
 

 

 

 

 

2022.前期 年金教室のご案内 

 

 

～年金教室とは～ 

社会保険労務士・金融機関職員を対象に年金の基礎から実務

で使える知識を幅広く学び得ることができます。 

多くの参加者に金融機関の年金相談会・職員研修・自己研鑚

の為に何年もにわたり参加して頂いております。 

講師は長年年金相談員や年金研修講師、年金の書籍を執筆す

るなど年金のエキスパートです。 

経験者もこれから年金を学ぶ方もきめ細かい講義内容によっ

て多くの知識や情報等を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

《お申込方法》 

① 申込書にご記入の上、年金教室にてご提出またはメール、FAX、郵送にて承ります。  

② 申込後に参加決定通知及びご希望の方には会場案内を郵送いたします。 

参加決定通知書にお振込先の情報が併記しておりますのでご確認の上、お納めください。 

③ 振込票の控えを以て、領収証の代わりとさせて頂きます。 

④ ご都合によりお申込をキャンセルする場合は、郵送、FAX、メールにて弊社までご連絡ください。

電話でのキャンセルはご遠慮願います。 

⑤ 期の途中からのお申込も受付いたします。オンライン配信を実施している教室については、お申込

後、その期の過去分の配信を一定の期間視聴することができます。お値引きはございません。 

⑥ 初回開始日以降のキャンセルは、受講料全額をキャンセル代金として頂きますのでご了承ください。 

《受講料》 

① ３万７千円(税込・資料代込)。 

② 土 G、障害年金徹底解説教室は３万５千円（税込・資料代込）。 

③ 障害年金オンライン教室は３万３千円（税込・資料代込）。 

④ 川口、仙台、障害年金セミナーは３万円（税込・資料代込）。 

※①の教室のみ 2 教室以上申込で教室数毎に 1 万円引きになります。 

《受講にあたって》 

① 筆記用具、電卓をご持参下さい。テキストは原則第１回目に配布いたします。 

② 欠席された場合、配布資料等を郵送いたします。 

③ ライブで行う教室に不可抗力で参加できない場合を除き、途中変更､振替受講は致しかねますので、

ご了承頂きますようお願いいたします。 

④ 講義内容のご質問は教室会場で受付けいたします｡  

⑤ 講義内容の録画、録音は厳禁です。 

 

※ 初めて教室のお申込みを考えている方に、オンライン配信を実施している教室はサンプル映像を配信 

  いたします。服部年金企画事務局までお問合せ下さい。 

 

お問い合わせは 株式会社 服部年金企画まで  

TEL 03-6427-8688 FAX 03-5348-6550 

Ｅ－ｍａｉｌ： ｈａｔｔｏｒｉ＠ｈａｔｔｏｒｉ－ｎｅｎｋｉｎ．ｃｏ．ｊｐ 



 

 

 

 年金教室［2022.4月～2022.9月(6ヶ月）］  
 

教 室 名 会   場 定 員 研修時間 受講料 講 師 

東京 （金曜） 

東京 （土 A） 

東京 （日 A） 

東京 （日 B） 

東京 （土 G） 

横浜 （水） 

横浜 （土 B） 

宇都宮 

名古屋（B） 

名古屋（C） 

大 阪（B） 

静 岡 

高 崎 

福 岡 

川 口 

仙 台 

 

障害徹底解説 

障害オンライン教室 

障害年金セミナー 

 

こくほ 21、（配信有） 

中野サンプラザ、(配信有 池田講師配信無し) 

中野サンプラザ、（配信有） 

中野サンプラザ 

中野サンプラザ、(配信有) 

神奈川産業振興センター（配信有） 

神奈川産業振興センター（配信有） 

栃木県教育会館（配信有 ※高崎教室と同じ） 

フジコミュニティセンター 

フジコミュニティセンター(配信有) 

新大阪丸ビル新館（配信有） 

静岡市産学交流センター（ペガサート） 

高崎市総合福祉センター（配信有） 

福岡商工会議所（配信有） 

川口総合文化センター（リリア）、（配信有） 

オンライン配信 ※5/21 ショーケー本館ビル 

 

中野サンプラザ、(配信有) 

オンライン 

中野サンプラザ、(配信有) 

 

60 名 

50 名 

40 名 

40 名 

50 名 

 30 名 

50 名 

40 名 

30 名 

30 名 

40 名 

45 名 

30 名 

30 名 

30 名 

30 名 

 

40 名 

制限なし 

40 名 

 

10：00～16：00 

〃 

〃 

〃 

13：00～17：00 

10：00～16：00 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

10：00～13：00 

18：30～20：30 

5/21 は 

10：00～17：00 

13：00～17：00 

10：00～13：00 

13：30～16：30 

 

 

37,000 

〃 

〃 

〃 

35,000 

37,000 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

30,000 

〃 

 

35,000 

33,000 

30,000 

 

丹治、髙橋 

高松、池田、渡辺 

三宅、中村 

藤原、髙橋、佐々木 

清水（京）、松村、脇 

中浦、諸橋 

宇代、井内、谷口 

笹沼、松本 

高須、新美 

和田、田中、森岡 

和田、仲野 

丹治、本間、神藤 

笹沼、永井 

今任、藤井、松田、脇 

伊東（晴） 

三輪、工藤、金山 

 

宇代、﨑浦、浅井 

高田、熊谷、土井 

佐々木（久）、中野、清水（典） 

 

 

感染症予防の都合上、定員が変更になる場合がございます。 



2022年前期　年金教室日程表

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月15日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 4月30日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 4月3日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

5月20日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 5月28日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 5月1日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

6月17日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 6月25日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 6月5日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

7月15日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 7月30日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 7月3日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

8月19日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 8月20日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 8月7日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

9月16日 こくほ 21(オンライン配信を含む) 9月24日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 9月4日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月17日 中野サンプラザ 4月9日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 4月20日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

5月15日 中野サンプラザ 5月14日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 5月25日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

6月19日 中野サンプラザ 6月11日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 6月22日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

7月17日 中野サンプラザ 7月9日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 7月20日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

8月21日 中野サンプラザ 8月 ― 8月24日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

9月18日 中野サンプラザ 9月10日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 9月21日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む)

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月16日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 4月9日 栃木県教育会館 4月3日 フジコミュニティセンター

5月21日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 5月14日 栃木県教育会館 5月1日 フジコミュニティセンター

6月18日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 6月11日 栃木県教育会館 6月5日 フジコミュニティセンター

7月16日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 7月2日 栃木県教育会館 7月3日 フジコミュニティセンター

8月20日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 8月6日 コンセーレ 8月7日 フジコミュニティセンター

9月17日 神奈川県産業振興センター(オンライン配信を含む) 9月3日 栃木県教育会館 9月4日 フジコミュニティセンター

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月30日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 4月2日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

4月2日 静岡市産学交流センター（ペガサート）

5月28日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 5月7日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

5月7日 静岡市産学交流センター（ペガサート）

6月25日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 6月4日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

6月4日 静岡市産学交流センター（ペガサート）

7月30日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 7月2日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

7月2日 静岡市産学交流センター（ペガサート）

8月27日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 8月6日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

8月6日 静岡市産学交流センター（ペガサート）

9月24日 フジコミュニティセンター(オンライン配信を含む) 9月3日
新大阪丸ビル新館(オンライン配信を含
む)

9月3日 静岡市産学交流センター （ペガサート）

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月16日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 4月23日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 4月24日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

5月21日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 5月28日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 5月22日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

6月18日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 6月25日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 6月19日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

7月16日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 7月23日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 7月24日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

8月20日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 8月27日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 8月21日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

9月17日 高崎市総合福祉センター(オンライン配信を含む) 9月24日 福岡商工会議所(オンライン配信を含む) 9月25日 川口総合文化センター　(オンライン配信を含む)

開催日 会　場 開催日 会　場 開催日 会　場

4月16日 オンラインのみ 4月3日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 4月30日 ZOOM（後日オンライン配信有）

5月21日 ショーケー本館ビル 5月8日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 5月28日 ZOOM（後日オンライン配信有）

6月18日 オンラインのみ 6月12日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 6月25日 ZOOM（後日オンライン配信有）

7月16日 オンラインのみ 7月10日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 7月30日 ZOOM（後日オンライン配信有）

8月20日 オンラインのみ 8月14日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 8月20日 ZOOM（後日オンライン配信有）

9月17日 オンラインのみ 9月11日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む) 9月24日 ZOOM（後日オンライン配信有）

開催日 会　場

9月9日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

11月11日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

1月13日 中野サンプラザ(オンライン配信を含む)

仙台 ( 講師：三輪・工藤・金山 )

高崎 ( 講師：笹沼、永井 ) 川口（伊東（晴））

障害年金徹底解説教室 ( 講師：宇代・崎浦・浅井 )

横浜水  ( 講師：中浦・諸橋 )

横浜土Ｂ( 講師：宇代・井内・谷口） 宇都宮( 講師：笹沼・松本 )

静岡 ( 講師：丹治・本間・神藤 )

障害年金セミナー ( 講師：佐々木（久）・中野・清水（典） )

名古屋Ｃ ( 講師：和田・田中・森岡 ) 大阪Ｂ ( 講師：和田・仲野 )

福岡 ( 講師：今任・藤井・松田・脇 )

障害年金オンライン教室（高田・熊谷・土井）

名古屋Ｂ ( 講師：高須・新美 )

東京土Ａ ( 講師：高松・池田・渡辺 )東京金 ( 講師：丹治・髙橋 )

東京土Ｇ ( 講師：清水(京)・松村・脇)

東京日Ａ ( 講師：三宅・中村)

東京日Ｂ ( 講師：藤原・髙橋・佐々木（裕） )



研修内容

丹治　和人 髙橋　幸雄

髙松　裕明 池田　智恵美 渡辺　公雄

三宅　明彦 中村　薫

藤原　良子 髙橋　幸雄 佐々木　裕子

清水　京子 松村　和俊 脇　美由紀

中浦　正樹 諸橋　菜奈

宇代　謙治 井内　義典 谷口　素子

笹沼　和子 松本　正広

高須　明彦 新美　和加子　

宇都宮

東京（日Ｂ）　
テキスト「公的年金のしくみ」に沿って、事例や実務知識をふんだんに取り入れ、年金の専門家としてどこに出ても恥ずか
しくないレベルの知識習得を目指します。奇をてらわず基本的かつ重要な内容を取り扱いますので、勉強を始めたばかり
の人には基本的知識の習得に、勉強の進んだ人には今まで蓄積してきた年金レベルの維持及び更なる知識の積み上げ
に、いずれにもお勧めです。

横浜（土B）

横浜（水）

東京（土G）

年金相談事例に基づき、「公的年金のしくみ」を基礎から実務まで確認、振り返ります。相談アプローチ、応酬話法から回
答書の作成まで、現場に役立つ内容になります。年金相談に携わる社会保険労務士の方はもちろん、金融機関の方にお
すすめの教室です。

「公的年金のしくみ」を使って年金の基礎を押さえつつ、その時々の事例を使って実務に対応できる力を身につけていた
だきます。1年かけて老齢、障害、遺族のすべてをじっくりと勉強する講座です。

年金相談や年金知識を用いた金融機関等の業務推進では、公的年金制度の基礎知識修得が必須となります。本教室で
は、一年かけて老齢・遺族・障害年金の基礎知識を、わかり易く、楽しく、しっかりと身につけていただきます。また、知識
だけではなく、相談現場等でお客様に理解してもらうための「伝え方」についても、合わせて学んでいただきます。社会保
険労務士のみならず、金融機関や保険業界の方々にもお勧めできる教室です。

名古屋（B）

『公的年金のしくみ』を深く掘り下げ根拠となる条文や具体的事例を取り入れた教室です。
障害年金も取り入れます。また、改正事項や最新情報も詳しく解説します。

現場の資料等も使いながら、実際の事例を交えて実務に直結した内容の研修をします。同時に、最近の動向や将来を見
据えながら行う中・上級者向きの研修です。

事例､実務知識､最近の動向や改正を取り入れ､年金相談に対応できる現場力のスキルアップを目的とした教室です。障
害年金の事例検討､公的年金の役割と財政検証､社会保障制度･ＤＣ（確定拠出年金）等の解説も行います。

年金制度の基本をマスターした方を対象とした中級講座です。事例の検証を中心に、年金法改正、通知・通達、疑義照会
回答票等、年金相談会に対応できる現場力を高めていただく講座です。2時間は障害年金専門講座です。

服部年金教室は法律改正等、時代に即した研修内容で実施しております！！

東京（日Ａ）

東京（土Ａ）

東京金曜教室

金融機関の年金相談会で一般の人に分かりやすく説明する、顧問先の社長や従業員に的確なアドバイスをする・・この2
点に主眼をおいた教室です。年金だけでなく、雇用保険、健康保険、所得税、労働基準法などを総合的に学んでいただき
ます。年金を深く追求する・・・というより、年金を中心に社労士業務を進める方に向いています。



研修内容
名古屋（Ｃ） 

「公的年金のしくみ」や「年金の取り方」を使って、年金の基礎から手続き、相談事例などを学ぶ実践
に役立つ研修です。年金相談会や年金事務所での対応力を向上させて、お客さまに喜んでいただける相
談員や年金担当者となることを目指します。
障害年金は、経験豊富な講師が毎月、事例研究を行いますので、障害年金の実務の習得や情報収集にも
役立ちます。講義の合間に和田講師が話す余談（旅行、城巡り、登山など）が密かな人気です。

和田　満 田中　佐菜江 森岡　真

和田　満 仲野　吉彦

丹治　和人 本間　康典 神藤　浩美

笹沼　和子 永井　宮子

今任　智恵子 藤井　祐治 松田　桂子 脇　美由紀

６月・８月講義

伊東　晴太

仙台

三輪　公二 工藤　禎志     金山　圭子

高崎

A教室、B教室を統合し、福岡教室として再開講いたします。
忘れがちな基礎をしっかり学び直し、実務事例を検証しながら
応用まで幅広く取り入れます。
社労士業務である労務管理も、織り込んだ教室です。

最新情報や年金法改正、加えて相談事例の検証・通知・通達・疑義照会回答票などを深堀し、年金相
談員や年金事務所での現場での力を高めていただく講座です。年金額の係数等をお知らせします。

金融機関・行政での年金相談や関与する顧問先で受ける「年金とその周辺知識」をわかり易く説明する力をつけていただ
く教室です。参加者には社労士の新規開業者も多く、講師だけでなく参加中のベテラン社労士にも「開業後のノウハウ」を
遠慮なく聞ける雰囲気が特徴です。

福岡

大阪（B）

川口

静岡

年金相談事例に基づき、「公的年金のしくみ」を基礎から実務まで確認、振り返ります。相談アプローチ、応酬話法から回
答書の作成まで、現場に役立つ内容になります。年金相談に携わる社会保険労務士の方はもちろん金融機関の方にお
すすめの教室です。

「公的年金のしくみ」や「年金の取り方」を使って、年金の基礎から手続き、相談事例などを学ぶ実践に役立つ研修です。
年金相談会や年金事務所での対応力を向上させて、お客さまに喜んでいただける相談員や年金担当者となることを目指
します。講義の合間に和田講師が話す余談（旅行、城巡り、登山など）が密かな人気です。

「公的年金のしくみ」を使って基礎的な内容を確認しながら実務への応用、
事例を中心とした内容で3人の講師陣が分かりやすく楽しく進めていきます。
オンライン授業を基本とし5月は教室授業を行います。年金の基礎から応用まで、
年金相談の現場で役立つ内容を盛りだくさんでお伝えしていきます。



研修内容　

宇代　謙治 崎浦　ひろ子 浅井　ひとみ

高田　智子   熊谷　たか子      土井文子

中野　一朗    清水　典子 佐々木　久美子

障害年金セミナー

障害年金に絶対の正解はありません。支給されるか・されないか、簡単にわかるなら専門家は不要です。
法令等で明示されていないことを社労士がどう取り扱うかが問われています。事例を基に病気ごとに留意する特徴、乗り越
えなければならない点を説明します。また営業や事務所運営・クライアントとの向き合い方も検討します。逃げ腰は見透か
され不信感を招く一方、わからないことを依頼人に率直に伝え、覚悟を決めて誠実に一緒に取り組めば、道は開けます。
withコロナで効率化できた手続、少し自由になった時間の遣い方等についても共有したいところです。教えを乞う・勉強する
のではなく、自分で考えて実践できるように一緒に進んで行きましょう！

2022年度新教室　デビュー！

障害年金の事例を中心に、相談者の状況を踏まえてどう手続きを進めていくか、基本知識と障害年金や社会保険制度等
に絡む外すことができない留意点について、検討します。障害年金の相談業務に特化している方、年金事務所等の窓口業
務でのスキルアップを目指す方、こぞってご参加ください。

事例中心の教室ですが、未だ障害年金の経験の浅い方でも参加できるように内容を工夫しました。
1時間は、何事も基礎が重要ですので、当日事例のテーマとして取り上げる部分に関する「基礎知識を徹底解説」します。
次の1時間は、当日取り上げる部位の「障害認定基準の徹底解説」をします。
残り2時間は、中級～上級向け事例を発表します。成功事例だけでなく失敗事例も出しますので、何が良かったのか、ど
こが悪かったのか考えていきたいと思います。
障害年金は、案件によっては請求まで簡単に行かないこともあります。難案件に当たった場合、どのように対応するの
か、ベテランの方も初心者の方も考えを巡らせることで発想に柔軟性を持ち、広がりを持たせていく、そんな教室にできれ
ばと思っています。

障害年金徹底解説教室

障害オンライン年金教室



仙台教室
教室の概要

「公的年金のしくみ」を使って基礎的な内容を確認しながら実務への応用、

事例を中心とした内容で3人の講師陣が分かりやすく楽しく進めていきます。

オンライン授業を基本とし5月は教室授業を行います。年金の基礎から応用まで、

年金相談の現場で役立つ内容を盛りだくさんでお伝えしていきます。

三輪公二（みわ こうじ）
仙台市在住。前職では金融機関で窓口や渉外等を経験。現在は金融機
関の年金相談会や病院での患者の両立支援や年金相談などを行ってい
る。

金山 圭子（かなやま けいこ）
大阪出身。福島県三春町在住。平成8年合格後子育てしながら社
労士受験指導。平成19年より年金相談や障害年金請求業務に従
事。

工藤 禎志（くどう ただし）
青森県黒石市在住。前職は東京都内の専門商社で１８年間総務・人
事労務を担当。現在は年金事務所や街角の年金相談センター（オ
フィス）で相談員をしている。

講師の紹介

年金の基礎的な内容を振り返り、年金の知識を深めていきます。
また、今まで経験した相談事例を年金の仕組みの観点で考察し実務に役立つスキルとして紹介していきます。
初めて参加される方でも楽しくご理解を深めていただける内容でお送りいたします。

座右の銘は「千里の道も一歩から」。
一般的に難しいとされる公的年金制度を一つずつ解き明かしていきます。
また、公的年金制度のみならず他の周辺制度についても、相談窓口に届くお客様の様々な疑問等を紹介しながら、
皆さんと一緒に学んでいきましょう。
年金教室の講師としてその「一歩」を踏み出したばかりですので、温かいまなざしで見守ってください。

年金は、「法律」と「実務」。２つが嚙み合っていないとわかりやすいご説明は出来ません。
上記２つを意識した楽しい講義を目指します。是非一緒に学びましょう！
（5月の教室授業を担当させて頂きます。）

三輪　公二

工藤　禎志

金山　圭子

講義内容

日程 時間 備考

4月16日 18：30～２０：３０ 三輪 オンライン

5月21日 10：00～17：00 三輪 工藤 金山 教室講義　ショーケー本館ビル

6月18日 18：30～２０：３０ 工藤 オンライン

7月16日 18：30～２０：３０ 三輪 オンライン

8月20日 18：30～２０：３０ 工藤 オンライン

9月17日 18：30～２０：３０ 三輪 オンライン

担当講師
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教室の概要 

障害年金に特化した事例中心の教室です。経験の少ない方でも参加できるように、毎回講義の前半は

基本知識と障害認定基準を事例を交えて解説します。 

後半は中級以上の方を対象にした難解事例を披露します。もちろん初級の方にもわかりやすいように解

説します。障害年金を業とする方、これから障害年金を業にしようと思う方に是非参加してほしい教室で

す。 

講師 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ「初診日を掘り下げる」 

日程 基礎 認定基準 事例 

4月 3日（日） 

 

初診日の基礎知識と 

因果関係の解説 

悪性新生物  

宇代 

担当 﨑浦 浅井 

5月 8日（日） 第 3者証明で初診日を証明 統合失調症  

宇代 
担当 﨑浦 浅井 

6月 12日（日） 一定期間で初診日を証明 眼  

﨑浦 
担当 浅井 宇代 

7月 10日（日） 次院の受証で初診日を証明 てんかん  

宇代 
担当 浅井 﨑浦 

8月 14日（日） 知的障害 発達障害  

宇代 
担当 浅井 﨑浦 

9月 11日（日） 社会的治癒 うつ  

宇代 
担当 﨑浦 浅井 

障害年金徹底解説教室のご案内 
 

   

宇代 謙治（うしろ けんじ）講師 

2009年開業以来障害年金専門で活動し、現

在埼玉県社労士会 障害年金部会リーダー。請

求件数は 600件を超え、特に難案件は進んで

引き受けている。 

浅井 ひとみ（あさい ひとみ）講師 

15年あまり人事業務に従事後、障害者支援を

志し、福祉施設スタッフ、ハローワークでの障害者

支援を経て、障害年金専門の社労士として活動

中。 

 

﨑浦 ひろ子（さきうら ひろこ）講師 

障害年金専門の社労士として社労士向けや病

院等でのセミナー及び眼病患者の団体、NPO法

人、病院、支部等で障害年金相談業務にあたっ

ている。 



 
オフィスベースのエージェンシー 

スタートアップ チェックリスト  
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  第１回  第２回  第３回 

日程 9 月 9日(金) 11月 11日(金) 令和５年1月 13 日(金) 

講師 中野 一朗 清水 典子 佐々木 久美子 

取扱い 

事例 

網膜色素変性症 

緑内障 

脊髄損傷など 化学物質過敏症 

開始 １３：３０ 

終了 １６：３０ (１６：５０まで自由参加の質問コーナー) 

会場 中野サンプラザ 

受講料 ３０，０００円（税込、資料代込み） ３回分一括 

資料 都度配布 

配信 有（ただし講師指定箇所と最後の５～10分間・質問コーナーは撮影無） 

障害年金に絶対の正解はありません。 

支給されるか・されないか、簡単にわかるなら専門家は不要です。 

法令等で明示されていないことを社労士がどう取り扱うかが問われています。 

事例を基に病気ごとに留意する特徴、乗り越えなければならない点を説明します。 

また営業や事務所運営・クライアントとの向き合い方も検討します。 

逃げ腰は見透かされ不信感を招く一方、 

わからないことを依頼人に率直に伝え、覚悟を決めて誠実に一緒に取り組めば、道は開けます。 

with コロナで効率化できた手続、少し自由になった時間の遣い方等についても共有したいところです。 

教えを乞う・勉強するのではなく、自分で考えて実践できるように一緒に進んで行きましょう！ 

中野一朗（なかのいちろう） 清水典子（しみずのりこ） 佐々木久美子（ささきくみこ） 

  

 

 

 

社会保険労務士 早稲田大学法

学部卒業。テレビ関係のマスコ

ミでサラリーマンをしていた

が、家族が網膜色素変性症で障

害年金を取得した事をきっかけ

にして平成 30 年に障害年金専

門の社労士を開業。視覚障害の

障害年金請求には専門知識とス

キルが必要になるが、詳しい社

労士が少ないため全国の視覚障

害者の無料相談や請求代理に対

応している。NPO 法人みんなで

サポートちば会員・特定非営利

活動法人障害年金支援ネットワ

ーク会員。 

 

社会保険労務士 年金アドバイ

ザー 2003年開業。「オフィ

ス・椿」所長。年金分野に特化

した社会保険労務士として 2万

件を超える年金請求、調査等の

実績を持つ。「障害ねんきん相

談室」を開設。複雑な障害年金

の代理請求に取り組む。「複雑

な年金制度をわかりやすくお話

する」をモットーに活動中。

「図解 いちばん親切な年金の

本 21-22 年版」「90分でわか

る年金のきほん」監修のほか、

年金セミナー開催。特定非営利

活動法人障害年金支援ネットワ

ーク会員。 

特定社会保険労務士 青山学院

大学国際経済学科卒業。9 年弱

の㈱三菱銀行勤務後、平成 16

年 9 月に大田区で社会保険労務

士事務所を開業。障害年金を専

門にし、パーキンソン病・化学

物質過敏症・発達障害等の裁定

請求を多く取扱う。審査・再審

査請求も手がけ、学校教育にも

携わる。著書に「知ってほしい

障害年金のはなし」（日本法

令）がある。特定非営利活動法

人障害年金支援ネットワーク会

員で、平成３０年１1 月からの

４年間は代表理事。 

 



障害年金オンライン教室のご案内
教室の概要

障害年金の事例を中心に、相談者の状況を踏まえてどう手続きを進めていくか、基本知識と障害年金や社会保険
制度等に絡む外すことができない留意点について、検討します。障害年金の相談業務に特化している方、年金事務
所等の窓口業務でのスキルアップを目指す方、こぞってご参加ください。

講師のご紹介

高田 智子 （たかた ともこ） 講師

滋賀県社会保険労務士会所属。服部年金企画講師。社労士会、金融機関、養護学校、社協、患者会等のセミナー

経験多数。就労・生活支援機関、養護学校、作業所、行政、医療機関等と連携して、障害年金の支援をしています。

熊谷 たか子 （くまがい たかこ） 講師

開業当初から現在も公的年金を専門分野に個人や企業からの年金相談請求手続審査請求等の不服申立代理の他

執筆や講師活動を展開している。札幌市で「年金教室」主宰、道内で定期的な障害年金無料相談会を開催、医療

機関のＳＷ職向け障害年金の研修や医療機関内で障害年金相談をサポートしている。

土井 文子 （どい ふみこ） 講師

大阪府社会保険労務士会所属（東京会にて登録の後、宮城会、滋賀会に所属）。週1回、年金相談業務に従事。

社労士会、養護学校、保険会社、FP会等にてセミナー経験あり。現在は労務関係の業務中心ですが、もっと

年金業務に力を入れたいと考えています。

日程と研修内容

4月30日（土）１０：００～１３：００・・・・「パーキンソン病による肢体障害」
ポイント 共済加入中の方の障害年金 担当：高田

5月28日（土）１０：００～１３：００・・・「脳梗塞後遺症と多系統萎縮症の障害年金」
ポイント 65歳を過ぎてからの障害年金の請求・

老齢との選択夫婦にとっての有利不利を考える
担当：高田

6月25日（土）１０：００～１３：００・・・「脳出血による肢体障害」
ポイント 額改定請求で２級への遠い道程 担当：熊谷

7月30日（土）１０：００～１3：００・・・「知的障害又は発達障害」
ポイント 審査請求の流れ→認定調書等の見方→攻め方

担当：高田
8月20日（土）１０：００～１２：００・・・「うつ病（発達障害）」

ポイント 初診日は旧法で納付要件を満たさない？
担当：高田

１２：００～１３：００・・・「慢性腎不全」
ポイント 海外の医療機関が初診日？ 担当：土井

9月24日（土）１０：００～１３：００・・・「多発性嚢胞腎」
ポイント 腎移植後の年金停止不安からの額改定請求

担当：熊谷
※状況によりテーマが急遽変更になる場合がございます。

本研修はZOOMを使用したオンライン教室になります。当日ご参加できない方は後日配信が
ございます。（一定の期間視聴可能）年金教室のご案内から申込ができます。



年金教室申込書

お申込みする教室に〇印をご記入ください。

□ 参加が初めての方はチェックして下さい。

□ 会場までの地図が必要な方はチェックして下さい。

ﾌﾘｶﾞﾅ

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mailアドレス

携帯電話

（金融機関の方は以下ご記入下さい）

金融機関名

請求書の宛名

＠

氏名

-

申込決定通知書送付先（お申込決定通知書に貼付します。）                                                                           

   

〒                          〒164-0011                      

  住所                      東京都中野区中央 3-13-11 MGビル 405号        

                          株式会社 服部年金企画 行 

氏名                 様                 年金教室お申込書在中  

ｷﾘﾄﾘ

東京（金） 東京（土Ａ） 東京（日Ａ） 東京（日B） 東京（土Ｇ） 横浜（水） 横浜（土B）
丹治・高橋 高松・池田・渡辺 三宅・中村 藤原・高橋・佐々木(裕) 清水（京）・松村・脇 中浦・諸橋 宇代・井内・谷口

配信有 配信有(池田講師配信無) 配信有 配信有 配信有 配信有

宇都宮 名古屋（B） 名古屋（C） 大阪（B） 静岡 高崎 福岡
笹沼・松本 高須・新美 和田・田中・森岡 和田・仲野 丹治・本間・神藤 笹沼・永井 今任・藤井・松田・脇

配信有(高崎教室と同じ) 配信有 配信有 配信有 配信有

川口 仙台 障害徹底解説 障害オンライン 障害年金セミナー
伊東（晴） 三輪・工藤・金山 宇代・﨑浦・浅井 高田・熊谷・土井 中野・清水（典）・佐々木（久）

配信有 配信有 配信有 配信有 配信有



１．基礎コース [ 服部年金 名古屋 A 教室 ] ２０２２年前期 全６回 ４月２７日発売 

講師 大和田 信一 

講義時間 ４月から９月まで全６回、各回 ３時間 

受講料（税込） ・ＤＶＤ講座 ３３，０００円 

・インターネット講座 ２９，０００円 （視聴期間 １回 ３０日） 

２．事例コース [ 服部年金 名古屋 A 教室 ] ２０２２年前期 全６回 ４月２７日発売 

講師が出会った事例をふんだんに紹介し事例で年金を学ぶのが特徴の教室です。（半期で約

２０～３０件）通常の手続きから審査請求・再審査請求まで現場で使える高い年金知識を得る

ことを目的とします。 

本教室は銀行業務検定（年金アドバイザー）２級の範囲もカバーします。注）合格講座ではありません。 

講師 大和田 信一 

講義時間 ４月から９月まで全６回、各回 ４時間 

注）検討時間はカットするため実際の収録時間は短くなります。 

受講料（税込） ・ＤＶＤ講座 ３７，０００円 

・インターネット講座 ２９，０００円 （視聴期間 １回 ３０日） 

３．基礎コース・事例コース 共通 

配信日・発送日 DVD 講座 毎月２７日弊社発送（初回４月２７日） 

インターネット講座 毎月２７日配信開始（初回４月２７日） 

資料(レジュメ) ・DVD 講座は各回使用する資料を、お送りします。 

・インターネット講座は、資料を弊社で PDF 化したものをお客様のパソコ

ンやスマートフォンでダウンロードして頂き、お客様が所有するプリンター

で印刷してご利用頂きます。 

講義に関する質問 メール、または FAX で受付、電話回答(通話料はご負担ください) 

オンライン質問会 

(毎月１回開催） 

質問したいけどメールや FAXで説明難しい場合や、講師に相談したい場

合など内容は自由に講師に質問できる会を月 1 回開催します。 

お申込み、問い合わせは合同会社電脳年金へ → http://www.denno-nenkin.com 

E-Mail denno@denno-nenkin.com 電話 03-5856-7066   FAX 03-5856-7022 

4 月 年金常識 7 月 厚生年金のしくみと年金額 

5 月 国民年金のしくみ 8 月 加給年金と振替加算・厚生年金基金 

6 月 国民年金の年金額と繰上げ支給 9 月 在職老齢年金・繰上げ支給繰下げ支給 

1 年を通して年金の基礎を学習します。公的年金のしくみと事例を使って解説するので実践的です。 

本教室は銀行業務検定（年金アドバイザー）３級の範囲もカバーします。注）合格講座ではありません。 

(通信講座広告) DVD・パソコンを使っていつでも、どこでも学習できる！ 
質問は電話・オンラインで回答 無料体験は 「 電脳年金 」 で検索！ 

 


