
平成１９年８月２３日 

 

市町村における国民年金被保険者名簿の保管状況の調査結果について 

 

 

市町村が保管する国民年金被保険者名簿について、国への移管等に係る作業の前提として、全体の保管件数を把握するた

め調査を行った（注１及び２）。 

なお、これは、平成１９年８月２３日時点における、全市町村からの回答に基づき取りまとめたものである。 

 

○国民年金被保険者名簿の保管件数（延べ件数） 

約   １３５，２６２，８００件 

         うち 

紙による保管件数                                 

マイクロフィルムによる保管件数 

磁気媒体による保管件数 
 

 

 

（注１）名簿の性格と今般の調査 

国民年金被保険者名簿（以下「名簿」という）は、国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」のような年金支給の根拠となる

年金記録の原簿ではなく、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ために使用していた、いわば「控えの帳簿」であった。 

平成１４年４月以降は、国民年金保険料の収納事務が国に移管されたことから、市町村がこれを保管する法令上の義務はなくなっており、現在保管されてい

る名簿は、市町村の判断で念のため保管していたものであり、今般、その保管件数について調査を行ったものである。 
 
 
 
 
 

約   ３９，８３７，０００件 

約   ４５，５４７，１００件 

約   ４９，８７８，７００件 

 



（注２）保管されている名簿の状況 

名簿は、平成１４年３月まで、市町村においていわば「控えの帳簿」として使用されていたものであり、①他の市町村に転出して、転出元の市町村の被保険者

でなくなった場合や、②死亡したり、厚生年金の被保険者資格を取得したことにより、国民年金の被保険者でなくなった場合においては、それ以降５年間だけ保

管することとされていた。 

一方で、転居に伴って、１人の方について複数の市町村に名簿が保管されている場合や、現在は国民年金の被保険者でない方であって、かつては国民年

金の被保険者であった方に係る名簿が保管されている場合もある。また、市町村によっては、１人の方について、紙と磁気媒体など複数の種類の名簿を重複し

て保管している場合もある。 

今般の調査は、名簿の国への移管のために全体の保管件数を把握するものであることから、これらの保管件数を全て計上している。 

なお、上記の他、市町村から社会保険事務所へ移管され保管している名簿が 940,100 件ある。 

 
（参考） 

国民年金被保険者名簿等の旧市町村（平成１４年３月末時点の合併前の旧市町村（３，２４６市町村））別の保管状況については、「市町村における国民年金

被保険者名簿等の保管状況」（平成１９年７月４日社会保険庁）として公表していたところであるが、その後、市町村からの報告に変更があり、これを８月２３日時

点において取りまとめたところ、次のとおりであった。 

・保管している旧市町村      ３，０９７（７月４日時点３，０４６） 

・保管していない旧市町村      １４９（７月４日時点  ２００） 

 



（参考）

  

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

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

会津美里町 大沼郡会津高田町

茨城県 筑西市 真壁郡関城町

かすみがうら市 新治郡千代田町

北相馬郡利根町 北相馬群利根町

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

みどり市 新田郡笠懸町

山田郡大間々町

埼玉県 蓮田市 蓮田市

行田市 北埼玉郡南河原村

国民年金被保険者名簿等を保管していない市町村



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

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

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

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 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

富山県 黒部市 黒部市

石川県 白山市 石川郡吉野谷村



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

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

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 磐田郡福田町

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

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 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

三重県 伊賀市 阿山郡島ヶ原村

滋賀県 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

愛知郡愛東町

愛知郡湖東町

兵庫県 明石市 明石市

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



都道府県名 市 町 村 名
旧  市  町  村  名

（平成１４年３月末時点）

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 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

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

長崎県 長崎市 西彼杵郡香焼町

西彼杵郡三和町

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

山鹿市 山鹿市

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩郡入来町

薩摩郡里村

薩摩郡下甑村

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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