
例会予定

ＳＨ Ｉ Ｂ ＥＴ ＳＵ ＲＯＴ ＡＲＹ ＣＬ ＵＢ Ｄ Ｉ Ｓ Ｔ Ｒ Ｉ ＣＴ ２５００ Ｊ Ａ ＰＡＮ

士別ロータリークラブ会報
創立 １９６０・３・２４ ＲＩ第 ２５００ 地区 Vol. 06 No. 2718

第２８０２回例会 ２０２０年 ８月２４日（月）

・普通例会

司 会
斉 唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ ス ト
ニコニコBOX

大野裕一郎 会場監督
我等の生業
会員 47人中 出席者 35人 出席率 74.46％
江端健之･加藤博･菊地昭通･國森和磨･近藤峯世･鈴木勉･但木行久･谷温恵
日塔剛敏･深尾幸夫･前田孝幸･水田孝志

尾崎学（葬儀終了御礼）
谷村一文（ライオンズ合同ゴルフコンペ会長賞受賞祝い）

累計 78,000円

● 8月 3日(月) 普通例会・理事会

● 8月10日(月) 特別休会(法定休日：山の日)

● 8月17日(月) 普通例会

● 8月24日(月) 普通例会

● 8月31日(月) 夜間例会

● 9月 7日(月) 普通例会・理事会

● 9月15日(火) 夜間例会・ガバナー公式訪問

● 9月21日(月) 特別休会(法定休日：敬老の日)

● 9月28日(月) 普通例会

■ [会員増強・新クラブ結成推進月間] ■ [基本的教育と識字率向上月間

・ロータリーの友月間]

今日のプログラム

前回 （８月１７日） の記録 ・普通例会

■会 長／志村 孝幸

■副会長／菊地 昭通

■幹 事／片庭 隆暁

■例会場／士別グランドホテル

■例会日／毎週月曜日 12:10～13:00

■事務所／士別グランドホテル TEL0165-23-1234

２500地区ホームページ http://rid2500.jp/

士別ＲＣ http://www.douhoku.jp/sibeturc/

2020-2021年度ＲＩ第2500地区テーマ
2020-2021年度ＲＩ第2500地区ガバナー松田英郎

ランクアップしましょう

2020-2021年度国際ロータリーのテーマ
2020-2021年度ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

2020-2021年度士別ロータリーのスローガン

新しい絆を築き新たな考動を！

ＲＩホームページ https://www.rotary.org/ja



■会務報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・志村孝幸 会長
◆今月３日の例会以降、皆様はどのようにお過
ごしでしたでしょうか。
先々週は３連休、先週はお盆休みと連休が続

き、仕事が休みの会員も多くいたと思います。
私も多くありましたが新型コロナウイルスの関
係で行動を制限しての休みとなりました。
昨日も北海道で８人、全国では1,000人を超え

る感染者が連日確認されています。その中には
学校でのクラスターが全国で多く確認されてお
り、スポーツ観戦の規制緩和も見直しの話題も
出ております。
コロナウイルスを完全隔離するのは難しく完

璧な治療法やワクチン開発投与がされなければ
現状状態が続くと思われます。
現在の対応は感染者を早期発見しなるべく感

染を拡げないようにする事、特に重症になるよ
うな方や高齢者への接触を避けると言うことで
す。
◆更に問題になっているのが、感染者への誹謗
中傷です。経済活動をしている今、見えない物
を避けるのは難しく、感染者も感染予防をして
いても感染しています。特に人口の少ないまち
での誹謗中傷が多く確認されているようです。
私たちでの感染がまだ確認されていませんが、

仮に確認されてもこの様なことが無いように願
いたいと思います。
◆また、コロナに関連しての当クラブの対応で
すが。今月の理事会でも承認されましたが、昨
年度同様に少しでも体調がすぐれ無い方や遠方
へお出かけになり濃厚接触が気になる方などの
対策として、例会欠席者を７月、８月を100%出
席として報告致します。個人の責任において判
断いただき、例会に参加をお願い致します。
これは、日々状況が変わりますので、毎月の

理事会にてご判断を頂きます。
ご理解をよろしくお願いいたします。

■幹事報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・片庭隆暁 幹事
1. 今月のロータリレートは105円です。
2. ８月26日18:00よりクラブ協議会を開催致し
ます。

3. 理事会にて、コロナ対応として当面の間、例
会を欠席しても出席扱いといたします。

4. 7月の九州豪雨災害へ義援金を送る事と致し
ました。災害基金から熊本、福岡合わせて６
万円振り込みます。

5. 国際ソロプチミスト士別様より会報(最終号)
が届いています。

6. 次回例会は、８月24日、通常例会です。

■プログラム委員会・・・・・・・・・・・奈良康弘 委員長
本日は、新入会員の神田会員に卓話をお願い

します。また8月24日は図書館の岡田館長に、31
日は新入会員の小林会員に卓話を予定していま
す。

■新入会員卓話・・・・・・・・・・・・・・・神田裕教 会員
○消えた年金記録問題
あなたの年金記録は大丈夫ですか。消えた年

金記録問題はまだ終わっていない。という題名
で、お話させて頂きたいと思います。
2007年（平成19年）に、日本の年金制度にお

いて前代未聞の事件が起こりました。なんと、
約5,095万件もの誰のものかわからない、不明の
年金記録が発生したという事件です。
これが、きっかけで平成19年の参院選、平成2

1年の総選挙で自民党が大敗し、旧民主党が大勝
して政権交代が起こる大きな原因にもなったと
いう話です。
その当時の年金記録は、被保険者と年金受給

者を合わせると３億件ほどありましたが、その
うちの5,095万件ですから、これは、衝撃的な数
字です。
現在の年金記録は、人それぞれに一律の基礎

年金番号で管理されています。
昭和61年にどんな職業についていようが、20

歳以上60歳未満の人は、全員国民年金（つまり
基礎年金）に加入して生涯を通じて同じ番号を
持つという基礎年金番号というものが、平成９
年１月に付されることになりました。
ですが、昭和61年３月までは、民間企業に勤

めている人は厚生年金、公務員は共済年金、自
営業の人は、国民年金に加入するというふうに
制度が別々に分かれていて、加入する制度が変
わると新たな番号が付されるというようなこと
になっていました。
また、民間企業から転職して再度民間企業に

就職したような場合は、普通は同じ番号のはず
なんですが、ここでもまた、新しい会社に現在
加入している年金手帳を見せるのをの忘れるな
どして、別の新しい番号が付されたりしていた
場合もありました。このような状況によって、
基礎年金番号ができるまでは、一人で複数の番
号をもつということが少なくなかったわけです。
これを、一つの基礎年金番号に統合するとき

に、年金番号の統合は人の手によって行われま
した。社会保険庁の職員が３億件を超える年金
番号の統合作業を行っていたのです。
このタイミングで、人為的ミスが発生してし

８
月
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片庭隆暁会員



まったということです。名前の読み方が違って
入力したり、例えば、女性の名前の本当は「サ
チコ」を、「ゆきこ」と入力を間違えたり、生
年月日を間違えたりして入力したために、誰の
ものか、わからなくなった年金記録が5,095万件
も発生させたということです。
最初は、5,095万件あった記録が、当時の年金

特別便とかを送付したりしての確認の結果、現
在は約1,800万件にまで減りましたが、それでも
まだ1,800万件も、まだ誰のものかわからない年
金記録が宙に浮いています。この中には、既に
死亡した方も相当数おりますので、実際に健在
の方の年金記録が、どれだけ宙うに浮いたまま
になっているかは、誰もわかりません。
ここで、私がお話したいのが、この1,800万件

の宙に浮いた記録に、もしかしたら、ここにい
る誰かの記録もあるかもしれないし、皆様方の
奥さんの記録も漏れているかもしれないという
ことです。
出張年金相談でも、現在でも、なにかのきっ

かけのときに、きっかけというのは、その方が
ご自分の老齢年金の請求に来られたときとか、
あるいは、夫が亡くなって、妻が遺族厚生年金
の請求に来られたときとかに、宙に浮いた年金
記録の中に、名前が一致しているとか、生年月
日が一致しているとか、その方の年金記録では
ないかと思われる場合は、その方の記録でない
かどうか、その方に開いて確かめて、この漏れ
た記録がないかどうか探しています。その方の
記録であることが確認出来た時は、すぐその場
で記録の統合手続きを採っていますが、出張年
金相談の場合でも、一月に１件くらいの割合で、
この漏れた年金記録の統合手続きをしています
ので、全国の年金事務所でも、まだ、相当数の
漏れた年金記録を統合しているものと思われま
す。
士別の出張年金相談で、つい先日も、市内、

多寄町の女性の方が、ご自分の老齢年金の請求
に来られたときに、この漏れた年金記録の統合
を行いました。この方は結婚前の20歳前のとき
に名古屋地方の紡績工場こ勤務されていた厚生
年金の記録の数か月分が漏れていました。私も
過去に友達の漏れた年金記録を見つけて統合し
た事があります。
この漏れている年金記録の確認方法ですが、

特に、35歳、45歳、59歳のときには、節目年齢
の年金定期便が送られてきます。これには、年
金の加入履歴（加入制度、事業所名称、被保険
者の資格取得、喪失年月日などが記載されてき
ますので、ご自分がいままでに勤務していた事
業所がきちんと記載されているか、しっかりと
確認したほうが良いと思います。勤務していた
のに、記録がない場合は、漏れている可能性が
非常に大きいというこです。
また、いま年金を受給しておられる人も、本

当に、ご自分が過去に勤務していた事業所の厚

生年金を、しっかりと受給しているのかどうか、
特に、勤務先をたびたび変わっている人は、要
注意です。
漏れた年金記録のありそうな方は、転職が多

かった人、いろいろな名前の読み方がある。例
えば、山谷と書いて、「やまたに」さんとも呼
べるし、「やまや」さんともよべる人、また、
皆様の奥様方は、女性は結婚したらほとんどの
人が名前が変わりますが、結婚前にいろいろな
会社に勤務されていた方は、記録が漏れている
可能性があるということです。
年金受給には５年という時効がありますが、

この漏れた年金記録が統合された場合は、国が
基礎年金番号に統合するときに間違いを起こし
たわけですから、国の責任でこのような間違い
になったわけですから、時効は適用されません。
例えば80歳の時に、この漏れた年金記録がみつ
かって、統合された場合は、その方の受給権が
発生した60歳のときから遡って、もらえますか
ら、中には1,000万も遡ってもらえたという話も
聞いております。だめもとで、年金事務所でも
う一度、自分の年金記録を再確認してくるのも、
ひとつの方法かなと思います。
今日は、「消えた年金記録問題」ということ

で、お話させていただきましたが、年金制度に
は、まだ、まだ、お話できる題材があります。
年金は、知っていれば、得することもありま

すし、逆に、知らなければ、損をすることも、
たくさんあります。
また、ロータリークラブの例会の中で、今日

のような機会があって、ご指名を、いただけれ
ば、年金の話ができると思いますので、よろし
くお願いしたいと思います。
今日は、このような機会を作っていただきま

して、ありがとうございました。

●ゴルフ同好会・・・・・・・・・・・・・・・・谷村一文 会員
９日(日)ライオンズクラブ様との交流ゴルフ

大会を行いました。残念ながら団体戦では優勝
できませんでしたが、個人戦で大江会員が優勝
しました。
10月には、名寄ＲＣと美深ＲＣとで３クラブ

交流ゴルフ大会を予定しています。皆さんのた
くさんのご参加をお願いいたします。

●御礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾崎学 会員
この度の息子の葬儀に際しまして、皆さんに

ご焼香頂きありがとうございました。息子は、
その前日まで普段通りでありましたが、朝急性
心不全にてこの世を去りました。

この10年間士別青年会議所にて先輩や仲間と
共に街づくりに励んでおりましただけに、さぞ
無念であろうと思っています。
四十九日も開けこれからは息子の分も家族で

生きていこうと思っておりますので、今後とも
変わらぬご支援をお願い致します。




