
年金記録確認長野地方第三者委員会第１部会（第 107回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月８日（木） 13:30～16:40 

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） 佐藤事務室長、椎名事務室次長、中本調査員、子田専門

調査員、竹内(成)調査員、西澤調査員、笹平調査員、山

田調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年３月 28日現在の申立件数 1,815件 

内訳：厚生年金 964件、国民年金 851件 

   ・ 平成 22年４月２日現在の転送事案 1,615件 

       内訳：厚生年金 803件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも国民年金事案） 

あっせん案１件 

訂正不要案４件 

口頭意見陳述２件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 15日（木）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第３部会（第 83回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月８日（木） 13:30～16:20 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ４階 長野行政評価事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 高井第３部会長、清水(健)委員、大瀬委員、小林委員 

 （事務室） 舟見主任調査員、栁澤主任調査員、小林調査員、田中専

門調査員、川畑専門調査員、塚田調査員、竹内(友)調査

員、志村調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年３月 28日現在の申立件数 1,815件 

内訳：厚生年金 964件、国民年金 851件 

   ・ 平成 22年４月２日現在の転送事案 1,615件 

       内訳：厚生年金 803件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案５件 

訂正不要案２件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 16日（金）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第４部会（第 79回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月８日（木） 13:30～16:00 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ２階 長野農政事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 大門第４部会長、吉岡委員、古山委員、山口委員 

 （事務室） 上原主任調査員、折山専門調査員、堀田専門調査員、祢

津専門調査員、飯島専門調査員、中村調査員、三木調査員、

仁科調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年３月 28日現在の申立件数 1,815件 

内訳：厚生年金 964件、国民年金 851件 

   ・ 平成 22年４月２日現在の転送事案 1,615件 

       内訳：厚生年金 803件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案２件 

訂正不要案５件 

新規事案３件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 15日（木）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第２部会（第 108回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月９日（金） 13:30～16:15 

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） 中山第２部会長、近藤委員、平野委員、三ツ井委員 

 （事務室） 佐藤事務室長、坂井主任調査員、上原主任調査員、栁澤

主任調査員、折山専門調査員、小金澤専門調査員、小松

専門調査員、椎名調査員、髙野調査員、赤沼調査員、長

田調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年３月 28日現在の申立件数 1,815件 

内訳：厚生年金 964件、国民年金 851件 

   ・ 平成 22年４月２日現在の転送事案 1,615件 

       内訳：厚生年金 803件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案３件 

訂正不要案２件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 15日（木）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第１部会（第 108回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 15日（木） 13:30～15:45 

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） 佐藤事務室長、中本調査員、小林調査員、子田専門調査

員、竹内(成)調査員、西澤調査員、笹平調査員、山田調

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月４日現在の申立件数 1,820件 

内訳：厚生年金 968件、国民年金 852件 

   ・ 平成 22年４月９日現在の転送事案 1,626件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも国民年金事案） 

訂正不要案２件 

口頭意見陳述１件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 22日（木）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第２部会（第 109回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 15日（木） 13:30～16:00 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ４階 長野行政評価事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 近藤第２部会長代理、平野委員、三ツ井委員 

 （事務室） 椎名事務室次長、坂井主任調査員、小金澤専門調査員、

小松専門調査員、椎名調査員、髙野調査員、赤沼調査員、

長田調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月４日現在の申立件数 1,820件 

内訳：厚生年金 968件、国民年金 852件 

   ・ 平成 22年４月９日現在の転送事案 1,626件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

訂正不要案１件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 23日（金）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第４部会（第 80回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 15日（木） 13:30～15:30 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ２階 長野農政事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 大門第４部会長、吉岡委員、古山委員、山口委員 

 （事務室） 上原主任調査員、栁澤主任調査員、折山専門調査員、堀

田専門調査員、祢津専門調査員、飯島専門調査員、中村調

査員、三木調査員、仁科調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月４日現在の申立件数 1,820件 

内訳：厚生年金 968件、国民年金 852件 

   ・ 平成 22年４月９日現在の転送事案 1,626件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案２件 

訂正不要案２件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 22日（木）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第３部会（第 84回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 16日（金） 14:00～16:40 

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） 高井第３部会長、清水(健)委員、大瀬委員、小林委員 

 （事務室） 佐藤事務室長、舟見主任調査員、栁澤主任調査員、小林

調査員、折山専門調査員、田中専門調査員、塚田調査員、

竹内(友)調査員、志村調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月４日現在の申立件数 1,820件 

内訳：厚生年金 968件、国民年金 852件 

   ・ 平成 22年４月９日現在の転送事案 1,626件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 812件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案１件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年４月 22日（木）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第１部会（第 109回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 22日（木） 13:30～16:05 

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） 中本調査員、折山専門調査員、子田専門調査員、竹内(成)

調査員、西澤調査員、笹平調査員、山田調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月 11日現在の申立件数 1,825件 

内訳：厚生年金 972件、国民年金 853件 

   ・ 平成 22年４月 16日現在の転送事案 1,636件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 822件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも国民年金事案） 

あっせん案２件 

訂正不要案３件 

口頭意見陳述１件 

新規事案４件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年５月 20日（木）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第３部会（第 85回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 22日（木） 13:30～15:20 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ４階 長野行政評価事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 高井第３部会長、清水(健)委員、大瀬委員、小林委員 

 （事務室） 椎名事務室次長、舟見主任調査員、栁澤主任調査員、小

林調査員、田中専門調査員、川畑専門調査員、塚田調査

員、竹内(友)調査員、志村調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月 11日現在の申立件数 1,825件 

内訳：厚生年金 972件、国民年金 853件 

   ・ 平成 22年４月 16日現在の転送事案 1,636件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 822件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案２件 

訂正不要案２件 

新規事案２件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年５月 13日（木）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第４部会（第 81回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 22日（木） 13:30～16:15 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ２階 長野農政事務所会議室 

３ 出席者 

 （委員会） 大門第４部会長、吉岡委員、古山委員、山口委員 

 （事務室） 佐藤事務室長、上原主任調査員、堀田専門調査員、祢津

専門調査員、飯島専門調査員、中村調査員、三木調査員、

仁科調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月 11日現在の申立件数 1,825件 

内訳：厚生年金 972件、国民年金 853件 

   ・ 平成 22年４月 16日現在の転送事案 1,636件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 822件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案１件 

訂正不要案２件 

新規事案３件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年５月 12日（水）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第２部会（第 110回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 22年４月 23日（金） 13:30～15:10 

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） 中山第２部会長、近藤委員、平野委員、三ツ井委員 

 （事務室） 佐藤事務室長、坂井主任調査員、上原主任調査員、栁澤

主任調査員、折山専門調査員、小金澤専門調査員、小松

専門調査員、椎名調査員、髙野調査員、赤沼調査員、長

田調査員 

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日本年金機構長野事務セン

ターから委員会への転送状況について事務室から報告 

   ・ 平成 22年４月 11日現在の申立件数 1,825件 

内訳：厚生年金 972件、国民年金 853件 

   ・ 平成 22年４月 16日現在の転送事案 1,636件 

       内訳：厚生年金 814件、国民年金 822件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案２件 

訂正不要案１件 

新規事案３件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 22年５月 14日（金）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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