
地域 拠点名 日程 取組内容 開催場所 特記事項 日程 取組内容 開催場所 特記事項 日程 取組内容 開催場所 特記事項

下館
年金事務所

11月12日 出張年金相談の開催 常総市商工会 11月18日 出張年金相談の開催 古河商工会議所 11月26日 その他
ホテルレイクビュー水
戸

年金委員・健康保険委員功労
者表彰式を茨城県内合同で
開催。

11月2日 年金セミナーの実施 管内教育機関 11月5日 出張年金相談の開催 取手市商工会館 11月9日 年金セミナーの実施 管内教育機関

11月27日 出張年金相談の開催
龍ケ崎市地域福祉会
館

日立
年金事務所

11月13日 年金セミナーの実施 多賀市民会館 11月17日 出張年金相談の開催 高萩市役所 11月26日 その他
ホテルレイクビュー水
戸

年金委員（職域型）の表彰式

水戸北
年金事務所

11月20日 制度説明会の実施
工機ホールディング
ス

事業所従業員向け制度説明
会

11月24日 年金セミナーの実施 管内教育機関
事業所従業員向け制度説明
会

11月26日 その他
ホテルレイクビュー水
戸

年金委員表彰式

11月10日 制度説明会の実施
小美玉市美野里公
民館

13：30～16：00 11月12日 出張年金相談の開催 鹿嶋市商工会 10：00～15：00 11月17日 出張年金相談の開催 神栖市商工会 10：00～15：00

11月26日 その他
ホテルレイクビュー水
戸

令和２年度年金委員・健康保
険委員表彰式

宇都宮西
年金事務所

11月6日 年金セミナーの実施 管内教育機関
日程
調整中

出張年金相談の開催 管内教育機関

宇都宮東
年金事務所

11月11日 年金セミナーの実施 管内教育機関
リモートによる年金セミナー開
催

日程
調整中

出張年金相談の開催 管内教育機関
宇都宮西・宇都宮東合同開催
（開催日未定）

11月19日 年金セミナーの実施 管内教育機関 3年生対象

栃木
年金事務所

11月26日 その他 小山コミュニティFM

小山コミュニティFM放送番組
「OYAMA開運ラジオ」ｐｍ12：00
～12：55に出演し、公的年金制
度や「ねんきん月間」について
説明。

11月27日 年金セミナーの実施 管内教育機関

桐生
年金事務所

11月6日 制度説明会の実施 管内教育機関
年金制度説明会（3年生及び
その保護者）

11月26日 その他 年金事務所会議室
市町村職員に対しての事務研
修会の開催

渋川
年金事務所

11月5日 出張年金相談の開催 沼田市役所 予約制 11月11日 出張年金相談の開催 中之条町役場 予約制 11月19日 出張年金相談の開催 沼田市役所 予約による年金相談

高崎
年金事務所

11月25日 出張年金相談の開催 富岡市役所
予約制
（市広報誌へ掲載）

北
関
東

土浦
年金事務所

水戸南
年金事務所



11月2日 制度説明会の実施 伊勢崎プリオパレス
関東信越税理士会　9：30～
伊勢崎支部定例会（100名）

11月10日 制度説明会の実施 前橋商工会議所
関東信越税理士会　13：30～
前橋支部定例会（210名）

11月13日 その他 前橋商工会議所 年金委員功労者表彰式

11月26日 出張年金相談の開催
伊勢崎市役所　赤堀
支所

事前予約が必要

浦和
年金事務所

11月5日 その他 ラフレ埼玉
埼玉県年金委員功労者表彰
式

11月19日 地域型年金委員連絡会
浦和年金事務所会
議室

日程
調整中

制度説明会の実施 さいたま少年鑑別所
11月中旬から下旬にかけて3
回実施予定（日時未定）

大宮
年金事務所

11月18日 制度説明会の実施 上尾市文化センター
上尾市文化センター301号室
にて14:00～16：00で実施。在
職老齢制度中心に説明。

川越
年金事務所

11月13日 制度説明会の実施
ウエスタ川越　2階会
議室

熊谷
年金事務所

11月16日 年金セミナーの実施 管内教育機関 11月30日 出張年金相談の開催
熊谷文化創造館さく
らめいと

一日合同行政相談所の開設

越谷
年金事務所

11月18日 年金セミナーの実施 管内教育機関 3年生対象

秩父
年金事務所

11月30日 その他 ちちぶＦＭ

ちちぶＦＭの帯番組「グッと
モーニング！」番組内の秩父
市インフォメーションで年金制
度周知広報を実施予定。

所沢
年金事務所

11月5日 制度説明会の実施 所沢年金事務所
所沢地区国民年金事務研究
会において、障害年金につい
ての説明実施。

三条
年金事務所

11月25日 出張年金相談の開催
見附市市民交流セン
ターネーブルみつけ

11月11日 出張年金相談の開催 村上市役所 11月13日 年金委員研修の実施 胎内市 11月18日 出張年金相談の開催 阿賀野市役所

11月25日 出張年金相談の開催 村上市役所

上越
年金事務所

11月18日 年金委員研修の実施
上越市　ホテルハイ
マート

年金委員功労者表彰に併せ
研修を実施

長岡
年金事務所

11月18日 出張年金相談の開催
魚沼市役所北部庁
舎

事前予約制

北
関
東

新発田
年金事務所

前橋
年金事務所



新潟西
年金事務所

11月12日 出張年金相談の開催
あいぽーと佐渡（佐
渡市）

11月13日 年金委員研修の実施 八幡館（佐渡市）

新潟西社会保険委員会佐渡
支部が実施する事務研修会
において、職域型年金委員を
対象に年金事務研修を実施。

11月16日 年金セミナーの実施 管内教育機関

新潟労働局が実施する寄附講座
において、「社会保障と年金制度
について」をテーマとして学生を
対象にリモート講義を実施。

飯田
年金事務所

11月12日 年金委員研修の実施
南信州・飯田産業セ
ンター

全国健康保険協会長野支部
と共催し、年金研修及び健康
づくり研修を実施。

11月12日 制度説明会の実施 ホテル　弥生

飯田社会保険委員会幹事・代
議員会へ講師を派遣し、新型
コロナウイルス特例措置関連
の制度説明会を実施。

伊那
年金事務所

11月中 その他
事務所内お客様待合
スペース

近隣の保育園児に「将来の夢」を
テーマとした絵を描いてもらい、11月
2日から30日までのねんきん月間の
期間中にお客様待合スペースに展
示。開所時間内であれば誰でも観覧
可能。

11月10日 年金委員研修の実施 フラワーパレス

年金委員、健康保険委員を対象
とした研修会を、協会けんぽと共
同開催。同時に年金委員、健康
保険委員の功労表彰も実施。

岡谷
年金事務所

11月4日 出張年金相談の開催 富士見町役場 11月5日 年金委員研修の実施 ホテル紅や
年金委員・健康保険委員功労
者表彰及び研修会を実施

11月5日 その他 岡谷年金事務所

市内保育園から「大きくなった
ら何になりたいか」をテーマ
に、未来の年金制度を担う園
児の夢を描いた「こども絵画
展」を開催

長野北
年金事務所

11月17日 年金委員研修の実施
メセナホール（須坂
市文化会館）

全国健康保険協会長野支部
と共催で年金委員・健康保険
委員合同研修会を実施

11月1日 その他 坂城町
坂城町広報に「年金の日」の
案内を掲載する。

11月5日 年金セミナーの実施 管内教育機関
パワーポイントを使用しての年
金セミナーを実施

11月5日 その他 長野駅ビルMIDORI
長野駅ビル内の「りんごの広
場」で、年金に関するパネル
の展示・リーフレットの設置

11月6日 その他 長野駅ビルMIDORI
長野駅ビル内の「りんごの広
場」で、年金に関するパネル
の展示・リーフレットの設置

11月9日 年金セミナーの実施 管内教育機関
パワーポイントを使用しての年
金セミナーを実施」

11月12日 出張年金相談の開催 千曲市役所

11月26日 出張年金相談の開催 千曲市役所

11月10日 出張年金相談の開催
木曽福島保健セン
ター

11月11日 制度説明会の実施
大町公共職業安定
所

11月19日 出張年金相談の開催
大町市総合福祉セン
ター

11月20日 年金委員研修の実施
松本市中央公民館
（Mウイング）

11月26日 制度説明会の実施
大町公共職業安定
所

11月27日 年金セミナーの実施 管内教育機関
※11月26日開催に変更の可
能性有。26日または27日のい
ずれかで日程調整中。

長野南
年金事務所

松本
年金事務所

北
関
東


	北関東・信越

