
 

 

令和４年度「年金の日」の取組について 

 
○ 民間と協働した取組 

「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）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。 

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。 

国民年金基金の各支部の所在地はこちら（全国国民年金基金、職能型国民年金基金）。  
金融広報中央委員会 中央委および都道府県金融広報委員会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。 

金融広報中央委員会HP「知るぽると」の年金ページで「ねんきんネット」を紹介。 
 

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１５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。 

全国銀行協会の会員一覧 

全国地方銀行協会地方銀行一覧 

信託協会加盟会社一覧 

第二地方銀行協会加盟地方銀行一覧 

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。 

＜北海道＞ 

北海道信用金庫（ほっかいどう）、室蘭信用金庫（むろらん）、旭川信用金庫（あさひかわ）、道南うみ

街信用金庫（どうなんうみまち）、渡島信用金庫（おしま）、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）、稚内信用金庫（わっかない）、遠軽信用金庫（えんがる）、日

高信用金庫（ひだか） 

＜東北＞ 

東奥信用金庫（とうおう）、水沢信用金庫（みずさわ）、気仙沼信用金庫（けせんぬま）、宮古信用金庫

（みやこ）、杜の都信用金庫（もりのみやこ）、石巻信用金庫（いしのまき）、羽後信用金庫（うご）、米

沢信用金庫（よねざわ）、ひまわり信用金庫（ひまわり） 

＜関東・甲信越＞ 

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

用金庫（からすやま）、大田原信用金庫（おおたわら）、埼玉縣信用金庫（さいたまけん）、千葉信用金

庫（ちば）、佐原信用金庫（さわら）、銚子信用金庫（ちょうし）、東京信用金庫（とうきょう）、多摩信

用金庫（たま）、興産信用金庫（こうさん）、朝日信用金庫（あさひ）、昭和信用金庫（しょうわ）、世田

谷信用金庫（せたがや）、小松川信用金庫（こまつがわ）、東栄信用金庫（とうえい）、かながわ信用金

庫（かながわ）、山梨信用金庫（やまなし）、柏崎信用金庫（かしわざき）、新発田信用金庫（しばた）、

新井信用金庫（あらい）、長岡信用金庫（ながおか）、村上信用金庫（むらかみ）、加茂信用金庫（かも）、

上田信用金庫（うえだ） 

＜東海・北陸＞ 

砺波信用金庫（となみ）、高岡信用金庫（たかおか）、石動信用金庫（いするぎ）、のと共栄信用金庫（の

ときょうえい）、小浜信用金庫（おばま）、静清信用金庫（せいしん）、富士宮信用金庫（ふじのみや）、

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

信用金庫（とよはし）、西尾信用金庫（にしお）、いちい信用金庫（いちい）、瀬戸信用金庫（せと）、愛

知信用金庫（あいち）、東春信用金庫（とうしゅん）、中日信用金庫（ちゅうにち）、蒲郡信用金庫（が

まごおり） 

 

 

（別紙） 

http://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/238/Default.aspx
http://www.pfa.or.jp/
http://www.npfa.or.jp/
http://www.npfa.or.jp/state/address.html
http://www.npfa.or.jp/state/address_job.html
https://www.shiruporuto.jp/
https://www.shiruporuto.jp/public/senior/pension/
https://www.zenginkyo.or.jp/
http://www.chiginkyo.or.jp/
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/
http://www.dainichiginkyo.or.jp/index.html
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/member-01/
https://www.chiginkyo.or.jp/regional_banks/list/
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile02.html
http://www.dainichiginkyo.or.jp/jp/about/list/
http://www.shinkin.org/
http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/
https://www.shinkin.co.jp/muroshin/
https://www.shinkin.co.jp/ask/
https://www.d-umishin.co.jp/
https://www.d-umishin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/oshima/
http://www.hokusei-shinkin.co.jp/
http://www.obishin.co.jp/
http://www.obishin.co.jp/
http://www.abashin.co.jp/
https://www.wakashin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/engaru/
http://www.shinkin.co.jp/hidaka/
http://www.shinkin.co.jp/hidaka/
http://www.shinkin.co.jp/toshin/
http://www.mizusawashinkin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/kshinkin/
http://www.miyashin.jp/
http://www.miyashin.jp/
http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/
http://www.i-shinkin.co.jp/
http://www.ugoshinkin.jp/
https://www.shinkin.co.jp/yonezawa/
https://www.shinkin.co.jp/yonezawa/
http://www.shinkin.co.jp/himawari/
https://www.shinkin.co.jp/kitashin1210/
http://www.kashinkin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/tochigi/
https://www.karashin-bank.co.jp/about/
https://www.karashin-bank.co.jp/about/
https://www.ohtawara-shinkin.co.jp/
https://www.saishin.co.jp/kojin/
https://www.shinkin.co.jp/chibaskb/
https://www.shinkin.co.jp/chibaskb/
http://www.shinkin.co.jp/sawara/
https://www.choshi-shinkin.co.jp/
http://www.tokyo-shinkin.co.jp/
https://www.tamashin.jp/
https://www.tamashin.jp/
http://www.shinkin.co.jp/kosan/
https://www.asahi-shinkin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/showa/
http://www.shinkin.co.jp/setagaya/
http://www.shinkin.co.jp/setagaya/
https://www.shinkin.co.jp/komashin/
https://www.toeishinkin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/
https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/
https://www.yamasin.jp/
https://www.ksbank.jp/
http://www.shibata-shinkin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/arai/
https://www.shinkin.co.jp/nagaoka/
http://murakami-shinkin.com/
https://www.shinkin.co.jp/kamo/
http://www.ueda-shinkin.jp/
https://www.tonami-shinkin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/takaoka/index.html
http://www.shinkin.co.jp/isurugi/
https://www.shinkin.co.jp/notoshin/
https://www.shinkin.co.jp/notoshin/
http://www.shinkin.co.jp/obama/
https://www.seishin-shinkin.co.jp/
http://www.miyashin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/hachiman/
https://www.shinkin.co.jp/tono/index.html
https://www.ogakiseino-shinkin.co.jp/
http://www.toyo-shin.co.jp/
http://www.toyo-shin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/nishio/
http://www.shinkin.co.jp/ichii/
http://www.setoshin.co.jp/
https://www.aichishinkin.co.jp/
https://www.aichishinkin.co.jp/
http://www.toshun.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/chunichi/
https://www.gamashin.co.jp/
https://www.gamashin.co.jp/


 

 

＜近畿＞ 

滋賀中央信用金庫（しが）、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）、京

都北都信用金庫（きょうとほくと）、枚方信用金庫（ひらかた）、大阪信用金庫（おおさか）、大阪厚生

信用金庫（おおさかこうせい）、北おおさか信用金庫（きたおおさか）、神戸信用金庫（こうべ）、但馬

信用金庫（たじま）、西兵庫信用金庫（にしひょうご）、淡路信用金庫（あわじ）、中兵庫信用金庫（な

かひょうご）、日新信用金庫（にっしん） 

＜中国・四国＞ 

鳥取信用金庫（とっとり）、広島みどり信用金庫(ひろしまみどり)、しまなみ信用金庫（しまなみ）、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）、阿南信用金庫（あなん）、愛媛信用金庫

（えひめ）、東予信用金庫（とうよ） 

＜九州・沖縄＞ 

熊本中央信用金庫（くまもとちゅうおう）、田川信用金庫（たがわ）、伊万里信用金庫（いまり）、高鍋

信用金庫（たかなべ）、延岡信用金庫（のべおか）、コザ信用金庫（こざ） 
 

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。 

札幌中央信用組合（さっぽろちゅうおう）、空知商工信用組合(そらちしょうこう)、ウリ信用組合（う

り）、釧路信用組合（くしろ）、北央信用組合（ほくおう）、古川信用組合（ふるかわ）、仙北信用組合（せ

んぽく）、会津商工信用組合（あいづしょうこう）、山形第一信用組合（やまがただいいち）、熊谷商工

信用組合（くまがやしょうこう）、君津信用組合（きみつ）、相双五城信用組合（そうそうごじょう）、

群馬県信用組合（ぐんまけん）、真岡信用組合（もおか）、那須信用組合（なす）、房総信用組合（ぼう

そう）、銚子商工信用組合（ちょうししょうこう）、共立信用組合（きょうりつ）、全東栄信用組合（ぜ

んとうえい）、東京厚生信用組合（とうきょうこうせい）、東浴信用組合（とうよく）、大東京信用組合

（だいとうきょう）、東信用組合（あづま）、江東信用組合（こうとう）、中ノ郷信用組合（なかのごう）、

新潟縣信用組合（にいがたけん）、はばたき信用組合（はばたき）、新潟鉄道信用組合（にいがたてつど

う）、巻信用組合（まき）、糸魚川信用組合（いといがわ）、豊橋商工信用組合（とよはししょうこう）、

滋賀県信用組合（しがけん）、信用組合愛知商銀（あいちしょうぎん）、飛騨信用組合（ひだ）、京滋信

用組合（けいじ）、大同信用組合（だいどう）、成協信用組合（せいきょう）、兵庫県信用組合（ひょう

ごけん）、淡陽信用組合（だんよう）、信用組合広島商銀（ひろしましょうぎん）、備後信用組合（びん

ご）、広島市信用組合（ひろしまし）、山口県信用組合（やまぐちけん）、土佐信用組合（とさ）、香川県

信用組合（かがわけん）、宮崎県南部信用組合（みやざきけんなんぶ）、熊本県信用組合（くまもとけん）、

奄美信用組合（あまみ）、長崎三菱信用組合（ながさきみつびし）、鹿児島興業信用組合（かごしまこう

ぎょう） 

信用組合のホームページはこちら。 
 

JA全中 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。 

アフラック生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、クレディ・

アグリコル生命保険株式会社、太陽生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、ニッ

セイ・ウェルス生命保険株式会社、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、明治安

田生命保険相互株式会社、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、第一生命保険株

式会社、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 

生命保険文化センター 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。 

日本損害保険協会 ポスターによる「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）。  
ゆうちょ銀行 各営業所でリーフレットによる「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

https://www.shigachushin.jp/
http://www.nagashin.co.jp/
http://www.chushin.co.jp/
http://www.hokuto-shinkin.co.jp/index.shtml
http://www.hokuto-shinkin.co.jp/index.shtml
http://www.shinkin.co.jp/hirakata/
https://www.osaka-shinkin.co.jp/
http://www.co-sei.co.jp/
http://www.co-sei.co.jp/
https://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/
http://www.shinkinbank.co.jp/index.html
https://www.tanshin.co.jp/
https://www.tanshin.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/nisisin/
https://www.shinkin.co.jp/awaji/
http://www.nakashin.co.jp/
http://www.nakashin.co.jp/
https://www.nisshin-shinkin.co.jp/
https://www.shinkin.co.jp/torishin/
http://www.shinkin.co.jp/midori/
http://www.shimanami-shinkin.jp/
http://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/
http://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/
http://www.kanshin.co.jp/index.php
http://www.anan-shinkin.jp/
http://www.shinkin.co.jp/ehime/
http://www.shinkin.co.jp/ehime/
http://www.toyoshinkin.co.jp/
http://www.kumachu.jp/
https://www.tagawashinkin.co.jp/
http://www.imarishinkin.co.jp/
http://www.takanabe-shinkin.jp/
http://www.takanabe-shinkin.jp/
http://www.nobeshin.jp/
http://www.kozashinkin.co.jp/
http://www.shinyokumiai.or.jp/
https://www.sa-chushin.shinkumi.jp/
http://www.sorachi.shinkumi.jp/
https://www.urishinkumi.com/
https://www.urishinkumi.com/
https://www.shinkin.co.jp/kushiro/
https://www.hokuoh.shinkumi.jp/
https://www.furushin.co.jp/
https://www.senpoku.shinkumi.jp/
https://www.senpoku.shinkumi.jp/
http://www.aizushinkumi.co.jp/
https://www.yamagatadaiichi.com/
https://www.kumashin.co.jp/
https://www.kumashin.co.jp/
https://kimishin.jp/
http://www.sogo-shinkumi.co.jp/
https://www.kenshinyo.co.jp/
https://www.moka.shinkumi.jp/
https://www.nasushin.co.jp/
http://www.boshin.jp/
http://www.boshin.jp/
https://www.choshi-shoko.co.jp/
https://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/
http://www.zentouei.shinkumi.jp/
http://www.zentouei.shinkumi.jp/
http://www.tokyokosei.co.jp/
https://www.touyoku.shinkumi.jp/
https://www.daisin.co.jp/
https://www.daisin.co.jp/
https://www.azuma.shinkumi.jp/
https://www.koutou.shinkumi.jp/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
https://www.niigata-kenshin.co.jp/
https://www.habataki-shinkumi.jp/
https://www.nts-40.co.jp/
https://www.nts-40.co.jp/
https://www.maki.shinkumi.jp/
https://itoigawa-shinkumi.co.jp/
https://www.toyohashi-shoko.co.jp/
http://www.shigaken.shinkumi.jp/
https://www.a-sg.jp/
https://www.hidashin.co.jp/
https://www.keiji-shinkumi.net/
https://www.keiji-shinkumi.net/
https://www.daido.shinkumi.jp/
http://www.seikyo-shinkumi.jp/
https://www.hyogokenshin.co.jp/
https://www.hyogokenshin.co.jp/
https://www.danyo.co.jp/
https://www.shogin.com/
https://www.binshin.co.jp/
https://www.binshin.co.jp/
http://www.hiroshimashi.shinkumi.jp/
https://www.yamaguchiken.shinkumi.jp/
http://www.tosa.shinkumi.jp/
https://www.kagawaken.shinkumi.jp/
https://www.kagawaken.shinkumi.jp/
http://www.m-nanbu.shinkumi.jp/
https://www.kumamotoken.shinkumi.jp/
https://www.amamishinkumi.co.jp/
https://www.ryo-sin.co.jp/
https://www.ka-kousin.co.jp/
https://www.ka-kousin.co.jp/
http://www.shinyokumiai.or.jp/search.html
https://www.zenchu-ja.or.jp/
http://all.rokin.or.jp/
http://all.rokin.or.jp/info/index.html
http://www.seiho.or.jp/
https://www.aflac.co.jp/
https://www.nnlife.co.jp/
https://www.orixlife.co.jp/
https://www.ca-life.jp/
https://www.ca-life.jp/
http://www.taiyo-seimei.co.jp/
https://www.tmn-anshin.co.jp/
https://www.nw-life.co.jp/
https://www.nw-life.co.jp/
http://www.nissay.co.jp/
https://neofirst.co.jp/
http://www.meijiyasuda.co.jp/
http://www.meijiyasuda.co.jp/
https://www.manulife.co.jp/ja/individual.html
https://midori-life.com/
https://www.dai-ichi-life.co.jp/
https://www.dai-ichi-life.co.jp/
https://www.pgf-life.co.jp/
https://www.jili.or.jp/
http://www.sonpo.or.jp/
http://www.sonpo.or.jp/
https://www.jafp.or.jp/
http://www.jabank.org/
http://www.jfmbk.org/
http://www.jfmbk.org/
http://map.jabank.org/
https://www.jfmbk.org/about/jfmbk_list.html
https://www.jp-bank.japanpost.jp/


 

 

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。 

全国年金受給者団体連

合会 

全国の年金受給者団体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。 

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、1１月２６日（土）にオンラインによる「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「公的年金・企業年金を考える」をテーマにしたWebシンポジウム

を開催（11月30日（水）から12月11日（日）までWeb配信予定） 

詳しくは、年金綜合研究所のホームページで。 
 

https://www.zensharen.jp/
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https://www.zensharen.jp/associations/
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