
 

 

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４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３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 

４２４件 

 

○ 地方第三者委員会              ４２４件 

・ 国民年金関係               ２７４件 

・ 厚生年金関係               １５０件 

 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 

８５５件 

 

○ 地方第三者委員会              ８５５件 

・ 国民年金関係               ４４４件 

・ 厚生年金関係               ４１１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 

７８，６４２件…① 

（中央： １，９５５件）

（地方：７６，６８７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   ５４，７７３件…② 

 

処理の進捗状況（②／①）              ７０％ 

 

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計（５４，７７３･･･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 

２０，７８１件 

 

 ○ 中央第三者委員会           １，７１３件 

・ 国民年金関係              １７４件 

・ 厚生年金関係            １，５３９件 

   ○ 地方第三者委員会          １９，０６８件 

・ 国民年金関係           １２，５５９件 

・ 厚生年金関係            ６，５０９件 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 

３１，５６０件 

 

 ○ 中央第三者委員会             ３１３件 

・ 国民年金関係               ８６件 

・ 厚生年金関係              ２２７件 

   ○ 地方第三者委員会          ３１，２４７件 

・ 国民年金関係           １８，０３３件 

・ 厚生年金関係           １３，２１４件 



 

（３）申立人から取下げがなされたもの等 

２，４３２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        ５４，７７３件…②

 

社会保険庁段階での処理件数          １，９９４件…③

  うち、職権訂正                ４７６件 

 

受付件数                  ９３，３６９件…④

 

全体としての処理状況（(②＋③)／④）        ６１％ 

 

（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）  ４７，７９８件…②

 

第三者委員会における処理の進捗状況（②／①）    ９７％ 

 

残処理件数（①－②）             １，４１６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 

秋田、山形、山梨、福井、広島、鳥取、愛媛、高知、佐賀、熊本、大

分、宮崎、鹿児島、沖縄各委員会（１４委員会） 

 



別紙 

 

委員会 あっせん案等の件数 

北海道 あっせん１０件 

（国民年金関係２件）（厚生年金関係８件） 

訂正不要３５件 

（国民年金関係１０件）（厚生年金関係２５件） 

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１件）（厚生年金関係２件） 

旭川 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７件 

（国民年金関係６件）（厚生年金関係１件） 

釧路 

 

 

 

あっせん２件 

（国民年金関係２件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係５件） 

宮城 

 

 

 

あっせん９件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係５件） 

訂正不要１４件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係９件） 

青森 

 

 

 

あっせん５件 

（国民年金関係５件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係２件） 

岩手 

 

 

 

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７件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係４件） 

秋田 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２０件 

（国民年金関係１０件）（厚生年金関係１０件） 

山形 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４件 

（国民年金関係２件）（厚生年金関係２件） 

福島 あっせん７件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係２件） 

訂正不要４件 

（厚生年金関係４件） 

埼玉 

 

 

 

あっせん２２件 

（国民年金関係１５件）（厚生年金関係７件） 

訂正不要５２件 

（国民年金関係１９件）（厚生年金関係３３件） 



茨城 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１６件 

（国民年金関係１２件）（厚生年金関係４件） 

栃木 あっせん１６件 

（国民年金関係６件）（厚生年金関係１０件） 

訂正不要１３件 

（国民年金関係６件）（厚生年金関係７件） 

群馬 

 

 

 

あっせん１件 

（国民年金関係１件） 

訂正不要１３件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係１０件） 

千葉 

 

 

 

あっせん２７件 

（国民年金関係２１件）（厚生年金関係６件） 

訂正不要４５件 

（国民年金関係３１件）（厚生年金関係１４件） 

東京 あっせん６５件 

（国民年金関係４２件）（厚生年金関係２３件） 

訂正不要１１２件 

（国民年金関係６６件）（厚生年金関係４６件） 

神奈川 あっせん３２件 

（国民年金関係２７件）（厚生年金関係５件） 

訂正不要５６件 

（国民年金関係３３件）（厚生年金関係２３件） 

新潟 

 

 

 

あっせん１１件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係４件） 

訂正不要１８件 

（国民年金関係８件）（厚生年金関係１０件） 

山梨 

 

 

 

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１件 

（国民年金関係１件） 

長野 

 

 

 

あっせん１件 

（厚生年金関係１件） 

訂正不要１２件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係５件） 

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５５件 

（国民年金関係３４件）（厚生年金関係２１件） 

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４件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係１件） 

石川 

 

 

 

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１２件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係７件） 



 
岐阜 

 

 

 

あっせん１件 

（国民年金関係１件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係３件） 

静岡 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２３件 

（国民年金関係１２件）（厚生年金関係１１件） 

三重 あっせん８件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係４件） 

訂正不要１４件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係９件） 

大阪 あっせん３６件 

（国民年金関係３３件）（厚生年金関係３件） 

訂正不要７５件 

（国民年金関係６０件）（厚生年金関係１５件） 

福井 

 

 

 

あっせん１件 

（国民年金関係１件） 

訂正不要５件 

（国民年金関係２件）（厚生年金関係３件） 

滋賀 あっせん６件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係１件） 

訂正不要１３件 

（国民年金関係８件）（厚生年金関係５件） 

京都 あっせん８件 

（国民年金関係６件）（厚生年金関係２件） 

訂正不要２４件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係１７件） 

兵庫 

 

 

 

あっせん１３件 

（国民年金関係９件）（厚生年金関係４件） 

訂正不要１４件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係７件） 

奈良 

 

 

 

あっせん７件 

（国民年金関係２件）（厚生年金関係５件） 

訂正不要１５件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係８件） 

和歌山 

 

 

 

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３件 

（厚生年金関係３件） 

広島 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２１件 

（国民年金関係７件）（厚生年金関係１４件） 

島根 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６件 

（国民年金関係１件）（厚生年金関係５件） 



岡山 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１１件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係７件） 

山口 あっせん４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） 

香川 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） 

徳島 あっせん６件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係１件） 

訂正不要３件 

（国民年金関係３件） 

愛媛 あっせん４件 

（国民年金関係１件）（厚生年金関係３件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係５件） 

高知 あっせん２件 

（国民年金関係２件） 

訂正不要４件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係１件） 

福岡 あっせん１２件 

（国民年金関係３件）（厚生年金関係９件） 

訂正不要４３件 

（国民年金関係１７件）（厚生年金関係２６件） 

佐賀 あっせん４件 

（国民年金関係４件） 

訂正不要１１件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係７件） 

長崎 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５件 

（国民年金関係２件）（厚生年金関係３件） 

熊本 あっせん２件 

（国民年金関係２件） 

訂正不要６件 

（国民年金関係４件）（厚生年金関係２件） 

大分 あっせん９件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係４件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係３件） 

鹿児島 あっせん８件 

（国民年金関係６件）（厚生年金関係２件） 

訂正不要８件 

（国民年金関係５件）（厚生年金関係３件） 



 
沖縄 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１件 

（国民年金関係１件） 

 


