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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 職業奉仕 ・米山月間 ～～ 
第 2531 回例会 平成 24 年 10 月 5 日（金） 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     高橋 かしわ 会員 

◇ 結婚記念日       

細矢 正雄 会員、飯田 正雄 会員 

諸岡 靖彦 会員、加瀬間 俊勝 会員 

佐久間 高直 会員、長原 正夫 会員 

角田 幸弘 会員（欠）、浅野 洋介 会員（欠） 

横田 匡彦 会員（欠）、小泉 英夫 会員（欠） 

橘 昌孝 会員（欠）、日暮 俊久 会員（欠） 

◇ 誕生日 

諸岡 靖彦 会員、本宮 昌則 会員 

日暮 俊久 会員（欠）、藤崎 壽路 会員（欠） 

深堀 伸之 会員（欠） 

※ 誕生日、結婚記念日のニコニコは 5,000 円でお願い致します。 

 

◇ ニコニコボックス 

小井戸 国雄 会員：先週は、親睦旅行で札幌の全日空ホテルをご利用

頂きありがとうございました。週報では大変楽しそうなお姿を拝見し、

ご満足いただけたのではと安心致しました。それともう一点、ボックス

へちらしを入れさせていただきました。本日から 11 月 31 日（金）まで、

毎週金、土、日曜日に“オータムガーデンバーベキュー”を開催するこ

とになりました。事前に私にご連絡いただければ、前売り価格で対処さ

せていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

小宮山 四郎 会長：先週、親睦旅行で北海道へ行ってまいりました。

大盛況のうちに全員無事に帰ってまいりました。 

 

設楽 正行 会員：今朝の新聞で、成田のマスコット“うなりくん”が

投票で第 8 位だそうです。私の町内（花崎町）でもゆるキャラを作ろう

ということで２，３日前に決りました。今月の弦祭りで正式に披露する

予定でございます。 
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諸岡 靖彦 会員：今日５日の新聞折込ちらしでご覧になった方もいらっ

しゃることと存じますが、なごみの米屋では５日（金）～９日（火）まで、

總本店を除く直営１５店舗で＜秋のお菓子まつり＞を開催いたします。５

日間限定の商品や、感謝価格の商品を取り揃えて、皆様のお越しをお待ち

しております。なお生まれ変わって今年で１０周年を迎えますなごみの米

屋總本店では１０月１９日（金）～２１日（日）日頃の感謝の気持ちを込

めまして、＜總本店１０周年特別記念祭＞を開催いたします。 

 

長原 正夫 会員：先月、地区ゴルフ大会が鷹之台カンツリー倶楽部で行

われました。優勝とはいきませんでしたが、なんとかＩＮでドラコンを取

ることができました。距離は270か280くらいだったと思います。それと、

お知らせです。クラブ管理運営委員会を来週 12 日の例会終了後に行いま

すので宜しくお願い致します。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

先週、9 月 27 日~29 日は親睦旅行で北海道へ行って参りました。

当初心配された天候も 3 日間とも雨に降られることもなく、全員無

事に帰って参りました。 

参加された皆様は大変お疲れ様でした。親睦委員の皆さんに、綿

密な企画を立てて頂き素晴しい充実した楽しい親睦旅行となりまし

た。有難うございました。中でも 27 日、函館での昼食の場所である

五島軒がたまたま函館ロータリークラブの例会場となっており、丁

度その日が例会中であり 5 名で挨拶に伺いバナー交換をしてきまし

た。尚、函館ロータリークラブは創立 78 年の歴史を持ち、会員は

80 名を超えるそうです。やはり歴史を感じる趣がありました。1 番感心したのは点鐘の鐘

が青銅製の大きい釣鐘で重みのある音色で、同席した当クラブの会員も「あの鐘はいいな

あ～」と感心しきりでした。28 日の函館での朝市では、仙台市からの修学旅行で小学生が

きており、体験学習で各店の店頭で元気な大声で呼び込みをやっていました。なかには大

人顔負けの売込みで、つい私も何人かの売り子にハマり買ってしまいました。最近、特に

事なかれ的学校教育の多い風潮の中で、大胆な学校もあることに感心いたしました。体験

した児童は、必ずや素晴しい経験をしたと心に残る事と思いました。 

また、今月 18 日は第 9 分区の情報研究会、20、21 日は、地区大会と行事が続きますが

出来るだけ多くの会員の参加をお願い致します。 

雑誌・広報の深堀リーダーより、10 月「ロータリーの友」の読みどころが紹介されてい

ます。 

1 点目は、横読み欄で、第 11 回日韓親善会議です。従軍慰安婦問題や竹島への韓国大統

領の不法上陸など、日韓関係が極めて悪化している時期での開催に、8 月 31 日~9 月 1 日、

東京・品川のホテルで「虹をかけよう！互いの未来に！」と題し、日本から 1,003 人、韓

国から 201 人ロータリアンが来日し、旧交を温め、両国の絆を確かめ合いました。今こそ、

日韓親善の礎としてロータリーが果たす役割は大きいと、山東昭子氏、緒方貞子氏、など

が講演で、語られています。 

2 点目は、縦読み欄で、ロータリーアットワークで厚木県央ＲＣの公開例会です。北原

照久氏などの著名人を迎えての公開例会はマスコミにも注目されやすくロータリーの認知

度向上にも役立つと思います。また、東京目黒ＲＣは、区内の少年サッカーチームやボー

イスカウトなど、区民、企業、行政などに呼びかけ目黒川周辺清掃活動の実施、が紹介さ

れています。詳しくは「友」をお読み下さい。 
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当成田ロータリークラブも、新世代奉仕で大澤リーダーを中心として成田インターアク

ト、成田ボーイスカウトと共催で３、１１大震災支援の募金活動を計画して頂いています。 

 

◇ 感謝状 

米山功労者第 5 回マルチプル 

 遠藤 英一 会員 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 

今月は米山月間ですので、10 月 26 日に米山奨学生を呼んで卓話をし

ていただきます。その際、メールボックスに入れてありました米山豆

辞典を使って 10 分～15 分米山についてのお話しますので、各自ご用

意をお願い致します。 

 

・内規規定委員会    松田 泰長 委員長 

≪国際ロータリー2013 年規定審議会≫ 

3 年ごとの規定審議会が 2013 年 4 月にシカゴで開催されます。世

界中から１９９の立法案が提出されていますが、今回は特に注意

しておかなければならない立法案として、ＲＩ理事会からの立法

案 2 件があります。（過去の例からＲＩ理事会からの立法案は成

立の確率が非常に高いこと）今まで定款で定めていたものをクラ

ブ細則で行いなさいというものです。この決定での施行は、同年 7

月 1 日からであり次年度活動計画書の構成・印刷のタイミングに

どの様に合わせられるかを検討し準備する必要があります。 

 

立法案１３－１１ 出席義務を改正する件 

 定款第 9 条 出席と参加 

第1節 一般規定 

  各会員は、細則に規定された通り、本クラブの例会に出席するべきものとする。およ

び（または）クラブのプロジェクト、行事、活動に参加するべきものとする。RI 役員とロ

ータリー財団管理委員は、出席および（または）参加の要件を免除されるものとする。会

員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会 時間の少なくとも60 パーセ

ントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を 去らなければならなくなった場

合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次

のような方法で欠席をメークアップしなければならない。 

解説：本制定案は、クラブの出席要件を標準ロータリー・クラブ定款から削除し、代わり

に、例会、プロジェクト、行事、活動への出席および（または）参加の義務について細則

に記載することにより、クラブの出席要件を改正するものである。 

 

立法案１３－３０ クラブ例会の構造決定に柔軟性を与える件 

定款第6 条 会合 

 第1 節 — 例会 

 (a) 日および時間。本クラブは、毎週1 回、会員の参加と従事を奨励するために細則に定

められた日および時間の通りに、定期の会合を開かなければならない。このような会合に

は、クラブの奉仕プロジェクト、またはクラブが後援する地域社会行事、または理事会に

よって承認された会合を含めることができる。 
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 (b) 会合の変更。正当な理由がある場合は、理事会は、適当と認めるときは、時として、

例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他

の時間または他の場所に変更または中止することができる。 

 (c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはクラブ

会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が 発生した場合、

または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、 理事会は、例会を取りや

めることができる。理事会は、本項に明記されていない 理由であっても、1 年に4 回まで

例会を取りやめることができる。ただし、本クラブ が3 回を超えて続けて例会を開かない

ようなことがあってはならない。 

解説：本制定案は、クラブ例会を同じ曜日と時間に開催しなければならないという条件を

削除することにより、クラブが例会を構成する上で柔軟性を与えようとするものである。

本制定案によって、クラブは会員にとって都合のよい時間に例会を行うことができる。奉

仕プロジェクトまたはクラブが後援する行事が例会の代わりとして認められ、また、クラ

ブ理事会が適当と見なす場合には、時として例会を中止することができる。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．ロータリー米山記念奨学会 2011 年度決算報告 事業報告が届いて

おります 

２．今年は暑い夏でした。クールビズは来週 12 日までです。お間違いの

ないようお願いいたします 

３．例会変更 

佐原、印西、白井、八街、成田コスモポリタン、富里各ロータリークラ

ブ 

４．成田コスモポリタンロータリークラブより活動計画書の訂正、正誤表が届いておりま

す 

５．ガバナー月信合本が国際ロータリー2790 地区 2011～2012 年度ガバナー山田修平様

より届いております 

６．空港南ロータリークラブより週報が届いております 

７．旭ロータリークラブより活動計画書が届いております 

 

◇ 卓話      

「年金について」 
小川 賢 会員（社会保険労務士） 

平成 9 年 4 月に入会致しました小川です。数年ぶりの卓話ですが、先ほど 11 時 30 分か

ら研修委員会、職業奉仕委員会の合同委員会が開かれました。そこでは成田ロータリーク

ラブとしての職業奉仕についての研修セミナー、或いは意見交換などの話し合いがもたれ

ました。しかし、正直言って結論はなかなか出ず、私も今年度職業奉仕リーダーという大

役を仰せつかり、ガバナーも今年は職業奉仕に重点をおくとおっしゃっていますが、私は

職業奉仕と言うのはロータリーの理念に沿いながら自分自身がどうやって職業人として恥

ずかしくない行動をとって社会に奉仕していくかというのが職業奉仕であって、これを統

一すると言うのはどうしたらいいのかなと実は迷っております。たまたまそういう話が先

ほど出ましたが、私の約 50 年に渡る職業奉仕を簡単にお話しながら、また皆さんご自身の

職業奉仕を語っていただきながら【ロータリーの職業奉仕とは一体何なのか】を見出して

いただけたらとそのような気持ちでおります。 

 私は成田で生まれ、小学校、中学校、高校とずっと成田で過ごしてまいりました。大学

を出まして株式会社千葉交通へ入社し 10 年ちょっと、33 歳の時に政治事務所の事務所番
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という非常に生々しい仕事に 23 年従事しました。 

その時に、自分の仕事に対して矛盾を感じたり生きがいを感じたり色々複雑な気持ちで

おりましたが、今から 30 年程前に何かの用事で成田山の本山へ参りまして、当時、成田山

寺務長をされておられました鶴見照碩大僧正が「小川さん、今あなたはどういう仕事をな

さっているのですか？」と問われ「政治事務所の留守番です」と答えました。「事務的な

総括責任者ですね。私は成田山の寺務長です。成田山には 1 千万の信徒が全国におります。

私の寺務長の役割と言うのは成田山がいかに繁栄していくか、御前様がいかに全国の信徒

から信頼され尊敬され、それを発展するためにどうしたらいいかを考えるのです。だから

寺務長は自分が目立ってはいけません。御前様が皆さんに尊敬されるように心がけていま

す。あなたも議員のために一生懸命おやりなさい」と諭されました。非常にほっとしまし

た。 

今日おいでの方々は各事業所のトップですが、ナンバー2、3 に如何に優れた人材を登用

するかがその会社の発展の礎にも、またご自身の為にもなるのかなと思います。30 年前に

受けたこの教えは、今でも私の心に刻んであります。 

その後、55 歳で政治事務所を退職し、これから後 10 年、自分としてどんな職業、どう

やって社会に参加していくのが良いかと色々考えました。その時に、社会保険労務士とい

う資格を知りました。社会保険労務士と言うのは、各事業所の発展とそこに働く従業員の

福祉の向上のために寄与する仕事であります。ですから各事業所も会社がただ儲かれば良

いということではなく、そこに働く従業員のための福祉の為に努力するということでなけ

ればいけません。 

先日テレビ（ＮＨＫ）で見ましたが、左官屋さんが一生懸命仕事をしていたが 10 年、20

年前はいくらでも仕事があった。その時に国民年金に入っていた。しかし、20 年ちょっと

しか納めていない。今になって仕事が無くなってきた。そうすると国民年金ですと 20 年加

入で年間 40 万円。月に換算すると 4 万円を切ります。とてもこれでは生活出来ないとい

って生活保護の申請をしたとテレビで言っておりました。今、

非常に生活保護を受ける方が多いようです。 

ですから私は事業主の方にいつもお願いするのですが、保

険料が大変だから入らないという方もいるのですが、一生の

うちのど真ん中をその会社のために労働を提供していただき、

そして一緒に働いたのならば、その人の将来のためにも厚生

年金は入ってあげてください、と。ついでですから申し上げ

ますが、何も厚生年金は大きな会社ばかりではなく、現状は

個人事業主の方でも法人にすることで、従業員のみならず仮

に社長一人でも厚生年金に入れます。それは健康保険に加入する事も意味します。 

そうすると保険料を半額会社で負担していただいて、自分が半額持つ、そして、普通の

老齢基礎年金プラス厚生年金の二階建てになり、万が一の場合、遺族年金と障害年金。そ

して国民健康保険ですと保険料を納めて治療をしてもらうだけですが、健康保険に入って

いれば、私傷病でも（例えば、山へスキーに行って足を骨折して 4 ヵ月休むと言った場合）、

傷病手当金で標準報酬日額三分の二、最高 1 年 6 ヵ月まで健康保険から受ける事が出来ま

す。仕事を休む場合の生活給としてある程度は保障され、安心して仕事に取り組むことが

できるでしょうし、従業員との信頼関係も強くなるでしょう。ご自分の会社のみならず、

関連会社の皆様にもコンプライアンスという点からも、ご指導いただけたら有難いと思い

ます。 

各事業所とそこで働く従業員双方の幸せの一助になれればと、平成 6 年に受験しまして

平成 7 年から開業いたしました。今年で 17 年になりますが、“真実かどうか”“みんな

に公平か”“好意と友情を深めるか”“みんなの為になるかどうか”やっぱり仕事をする
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上で基本だと思いロータリーに入会させていただいた事を感謝しているところです。硬い

話はここまでにして、折角ですから皆さんに関係する年金の話をさせていただきたいと思

います。 

 

ねんきん定期便 

 ○国民年金・厚生年金の被保険者に、毎年誕生月に日本年金機構から年金記録を記載し

た「ねんきん定期便」が届きます。 

  ・作成年月日の前前月までの各制度の「加入期間とその合計期間」が記載されていま

す。 

５０歳未満の方の定期便には「これまでの加入実績に応じた年金額」が 記載されて

います。 

   ５０歳以上の方には「老齢年金の見込額」が記載されています。現在加入している

制度に今後も加入し続けた場合の年金額が記載されています。 

  ・平均標準報酬月額 

   厚生年金取得時から喪失時までの、各月の報酬月額の合計額を加入月数で除した金

額をいいます。平均額は３５万円ぐらいです。 

  ・年金、何年加入したら受けられるか。 

① 厚生年金及び共済年金 昭和２７年４月以前生まれの人２０年、昭和３１年４月

１日以降生まれの人２４年以上 

特例 男性―昭和２２年４月１日以前生まれの人、４０歳以降に１５ 

   年、昭和２６年４月１日以降生まれの人１９年以上 

   女性―３５歳以降にと読み替える。 

② 厚生年金・共済年金・国民年金・カラ期間、合計２５年以上 

③ 国民年金のみ 国民年金加入期間＋カラ期間＝２５年以上 

カラ期間 昭和３６年４月１日～６１年３月３１日 配偶者で任意加入しなか

った人、および平成３年３月以前の学生であった期間 

年金手帳 

 ○平成８年までに発行―オレンジ色 平成９年１月以降発行―青色 

 ○基礎年金番号 過去には、国民年金・厚生年金・共済年金と各年金制度毎に年金番号

が付けられていましたが、平成９年１月より一本化され、すべての年金制度で共通し

て使用できる基礎年金番号制度が導入されました。 

  基礎年金番号は、１０桁の番号で構成され、個人個人の年金の背番号のようなもので、

一生で一つの番号が使われます。手帳を複数冊持っているとき、番号が違っていると

き番号を統一する手続きをしましょう。 

 

妻が２０年以上勤めると、年金の家族手当が付かない？ 

 ○年金のために就労調整？ 

   主婦の間で、扶養の範囲で働くいわゆる「１０３万円の税の壁」と   「１３０

万円の社会保険の壁」に次いで関心の高いのが、夫の厚生年金に付く家族手当のこと。 

   厚生年金に２０年（生年月日により、４０歳以降１５～１９年）以上加入した夫が

６５歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したとき、生計維持関係にある（年収の目

安は８５０万円未満）６５歳未満の妻がいる場合には、「加給年金」という家族手当

が付きます。夫が昭和１８年度以降生まれなら、３９３、２００円です。この加給年

金は、妻が６５歳になると妻自身の老齢基礎年金に上乗せされる「振替加算」という

家族手当に切り替わります。 

   こちらは、妻が昭和２０年度生まれなら１１１、６００円。年代が下がるにつけ年
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金額も減っていき、昭和３６年度から４０年度生まれの人は １５、２００円、そし

て昭和４１年４月２日以降に生まれた人は「０」になります。これらの家族手当は、

妻自身が２０年（生年月日により３５歳以降１５～１９年）以上加入期間のある老齢

厚生年金を受けるようになると、停止されます。だから、１９年１１か月まででフル

タイムを辞め、あとは扶養の範囲で働く就労調整をするというのです。 

 

 ○年下の妻でなければ年金は増やせない？ 

   ところがこの家族手当、夫が昭和２４年度以降生まれの場合は、６５歳にならない

と権利が発生しないのです。夫が６５歳になったとき、妻が６５歳未満なら夫に「加

給年金」が、妻が６５歳以上なら妻に「振替加算」が付きます。つまり、妻のほうが

年下（月下）でなければ加給年金はもらえません。もし妻が年上（月上）なら、わず

かばかりの振替加算のために、就労調整をするのはもったいない話ですね。 

   存分に働いて自分自身の老齢厚生年金を増やしたほうが、賢明です 

 

国民年金 「繰上げ」 「繰下げ」 

 ２０歳～６０歳 ４０年間４８０か月保険料を納めた人  

６５歳 支給率１００％  ７８６、５００円（平成２４年度額） 

繰上げ １か月０．５％減 １年 ６．０％減、  ５年 ３０％減 

繰下げ １か月０．７％増 １年 ８．４％増   ５年 ４２％増 

 

６０歳 ６５歳 ７０歳 

７０％ 

（30%減） 
１００％ 

１４２％ 

（42%増） 

 

   ・受けた時点の減額率、増額率は、生涯変わりません。 

   ・どの年齢から受けても７７歳から～８１歳ごろに受給総額が６５歳から受けた場

合の総額と同額になります。 

 

  ○繰上げて受ける場合の注意点 

   ・障害年金・寡婦年金が受けられなくなる。 

   ・遺族年金が受けられるようになっても、６５歳までは老齢基礎年金か遺族年金か

どちらか一方になる。 

 

《遠藤会員より》 

総務省年金記録確認第三者委員会委員を 6 年間やっておりました。毎週木曜日の午後で

す。昨日全体会議があり平成 25 年 3 月で無くなるという話でした。第三者委員の役割と

言うのは、職権で訂正できないもの（現在、千葉で月に 30 件くらい）を処理していますが、

今一度年金記録を見ていただき、既に受給されている方もいらっしゃるとは思いますが、

年金記録の中で抜けている部分が無いかどうか、小川さんの話に

もありましたが、番号の一本化をする時に、3 つの番号を一つに

していますのでどれかが抜けている場合、或いは漢字の読みなど、

カタカナで入力しておりますので、一字が違っているだけで付け

あわせが出来ないでいます。まだ 10 万件以上、未解決のものが

あります。ただ、総務省も予算が取り切れないということで、去

年から厚労相と交渉しておりますが、昨日の全体会議では平成
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25 年 3 月で一度三者委員が終わりになるようです。そうなりますと、職権訂正できない部

分がそのまま浮いてしまいますので、今一度年金記録の確認をお願い致します。 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

 
第 4 回理事・役員会 

１．10,11 月の例会及び事業、行事計画の確認 

10 月の予定   

5 日 (金) 月初例会  

12 日 (金) 通常例会 卓話 千葉銀行 吉田 嘉浩 会員 

入会式 湯川法律事務所 所長 湯川芳郎 様 

19 日 (金) 21 日（日）地区大会へ振り替え 

26 日 (金) 通常例会 卓話：米山奨学会 織田信行 様 

米山奨学生 唐 エイ 様 

11 月の予定  

2 日 (金) 月初例会 ミニ卓話 近藤博貴会員 北海道旅行の旅 

9 日 (金) 通常例会 卓話 高橋 かしわ 会員 

16 日 (金) 通常例会 クラブ研修セミナー 平野省二委員長 

23 日 (金) 祭日休会  

30 日 (金) 通常例会 ロータリー財団 設楽 正行 委員長 

※10 月 18 日（木）情報研究会 14：00～17：00 ラディソンホテル 

 10 月 25 日（木）9 分区親睦ゴルフコンペ 場所：富里ゴルフクラブ 

 10 月 28 日（日）印旛沼クリーンハイク 集合時間８：００甚平衛公園 

 11 月 11 日（日）ボーイスカウト成田第一団への器具庫贈呈式 場所 成田市津富浦「憩いの広場」 

 11 月 19 日（月）第 1 回ゴルフ同好会 場所：長太郎カントリークラブ             承認 

２．成田交通安全協会 平成 24 年度賛助会費の件 

1 万円                                          承認 

３．地区補助金申請（ボーイスカウト器具庫）の件                       承認 

４．平成 24 年度優良従業員表彰実施に伴う協賛金の件 

5 万円                                          承認 

５．国際大会について 

2013 年 6 月 23 日～26 日 ポルトガルのリスボン（詳細はガバナー事務所へ） 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 10月 3日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、松田 泰長、神崎 誠、平野 省二小
川 賢、諸岡 靖彦 各会員 

10月 5日 クラブ研修委員会 

小宮山 四郎、石川 憲弘、遠藤 英一、神﨑 誠、長原 正夫山
田 真幸、成田 温、佐瀬 和年、秋葉 博行、設楽 正行、平野 
省二、諸岡 靖彦、松田 泰長 各会員 

10月 5日 第 4回理事・役員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５９ ３７ ２２ ６２．７１％ １００％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

「年金記録確認第三者委員会」について 
〈趣旨〉 
年金記録の訂正に関し、国民の立場に立って、公正な判断を示すため、総務省に年金記録確認第三者委員会
（以下「第三者委員会」という。）を設置する。 
〈役割〉 
年金記録の確認について、国（厚生労働省）側に記録がなく、御本人も領収書等の物的な証拠を持っていないと
いった事例について、国民の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関
し公正な判断を示すことを任務とする。 


