
○  本日付けで、次のとおり発令しました。

年金記録確認○○地方第三者委員会委員に任命する

期間は平成２５年１１月２６日から平成２７年１１月２５日までとする

（別紙１の４３名）

※　発令の「○○」には、別紙１の「委員会名」が入る

※　個別の地方委員会に関する問い合わせ先は別紙２のとおり

年金記録確認第三者委員会委員の発令
平成２５年１１月２６日

連絡先

大臣官房秘書課（人事第一係）

本橋

TEL 5253-6111（内21181）

FAX 5253-5079 １



任命　43名 （別紙１）

委員会名 氏　　名 ふりがな 肩　　　書 備　　考

穴澤　成巳 あなざわ　しげみ 弁護士 再任

太田　和伊 おおた　かずい 社会保険労務士 再任

門脇　昭子 かどわき　あきこ 税理士 再任

東北 鹿野　智子 かの　ともこ 社会保険労務士 再任

千葉　末男 ちば　すえお 税理士 再任

野村　 満 のむら　みつる 元宮城県社会保険委員会連合会副会長 再任

吉田　 徹 よしだ　とおる 弁護士 再任

荒川　 功 あらかわ　こう 元埼玉県社会保険労務士会副会長 再任

大澤　一司 おおさわ　かずし 弁護士 再任

久島　 巖 くしま　いわお 税理士 再任

金野　俊男 こんの　としお 弁護士 再任
関東

千島　康紀 ちしま　やすとし 元社会保険委員 再任

中村　明弘 なかむら　あきひろ 税理士、公認会計士 再任

福田　英機 ふくだ　ひでき 元行政相談委員 再任

武藤　成子 むとう　しげこ 埼玉県社会保険労務士会理事 再任

礒貝　正夫 いそがい　まさお 税理士 再任

岡田　繁隆 おかだ　しげたか 愛知県行政書士会相談役 再任

及部　雅仁 およべ　まさひと 愛知県社会保険労務士会副会長 再任

中部 佐合　恭治 さごう　きょうじ 社会保険労務士 再任

鈴木　誠吉 すずき　せいきち 元岡崎市市民文化部国保年金課長 再任

蜂須賀　太郎 はちすか　たろう 弁護士 再任

横粂　 鈞 よこくめ　ひとし 元豊田市保険年金課長 再任

河村　潤子 かわむら　じゅんこ 前大阪府社会保険労務士会常任理事　 再任

竹内　靖夫 たけうち　やすお 元大阪市中央区長 再任
近畿

那須　厚郎 なす　あつお 大阪府社会保険労務士会代表監事、行政相談委員 再任

藤本　正人 ふじもと　まさと 行政相談委員、税理士 再任

江口　由紀 えぐち　ゆき 元広島県社会保険労務士会副会長 再任

髙面　治美 こうめん　はるみ 弁護士 再任
中国

藤澤　良之 ふじさわ　よしゆき 元広島市西区保険年金課長 再任

三浦　宏司 みうら　ひろし 社会保険労務士 再任

大内　智隆 おおうち　ともたか 四国税理士会専務理事 再任

塩田　節子 しおた　せつこ 香川県社会保険労務士会副会長 再任
四国

西山　正寛 にしやま　まさひろ 香川県司法書士会名誉会長 新任

堀井　茂 ほりい　しげる 元香川県弁護士会会長 再任

小島  幸江 こじま  さちえ 行政相談委員 再任

末松   宏 すえまつ  ひろし 福岡県社会保険労務士会副会長 再任

田中  常實 たなか  つねみ 前福岡県社会保険労務士会副会長　 再任

元福岡県弁護士会副会長、元九州弁護士会連合
中島  繁樹 なかしま  しげき 再任

会事務局長

九州 中嶋  一美 なかしま  ひとみ 元穂波町(現飯塚市)福祉課長 再任

渕上   茂 ふちかみ  しげる 行政相談委員 再任

堀江   新 ほりえ  あらた 元久留米市監査委員事務局長 再任

元福岡県弁護士会副会長、元九州弁護士会連合
山出  和幸 やまで  かずゆき 再任

会理事

米村  國男 よねむら   くにお 九州北部税理士会相談役 再任



（別紙２）年金記録確認地方第三者委員会連絡先一覧

名　　　　　　　　　　称 郵便番号 住　　　　所 電話番号 担当（事務室長）

年金記録確認 北海道 地方第三者委員会 060-0807 札幌市北区北７条西２　　野村不動産札幌ビル３階 011-709-9000
ふじい けいぞう

藤井　啓造

年金記録確認 東　北 地方第三者委員会 983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町1　仙台第４合同庁舎２階 022-298-6371
はまとう かずひこ

浜東　一彦

年金記録確認 関　東 地方第三者委員会 330-9717 さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館１９階 048-600-2345
くまのみどう たけひろ

熊埜御堂　武敬

年金記録確認 中　部 地方第三者委員会 460-0001 名古屋市中区三の丸２－５－１　名古屋合同庁舎第２号館４階 052-972-7424
ないとう かずひさ

内藤　和久

年金記録確認 近　畿 地方第三者委員会 540-8517 大阪市中央区谷町２－１－１７　 大阪法務第２合同庁舎５階 06-6941-2301
つのた ゆういち

角田　祐一

年金記録確認 中　国 地方第三者委員会 730-0012 広島市中区上八丁堀６－３０　広島合同庁舎４号館１３階 082-502-7220
かみや やすのり

神谷　泰徳

年金記録確認 四　国 地方第三者委員会 760-0068 高松市松島町１-１７-３３　高松第２地方合同庁舎６階 087-834-2830
や ま だ し ょ う じ

山田　昌二

年金記録確認 九　州 地方第三者委員会 812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５  JT博多ビル２階 092-433-6663
よしだ かつひろ

吉田　勝弘

年金記録確認 沖　縄 地方第三者委員会 900-0006 那覇市おもろまち２－１－１　那覇第２地方合同庁舎1号館４階 098-941-5073
ともり まこと

友利　誠


