
年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第３部会第 97回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月６日(火) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 水城部会長、上代委員、石倉委員 

      （事務室） 中村室長、森本主任調査員、霞本主任調査員ほか 

 

４ 議 題 

（１） あっせん事案（国民年金２件） 

（２） あっせん不要事案（国民年金１件） 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

（４） その他  

 

５ 会議経過 

（１） あっせん事案（国民年金２件） 

国民年金事案２件について、あっせん案の審議を行った。 

（２） あっせん不要事案（国民年金１件） 

国民年金事案１件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらを

どのように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか

さらに調査すべき点があるか等について議論が行われ、そのうち国民年金１

件ついて非あっせんの方向が示された。 

（４） その他 

次回の第３部会は、平成 22年７月 13日（火）９時 30分から開催するこ

ととなった。 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第２部会第 124回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月７日(水) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 的場部会長、泉谷委員、岩井委員 

      （事務室） 中村室長、久保次長ほか 

４ 議 題 

（１） あっせん事案（厚生年金３件） 

（２） あっせん不要事案（厚生年金１件） 

（３） 継続事案の審議（厚生年金１件） 

（４） 新規事案の審議（厚生年金２件） 

（５） その他 

５ 会議経過 

（１） あっせん事案（厚生年金３件） 

厚生年金事案３件について、あっせん案の審議を行った。 

（２） あっせん不要事案（厚生年金１件） 

厚生年金事案１件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

（３） 継続事案の審議（厚生年金１件） 

前回までの審議において、調査指示のあった事項について報告が行われ、委

員による検討を経て、あっせんの方向が示された。 

（４） 新規事案の審議（厚生年金２件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきかさら

に調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについてあっせん等

の方向が示された。 

（５） その他 

次回の第２部会は、平成 22年７月 14日（水）９時 30分から開催すること

となった。  

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第１部会第 125回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月８日 (木) ９時 30分から 12時 30分まで 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 田中部会長、篠委員、津田委員、鵜島委員 

（事務室） 中村室長、森本主任調査員ほか 

４ 議 題 

(１) あっせん不要事案（国民年金４件） 

(２) 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

(３) その他  

５ 会議経過 

(１) あっせん不要事案（国民年金４件） 

国民年金事案４件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

(２) 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか、さ

らに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについてあっせん

等の方向が示された。 

(３) その他 
   次回の第１部会は、平成 22 年７月 15 日(木)９時 30 分から開催することに

なった。 

 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第３部会第 98回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 13日(火) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 水城部会長、上代委員、石倉委員 

      （事務室） 中村室長、森本主任調査員、霞本主任調査員ほか 

 

４ 議 題 

（１） あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

（２） 新規事案の審議（国民年金３件） 

（３） その他  

 

５ 会議経過 

（１） あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

厚生年金事案１件、国民年金事案１件について、記録の訂正は必要ない

と判断された。 

（２） 新規事案の審議（国民年金３件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらを

どのように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか

さらに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについてあっ

せん等の方向が示された。 

（３） その他 

次回の第３部会は、平成 22年７月 20日（火）９時 30分から開催するこ

ととなった。 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第２部会第 125回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 14日(水) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 的場部会長、泉谷委員、岩井委員 

      （事務室） 久保次長ほか 

４ 議 題 

（１） あっせん事案（厚生年金１件） 

（２） あっせん不要事案（厚生年金２件） 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件） 

（４） その他 

５ 会議経過 

（１） あっせん事案（厚生年金１件） 

厚生年金事案１件について、あっせん案の審議を行った。 

（２） あっせん不要事案（厚生年金２件） 

厚生年金事案２件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきかさら

に調査すべき点があるか等について議論が行われ、あっせんの方向が示された。 

（４） その他 

次回の第２部会は、平成 22年７月 21日（水）９時 30分から開催すること

となった。  

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第１部会第 126回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 15日 (木) ９時 30分から 12時 30分まで 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 田中部会長、篠委員、津田委員、鵜島委員 

（事務室） 中村室長、森本主任調査員ほか 

４ 議 題 

(１) あっせん事案（国民年金１件） 

(２) あっせん不要事案（国民年金２件） 

(３) 新規事案の審議（国民年金３件） 

(４) その他  

５ 会議経過 

(１) あっせん事案（国民年金１件） 

国民年金事案１件について、あっせん案の審議が行われた。 

(２) あっせん不要事案（国民年金２件） 

国民年金事案２件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

(３) 新規事案の審議（国民年金３件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか、さ

らに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについてあっせん

等の方向が示された。 

(４) その他 
   次回の第１部会は、平成 22 年７月 22 日(木)13 時 30 分から開催することに

なった。 

 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第３部会第 99回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 20日(火) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 水城部会長、上代委員、石倉委員 

      （事務室） 中村室長、森本主任調査員、霞本主任調査員ほか 

 

４ 議 題 

（１） あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金２件） 

（２） 継続事案の審議（厚生年金１件） 

（３） 新規事案の審議（厚生年金２件、国民年金１件） 

（４） その他  

 

５ 会議経過 

（１） あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金２件） 

厚生年金事案１件、国民年金事案２件について、記録の訂正は必要ない

と判断された。 

（２） 継続事案の審議（厚生年金１件） 

前回までの審議において、調査指示のあった事項について報告が行われ、

委員による検討を経て、あっせんの方向が示された。 

（３） 新規事案の審議（厚生年金２件、国民年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらを

どのように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか

さらに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについて非あ

っせんの方向が示された。 

（４） その他 

次回の第３部会は、平成 22年７月 27日（火）９時 30分から開催するこ

ととなった。 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第２部会第 126回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 21日(水) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 的場部会長、泉谷委員、岩井委員 

      （事務室） 中村室長、久保次長ほか 

４ 議 題 

（１） あっせん事案（厚生年金３件） 

（２） 新規事案の審議（厚生年金１件） 

（３） その他 

５ 会議経過 

（１） あっせん事案（厚生年金３件） 

厚生年金事案３件について、あっせん案の審議を行った。 

（２） 新規事案の審議（厚生年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきかさら

に調査すべき点があるか等について議論が行われ、非あっせんの方向が示され

た。 

（３） その他 

次回の第２部会は、平成 22年７月 28（水）９時 30分から開催することとな

った。  

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第１部会第 127回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 22日 (木) 13時 30分から 16時 30分まで 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 田中部会長、篠委員、鵜島委員 

（事務室） 久保次長、森本主任調査員ほか 

４ 議 題 

(１) あっせん事案（国民年金１件） 

(２) 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

(３) その他  

５ 会議経過 

(１) あっせん事案（国民年金１件） 

国民年金事案１件について、あっせん案の審議が行われた。 

(２) 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか、さ

らに調査すべき点があるか等について議論が行われ、そのうち１件について非

あっせんの方向が示された。 

(３) その他 
   次回の第１部会は、平成 22 年７月 29 日(木)９時 30 分から開催することに

なった。 

 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第３部会第 100回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 27日(火) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 水城部会長、上代委員、石倉委員 

      （事務室） 中村室長、森本主任調査員、霞本主任調査員ほか 

 

４ 議 題 

（１） あっせん事案（国民年金１件） 

（２） あっせん不要事案（国民年金２件） 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

（４） その他  

 

５ 会議経過 

（１） あっせん事案（国民年金１件） 

国民年金事案１件について、あっせん案の審議を行った。 

（２） あっせん不要事案（国民年金２件） 

国民年金事案２件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

（３） 新規事案の審議（厚生年金１件、国民年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらを

どのように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか

さらに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについて非あ

っせんの方向が示された。 

（４） その他 

次回の第３部会は、平成 22年８月３日（火）９時 30分から開催すること

となった。 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第２部会第 127回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 28日(水) ９時 30分から 12時 30分 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 的場部会長、泉谷委員、岩井委員 

      （事務室） 中村室長、久保次長、森本主任調査員ほか 

４ 議 題 

（１） あっせん不要事案（厚生年金１件） 

（２） 新規事案の審議（厚生年金１件） 

（３） 取下げの報告（厚生年金１件） 

（４） その他 

５ 会議経過 

(１) あっせん不要事案（厚生年金１件） 

厚生年金事案１件について、記録の訂正は必要ないと判断された。 

(２) 新規事案の審議（厚生年金１件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきかさら

に調査すべき点があるか等について議論が行われた。 

(３) 取下げの報告（厚生年金１件） 

申立人から申立取下げの申出があった事案について、取下げの申出に至る経

緯が報告された。 

(４) その他 

次回の第２部会は、平成 22年８月４日（水）９時 30分から開催することと

なった。  

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認 和歌山 地方第三者委員会（第１部会第 128回）議事要旨 

１ 日 時  平成 22年７月 29日 (木) ９時 30分から 12時 30分まで 

２ 場 所  年金記録確認和歌山地方第三者委員会 会議室 

３ 出席者 （委 員） 田中部会長、篠委員、津田委員、鵜島委員 

（事務室） 中村室長、森本主任調査員ほか 

４ 議 題 

(１) あっせん事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

(２) あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

(３) 新規事案の審議（厚生年金２件、国民年金２件） 

(４) その他  

５ 会議経過 

(１) あっせん事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

厚生年金事案１件、国民年金事案１件について、あっせん案の審議が行われ

た。 

(２) あっせん不要事案（厚生年金１件、国民年金１件） 

厚生年金事案１件、国民年金事案１件について、記録の訂正は必要ないと判

断された。 

(３) 新規事案の審議（厚生年金２件、国民年金２件） 

申立事案について、関連資料及び周辺事情として、何が存在し、これらをど

のように評価すべきか、それらを総合的に判断し、申立てを認めるべきか、さ

らに調査すべき点があるか等について議論が行われ、すべてについてあっせん

等の方向が示された。 

(４) その他 
   次回の第１部会は、平成 22年８月５日(木)９時 30分から開催することにな

った。 

 

 

文責：委員会事務室     

速報につき修正の可能性あり 


	和歌山（平成22年07月分）
	07001第97回第三部会（７月６日開催）
	07002第124回第二部会（７月７日開催）
	07003第125回第一部会（７月８日開催）
	07004第98回第三部会（７月13日開催）
	07005第125回第二部会（７月14日開催）
	07006第126回第一部会（７月15日開催）
	07007第99回第三部会（７月20日開催）
	07008第126回第二部会（７月21日開催）
	07009第127回第一部会（７月22日開催）
	07010第100回第三部会（７月27日開催）
	07011第127回第二部会（７月28日開催）
	07012第128回第一部会（７月29日開催）

