
年金記録確認長野地方第三者委員会第１部会（第 145回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月７日（木） 13:30～15:20 

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） 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、西澤調査員 

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 23年６月 26日現在の申立件数 2,410件 

内訳：厚生年金 1,463件、国民年金 947件 

   ・ 平成 23年７月１日現在の転送事案 2,148件 

       内訳：厚生年金 1,246件、国民年金 902件 

 (2) 個別事案の審議 

あっせん案１件（国民年金事案） 

訂正不要案２件（いずれも厚生年金事案） 

新規事案３件（厚生年金１件・国民年金２件・いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年７月 14日（木）15:00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 146回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月８日（金） 13:30～15:00 

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、折山専門調査員、小松

専門調査員、三木調査員 

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 23年６月 26日現在の申立件数 2,410件 

内訳：厚生年金 1,463件、国民年金 947件 

   ・ 平成 23年７月１日現在の転送事案 2,148件 

       内訳：厚生年金 1,246件、国民年金 902件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

訂正不要案３件 

新規事案３件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年７月 14日（木）15:00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 22回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 14日（木） 14:00～14:50 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ４階 共用会議室 

３ 出席者 

 （第１部会） 武田委員長、清水(貴)委員、福島委員、町田委員 

 （第２部会） 中山委員長代理、近藤委員、平野委員、三ツ井委員 

 （第３部会） 高井第３部会長、清水(健)委員、大瀬委員、小林委員 

 （第４部会） 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、阿藤事務室次長、小山主任調査員、坂井

主任調査員、上原主任調査員、折山専門調査員 

４ 議題 

 (1) 委員長の互選について 

 (2) 全国第三者委員会委員長会議（６月 20日）について 

(3) 申立事案の受付件数の推移及び処理体制の変遷について 

(4) 平成 22年度受付事案の処理状況及び処理計画について 

(5) その他 

５ 会議経過 

 (1) 武田委員長を互選 

(2) 全国第三者委員会委員長会議（６月 20日）について、委員長から

説明 

 (3) 申立事案の受付件数の推移及び処理体制の変遷について、事務室

から説明 

(4) 平成 22年度受付事案の処理状況及び処理計画について、事務室か

ら説明 

 

 

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 146回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 14日（木） 15:00～16:05 

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） 佐藤事務室長、上原主任調査員、栁澤主任調査員、西澤

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 23年７月３日現在の申立件数 2,417件 

内訳：厚生年金 1,469件、国民年金 948件 

   ・ 平成 23年７月８日現在の転送事案 2,147件 

       内訳：厚生年金 1,245件、国民年金 902件 

 (2) 個別事案の審議 

あっせん案１件（国民年金事案） 

訂正不要案２件（厚生年金１件・国民年金１件） 

新規事案２件（厚生年金１件・国民年金１件・いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年８月４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 147回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 14日（木） 15:00～16:00 

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） 中山第２部会長、近藤委員、平野委員、三ツ井委員 

 （事務室） 坂井主任調査員、髙橋調査員、小松専門調査員 

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 23年７月３日現在の申立件数 2,417件 

内訳：厚生年金 1,469件、国民年金 948件 

   ・ 平成 23年７月８日現在の転送事案 2,147件 

       内訳：厚生年金 1,245件、国民年金 902件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

新規事案２件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年８月３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３部会（第 121回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 14日（木） 15:00～16:30 

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） 高井第３部会長、清水(健)委員、大瀬委員、小林委員 

 （事務室） 小林調査員、三木調査員、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 23年７月３日現在の申立件数 2,417件 

内訳：厚生年金 1,469件、国民年金 948件 

   ・ 平成 23年７月８日現在の転送事案 2,147件 

       内訳：厚生年金 1,245件、国民年金 902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 

取下げ事案の報告１件 

継続事案１件、新規事案１件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年７月 27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４部会（第 116回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 14日（木） 15:00～16:40 

２ 場所  長野第１合同庁舎 ３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） 折山専門調査員、堀田専門調査員、祢津専門調査員 

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 23年７月３日現在の申立件数 2,417件 

内訳：厚生年金 1,469件、国民年金 948件 

   ・ 平成 23年７月８日現在の転送事案 2,147件 

       内訳：厚生年金 1,245件、国民年金 902件 

 (2) 個別事案の審議（いずれも厚生年金事案） 

あっせん案 67件 

訂正不要案１件 

取下げ事案の報告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 23年７月 28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 122回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 27日（水） 13:30～15:00 

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、坂井主任調査員、小林調査員、折山専門

調査員、川畑専門調査員、竹内調査員 

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 23年７月 17日現在の申立件数 2,429件 

内訳：厚生年金 1,477件、国民年金 952件 

   ・ 平成 23年７月 22日現在の転送事案 2,156件 

       内訳：厚生年金 1,250件、国民年金 906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３件（いずれも継続審議） 

(3) その他 

次回は、平成 23年８月 11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 117回）議事要旨 

 

１ 日時  平成 23年７月 28日（木） 13:30～16:25 

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） 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、折山専門調査員、祢津

専門調査員、髙野調査員 

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 23年７月 17日現在の申立件数 2,429件 

内訳：厚生年金 1,477件、国民年金 952件 

   ・ 平成 23年７月 22日現在の転送事案 2,156件 

       内訳：厚生年金 1,250件、国民年金 906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 

取下げ事案の報告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 23年 8月 11日（木）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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