん等について 

 

平成２１年３月１１日 

  

 

総務大臣は、年金記録確認第三者委員会の判断を踏まえ、３月１０日

に、社会保険庁長官に対し、次のとおり年金記録に係る苦情のあっせん

及び年金記録の訂正は必要でないとする通知を実施しました。 

 

 

 

 
【連絡先】 

 総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室 

 総括・地方委担当 

国民年金・脱退手当金部会担当 

厚生年金部会担当 

： 

： 

： 

首席主任調査員 

主 任 調 査 員 

主 任 調 査 員 

明 渡 将 

杉 山 徳 明 

向 山 輝 人 

（各地方委員会の事案に関する連絡先については、別紙） 

ＴＥＬ：03-3815-3127 

  ＦＡＸ：03-3815-3190 

   インターネット：https://www.soumu.go.jp/menu_03/hyoukakyoku/message/i-hyouka-form.html 



 

 

１．今回のあっせん等の概要 

 

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 

７３８件 

 

○ 中央第三者委員会              ３１５件 

・ 厚生年金関係               ３１５件 

○ 地方第三者委員会              ４２３件 

・ 国民年金関係               ２７０件 

・ 厚生年金関係               １５３件 

 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 

７７５件 

 

○ 中央第三者委員会               ３６件 

・ 厚生年金関係                ３６件 

○ 地方第三者委員会              ７３９件 

・ 国民年金関係               ３５９件 

・ 厚生年金関係               ３８０件 

 

 



２．年金記録に係る苦情のあっせん等の累計 

社会保険庁から第三者委員会へ事案が転送されたもの 

７９，５９９件…①   

（中央： １，９５５件）   

（地方：７７，６４４件）   

  

年金記録の確認について結論を得たもの 

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計   ５６，３４６件…② 

 

処理の進捗状況（②／①）              ７１％ 

 

 

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計（５６，３４６･･･②）の内訳 

 

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを決定したもの 

２１，５１９件 

 

 ○ 中央第三者委員会           ２，０２８件 

・ 国民年金関係              １７４件 

・ 厚生年金関係            １，８５４件 

   ○ 地方第三者委員会          １９，４９１件 

・ 国民年金関係           １２，８２９件 

・ 厚生年金関係            ６，６６２件 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 

３２，３３５件 

 

 ○ 中央第三者委員会             ３４９件 

・ 国民年金関係               ８６件 

・ 厚生年金関係              ２６３件 

   ○ 地方第三者委員会          ３１，９８６件 

・ 国民年金関係           １８，３９２件 

・ 厚生年金関係           １３，５９４件 



 

（３）申立人から取下げがなされたもの等 

２，４９２件 

 

（参考１）全体の処理状況等（累計） 

第三者委員会で結論を得たもの        ５６，３４６件…② 

 

社会保険庁段階での処理件数          ２，０１６件…③ 

  うち、職権訂正                ４９８件 

 

受付件数                  ９４，３６１件…④ 

 

全体としての処理状況（(②＋③)／④）        ６２％ 

 

（参考２）平成１９年度受付事案の処理状況 

第三者委員会における要処理件数（※）    ４９，２１４件…① 

 

年金記録の確認について第三者委員会において結論を得たもの 

（あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計）  ４８，４３５件…② 

 

第三者委員会における処理の進捗状況（②／①）    ９８％ 

 

残処理件数（①－②）               ７７９件 

 

※ 平成１９年度受付件数（５０，７５２件）から、社会保険庁 

段階での処理件数（１，５３８件）を除いたもの 

 

（参考３）平成１９年度受付事案の処理が終了した委員会 

釧路、岩手、秋田、山形、福島、山梨、富山、石川、福井、滋賀、 

広島、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、高知、佐賀、熊本、大分、 

宮崎、鹿児島、沖縄各委員会（２３委員会） 

 



別紙 

 

委員会 あっせん案等の件数 説明資料（別添） 連絡先 

北海道 あっせん９件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係３件） 

訂正不要２２件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係１６件） 

北海道国民年金 

事案 901～912 

北海道厚生年金 

事案 776～794 

 

北海道地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 鈴木 賢二 

電話：011-709-9000 

函館 あっせん２件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要３件 

（国民年金関係３件） 

函館国民年金 

事案 147～150 

函館厚生年金 

事案 68 

 

函館地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 稲川 吉一 

電話：0138-23-1060 

旭川 あっせん５件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係４件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係４件） 

（厚生年金関係４件） 

旭川国民年金 

事案 314～318 

旭川厚生年金 

事案 156～163 

 

旭川地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 後藤 敏克 

電話：0166-22-2710 

釧路 

 

 

 

訂正不要５件 

（国民年金関係５件） 

 

釧路国民年金 

事案 201～205 

 

釧路地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 原 敬仁 

電話：0154-23-3678 

宮城 

 

 

 

あっせん５件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係４件） 

訂正不要１５件 

（国民年金関係９件） 

（厚生年金関係６件） 

宮城国民年金 

事案 740～749 

宮城厚生年金 

事案 532～541 

 

宮城地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 森田 正樹 

電話：022-298-6371 

青森 

 

 

 

あっせん１件 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要１３件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係６件） 

青森国民年金 

事案 320～326 

青森厚生年金 

事案 156～162 

 

青森地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 工藤 尚彦 

電話：017-721-3920 

岩手 

 

 

 

あっせん４件 

（国民年金関係４件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係５件） 

（厚生年金関係１件） 

岩手国民年金 

事案 391～399 

岩手厚生年金 

事案 258 

 

岩手地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 小沼 孝則 

電話：019-606-2400 

秋田 あっせん１件 

（国民年金関係１件） 

訂正不要１８件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係１１件） 

秋田国民年金 

事案 464～471 

秋田厚生年金 

事案 294～304 

 

秋田地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 佐藤 司 

電話：018-896-1101 



 
山形 あっせん２件 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要２件 

（厚生年金関係２件） 

山形厚生年金 

事案 154～157 

 

山形地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 大塚 喜平 

電話：023-625-0400 

福島 あっせん３件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１３件 

（国民年金関係５件） 

（厚生年金関係８件） 

福島国民年金 

事案 483～488 

福島厚生年金 

事案 350～359 

 

福島地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 井坂 利記 

電話：024-526-2888 

埼玉 

 

 

 

あっせん２３件 

（国民年金関係１６件） 

（厚生年金関係７件） 

訂正不要２７件 

（国民年金関係１５件） 

（厚生年金関係１２件） 

埼玉国民年金 

事案 1670～1700 

埼玉厚生年金 

事案 738～756 

 

埼玉地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 見田 正雄 

電話：048-600-2345 

茨城 あっせん５件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１０件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係８件） 

茨城国民年金 

事案 706～710 

茨城厚生年金 

事案 180～189 

 

茨城地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 藤原 章 

電話：029-233-2840 

栃木 あっせん１４件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係１１件） 

訂正不要１１件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係４件） 

栃木国民年金 

事案 535～544 

栃木厚生年金 

事案 250～264 

 

栃木地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 折山 芳夫 

電話：028-651-2006 

群馬 

 

 

 

あっせん８件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係６件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係２件） 

群馬国民年金 

事案 394～398 

群馬厚生年金 

事案 262～269 

 

群馬地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 並木 豊 

電話：027-221-1742 

千葉 

 

 

 

あっせん２１件 

（国民年金関係１５件） 

（厚生年金関係６件） 

訂正不要２９件 

（国民年金関係１６件） 

（厚生年金関係１３件） 

千葉国民年金 

事案 1137～1167 

千葉厚生年金 

事案 554～572 

 

千葉地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 秋山 繁 

電話：043-203-3590 

東京 あっせん８５件 

（国民年金関係６５件） 

（厚生年金関係２０件） 

訂正不要１１５件 

（国民年金関係４９件） 

（厚生年金関係６６件） 

東京国民年金 

事案 3493～3606 

東京厚生年金 

事案 1710～1795 

 

東京地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 庄司 賢一 

電話：03-6302-3642 



 
神奈川 あっせん３４件 

（国民年金関係２５件） 

（厚生年金関係９件） 

訂正不要５４件 

（国民年金関係３１件） 

（厚生年金関係２３件） 

神奈川国民年金 

事案 1737～1792 

神奈川厚生年金 

事案 700～731 

 

神奈川地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 千住 透 

電話：045-641-3544 

新潟 

 

 

 

あっせん１１件 

（国民年金関係１０件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要１６件 

（国民年金関係４件） 

（厚生年金関係１２件） 

新潟国民年金 

事案 591～604 

新潟厚生年金 

事案 319～331 

 

新潟地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 桜井 今朝利 

電話：025-228-8271 

長野 

 

 

 

あっせん４件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１０件 

（国民年金関係５件） 

（厚生年金関係５件） 

長野国民年金 

事案 467～473 

長野厚生年金 

事案 190～196 

 

長野地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 山田 真 

電話：026-231-5350 

愛知 あっせん１６件 

（国民年金関係１１件） 

（厚生年金関係５件） 

訂正不要４６件 

（国民年金関係２１件） 

（厚生年金関係２５件） 

愛知国民年金 

事案 1203～1234 

愛知厚生年金 

事案 1050～1079 

 

愛知地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 中村 浩 

電話：052-972-7423 

富山 

 

 

 

あっせん２件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要５件 

（厚生年金関係５件） 

富山国民年金 

事案 86 

富山厚生年金 

事案 138～143 

 

富山地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 国友 啓治 

電話：076-444-3800 

石川 

 

 

 

あっせん８件 

（国民年金関係８件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係５件） 

石川国民年金 

事案 223～235 

 

石川地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 日比野 均 

         中田 公已 

電話：076-222-8750 

岐阜 

 

 

 

あっせん４件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１２件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係５件） 

岐阜国民年金 

事案 468～476 

岐阜厚生年金 

事案 196～202 

 

岐阜地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長  大野 隆 

   事務室次長 水野 晴宣 

電話：058-246-4607 

静岡 あっせん９件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係３件） 

訂正不要１５件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係９件） 

静岡国民年金 

事案 799～810 

静岡厚生年金 

事案 344～355 

 

静岡地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 伊藤 正樹 

電話：054-205-3251 



 
三重 あっせん１０件 

（国民年金関係９件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要１１件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係５件） 

三重国民年金 

事案 502～516 

三重厚生年金 

事案 356～361 

 

三重地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 友利 誠 

電話：059-227-7719 

大阪 あっせん３０件 

（国民年金関係２６件） 

（厚生年金関係４件） 

訂正不要７７件 

（国民年金関係５６件） 

（厚生年金関係２１件） 

大阪国民年金 

事案 2071～2152 

大阪厚生年金 

事案 3147～3171 

 

大阪地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 勝山 優 

電話：06-6941-2301 

福井 

 

 

 

あっせん１件 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係４件） 

福井国民年金 

事案 115 

福井厚生年金 

事案 112～116 

 

福井地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 鈴木 秀和 

電話：0776-24-0448 

滋賀 あっせん３件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要１５件 

（国民年金関係９件） 

（厚生年金関係６件） 

滋賀国民年金 

事案 510～520 

滋賀厚生年金 

事案 287～293 

 

滋賀地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 淺野 雄三 

電話：077-523-2266 

京都 あっせん７件 

（国民年金関係４件） 

（厚生年金関係３件） 

訂正不要２４件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係１７件） 

京都国民年金 

事案 983～993 

京都厚生年金 

事案 597～616 

 

京都地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 依藤 進 

電話：075-221-1066 

兵庫 

 

 

 

あっせん１５件 

（国民年金関係８件） 

（厚生年金関係７件） 

訂正不要１２件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係９件） 

兵庫国民年金 

事案 917～927 

兵庫厚生年金 

事案 473～488 

 

兵庫地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 川﨑 仁成 

電話：078-325-5091 

奈良 

 

 

 

あっせん７件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係４件） 

訂正不要１６件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係９件） 

奈良国民年金 

事案 441、 

451～459 

奈良厚生年金 

事案 202～214 

 

奈良地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 戸田 進 

電話：0742-25-5076 

和歌山 

 

 

 

あっせん５件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係３件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係５件） 

和歌山国民年金 

事案 344～346 

和歌山厚生年金 

事案 193～200 

 

和歌山地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長  鹿子 照孝 

   事務室次長 藤里 伸男 

電話：073-426-5557 



 
広島 あっせん４件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１１件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係１０件） 

広島国民年金 

事案 527～529 

広島厚生年金 

事案 541～552 

 

広島地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 干田 重二郎 

電話：082-502-7220 

鳥取 あっせん３件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要４件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係１件） 

鳥取国民年金 

事案 134～138 

鳥取厚生年金 

事案 136、137 

 

鳥取地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 松浦 弘年 

電話：0857-39-7200 

島根 あっせん４件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係３件） 

島根国民年金 

事案 227～230 

島根厚生年金 

事案 181～185 

 

島根地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 釜野 昇 

電話：0852-21-2757 

岡山 あっせん６件 

（国民年金関係４件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要１０件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係４件） 

岡山国民年金 

事案 473～482 

岡山厚生年金 

事案 295～300 

 

岡山地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 高橋 潤一 

電話：086-212-0885 

山口 あっせん５件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係４件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係５件） 

山口国民年金 

事案 423、424 

山口厚生年金 

事案 312～320 

 

山口地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 谷口 博教 

電話：083-933-1501 

香川 あっせん２件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係１件） 

（厚生年金関係７件） 

香川国民年金 

事案 222、223 

香川厚生年金 

事案 218～225 

 

香川地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長  濱田 稔 

   事務室次長 藤田 大基 

電話：087-821-1741 

徳島 あっせん６件 

（国民年金関係４件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要２件 

（国民年金関係２件） 

徳島国民年金 

事案 367～372 

徳島厚生年金 

事案 175、176 

 

徳島地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長  大ケ島 照夫 

   事務室次長 音泉  武志  

電話：088-654-1532 

愛媛 あっせん４件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係４件） 

愛媛国民年金 

事案 435～438 

愛媛厚生年金 

事案 276～281 

 

愛媛地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 松本 義幸 

電話：089-941-7722 



 
高知 あっせん２件 

（国民年金関係２件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係５件） 

高知国民年金 

事案 326～332 

 

高知地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長  中村 敏孝 

   事務室次長 重松 修二 

電話：088-824-9991 

福岡 あっせん２４件 

（国民年金関係７件） 

（厚生年金関係１７件） 

訂正不要２８件 

（国民年金関係１２件） 

（厚生年金関係１６件） 

福岡国民年金 

事案 1088～1106 

福岡厚生年金 

事案 798～830 

福岡地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 柏木 健二 

電話：092-433-6663 

佐賀 訂正不要１１件 

（国民年金関係６件） 

（厚生年金関係５件） 

佐賀国民年金 

事案 358～363 

佐賀厚生年金 

事案 324～328 

佐賀地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 宮村 豊 

電話：0952-28-1651 

長崎 あっせん２件 

（厚生年金関係２件） 

訂正不要２件 

（厚生年金関係２件） 

長崎厚生年金 

事案 204～207 

 

長崎地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 梅原 純一 

電話：095-811-7171 

熊本 あっせん４件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係２件） 

熊本国民年金 

事案 321～326 

熊本厚生年金 

事案 158～160 

 

熊本地方第三者委員会事務室 

担当：事務室次長 永野 光雄 

         樋口 和義 

電話：096-212-5561 

鹿児島 あっせん３件 

（国民年金関係２件） 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係３件） 

（厚生年金関係２件） 

鹿児島国民年金 

事案 473～477 

鹿児島厚生年金 

事案 224～226 

 

鹿児島地方第三者委員会事務室 

担当：事務室長 中村 誠 

電話：099-222-6316 

 


