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市町村における国民年金被保険者名簿等の

保管状況について 
 

 

 



 平成 19 年 7 月 4日 

社 会 保 険 庁 

市町村における国民年金被保険者名簿等の保管状況 

 

１．「国民年金被保険者名簿」のこれまでの取扱い 

① 「国民年金被保険者名簿」に記載されている国民年金の記録は、

法令に基づき、国（社会保険庁）のコンピュータに収録・管理さ

れており、これが年金記録の原簿である。 

② 平成１４年３月まで市町村で管理していた「国民年金被保険者

名簿」は、国（社会保険庁）の管理下にあるコンピュータの記録

やかつての「国民年金被保険者台帳」とは異なり、年金支給の根

拠となる年金記録の原簿ではない。 

③ 「国民年金被保険者名簿」は、平成１４年３月まで、市町村が

国民年金保険料の収納事務を行うに当たって使用していたもの

である。平成１４年４月に国が直接事務を行うようになった後は、

市町村の判断で、念のために保管していた、いわば「控えの帳簿」

である。 

なお、「国民年金被保険者名簿」の記録については、国民年金

の被保険者でなくなったり、他の市町村に転出したりした方につ

いては、その後５年間だけ保存しておけば良いこととされていた。 

④ 平成１４年４月以降は、国民年金保険料の収納事務は市町村か

ら国に移管され、記録は国（社会保険庁）のコンピュータに直接

収録されることとなった。したがって、「国民年金被保険者名簿」

は控えの帳簿としての役割を終え、市町村が「国民年金被保険者

名簿」を保管する法令上の義務はなくなっている。 



２．保管状況（旧市町村（3,246 市町村）ベース） 
 

国民年金被保険者名簿等の保管状況について、旧市町村

（平成１４年３月末時点の市町村（3,246 市町村））別の状

況は、現段階で確認できたところでは次のとおりである。 

※７月４日現在、市町村から行われた報告を取りまとめた

もの。 
 

・保管している旧市町村   ３，０４６ 

 

・保管していない旧市町村    ２００ 

※保管していない旧市町村は、別紙のとおり。 

 

（注１）国民年金被保険者名簿「等」には、被保険者名簿以外に保険

料納付の資料として用いることのできる検認一覧表・検認カー

ド、領収済通知書等が含まれる。 

 

（注２）「保管している旧市町村」には、国民年金被保険者名簿等の

うち例えば古い時代の名簿は保管していないものなどが含ま

れる。 

 

（注３）「保管している旧市町村」には、国民年金被保険者名簿等を

社会保険事務所に移管し、保管しているものが含まれる。 
 
 
 



（別紙）
  

都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

北海道 函館市 亀田郡戸井町

亀田郡椴法華村

旭川市 旭川市

石狩市 厚田郡厚田村

沙流郡平取町 沙流郡平取町

釧路郡釧路町 釧路郡釧路町

青森県 むつ市 下北郡川内町

平川市 南津軽郡碇ヶ関村

三戸郡南部町 三戸郡名川町

三戸郡福地村

岩手県 八幡平市 岩手郡松尾村

奥州市 水沢市

岩手郡雫石町 岩手郡雫石町

宮城県 登米市 登米郡登米町

秋田県 由利本荘市 本荘市

由利郡由利町

山形県 米沢市 米沢市

福島県 会津若松市 会津若松市

須賀川市 須賀川市

岩瀬郡長沼町

岩瀬郡岩瀬村

田村市 田村郡船引町

河沼郡湯川村 河沼郡湯川村

会津美里町 大沼郡会津高田町

相馬郡飯舘村 相馬郡飯舘村

茨城県 筑西市 真壁郡関城町

坂東市 岩井市

かすみがうら市 新治郡千代田町

桜川市 西茨城郡岩瀬町

鉾田市 鹿島郡旭村

結城郡八千代町 結城郡八千代町

北相馬郡利根町 北相馬群利根町



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

群馬県 太田市 新田郡新田町

新田郡薮塚本町

沼田市 利根郡白沢村

渋川市 勢多郡北橘村

富岡市 富岡市

みどり市 新田郡笠懸町

山田郡大間々町

利根郡みなかみ町 利根郡月夜野町

埼玉県 蓮田市 蓮田市

千葉県 松戸市 松戸市

野田市 野田市

東葛飾郡関宿町

茂原市 茂原市

習志野市 習志野市

柏市 東葛飾郡沼南町

八千代市 八千代市

我孫子市 我孫子市

鴨川市 鴨川市

安房郡天津小湊町

南房総市 安房郡富浦町

安房郡三芳村

山武市 山武郡成東町

山武郡蓮沼村

いすみ市 夷隅郡岬町

印旛郡印旛村 印旛郡印旛村

印旛郡本埜村 印旛郡本埜村

神奈川県 横須賀市 横須賀市

新潟県 糸魚川市 西頸城郡青海町

上越市 上越市

東頸城郡牧村

中頸城郡柿崎町

中頸城郡大潟町

中頸城郡吉川町

中頸城郡中郷村

中頸城郡板倉町

中頸城郡清里村

中頸城郡三和村



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

富山県 黒部市 黒部市

石川県 七尾市 鹿島郡中島町

輪島市 輪島市

白山市 石川郡吉野谷村

山梨県 甲府市 西八代郡上九一色村

南アルプス市 中巨摩郡八田村

中巨摩郡芦安村

中巨摩郡若草町

中巨摩郡櫛形町

北杜市 北巨摩郡大泉村

笛吹市 東八代郡御坂町

上野原市 南都留郡秋山村

北都留郡上野原町

甲州市 東山梨郡大和村

中央市 東八代郡豊富村

中巨摩郡玉穂町

中巨摩郡田富町

西八代郡市川三郷町 西八代郡市川大門町

南巨摩郡増穂町 南巨摩郡増穂町

南巨摩郡身延町 南巨摩郡中富町

南都留郡西桂町 南都留郡西桂町

南都留郡鳴沢村 南都留郡鳴沢村

南都留郡富士河口湖町 西八代郡上九一色村

長野県 長野市 更級郡大岡村

上水内郡戸隠村

諏訪市 諏訪市

諏訪郡富士見町 諏訪郡富士見町

諏訪郡原村 諏訪郡原村

岐阜県 高山市 大野郡朝日村

山県市 山県郡美山町

山県郡伊自良村

山県郡高富町

不破郡関ヶ原町 不破郡関ヶ原町



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

静岡県 静岡市 静岡市

清水市

庵原郡蒲原町

島田市 榛原郡金谷町

磐田市 磐田市

磐田郡福田町

磐田郡竜洋町

磐田郡豊田町

磐田郡豊岡村

掛川市 小笠郡大須賀町

小笠郡大東町

藤枝市 藤枝市

御前崎市 小笠郡浜岡町

菊川市 小笠郡小笠町

小笠郡菊川町

浜名郡新居町 浜名郡新居町

愛知県 岡崎市 額田郡額田町

田原市 渥美郡田原町

愛西市 海部郡佐屋町

海部郡八開村

海部郡佐織町

清須市 西春日井郡西枇杷島町

西春日井郡清洲町

西春日井郡新川町

北名古屋市 西春日井郡師勝町

知多郡阿久比町 知多郡阿久比町

北設楽郡東栄町 北設楽郡東栄町

三重県 伊賀市 阿山郡島ヶ原村

滋賀県 甲賀市 甲賀郡甲南町

湖南市 甲賀郡石部町

高島市 高島郡朽木村

高島郡高島町

東近江市 蒲生郡蒲生町

神崎郡五個荘町

愛知郡愛東町

愛知郡湖東町

京都府 宇治市 宇治市



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

兵庫県 明石市 明石市

宝塚市 宝塚市

丹波市 氷上郡春日町

加東市 加東郡社町

加東郡滝野町

加東郡東条町

川辺郡猪名川町 川辺郡猪名川町

佐用郡佐用町 佐用郡上月町

佐用郡三日月町

奈良県 奈良市 添上郡月ケ瀬村

山辺郡都祁村

宇陀市 宇陀郡大宇陀町

鳥取県 境港市 境港市

東伯郡湯梨浜町 東伯郡羽合町

東伯郡泊村

東伯郡東郷町

東伯郡北栄町 東伯郡北条町

東伯郡大栄町

島根県 安来市 能義郡伯太町

雲南市 飯石郡掛合町

広島県 広島市 佐伯郡湯来町

呉市 安芸郡下蒲刈町

三次市 双三郡作木村

安芸高田市 高田郡向原町

山口県 萩市 阿武郡須佐町

徳島県 海部郡海陽町 海部郡海南町

海部郡宍喰町

香川県 東かがわ市 大川郡引田町

三豊市 三豊郡豊中町

香川郡直島町 香川郡直島町

愛媛県 上浮穴郡久万高原町 上浮穴郡久万町

上浮穴郡柳谷村

高知県 安芸郡奈半利町 安芸郡奈半利町

福岡県 久留米市 三井郡北野町

宮若市 鞍手郡宮田町

京都郡みやこ町 京都郡勝山町

築上郡上毛町 築上郡大平村



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

長崎県 長崎市 西彼杵郡香焼町

西彼杵郡三和町

松浦市 北松浦郡福島町

雲仙市 南高来郡吾妻町

西彼杵郡長与町 西彼杵郡長与町

東彼杵郡東彼杵町 東彼杵郡東彼杵町

熊本県 八代市 八代郡坂本村

玉名市 玉名郡岱明町

玉名郡横島町

玉名郡天水町

山鹿市 山鹿市

上天草市 天草郡大矢野町

大分県 由布市 大分郡挾間町

宮崎県 日向市 東臼杵郡東郷町

鹿児島県 薩摩川内市 川内市

薩摩郡入来町

薩摩郡里村

薩摩郡下甑村

鹿児島郡十島村 鹿児島郡十島村

大島郡徳之島町 大島郡徳之島町

沖縄県 南城市 島尻郡玉城村

島尻郡知念村

島尻郡佐敷町

島尻郡大里村

島尻郡久米島町 島尻郡仲里村

（注）由利本荘市（旧本荘市及び旧由利町）については、本荘社会保険事務所が移管を受
　　けた後、廃棄していた。
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