年金記録に係る苦情のあっせん等について

平成２１年４月８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、４月７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 ： 首席主任調査員 明 渡 将
国民年金・脱退手当金部会担当 ： 主 任 調 査 員 杉 山 徳 明
厚生年金部会担当 ： 主 任 調 査 員 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
２８８件
○

地方第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係

２８８件
１８３件
１０５件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの
３８１件
○

地方第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係

３８１件
２０９件
１７２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
８３，９７４件…①
（中央： ２，０８７件）
（地方：８１，８８７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
処理の進捗状況（②／①）

６０，２４０件…②
７２％

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計（６０，２４０件･･･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
２３，０５３件
○ 中央第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係
○ 地方第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係

２，０５２件
１７４件
１，８７８件
２１，００１件
１３，７３９件
７，２６２件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの
３４，４９５件
○ 中央第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係
○ 地方第三者委員会
・ 国民年金関係
・ 厚生年金関係

３６９件
８８件
２８１件
３４，１２６件
１９，５４２件
１４，５８４件

（３）申立人から取下げがなされたもの等
２，６９２件
（参考１）全体の処理状況等（累計）
受付件数

９８，４３１件…②

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）
６０，２４０件…③
社会保険庁段階での処理件数
うち、職権訂正
全体としての処理状況（(③＋④)／②）

２，０６３件…④
５４５件
６３％

（参考２）平成２０年度受付事案の処理状況
受付件数（平成２１年３月２９日現在）

４７，６７９件…⑤

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）
１１，０４９件…⑥
社会保険庁段階での処理件数
うち、職権訂正
全体としての処理状況（(⑥＋⑦)／⑤）

５２５件…⑦
４１０件
２４％

別紙

委員会
北海道

埼玉

茨城

群馬

千葉

東京

神奈川

新潟

あっせん案等の件数
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２０件
（国民年金関係７件）
（厚生年金関係１３件）
あっせん１０件
（国民年金関係１０件）
訂正不要１件
（国民年金関係１件）
あっせん６件
（国民年金関係２件）
（厚生年金関係４件）
訂正不要２０件
（国民年金関係６件）
（厚生年金関係１４件）
あっせん３件
（厚生年金関係３件）

説明資料（別添）
北海道国民年金
事案 936～946
北海道厚生年金
事案 819～835

連絡先
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

埼玉国民年金
事案 1777～1787

埼玉地方第三者委員会事務室
担当：事務室次長 小高 幸雄
電話：048-600-2345

茨城国民年金
事案 726～733
茨城厚生年金
事案 196～213

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

群馬厚生年金
事案 290～292

あっせん８件
（国民年金関係８件）
訂正不要８件
（国民年金関係８件）
あっせん７６件
（国民年金関係６４件）
（厚生年金関係１２件）
訂正不要６１件
（国民年金関係４０件）
（厚生年金関係２１件）
あっせん１７件
（国民年金関係１０件）
（厚生年金関係７件）
訂正不要２０件
（国民年金関係１１件）
（厚生年金関係９件）
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６件
（国民年金関係２件）
（厚生年金関係４件）

千葉国民年金
事案 1223～1238

群馬地方第三者委員会事務室
担当：事務室次長 小川 純一
電話：027-221-1742
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

東京国民年金
事案 3921～4024
東京厚生年金
事案 1959～1991

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

神奈川国民年金
事案 1927～1947
神奈川厚生年金
事案 785～800

神奈川地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 小川 正博
電話：045-641-3544

新潟国民年金
事案 639～642
新潟厚生年金
事案 355～359

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

山梨

長野

静岡

三重

大阪

京都

兵庫

奈良

あっせん１件
（国民年金関係１件）
訂正不要３件
（厚生年金関係３件）
あっせん７件
（国民年金関係７件）
訂正不要９件
（国民年金関係５件）
（厚生年金関係４件）
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１４件
（国民年金関係１０件）
（厚生年金関係４件）
あっせん６件
（国民年金関係３件）
（厚生年金関係３件）
訂正不要１２件
（国民年金関係３件）
（厚生年金関係９件）
あっせん３４件
(国民年金関係２４件)
(厚生年金関係１０件)
訂正不要５３件
(国民年金関係４５件)
(厚生年金関係８件)
あっせん１０件
(国民年金関係４件)
(厚生年金６件)
訂正不要２０件
(国民年金関係８件)
(厚生年金関係１２件)
あっせん３１件
(厚生年金３１件)

山梨国民年金
事案 200
山梨厚生年金
事案 102～104
長野国民年金
事案 493～504
長野厚生年金
事案 217～220

山梨地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 梶原 正房
電話：055-253-3562

静岡国民年金
事案 855～866
静岡厚生年金
事案 388～392

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

三重国民年金
事案 562～567
三重厚生年金
事案 381～392

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

大阪国民年金
事案 2315～2383
大阪厚生年金
事案 3218～3235

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

京都国民年金
事案 1036～1047
京都厚生年金
事案 675～692

京都地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 丸山 諭
電話：075-221-1066

兵庫厚生年金
事案 532～562

あっせん３件
(国民年金関係３件)
訂正不要１２件
(国民年金関係８件)
(厚生年金関係４件)

奈良国民年金
事案 487～497
奈良厚生年金
事案 232～235

兵庫地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 森田 正樹
電話：078-325-5091
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

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

和歌山

広島

鳥取

岡山

山口

愛媛

福岡

佐賀

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７件
(国民年金関係３件)
(厚生年金関係４件)
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１１件
（国民年金関係５件）
（厚生年金関係６件）
あっせん１件
（国民年金関係１件）
訂正不要４件
（国民年金関係１件）
（厚生年金関係３件）
あっせん５件
（国民年金関係４件）
（厚生年金関係１件）
訂正不要１７件
（国民年金関係８件）
（厚生年金関係９件）
あっせん７件
（国民年金関係１件）
（厚生年金関係６件）
訂正不要１０件
（国民年金関係３件）
（厚生年金関係７件）
あっせん６件
（国民年金関係３件）
（厚生年金関係３件）
訂正不要２２件
（国民年金関係５件）
（厚生年金関係１７件）
あっせん５件
（国民年金関係５件）
訂正不要２１件
（国民年金関係１６件）
（厚生年金関係５件）
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６件
（国民年金関係４件）
（厚生年金関係２件）

和歌山国民年金
事案 362～368
和歌山厚生年金
事案 224～230

和歌山地方第三者委員会事務室
担当：事務室長
出野 孝志
事務室次長 除上 晴彦
電話：073-426-5557

広島国民年金
事案 548～553
広島厚生年金
事案 586～594

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

鳥取国民年金
事案 153、154
鳥取厚生年金
事案 139～141

鳥取地方第三者委員会事務室
担当：事務室次長 作間 正和
電話：0857-39-7200

岡山国民年金
事案 499～510
岡山厚生年金
事案 313～322

岡山地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 松本 義幸
電話：086-212-0885

山口国民年金
事案 435～438
山口厚生年金
事案 326～338

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

愛媛国民年金
事案 443～450
愛媛厚生年金
事案 293～312

愛媛地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 田中 寛
電話：089-941-7722

福岡国民年金
事案 1175～1195
福岡厚生年金
事案 874～878

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

佐賀国民年金
事案 376～382
佐賀厚生年金
事案 350～353

佐賀地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 山下 英則
電話：0952-28-1651

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

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３件）
（厚生年金関係３件）
あっせん４件
（国民年金関係４件）
訂正不要２件
（国民年金関係２件）
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３件
（厚生年金関係３件）
あっせん８件
（国民年金関係５件）
（厚生年金関係３件）
訂正不要７件
（国民年金関係５件）
（厚生年金関係２件）
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
（厚生年金関係６件）

熊本国民年金
事案 343～350
熊本厚生年金
事案 171～173

熊本地方第三者委員会事務室
担当：事務室長
山田 健悟
事務室次長 樋口 和義
電話：096-212-5561

大分国民年金
事案 492～497

大分地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 榎並 孝至
電話：097-548-5281

宮崎国民年金
事案 350、351
宮崎厚生年金
事案 255～258

宮崎地方第三者委員会事務室
担当：事務室長
林 雄作
事務室次長 碇 信幸
電話：0985-35-7080

鹿児島国民年金
事案 492～501
鹿児島厚生年金
事案 232～236

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：099-219-1883

沖縄国民年金
事案 189
沖縄厚生年金
事案 176～182

沖縄地方第三者委員会事務室
担当：事務室長 高崎 清
電話：098-941-5073

