
 

年金記録に係る苦情のあっせん等について 

 

平成１９年１１月３０日 

  

総務大臣は、年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地

方第三者委員会のあっせん案を踏まえ、本日、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を実施しました。 

 また、国民年金関係６３件、厚生年金関係１８件については、年

金記録の訂正は必要でないとする年金記録確認中央第三者委員会及

び年金記録確認地方第三者委員会の判断を踏まえ、その旨の通知を

しました。 

 

【概要】 

１．あっせんの件数 

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 

                           ７５件 

２．内訳 

(1) 中央第三者委員会関係             ７件 

○ 類型別内訳 

① 国民年金関係               ５件 

       ・保険料納付の有無に関するもの     （４件） 

       ・特例保険料の納付の有無に関するもの  （１件） 



② 厚生年金関係               ２件 

      ・加入期間の相違に関するもの      （１件） 

      ・標準報酬月額の相違に関するもの    （１件） 

 (2) 地方第三者委員会関係           ６８件 

○ 類型別内訳 

      ① 国民年金関係             ６７件 

・ 保険料納付の有無に関するもの    （５９件） 

・ 特例保険料の納付の有無に関するもの  （６件） 

・ 付加保険料の納付の有無に関するもの  （１件） 

・ 被保険者期間（一部）の相違に関するもの（1 件） 

     ② 厚生年金関係              １件 

      ・加入期間の相違に関するもの      （1 件） 

 

○ 地方委員会別内訳 

・各６件 千葉（１１月２２日、１１月２９日） 

・各３件 北海道（１１月２２日）、東京（１１月２２日） 

     神奈川（１１月２７日）、三重（１１月２２日、２９日） 

     和歌山（１１月２２日、１１月２９日） 

     岡山（１１月２９日）、長崎（１１月２２日） 

     熊本（１１月２２日、２８日） 

・各２件 宮城（１１月２１日）、青森（１１月２１日、２９日） 

秋田（１１月２８日）、福島（１１月２７日） 

群馬（１１月２９日）、新潟（１１月２２日、２９日） 

愛知（１１月２２日）、静岡（１１月２２日） 

滋賀（１１月２１日）、大阪（１１月２９日） 



鳥取（１１月２９日）、徳島（１１月２８日） 

高知（１１月２１日、２９日） 

・各１件 旭川（１１月２１日）、釧路（１１月２２日） 

     茨城（１１月２７日）、山梨（１１月２８日） 

     長野（１１月２２日）、岐阜（１１月２２日） 

     京都（１１月２７日）、広島（１１月２２日） 

     島根（１１月２２日）、香川（１１月２１日） 

     佐賀（１１月２８日）、鹿児島（１１月２８日）          

 

３．年金記録の訂正を不要と判断したもの 

８１件 

○ 中央第三者委員会                ５件 

・国民年金関係                  ３件 

・厚生年金関係                  ２件 

○ 地方第三者委員会               ７６件 

・国民年金関係                 ６０件 

・厚生年金関係                 １６件 

 

４．厚生年金関係について、被保険者が事業主への保険料を納付し

たと認められるもの（事業主から社会保険庁への保険料の納付又は

適用についての正しい届出がなされていると確認できないもの）      

１４件  

 （中央：０件） 

（地方：１４件） 



 

５．年金記録に係る苦情のあっせん等の累計 

(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 

                         ６１０件 

① あっせんの類型別内訳 

    ○ 国民年金関係               ５６１件 

    ○ 厚生年金関係                ４９件 

 

② 委員会別内訳 

    ○ 中央第三者委員会            １２５件 

     ・国民年金関係             （１０２件） 

     ・厚生年金関係              （２３件） 

    ○ 地方第三者委員会            ４８５件 

     ・国民年金関係             （４５９件） 

     ・厚生年金関係              （２６件） 

  

(2) 年金記録の訂正の必要はないと判断したもの    ２５９件 

   ○ 中央第三者委員会              ２８件 

    ・国民年金関係               （２０件） 

    ・厚生年金関係                （８件） 

   ○ 地方第三者委員会             ２３１件 

    ・国民年金関係              （１７２件） 

    ・厚生年金関係               （５９件） 

 



(3) 厚生年金関係について、被保険者が事業主への保険料を納付

したと認められるもの（事業主から社会保険庁への保険料の納

付又は適用についての正しい届出がなされていると確認できな

いもの） 

                    ３１３件 

 （中央：６９件） 

（地方：２４４件） 

 

 

 
【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 

  連絡先 

総括・地方委担当：首席主任調査員 新井 豊 

国民年金部会担当：主任調査員   杉山 徳明 

 厚生年金部会担当：主任調査員   岩井 勝弘 

（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 

  e-mail：nenkin-cyuuou@soumu.go.jp 

 

 

 

 
 

 



匪頭  

委員会  決定日   あっせん案等の件数   説明資料（別添）  連絡先   

北海道  11月22日   3件   北海道国民年金  北海道地方第三者委員会  

（国民年金関係3件）  事案30～36  事務室  

不要4件  担当：事務室長 友利 誠  

（国民年金関係4件）  電話：011－709－9000   

旭川   11月21日   1件   旭川国民年金   旭川地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案13   事務室  

担当：事務室長中畠寛司  

電話：0166－52－6141   

釧路  11月22日   1件   釧路国民年金   釧路地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案4   事務室  

担当：事務室長重石幸治  

電話：0154－23－3678   

宮城   11月21日   2件   宮城国民年金   宮城地方第三者委員会  

11月28日   （国民年金関係2件）  事案17～20  事務室  

不要3件   宮城厚生年金   担当：事務室長 佐藤 武男  

（国民年金関係2件）  電話：022－298－6371   

（厚生年金関係1件）   

青森   11月21日   2件   

秋田   11月28日   ・2件   秋田国民年金   秋田地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案14、15   事務室  

不要2件   秋田厚生年金   担当：事務室長 宮嶋 義之  

（厚生年金関係2件）  事案2、3   電話：018－896－1101   

山形   11月27日   不要2件   山形国民年金   山形地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案12   事務室  

（厚生年金関係1件）  山形厚生年金   担当：事務室長 赤坂 仁  

事案4   電話：023－625－0400   

福島   11月27日   2件   福島国民年金   福島地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案6、7  事務室  

担当：事務室長賛藤清  

電話：024－526－2888   

茨城  11月27日  1件   茨城国民年金   茨城地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案7～9   事務室  

不要2件  担当：事務室長 篠原．健司  
（ 電話：029－233－2840  

栃木  11月28日  栃木国民年金  栃木地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案24   事務室  

担当：事務室長椎名郁夫  

電話：028－65卜20D6  



群馬   11月29日   2件   群馬国民年金   群馬地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案9～11   事務室  

不要1件  担当：事務室長 並木 豊  

（国民年金関係1件）  電話：02ト221－1742   

千葉   11月22日  6件   千葉国民年金   干葉地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係6件）  事案21～27   事務室  

不要1件  担当：事務室長 見田 正雄  

（国民年金関係1件）  電話：043－203－3590   

東京   11月22日  3件   東京国民年金   東京地方第三者委員会  

（国民年金関係3件）  事案18～21   事務室  

不要2件   東京厚生年金   担当：事務室長 折山 芳夫  

（国民年金関係1件）  電話：03－5907－4802   

（厚生年金関係1件）   

神奈川   11月27日  3件   神奈Jll国民年金  神奈川地方第三者委員会  

（国民年金関係3件）  事案21～23   事務室  

担当：事務室長和田浩樹  

新潟  11月22日   2件   新潟国民年金   新潟地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係2件）  事案26～28  事務室  

不要1件  担当：事務華長 阿藤 英行  

（国民年金関係1件）  電話：025－228－8271   

山梨   11月28日   1件   山梨国民年金   山梨地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案5～7   事務室  

不要2件  担当：事務室長 中野 充人  

（国民年金関係2件）  電話：055－253－3562   

長野   11月22日   1件   長野国民年金   長野地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案18～20  事務室  

不要2件  担当：事務室長 山田 真  

（国民年金関係2件）  

愛知   11月22日   2件   愛知国民年金   愛知地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案9、10   事務室  

担当：事務室長岩城栄一  

電話：052－950－5504   

石Jll  11月26日  石川国民年金   石Jll地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事務室  

担当：事務室長中田公巳  

電話：076－222－8750  

岐阜  11月22日  1件   岐阜国民年金  岐阜地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事務室  

担当：事務室長武内秀男  

電話：058－246－4607  

静岡  11月22日  静岡国民年金  静岡地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案11～15   事務室  

不要3件  担当：事務室長 船戸 英嗣  

（国民年金関係3件）  電話：054－205－3251  



三重   11月22日   3件   三重国民年金   三重地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係3件）  事案7～9   事務室  

担当：事務室長堀部真治  

電話：059－22アーア719   

大阪   11月29日   2件   大阪国民年金   大阪地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案4、5   事務室  

担当：事務室長藤里伸男  

電話：06－6941－2301   

福井   11月28日  不要3件   福井国民年金   福井地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案6   事務室  

（厚生年金関係2件）  福井厚生年金   担当：事務室長 久保 正之  

事案6、7   電話：0776－24－0448   

滋賀  11月21日   2件   滋賀国民年金   滋賀地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案6～8   事務室  

不要1件  担当：事務室長 藤井 史郎  

（国民年金関係1件）  

京都   11月27日   1件   京都国民年金   京都地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案13～16  事務室  
不要3件  担当：事務室長 大野 喜久夫  

（国民年金関係3件）  電話：075－221－1066   

兵庫   11月27日  不要2件   兵庫国民年金   兵庫地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案18、19   事務室  

担当：事務室長北村佐千雄  

電話：078－325－5091   

奈良   11月22日  不要6件   奈良国民年金   奈良地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係6件）  事案10～15   事務室  

担当：事務室長森田康司  

電話：0742－25－5076   

和歌山  11月22日   3件   和歌Ll＿l国民年金  和歌山地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係3件）  事案13～18  事務室  
不要3件  担当：事務室長 平原 洋一  

（国民年金関係3件）  電話：073－426－5557   
広島   11月22日   1件   広島国民年金   広島地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案8～11   

不要3件  

（国民年金関係3件）  事務室       担当：事務室長 佐々木 護       電話：082－502－7220   

鳥取  11月29日   鳥取国民年金   鳥取地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案6～10  事務室  

不要3件  担当：事務室長 松浦 弘年  

（国民年金関係3件）  電話＝0857－39－7200  

島根  11月22日  1件  島根国民年金  島根地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案2、3   事務室  

不要2件   島根厚生年金   担当：事務室長 蓋野 昇  

（国民年金関係1件）  電話：0852－21－2757  

（厚生年金関係1件）   



岡山   11月29日   3件   岡山国民年金   岡山地方第三者委員会  

（国民年金関係3件）  事案9～13   事務室  

不要2件  担当：事務室長 元田 龍次  

（国民年金関係2件）  電話：086－212－0885   

香川   11月21日   1件   香川国民年金   香川地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案11～13   事務室  

不要2件  担当：事務室長 浅野 雄三  

（国民年金関係2件）  電話：08ト82卜1741   

徳島   ll月28日   2件   徳島国民年金   徳島地方第三者委員会  

（国民年金関係2件）  事案9～12   事務室 

不要2件  担当：事務室長 黒原秀夫  

（国民年金関係2件）  電話：088－654－1532   

高知  11月21日   2件   高知国民年金   高知地方第三者委員会  

11月29日   （国民年金関係2件）  事案11～14  事務室  

不要8件   高知厚生年金   担当：事務室長 重松 修三  
（国民年金関係2件）  電話：088－824－9991   

（厚生年金関係5件）   

佐賀   11月28日   1件   佐賀国民年金   佐賀地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案9～11   事務室  

不要2件  担当：事務室長 山口 徹  

（国民年金関係2件）  電話：0952－28－1651   

長崎   11月22日  3件   長崎国民年金   長崎地方第三者委員会  

（国民年金関係3件）  事案7～9   事務室  

担当：事務室長′小川昭久  

熊本   11月22日  3件   熊本国民年金   熊本地方第三者委員会  

11月28日   （国民年金関係3件）  事案8～13   事務室  

不要4件   熊本厚生年金   担当：事務室長 山下 英則  

（国民年金関係3件）  電話：096－212－5561  

（厚生年金関係1件）   

鹿児島  11月28日   1件   鹿児島厚生年金  鹿児島地方第三者委員会  

（厚生年金関係1件）  事案1   事務室  

担当：事務室長立花隆幸  

電話：099－222－6316   

沖縄   
11月21日  不要1件   

沖縄国民年金   沖縄地方第三者委員会  

（国民年金関係1件）  事案5   事務室  

担当：事務室長、山崎久雄  

電話：098－941－5073  


