【資料２】

平成２６年度 月別事業取組経過一覧(中間報告)

青森年金事務所
（青森県代表事務所）

平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業
○市町村国民年金新任担当者研修
【弘前】各市町村
○国民年金制度説明(納付の意義等)
【むつ】東通村行政連絡員・部落事
務員合同協議会
(75名)

年金セミナー事業
○年金セミナー開催アプローチ
【弘前】県立鰺ヶ沢高等学校
【むつ】県立大湊高等学校川内校舎
県立田名部高等学校
むつ市立大畑中学校
○学生納付特例申請窓口開設
【八戸】北里大学
八戸工業大学
(9人)
八戸学院大学及び八戸学院
短期大学
(39人)

４月

○学生納付特例等の説明会
【青森】青森公立大学
(200人)
【八戸】八戸短期大学看護学科2年及び
幼児保育学科
(180人)
八戸短期大学看護学科3年(80人)
八戸短期大学ライフデザイン学科
(40人)
八戸工科学院
(100人)
八戸学院大学
(380人)
○市町村国民年金事務担当者研修
【青森】各市町村
【八戸】各市町村

○年金セミナーの開催
【青森】青森明の星短期大学

(108人)

○年金セミナー開催アプローチ
○年金制度研修会開催アプローチ
【青森】県立青森高等学校
【むつ】下北地方福祉事務所(ケース
東奥保育・福祉専門学校
ワーカー向け)
【むつ】県立田名部高等学校大畑校舎

地域相談事業

年金委員活動支援事業

その他

○出張年金相談
【青森】野辺地町 (12人)
【弘前】五所川原市 (10人)
つがる市 ( 9人)
○ハローワーク国民年金加入説明会等
【青森】ハローワーク青森
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○国民年金納付相談会
【弘前】弘前市 (223人)
【むつ】むつ市 (262人)

○出張年金相談
【青森】七戸町 (8人)
【弘前】五所川原市 (8人)
つがる市 (9人)

○地域型年金委員あて参考
資料等の送付
【青森(代表)】111部

○職域型年金委員研修
○ハローワーク国民年金加入説明会等 【八戸】青森県南社会保険
【青森】ハローワーク青森
委員会総会(150人)
【弘前】ハローワーク黒石
○国民年金保険料納付場所案内のポ ○年金セミナー協力依頼、年金エッセイ募集依 【むつ】ハローワークむつ
５月 スター掲示依頼
頼
【むつ】MMK設置店の地元スーパー 【青森(代表)】青森県教育委員会
○国民年金納付相談会
青森県教育庁学校教育課
【弘前】弘前市 (93人)
○年金制度勉強会の開催
【むつ】六ヶ所村民生委員協議会
○年金相談会開催アプローチ
第２回定例会
(25名)
【むつ】東通村小田野沢地区
東通村老部地区
○青森県社会保険労務士会支部研修
東通村白糠地区
【八戸】八戸支部、十和田支部
六ヶ所村

1

平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業
○青森県社会保険労務士会連絡会議
【青森(代表)】

年金セミナー事業
○年金セミナーの開催
【弘前】東北女子短期大学

(55人)

○青森県社会保険労務士会主催研修 ○年金セミナー開催アプローチ
会への講師派遣
【八戸】八戸学院光星高等学校
【青森・八戸・弘前・むつ】
【弘前】東北職業能力開発大学校青森校
県立中里高等学校
○年金出前講座開催アプローチ
弘前病院附属看護学校
【青森】申込…１事業所 (10名)
青森県ヘアアーチスト専門学校
弘前医療福祉大学短期大学部
○事業所担当者等への年金制度改正
弘前医療福祉大学
６月
法等説明
県立五所川原農林高等学校
【弘前】弘前市(44人)
県立黒石商業高等学校
五所川原市(37人)
県立木造高等学校深浦校舎
県立弘前工業高等学校定時制

地域相談事業
○出張年金相談
【青森】野辺地町 (8人)
【弘前】五所川原市 (11人)
つがる市 (11人)

年金委員活動支援事業

○職域型年金委員研修(協会
けんぽ青森支部、青森県社
会保険委員会連合会共催)｢
算定基礎届実務研修｣(年金
出前講座開催案内)
○ハローワーク国民年金加入説明会等 【青森】青森市 (180人)
【青森】ハローワーク青森
東北町 (20人)
【弘前】ハローワーク黒石
【八戸】八戸市 (221人)
【むつ】ハローワークむつ
【弘前】弘前市 (167人)
五所川原市(90人)
○国民年金納付相談会
【弘前】弘前市 (102人)
○地域型年金委員あて｢年金
【むつ】佐井村 (11人)
委員(地域型)広報紙｣送付
東通村小田野沢地区(2人)
【青森(代表)】113部
東通村南地区 (3人)
東通村白糠地区 (12人)

その他
○算定基礎届説
明会(協会けんぽ
青森支部と共催)
一般事業所向け
【青森・八戸・
弘前・むつ】

○年金セミナー協力依頼、年金エッセイ募集依
頼
【青森(代表)】青森県総務部総務学事課
青森県高等学校長協会

○年金出前講座の開催
【青森】１事業所 (10名)

○年金セミナーの開催
【弘前】弘前病院附属看護学校 (37人)
青森県ヘアアーチスト専門学校(42人)
○下北地方福祉事務所の生活保護担 【むつ】県立むつ高等技術専門校(23人)
当職員を対象に年金制度研修会開催
【むつ】(8人)
○年金セミナー開催アプローチ
【青森】松風塾高等学校
７月
県立青森商業高等学校
青森山田高等学校
【弘前】弘前医療福祉大学
弘前医療福祉大学短期大学
東北職業能力開発大学校青森校

○出張年金相談
【青森】七戸町 (6人)
【弘前】五所川原市(5人)
つがる市 (9人)

○年金委員・健康保険委員 ○ 第 ４ 回 地 域 年
全体研修会
金事業運営調整
【八戸】(80人)
会議
【青森(代表)】

○ハローワーク国民年金加入説明会等
【青森】ハローワーク青森
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○国民年金納付相談会
【弘前】五所川原市、中泊町
【むつ】六ヶ所村各地区 (25人)
横浜町 (5人)
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平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業
○青森県社会保険労務士会研修会
【八戸】八戸支部

年金セミナー事業

地域相談事業

○年金セミナー開催アプローチ
【青森】県立青森西高等学校
県立青森中央高等学校
県立青森南高等学校
県立青森北高等学校
県立青森北高等学校今別校舎
県立青森高等学校
【八戸】八戸医師会立八戸准看護学院
県立八戸高等学校
八戸工業大学第二高等学校
学校法人林学園八戸調理師専門学校

○出張年金相談
【青森】野辺地町 (15人)
【弘前】五所川原市 (4人)
つがる市 (6人)

○青森県社会保険労務士会主催研修
会への講師派遣
【青森・八戸・弘前・むつ】

○年金セミナーの開催
【弘前】東北職業能力開発大学校青森校(58人)
弘前医療福祉大学
(111人)

○出張年金相談
【青森】七戸町 (7人)
【弘前】五所川原市 (3人)
つがる市 (4人)

○新規適用事業所の初任者厚生年
金・健康保険の事務手続き講習会
【八戸】(36人)

○年金セミナー開催アプローチ
【青森】県立青森東高等学校
県立青森東高等学校平内校舎
青森明の星高等学校
県立青森商業高等学校
県立青森工業高等学校
県立野辺地高等学校
野辺地西高等学校
県立七戸高等学校

8月

９月 ○市町村国民年金担当者会議
【弘前】各市町村
○年金出前講座の開催
【むつ】１事業所 (62名)

年金委員活動支援事業

その他

○ハローワーク国民年金加入説明会等
【青森】ハローワーク青森
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○国民年金納付相談会
【むつ】大間町 (13人)
風間浦村 (6人)

○新任年金委員・健康保険
委員社会保険事務講習会
【八戸】八戸市(25人)

○ハローワーク国民年金加入説明会等
【青森】ハローワーク青森
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○ハローワーク主催障害者就職面接会
【青森】
○国民年金納付相談会
【青森】七戸町、外ヶ浜町
【弘前】平川市、板柳町
【むつ】むつ市内３カ所 (9人)
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平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業
○社会保険協会主催新適事務講習会
への講師派遣【青森】
○年金受給者協会連合会研修会への
講師派遣【青森】

○社会保険労務士会支部主催の｢年
10月 金･労働問題無料相談会｣へ職員派遣
【青森】青森支部
○公共職業安定所職員への年金制度
説明会
【弘前】黒石(24人)
○事業所担当者への年金制度等説明
【弘前】弘前市(43人)

年金セミナー事業
○年金セミナー開催アプローチ
【県内】青森県立高等学校長協会(総会)
でセミナー開催の協力を依頼
○(父兄)年金セミナーの開催
【青森】県立青森高等学校ＰＴＡ総会で「知っ
ておきたい年金のはなし」を説明(100人)
○年金セミナー開催アプローチ
【弘前】県立弘前工業高等学校定時制
県立黒石高等学校
東北女子大学
県立弘前工業高等学校
【むつ】県立むつ工業高等学校

地域相談事業

年金委員活動支援事業

その他

○出張年金相談
【青森】七戸町 (8人)
【弘前】五所川原市 (10人)
つがる市 (8人)
○ハローワーク国民年金加入説明会等
【青森】ハローワーク青森
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○国民年金納付相談会
【弘前】つがる市、深浦町
○一日合同行政相談(行政評価事務所
主催)
【青森】
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平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業

年金セミナー事業

<ねんきん月間>
○年金セミナーの開催
○近隣の保育園児による｢おじいちゃ 【弘前】県立鰺ヶ沢高等学校
(62人)
ん｣｢おばあちゃん｣を描いた児童画を
県立弘前工業高等学校定時制(14人)
展示
【むつ】県立大湊高等学校川内校舎(129人)
【八戸】(53点)
○年金セミナー開催アプローチ
【八戸】八戸学院大学、短期大学
≪年金の日≫
八戸工業大学
【青森】市内ショッピングセンター
北里大学
で｢ねんきんネット｣関係のチラシ等
東北メディカル学院
を配布
八戸市立高等看護学院
【弘前】五所川原市立高等看護学院
弘前厚生学院
東北栄養専門学校
東北コンピューター専門学校
11月
弘前市医師会看護専門学校
厚生病院附属看護専門学校
【むつ】県立大湊高等学校川内校舎
県立大間高等学校
県立田名部高等学校
○パンフレット配布及び納付相談会（学生納付
特例申請書の受付）を開設
【八戸】八戸工業大学

地域相談事業
○出張年金相談
【青森】七戸町 (7人)
【弘前】五所川原市 (10人)
つがる市 (9人)
○ハローワーク国民年金加入説明会
【青森】ハローワーク青森
【八戸】ハローワーク八戸、三沢
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ

年金委員活動支援事業

その他

○【青森(代表)】年金委員
等表彰及び【青森】年金委
員・健康保険委員研修会
(130人)[ホテルクラウンパ
レス青森]
○【青森(代表)】地域型年
金委員研修会(51人)[アス
パム]

○【青森(代表)】地域型年
○合同離職者説明会
金委員あて｢年金委員(地域
【八戸】ハローワーク三沢、十和田労 型)広報紙｣、｢アニュアルレ
働基準監督署と合同で開催
ポート2013｣を送付
○国民年金納付相談会
【青森】年金事務所、東北町、
野辺地町、今別町
【八戸】年金事務所、六戸町、階上町
【弘前】中泊町、鶴田町
【むつ】むつ市 (11人)
地元スーパー (2人)

○職域型年金委員あて｢ア
ニュアルレポート2013｣送
付【青森】

○年金委員・健康保険委員
全体研修会
【八戸】八戸市(205人)
【弘前】弘前市(55人)
○学生向け相談窓口(学生納付特例申
五所川原市(53人)
請書の受付)及び年金相談窓口(免除申 【むつ】むつ市(65人)
請書の受付)の開設
【弘前】(11人)
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平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

12月

地域連携事業

年金セミナー事業

○青森県社会保険労務士会主催研修
会への講師派遣
【青森・八戸・弘前・むつ】

○年金セミナーの開催
【青森】東奥保育・福祉専門学校(58人)
【弘前】弘前医療福祉大学短期大学部(16人)

○厚生年金保険と健康保険の事務手
続き研修会
【八戸】南部町(23人)

○年金セミナー開催アプローチ
【青森】青森歯科衛生士専門学校
青森歯科技工士専門学校
青森大学
ヘアーアートカレッジ木浪学園
青森准看護学院
高等看護学院
青森調理師学校
青森中央学院大学
青森県立保健大学
【弘前】黒石商業高等学校
弘前学院大学
【むつ】県立むつ養護学校
県立大湊高等学校
県立六ヶ所高等学校

○年金セミナーの開催
【青森】県立青森東高等学校 (50人)
県立青森南高等学校 (75人)
【弘前】県立黒石高等学校
(188人)
【八戸】八戸工業大学第二高等学校 (50人)
県立八戸西高等学校 (80人)
【むつ】県立田名部高等学校 (98人)
1月

○年金セミナー開催アプローチ
【むつ】県立田名部高等学校(１月実施)
【弘前】東北コンピュータ専門学校
【八戸】県立八戸高等学校
県立八戸東高等学校
県立八戸西高等学校（1月実施）
県立八戸商業高等学校
県立八戸工業高等学校
県立八戸水産高等学校

地域相談事業

年金委員活動支援事業

その他

○出張年金相談
【青森】野辺地町 (8人)
【弘前】五所川原市 (8人)
つがる市 (11人)
○ハローワーク国民年金加入説明会
【青森】ハローワーク青森
【八戸】ハローワーク三沢
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
○ワンストップ･サービス･ディへの出
席(公共職業安定所)
【青森】(2人)

○出張年金相談
【青森】七戸町 (7人)
【弘前】五所川原市 (12人)
つがる市 (9人)
○ハローワーク国民年金加入説明会
【青森】ハローワーク青森
【八戸】ハローワーク三沢
【弘前】ハローワーク黒石
【むつ】ハローワークむつ
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平成２６年度 月別事業取組経過一覧(報告)
月

地域連携事業
○黒石市議会への年金制度説明会
【弘前】黒石市議会議員(
人)

2月

年金セミナー事業
○年金セミナーの開催
【青森】県立浪岡高等学校 ( 人)
青森北高等学校今別校舎 ( 人)
明の星高等学校
( 人)
八戸学院野辺地西高等学校( 人)
青森中央高等学校 ( 人)
松風塾高等学校
( 人)
【弘前】県立黒石商業高等学校 ( 人)
県立木造高等学校深浦校舎( 人)
県立五所川原農林高等学校( 人)
弘前医療福祉大学短期大学部( 人)
東北コンピュータ専門学校( 人)
【むつ】県立むつ工業高等学校（ 人）
県立六ヶ所高等学校（ 人）
県立大湊高等学校（ 人）
県立大間高等学校（ 人）

地域相談事業

年金委員活動支援事業

その他

○年金委員・健康保険委員
研修
【八戸】八戸市、十和田
市、三沢市
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平成２６年度

青森県

年金セミナー実施(予定)校一覧
教育機関名

月

実施日

事務所名

５月

平成26年5月21日(水)

青森

青森明の星短期大学（１年生対象）

６月

平成26年6月5日(木)

弘前

学校法人柴田学園

平成26年7月14日(月)

弘前

弘前病院附属看護学校

37人

平成26年7月11日(金)

弘前

青森県ヘアアーチスト専門学校

42人

平成26年7月30日(水)

むつ

県立むつ高等技術専門校

23人

平成26年9月24日(水)

弘前

東北職業能力開発大学校青森校

58人

平成26年9月25日(木)

弘前

弘前医療福祉大学

平成26年11月5日(水)

弘前

県立鰺ヶ沢高等学校

62人

平成26年11月21日(金)

弘前

県立弘前工業高等学校定時制

14人

平成26年11月26日(水)

むつ

県立大湊高等学校川内校舎

平成26年12月5日(金)

弘前

弘前医療福祉大学短期大学部

16人

平成26年12月17日(水)

青森

東奥保育・福祉専門学校

58人

平成27年1月20日(火)

青森

県立青森東高等学校

50人

平成27年1月20日(火)

弘前

県立黒石高等学校

平成27年1月26日(月)

八戸

八戸工業大学第二高等学校

７月

東北女子短期大学

受講者数
108人
55人

9月

１１月

111人

129人

１２月

１月

188人
50人
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平成２６年度
月

１月

青森県

年金セミナー実施(予定)校一覧
教育機関名

実施日

事務所名

受講者数

平成27年1月26日(月)

むつ

県立田名部高等学校

98人

平成27年1月27日(火)

青森

県立青森南高等学校

70人

平成27年1月28日(水)

八戸

県立八戸西高等学校

80人

平成27年2月2日(月)

弘前

県立木造高等学校深浦校舎

26人

平成27年2月5日(木)

弘前

弘前医療福祉大学短期大学部

33人

平成27年2月5日(木)

むつ

県立六ヶ所高等学校

64人

平成27年2月5日(木)

むつ

県立むつ工業高等学校

178人

平成27年2月6日(金)

弘前

県立黒石商業高等学校

155人

平成27年2月9日(月)

弘前

東北コンピュータ専門学校

43人

平成27年2月10日(火)

弘前

県立五所川原農林高等学校

160人

平成27年2月12日(木)

青森

県立浪岡高等学校

98人

平成27年2月12日(木)

青森

県立青森北高等学校今別校舎

19人

平成27年2月10日(火)

むつ

県立大湊高等学校

200人

平成27年2月13日(金)

青森

県立青森西高等学校

235人

平成27年2月18日(水)

青森

明の星高等学校

(２月)

98人
9

平成２６年度
月

青森県

年金セミナー実施(予定)校一覧
教育機関名

実施日

事務所名

受講者数

平成27年2月18日(水)

青森

八戸学院 野辺地西高等学校

100人

平成27年2月19日(木)

青森

県立青森中央高等学校

240人

平成27年2月19日(木)

むつ

県立大間高等学校

73人

平成27年2月25日(水)

青森

学校法人大和山学園 松風塾高等学校

10人

(２月)

合計

※( )の月は実施予定

34校(予定を含む)

(内高校 24校)

1,119人

10

平成２６年度

学校等での学生納付特例説明会(申請窓口)・ガイダンス等の実施状況

実施月日

事務所名

平成26年4月1日(火)

八戸

八戸短期大学看護学科2年幼児保育学科

180人

平成26年4月2日(水)

青森

青森公立大学の２年生を対象として「年金ガイダンス」

200人

平成26年4月2日(水)

八戸

八戸短期大学看護学科3年

80人

平成26年4月3日(木)

八戸

八戸短期大学ライフデザイン学科

40人

平成26年4月7日(月)

八戸

八戸工科学院

100人

平成26年4月10日(木)

八戸

八戸学院大学

380人

平成26年10月23日(木)

青森

県立青森高等学校PTA総会で父兄に対する年金セミナーを実施

100人

合計

教育機関名

7校

受講者数

1,080人
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