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年金記録問題への取組 問題の所在と対応策

問題の所在

基礎年金番号に未統合の記録
が18年６月時点で5000万件存在

※ 平成９年に１人１番の基礎年金番号
が導入された当時のコンピュータ記録
の総数は３億件

対応策

年金記録の正確性の問題

１）過去の紙台帳（マイクロフィルム
を含む）からコンピュータへの記
録の転記が不正確

２）厚生年金の標準報酬等を不適
切に遡及訂正した事案

３）本人が保険料を納めたとしてい
るのに対して、保険料の納付記
録が社会保険庁にない事例

・「ねんきん特別便」を契機とする解明・統合
１）「名寄せ特別便」・・・基礎年金番号の記録との突合に

より結びつく可能性のある記録が
あった方（平成19年12月～3月）

２）「全員特別便」・・・それ以外の全ての方（平成20年４
～10月）

・記録の内容に応じた未統合記録の解明
※住基ネットによる「生存者」「５年以内死亡者」の
特定など

・年金記録をいつでも簡便に確認できる
ための仕組みの整備
１）全ての加入者に「ねんきん定期便」を送付
（21年度～）

２）インターネットによる記録照会サービスを受給者
にも拡大（20年度中）

・コンピュータ記録と紙台帳との突合せ
・標準報酬等の遡及訂正事案への対応
・年金記録確認第三者委員会（総務省）

処理済み件数 約61,000件（対受付数63％）
（21年3月24日時点）



①「ねんきん定期便」

概要

相談体制等

○ 国民年金・厚生年金の被保険者一人ひとりに対して、保険料納付実績や年金額の見込みな
ど、年金に関する情報を分かりやすく通知し、ご確認いただくため、平成２１年４月から、毎年
誕生月に「ねんきん定期便」を送付する。

※名寄せ特別便に未回答の方及び「訂正なし」と回答した方のうち、ご本人の記録である可能性が高い方には、記録確認の
注意喚起の文書、特別便に未回答の方には回答のお願いを同封。

○ 「ねんきん定期便」について、テレビ、新聞折込等により周知広報を実施する。

○ 「ねんきん定期便専用ダイヤル」を設置し、「ねんきん定期便」に関する電話相談に対応するほか、
社会保険事務所の窓口においても対応する。

通知する内容
（１）２１年度

①年金加入期間（加入月数、納付済月数等）
②年金見込額
③保険料の納付額（被保険者負担分累計）
④年金加入履歴（加入制度、事業所名称、被保険者資格取得・喪失年月日等）
⑤厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
⑥国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況（納付、未納、免除等の別）

（２）２２年度以降
・上記①～③について、更新し通知する。また、上記⑤及び⑥について、直近一年分を通知する。
・節目年齢時（３５歳、４５歳、５８歳）の方々に対しては、２１年度と同内容を更新して通知する。



この「ねんきん定期便」は、平成 年 月 日時点の年金加入記録に基づき作成されております。

　「ねんきん特別便」の回答票や「被保険者記録照会票」で、被保険者記録を調査中の方は、現在、社会保険業
務センターや社会保険事務所がお調べしておりますので、この「ねんきん定期便」には反映されておりません。調
査が終了しましたら、社会保険業務センターや社会保険事務所から調査結果をお届けしますので、今しばらくお
待ちくださるようお願いいたします。

生年月日 年 月 日基礎年金番号

※ このお知らせの見方は、リーフレットの２～３ページをご覧ください。

記載内容に「もれ」や「誤り」がないかご確認をお願いいたします。加入記録の確認の流れや加入記録の確認の
ポイント等につきましては、同封のリーフレットをご覧ください。

50歳以上の方用

（参考）これまでの保険料納付額

国民年金
厚生年金保険 船員保険第１号被保険者

（未納期間を除く）

年金加入
期間合計

（未納期間を除く）第３号被保険者
国民年金計

（未納期間を除く）

１ これまでの年金加入期間

２ 老齢年金の見込額

（２）　厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額） 円

（１）　国民年金（第１号被保険者期間の保険料納付額） 円（累計額）

円（累計額）

（累計額）

これまでの保険料納付額
【　国民年金・厚生年金保険合計　】

年金を
受けられる年齢 歳 歳 歳

厚生年金

基礎年金

特別支給の
老齢厚生年金

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金

円 円 円
（報酬比例部分） （報酬比例部分）（報酬比例部分）

（経過的加算部分）（定額部分）

老齢基礎年金

円

円 円 円

年
金
の
種
類
と
年
金
額

(

見
込
額
）

年金額
（見込額）

この「ねんきん定期便」は、あなた様のこれまでの加入記録をご確認いただくとともに年金制度に対するご理解

を深めていただくことを目的として、年金加入期間や将来受け取る年金額の見込みなどの年金に関する情報を定

期的にお送りしております。

（基礎年金番号及び生年月日は、お問い合わせの際に必要となります。）

ねんきん定期便

内容に関するご照会は
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ！

TEL  ０５７０－ ０５８－ ５５５
※ 一 部 の ＩＰ電 話 及 び ＰＨＳか ら は

「０３－ ６７００－ １１ ４４」に お 電 話 くださ い 。

社会保険庁
社会保険業務センター

〒１６８－８５０５
東京都杉並区高井戸西３－５－２４

差

出

人

（※老齢年金の見込額が出力されていない場合は、リーフレットの６ページをご覧ください。）

月 月 月 月 月 月

お示ししている年金加入期間には、共済組合員記録に関する加入期間は含んでおりません。
※ 現在、社会保険庁と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。

円 円

この「ねんきん定期便」は、平成 年 月 日時点の年金加入記録に基づき作成されております。

ねんきん定期便

また、「ねんきん特別便」の回答票や「被保険者記録照会票」で、被保険者記録を調査中の方は、現在、社会保

険業務センターや社会保険事務所がお調べしておりますので、この「ねんきん定期便」には反映されておりませ

ん。調査が終了しましたら、社会保険業務センターや社会保険事務所から調査結果をお届けしますので、今しば

らくお待ちくださるようお願いいたします。

生年月日 年 月 日基礎年金番号

内容に関するご照会は
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ！

TEL ０５７０－０５８－５５５
※一部のＩＰ電話及びＰＨＳからは

「０３－６７００－１１４４」にお電話ください。

社会保険庁
社会保険業務センター

〒１６８－８５０５
東京都杉並区高井戸西３－５－２４

差

出

人

お示ししている年金加入期間には、共済組合員記録に関する加入期間は含んでおりません。
※ 現在、社会保険庁と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。

※ このお知らせの見方は、リーフレットの２～３ページをご覧ください。

記載内容に「もれ」や「誤り」がないかご確認をお願いいたします。加入記録の確認の流れや加入記録の確認の
ポイント等につきましては、同封のリーフレットをご覧ください。

50歳未満の方用

（参考）これまでの保険料納付額

国民年金
厚生年金保険 船員保険第１号被保険者

（未納期間を除く）

年金加入
期間合計

（未納期間を除く）第３号被保険者
国民年金計

（未納期間を除く）

１ これまでの年金加入期間

２ これまでの加入実績に応じた年金額

（２）　これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額 円（年額）

（１）　これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金額 円（年額）

円（年額）
これまでの加入実績に応じた老齢年金額
【　老齢基礎年金＋老齢厚生年金　】

（２）　厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額） 円

（１）　国民年金（第１号被保険者期間の保険料納付額） 円（累計額）

円（累計額）

（累計額）

これまでの保険料納付額
【　国民年金・厚生年金保険合計　】

この「ねんきん定期便」は、あなた様のこれまでの加入記録をご確認いただくとともに年金制度に対するご理解

を深めていただくことを目的として、年金加入期間や加入実績に応じた年金額などの年金に関する情報を定期的

にお送りしております。

（基礎年金番号及び生年月日は、お問い合わせの際に必要となります。）

◆上記の年金額を、仮に２０年間受給した場合の合計額は 円になります。

（※これまでの加入実績に応じた年金額が出力されていない場合は、リーフレットの７ページをご覧ください。）

月 月 月 月 月 月

○50歳未満の方用 ○50歳以上の方用 ○年金受給者であり
現役被保険者の方用

「ねんきん定期便」の様式について

ねんきん定期便

また、「ねんきん特別便」の回答票や「被保険者記録照会票」で、被保険者記録を調査中の方は、現

在、社会保険業務センターや社会保険事務所がお調べしておりますので、この「ねんきん定期便」には

反映されておりません。調査が終了しましたら、社会保険業務センターや社会保険事務所から調査結果

をお届けしますので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。

生年月日 年 月 日基礎年金番号

内容に関するご照会は
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ！

TEL ０５７０－０５８－５５５
※一部のＩＰ電話及びＰＨＳからは

「０３－６７００－１１４４」にお電話ください。

社会保険庁
社会保険業務センター

〒１６８－８５０５
東京都杉並区高井戸西３－５－２４

差

出

人

※ このお知らせの見方は、リーフレットの２～３ページをご覧ください。

記載内容に「もれ」や「誤り」がないかご確認をお願いいたします。加入記録の確認の流れや加入記録の
確認のポイント等につきましては、同封のリーフレットをご覧ください。

年金受給者であり
現役被保険者の方用

（参考）これまでの保険料納付額

国民年金
厚生年金保険 船員保険第１号被保険者

（未納期間を除く）

年金加入
期間合計

（未納期間を除く）第３号被保険者 国民年金計
（未納期間を除く）

これまでの年金加入期間

（２）　厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額） 円

（１）　国民年金（第１号被保険者期間の保険料納付額） 円（累計額）

円（累計額）

（累計額）

この「ねんきん定期便」は、あなた様のこれまでの加入記録をご確認いただくとともに年金制度に対する

ご理解を深めていただくことを目的として、年金加入期間や保険料納付の実績などの年金に関する情報

を定期的（年金制度に加入されている間）にお送りしております。

（基礎年金番号及び生年月日は、お問い合わせの際に必要となります。）

これまでの保険料納付額
【　国民年金・厚生年金保険合計　】

月 月 月 月 月 月

お示ししている年金加入期間には、共済組合員記録に関する加入期間は含んでおりません。
※ 現在、社会保険庁と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。

この「ねんきん定期便」は、平成 年 月 日時点の年金加入記録に基づき作成されております。



 ねんきん定期便における注意喚起書類等整理表 

 

同封する注意喚起書類 封筒の色及び回答票の色 

（封筒） （回答票） 

 

結び付く可能性のある

記録の一部を記載した

お知らせ 

記録確認についての 

注意喚起の文書 

注意を必要とする記録

訂正が行われている旨

を注意喚起する書類 
・ オレンジ 

・ 空色 

・ 水色 

・ 白 

① 名寄せ便に未回答の方 

（蓋然性が高い方） ○ ○ － オレンジ 水色 

② 名寄せ便に「訂正なし」

と回答した方 

（蓋然性が高い方） 
○ － － オレンジ 白 

③ 名寄せ便（蓋然性が高い

方以外）又は全員便に未回

答の方 
－ ○ － 空色 水色 

④ 標報遡及訂正事案の可能

性がある方（１４４万件対

応） 
－ － ○ オレンジ 水色 

※ 特殊な同封物のないパターンについては、通常の封筒（空色）とする。 



「ねんきん定期便」の封筒の色等について 

 封筒の色  

①オレンジ色（Ａ４）                  ②空色（Ａ４） 

                           

               

 

※ １次名寄せ対象者で、ご本人の基礎年金番号の記録とそれに結びつく可能性のある記録との間に期間重複がない方 

 回答票の色  

 ①水色                       ②白色 

                         

対象者：記録をよく確認していただく
必要のある方(確認が必要な
記録を同封） 

 
① 名寄せ特別便に未回答の方のうち、
蓋然性の高い方（※） 

 
② 名寄せ特別便に「訂正なし」と回答
した方のうち、蓋然性の高い方（※）

 
③ 標準報酬遡及訂正事案の可能性が
ある方（１４４万件該当者） 

対象者：左記以外の方（一般の方） 

対象者：必ず回答を提出していただ
きたい方 

 
① 特別便に未回答の方 
 
② 標準報酬遡及訂正事案の可能性
がある方（１４４万件該当者） 

 
③ ５８歳になられる方 

対象者：左記以外の方（一般の方） 

 → 訂正がある場合のみ回答 



361

6111

698

調査中

訂正なし
　・確認済

訂正・統合済

確認作業完了

（90.3%）

②「ねんきん特別便」

○ 平成19年12月からこれまでに全ての受給者・加入者約１億９百万人に送付し、国民の皆様に記録を確認いただ
いており、このうち約7,200万人（21年1月末現在）から回答をいただき、このうち、約9割の方（約6,500万人）の年金
記録の確認作業が終了した。

送付数 10,873万人
このうち、住所変更が行われていないことにより、

「ねんきん特別便」が送付できなかったもの 280万人

【全体】

7170
3423

単位：万人

未回答

回答

未回答

（68%）

（32%）

（10％）

（85％）

（5％）



調査中
　443
　(10%)

訂正なし
・確認済
　　3,666
    (84%)

訂正・統合済
　　　　236
        (6%)

名寄せ便　115(2%)

全員便　328(8%)

名寄せ便　124
          (2%)

全員便　3,542(82%)

名寄せ便　205
          (5%)

全員便　31
       (1%)

調査中
　255
　 (9%)

訂正なし
　・確認済
　　2,445
    (87%)

訂正・統合済
　　　　　125
          (4%)

名寄せ便　52(2%)

全員便　203(7%)

名寄せ便　114
          (4%)

全員便　2,331(83%)

名寄せ便　87
          (3%)

全員便　38
       (1%)

送付数 3,695万人
このうち、住所変更が行われていないことにより、

「ねんきん特別便」が送付できなかったもの 15万人

送付数 7,178万人
このうち、住所変更が行われていないことにより、

「ねんきん特別便」が送付できなかったもの 266万人

未回答　856(23%)

回答　2,825(77%)

名寄せ便　253
　　　 （7%）

全員便　2,572
　　　 （70%）

名寄せ便　47
　　　（1%）全員便　809

　　　（22%）

【受給者】

未回答　2,567(37%)

回答　4,345(63%)

全員便　3,901
　　　（56%）

名寄せ便　444
　　　（6%）

全員便　2,325
　　　（34%）

名寄せ便　242
　　（4%）

【加入者】

このうち32万人は、「訂正なし」

との回答があったものについて、
現在、フォローアップ照会を実施
しているもの

単位：万人



③フォローアップ照会、厚生年金旧台帳に係る調査

受給者に対する名寄せ特別便のフォローアップ照会

厚生年金旧台帳等の記録（約1466万件）に係る調査

○20年3月までに年金受給者の方に送付した「名寄せ特別便」に対して、「訂正なし」との回答をいただいた方及び２回の
「回答のお願い」の送付等を行い、なお未回答の方のうち、未統合記録が結び付く可能性の高い方約88万人に対して、
電話や訪問による照会を行った結果、約36万人の方から回答をいただき、そのうち約８割の方について、ご本人の記録で
あると確認できた。

88万人 36万人 28万人

「訂正なし」「未回答」のうち対象者 照会済み ご本人の記録と確認

【フォローアップ照会の状況（平成21年2月27日現在）】

○社会保険庁においてマイクロフィルムの形で保管されている厚生年金旧台帳等の記録と基礎年金番号との突合せの結果、
旧台帳の記録がご本人の記録である可能性がある方約68万人に対して、20年5月に「年金加入記録の確認の
お知らせ」を送付し、このうち約58万人(平成21年2月27日現在）から回答をいただいた。その後、回答をいただいた方
に電話や訪問による調査を行った結果、約36万人の方から回答をいただき、そのうち約８割の方について、ご本人の記録
であると確認できた。

68万人 58万人

「記録のお知らせ」送付対象者 回答

【厚生年金旧台帳等の記録に係る調査の状況（平成21年2月27日現在）】

36万人 29万人

照会済み ご本人の記録と確認

照会中

52万人

情報提供を行ったが、ご本人の記録
と確認できなかった

8万人

未回答

10万人 22万人

照会中

情報提供を行ったが、ご本人の記録
と確認できなかった

7万人



○ 「ねんきん特別便」による記録確認の取組と並行して、未統合記録の内容に応じた様々な方法
による解明作業に計画的に取り組む。

○ 18年６月に5,095万件あった未統合の記録のうち、既に統合済みの記録は1,010万件に増加、
今後解明を進め、最終的には公示等を検討する記録は1,162万件まで減少。

【未統合記録の統合・解明状況について】

（19年12月） （21年3月）

・基礎年金番号に統合済みの記録
310万件 1010万件

・その他一定の解明がなされた記録（死亡・脱退手当金受領等）
1240万件 1616万件

・名寄せにより特別便を送付した記録
1100万件 774万件

・解明作業が進展中の記録（住基ネット調査、旧姓による調査等）
533万件

・今後解明を進め、最終的には公示等を検討する記録

2445万件 1162万件

計 5095万件 計 5095万件

④未統合記録の解明



１　死亡が判明した者等の記録 360 7.1% 633 12.4% 273 ・解明作業の進展による増

　①　死亡の届出がされている記録等 360 7.1% 401 7.9% 41

　②　住基ネット調査で「５年以内死亡者」と判明した記録 52 1.0% 52

　③　既に死亡している受給者等の記録との突合せで該当した記録 180 3.5% 180

２　脱退手当金の受給等により新たな受給に結びつかないと考えら
  　れる記録

460 9.0% 577 11.3% 117

３　５千万件中、複数の手帳記号番号を保有していると考えられる
　　者の記録（重複分のみ計上）

420 8.2% 406 8.0% -14 ・記録の統合等の進展による減

４　平成18年６月１日以降基礎年金番号に統合済みの記録 310 6.1% 1,010 19.8% 700

５　名寄せにより基礎年金番号の記録と結びつく可能性があり、
　　「名寄せ特別便」を送付した記録（｢４｣計上分を除く）

・記録の統合が進んだことによる減

  ①　年金受給者との名寄せ 300 5.9% 223 4.4% -112
  ②　被保険者との名寄せ 800 15.7% 558 11.0% -288

６　解明作業が進展中の記録 ・解明作業の進展による増

　①　氏名等の補正処理が完了した「漢字カナ変換の使用により
　　　名寄せされなかった記録」

97 1.9% 97 ・このうち基礎年金番号の記録と結びつく可能性があり、
「記録確認のお知らせ」を送付した記録は14万件

　②　住基ネット調査で「生存者」と判明した記録 277 5.4% 277 ・このうち年金受給資格期間を満たしており、「記録確認
のお知らせ」を送付した記録は２万件

　③　旧姓データを活用した調査により特定された「婚姻等により
　　　氏名を変更していると考えられる者の記録」

148 2.9% 148 ・「記録確認のお知らせ」を送付

　④　払出簿による氏名等の補正後に、基礎年金番号の記録と結び
　　　つく可能性がある記録

11 0.2% 11 ・「記録確認のお知らせ」を送付

７　今後解明を進め、最終的には公示等を検討する記録 ・解明作業及び記録の統合が進んだことによる減

　・死亡していると考えられる者の記録
　・過去の記録をオンラインに入力するまでの間の転記・入力ミス
  ・海外居住者
　・届出誤り（誤った氏名・生年月日）により収録された記録　等

計 5,095 100.0%

増減

（万件）

1,076

-398

533

-1,2831,162 22.8%

774 15.2%

533 10.5%

平成21年３月

（万件） 割　合

2,626 51.5%

・解明作業の進展による増

平成19年12月

（万件） 割　合

1,550

未 統 合 記 録 の 全 体 像 〔 平成21年３月 〕

記　録　の　内　容 増減の主な要因、備考

・ねんきん特別便の送付や日々の相談・裁定等を契機とし
て、記録の統合が進んだことによる増

30.4%

1,100 21.6%

2,445 48.0%

　（※名寄せは1172万件が最終結果のため、「増減」欄は
　　1172万件からの減少数）

・各種解明作業を行うとともに、最終的にはインターネッ
ト上での公示等により解明・統合を進めることを検討

○「平成19年12月」は、平成19年９月14日時点のデータ（ただし、統合済み記録数は11月９日時点、名寄せ件数は12月11日時点）をベースに作成
○「平成21年３月」は、平成21年２月13日時点のデータ（ただし、統合済み記録数及び払出簿による調査結果は３月25日時点）をベースに作成

○　18年６月からの統合済み件数｢４｣は、1010万件【19年12月より700万件増加】(うち「名寄せ特別便」の送付対象｢５｣は、398万件)

○　その他一定の解明がなされた記録｢１｣～｢３｣は、1616万件【19年12月より376万件増加】

○　今後解明を進め、最終的には公示等を検討する記録｢７｣は、1162万件【19年12月より1283万件減少】

○　住基ネットの活用等により、533万件の解明作業が進展｢６｣

5,095 100.0%



⑤再裁定処理体制の強化

今後の方向

○ 20年11月末時点で、全体としては、進達されてから支払いまでに、7か月程度を要していること

から、任期付き職員の採用、社保事務局からの支援の拡充、再裁定処理システムの機能強化によ
り、本年夏頃を目途に、3ヶ月程度で処理できるようにすることを目指す。

【再裁定の処理件数及び処理体制】
（20年12月） （21年3月）

処理件数 8万件／月 20万件程度／月
処理体制 280人 470人

○ さらに、再裁定処理システムの改善とこれに合わせた体制の整備に努め、処理の迅速化を図る。

これまでの取組

○ 「ねんきん特別便」による記録の統合などにより、再裁定の申出が増加していることにより、再裁
定の処理に要する期間が長めになっているため、再裁定に必要な複雑な事務処理に精通した職
員の集中配置、再裁定処理システムの機能を強化する等体制を強化。

【『記録の訂正（追加・統合）』に伴う裁定の変更（再裁定）処理及び時効特例給付支給までの事務処理の流れ】

社会保険業務センター社会保険事務所第三者委員会受給権者

記録確認の申し込み

ねんきん特別便

来訪相談

「再裁定処理」による増額分支払
（受付時から5年間遡及）

「時効特例給付」支払

記録訂正のあっせん

記
録
の
訂
正

○再裁定入力処理
○時効特例給付該当
有無の調査

○時効特例給付額の
算出・入力処理

該当

毎月15日支払い

毎月15日支払い

（※記録統合の回答）



◆再裁定の受付件数、処理件数及び今後の見込み（現時点）
（単位:万件）

区   　分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
1月～12月の
累計

１月
(見込み）

２月
(見込み）

３月
(見込み）

４月
(見込み）

５月
(見込み）

６月
(見込み）

平成21年1月～平
成21年6月
（見込み）

受付件数 1.9 3.2 5.3 8.3 9.6 12.2 11.3 15.0 14.4 12.5 11.7 10.5 115.8 8.0～10.0 8.0～10.0 8.0～10.0 10.0～12.0 10.0～12.0 10.0～12.0 54.0～66.0

処理件数 1.6 1.9 1.5 1.6 2.0 2.3 2.4 2.6 2.5 5.0 6.8 8.6 38.7 9.0～10.0 11.0～12.0 19.0～20.0 19.0～20.0 19.0～20.0 19.0～20.0 96.0～102.0

未処理件数
（期末現在）

3.8 5.2 8.9 15.6 23.2 33.0 42.0 54.4 66.4 73.8 78.7 80.6 ― 78.6～81.6 74.6～80.6 62.6～71.6 52.6～64.6 42.6～57.6 32.6～50.6 32.6～50.6

◆再裁定の処理体制の推移及び今後の計画（現時点）
（月末時点）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月
３月

(見込み）
４月

(見込み）
５月

(見込み）
６月

(見込み）

体制 38人 61人 56人 56人 82人 101人 110人 127人 145人 203人 226人 280人 318人 466人 470人程度 500人程度 500人程度 500人程度

（注）上記の体制は、常勤職員、任期付職員、非常勤職員、派遣職員、地方社会保険事務局からの支援職員を含んでいる。

○　現在、４７０名の職員が再裁定処理に当たっており、この年度末には１月当たり２０万件程度の処理を行うこととしている。
    これにより、本年夏頃を目途に社会保険業務センターへの進達から３ヶ月程度で処理できるようにすることを目指す。

記録の統合等に伴う年金額の再裁定について

○　記録の統合等に伴う年金額の再裁定については、社会保険事務所が再裁定の申出を社会保険業務センターに進達し、同センターにおいて実施している。

○　再裁定の迅速化のため、これまでも再裁定に必要な複雑な事務処理に精通した職員の集中配置（センター内の職員の再配置や本庁及び地方社会保険事務局
　からの支援）、新たに採用する任期付き職員の重点配置、派遣職員の配置等により、事務処理体制を確保するほか、再裁定処理システムの機能を強化するな
　どを行ってきた。

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ 1 日
社 会 保 険 庁



事実と相違な
し, 4997

事実と相違あ
り, 8482

不明, 2023

○ 標準報酬等の遡及訂正事案については、「年金記録問題 拡大作業委員会」の御意見を伺い
ながら、被害者救済を第一義とし、併せて、社会保険事務所職員の関与が疑われる事案の事実
解明を図る。（20年12月11日に弁護士等5名を新たに「年金記録問題作業委員」に任命。）

○ 全てのコンピュータ記録から不適正な処理の可能性がある記録（約6.9万件）を抽出し、このうち
厚生年金の受給者（約２万件）について、20年10月16日から、社会保険事務所職員が対象者へ

の戸別訪問を開始し、記録の確認及び調査を実施している。

※戸別訪問の実施状況（第3回中間報告）
訪問件数 15,502件

（20年12月21日までの訪問実施分。

21年1月13日までのフォローアップを反映。）

＊事務所職員の関与を窺わせるような内容の回答をされた方
1,056件(6.8%)

うち、具体性のある内容の回答をされた方 159件(1.0%)

事業主,
8065

役員, 3251

従業員,
3885

不明, 301

事案の概要

○ 年金記録確認第三者委員会によるあっせん事案の中に、標準報酬月額等を遡及訂正したものが
存在しており、社会保険事務所の当時の事務処理の合理性が疑われるものがある。

○ このため、第三者委員会によるあっせん事案など17事案の調査を行ったところ、社会保険庁の職
員の関与が考えられる事案が１件確認された。（20年9月9日公表）

○ また、社会保険庁職員の関与に関する調査等を行っていた大臣直属の調査委員会が11月28日
に報告書を大臣に提出。

今後の方向

⑥標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案

遡及訂正処理が行われた期間における事業所での立場 年金記録の確認状況

（2%）
（25%）

（21%）

（52%）

（32%）
（13%）

(55%）



○ また、21年中に、厚生年金の受給者全員に対し、標準報酬等の情報を含むお知らせを開始
する。（加入者については、21年4月から標準報酬等の情報を含む「ねんきん定期便」を送付

する。）
※ 不適正な処理の可能性がある記録（約6.9万件）を抽出するために用いた3条件のいずれかに該当する方（延べ約144万

件（実件数約108万件））については、注意喚起を行う文書を同封する（約2万件の戸別訪問の対象者を除く。）。

（参考） 実件数約108万件は、延べ約144万件から、下記３条件のうち２条件に該当するもの（①及び②が約９．６万件、①及
び③が約９．６万件、②及び③が約２３．５万件）を差し引き、３条件全てに該当する約６．９万件を足したもの。

① 標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われている。
② 5等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。
③ 6か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。

○ 被害者救済については、標準報酬等が事実に反して訂正しているかどうかについて、以下の
ような調査を行い、事実に反することが確認できれば、年金記録の訂正を行う。

・ 給与明細書、源泉徴収票、預金通帳の写し等がある。

・ 雇用保険や厚生年金基金の記録により給与実態や勤務実態が確認できる。

・ 事業主や社会保険事務所の調査により事実に反する処理が行われたと認められる。

※ 社会保険事務所における記録訂正の状況（21年2月末現在） 48件
20年12月25日から、一定の要件を満たす記録確認の申立てについては、第三者委員会に

送付せず、社会保険事務所段階において年金記録の訂正を開始。

＊ 社会保険事務所職員の関与に関する調査についても、被害者救済のための調査と併せて

進めているところ。



⑦コンピュータ記録と紙台帳との突合せ

○ 年金記録については、国民年金は昭和59年以降、厚生年金は昭和61年以降、それぞれオンラ

イン化しコンピュータに直接入力するようになったが、それ以前の記録は合計約８．５億件の紙台
帳（マイクロフィルムを含む）として保管されている。

① 国民年金の特殊台帳 ０．３億件

② 国民年金の被保険者名簿（市町村保管） １．４億件

③ 厚生年金の被保険者名簿・原票 ６．８億件
→ サンプル調査の結果、コンピュータ記録との不一致は約１．４％

対象予定数
約3,096万件

① 確認済
約3,096万件

（100%） ③ 要二次審査
約775万件

② 一致
約2,321万件

④ 審査済
約282万件 ⑥ 補正あり

102,239件

⑤ 補正なし
約272万件

第一次審査 第二次審査★進捗状況

（第一次審査は2月末に全て、終了。第二次審査は２月末時点）

突合せ完了
約2,603万件（84%）

（②＋⑤＋⑥）



「電子画像データ検索システム」の今後の整備スケジュール

意見招請による事業者からの意見及び有識者の助言を踏まえ、事業者の決定を行い、以下のスケジュールで
各作業を進め、平成２１年度中に当該システムの構築を行い、２２年度から突合せ作業を効率的に実施できるよ
うにする。

１ 紙台帳等の電子画像化等作業及び検索データ作成：２１年５月～２２年１月
(1) 厚生年金被保険者名簿・原票

① 紙で保管している名簿・原票（約２．５億件）
② マイクロフィルム化している名簿・原票（検索データの作成のみ）（約４．３億件）

(2) 市町村で保管している国民年金被保険者名簿（約１．４億件）
(3) 厚生年金被保険者台帳（旧台帳）（約３千万件）
(4)年金手帳記号番号払出簿（約３千万件）

２ アプリケーションソフトの開発：２１年５月～２２年 ３月

３ ハードウエアの調達 ：２１年８月～２１年１１月

（参考資料）

これまでの取組

これまで、厚生労働大臣直属の「電子画像データ検索システム有識者委員」の助言を得て、社会保険庁において具
体的内容の検討を行い、現在、厚生年金被保険者名簿（約２．５億件の紙台帳）に係る意見招請をはじめ、順次、調
達手続きを進めているところ。

今後の取組及び作業スケジュール



⑧相談等

相談

その他

○「ねんきん特別便」の送付に応じ、社会保険事務所や専用ダイヤルの相談体制を拡充してきた。
来訪相談件数 約630万件
特別便専用ダイヤル相談数 約948万件 （19年12月17日～21年2月末）

○また、市区町村や社会保険労務士会等の御協力を頂き、身近な場所での相談を展開してきた。
協力市区町村数 相談 1,808市区町村（95％） （21年2月末）
窓口装置の貸与 196市区町村 （21年2月17日時点）
協力社会保険労務士事務所 2,911カ所（21年2月末）
社会保険労務士会の協力による市町村・郵便局・農漁協での相談 延べ4,604回（21年2月末）

○さらに、窓口装置も19年12月時点で、約1万1千台であったものを、１．５倍に増強（約6,000台
増設）し、市区町村や社会保険労務士会にも貸与し、相談を実施してきた。

○ 年金記録の訂正により年金額が変更となる方の年金見込額の試算について、昨年5月から12月
までに399,588件行い、変更前後の差引年金額総額は約225億円となった。

○ 年金記録の訂正により年金受給権を得ることとなった方の年金見込額の試算について、昨年5月
から12月までに74件行い、年金額の総額は約0.4億円となった。

○ 年金時効特例法に基づき、時効に係る分の年金の支給決定が行われた件数は、158,259件、支
給決定金額の総額は、約902億円となった。（20年12月26日時点）




