
年金記録確認岡山地方第三者委員会第一部会（第 127回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月７日（木） ９時 30分から 12 時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）林委員長、奥田委員、近藤雅委員、桑原委員 

 （岡山行政評価事務所）三宅次長、作間次長、山田主任調査員、成相主任調査員ほか 

             

 

             

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）委員会付議事案の説明 

（４）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 
 

（２）国民年金関係の継続事案３件について国民年金保険料の納付記録の訂正の必要はないと

判断した。また、厚生年金関係の継続事案１件について厚生年金保険料の納付記録の訂正

の必要はないと判断した。 

 

（３）国民年金関係４件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）第 26回委員会に付議予定の国民年金事案１件について、事務室から説明が行われた。 

 
（５）次回は、７月 21日（木）９：30から開催されることとなった。 

 

 

                              （文責：事務室） 

 



年金記録確認岡山地方第三者委員会第四部会（第 113回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月８日（金） ９時 30分から 12 時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

（委員会）関委員、岡委員、平松委員、森委員 

（岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、花田主任調査員、長谷調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 

 

（２）年金記録の訂正が必要と考えられる厚生年金関係の継続事案２件について審議し、あっ

せん案を決定するとともに、厚生年金関係の継続事案２件について、厚生年金保険料の納

付記録の訂正は必要ないと判断した。 

 
（３）厚生年金関係５件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、７月 22日（金）９：30から開催されることとなった。 

 

 

                              （文責：事務室） 

 



年金記録確認岡山地方第三者委員会（第 26回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月 12日（火） 16時 00分から 17時 15分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（３階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）林委員、奥田委員、桑原委員、近藤（雅）委員、笹井委員、藤井委員、江原委員、 

小串委員、石原委員、浦上委員、近藤（洋）委員、関委員、平松委員、森委員 

 

 （岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、作間次長、花田主任調査員、 

           山田主任調査員、成相主任調査員、福井調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）委員長互選 

（２）委員長代理の指名等 

（３）年金記録確認中央第三者委員会・地方第三者委員会委員長合同会議の報告 

（４）申立案件の審議 

（５）その他 

 

５ 会議経過 

（１）委員の互選により、林委員が委員長に就任された。 

（２）林委員長により、以下のとおり決定された。 

  ・ 委員長代理に奥田委員が指名された。 

  ・ 任期の更新のあった５名の委員について、林委員長から、第一部会に所属する委員と

して、奥田、桑原、林の３委員が指名され、第二部会に所属する委員として、江原、藤

井の２委員が指名された。 

（３）事務室から、６月 20日に開催された年金記録確認中央第三者委員会・地方第三者委員会

委員長合同会議の結果について報告が行われた。 

（４）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 

   その後、転送された国民年金関係１件の申立事案について審議が行われ、継続審議となり、

第一部会に付託された。 

 

                              （文責：事務室） 

 



年金記録確認岡山地方第三者委員会第二部会（第 133回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月 13日（水） ９時 30分から 12時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）小寺部会長、江原委員、笹井委員、藤井委員 

 （岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、作間次長、山田主任調査員、 

   成相主任調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 

 

（２）年金記録の訂正が必要と考えられる厚生年金関係の継続事案１件について審議し、あっ

せん案を決定するとともに、厚生年金関係の継続事案４件について厚生年金保険料の納付

記録の訂正の必要はないと判断した。 

 
（３）厚生年金関係５件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、７月 27日（水）９：30から開催されることとなった。 

 

 

                              （文責：事務室） 

 

 



 

年金記録確認岡山地方第三者委員会第三部会（第 118回）議事要旨 

 

１ 日時 平成 23年７月 14日（木） 13時 30分から 16時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）小串部会長、石原委員、浦上委員、近藤洋委員 

 （岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、花田主任調査員、 

長谷調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 
 

（２）厚生年金関係の継続事案１件について審議し、あっせん案を決定するとともに、厚生年

金関係の継続事案６件について厚生年金保険料の納付記録の訂正の必要はないと判断し

た。 

 

（３）厚生年金関係３件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、７月 28日（木）13：30から開催されることとなった。 

 

                              （文責：事務室） 

 

 

 

 



年金記録確認岡山地方第三者委員会第一部会（第 128回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月 21日（木） ９時 30分から 12 時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）林委員長、奥田委員、近藤雅委員、桑原委員 

 （岡山行政評価事務所）三宅次長、作間次長、山田主任調査員、成相主任調査員ほか 

             

 

             

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）意見陳述 

（４）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 
 

（２）年金記録の訂正が必要と考えられる国民年金関係の継続事案２件について審議し、あっ

せん案を決定するとともに、国民年金関係の継続事案１件について、国民年金保険料の納

付記録の訂正はないと判断した。 

 

（３） 国民年金関係４件（うち継続１件）について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）申立人が来所し、委員に対し、申立事案に関する事情・意見を陳述した。 

 
（５）次回は、８月４日（木）９：30から開催されることとなった。 

 

                              （文責：事務室） 

 



年金記録確認岡山地方第三者委員会第四部会（第 114回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月 22日（金） ９時 30分から 12 時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

（委員会）関委員、岡委員、平松委員、森委員 

（岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、花田主任調査員、長谷調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 

 

（２）年金記録の訂正が必要と考えられる厚生年金関係の継続事案３件について審議し、あっ

せん案を決定するとともに、厚生年金関係の継続事案９件について、厚生年金保険料の納

付記録の訂正は必要ないと判断した。 

 
（３）厚生年金関係４（うち継続１件）件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、８月５日（金）９：30から開催されることとなった。 

 

 

                              （文責：事務室） 

 

 



 

年金記録確認岡山地方第三者委員会第二部会（第 134回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 23年７月 27日（水） ９時 30分から 12時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）小寺部会長、江原委員、笹井委員、藤井委員 

 （岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、作間次長、山田主任調査員、 

   成相主任調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 

 

（２）年金記録の訂正が必要と考えられる厚生年金関係の継続事案３件について審議し、あっ

せん案を決定するとともに、厚生年金関係の継続事案２件について厚生年金保険料の納付

記録の訂正の必要はないと判断した。 

 
（３）厚生年金関係 10件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、８月 31日（水）９：30から開催されることとなった。 

 

 

                              （文責：事務室） 

 

 



 

年金記録確認岡山地方第三者委員会第三部会（第 119回）議事要旨 

 

１ 日時 平成 23年７月 28日（木） 13時 30分から 16時 30分 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎（２階共用会議室） 

 

３ 出席者 

 （委員会）小串部会長、石原委員、浦上委員、近藤洋委員 

 （岡山行政評価事務所）金津同委員会事務室長、三宅次長、花田主任調査員、 

長谷調査員ほか 

 

４ 主な議題 

（１）継続事案（あっせん案等）の審議 

（２）申立事案の審議 

（３）その他 

 

５ 会議経過 

（１）年金記録確認岡山地方第三者委員会への「年金記録に係る確認申立書」転送件数等につ

いて、事務室から説明が行われた。 
 

（２）厚生年金関係の継続事案４件について審議し、あっせん案を決定するとともに、厚生年

金関係の継続事案４件について厚生年金保険料の納付記録の訂正の必要はないと判断し

た。 

 

（３）厚生年金関係５件について審議が行われ、いずれも継続審議となった。 

 

（４）次回は、８月 25日（木）13：30から開催されることとなった。 

 

                              （文責：事務室） 
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