
 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第１部会（第 102回）議事要旨 

 

 

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

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員長、田中委員、竹内委員、中川委員 

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

  申立案件の審議  

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金８件、うち脱退手当金に関す

るもの１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

⑵ 次回の第１部会は、平成22年７月12日（月）13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 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 14部会（第 56回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月１日（木） 13時 30分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第 1部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大野委員（部会長）、藤本委員、坂東委員、高熊委員 

 （総務省）吉田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

    

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

(3)  次回の第 14部会は、平成 22年７月８日（木）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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第 100 回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月２日（金） 13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野部会長、田中委員、角田委員、南部委員 

（総務省）藤里次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ あっせん案等の決定 

 ⑵ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ あっせん案等の決定 

部会として、厚生年金保険に係る申立案件 73 件について、年金記録を訂正する必

要があると決定した。（申立期間の一部認容を含む。）また、厚生年金保険に係る申立

案件３件について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑵ 申立案件の審議  

申立案件についての審議を行った（厚生年金８件）。  

申立案件それぞれについて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたか、また、関連資料又は周辺事情として、何が存在し、これらをどのよう

に評価すべきかなどについて審議を行い、それらを総合的に考慮して申立てを認める

べきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

⑶ 部会の開催日程等  

次回の部会は、平成 22年７月８日（木）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第７部会（第 99回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月２日（金） 15時 00分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第２会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）岩﨑委員（部会長）、石谷委員、岡委員、溝渕委員 

 （総務省）千葉主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案１件、年金記録の訂正の必要はないとするもの３件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第７部会は、平成 22 年７月８日（木）14 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 

 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月５日（月） 13時 25分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 当委員会第２会議室 

 

３．出席者 佛性委員（部会長）、渡辺委員、樽谷委員、鈴木委員 

 （総務省）伊豆本班長 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金８件） 

申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被保険者が保険料

を納付しているかなど審議を行い、それらを総合的に考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなど議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金８件） 

厚生年金案件８件について、あっせん３件、一部あっせん１件、訂正不要４件と決定した。 

 

(3) 次回の第５部会は７月 12日（月）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 12部会（第 82回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月５日（月） ９時 30分から 11時 30分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）久米川委員（第 12部会長）、小西委員、渡邊委員、香山委員 

（総務省）竹内次長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金７件、うち脱退手当金に関するもの２

件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被

保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給しているかな

どについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべ

き点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

（２）あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件３件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要があると決定した。 

厚生年金に係る申立案件２件（いずれも脱退手当金に関するもの）について、年金記録

を訂正する必要はないと決定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、平成 22年７月 12日（月）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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第３部会（第 101 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 22 年７月６日（火） 13 時 30 分から 17 時 00 分 

 

２．場 所 大阪第２合同庁舎７階 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）岸本委員（部会長）、米子委員、右原委員、植田委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金６件うち脱退手当金に関する

もの１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態について審議を行い、事業主が正しい届出を行っているかなどについて審議

を行い、それらを総合考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点がある

かなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件 10 件について、年金記録を訂正する必要があると

決定した。また、厚生年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する

必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第３部会は７月 13 日（火）13 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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月６日（火）  13時 30分から 16時 40分  

 

２ 場 所  大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西部会長、塩委員、草尾委員、小牧委員 

（総務省）中山次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実

態や厚生年金保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのような

ものが存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に判

断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の審議 

厚生年金件について審議し、このうち件については年金記録を訂正する必要があり、

その他の件については年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、平成 22年７月 13日（火）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 10部会（第 99回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月６日（火） 13時 30分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、田中委員 

 （総務省）竹内次長、津江主任調査員、伊藤調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金６件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正は必要ないとするもの４

件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第 10部会は７月 15日（木）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第 99回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月７日（水） 13時 30分から 17時 00分まで 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第二部会：島川委員、黒田委員、那須委員、吉井委員  

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 (1) あっせん案等の決定 

 (2) 申立案件の審議 

  

５．会議経過 

 (1) あっせん案等の決定（厚生年金保険７件） 

厚生年金保険事案７件のうちの１件はあっせんとし、残りの厚生年金保険事案６件

については、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(2) 申立案件の審議（厚生年金保険７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、関連資料、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、また、被保険者が保険料を控除されている

かなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査

すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

(3) 次回は、７月 14日（水）13時 30分から、当委員会会議室において開催することと

なった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月７日（水） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪合同庁舎第２号館７階 近畿管区行政評価局 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、矢野委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５ 会議経過 

(1) 申立案件の審議 

厚生年金に係る申立案件 36件についての審議を行った。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無及び加入実態、

並びに事業主による正しい届出及び保険料納付などについて審議を行い、それらを総

合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が

行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件６件について、４件は年金記録を訂正する必要があると、

２件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

 

(3) 部会の開催日程等 

次回の部会は、７月 14日（水）に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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 11部会（第 81回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月７日（水） 13時 30分から 16 時 20 分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、飯田委員、松本委員、吉岡委員 

 （総務省）中村第２部長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（ 国民年金 ８件 ） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

 

(3) 次回の第 11部会は、平成 22年７月 14日（水）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 13部会（第 57回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月７日（水） 13時 30分から 15時 35分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 第一会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）川村委員(部会長）、河村委員、山下委員、桐山委員 

 （総務省）竹内次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件について審議を行った。（厚生年金 46件） 

申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金

保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのようなもの

が存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に

判断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議

論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

部会として、年金記録を訂正する必要があるとするもの 13 件及び年金記録

を訂正する必要はないとするもの２件を審議し、決定した。 

 

(3) 次回の第13部会は、平成22年７月14日（水）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第 99回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月８日（木） 13時 20分から 15時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員（部会長）、中嶋委員、櫻井委員、谷山委員 

 （総務省）柳木主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金６件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件５件について、１件について年金記録を訂正する必

要があり、1件について一部期間について年金記録を訂正する必要があると決

定した。 

残る３件について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第６部会は、平成 22年７月 16日（金）13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 

 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第７部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月８日（木） 14時 30分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第２会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）岩﨑委員（部会長）、石谷委員、岡委員、溝渕委員 

 （総務省）千葉主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 口頭意見陳述 

 (2) 申立案件の審議 

 (3) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 口頭意見陳述 

(2) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

(3) 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案３件、年金記録の訂正の必要はないとするもの３件を審議し、決定した。 

(4) 次回の第７部会は、平成 22年７月 15日（木）15時 00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 

 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 14部会（第 57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 00分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第 1部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大野委員（部会長）、藤本委員、坂東委員、高熊委員 

 （総務省）竹下次長、吉田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

    

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件１件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

(3)  次回の第 14 部会は、平成 22 年７月 15 日（木）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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第１部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 12日（月） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員長、田中委員、竹内委員、中川委員 

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金 10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

⑵ 部会として、厚生年金事案について年金記録を訂正する必要があると決定し

たもの５件、年金記録の訂正の必要はないとするもの８件（うち脱退手当金に

関するもの３件）を審議し、決定した。 

 

⑶ 次回の第１部会は、平成 22年７月 20日（火）13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 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 12日（月） 13時 25分から 15時 45分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 当委員会第２会議室 

 

３．出席者 佛性委員（部会長）、渡辺委員、樽谷委員、鈴木委員 

 （総務省）伊豆本班長 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金７件） 

申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被保険者が保険料

を納付しているかなど審議を行い、それらを総合的に考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなど議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金６件） 

厚生年金案件６件について、あっせん２件、訂正不要４件と決定した。 

 

(3) 次回の第５部会は７月 21日（水）15時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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 12部会（第 83回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 12日（月） 13時 25分から 16時 10分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）久米川委員（第 12部会長）、小西委員、渡邊委員、香山委員 

（総務省）中村第二部長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金７件、うち脱退手当金に関するもの無

し）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被

保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立

てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

（２）あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件４件（うち脱退手当金に関するもの１件）について、年金記録

を訂正する必要があると決定した。 

厚生年金に係る申立案件４件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要はないと決定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、平成 22年７月 20日（火）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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第３部会（第 102 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 22 年７月 13 日（火） 13 時 30 分から 17 時 00 分 

 

２．場 所 大阪第２合同庁舎７階 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）岸本委員（部会長）、米子委員、右原委員、植田委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金７件うち脱退手当金に関する

もの１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態について審議を行い、事業主が正しい届出を行っているかなどについて審議

を行い、それらを総合考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点がある

かなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件 32 件について、年金記録を訂正する必要があると

決定した。また、厚生年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する

必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第３部会は７月 20 日（火）13 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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 13日（火）  13時 30分から 16時 40分  

 

２ 場 所  大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西部会長、塩委員、草尾委員、小牧委員 

（総務省）中山次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金５件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実

態や厚生年金保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのような

ものが存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に判

断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の審議 

厚生年金６件について審議し、このうち２件については年金記録を訂正する必要が

あり、その他の４件については年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、平成 22年７月 20日（火）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 14日（水） 13時 30分から 17時 00分まで 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第二部会：島川委員、黒田委員、那須委員、吉井委員  

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 (1) あっせん案等の決定 

 (2) 申立案件の審議 

  

５．会議経過 

 (1) あっせん案等の決定（厚生年金保険５件） 

厚生年金保険事案５件すべてについて、あっせんと決定した。 

 

(2) 申立案件の審議（厚生年金保険 10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、関連資料、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、また、被保険者が保険料を控除されている

かなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査

すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

(3) 次回は、７月 21日（水）13時 30分から、当委員会会議室において開催することと

なった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 14日（水） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪合同庁舎第２号館７階 近畿管区行政評価局 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、矢野委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５ 会議経過 

(1) 申立案件の審議 

厚生年金に係る申立案件７件についての審議を行った。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無及び加入実態、

並びに事業主による正しい届出及び保険料納付などについて審議を行い、それらを総

合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が

行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件５件について、３件は年金記録を訂正する必要があると、

２件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

 

(3) 部会の開催日程等 

次回の部会は、７月 22日（木）に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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 11部会（第 82回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 14日（水） 13時 30分から 16 時 25 分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、飯田委員、松本委員、吉岡委員 

 （総務省）平尾専門調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（ 国民年金 ８件 ） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

 

(3) 次回の第 11部会は、平成 22年７月 21日（水）15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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 13部会（第 58回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 14日（水） 13時 30分から 16時 35分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 第一会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）川村委員(部会長）、河村委員、山下委員、桐山委員 

 （総務省）竹内次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件について審議を行った。（厚生年金 12件） 

申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金

保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのようなもの

が存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に

判断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議

論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

部会として、年金記録を訂正する必要があるとするもの６件及び年金記録を

訂正する必要はないとするもの４件を審議し、決定した。 

 

(3) 次回の第13部会は、平成22年７月21日（水）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 15日（木） 13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野部会長、田中委員、角田委員、南部委員 

（総務省）藤里次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ あっせん案等の決定 

 ⑵ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ あっせん案等の決定 

部会として、厚生年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要があ

ると決定した。また、厚生年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必

要はないと決定した。 

 

⑵ 申立案件の審議  

申立案件についての審議を行った（厚生年金７件）。  

申立案件それぞれについて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたか、また、関連資料又は周辺事情として、何が存在し、これらをどのよう

に評価すべきかなどについて審議を行い、それらを総合的に考慮して申立てを認める

べきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

⑶ 部会の開催日程等  

次回の部会は、平成 22 年７月 22 日（木）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第７部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 15日（木） 15時 00分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第２会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）岩﨑委員（部会長）、石谷委員、岡委員、溝渕委員 

 （総務省）千葉主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

(2) 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案３件、年金記録の訂正の必要はないとするもの２件を審議し、決定した。 

(3) 次回の第７部会は、平成 22年７月 22日（木）15時 00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 

 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 10部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 15日（木） 13時 30分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎７階 712号室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、田中委員 

 （総務省）竹内次長、津江主任調査員、伊藤調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正は必要ないとするもの６

件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第 10部会は７月 20日（火）13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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 14部会（第 58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 00分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第 1部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大野委員（部会長）、藤本委員、坂東委員、高熊委員 

 （総務省）竹下次長、吉田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

    

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金６件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件８件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件１件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

(3)  次回の第 14部会は、平成 22年７月 21日（水）15時 00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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第 100回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 16日（金） 13時 20分から 16時 35分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員（部会長）、中嶋委員、櫻井委員、谷山委員 

 （総務省）柳木主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件６件について、１件について、一部期間について年

金記録を訂正する必要があると決定した。 

残る５件について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第６部会は、平成 22年７月 22日（木）13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 

 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第１部会（第 104回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 20日（火） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員長、田中委員、竹内委員、中川委員 

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金８件、うち脱退手当金に関す

るもの１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

⑵ 部会として、厚生年金事案について年金記録を訂正する必要があると決定し

たもの４件、年金記録の訂正の必要はないとするもの２件を審議し、決定した。 

 

⑶ 次回の第１部会は、平成 22年７月 26日（月）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第３部会（第 103 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 22 年７月 20 日（火） 13 時 30 分から 17 時 00 分 

 

２．場 所 大阪第２合同庁舎７階 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）岸本委員（部会長）、米子委員、右原委員、植田委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態について審議を行い、事業主が正しい届出を行っているかなどについて審議

を行い、それらを総合考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点がある

かなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件６件（うち脱退手当金に関するもの１件）につい

て、年金記録を訂正する必要があると決定した。また、厚生年金に係る申立案

件１件について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第３部会は７月 27 日（火）13 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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 20日（火）  13時 30分から 16時 40分  

 

２ 場 所  大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西部会長、塩委員、草尾委員、小牧委員 

（総務省）中山次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金６件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実

態や厚生年金保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのような

ものが存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に判

断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の審議 

厚生年金件について審議し、このうち３件については年金記録を訂正する必要があ

り、その他の１件については年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、平成 22年７月 27日（火）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 10部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 20日（火） 13時 30分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、田中委員 

 （総務省）竹内次長、津江主任調査員、伊藤調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案２件、納付記録の訂正は必要ないとするもの３件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第 10部会は７月 27日（火）14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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 12部会（第 84回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 20日（火） 13時 30分から 14時 45分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 ７階 会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）久米川委員（第 12部会長）、小西委員、渡邊委員、香山委員 

（総務省）石口主任調査員ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金８件、うち脱退手当金に関するもの２

件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被

保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給しているかな

どについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべ

き点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

（２）あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件２件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要があると決定した。 

厚生年金に係る申立案件２件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要はないと決定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、平成 22年７月 26日（月）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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 21日（水） 13時 30分から 17時 00分まで 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第二部会：那須委員、黒田委員、吉井委員 

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 (1) あっせん案等の決定 

 (2) 申立案件の審議 

  

５．会議経過 

 (1) あっせん案等の決定（厚生年金保険６件） 

厚生年金保険事案６件のうちの３件はあっせんとし、残りの厚生年金保険事案３件

については、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(2) 申立案件の審議（厚生年金保険７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、関連資料、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、また、被保険者が保険料を控除されている

かなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査

すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

(3) 次回は、７月 28日（水）13時 30分から、当委員会会議室において開催することと

なった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 21日（水） 14時 55分から 17時 55分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ７階 712会議室 

 

３．出席者 佛性委員（部会長）、渡辺委員、樽谷委員、鈴木委員 

 （総務省）伊豆本班長 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金７件） 

申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被保険者が保険料

を納付しているかなど審議を行い、それらを総合的に考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなど議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金５件） 

厚生年金案件５件について、一部あっせん１件、訂正不要４件と決定した。 

 

(3) 次回の第５部会は７月 26日（月）13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 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 11部会（第 83回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 21日（水） 15時 30分から 17 時 40 分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、飯田委員、松本委員、吉岡委員 

 （総務省）平尾専門調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（ 国民年金 ８件 ） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

 

(3) 次回の第 11部会は、平成 22年７月 28日（水）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 13部会（第 59回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 21日（水） 13時 30分から 16時 50分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 第一会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）川村委員(部会長）、河村委員、山下委員、桐山委員 

 （総務省）竹内次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件について審議を行った。（厚生年金９件） 

申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金

保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのようなもの

が存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に

判断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議

論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

部会として、年金記録を訂正する必要があるとするもの 44 件及び年金記録

を訂正する必要はないとするもの２件を審議し、決定した。 

 

(3) 次回の第13部会は、平成22年７月28日（水）13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 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 14部会（第 59回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 21日（水） 15時 00分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第 1部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大野委員（部会長）、藤本委員、坂東委員、高熊委員 

 （総務省）竹下次長、吉田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

    

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金６件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

(3)  次回の第 14部会は、平成 22年７月 29日（木）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 22日（木） 13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野部会長、田中委員、角田委員、南部委員 

（総務省）藤里次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ あっせん案等の決定 

 ⑵ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ あっせん案等の決定 

部会として、厚生年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要があ

ると決定した。（申立期間の一部認容を含む。）また、厚生年金に係る申立案件２件

について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑵ 申立案件の審議  

申立案件についての審議を行った（厚生年金３件）。  

申立案件それぞれについて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたか、また、関連資料又は周辺事情として、何が存在し、これらをどのよう

に評価すべきかなどについて審議を行い、それらを総合的に考慮して申立てを認める

べきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

⑶ 部会の開催日程等  

次回の部会は、平成 22年７月 29日（木）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第 101回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 22日（木） 13時 15分から 14時 35分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員（部会長）、中嶋委員、櫻井委員、谷山委員 

 （総務省）柳木主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金５件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3) 次回の第６部会は、平成 22年７月 29日（木）13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 

 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第７部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 22日（木） 15時 00分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第２会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）岩﨑委員（部会長）、石谷委員、岡委員、溝渕委員 

 （総務省）千葉主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

(2) 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案３件、年金記録の訂正の必要はないとするもの４件を審議し、決定した。 

(3) 次回の第７部会は、平成 22年７月 29日（木）15時 00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 

 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第 102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 

 

２．場 所 大阪合同庁舎第２号館７階 近畿管区行政評価局 第一部長室  

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、矢野委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５ 会議経過 

(1) 申立案件の審議 

厚生年金に係る申立案件７件についての審議を行った。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無及び加入実態、

並びに事業主による正しい届出及び保険料納付などについて審議を行い、それらを総

合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が

行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件37件について、34件は年金記録を訂正する必要があると、

３件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

 

(3) 部会の開催日程等 

次回の部会は、８月２日（月）に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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第１部会（第 105回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 26日（月） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員長、竹内委員、中川委員 

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金 10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

⑵ 部会として、厚生年金事案について、年金記録の訂正の必要はないとするも

の４件を審議し、決定した。 

 

⑶ 次回の第１部会は、平成 22 年８月２日（月）13 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 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 26日（月） 13時 25分から 15時 40分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 第２会議室 

 

３．出席者 佛性委員（部会長）、渡辺委員、樽谷委員、鈴木委員 

 （総務省）伊豆本班長 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金７件） 

申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被保険者が保険料

を納付しているかなど審議を行い、それらを総合的に考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなど議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金７件） 

厚生年金案件５件について、あっせん４件、訂正不要３件と決定した。 

 

(3) 次回の第５部会は８月２日（月）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 12部会（第 85回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 26日（月） 13時 25分から 15時 40分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 ７階 会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）久米川委員（第 12部会長）、小西委員、渡邊委員、香山委員 

（総務省）中村第二部長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金８件、うち脱退手当金に関するもの２

件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実態、被

保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給しているかな

どについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべ

き点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

（２）あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件１件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要があると決定した。 

厚生年金に係る申立案件４件（うち脱退手当金に関するもの無し）について、年金記録

を訂正する必要はないと決定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、平成 22年８月２日（月）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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第３部会（第 104 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 22 年７月 27 日（火） 13 時 30 分から 17 時 00 分 

 

２．場 所 大阪第２合同庁舎７階 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）岸本委員（部会長）、米子委員、右原委員、植田委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金７件うち脱退手当金に関する

もの１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態について審議を行い、事業主が正しい届出を行っているかなどについて審議

を行い、それらを総合考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点がある

かなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要があると決

定した。また、厚生年金に係る申立案件３件（うち脱退手当金に関するもの

１件）について、年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第３部会は８月３日（火）13 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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第 104回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 27日（火）  13時 30分から 16時 40分  

 

２ 場 所  大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西部会長、塩委員、草尾委員、小牧委員 

（総務省）中山次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金８件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実

態や厚生年金保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのような

ものが存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に判

断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の審議 

厚生年金５件について審議し、このうち４件については年金記録を訂正する必要が

あり、その他の１件については年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、平成 22年８月３日（火）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 10部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 27日（火） 14時 30分から 17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 特別室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、田中委員 

 （総務省）竹内次長、津江主任調査員、伊藤調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案２件、納付記録の訂正は必要ないとするもの５件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第 10部会は８月３日（火）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 28日（水） 13時 30分から 17時 00分まで 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第二部会：島川委員、黒田委員、那須委員、吉井委員  

 （総務省）藤里次長ほか 

 

４．議題 

 (1) あっせん案等の決定 

 (2) 申立案件の審議 

  

５．会議経過 

 (1) あっせん案等の決定（厚生年金保険８件） 

厚生年金保険事案８件のうちの４件はあっせんとし、残りの厚生年金保険事案４件

については、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(2) 申立案件の審議（厚生年金保険９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、関連資料、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、また、被保険者が保険料を控除されている

かなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査

すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

(3) 次回は、８月４日（水）13 時 30 分から、当委員会会議室において開催することと

なった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 28日（水） 13時 30分から 16時 30分 

 

２．場 所 大阪合同庁舎第２号館７階 近畿管区行政評価局 第一部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、矢野委員 

 （総務省）竹下次長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５ 会議経過 

(1) 申立案件の審議 

厚生年金に係る申立案件７件についての審議を行った。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無及び加入実態、

並びに事業主による正しい届出及び保険料納付などについて審議を行い、それらを総

合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が

行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件７件について、４件は年金記録を訂正する必要があると、

３件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

 

(3) 部会の開催日程等 

次回の部会は、８月２日（月）に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 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 11部会（第 84回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 28日（水） 13時 30分から 16 時 20 分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、飯田委員、松本委員、吉岡委員 

 （総務省）中村第２部長ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（ 国民年金 ８件 ） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

 

(3) 次回の第 11部会は、平成 22年８月４日（水）13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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第 13部会（第 60回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 22年７月 28日（水） 13時 30分から 16時 05分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 第一会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）川村委員(部会長）、河村委員、山下委員、桐山委員 

 （総務省）竹内次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件について審議を行った。（厚生年金８件） 

申立案件それぞれについて、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金

保険料控除の状況を確認できる関連資料及び周辺事情としてどのようなもの

が存在し、これらをどのように評価すべきか等について審議を行い、総合的に

判断して申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて議

論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

部会として、年金記録を訂正する必要があるとするもの５件及び年金記録を

訂正する必要はないとするもの７件を審議し、決定した。 

 

(3) 次回の第13部会は、平成22年８月４日（水）13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 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  平成 22年７月 29日（木） 13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野部会長、田中委員、角田委員、南部委員 

（総務省）藤里次長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ あっせん案等の決定 

 ⑵ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過 

⑴ あっせん案等の決定 

部会として、厚生年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があ

ると決定した。また、厚生年金に係る申立案件１件について、年金記録を訂正する必

要はないと決定した。 

 

⑵ 申立案件の審議  

申立案件についての審議を行った（厚生年金４件）。  

申立案件それぞれについて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたか、また、関連資料又は周辺事情として、何が存在し、これらをどのよう

に評価すべきかなどについて審議を行い、それらを総合的に考慮して申立てを認める

べきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。  

 

⑶ 部会の開催日程等  

次回の部会は、平成 22年８月５日（木）に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 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第 102回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 29日（木） 13時 25分から 15時 50分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第一会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員（部会長）、中嶋委員、櫻井委員、谷山委員 

 （総務省）柳木主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件５件について、１件について、年金記録を訂正する

必要があると決定した。 

残る４件について年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

 

(3) 次回の第６部会は、平成 22 年８月５日（木）13 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 

 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第７部会（第 103回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 29日（木） 15時 00分から 17時 30分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第２会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）岩﨑委員（部会長）、石谷委員、岡委員、溝渕委員 

 （総務省）千葉主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

(2) 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案６件、年金記録の訂正の必要はないとするもの１件を審議し、決定した。 

(3) 次回の第７部会は、平成 22 年８月５日（木）15 時 15 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 

 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第 14部会（第 60回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成 22年７月 29日（木） 13時 30分から 16時 00分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第 1部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大野委員（部会長）、藤本委員、坂東委員、高熊委員 

 （総務省）竹下次長、吉田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

    

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、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

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件１件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

(3)  次回の第 14部会は、平成 22年８月５日（木）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 
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