
令和２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 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１８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リンク 

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）、帯広信用金庫（おびひろ）、北空知信用金庫（きたそらち）、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） 

＜東北＞ 

東奥信用金庫（とうおう）、宮古信用金庫（みやこ）、気仙沼信用金庫（けせんぬま）、杜の都信用金庫

（もりのみやこ）、秋田信用金庫（あきた）、羽後信用金庫（うご）、米沢信用金庫（よねざわ）、郡山信

用金庫（こおりやま）、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）、烏山信

用金庫（からすやま）、大田原信用金庫（おおたわら）、青木信用金庫（あおき）、館山信用金庫（たて

やま）、千葉信用金庫（ちば）、佐原信用金庫（さわら）、芝信用金庫（しば）、東京信用金庫（とうきょ

う）、興産信用金庫（こうさん）、瀧野川信用金庫（たきのがわ）、平塚信用金庫（ひらつか）、かながわ

信用金庫（かながわ）、中栄信用金庫（ちゅうえい）、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）、長野信用金庫（ながの）、上田信用金庫（う

えだ）、松本信用金庫（まつもと） 

＜東海・北陸＞ 

新湊信用金庫（しんみなと）、にいかわ信用金庫（にいかわ）、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）、越前信用金庫（えちぜん）、富士宮信用金庫（ふじのみや）、静清信用金庫（せいしん）、八幡信用

金庫（はちまん）、豊橋信用金庫（とよはし）、西尾信用金庫（にしお）、中日信用金庫（ちゅうにち）、

いちい信用金庫（いちい）、瀬戸信用金庫（せと）、東春信用金庫（とうしゅん） 

＜近畿＞ 

紀北信用金庫（きほく）、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）、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） 
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＜中国・四国＞ 

水島信用金庫(みずしま)、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）、徳島信用金庫（とくしま）、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）、熊本信用金庫（くまもと）、大川信用金庫（おおかわ）、伊

万里信用金庫（いまり）、九州ひぜん信用金庫（きゅうしゅうひぜん）、たちばな信用金庫（たちばな）、

宮崎第一信用金庫（みやざきだいいち）、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)、北央信用組合(ほく

おう)、仙北信用組合（せんぽく）、相双五城信用組合（そうそうごじょう）、会津商工信用組合（あい

づしょうこう）、北郡信用組合（きたぐん）、山形第一信用組合（やまがただいいち）、群馬県信用組合

（ぐんまけん）、君津信用組合（きみつ）、房総信用組合（ぼうそう）、中ノ郷信用組合（なかのごう）、

東信用組合（あづま）、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）、

新潟大栄信用組合（にいがただいえい）、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）、興栄信用組合（こうえい）、巻信用組合（まき）、長野県信用組合（ながのけん）、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）、京滋信用組合（けいじ）、成協信用組合（せ

いきょう）、兵庫県信用組合（ひょうごけん）、広島県信用組合（ひろしまけん）、広島市信用組合（ひ

ろしまし）、信用組合広島商銀（ひろしましょうぎん）、両備信用組合（りょうび）、備後信用組合（び

んご）、奄美信用組合（あまみ）、宮崎県南部信用組合（みやざきけんなんぶ） 

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。 

オリックス生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、太陽生命保険株式会社、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、明治安田生命保険相互会社 

 

生命保険文化センター 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 28 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「将来の年金制度を考える」をテーマにしたWebシンポジウムを開

催（11月30日（月）から12月6日（日）までWeb配信） 

詳しくは、年金綜合研究所のホームページで。 

 

全国社会保険委員会連

合会 

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。 
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