
平成27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）でさまざまなイベントを実施するほか、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が行う年金相談会などで「年金の日」・「ねんきんネット」の

周知を実施。 

詳しくは、各都道府県社会保険労務士会にお問い合わせください。 
 

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

トを配布。 

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「年金の日」・「ねんきんネット」のポスター・リーフレットを設

置。 

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（くらしとおかねのセミナー）などで、「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53銀行に「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。 

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 下記の信用金庫で実施する年金相談会や店舗窓口などで「年金の日」・「ねんきんネット」

の周知を実施。 

詳しくは、各信用金庫のホームページ等で。 

＜北海道＞ 

札幌信用金庫（さっぽろ）、室蘭信用金庫（むろらん）、伊達信用金庫（だて）、 

北空知信用金庫（きたそらち）、日高信用金庫（ひだか）、函館信用金庫（はこだて）、 

渡島信用金庫（おしま）、江差信用金庫（えさし）、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）、北見信用金庫（きたみ）、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）、羽後信用金庫（うご）、 

米沢信用金庫（よねざわ）、盛岡信用金庫（もりおか）、宮古信用金庫（みやこ）、 

水沢信用金庫（みずさわ）、杜の都信用金庫（もりのみやこ）、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）、須賀川信用金庫（すかがわ）、 

あぶくま信用金庫（あぶくま）、二本松信用金庫（にほんまつ） 

＜関東・甲信越＞ 

高崎信用金庫（たかさき）、桐生信用金庫（きりゅう）、アイオー信用金庫（あいおー）、 

北群馬信用金庫（きたぐんま）、栃木信用金庫（とちぎ）、佐野信用金庫（さの）、 

大田原信用金庫（おおたわら）、青木信用金庫（あおき）、飯能信用金庫（はんのう）、 

千葉信用金庫（ちば）、銚子信用金庫（ちょうし）、東京ベイ信用金庫（とうきょうべい）、 

横浜信用金庫（よこはま）、湘南信用金庫（しょうなん）、平塚信用金庫（ひらつか）、 

興産信用金庫（こうさん）、さわやか信用金庫（さわやか）、芝信用金庫（しば）、 

亀有信用金庫（かめあり）、西京信用金庫（さいきょう）、昭和信用金庫（しょうわ）、 

世田谷信用金庫（せたがや）、東京信用金庫（とうきょう）、城北信用金庫（じょうほく）、 

瀧野川信用金庫（たきのがわ）、新発田信用金庫（しばた）、松本信用金庫（まつもと）、 

諏訪信用金庫（すわ） 
 

（別紙） 
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 ＜東海・北陸＞ 

静清信用金庫（せいしん）、三島信用金庫（みしま）、富士宮信用金庫（ふじのみや）、 

磐田信用金庫（いわた）、遠州信用金庫（えんしゅう）、大垣信用金庫（おおがき）、 

東濃信用金庫（とうのう）、八幡信用金庫（はちまん）、愛知信用金庫（あいち）、 

豊橋信用金庫（とよはし）、いちい信用金庫（いちい）、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）、中日信用金庫（ちゅうにち）、桑名信用金庫（くわな）、 

紀北信用金庫（きほく）、にいかわ信用金庫（にいかわ）、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）、敦賀信用金庫（つるが）、小浜信用金庫（おばま）、 

越前信用金庫（えちぜん） 

＜近畿＞ 

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）、大阪厚生信用金庫（おおさかこうせい）、 

大阪商工信用金庫（おおさかしょうこう）、神戸信用金庫（こうべ）、尼崎信用金庫（あまがさき）、 

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＞ 

鳥取信用金庫(とっとり)、しまね信用金庫(しまね)、水島信用金庫(みずしま)、日生信用金庫(ひなせ)、 

備前信用金庫(びぜん)、広島信用金庫(ひろしま)、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)、西中国信用金庫(にしちゅうごく)、徳島信用金庫（とくしま）、 

愛媛信用金庫（えひめ）、東予信用金庫（とうよ）、川之江信用金庫（かわのえ）、幡多信用金庫（はた）、 

＜九州・沖縄＞ 

筑後信用金庫（ちくご）、大川信用金庫（おおかわ）、熊本信用金庫（くまもと）、 

熊本第一信用金庫（くまもとだいいち）、天草信用金庫（あまくさ）、日田信用金庫（ひた）、 

高鍋信用金庫（たかなべ）、コザ信用金庫（こざ） 

上記に掲載されていない信用金庫の店舗窓口等でも「年金の日」・「ねんきんネット」の周

知を実施。 

信用金庫のホームページはこちら。 
 

全国信用組合中央協会 下記の信用組合で実施する年金相談会や店舗窓口などで「年金の日」・「ねんきんネット」

の周知を実施。 

詳しくは、各信用組合のホームページ等で。 

＜北海道・東北＞ 

北央信用組合(ほくおう)、札幌中央信用組合(さっぽろちゅうおう)、函館商工信用組合(はこだてしょうこう)、

空知商工信用組合(そらちしょうこう)、古川信用組合(ふるかわ)、仙北信用組合(せんぽく)、 

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)、いわき信用組合(いわき)、 

会津商工信用組合(あいづしょうこう) 

＜関東・甲信越＞ 

茨城県信用組合(いばらきけん)、真岡信用組合(もおか)、ぐんまみらい信用組合(ぐんまみらい)、 

熊谷商工信用組合(くまがやしょうこう)、埼玉信用組合(さいたま)、君津信用組合(きみつ)、 

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)、七島信用組合(しちとう)、 

第一勧業信用組合(だいいちかんぎょう)、甲子信用組合(こうし)、ハナ信用組合(はな)、 

相愛信用組合(そうあい)、協栄信用組合(きょうえい)、巻信用組合(まき)、糸魚川信用組合(いといがわ)、 

山梨県民信用組合(やまなしけんみん) 

＜東海・近畿＞ 

信用組合愛知商銀(あいちしょうぎん)、愛知県中央信用組合(あいちけんちゅうおう)、三河信用組合(みかわ)、 

成協信用組合(せいきょう)、淡陽信用組合(だんよう) 

＜中国・四国＞ 

広島市信用組合(ひろしまし)、備後信用組合(びんご)、山口県信用組合(やまぐちけん)、 

香川県信用組合(かがわけん) 

＜九州＞ 

福岡県南部信用組合(ふくおかけんなんぶ)、九州幸銀信用組合(きゅうしゅうこうぎん)、 

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)、鹿児島興業信用組合(かごしまこうぎょう)、 

鹿児島県医師信用組合(かごしまけんいし) 

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。 
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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「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 

日本損害保険協会 

下記の生命保険会社・損害保険会社等に「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。 

一部の保険会社で、取引先企業や来店型店舗における年金セミナー等を通じて「年金の

日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）、クレディ・アグリコル生命保険株式会社、 

ソニー生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、太陽生命保険株式会社、 

東京海上日動あんしん生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、富国生命保険相互会社、 

フコクしんらい生命保険株式会社、 

ＰＧＦ生命（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）、 

マスミューチュアル生命保険株式会社、三井生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、 

楽天生命保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社 
 

生命保険文化センター 出版物「ねんきんガイド」やメールマガジンなどで、「年金の日」・「ねんきんネット」

の周知を実施。 

日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

全国（一部地域を除く）で開催中のFP（ファイナンシャル・プランナー）による「くらし

とお金に関するセミナー&相談会」などで、「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実

施。 

セミナーの予定については、日本ＦＰ協会ホームページで。 
 

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「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）。 
 

ＪＡ共済 各種媒体等において、「年金の日」を紹介する広報を実施。 

 

商工中金 全国の商工中金の店舗窓口などで、「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

各店舗の所在地は、商工中金のホームページで。 
 

ゆうちょ銀行 

 

全国のゆうちょ銀行の店舗窓口などで、「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

各店舗の所在地は、ゆうちょ銀行ホームページで。 
 

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－、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 

 

都道府県年金受給者団体のイベント（受給者大会、講演会等）などで、「年金の日」・「ね

んきんネット」の周知を実施。 

詳しくは、各都道府県年金受給者団体にお問い合わせください。 
 

年金シニアプラン総合

研究機構 

 

11 月29 日（日）全社協・灘尾ホールにおいて、「年金の日」にちなんだフォーラム「年

金ライフプランのすすめ」を開催。年金ライフプランセミナーや日本年金学会において、

「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

詳しくは、年金シニアプラン総合研究機構ホームページで。 
 

年金・福祉推進協議会 国民年金実務セミナー等において、「年金の日」・「ねんきんネット」の周知を実施。 

セミナーについては、年金・福祉推進協議会ホームページで。 
 

年金綜合研究所 

 

12月2日（水）霞が関ビル35階 東海大学校友会館・阿蘇の間において、「年金の日」に

ちなんだシンポジウム「企業年金の現状と課題」を開催。 

詳しくは、年金綜合研究所ホームページで。 
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