成

4月
計画

２

６

年

地域連携

実施結果

計画

実施結果

延岡

・社労士会への協力
依頼

・社労士会への協力
依頼

・３市村の新任国年担 ・市町村広報誌を通じ ・社労士会延岡支部
当職員に対し制度説 た国民年金制度の周 研修会で説明実施
明
知・広報

・新規適用事業所説
明会において、事務担
都城 当者へねんきんネット
の周知、年金制度の
説明を行う。
・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ
宮崎 を実施する。

高鍋
年金セミナー

・管内の専門学校及び高校等に赴き、
「わたしと年金」エッセイの募集を依頼
するとともに、年金セミナーの実施に
向け協力依頼を実施する。
・専門学校にパンフやチラシを持参の
うえ設置を依頼する。

・年金セミナー実施の
協力依頼 １高校

・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ
都城 を実施する

高鍋
地域相談
延岡

都城

宮崎

高鍋
年金委員活
動支援事業

延岡

都城

域

年

金

展

開

事

業

実

施

7月
計画

計

画

書

8月
実施結果

計画

9月

計画

実施結果

実施結果

計画

・市町村年金担当職員への
制度説明会の実施
・算定基礎事務説明会での
年金制度の周知・広報

・社労士会研修にて算定基
礎届、年金制度等の説明
・新任社会保険事務担当者
研修会において年金制度説
明

・市町村広報誌を通じ ・社労士会必須研修に ・年金委員委嘱事業
た国民年金制度の周 て年金制度説明を実 所での年金セミナー及
知・広報
施
び年金相談会の実施

・市町村広報誌を通じた国 ・社会保険協会加入事業所
民年金制度の周知・広報
に対する説明会 ２ヶ所
・町村年金担当職員への制
度説明会の実施

実施結果

・事業所担当者を対象とした年金制度説
明会を実施する。
・算定基礎事務説明会において年金制度
の説明・広報を実施する。
・市町村年金担当職員への制度説明会を
実施する。
・市町村広報誌等を通じた年金制度の周
知・広報

・児湯福祉事務所地域福祉
課職員に対し年金制度研修
実施
・新任社会保険事務担当者
説明会

・市町村広報誌等を通 ・児湯福祉事務所地
じた年金制度の周知・ 域福祉課職員に対し
広報
年金制度研修実施

・管内適用事業所の
担当者を対象とした年
金制度説明会を実施
する。

・市町村年金担当職員への
制度説明会の実施
・算定基礎事務説明会での
年金制度の周知・広報

・新任社会保険事務担当者
研修会
・算定基礎届事務説明会で
の説明 3箇所
・市町村担当係長打合せで
の説明と協力依頼

・年金委員との意見交
換
・民生委員への年金
説明会

・年金委員委嘱事業
所での年金セミナー及
び年金相談会の実施

・市町村広報誌を通じ ・社会保険制度講習
た国民年金制度の周 会において事業所担
知・広報
当者に対する説明会
３ヶ所

・新任社会保険事務担当者研
修会での説明実施
・算定基礎届説明会での制度周
知 ３か所

・市町村広報誌を通じ
た国民年金制度の周
知・広報

・市町村の事務担当職員へ年
金制度の周知を行う（訪問）。
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う。

・市町村広報誌を通じた国民年
金制度の周知・広報。
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う。

・市町村年金担当職員への制
度説明会の実施。
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う。

・社労士会都城支部
研修会における説明
実施

・算定基礎届事務説明会での年
金制度の周知・広報。
・・新規適用事業所説明会にお
いて、事務担当者へねんきん
ネットの周知、年金制度の説明
を行う。

・高校・大学等へ年金セミナーのアプ
ローチを実施する。
・宮崎県教育委員会・私学振興会へ
赴き、「わたしと年金」エッセイの募集
を依頼するとともに、年金セミナーの
実施に向け協力依頼を実施する。

・県学校政策課に対し年金セミナーに
ついて各県立高校への周知を依頼。
・県内私立中・高等学校、大学、短期
大学あて年金セミナー及びエッセイ募
集のポスターとリーフレット送付。
・私学振興会あて年金セミナー及び
エッセイ募集の協力依頼。

・大学等での年金セミ ・年金セミナー開催意 ・高校・大学等へ年金 ・宮崎県立学校長協 ・高校・大学等へ年金 ・年金セミナー実施につ ・高校・大学等へ年金 ・宮崎公立大で年金セ
ナーの実施
向調の送付 59校
セミナーのアプローチ 会に対し、エッセイ募 セミナーのアプローチ いてのアプローチ実施 セミナーのアプローチ ミナー実施 １７８人
５校
・年金セミナー講師養
を実施する。
集及び年金セミナー実 を実施する。
を実施する
・私立高校に対し年金
・地域年金推進員による
成
施の協力依頼。
セミナー開催依頼 ７
アプローチ 1校
校

・管内の専門学校及び高校等に
赴き、「わたしと年金」エッセイの
募集を依頼
するとともに、年金セミナーの実
施に向け協力依頼を実施する。

・年金セミナー実施の協
力依頼 ３高校 １大学

・管内の専門学校及び高校等に赴き、
「わたしと年金」エッセイの募集を依頼
するとともに、年金セミナーの実施に
向け協力依頼を実施する。
・年金セミナー講師養成

・大学でのチラシ配布 ・九州保健福祉大学に ・高校・大学等へ年金
及び年金相談窓口開 て年金相談ブース開 セミナーのアプローチ
延岡 設
設 学特受理8件
を実施する。

宮崎

地

6月

・宮崎県社労士会へ
地域年金展開事業の
宮崎 協力依頼を行う。

高鍋

度

5月

１

平

宮崎県

・年金セミナー実施
の協力依頼 ６高校
１大学

・社会保険事務担当
者研修会 ２地区

・年金セミナー実施
依頼 専門学校１校

・高校等での年金セミ ・年金セミナー開催の ・高校・大学等へ年金 ・年金セミナー開催の ・高校・大学等へ年金 ・年金セミナー開催
ナーの実施
アプローチ ６校
セミナーのアプローチ アプローチ 1校
セミナーのアプローチ のアプローチ 大学
・年金セミナー開催意 を実施する。
を実施する。
１校
向文書送付 ９校

・高校・大学等へ年金セ
ミナーのアプローチを実
施する。
・年金セミナー講師養成

・高校・大学等へ年金 ・南九州大学に対しセ ・大学等での年金セミ ・南九州大学環境園
セミナーのアプローチ ミナー実施のアプロー ナーの実施
芸学部1年生にセミ
を実施する
チ
ナー実施 114人

・高校・大学等へ年金 ・年金セミナー実施の ・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ アプローチ ７校
セミナーのアプローチ
を実施する
を実施する

・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ
を実施する

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延12回 1084人 受
付106人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延10回 851人 受付
78人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延8回 571人 受付
71人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延9回 449人 受付
57人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延8回 587人 受付
56人

・大学構内における出前相談の実施
・出張年金相談（定例）の開設：日南
市
・ハローワークにおける国民年金加入
及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延7回 529人 受付
58人

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・出張年金相談実施（西都市）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 139人
受付3件

・西都市・西米良村において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者へ国民
年金加入や免除申請書等の説明を実
施する。

・出張年金相談実施（西都市・
西米良村）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延4回 198人
受付10件

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・出張年金相談実施（西都市）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 123人
受付9件

・西都市役所において出張年金相談
を実施する。
・ハローワークにおいて離職者へ国民
年金加入や免除申請書等の説明を実
施する。

・出張年金相談実施（西都市）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延3回 163人
受付8件

・西都市・西米良村において出
張年金相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市・西米良村において出
張年金相談を実施。
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 101人
受付8件

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市において出張年金相談
を実施。
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 130人
受付11件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
（日向市、高千穂町）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 549人
受付72件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
（日向市、高千穂町）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延10回 511人
受付59件 ・

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
（日向市、高千穂町）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 300人
受付38件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
（日向市、高千穂町）
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 268人
受付45件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延10回 289人
受付36件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 312人
受付46件

・出張年金相談（定例）の開設：串間市、小林
市、えびの市
・ハローワークにおける国民年金加入及び制
度説明・資料配布
・南九州大学学園祭の父母の会での出前相
談のアプローチを実施する

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延12回 581人
受付66件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延11回 514人
受付25件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 311人
受付27件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延10回 339人
受付56件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 294人
受付47件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 300人
受付39件

・厚生労働省通知の送付
・重点的活動内容に関するリー
フレットの送付
・平成26年度版年金委員活動
の手引きの送付

・厚労省通知、活動の手引き、
リーフレットの送付 171人
・定期情報誌「たんぽぽ」送付
171人

・年金委員（地域型）活動の手
引き冊子版の送付 168人

・算定基礎届説明会を
活用した情報提供
・年金委員研修会（職
域型）

・年金委員研修会（宮崎県
社会保険委員連合会役員
会）
・定期情報誌「たんぽぽ」送
付 167人

・年金委員研修・意見
交換会（職域型）

・社会保険労務士会
へ委嘱拡大の勧奨

・年金委員研修会（宮崎地
区社会保険委員会役員・代
議員会）
・定期情報誌「たんぽぽ」送
付 165人

・年金委員研修・意見
交換会（職域型）

・厚生労働省通知の送付
・重点的活動内容に関するリー
フレットの送付
・委員委嘱時（交替を含む）にお
ける情報提供。

・算定基礎届説明会を活
用した情報提供。
・地区役員研修会を活用
した情報提供。

・地区役員・班長研修 ・高鍋地区社会保険
会を活用した情報提 委員会役員会での制
供。
度説明

・法律改正が行われた場
合の制度の周知。
・委員委嘱時（交替を含
む）における情報提供。

・年金委員研修会、算
定基礎届説明会を活
用した情報提供。

・延岡地区社会保険
委員会役員会にて説
明会実施

・厚生労働省通知の送付
・新規適用事業所説明会に
・重点的活動内容に関するリー おける委嘱勧奨
フレットの送付
・委員委嘱時（交替を含む）にお
ける情報提供。

・新規適用事業所説明会に
おける委嘱勧奨

・算定基礎届説明会を
活用した情報提供。

・研修会を活用した ・都城地区年金委員
情報提供
会役員会での制度
説明実施

・延岡地区社会保険
委員会延岡北支部勉
強会にて説明会実施
・新規適用事業所説
明会において年金委
員委嘱勧奨を実施。

２

１

宮崎県
10月
計画

11月
実施結果

・民生委員への年金
説明会

都城

・市町村の事務担当職員へ年
金制度の周知を行う（訪問）
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う

宮崎

・高校・大学等へ年金セ
ミナーのアプローチを実
施する。
・大学での年金セミナー
の実施

・宮崎県年金協会延岡地区
大会において年金ネット等
の説明
・椎葉村民生委員連絡協議
会に対し制度説明会開催を
依頼

2月
実施結果

計画

・市町村広報誌等を通 ・市町村国民年金事
じた年金制度の周知・ 務担当者研修会にお
広報
いて制度説明を実施

・年金委員の研修会実 ・椎葉村民生委員連絡
施
協議会において制度説
・市町村における納付相 明実施
談を含めた出前相談の
実施

・年金委員との意見 ・新任社会保険事務 ・市町村と連携した
交換実施
担当者研修会にて 年金相談会の実施
ねんきんネットの説
明

・退職を控えた年金請求
年齢前の被保険者を対
象にした年金請求手続
きの説明会の実施

・年金シニアライフセミ
ナーにおいてねんきん
ネット及び年金相談予約
制の説明実施

・社会保険労務士事務所にポスター
の掲示やリーフレットの配置を行って
もらう等により、周知・啓発を行う。
・新規適用事業所説明会において、事
務担当者へねんきんネットの周知、年
金制度の説明を行う。

・市町村の事務担当職員へ年
金制度の周知を行う（訪問）。
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う。

・新任社会保険事務
担当者研修会にてね
んきんネットの説明 ２
地区

・新規適用事業所説明
会において、事務担当者
へねんきんネットの周
知、年金制度の説明を
行う。

・市町村の事務担当職員へ年
金制度の周知を行う（訪問）。
・新規適用事業所説明会におい
て、事務担当者へねんきんネッ
トの周知、年金制度の説明を行
う。

・新規適用事業所説明 ・新規適用事業所説明
会においてねんきんネッ 会において、事務担当者
トの説明を行う
へねんきんネットの周
知、年金制度の説明を
行う。

・高校・大学等へ年金セミ
ナーのアプローチを実施す
る。
・大学での年金セミナー（就
活セミナー）の実施

・県立宮崎東高校にて ・高校・大学等での年金 ・管内の学校等49校に対し、 ・高校・大学等での年金セミナー ・宮崎保健福祉専門
セミナーの実施及び年金 年金セミナー開催意向調べ の実施及び年金セミナーのアプ
年金セミナー実施
学校へセミナー開催
ローチを実施する。
セミナーのアプローチを を送付
・教育庁・私学振興会へのアプ のアプローチ
・宮崎穎学館にて年金セミ

・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ
を実施する。
・

・大学２校及び専門学校
１校において年金セミ
ナー実施
・年金セミナー開催のア
プローチ １校

・西都商業高校にて
年金セミナー実施
・セミナー開催のア
プローチ３校

・管内の専門学校、高校等において年
金セミナーを実施する。
・専門学校にパンフやチラシを持参の
うえ設置を依頼する。
・年金セミナー講師養成

・児湯准看護学校に
て年金セミナー及び
年金相談会を実施

・年金セミナーを実施させていただい
た専門学校、高校等に赴きお礼を述
べるとともにアンケート結果を手渡す。
また、次回以降のセミナー実施及び
エッセイ募集に向けた依頼を行う。

・セミナー開催のア
プローチ１校

延岡

・高校・大学等へ年金セ
ミナーのアプローチを実
施する。
・高校での年金セミナー
の実施

・セミナー開催のア
プローチ１校

・高校等での年金セミナーの
実施
・大学でのチラシ配布及び
年金相談窓口開設
・年金セミナー講師養成

・セミナー開催のア ・高校・大学等へ年金 ・県立延岡星雲高校にて ・高校等での年金セミ ・県立日向工業高校に ・高校等での年金セミ
セミナーのアプローチ 年金セミナー実施
ナーの実施
て年金セミナー実施 ナーの実施及び年金
プローチ２校

都城

・高校・大学等へ年金セ
ミナーのアプローチを実
施する。
・大学での年金セミナー
の実施

・セミナー開催のア ・高校・大学等での年
金セミナーの実施
プローチ１校

宮崎

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延10 回 622人 受
付 72人

地域相談
延岡

都城

実施する。

ナー実施

・高鍋農業高校にて年 ・管内の専門学校、高 ・高鍋高校にて年金セ
金セミナー実施
校等において年金セミ ミナー実施
ナーを実施する。
・セミナー開催のアプ
ローチ4校

ローチの実施

・年金セミナーを実施させていただい
た専門学校、高校等に赴きお礼を述
べるとともにアンケート結果を手渡す。
また、次回以降のセミナー実施及び
エッセイ募集に向けた依頼を行う。

・県立農業大学校にて
年金セミナー実施

・高校・大学等へ年金 ・県立五ヶ瀬中等教育
セミナーのアプローチ 学校にて年金セミナー
・セミナー開催のアプ
を実施する。
・県立延岡青朋高校に セミナーのアプローチ
を実施する。
実施
ローチ４校
て年金セミナー実施 を実施する
・セミナー開催のアプ
ローチ1校
・高校・大学等へ年金 ・南九州大学において ・高校・大学等へ年金 ・藤元メディカルシステ ・高校・大学等での年金 ・都城農業高校にて年金 ・高校・大学等へ年金
セミナーのアプローチ 年金セミナー実施２回 セミナーのアプローチ ム付属医療専門学校 セミナーの実施及び年金 セミナー実施
セミナーのアプローチ
を実施する
を実施する
にて年金セミナー実施 セミナーのアプローチを
を実施する。
・県立門川高校で年金セミ
ナー実施
・延岡学園高校にて年金セ
ミナー実施
・県立富島高校にて年金セ
ミナー実施

実施する。

・宮崎公立大学構内において出張年金相
談実施
・出張年金相談（定例）の開設：日南市
・ハローワークにおける制度説明 延8回
478人 受付 40人
・年金の日に休日相談を実施

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延6回 329人 受付
30人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延7回 532人 受付
58人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延7回 471人 受付
67人

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける国民
年金加入及び制度説明・資
料配布

・出張年金相談（定例）の開
設：日南市
・ハローワークにおける制度
説明 延6回 451人 受付
38人

・西都市において出張年金相談を実
施
・西米良村及び宮崎医療福祉専門学
校にて臨時出張相談実施
・ハローワークにおける制度説明・資
料配布 延2回 83人 受付3件
・年金の日に休日相談を実施
・出張年金相談（定例）の開設： ・出張年金相談（定例）の開設： ・出張年金相談（定例）の開設： ・九州保健福祉大学で出張相談を実
施
日向市、高千穂町
日向市、高千穂町
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年 ・ハローワークにおける制度説 ・ハローワークにおける国民年 ・出張年金相談（定例）の開設：日向
市、高千穂町
金加入及び制度説明・資料配布 明・資料配布 延10回 322人 金加入及び制度説明・資料配布 ・ハローワークにおける制度説明・資
受付53件
料配布 延8回 253人 受付49件
・年金の日に休日相談を実施

・西都市役所において出張年金
相談を実施する
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市において出張年金相談
を実施
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延3回 76人 受
付1件

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市において出張年金相談
を実施
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 74人 受
付1件

・西都市・西米良村において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者へ国民
年金加入や免除申請書等の説明を実
施する。

・西都市において出張年金相談
を実施
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 92人 受
付4件

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市において出張年金相談
を実施
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延2回 85人 受
付1件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 209人
受付44件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 291人
受付37件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 257人
受付38件

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の開設：
日向市、高千穂町
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 295人
受付34件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・南九州大学学園祭における国民年
金相談コーナーの設置
・出張年金相談（定例）の開設：串間
市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年金加入
及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 203人
受付 13件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 303人
受付 16件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 269人
受付 28件

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 261人
受付 39件

・定期情報誌「たん
ぽぽ」の送付 １６５
人

・年金委員研修会（職域 ・宮崎地区及び日南地区
型）
定期大会において研修
・社会保険労務士会へ 実施
委嘱拡大の勧奨

・西都市役所において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者
へ国民年金加入や免除申請書
等の説明を実施する。

・西都市において出張年金相談
を実施
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延３回 198人
受付12件

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延10回 344人
受付34件

・大学構内における出前相談及び大規模
商業施設での出前相談の実施
・出張年金相談（定例）の開設：日南市
・ハローワークにおける国民年金加入及
び制度説明・資料配布

・西都市・西米良村において出張年金
相談を実施する。
・ハローワークにおいて離職者へ国民
年金加入や免除申請書等の説明を実
施する。

・出張年金相談（定例）の開設：
串間市、小林市、えびの市
・ハローワークにおける国民年
金加入及び制度説明・資料配布

・アニュアルレポートの ・定期情報誌「たんぽ
配布に合わせた情報 ぽ」およびアニュアル
宮崎 提供
レポートの送付 １６５
人

高鍋

実施結果

・市町村年金担当職員への
制度説明会を実施する。
・市町村広報誌等を通じた
年金制度の周知・広報

の実施

・大原簿記・公務員専門学
校、宮崎産業経営大学及び
南九州短期大学において年
金セミナー実施
年金セミナー開催のアプ
ローチ ３校

高鍋

計画

・管内適用事業所の担当者を対
象とした年金制度説明会を実施
する。
・市町村広報誌等を通じた年金
制度の周知・広報

の実施

・高校・大学等での年
金セミナーの実施
・年金セミナー講師養
成

年金セミナー

3月
実施結果

・市町村年金担当職
員への制度説明会の
実施

・日南学園において年金
セミナー実施
・年金セミナー開催のア
プローチ １校

高鍋

年金委員活
動支援事業

1月
実施結果
計画
・社会保険労務士会と ・新任社会保険事務 ・社会保険労務士会と
連携した年金相談会 担当者説明会
連携した年金相談会
計画

・退職を控えた年金請求
年齢前の被保険者を対
象にした年金請求手続
きの説明会の実施

・高鍋町障がい者自 ・市町村広報誌等を通
立支援協議会職員 じた年金制度の周知・
広報
への研修

高鍋

延岡

12月

実施結果

・社会保険労務士事務所にポス
ターの掲示やリーフレットの配置
を行ってもらう等により、周知・
啓発を行う
・市町における納付相談を含め
た出前相談の実施

宮崎

地域連携

計画

・アニュアルレポートの配 ・高鍋地区社会保険員
布に合わせた情報提供 班長会における研修実
・地区役員・班長研修会 施
を活用した情報提供

・アニュアルレポートの
配布に合わせた情報
延岡 提供。

・出張年金相談（定例）の実施
３か所
・ハローワークにおける制度説
明・資料配布 延8回 265人
受付37件
・年金の日に休日相談の実施

・宮崎県各地区社会保
険委員会長会議におい
て、年金ネット及び年金
相談予約の周知を行う

・定期情報誌「たん
ぽぽ」の送付 １６４
人

・地区大会研修時を活 ・高鍋地区社会保険
用した情報提供
委員大会において研
修を実施
・年金委員研修会を活 ・延岡地区３支部の委 ・年金委員研修会を活
用した情報提供。
員大会において研修 用した情報提供。
を実施

・研修会を活用した ・都城地区年金委員 ・研修会を活用した
情報提供
会役員会において 情報提供
都城
制度説明実施

・新規適用事業所説明
会において年金委員委
嘱勧奨を実施
・串間、都城、小林地区
で委員研修実施

・アニュアルレポートの ・１１月委員研修欠席
配布に合わせた情報 者に対し研修資料の
提供。
送付

・研修会を活用した情報 ・新規適用事業所説明
提供
会において年金委員の
・宮崎県社会保険労務 委嘱勧奨を実施
士会へ委嘱拡大の勧奨

