
年金記録確認長野地方第三者委員会議事要旨 

（第 19 回及び第１回第１部会・第２部会） 

 

１ 日時  平成 19 年 12 月７日（金） 13：30～16:15 

２ 場所  長野第 1 合同庁舎 ４階 共用会議室、当事務所専用会議

室 

３ 出席者 

 （委員会） 武田委員長、中山委員、近藤委員、清水（貴）委員、福

島委員、町田委員、大瀬委員、清水（健）委員 

 （事務室） 田中事務所長、山田事務室長、船橋事務室長補佐、 

村上主任調査員、北沢主任調査員、原主任調査員、 

良川専門調査員、荒井専門調査員、武一調査員、 

篠原調査員 

 

４ 議題 

(1) 委員長あいさつ 

(2) 今後の委員会運営について 

(3) 事務室新規職員紹介 

(4) 年金記録に係る確認申立書受付及び転送状況について 

 



      第一部会、第二部会に分かれて審議 

第一部会 

(1) あっせん案の審議 

(2) 個別事案の審議 

(3) 次回面談事案の聴取事項協議 

(4) その他 

第二部会 

(1) 部会長あいさつ 

(2) 第二部会の運営について 

(3) 事務室職員の紹介 

(4) 厚生年金事案の審議に際しての基本的考え方について 

(5) 既審議厚生年金案件の結果説明 

(6) 個別事案の審議 

(7) その他 

５ 会議経過 

 (1) 委員長あいさつ 

 (2) 今後の委員会運営について 

   ア 委員長の所信表明 

   イ 第一部会、第二部会による委員会運営に至った経緯等につい



て事務室から説明 

(3) 事務室新規職員の紹介 

    新規に４名の職員を配置。第二部会の事務を分担。 

(4) 年金記録に係る確認申立書の受付及び転送状況 

事務室から報告 

   ・ 平成 19 年 12 月 2 日現在の申し立て件数４６４件 

内訳：厚生年金１３５件、国民年金３２９件 

   ・ 平成 19 年 12 月 2 日現在の転送事案３７３件 

       内訳：厚生年金１１９件、国民年金２５４件   

 

       第一部会と第二部会とに分かれて開催 

  

第一部会 

(1) あっせん案の審議 

     国民年金１件 

(2) 継続事案１件、新規事案４件について審議 

     国民年金５件（継続審議） 

 (3) 次回面談事案の聴取事項協議 

     国民年金１件 



(4) 次回開催：１２月１４日（金曜日）１３：３０～ 

第二部会 

(1) 部会長あいさつ 

(2) 部会の運営について 

  ア 部会長の所信表明 

  イ 第二部会の運営方法について事務室から説明 

(3) 第二部会を担当する新規職員を紹介 

(4) 厚生年金事案の審議に際しての基本的考え方について 

    事務室から資料に基づき説明 

(5) 既審議厚生年金事案の結果説明 

    事務室から資料に基づき説明 

(6) 新規厚生年金事案２件について審議 

    いずれも継続審議 

(7)  次回開催：１２月１４日（金曜日）１３：３０～ 

 

 

文責 ： 事務室 

後日修正の可能性あり 



年金記録確認長野地方第三者委員会議事要旨 

○ 第１部会（第２回） 

１ 日時  平成 19 年 12 月 14 日（金） 13：30～16:30 

２ 場所  長野第 1 合同庁舎 ４階 共用会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 武田委員長、清水（貴）委員、福島委員、町田委員 

 （事務室） 山田事務室長、船橋事務室長補佐、北沢主任調査員、 

原主任調査員、良川専門調査員 

４ 議題 

(1) 年金記録に係る確認申立書受付及び転送状況について 

(2) 申立人との面談 

(3) あっせん案の審議 

(4) 個別事案の審議 

(5) その他 

５ 会議経過 

 (1) 年金記録に係る確認の申立状況及び長野社会保険事務局から委

員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 19 年 12 月９日現在の申し立て件数４８８件 

内訳：厚生年金１４４件、国民年金３４４件 



   ・ 平成 19 年 12 月９日現在の転送事案４１１件 

       内訳：厚生年金１２６件、国民年金２８５件   

(2) 申立人との面談 

     国民年金１件（継続審議）      

 (3) あっせん案の審議 

     国民年金２件 

(4) 新規事案４件について審議 

     国民年金４件（継続審議） 

(5) 次回は、１２月２１日（金曜日）１３：３０から開催 

 



○ 第２部会（第２回） 

１ 日時  平成 19 年 12 月 14 日（金） 13：30～16:45 

２ 場所  長野第 1 合同庁舎 ４階 当事務所専用会議室 

３ 出席者 

 （第二部会） 中山部会長、近藤委員、大瀬委員、清水委員 

 （事務室） 田中事務所長、荒井専門調査員、武一調査員、 

篠原調査員 

４ 議題 

(1) 年金記録に係る確認申立書受付及び転送状況について 

(2) 取り下げ事案の説明 

(3) 個別事案の審議 

(4) その他 

５ 会議経過 

 (1) 年金記録に係る確認の申立状況及び長野社会保険事務局から委

員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 19 年 12 月９日現在の申し立て件数４８８件 

内訳：厚生年金１４４件、国民年金３４４件 

   ・ 平成 19 年 12 月９日現在の転送事案４１１件 

       内訳：厚生年金１２６件、国民年金２８５件   



(2) 取下げ事案の報告 

    厚生年金２件 

(3) 継続事案２件について審議 

     厚生年金２件（継続） 

(4) 新規事案５件について審議 

    厚生年金５件（継続） 

(5) 次回は、１２月２０日（木曜日）１３：３０から開催 

 

文責 ： 事務室 

後日修正の可能性あり 

 



年金記録確認長野地方第三者委員会議事要旨 

○ 第１部会（第３回） 

１ 日時  平成 19 年 12 月 21 日（金） 13：30～16:30 

２ 場所  長野第 1 合同庁舎 ４階 共用会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 武田委員長、清水（貴）委員、福島委員、町田委員 

 （事務室） 田中事務所長、船橋事務室長補佐、北沢主任調査員、 

原主任調査員、良川専門調査員 

４ 議題 

(1) 年金記録に係る確認申立書受付及び転送状況について 

(2) 申立人との面談 

(3) あっせん案の審議 

(4) 個別事案の審議 

(5) その他 

５ 会議経過 

 (1) 年金記録に係る確認の申立状況及び長野社会保険事務局から委

員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 19 年 12 月 16 日現在の申し立て件数 508 件 

内訳：厚生年金 154 件、国民年金 354 件 



   ・ 平成 19 年 12 月 16 日現在の転送事案 440 件 

       内訳：厚生年金 126 件、国民年金 314 件   

(2) 申立人との面談 

     国民年金１件（継続審議）      

 (3) あっせん案の審議 

     国民年金２件 

(4) 継続事案２件、新規事案３件について審議 

     国民年金５件（継続審議） 

(5) 厚生年金特例法の概要について説明 

次回は、平成 20 年１月 10 日（木曜日）13:30 から開催 

 



○ 第２部会（第３回） 

１ 日時  平成 19 年 12 月 20 日（木） 13：30～16:45 

２ 場所  長野第 1 合同庁舎 ４階 共用会議室 

３ 出席者 

 （第二部会） 中山部会長、近藤委員、大瀬委員、清水委員 

 （事務室） 田中事務所長、村上主任調査員、荒井専門調査員、 

武一調査員、篠原調査員 

４ 議題 

(1) 年金記録に係る確認申立書受付及び転送状況について 

(2) 個別事案の審議 

(3) その他 

５ 会議経過 

 (1) 年金記録に係る確認の申立状況及び長野社会保険事務局から委

員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 19 年 12 月 16 日現在の申し立て件数 508 件 

内訳：厚生年金 154 件、国民年金 354 件 

   ・ 平成 19 年 12 月 16 日現在の転送事案 440 件 

       内訳：厚生年金 126 件、国民年金 314 件   

 



(2) 新規事案７件について審議 

   厚生年金７件（継続） 

(3) 厚生年金特例法の公布・施行に伴う概要説明 

次回は、平成 20 年１月 11（金曜日）13:30 から開催 

 

 

文責 ： 事務室 

後日修正の可能性あり 
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