
平成29年度「年金の日」の取組について 

 
○ 民間との協働イベント 

「年金の日」の賛同団体やその会員等（金融機関、生命保険会社など）で実施する年金相談会等において「年金の日」

や「ねんきんネット」の周知を実施します。 

詳細は、以下のとおりです。 
 

団 体 名 主  な  取  組  の  内  容 

全国社会保険労務士会

連合会 

都道府県社会保険労務士会にポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知

を実施。 

各都道府県社会保険労務士会の所在地・連絡先はこちら。  
企業年金連合会 会員である全国の企業年金に「年金の日」・「ねんきんネット」のポスター・リーフレッ

トを配付。 

年金相談窓口、月刊誌「企業年金」で「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 
 

国民年金基金連合会 全国の国民年金基金にポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

国民年金基金の所在地はこちら（地域型国民年金基金、職能型国民年金基金）。  
金融広報中央委員会 都道府県金融広報委員会のイベントなどで、ポスター等による「年金の日」・「ねんきん

ネット」の周知を実施。 

イベントの予定は、金融広報中央委員会の「知るぽると」で。 
 

全国銀行協会 

全国地方銀行協会 

信託協会 

第二地方銀行協会 

 

 

全国32銀行でポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

一部の銀行で年金相談会等を予定。 

全国銀行協会の会員一覧 

全国地方銀行協会地方銀行リンク 

信託協会加盟会社一覧 

第二地方銀行協会会員行一覧 
 

全国信用金庫協会 

 

下記の信用金庫で、ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

一部の信用金庫で年金相談会等を予定。 

＜北海道＞ 

札幌信用金庫（さっぽろ）、室蘭信用金庫（むろらん）、北空知信用金庫（きたそらち）、 

日高信用金庫（ひだか）、渡島信用金庫（おしま）、道南うみ街（どうなんうみまち） 

小樽信用金庫（おたる）、北海信用金庫（ほっかい）、旭川信用金庫（あさひかわ）、 

稚内信用金庫（わっかない）、北星信用金庫（ほくせい）、帯広信用金庫（おびひろ）、 

網走信用金庫（あばしり）、遠軽信用金庫（えんがる） 

＜東北＞ 

東奥信用金庫（とうおう）、青い森信用金庫（あおいもり）、盛岡信用金庫（もりおか）、 

水沢信用金庫（みずさわ）、北上信用金庫（きたかみ）、気仙沼信用金庫（けせんぬま）、 

会津信用金庫（あいづ）、郡山信用金庫（こおりやま）、白河信用金庫（しらかわ）、 

ひまわり信用金庫（ひまわり）、二本松信用金庫（にほんまつ） 

＜関東・甲信越＞ 

北群馬信用金庫（きたぐんま）、栃木信用金庫（とちぎ）、鹿沼相互信用金庫（かぬまそうご）、 

大田原信用金庫（おおたわら）、結城信用金庫（ゆうき）、川口信用金庫（かわぐち）、 

千葉信用金庫（ちば）、銚子信用金庫（ちょうし）、佐原信用金庫（さわら）、 

興産信用金庫（こうさん）、芝信用金庫（しば）、東栄信用金庫（とうえい）、 

亀有信用金庫（かめあり）、西京信用金庫（さいきょう）、世田谷信用金庫（せたがや）、 

瀧野川信用金庫（たきのがわ）、新潟信用金庫（にいがた）、長岡信用金庫（ながおか）、 

三条信用金庫（さんじょう）、新発田信用金庫（しばた）、村上信用金庫（むらかみ）、 

上田信用金庫（うえだ）、諏訪信用金庫（すわ）、アルプス中央信用金庫（あるぷすちゅうおう） 

＜東海・北陸＞ 

沼津信用金庫（ぬまづ）、三島信用金庫（みしま）、掛川信用金庫（かけがわ）、 

大垣西濃信用金庫（おおがきせいのう）、東濃信用金庫（とうのう）、八幡信用金庫（はちまん）、 

豊橋信用金庫（とよはし）、瀬戸信用金庫（せと）、西尾信用金庫（にしお）、尾西信用金庫（びさい）、 

桑名信用金庫（くわな）、紀北信用金庫（きほく）、のと共栄信用金庫（のときょうえい）、 

興能信用金庫（こうのう）、小浜信用金庫（おばま）、越前信用金庫（えちぜん） 
 

（別紙） 
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＜近畿＞ 

滋賀中央信用金庫（しがちゅうおう）、長浜信用金庫（ながはま）、 

京都中央信用金庫（きょうとちゅうおう）、大阪厚生信用金庫（おおさかこうせい）、 

永和信用金庫（えいわ）、北おおさか信用金庫（きたおおさか）、奈良信用金庫（なら）、 

神戸信用金庫（こうべ）、尼崎信用金庫（あまがさき）、日新信用金庫（にっしん）、 

淡路信用金庫（あわじ）、西兵庫信用金庫（にしひょうご） 

＜中国・四国＞ 

水島信用金庫(みずしま)、玉島信用金庫（たましま）、広島みどり信用金庫(ひろしまみどり)、 

萩山口信用金庫(はぎやまぐち)、観音寺信用金庫（かんおんじ）、愛媛信用金庫（えひめ）、 

川之江信用金庫（かわのえ） 

＜九州・沖縄＞ 

大川信用金庫（おおかわ）、唐津信用金庫（からつ）、たちばな信用金庫（たちばな）、 

熊本中央信用金庫 （くまもとちゅうおう）、大分信用金庫（おおいた）、 

大分みらい信用金庫（おおいたみらい）、宮崎信用金庫（みやざき）、都城信用金庫（みやこのじょう）、 

延岡信用金庫（のべおか）、高鍋信用金庫（たかなべ） 
 

全国信用組合中央協会 下記の信用組合で、ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

北央信用組合(ほくおう)、空知商工信用組合(そらちしょうこう)、 

石巻商工信用組合(いしのまきしょうこう)、会津商工信用組合(あいづしょうこう) 

那須信用組合(なす)、あかぎ信用組合(あかぎ)、銚子商工信用組合(ちょうししょうこう)、 

東信用組合(あづま)、江東信用組合(こうとう)、大東京信用組合(だいとうきょう)、 

長野県信用組合(ながのけん)、岐阜商工信用組合(ぎふしょうこう)、 

信用組合愛知商銀(あいちしょうぎん)、滋賀県信用組合(しがけん)、広島市信用組合(ひろしまし)、 

佐賀東信用組合(さがひがし)、佐賀西信用組合(さがにし)、熊本県信用組合(くまもとけん)、 

宮崎県南部信用組合(みやざきけんなんぶ) 

上記に掲載されていない信用組合の店舗窓口等でも「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

信用組合のホームページはこちら。 
 

全国労働金庫協会 全国のろうきん（労働金庫）の各店舗などで、ポスター等による「年金の日」・「ねんき

んネット」の周知を実施。 

全国のろうきんの所在地はこちら。  
生命保険協会 下記の生命保険会社で、ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実

施。 

アフラック、ソニー生命保険株式会社、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社、 

第一生命保険株式会社、太陽生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、 

ネオファースト生命保険株式会社、フコクしんらい生命保険株式会社、 

マスミューチュアル生命保険株式会社、マニュライフ生命保険株式会社、 

みどり生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、 
 

日本損害保険協会 ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

日本FP協会 ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 
 

ＪＡバンク・ＪＦマリン

バンク 

全国のＪＡバンク・ＪＦマリンバンクでポスター等による「年金の日」・「ねんきんネッ

ト」の周知を実施。 

ＪＡバンク・ＪＦマリンバンクの所在地はこちら（ＪＡバンク・ＪＦマリンバンク）。  
商工中金 ポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

 
全国社会保険協会連合

会 

月刊「社会保険」や、会員である都道府県社会保険協会が行うライフプランセミナー、講

習会などで、「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

全国年金受給者団体連

合会 

全国の年金受給者団体にてポスター等による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を

実施。 

年金シニアプラン総合

研究機構 

「年金の日」にちなんだフォーラムとして、12月2日（土）に「ユース年金学会」を日本

年金学会及び年金シニアプラン総合研究機構において共催。 

詳しくは、年金シニアプラン総合研究機構のホームページで。 
 

年金綜合研究所 「年金の日」にちなみ12月1日（金）にシンポジウム「年金制度の展望～改革への課題と

論点～」を開催。 

詳しくは、年金綜合研究所のホームページで。  
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