○厚生労働省令第百五十九号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和二年法律第四十号）の施行に伴い

田村

憲久

、及び関係法令の規定に基づき、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和三年九月二十七日

厚生労働大臣

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備等に関する省令

中小企業退職金共済法施行規則（昭和三十四年労働省令第二十三号）の一部を次の表のように改正

（中小企業退職金共済法施行規則の一部改正）
第一条
する。
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改

正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

（法第三十一条の三第一項の申出）
（法第三十一条の三第一項の申出）
第六十九条の十 法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号（当 第六十九条の十 法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号（当
該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項
該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項
の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。）に掲
の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。）に掲
げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければなら
げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければなら
ない。
ない。
一 （略）
一 （略）
二 事業主の雇用する従業員（確定給付企業年金法第八十二条の
二 事業主の雇用する従業員（確定給付企業年金法第八十二条の
五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得
四第一項又は確定拠出年金法第五十四条の五に定める同意を得
た者に限る。以下この条において同じ。）の氏名
た者に限る。以下この条において同じ。）の氏名
三～八 （略）
三～八 （略）
２ 前項の移換申出書には、次に掲げる書類（当該申出が法第三十 ２ 前項の移換申出書には、次に掲げる書類（当該申出が法第三十
一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書
一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書
類を除く。）を添付しなければならない。
類を除く。）を添付しなければならない。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五
四 前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の四
第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をした
第一項又は確定拠出年金法第五十四条の五に定める同意をした
ことを証する書類
ことを証する書類
五 （略）
五 （略）
六 確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金
六 確定給付企業年金法第八十二条の四第一項又は確定拠出年金
法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類
法第五十四条の五の規定による申出をしたことを証する書類

（共済契約の申込みに関する特例等）
（共済契約の申込みに関する特例等）
第六十九条の十一 （略）
第六十九条の十一 （略）
２ 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共 ２ 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共
済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又
済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の四第一項又
は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行う
は確定拠出年金法第五十四条の五の規定による申出と同時に行う
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ものとする。
ものとする。
３ 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業 ３ 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業
年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六
年金法第八十二条の四第一項又は確定拠出年金法第五十四条の五
の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければなら
の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければなら
ない。
ない。
４～６ （略）
４～６ （略）

（法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為）
（法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為）
第六十九条の十五 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定め 第六十九条の十五 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定め
る行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
る行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
る行為とする。
る行為とする。
一 当該共済契約者が実施事業所（確定給付企業年金法第四条第
一 当該共済契約者が実施事業所（確定給付企業年金法第四条第
一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第
一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第
二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条
二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条
の十七において同じ。）の事業主でない場合 次のイからヘま
の十七において同じ。）の事業主でない場合 次のイからヘま
でに定める行為
でに定める行為
イ 実施事業所の事業主（確定給付企業年金法第八十二条の五
イ 実施事業所の事業主（確定給付企業年金法第八十二条の四
第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出
第一項又は確定拠出年金法第五十四条の五の規定による申出
をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては
をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては
、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。
、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。
以下この号及び第六十九条の十七において同じ。）との会社
以下この号及び第六十九条の十七において同じ。）との会社
法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七号に規定す
法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七号に規定す
る吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行
る吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行
為を含む。次号において同じ。）
為を含む。次号において同じ。）
ロ～ヘ （略）
ロ～ヘ （略）
二 当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合 次のイか
二 当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合 次のイか
らヘまでに定める行為
らヘまでに定める行為
イ 実施事業所の事業主でない他の共済契約者（法第三十一条
イ 実施事業所の事業主でない他の共済契約者（法第三十一条
の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び
の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び
第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。）
第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。）
又は共済契約者でない実施事業所の事業主（確定給付企業年
又は共済契約者でない実施事業所の事業主（確定給付企業年
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金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の
六の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及
び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」と
いう。）との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
ロ～ヘ （略）

金法第八十二条の四第一項又は確定拠出年金法第五十四条の
五の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及
び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」と
いう。）との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
ロ～ヘ （略）

（法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの）
（法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの）
第六十九条の十七 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定め 第六十九条の十七 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定め
るものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定め
るものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定め
るものとする。
るものとする。
一 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当する
一 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当する
もの
もの
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
ハ 資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をす
ハ 資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をす
る共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の五第一項
る共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の四第一項
の規定による申出をされていないこと。
の規定による申出をされていないこと。
ニ （略）
ニ （略）
二 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの
二 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの
イ （略）
イ （略）
ロ 資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済
ロ 資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済
契約者から確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出
契約者から確定拠出年金法第五十四条の五の規定による申出
をされていないこと。
をされていないこと。
（略）
ハ （略）
ハ
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確定拠出年金法施行規則（平成十三年厚生労働省令第百七十五号）の一部を次の表のように改正す

（確定拠出年金法施行規則の一部改正）
第二条
る。
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正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

（企業型年金加入者の申出）
（企業型年金加入者の申出）
第十三条 （略）
第十三条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 企業型年金加入者（小規模企業共済契約者であって、四十一歳 ３ 企業型年金加入者（小規模企業共済契約者であって、四十六歳
以上のものに限る。）は、小規模企業共済法第九条第一項に規定
以上のものに限る。）は、小規模企業共済法第九条に規定する共
する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給
済金又は同法第十二条に規定する解約手当金の支給を受けたとき
を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、そ
は、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に
の旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し
掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとす
出るものとする。
る。
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改

10

（事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知）
（事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知）
第十一条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金 第十一条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金
を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚
を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚
生労働大臣の認可を受けた日から五日以内に、その旨及び確定給
生労働大臣の認可又は国税庁長官の承認を受けた日から五日以内
付企業年金を実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通
に、その旨及び確定給付企業年金を実施した年月日を企業型記録
知するものとする。
関連運営管理機関に通知するものとする。
２～９ （略）
２～９ （略）
事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であっ
事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であっ
た者（企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。）のうち、
た者（企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。）のうち、
四十一歳以上のもの（第二号及び第十五条第一項第十三号におい
四十六歳以上のもの（第二号及び第十五条第一項第十三号におい
て「特定企業型年金加入者等」という。）に対し退職手当等（所
て「特定企業型年金加入者等」という。）に対し退職手当等（所
得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項に規定する
得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項に規定する
退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす
退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす
一時金を含む。以下同じ。）の支払が行われたときは、速やかに
一時金を含む。以下同じ。）の支払が行われたときは、速やかに
、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するもの
、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するもの
とする。
とする。
一～四 （略）
一～四 （略）
10

一～三

（略）

一～三

（略）

（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
第四十四条 個人型年金加入者（四十一歳以上の者に限る。）は、 第四十四条 個人型年金加入者（四十六歳以上の者に限る。）は、
退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは
退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは
、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出す
、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出す
るものとする。
るものとする。
一～四 （略）
一～四 （略）

（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
第五十三条 個人型年金運用指図者（四十一歳以上の者に限る。） 第五十三条 個人型年金運用指図者（四十六歳以上の者に限る。）
は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったと
は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったと
きは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提
きは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提
出するものとする。
出するものとする。
一～四 （略）
一～四 （略）

（個人型年金加入者等帳簿）
（個人型年金加入者等帳簿）
第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、 第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
掲げる事項とする。
掲げる事項とする。
一～十二 （略）
一～十二 （略）
十三 個人型年金加入者等（四十一歳以上の者に限る。）が退職
十三 個人型年金加入者等（四十六歳以上の者に限る。）が退職
手当等の支払を受けたことがあるとき（当該個人型年金加入者
手当等の支払を受けたことがあるとき（当該個人型年金加入者
等に係る第七号に掲げる期間に限る。）は、次に掲げる事項
等に係る第七号に掲げる期間に限る。）は、次に掲げる事項
イ～ニ （略）
イ～ニ （略）
十四～十六 （略）
十四～十六 （略）
２～６ （略）
２～６ （略）
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確定拠出年金法施行規則の一部を次のように改正する。

（確定拠出年金法施行規則の一部改正）
第三条
次の表のように改正する。
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改

正

後

目次
第一章 企業型年金
第一節～第四節 （略）
第五節 給付（第二十二条―第二十二条の三）
第六節～第八節 （略）
第二章～第四章 （略）
附則

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

目次
第一章 企業型年金
第一節～第四節 （略）
第五節 給付（第二十二条・第二十二条の二）
第六節～第八節 （略）
第二章～第四章 （略）
附則

（規約の承認の申請）
（規約の承認の申請）
第三条 法第三条第四項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類と 第三条 法第三条第四項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類と
する。
する。
一 （略）
一 （略）
二 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
二 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
れる第一号等厚生年金被保険者（法第九条第二項第二号に該当
れる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合が
する者を除く。以下この号、次項第四号、第六条第一項第一号
あるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半
ロ、第七条第一項第二号及び第五号並びに第二十五条第二号に
数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した
おいて同じ。）の過半数で組織する労働組合があるときは様式
書類
第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労
働組合がないときは様式第六号により作成した書類
２ 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲 ２ 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲
げる書類とする。
げる書類とする。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
れる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合が
れる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合が
あるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過
あるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過
半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条
半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条
第三項第一号に規定する事業主（次項、次条第一項、第三十九
第三項第一号に規定する事業主（次項、次条第一項、第三十九
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条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除
条第一項第六号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除
き、以下「事業主」という。）との協議の経緯を明らかにする
き、以下「事業主」という。）との協議の経緯を明らかにする
書類
書類
五・六 （略）
五・六 （略）
３・４ （略）
３・４ （略）
（令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合）
第三条の三 令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業 （新設）
型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた
日（一定の年齢に達する日以後の日に限る。）にその資格を喪失
することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規
約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとす
る。

（規約の軽微な変更等）
（規約の軽微な変更等）
第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次 第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次
に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十
に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十
二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施
二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施
する場合に限る。
する場合に限る。
一～十四 （略）
一～十四 （略）
十五 令第三条第八号に掲げる事項（中小企業退職金共済法（昭
十五 令第三条第八号に掲げる事項（法第五十四条の四第二項の
和三十四年法律第百六十号）第三十一条の三第一項（同条第六
規定による個人別管理資産の移換に関する事項に限る。）
項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規
定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。）
十六～十八 （略）
十六～十八 （略）
（略）
２ （略）
２

（規約の変更の承認の申請）
（規約の変更の承認の申請）
第六条 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、 第六条 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、
変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付
変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付
して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
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一～五 （略）
六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年
金（確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第二条第
一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。）、退職
金共済（中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。
以下同じ。）又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移
換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚
生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについて
の書類
七 資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項
の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共
済機構（第三十一条の四において「機構」という。）に移換す
る場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施
したことを証する書類
八・九 （略）
２・３ （略）

一～五 （略）
六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年
金（確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第二条第
一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。）、退職
金共済（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号
）に規定する退職金共済をいう。以下同じ。）又は退職手当制
度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、
当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業
型年金加入者となることについての書類
七 資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項
（同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以
下同じ。）の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労
者退職金共済機構（第三十一条の四において「機構」という。
）に移換する場合にあっては、法第五十四条の五に規定する合
併等を実施したことを証する書類
八・九 （略）
２・３ （略）

（老齢給付金の受給権の確認）
第十一条の二 事業主（記録関連業務を行う事業主に限る。以下こ （新設）
の項及び次項において同じ。）に使用される者が新たに企業型年
金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関
が第十条第一項又は前条第五項の通知を受けた場合であって、当
該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者が
その資格を取得した日において六十歳以上であるときは、当該事
業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当
該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機
関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関
する情報の提供を求めるものとする。
前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営
管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関
２
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連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。
３ 前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理
機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通
知するものとする。

一 企業型年金加入者が小規模企業共済法（昭和四十年法律第百
二号）第二条第三項に規定する共済契約者（以下「小規模企業
共済契約者」という。）であるときは、その旨及び小規模企業
共済契約者となった年月日
二 企業型年金加入者が他の企業型年金の企業型年金加入者等又
は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型
年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所及びその資格の
取得及び喪失の年月日
２・３ （略）

（企業型年金加入者の申出）
（企業型年金加入者の申出）
第十三条 企業型年金加入者は、小規模企業共済法（昭和四十年法 第十三条 企業型年金加入者は、その資格を取得した日から十四日
律第百二号）第二条第三項に規定する共済契約者（以下「小規模
以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し
企業共済契約者」という。）であるときは、その旨及び小規模企
出るものとする。
業共済契約者となった年月日を、当該企業型年金加入者が資格を
取得した日から十四日以内に、企業型記録関連運営管理機関等に
申し出るものとする。
（削る）

（略）

（削る）

２・３

（法第十一条の厚生労働省令で定める場合）
第十三条の二 法第十一条の厚生労働省令で定める場合は、企業型 （新設）
年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその
資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年
齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。

（企業型年金加入者等原簿の作成及び保存）
（企業型年金加入者等原簿の作成及び保存）
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該 第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該
企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲
企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲
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げる事項とする。
一～三 （略）
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単
位期間（同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合
又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金
を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第二項に規定する
拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び
第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。）ごとの
事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
五～十 （略）
十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済
若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換
が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二の規定により
確定給付企業年金若しくは企業年金連合会（確定給付企業年金
法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。
）から脱退一時金相当額等（法第五十四条の二第一項に規定す
る脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。）の移換が行われた
ことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金
相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間
に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終
了年月その他移換に関する事項
十一の二 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二
項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定によ
り確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別
管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、
個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資
産額その他移換に関する事項
十二・十三 （略）
十四 第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容
十五 第六十九条の二第四項の規定により提供された記録の内容

げる事項とする。
一～三 （略）
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単
位期間（同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合
又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金
を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第二項に規定する
拠出区分期間。第二十一条及び第七十条第三項第一号において
「拠出期間」という。）ごとの事業主掛金及び企業型年金加入
者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出
した者の名称
五～十 （略）
十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済
若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換
が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七
十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連
合会（確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連
合会をいう。以下同じ。）から脱退一時金相当額等（法第五十
四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同
じ。）の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、
その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移
換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入され
た期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
十一の二 法第五十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第
三十一条の三第一項の規定により確定給付企業年金又は退職金
共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その
制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した
個人別管理資産額その他移換に関する事項

十二・十三 （略）
十四 第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容
十五 第六十九条の二第五項の規定により提供された記録の内容
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十六 （略）
十六 （略）
（削る）
十七 第七十条第五項の規定により通知された内容
２ 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区 ２ 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金
分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金
加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿（以下この条に
加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿（以下この条に
おいて「企業型年金加入者等原簿」という。）を保存するものと
おいて「企業型年金加入者等原簿」という。）を保存するものと
する。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでな
する。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでな
い。
い。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る
三 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る
法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十
法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十
年（老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、十五年）を経
年を経過した日
過した日
３～６ （略）
３～６ （略）

（記録のみ有する者に係る記録の管理）
（記録のみ有する者に係る記録の管理）
第十五条の二 次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金 第十五条の二 次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金
の個人別管理資産がなくなった者（法第五十四条の四第二項若し
の個人別管理資産がなくなった者（法第五十四条の四第二項又は
くは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条
中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により乙企業
の三第一項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給
型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金又は退職金共済に移
付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことが
換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により
ある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個
個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたこ
人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者（令
とがある者（令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金
第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資
の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であ
産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出
ることを申し出た者を除く。）を含み、法第三十三条第三項（法
た者を除く。）を含み、法第三十三条第三項（法第七十三条にお
第七十三条において準用する場合を含む。）の規定による老齢給
いて準用する場合を含む。）の規定による老齢給付金の支給、法
付金の支給、法第三十七条第三項（法第七十三条において準用す
第三十七条第三項（法第七十三条において準用する場合を含む。
る場合を含む。）の規定による障害給付金の支給及び法第四十条
）の規定による障害給付金の支給及び法第四十条（法第七十三条
（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定による死
において準用する場合を含む。）の規定による死亡一時金の支給
亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項
並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱
の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなっ
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退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。
た場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という
以下この条において「記録のみ有する者」という。）が甲企業型
。）が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合に
年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録
おける当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記
のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録
録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連
のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等
運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行
に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
うものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
２～６ （略）
２～６ （略）

（加入者等への通知事項等）
（加入者等への通知事項等）
第二十一条 法第二十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のと 第二十一条 法第二十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のと
おりとする。
おりとする。
一～八 （略）
一～八 （略）
九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定
九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定
給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産
給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産
の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の
の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の
二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から
二若しくは第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若し
脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別
くは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われた
、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、
ときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の
移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関す
移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入され
る事項
た期間その他移換に関する事項
十～十三 （略）
十～十三 （略）
２～６ （略）
２～６ （略）
（老齢給付金の裁定の請求等）
（老齢給付金の裁定の請求等）
第二十二条の二 （略）
第二十二条の二 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求を受 （新設）
けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営
管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者
の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。
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４ 前項の規定により、同項に規定する事項の提供を求められた企 （新設）
業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型
記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとす
る。
５ 法第三十三条第一項本文の規定による老齢給付金の支給の請求 ３ 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求（同
（同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連
項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営
運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎と
管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる
なる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの
期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求
請求に限る。）を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の
に限る。）を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号
各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連
に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営
運営管理機関等（企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録
管理機関等（企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連
関連運営管理機関をいう。以下同じ。）又は連合会に対し、当該
運営管理機関をいう。以下同じ。）又は連合会に対し、当該各号
各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記
に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の
録の提供を求めるものとする。
提供を求めるものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により個人別管理
項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により個人別管理
資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の
資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の
取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第七号、第八号
取得及び喪失の年月日の部分に限る。）、第七号、第八号（法
（法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給
附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した
した年月日に係る部分に限る。）及び第十一号（資産又は脱退
年月日の部分に限る。）、第十一号（資産又は脱退一時金相当
一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に
額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了
期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分
年月に係る部分に限る。）に掲げる事項その他当該老齢給付金
に限る。）及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の
の裁定に必要な記録に関する事項
裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五
理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五
十六条第一項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により
十六条第一項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により
個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年
個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年
金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第七
金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。）、第七号、
号、第八号（法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一
第八号（法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金
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６

時金を支給した年月日に係る部分に限る。）及び第十一号（資
産、脱退一時金相当額等又は残余財産（確定給付企業年金法第
八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。）の移
換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並び
に当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限
る。）に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録
に関する事項
４
（略）

を支給した年月日の部分に限る。）、第十一号（資産又は脱退
一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了
年月の部分に限る。）及び第十六号に掲げる事項その他当該老
齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
（略）

（通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請
求に係る起算日）
第二十二条の三 法第三十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定 （新設）
める日は、企業型年金加入者となった日（二以上あるときは、当
該日（企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受
けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を同項ただ
し書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労
働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。）の
うち、最も早い日。以下この条において同じ。）とする。ただし
、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者
が六十歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が六十歳
に到達した日とする。

（運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存）
（運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存）
第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の 第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の
帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の
五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の
二十八第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者
二十七第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者
に通知した内容を記録した書面
に通知した内容を記録した書面
第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記
六 第二十二条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記
録した書面
録した書面
六
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七 第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記
七 第六十九条の二第五項の規定により提供した記録の内容を記
録した書面
録した書面
八 （略）
八 （略）
（削る）
九 第七十条第五項の規定により通知した内容を記録した書面
２～４ （略）
２～４ （略）

三

（通算加入者等期間に算入する期間）
（通算加入者等期間に算入する期間）
第三十条 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次 第三十条 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち
資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち
資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち
、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に
、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に
係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第
係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第
七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項（法第
七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項（法第
七十三条において準用する場合を含む。）の通算加入者等期間に
七十三条において準用する場合を含む。）の通算加入者等期間に
算入されたものを除く。
算入されたものを除く。
一 （略）
一 （略）
二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を
二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を
受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する
受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する
解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定
解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定
する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間（これ
する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間（これ
らの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若し
らの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若し
くは第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第
くは第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同
一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六項に
条第一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六
おいて読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に係る金額
項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に
又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金
係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第
）附則第三十六条第七項において読み替えて準用する同条第一
六十三号）附則第三十六条第七項の規定により読み替えて準用
項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これら
する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合
の金額の計算の基礎となった期間を含む。）
には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。）
（略）
三 （略）
令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省 ２ 令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省
２
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令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条
第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法
第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第
二項の規定により既に法第三十三条第一項（法第七十三条におい
て準用する場合を含む。）の通算加入者等期間に算入されたもの
を除く。
一 （略）
二 積立金（確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金を
いう。）の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の
規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退
一時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第九十一条の二
十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は法第五
十四条の五第二項の規定により企業年金連合会に移換された個
人別管理資産の算定の基礎となった期間（前項又は前号に掲げ
る期間を除く。）

令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条
第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法
第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第
二項の規定により既に法第三十三条第一項（法第七十三条におい
て準用する場合を含む。）の通算加入者等期間に算入されたもの
を除く。
一 （略）
二 積立金（確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金を
いう。）の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の
規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退
一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の
二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間（前項又
は前号に掲げる期間を除く。）

（脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の
（脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の
説明義務）
説明義務）
第三十条の二 （略）
第三十条の二 （略）
２ 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業 ２ 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業
型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了し
型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了し
た日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資
た日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資
産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項
産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項
を説明しなければならない。
を説明しなければならない。
一 法第五十四条の四第二項又は第五十四条の五第二項の規定に
一 法第五十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換
より個人別管理資産を移換することができることその他個人別
することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断
管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
に資する必要な事項
二 （略）
二 （略）
（略）
３ （略）
３
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（確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移
（確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換
換の申出）
の申出）
第三十一条の二 法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一 第三十一条の二 法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理
項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次
資産の移換の申出があったときは、次条の規定により当該申出を
条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録
受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業
関連運営管理機関等は、当該企業型年金の企業型年金加入者であ
型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項を記
った者に係る次に掲げる事項（法第五十四条の四第一項の規定に
載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク等を、確定
よる個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事
給付企業年金の事業主等（確定給付企業年金法第二十九条第一項
項を除く。）を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気デ
に規定する事業主等をいう。）に提出するものとする。
ィスク等を、確定給付企業年金の事業主等（確定給付企業年金法
第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。）又は企業年金連
合会に提出するものとする。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業
（新設）
主の名称

（確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別
（確定給付企業年金又は退職金共済への個人別管理資産の移換に
管理資産の移換に係る申出方法等）
係る申出方法等）
第三十一条の三 法第五十四条の四第一項の規定により企業型年金 第三十一条の三 法第五十四条の四第一項の規定により企業型年金
の企業型年金加入者であった者（当該企業型年金に個人別管理資
の企業型年金加入者であった者（当該企業型年金に個人別管理資
産がある者に限る。）が企業型年金の資産管理機関に対し個人別
産がある者に限る。）が企業型年金の資産管理機関に対し個人別
管理資産の移換の申出を行う場合、法第五十四条の五第一項の規
管理資産の移換の申出を行う場合又は法第五十四条の五の規定に
定により企業型年金の企業型年金加入者であった者（当該企業型
より事業主が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の
年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者（
移換の申出を行う場合には、企業型記録関連運営管理機関等を通
法第十五条第一項第一号に掲げる者に限る。）を除く。）が企業
じて行うものとする。
型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う
場合又は法第五十四条の六の規定により事業主が企業型年金の資
産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、
企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。
令第二十六条の二の規定により資産管理機関が企業年金連合会 （新設）
に対し行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を経由して行
２
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うものとする。

（法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為）
（法第五十四条の五の厚生労働省令で定める行為）
第三十一条の五 法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為は 第三十一条の五 法第五十四条の五の厚生労働省令で定める行為は
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為と
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為と
する。
する。
一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三
一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三
項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主（以下この
項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主（以下この
条において「共済契約者」という。）でない場合 次のイから
条において「共済契約者」という。）でない場合 次のイから
ヘまでに定める行為
ヘまでに定める行為
イ 共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項
イ 共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項
の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者
の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者
が実施事業所の事業主である場合であって、法第五十四条の
が実施事業所の事業主である場合であって、法第五十四条の
六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定に
五の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定に
よる申出をする者に限る。以下この号において同じ。）との
よる申出をする者に限る。以下この号において同じ。）との
会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七号に規
会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七号に規
定する吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に相当す
定する吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に相当す
る行為を含む。次号において同じ。）
る行為を含む。次号において同じ。）
ロ～ヘ （略）
ロ～ヘ （略）
二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイか
二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイか
らヘまでに定める行為
らヘまでに定める行為
イ 実施事業所（確定給付企業年金法第四条第一号に規定する
イ 実施事業所（確定給付企業年金法第四条第一号に規定する
実施事業所を含む。以下この号において同じ。）の事業主で
実施事業所を含む。以下この号において同じ。）の事業主で
ない共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一
ない共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一
項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号に
項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号に
おいて「相手方共済契約者」という。）又は共済契約者でな
おいて「相手方共済契約者」という。）又は共済契約者でな
い実施事業所の事業主（企業型年金を実施している場合であ
い実施事業所の事業主（企業型年金を実施している場合であ
って、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となる
って、法第五十四条の五の規定による申出ができる者となる
ときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号
ときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号
において「相手方実施事業所事業主」という。）との会社法
において「相手方実施事業所事業主」という。）との会社法
第二条第二十七号に規定する吸収合併
第二条第二十七号に規定する吸収合併
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ロ～ヘ

（略）

ロ～ヘ

（略）

（退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換
（退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換
の申出期限日を延長できる場合等）
の申出期限日を延長できる場合等）
第三十一条の六 令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定め 第三十一条の六 令第二十六条の二に規定する厚生労働省令で定め
る場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資
る場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資
産の移換の申出を法第五十四条の六に規定する合併等を行った日
産の移換の申出を法第五十四条の五に規定する合併等を行った日
から起算して一年を経過する日（次項において「申出期限日」と
から起算して一年を経過する日（次項において「申出期限日」と
いう。）までの間に行わないことについて災害その他やむを得な
いう。）までの間に行わないことについて災害その他やむを得な
い理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合
い理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合
とする。
とする。
２ 令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める基準は、同 ２ 令第二十六条の二に規定する厚生労働省令で定める基準は、同
条の規定により延長される申出期限日について、前項の理由のや
条の規定により延長される申出期限日について、前項の理由のや
んだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日で
んだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日で
あることとする。
あることとする。

（連合会の事務の委託）
（連合会の事務の委託）
第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事 第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事
務は、次に掲げる事務とする。
務は、次に掲げる事務とする。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定す
四 資産管理機関又は確定給付企業年金法第三十条第三項に規定
る資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理
する資産管理運用機関等との間の個人別管理資産の移換に関す
資産の移換に関する事務
る事務
五 （略）
五 （略）
六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関す
六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関す
る事務（確定拠出年金運営管理機関に委託する場合にあっては
る事務
、第四十五条第一項の規定による届出の受理に関する事務を除
く。）
七 脱退一時金相当額等若しくは残余財産の移換に係る書類又は
七 脱退一時金相当額等の移換に係る書類の受理に関する事務
磁気ディスク等の受理に関する事務
（略）
２ （略）
２

- 22 -

（個人型年金加入者の申出）
（個人型年金加入者の申出）
第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出（個人型年金運 第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出は、次に掲げる
用指図者以外の者が行うものに限る。）は、次に掲げる事項を記
事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うもの
載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
とする。
一 （略）
一 （略）
二 令第三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間（同条ただ
二 令第三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間（同条ただ
し書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっ
し書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっ
ては、令第三十六条の二第二項に規定する拠出区分期間。以下
ては、令第三十六条の二第二項に規定する拠出区分期間。以下
第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十
第五十六条の七まで及び第七十条第三項第二号において「拠出
条第三項第二号において「拠出期間」という。）の個人型年金
期間」という。）の個人型年金加入者掛金の額
加入者掛金の額
三 （略）
三 （略）
（削る）
四 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その
旨
四 （略）
五 （略）
五 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げ
六 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げ
る事項
る事項
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
ハ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該
（新設）
当しない旨
六 法第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げ
（新設）
る事項
イ 第四号イ及びロに掲げる事項
ロ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該
当しない旨
七 （略）
七 （略）
２ 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を前 ２ 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を前
項の申出書に添付しなければならない。
項の申出書に添付しなければならない。
一～八 （略）
一～八 （略）
九 国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七
（新設）
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条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金
保険法（昭和二十九年法律第百十五号）附則第四条の三第一項
に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する
書類

（新設）

（第二号加入者の届出）
第四十五条 （略）
２・３ （略）
（新設）

（個人型年金運用指図者の申出）
（個人型年金運用指図者の申出）
第四十条 （略）
第四十条 （略）
２ 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記 ２ 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記
載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
三 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
（削る）
ハ 企業型年金加入者であったことがある者（イの企業型年金
以外の企業型年金の企業型年金加入者であった者に限る。）
にあっては、その旨
（第二号加入者の届出）
第四十五条 （略）
２・３ （略）
４ 第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替え
られた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後におい
ても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは
、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
記載した申出書を連合会に提出するものとする。
５ 前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法
附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有
しないことを証する書類を添付しなければならない。

（個人型年金加入者の資格喪失の届出）
（個人型年金加入者の資格喪失の届出）
第四十六条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところ 第四十六条 個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき（個人
により、その資格を喪失したとき（個人型年金運用指図者となり
型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。）は、十四
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、又は死亡した場合を除く。）は、十四日以内に、次に掲げる事
項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一～三 （略）

（個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出）
第四十八条 第二号被保険者又は第三号被保険者（国民年金法第七
条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条に
おいて同じ。）である個人型年金加入者は、第一号被保険者（同
項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。）となっ
たときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会
に提出するものとする。

日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出する
ものとする。
一～三 （略）

一・二
（新設）

（略）

三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
３ 第一号被保険者又は第二号被保険者である個人型年金加入者は
、第三号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を
記載した届出書を連合会に提出するものとする。

一・二 （略）
（新設）

一～六 （略）
２ 第一号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は
、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を
記載した届出書を連合会に提出するものとする。

（個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出）
第四十八条 第二号被保険者、第三号被保険者（国民年金法第七条
第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。）又
は同法附則第五条第一項の規定による被保険者（同項第一号に掲
げる者を除く。以下同じ。）である個人型年金加入者は、第一号
被保険者（同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者を
いう。以下同じ。）となったときは、速やかに、次に掲げる事項
を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一～六 （略）
２ 第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第
一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第二号被
保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届
出書を連合会に提出するものとする。
一・二 （略）
三 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当
しない旨
四 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
３ 第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第
一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被
保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届
出書を連合会に提出するものとする。
一・二 （略）
４ 第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個
人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被
保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届
出書を連合会に提出するものとする。
一 第一項第一号から第五号までに掲げる事項
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５

二 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当
しない旨
三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
（略）
４
（略）

（個人型年金運用指図者の申出）
（個人型年金運用指図者の申出）
第五十二条 法第六十二条第一項の規定による申出（個人型年金運 第五十二条 個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろう
用指図者が行うものに限る。）は、次に掲げる個人型年金運用指
とするときは、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、
図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連
当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するもの
合会に提出することによって行うものとする。
とする。
一 （略）
一 （略）
二 第二号被保険者である個人型年金運用指図者
二 第二号被保険者である個人型年金運用指図者
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
ハ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該
（新設）
当しない旨
ニ イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定め
ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事
る事項
項
三 第三号被保険者である個人型年金運用指図者
（新設）
イ 第一号イ、ロ及びホに掲げる事項
ロ イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個
（新設）
人型年金運用指図者
イ 第一号イからホまでに掲げる事項
ロ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該
当しない旨
ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事
項
（略）
２ （略）
２

（個人型年金加入者等原簿）
（個人型年金加入者等原簿）
第五十五条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、 第五十五条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、
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次に掲げる事項とする。
次に掲げる事項とする。
一 （略）
一 （略）
二 個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資
二 個人型年金加入者の国民年金の被保険者資格の種別
格の種別
三～八 （略）
三～八 （略）
（削る）
九 第七十条第五項の規定により通知された内容
２・３ （略）
２・３ （略）

（個人型年金加入者等帳簿）
（個人型年金加入者等帳簿）
第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、 第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
掲げる事項とする。
掲げる事項とする。
一～十 （略）
一～十 （略）
十一 法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは
十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済
企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が
若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換
行われたことがあるときは、脱退一時金相当額等又は残余財産
が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七
の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入さ
十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連
れた期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月そ
合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるとき
の他移換に関する事項
は、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換
が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期
間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移
換に関する事項
十一の二～十三 （略）
十一の二～十三 （略）
十四 第五十九条において準用する第二十二条の二第六項の規定
十四 第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定
により提供された記録の内容
により提供された記録の内容
十五 （略）
十五 （略）
（削る）
十六 第七十条第五項の規定により通知された内容
２～６ （略）
２～６ （略）

（記録のみ有する者に係る記録の管理）
（記録のみ有する者に係る記録の管理）
第五十六条の二 次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金 第五十六条の二 次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金
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の個人別管理資産がなくなった者（法第五十四条の四第二項若し
の個人別管理資産がなくなった者（法第五十四条の四第二項又は
くは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条
中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型
の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付
年金の個人別管理資産が確定給付企業年金又は退職金共済に移換
企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがあ
されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個
る者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人
人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたこと
別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者（令第
がある者（令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の
三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産
個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者である
を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た
ことを申し出た者を除く。）を含み、法第三十三条第三項（法第
者を除く。）を含み、法第三十三条第三項（法第七十三条におい
七十三条において準用する場合を含む。）の規定による老齢給付
て準用する場合を含む。）の規定による老齢給付金の支給、法第
金の支給、法第三十七条第三項（法第七十三条において準用する
三十七条第三項（法第七十三条において準用する場合を含む。）
場合を含む。）の規定による障害給付金の支給及び法第四十条（
の規定による障害給付金の支給及び法第四十条（法第七十三条に
法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定による死亡
おいて準用する場合を含む。）の規定による死亡一時金の支給並
一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の
びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退
規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった
一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以
場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。
下この条において「記録のみ有する者」という。）が個人型年金
）が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合にお
の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録の
ける当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項
み有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該
の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連
記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に
運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行う
対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
ものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
２～６ （略）
２～６ （略）

（準用規定）

（中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要
（中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要
件）
件）
第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令 第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令
第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者（第五
第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者の過半
十六条の六第二項第四号において「第一号厚生年金被保険者」と
数を代表するものについて準用する。
いう。）の過半数を代表するものについて準用する。
（準用規定）
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第五十九条 前章第四節（第十九条の二を除く。）の規定は個人型 第五十九条 前章第四節（第十九条の二を除く。）の規定は個人型
年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節（第
年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規
二十二条の二第三項及び第四項を除く。）の規定は個人型年金の
定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第
給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条
十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」と
第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるの
あるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を
は「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確
行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と
定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十
、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とある
九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「
のは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法（令第十
個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法（令第十五条第
五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるもの
一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き
を除き、」とあるのは「運用の方法（」と、「に係る」とあるの
、」とあるのは「運用の方法（」と、「に係る」とあるのは「を
は「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項
選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企
中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連
業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管
運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理
理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等
機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第
」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中
二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と
「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条
、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「
第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型
個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加
運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等
入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「
」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型
企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運
運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理
営管理機関」と、「営業所（事業主が運用関連業務を行う場合に
機関」と、「営業所（事業主が運用関連業務を行う場合にあって
あっては、当該事業主の主たる事業所）」とあるのは「営業所」
は、当該事業主の主たる事業所）」とあるのは「営業所」と、第
と、第二十一条（第一項第十号を除く。）中「企業型記録関連運
二十一条（第一項第十号を除く。）中「企業型記録関連運営管理
営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、
機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業
「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主
型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」
掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛
とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」と
金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入
あるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」と
者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同号中「第十五条第一
あるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により
項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び
確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資
第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個
産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の
人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関連
二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱
運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と
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退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により
、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とある
確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又
のは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」
は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相
とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機
当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同
関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企
号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六
業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運
条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関
営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあ
等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条
るのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と読み替えるものと
中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関
する。
連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管
理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、
「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型
記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管
理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは
「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管
理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」
と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型
年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「（企業型年金」と
あるのは「（個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は
個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
２ 第三十条第二項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により ２ 第三十条第二項及び第三十条の二第一項の規定は、法第七十四
連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合に
条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を
ついて、第三十条の二第一項の規定は法第七十四条の二第一項の
受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二
規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合につ
項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、
いて準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四
「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十
条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」
三条第二項各号」とあるのは「第七十三条において準用する法第
とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号
三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とある
」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第二項
のは「前号」と、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」と
各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と
あるのは「第三十八条第二項において準用する令第二十五条第一
、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三
項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合
十八条第二項において準用する令第二十五条第一項」と、「事業
会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第
主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金
七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第
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４

（個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る
申出等）
第六十四条 （略）
２ （略）
３ 第一項の場合（令第六十条第五項の規定により当該申出をした
場合を除く。）においては、当該企業型年金の企業型記録関連運
営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合
会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定
による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各
号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型
記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第一項の場合（令第六十条第五項の規定により当該申出をした

」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第
七十三条において準用する法第三十三条第一項」と読み替えるも
二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条におい
のとする。
て準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
３ 第三十一条の二（第五号に係る部分を除く。）の規定は、法第 ３ 第三十一条の二の規定は、法第七十四条の四第一項の規定によ
七十四条の四第一項の規定による申出の場合について準用する。
る申出の場合について準用する。この場合において、第三十一条
この場合において、第三十一条の二中「第五十四条の四第一項又
の二中「第五十四条の四第一項」とあるのは「第七十四条の四第
は第五十四条の五第一項」とあるのは「第七十四条の四第一項」
一項」と、「次条の規定により当該申出を受けた企業型年金の企
と、「次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企
業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連
業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連
合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とある
合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とある
のは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「企業型年金
のは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる
加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」
事項（法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移
とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企
換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。）」とあるの
業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替
は「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」と
えるものとする。
あるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負
担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年
金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」と
あるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
（個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る
申出等）
第六十四条 （略）
２ （略）
３ 第一項の場合（令第六十条第六項の規定により当該申出をした
場合を除く。）においては、当該企業型年金の企業型記録関連運
営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合
会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定
による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各
号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型
記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第一項の場合（令第六十条第六項の規定により当該申出をした
４
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場合に限る。）においては、当該企業型年金の企業型記録関連運
営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第
六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事
項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする
。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第
六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項
各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。

場合に限る。）においては、当該企業型年金の企業型記録関連運
営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第
六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事
項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする
。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第
六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項
各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。

（法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理
（法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理
資産の移換の手続等）
資産の移換の手続等）
第六十六条 資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を 第六十六条 資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を
喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお
喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお
法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若し
法第五十四条の四、第八十条、第八十二条若しくは第八十三条（
くは第八十三条（前条の規定による個人別管理資産の移換が行わ
前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。
れる場合に限る。）又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の
）又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該資
規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合
格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該
にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者
企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業
に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示
務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速や
に基づいて、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別
かに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及
管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額
び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うもの
の返還を行うものとする。
とする。
（略）
２ （略）
２

（資料の提供）
（資料の提供）
第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のと 第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のと
おりとする。
おりとする。
一 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料
一 国民年金の被保険者の資格に関する資料
二 （略）
二 （略）
三 令第三十四条の二各号に掲げる給付に関する資料
（新設）
四 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老
（新設）
齢厚生年金に関する資料（第三号に掲げる資料を除く。）
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（脱退一時金の支給の請求等）
（脱退一時金の支給の請求等）
第六十九条の二 （略）
第六十九条の二 （略）
２ 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない ２ 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関
。
する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しな
ければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証
（新設）
明書その他の生年月日を証する書類
二 法附則第二条の二第一項第二号に該当しない企業型年金加入
（新設）
者であった者が、同条の規定による脱退一時金の支給の請求を
する場合にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号の
いずれにも該当することを証する書類
（削る）
３ 法附則第二条の二第一項の請求があったときは、請求者を使用
していた厚生年金適用事業所の事業主は、速やかに、令第五十九
条第一項第二号に掲げる額を企業型記録関連運営管理機関等に通
知するものとする。
３ 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求 ４ 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求
を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当
を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当
該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等
該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等
又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容
に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該
とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものと
脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
する。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により個人別管理
項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項の
資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の
規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金
取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第四号（過去に
の裁定に必要な記録に関する事項
拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛
金の有無に係る部分に限る。）、第七号、第八号（障害給付金
の受給権の有無に係る部分に限る。）及び第十一号（資産又は
脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期
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間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び
終了年月に係る部分に限る。）に掲げる事項並びに令第五十九
条第一項又は第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管
理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事
項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五
理機関 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一
十六条第一項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により
項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項の
個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年
規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金
金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第四
の裁定に必要な記録に関する事項
号（過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及
び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。）、第七号、第八
号（障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。）及び第十
一号（脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月
日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された
期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。）に掲げる事
項並びに令第五十九条第一項又は第六十条第二項の規定に基づ
き算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必
要な記録に関する事項
４ 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連 ５ 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連
運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当
運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等は、当該記録の提
該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求
供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記
められた記録を提供するものとする。
録を提供するものとする。
５・６ （略）
６・７ （略）

（略）
法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当する
ことを証する書類

。
一
二

（略）
法第六十二条第一項第一号に規定する保険料免除者であるこ
とを証する書類

第七十条 （略）
第七十条 （略）
２ 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない ２ 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一
二
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３ 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受
けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げ
る当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運
営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定め
る事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を
求めるものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により個人別管理
資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の
取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第四号（過去に
拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛
金の有無に係る部分に限る。）、第七号、第八号（障害給付金
の受給権の有無に係る部分に限る。）及び第十一号（資産又は
脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期
間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び
終了年月に係る部分に限る。）に掲げる事項並びに令第六十条
第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱
退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五
十六条第一項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により
個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年
金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。）、第四
号（過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及
び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。）、第七号、第八
号（障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。）及び第十
一号（脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月
日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された
期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。）に掲げる事

３ 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受
けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げ
る当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運
営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定め
る事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を
求めるものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管
理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一
項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により個人別管理
資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の
取得及び喪失の年月日の部分に限る。）、第四号（過去に拠出
された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の
有無に関する部分に限る。）、第七号、第八号（法附則第二条
の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受
給権の有無に関する部分に限る。）及び第十一号（資産又は脱
退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間
に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終
了年月の部分に限る。）に掲げる事項並びに令第六十条第一項
の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時
金の裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管
理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五
十六条第一項第一号、第二号、第三号（法第四章の規定により
個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年
金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。）、第四号（
過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中
小事業主掛金の有無に関する部分に限る。）、第七号、第八号
（法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び
障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。）及び第十一
号（資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通
算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の
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項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理
開始年月及び終了年月の部分に限る。）に掲げる事項並びに令
資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
第六十条第一項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その
他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
４ （略）
４ （略）
５ 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者の ５ 法附則第三条第二項の規定に基づき脱退一時金の裁定を行った
うち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る同条第五項の規
個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、第三項の規定により
定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあ
提供された記録に基づいて脱退一時金の裁定を行った場合は、当
るのは、「個人型年金運用指図者期間（これらの期間のうち、当
該記録の提供をした当該記録関連運営管理機関等又は連合会に対
該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。
して脱退一時金を支給した日を通知するものとする。
）」とする。
（略）
６ （略）
６
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様式第二号、様式第三号及び様式第四号中「

」を「

項
１
第
２
の
条

」に改める。

」に改める。

項
１
第
条
３
第

号
６
第
項
３
第
は
又
」を削る。

」を「

68

号
６
第
項
３
第
条
３
第

様式第五号及び様式第六号中「
様式第十号から様式第十六号まで中「
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項
６
第
条
２
第

第

確定拠出年金法施行規則の一部を次の表のように改正する。

（確定拠出年金法施行規則の一部改正）
第四条
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改

正

後

目次
第一章 企業型年金
第一節～第三節 （略）
第四節 運用（第十八条―第二十一条の二）
第五節～第八節 （略）
第二章～第四章 （略）
附則

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

目次
第一章 企業型年金
第一節～第三節 （略）
第四節 運用（第十八条―第二十一条）
第五節～第八節 （略）
第二章～第四章 （略）
附則

（連合会への通知事項）
第四条の四 法第四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に
掲げるものとする。

（規約の承認の申請）
（規約の承認の申請）
第三条 （略）
第三条 （略）
２ 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲 ２ 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲
げる書類とする。
げる書類とする。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用さ
れる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合が
れる第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合が
あるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過
あるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過
半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条
半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条
第三項第一号に規定する事業主（次項、次条第一項、第十二条
第三項第一号に規定する事業主（次項、次条第一項、第三十九
の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条
条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除
並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。）との協議
き、以下「事業主」という。）との協議の経緯を明らかにする
の経緯を明らかにする書類
書類
五・六 （略）
五・六 （略）
３・４ （略）
３・４ （略）

（削る）
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一 法第三条第三項第七号の三に掲げる事項を定めた規約につい
て同条第一項の承認を受けた事業主の名称及び住所
二 厚生労働大臣が法第三条第一項の承認をした年月日及びその
承認を受けた規約に基づく企業型年金を実施する年月日
三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
２ 前項の規定は、法第五条第一項の変更の承認の申請及び法第四
十六条第一項の終了の承認の申請について準用する。

（規約の軽微な変更等）
（規約の軽微な変更等）
第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次 第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次
に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十
に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十
二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施
二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施
する場合に限る。
する場合に限る。
一～十七 （略）
一～十七 （略）
十八 法令の改正に伴う変更に係る事項（法第三条第三項第七号
十八 法令の改正に伴う変更に係る事項（法第三条第三項第七号
及び第七号の二に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を
から第七号の三までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変
伴うものを除く。）
更を伴うものを除く。）
（略）
２ （略）
２

（加入者情報等の通知）
（加入者情報の通知）
第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やか 第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やか
に、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知する
に、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知する
ものとする。
ものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は
（新設）
第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨
（略）
２ （略）

（事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知）
第十一条 （略）
２～
（略）
10

２

（事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知）
第十一条 （略）
２～
（略）
10

事業主は、新たに前条第一項第四号に規定する場合に該当する （新設）
こととなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その
旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

（他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等
となる者の申出）
第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入 （新設）
する企業型年金を実施する事業主（以下この条において「企業型
年金加入事業主」という。）以外の事業主（以下「他制度加入事
業主」という。）に使用される場合であって、他制度加入事業主
に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者
に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書
を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所及び生年月日
二 当該他制度加入事業主の名称及び住所
三 当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一
号イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日
２ 企業型年金加入者は、他制度加入事業主（当該企業型年金加入
者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第
一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下こ
の項において同じ。）のいずれかに使用されなくなったとき又は
他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イから
ハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲
げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するも
のとする。
一 氏名、性別、住所及び生年月日
二 当該他制度加入事業主の名称及び住所
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日又は当該
他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イか
らハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日
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11

（企業型年金加入者等原簿の作成及び保存）
（企業型年金加入者等原簿の作成及び保存）
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該 第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該
企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲
企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲
げる事項とする。
げる事項とする。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単
位期間（同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合
位期間（同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合
又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金
又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金
を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する
を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第二項に規定する
拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び
拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び
第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。）ごとの
第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。）ごとの
事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
五・五の二 （略）
五・五の二 （略）
六 法第二十七条第一項の規定により企業型記録関連運営管理機
六 法第二十七条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が
関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用
企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図
の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に
が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運
係る運用の契約ごとの持分に相当する額
用の契約ごとの持分に相当する額
七～十六 （略）
七～十六 （略）
２～６ （略）
２～６ （略）

（加入者等への通知事項等）
（加入者等への通知事項等）
第二十一条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、 第二十一条 法第二十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のと
次のとおりとする。
おりとする。
一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定
一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条の規定により
により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日（
通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日（以下こ
以下この条において「今期日」という。）における個人別管理
の条において「今期日」という。）における個人別管理資産額
資産額
（略）
二 （略）
企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定
三 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条の規定により
により行った前回の通知の期日（以下この条において「前期日
行った前回の通知の期日（以下この条において「前期日」とい
二
三
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」という。）における個人別管理資産額
う。）における個人別管理資産額
四～十三 （略）
四～十三 （略）
２ 法第二十七条第一項の規定による通知は、書面により行うもの ２ 法第二十七条の規定による通知は、書面により行うものとする
とする。
。
３～６ （略）
３～６ （略）
（企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等）
第二十一条の二 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項 （新設）
は、次に掲げる事項（企業型年金運用指図者にあっては、第五号
に掲げる事項に限る。）とする。
一 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者に該当する場合に
は、その旨
三 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者に該当する場
合には、その旨
四 前三号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が
拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額
五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に
資する情報
２ 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める方法は、企業型記
録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金
加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする
。

（個人型年金加入者掛金の額の変更の例外）
（個人型年金加入者掛金の額の変更の例外）
第三十八条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、 第三十八条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
一 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額又は
一 各個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額が引き上げら
中小事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該企業型
れることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加
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年金の事業主掛金の額又は当該中小事業主掛金の額と当該個人
型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法
第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合にお
いて、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人
型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
二 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額又は
中小事業主掛金の額が引き下げられる場合において、当該個人
型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場
合
三・四 （略）

（略）
申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年
金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業

（個人型年金加入者の申出）
第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出（個人型年金運
用指図者以外の者が行うものに限る。）は、次に掲げる事項を記
載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 （略）
二 令第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間（
同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場
合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期
間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及
び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。）の個
人型年金加入者掛金の額
三～七 （略）
２ 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を前
項の申出書に添付しなければならない。
（削る）

一
二

（略）

入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九
条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当
該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加
入者掛金の額を変更する場合
（新設）

二・三

（個人型年金加入者の申出）
第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出（個人型年金運
用指図者以外の者が行うものに限る。）は、次に掲げる事項を記
載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 （略）
二 令第三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間（同条ただ
し書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっ
ては、令第三十六条の二第二項に規定する拠出区分期間。以下
第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十
条第三項第二号において「拠出期間」という。）の個人型年金
加入者掛金の額
三～七 （略）
２ 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を前
項の申出書に添付しなければならない。
一 申出者が国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被
保険者（以下「第二号被保険者」という。）であることについ
ての証明書
（略）
申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年
金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業
二
三
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（略）

型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型年金
加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書

三～八

型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型年金
加入者の資格の有無（企業型年金加入者の資格を有している場
合には、令第十一条第一号に規定する個人型年金同時加入制限
者又は同条第三号に規定する個人型年金同時加入可能者のいず
れに該当するかの別を含む。）についての当該事業主の証明書
四～九 （略）

（中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等）
（中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等）
第四十三条 個人型年金加入者は、第三十九条第二項第七号イから 第四十三条 個人型年金加入者は、第三十九条第二項第八号イから
ホまでに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したと
ホまでに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したと
き（第一号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を
き（第一号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を
含む。）又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる
含む。）又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる
事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）

（第二号加入者の届出）
（第二号加入者の届出）
第四十五条 第二号加入者（個人型年金加入者であって、法第六十 第四十五条 第二号加入者（個人型年金加入者であって、法第六十
二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。）のうち企業
二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。）は、毎年一
型年金に加入していない第一号等厚生年金被保険者であって、一
回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の有無
月当たりの個人型年金加入者掛金の額が一万二千円を上回るもの
に関する事項を連合会に届け出るものとする。
は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、確定給付企
業年金の加入者及び石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に
係る資格の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
（削る）
一 企業型年金加入者
（削る）
二 確定給付企業年金の加入者
（削る）
三 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員
（削る）
四 私立学校教職員共済制度の加入者
（削る）
五 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
２ 第二号加入者は、企業型年金加入者、確定給付企業年金の加入 ２ 第二号加入者は、前項各号に掲げる資格を取得したとき又は喪
者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員等共済組合の組合員
失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書
、私立学校教職員共済制度の加入者又は石炭鉱業年金基金に係る
を連合会に提出するものとする。
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坑内員若しくは坑外員の資格を取得したとき又は喪失したときは
、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提
出するものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
３ 前二項の届出書には、第三十九条第二項第二号から第六号まで ３ 前二項の届出書には、第三十九条第二項第三号から第七号まで
に掲げる書類を添付しなければならない。
に掲げる書類を添付しなければならない。
４・５ （略）
４・５ （略）

（個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出）
（個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出）
第四十八条 第二号被保険者（国民年金法第七条第一項第二号に規 第四十八条 第二号被保険者、第三号被保険者（国民年金法第七条
定する第二号被保険者をいう。以下同じ。）、第三号被保険者（
第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。）又
同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。）又は
は同法附則第五条第一項の規定による被保険者（同項第一号に掲
同法附則第五条第一項の規定による被保険者（同項第一号に掲げ
げる者を除く。以下同じ。）である個人型年金加入者は、第一号
る者を除く。以下同じ。）である個人型年金加入者は、第一号被
被保険者（同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者を
保険者（同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をい
いう。以下同じ。）となったときは、速やかに、次に掲げる事項
う。以下同じ。）となったときは、速やかに、次に掲げる事項を
を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一～六 （略）
一～六 （略）
２～５ （略）
２～５ （略）

（個人型年金加入者等帳簿）
（個人型年金加入者等帳簿）
第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、 第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に
掲げる事項とする。
掲げる事項とする。
一～五の二 （略）
一～五の二 （略）
六 法第七十三条において準用する法第二十七条第一項の規定に
六 法第七十三条において準用する法第二十七条の規定により個
より個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知
人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個
した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管
人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産
理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当
の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
する額
七～十五 （略）
七～十五 （略）

- 46 -

２～６

（略）

２～６

（略）

（第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等）
（第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等）
第五十七条 （略）
第五十七条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添 ３ 前項の届出書には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添
付しなければならない。
付しなければならない。

（準用規定）
（準用規定）
第五十九条 前章第四節（第十九条の二及び第二十一条の二第一項 第五十九条 前章第四節（第十九条の二を除く。）の規定は個人型
（第二号から第四号までに係る部分に限る。）を除く。）の規定
年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節（第
は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第
二十二条の二第三項及び第四項を除く。）の規定は個人型年金の
五節（第二十二条の二第三項及び第四項を除く。）の規定は個人
給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条
型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、
第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるの
第十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」
は「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確
とあるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務
定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十
を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」
九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「
と、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあ
個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法（令第十五条第
るのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法（令第
一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き
十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるも
、」とあるのは「運用の方法（」と、「に係る」とあるのは「を
のを除き、」とあるのは「運用の方法（」と、「に係る」とある
選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企
のは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三
業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管
項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関
理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等
連運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管
」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中
理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条
「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条
第二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」
第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型
と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは
運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等
「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金
」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型
加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中
運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理
「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連
機関」と、「営業所（事業主が運用関連業務を行う場合にあって
運営管理機関」と、「営業所（事業主が運用関連業務を行う場合
は、当該事業主の主たる事業所）」とあるのは「営業所」と、第

- 47 -

にあっては、当該事業主の主たる事業所）」とあるのは「営業所
」と、第二十一条（第一項第十号を除く。）中「企業型記録関連
運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と
、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業
主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者
掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加
入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規
定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度か
らその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五
十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合
会から脱退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規
定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相
当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退
一時金相当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産
」と、同号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「
第五十六条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営
管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第
二十一条の二（見出しを含む。）中「企業型年金加入者等」とあ
るのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」と
あるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型
年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事
業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「
個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関
連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」
と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあ
るのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約
」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理
機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「
企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連
運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」と
あるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、第二十二条の

二十一条（第一項第十号を除く。）中「企業型記録関連運営管理
機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業
型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」
とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」と
あるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」と
あるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により
確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資
産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の
二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱
退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により
確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又
は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相
当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同
号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六
条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関
等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条
中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関
連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管
理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、
「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型
記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管
理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは
「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管
理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」
と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型
年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「（企業型年金」と
あるのは「（個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は
個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
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三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個
人型年金運用指図者」と、「（企業型年金」とあるのは「（個人
型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者
であった者」と読み替えるものとする。
２・３ （略）
２・３

。

（企業型年金加入者に関する情報の提供）
第六十一条の二 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより （新設）
、毎月末日における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を
当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会
を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 実施事業所の名称
三 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
四 令第十一条第一号に規定する他制度加入者への該当の有無
五 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者への該当の有
無
六 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の額が法
第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認す
るために必要な情報
２ 事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託し
ている場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記
録関連運営管理機関、企業年金連合会の順に経由して行うものと
する。
第一項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする
３

（略）

（資料の提供）
（資料の提供）
第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のと 第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のと
おりとする。
おりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
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三
四

令第三十四条の三各号に掲げる給付に関する資料
（略）

三
四

令第三十四条の二各号に掲げる給付に関する資料
（略）

（権限の委任）
（権限の委任）
第七十一条 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定に 第七十一条 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定に
より、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任す
より、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任す
る。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げ
る。ただし、厚生労働大臣が第八号、第十一号及び第十二号に掲
る権限を自ら行うことを妨げない。
げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 （略）
一 （略）
（削る）
二 法第四条第五項に規定する権限
二～十二 （略）
三～十三 （略）
（略）
２ （略）
２

（管轄）
（管轄）
第七十二条 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚 第七十二条 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚
生支局長 以
生支局長 以
( 下この条において「地方厚生局長等」という。 の
)権
( 下この条において「地方厚生局長等」という。 の
)権
限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用
限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用
事業所の事業主 二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企
事業所の事業主 二
(
( 以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企
業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その
業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その
一の代表 の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が
一の代表 の
)
) 主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が
行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局
行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局
長等が前条第一項第六号、第七号及び第十一号に掲げる権限を行
長等が前条第一項第七号、第八号及び第十二号に掲げる権限を行
うことを妨げない。
うことを妨げない。
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確定給付企業年金法施行規則（平成十四年厚生労働省令第二十二号）の一部を次の表のように改正

（確定給付企業年金法施行規則の一部改正）
第五条
する。
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改

正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

目次
目次
第一章～第七章 （略）
第一章～第七章 （略）
第七章の二 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等（
第七章の二 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等（
第九十六条の二―第九十六条の十四）
第九十六条の二―第九十六条の十三）
第八章 （略）
第八章 （略）
第八章の二 企業年金連合会（第百四条の二―第百四条の二十七
第八章の二 企業年金連合会（第百四条の二―第百四条の二十六
）
）
第九章・第十章 （略）
第九章・第十章 （略）
附則
附則

（規約の変更の承認の申請）
（規約の変更の承認の申請）
第八条 法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、 第八条 法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、
事業主の名称、規約番号（規約型企業年金の規約の承認ごとに厚
事業主の名称、規約番号（規約型企業年金の規約の承認ごとに厚
生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ
生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ
。）並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる
。）並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる
書類を添付して、厚生労働大臣（当該規約の変更の承認に関する
書類を添付して、厚生労働大臣（当該規約の変更の承認に関する
権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されてい
権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されてい
る場合にあっては、地方厚生局長等）に提出することによって行
る場合にあっては、地方厚生局長等）に提出することによって行
うものとする。
うものとする。
一～八 （略）
一～八 （略）
九 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項（同条第六項の
九 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項（同条第六項の
規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十二
規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十一
において同じ。）の規定により、積立金（法第八十三条の規定
において同じ。）の規定により、積立金（法第八十三条の規定
により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条
により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条
第六項に規定する残余財産。第九十六条の十二において同じ。
第六項に規定する残余財産。第九十六条の十一において同じ。
）を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容
）を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容
とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十
とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十
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２

二条の五第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類
二条の四第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類
十 （略）
十 （略）
（略）
２ （略）

（脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付）
（脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付）
第三十二条の二 資産管理運用機関又は基金（以下「資産管理運用 第三十二条の二 資産管理運用機関又は基金（以下「資産管理運用
機関等」という。）が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六
機関等」という。）が法第八十一条の二第二項、第八十二条の五
第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定により脱退一時金相
第一項又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相
当額等（脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共
当額等（脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共
済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第
済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第
三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立
三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立
金を総称する。以下この条及び次条において同じ。）の移換を受
金を総称する。以下この条及び次条において同じ。）の移換を受
けた者に事業主等が支給する一時金（年金として支給する老齢給
けた者に事業主等が支給する一時金（年金として支給する老齢給
付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。）の額は、当
付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。）の額は、当
該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当
該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当
該移換を受けた脱退一時金相当額等の額（リスク分担型企業年金
該移換を受けた脱退一時金相当額等の額（リスク分担型企業年金
の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたと
の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたと
きの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて
きの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて
規約で定めるところにより算定した率を乗じた額）のいずれか高
規約で定めるところにより算定した率を乗じた額）のいずれか高
い額とする。
い額とする。

（脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等）
（脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等）
第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金 第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金
相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等
相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等
は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類
は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類
又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運
又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運
営管理機関等（確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関
営管理機関等（確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関
連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ
連運営管理機関等をいう。第百四条の二十三第一項において同じ
。）又は国民年金基金連合会（確定拠出年金法第二条第五項に規
。）又は国民年金基金連合会（確定拠出年金法第二条第五項に規
定する連合会をいう。以下同じ。）に提出するものとする。
定する連合会をいう。以下同じ。）に提出するものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
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２ 法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げ ２ 法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げ
る事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによっ
る事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによっ
て行うものとする。
て行うものとする。
一 （略）
一 （略）
二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第
二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第
二項の規定により通算加入者等期間（同法第三十三条第一項（
二項の規定により通算加入者等期間（同法第三十三条第一項（
同法第七十三条において準用する場合を含む。）の通算加入者
同法第七十三条において準用する場合を含む。）の通算加入者
等期間をいう。第百四条の二十四第二項において同じ。）に算
等期間をいう。第百四条の二十三第二項において同じ。）に算
入される期間
入される期間

（法第八十二条の四第一項の厚生労働省令で定める行為）

（残余財産の個人型年金への移換の申出等）
第九十六条の七 法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の （新設）
移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付
企業年金の清算人は、当該申出を行った終了制度加入者等（同項
に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。
）に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項
を記録した磁気ディスクを、国民年金基金連合会に提出するもの
とする。
一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 残余財産の額並びに終了した確定給付企業年金の加入者の資
格の取得及び喪失の年月日
２ 法第八十二条の四第四項の規定による通知は、次の各号に掲げ
る事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送付すること
によって行うものとする。
一 国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けた年月日及びそ
の額
二 確定拠出年金法第七十四条の二第二項の規定により同法第七
十三条において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等
期間に算入される期間
（法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為）
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（略）

第九十六条の八～第九十六条の十

（略）

第九十六条の八 法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める 第九十六条の七 法第八十二条の四第一項の厚生労働省令で定める
行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
行為とする。
行為とする。
一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三
一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三
項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主（以下この
項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主（以下この
条において「共済契約者」という。）でない場合 次のイから
条において「共済契約者」という。）でない場合 次のイから
ヘまでに定める行為
ヘまでに定める行為
イ 共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項
イ 共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項
の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者
の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者
が実施事業所の事業主である場合であって、法第八十二条の
が実施事業所の事業主である場合であって、法第八十二条の
五第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の
四第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の
規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。
規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。
）との会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七
）との会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十七
号に規定する吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に
号に規定する吸収合併（同法以外の法令に基づく吸収合併に
相当する行為を含む。次号において同じ。）
相当する行為を含む。次号において同じ。）
ロ～ヘ （略）
ロ～ヘ （略）
二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイか
二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイか
らヘまでに定める行為
らヘまでに定める行為
イ 実施事業所（確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定す
イ 実施事業所（確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定す
る実施事業所を含む。以下この号において同じ。）の事業主
る実施事業所を含む。以下この号において同じ。）の事業主
でない共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第
でない共済契約者（中小企業退職金共済法第三十一条の四第
一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号
一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号
において「相手方共済契約者」という。）又は共済契約者で
において「相手方共済契約者」という。）又は共済契約者で
ない実施事業所の事業主（確定給付企業年金を実施している
ない実施事業所の事業主（確定給付企業年金を実施している
場合であって、法第八十二条の五第一項の規定による申出が
場合であって、法第八十二条の四第一項の規定による申出が
できる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限
できる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限
る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という
る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という
。）との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
。）との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
ロ～ヘ （略）
ロ～ヘ （略）
第九十六条の九～第九十六条の十一
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（個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務）
第九十六条の十二 （略）

（積立金の移換に関する事項の説明義務）
（積立金の移換に関する事項の説明義務）
第九十六条の十二 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が 第九十六条の十一 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が
当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終
当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終
了した場合であって、法第八十二条の五第一項に規定する合併等
了した場合であって、法第八十二条の四第一項に規定する合併等
を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは
を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは
、中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による積立
、中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による積立
金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失
金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失
した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定
した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定
給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。
給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。
（個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務）
第九十六条の十三 （略）

（個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡し
（個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡し
を受けた旨の通知）
を受けた旨の通知）
第九十六条の十四 法第八十二条の六第二項の規定による通知は、 第九十六条の十三 法第八十二条の五第二項の規定による通知は、
次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することに
次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することに
よって行うものとする。
よって行うものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）

（給付金の額の算定に関する基準）

（理事の禁止行為）
（理事の禁止行為）
第百四条の五 法第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令 第百四条の五 法第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令
で定める行為は、次のとおりとする。
で定める行為は、次のとおりとする。
一 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、法
一 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、法
第九十一条の二十五の規定において準用する法第六十六条第一
第九十一条の二十四の規定において準用する法第六十六条第一
項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約を締結すること
項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約を締結すること
。
。
二・三 （略）
二・三 （略）
（給付金の額の算定に関する基準）
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３

法第九十一条の十九第六項（法第九十一条の二十第六項、第九
十一条の二十一第五項及び第九十一条の二十二第八項において準

（老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等）
第百四条の十七 （略）
２ （略）
（新設）

第百四条の十四 令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算 第百四条の十四 令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算
定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運
定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運
用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負
用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負
っている中途脱退者、終了制度加入者等（法第九十一条の二十第
っている中途脱退者又は終了制度加入者等（法第九十一条の二十
一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項
第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一
に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項にお
項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項に
いて同じ。）又は企業型年金加入者であった者（法第九十一条の
おいて同じ。）の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めた
二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以
ものでなければならない。
下同じ。）の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたもの
でなければならない。
２ 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項若しくは （新設）
第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給
付金若しくは遺族給付金の額、法第九十一条の二十一第三項の規
定により連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又
は法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺
族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる法第九十一条の
十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三
項、第九十一条の二十二第三項又は第九十一条の二十三第一項の
移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零
とする。
（老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等）
第百四条の十七 （略）
２ （略）
３ 法第九十一条の二十三第二項の規定による通知は、次の各号に
掲げる事項を記載した通知書を企業型年金加入者であった者又は
その遺族に送付することによって行うものとする。
一 連合会が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額
二 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要
法第九十一条の十九第六項（法第九十一条の二十第六項、第九
十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一
４
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条の二十三第三項において準用する場合を含む。）の規定による
公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

用する場合を含む。）の規定による公告は、連合会の事務所の掲
示板に掲示して行うものとする。

（中途脱退者等に関する原簿）
（中途脱退者等に関する原簿）
第百四条の二十 令第六十五条の十六において準用する令第二十条 第百四条の二十 令第六十五条の十六において準用する令第二十条
第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 個人別管理資産を連合会に移換した企業型年金の資産管理機
（新設）
関に係る事業主（確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定す
る事業主をいう。）の名称
四 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、終了した確定
三 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は終了した確
給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人
定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
別管理資産の額の算定の基礎となった期間
五～九 （略）
四～八 （略）
十 確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会が
（新設）
個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換
を受けた年月日及びその額
十一 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合に
（新設）
あっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額

（準用規定）
（準用規定）
第百四条の二十一 第十九条の規定は連合会の理事長の就任等につ 第百四条の二十一 第十九条の規定は連合会の理事長の就任等につ
いて、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付につ
いて、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付につ
いて、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給
いて、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給
付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条
付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条
及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十
及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十
三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二
三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二
十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第
十第三項及び第九十一条の二十一第三項の遺族給付金について、
一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六
第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八
十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四
十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第
条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連
八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びそ
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（略）
（略）
第九十一条の十九第
二項、第九十一条の
二十第二項、第九十
一条の二十一第二項
、第九十一条の二十
二第二項又は確定拠
出年金法第五十四条
の五第二項
脱退一時金相当額、
残余財産（法第九十
一条の二十第一項に
規定する残余財産を
いう。以下同じ。）
又は個人別管理資産

合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の
規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条（第
四号及び第五号に係る部分を除く。）及び第百条から第百三条ま
での規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第
四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並
びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞ
れ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
み替えるものとする。
（略）
（略）
第三十二条の二 （略）
第八十一条の二第二
項、第八十二条の六
第一項又は第九十一
条の二十七第二項

脱退一時金相当額等
（脱退一時金相当額
、個人別管理資産、
中小企業退職金共済
法第十七条第一項に
規定する解約手当金
に相当する額、同法
第三十一条の四第一
項に規定する解約手
当金に相当する額又
は積立金を総称する
。以下この条及び次

脱退一時金相当額又
は残余財産（法第九
十一条の二十第一項
に規定する残余財産
をいう。以下同じ。
）

（略）
（略）
第九十一条の十九第
二項、第九十一条の
二十第二項、第九十
一条の二十一第二項
又は第九十一条の二
十二第二項

の運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報
の取扱いについて、第九十八条（第四号及び第五号を除く。）及
び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算につい
て、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第
百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及
び会計について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
げる字句に読み替えるものとする。
（略）
第三十二条の二

（略）
（略）
第八十一条の二第二
項、第八十二条の五
第一項又は第九十一
条の二十六第二項

脱退一時金相当額等
（脱退一時金相当額
、個人別管理資産、
中小企業退職金共済
法第十七条第一項に
規定する解約手当金
に相当する額、同法
第三十一条の四第一
項に規定する解約手
当金に相当する額又
は積立金を総称する
。以下この条及び次
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第三十三条第一
項
第三十三条第三
項

条において同じ。）
（略）
脱退一時金相当額等
の額（リスク分担型
企業年金の場合にあ
っては当該脱退一時
金相当額等の額に移
換を受けたときの調
整率及び一時金の支
給の請求をしたとき
の調整率に応じて規
約で定めるところに
より算定した率を乗
じた額）

第三十条第一項
（略）
遺族給付金

（略）
脱退一時金相当額、
残余財産の額若しく
は個人別管理資産の
額（当該中途脱退者
（令第五十条の二第
一項に規定する中途
脱退者をいう。）、
終了制度加入者等（
法第九十一条の二十
第一項、第九十一条
の二十一第一項及び
第九十一条の二十二
第一項に規定する終
了制度加入者等をい
う。）又は企業型年
金加入者であった者
（法第九十一条の二
十三第一項に規定す
る企業型年金加入者
であった者をいう。
）の給付に充てる部
分に限る。）
第九十一条の二十四
第一項
（略）
法第九十一条の十九
第三項、第九十一条
の二十第三項、第九
十一条の二十一第三
第三十三条第一
項
第三十三条第三
項

条において同じ。）
（略）
脱退一時金相当額等
の額（リスク分担型
企業年金の場合にあ
っては当該脱退一時
金相当額等の額に移
換を受けたときの調
整率及び一時金の支
給の請求をしたとき
の調整率に応じて規
約で定めるところに
より算定した率を乗
じた額）

第三十条第一項
（略）
遺族給付金

（略）
脱退一時金相当額若
しくは残余財産の額
（当該中途脱退者（
令第五十条の二第一
項に規定する中途脱
退者をいう。）又は
終了制度加入者等（
法第九十一条の二十
第一項、第九十一条
の二十一第一項及び
第九十一条の二十二
第一項に規定する終
了制度加入者等をい
う。）の給付に充て
る部分に限る。）

第九十一条の二十三
第一項
（略）
法第九十一条の十九
第三項、第九十一条
の二十第三項又は第
九十一条の二十一第
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第四十八条第三号

第四十七条

第三十三条第三
項第二号
（略）
第四十八条第三号

（略）
第三十六条

（略）
（略）
第三十条第一項

（略）
第三十四条第二
号

（略）
第八十三条第一
項第二号
第八十三条第一
項第三号

（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は法第六
十六条第一項（法第
六十五条第一項第一
号の規定による信託
の契約であって、令
第三十八条第一項第
二号に該当するもの
を除く。）
第六十六条第四項
第八十三条第二

項又は第九十一条の
二十三第一項の遺族
給付金
第九十一条の二十五
において準用する法
第四十七条
第九十一条の二十五
において準用する法
第四十八条第三号
（略）
第九十一条の二十五
において準用する法
第四十八条第三号
（略）
（略）
第九十一条の二十四
第一項
（略）
第九十一条の二十五
において準用する
（略）
第九十一条の二十五
において準用する法
第六十六条第一項

第九十一条の二十五

（略）
第三十六条

（略）
第三十四条第二
号

第三十三条第三
項第二号

（略）
（略）
第三十条第一項

（略）
第四十八条第三号

第四十八条第三号

第四十七条

（略）
第八十三条第一
項第二号
第八十三条第一
項第三号

（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は法第六
十六条第一項（法第
六十五条第一項第一
号の規定による信託
の契約であって、令
第三十八条第一項第
二号に該当するもの
を除く。）
第六十六条第四項
第八十三条第二

三項の遺族給付金

第九十一条の二十四
において準用する法
第四十七条
第九十一条の二十四
において準用する法
第四十八条第三号
（略）
第九十一条の二十四
において準用する法
第四十八条第三号
（略）
（略）
第九十一条の二十三
第一項
（略）
第九十一条の二十四
において準用する
（略）
第九十一条の二十四
において準用する法
第六十六条第一項

第九十一条の二十四
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項

（略）
第八十四条第一
項第一号
（略）
第八十四条第三
項

（略）
（略）
第八十五条第一項

（略）
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
（略）
加入者等の氏名

（略）
第九十八条
（略）
（略）

（略）
第八十五条の二
第一項

（略）

において準用する第
六十六条第四項
（略）
（略）
第九十一条の二十五
において準用する
（略）
（略）
第九十一条の二十五
において準用する
（略）
（略）
中途脱退者等（法第
九十一条の二十七第
一項に規定する中途
脱退者等をいう。）
の氏名
（略）
（略）
第九十一条の三十第
二項
（略）
（略）

項

（略）
第八十四条第一
項第一号
（略）
第八十四条第三
項

（略）
（略）
第八十五条第一項

（略）
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
（略）
第六十五条第一項及
び第二項又は
（略）
（略）
加入者等の氏名

（略）
第九十八条

（略）
（略）

（略）
第八十五条の二
第一項

（略）

（企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務）
第百四条の二十二 令第六十五条の二十の規定により連合会が企業 （新設）
型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な
事項について説明するときは、確定拠出年金法第五十四条の五第
一項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人
別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなけれ
ばならない。

において準用する第
六十六条第四項
（略）
（略）
第九十一条の二十四
において準用する
（略）
（略）
第九十一条の二十四
において準用する
（略）
（略）
中途脱退者等（法第
九十一条の二十六第
一項に規定する中途
脱退者等をいう。）
の氏名
（略）
（略）
第九十一条の二十九
第二項
（略）
（略）
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（積立金の確定給付企業年金への移換の申出等）
（積立金の確定給付企業年金への移換の申出等）
第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立 第百四条の二十二 法第九十一条の二十六第一項の規定による積立
金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等（
金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等（
同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。）に係る次に掲
同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。）に係る次に掲
げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディス
げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディス
クを、事業主等に提出するものとする。
クを、事業主等に提出するものとする。
一～四 （略）
一～四 （略）
２ 法第九十一条の二十七第五項の規定による通知は、次の各号に ２ 法第九十一条の二十六第五項の規定による通知は、次の各号に
掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付すること
掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付すること
によって行うものとする。
によって行うものとする。
一 （略）
一 （略）
二 令第六十五条の二十二の規定により確定給付企業年金の加入
二 令第六十五条の二十一の規定により確定給付企業年金の加入
者期間に算入される期間
者期間に算入される期間

（積立金の確定拠出年金への移換の申出等）
（積立金の確定拠出年金への移換の申出等）
第百四条の二十四 法第九十一条の二十八第一項の規定による積立 第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立
金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に
金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に
係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記
係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記
録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民
録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民
年金基金連合会に提出するものとする。
年金基金連合会に提出するものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
２ 法第九十一条の二十八第四項の規定による通知は、次の各号に ２ 法第九十一条の二十七第四項の規定による通知は、次の各号に
掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付すること
掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付すること
によって行うものとする。
によって行うものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）

（連合会から移換する積立金の額）
（連合会から移換する積立金の額）
第百四条の二十五 連合会が法第九十一条の二十七第二項又は第九 第百四条の二十四 連合会が法第九十一条の二十六第二項又は第九
十一条の二十八第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業
十一条の二十七第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業
型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積
型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積
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立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
一 （略）
二 連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相
当額、残余財産の額又は個人別管理資産の額（当該中途脱退者
等の給付に充てる部分に限る。）

立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
一 （略）
二 連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相
当額又は残余財産の額（当該中途脱退者等の給付に充てる部分
に限る。）

（脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年
（脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年
金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法）
金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法）
第百四条の二十六 令第六十五条の二十二の規定により、同条に規 第百四条の二十五 令第六十五条の二十一の規定により、同条に規
定する期間（以下この条において「算定基礎期間等」という。）
定する期間（以下この条において「算定基礎期間等」という。）
を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各
を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各
号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
一～三 （略）
一～三 （略）

（中途脱退者等への事業主等の説明義務）
（中途脱退者等への事業主等の説明義務）
第百四条の二十七 令第六十五条の二十三の規定により、事業主等 第百四条の二十六 令第六十五条の二十二の規定により、事業主等
が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項
が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項
について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなけれ
について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなけれ
ばならない。
ばならない。
一 令第六十五条の二十一第一項の規定による積立金の移換の申
一 令第六十五条の二十第一項の規定による積立金の移換の申出
出の期限及び当該申出の手続
の期限及び当該申出の手続
二 令第六十五条の二十二の規定により加入者期間に算入する期
二 令第六十五条の二十一の規定により加入者期間に算入する期
間及びその算定方法
間及びその算定方法
三・四 （略）
三・四 （略）
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（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に

厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正）
第六条

伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成二十六年厚生労働省令第二十号）の一
部を次の表のように改正する。
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改

正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

（存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等）
（存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等）
第十七条 （略）
第十七条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確 ３ 存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確
定拠出年金法施行規則（以下「改正前確定拠出年金法施行規則」
定拠出年金法施行規則（以下「改正前確定拠出年金法施行規則」
という。）第六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第八条
という。）第六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第八条
第一項（第二号に係る部分に限る。）、第十条第一項（第二号及
第一項（第二号に係る部分に限る。）、第十条第一項（第二号及
び第三号イに係る部分に限る。）、第十一条第一項、第十五条第
び第三号イに係る部分に限る。）、第十一条第一項、第十五条第
一項（第十二号に係る部分に限る。）、第二十一条第九号、第二
一項（第十二号に係る部分に限る。）、第二十一条第九号、第二
十六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第三十条第一項（
十六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第三十条第一項（
第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号に係る部分に限
第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号に係る部分に限
る。）、第三十一条、第三十九条第二項（第二号ニに係る部分に
る。）、第三十一条、第三十九条第二項（第二号ニに係る部分に
限る。）、第四十五条第一項（第二号に係る部分に限る。）、第
限る。）、第四十五条第一項（第二号に係る部分に限る。）、第
五十六条第一項（第十二号に係る部分に限る。）、第六十二条第
五十六条第一項（第十二号に係る部分に限る。）、第六十二条第
四項並びに第七十条第二項（第二号ハ⑴に係る部分に限る。）の
四項並びに第七十条第二項（第二号ハ⑴に係る部分に限る。）の
規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上
規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上
欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に
欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第一項第 被用者年金被保険者 第一号等厚生年金被
第六条第一項第 被用者年金被保険者 第一号等厚生年金被
五号
等
保険者（年金制度の
五号
等
保険者（確定拠出年
機能強化のための国
金法等の一部を改正
民年金法等の一部を
する法律（平成二十
改正する法律（令和
八年法律第六十六号
二年法律第四十号）
）第二条の規定によ
第二十二条の規定に
る改正後の法第二条
よる改正後の法第二
第六項に規定する第
条第六項に規定する
一号等厚生年金被保
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４

第十五条第一項
第十二号

第二十一条第九
号
（略）
第五十六条第一
項第十二号

（略）

若しくは第七十四条
の二の規定
（略）
（略）
若しくは第七十四条
の二の規定
（略）
第五十四条の規定に
より企業年金制度若
しくは退職手当制度
からその資産の全部
若しくは一部の移換
が行われたことがあ
るとき又は法第五十
四条の二若しくは第
七十四条の二
（略）
（略）

第一号等厚生年金被
保険者をいう。）
の規定
（略）
（略）
の規定
（略）
第七十四条の二

（略）
（略）
４

第十五条第一項
第十二号

（新設）
（略）
第五十六条第一
項第十二号

（略）

（新設）

（略）
（略）
（新設）

（新設）

険者をいう。）

（略）
（略）
（新設）

（略）
（新設）

（略）
（略）

（略）
（新設）

（略）
（略）

（存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等）
（存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等）
第四十八条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六 第四十八条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六
十条の二第二項、第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から
十条の二第二項、第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から
第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項
第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項
から第四項まで、第七十五条（第一項第一号及び第十一号に係る
から第四項まで、第七十五条（第一項第一号及び第十一号に係る
部分を除く。）、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前
部分を除く。）、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前
厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一
厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一
項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項におい
項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項におい
て準用する廃止前厚生年金基金規則第二十一条（第二項第一号及
て準用する廃止前厚生年金基金規則第二十一条（第二項第一号及
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び第四号を除く。）、第二十三条から第二十八条まで、第三十条
の二、第三十条の四、第一章第六節（第三十四条第一号、第三十
六条第一号及び第三十七条から第四十条までを除く。）、第一章
第七節（第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四
十七条の二及び第四十七条の三を除く。）、第五十三条から第五
十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、
第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力
を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生
年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の下欄に掲げる字句とする。
（略）
（略）
第七十三条第二 基金又は解散した基
号
金の名称
（略）
平成二十五年改正法
附則第三条第十一号
に規定する存続厚生
年金基金（以下「基
金」という。）又は
解散した基金の名称
、確定給付企業年金
脱退一時金相当額（
確定給付企業年金法
第八十一条の二第一
項に規定する脱退一
時金相当額又は平成
二十五年改正法附則
第四十条第一項第三
号に規定する確定給
付企業年金脱退一時
金相当額をいう。以
下同じ。）又は残余
財産を連合会に移換
した確定給付企業年

び第四号を除く。）、第二十三条から第二十八条まで、第三十条
の二、第三十条の四、第一章第六節（第三十四条第一号、第三十
六条第一号及び第三十七条から第四十条までを除く。）、第一章
第七節（第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四
十七条の二及び第四十七条の三を除く。）、第五十三条から第五
十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、
第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力
を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生
年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の下欄に掲げる字句とする。
（略）
（略）
第七十三条第二 基金又は解散した基
号
金の名称

（略）
平成二十五年改正法
附則第三条第十一号
に規定する存続厚生
年金基金（以下「基
金」という。）又は
解散した基金の名称
並びに確定給付企業
年金脱退一時金相当
額（確定給付企業年
金法第八十一条の二
第一項に規定する脱
退一時金相当額又は
平成二十五年改正法
附則第四十条第一項
第三号に規定する確
定給付企業年金脱退
一時金相当額をいう
。以下同じ。）又は
残余財産を連合会に
移換した確定給付企
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第七十三条第三
号

年月日

金の資産管理運用機
関等（確定給付企業
年金法第三十条第三
項に規定する資産管
理運用機関等をいう
。）に係る事業主の
名称及び確定給付企
業年金法施行規則第
八条に規定する規約
番号（基金型企業年
金である場合にあつ
ては、当該企業年金
の名称及び同令第十
六条に規定する基金
番号）並びに個人別
管理資産（確定拠出
年金法第五十四条の
五第二項に規定する
個人別管理資産をい
う。次号及び第十一
号において同じ。）
を連合会に移換した
企業型年金の資産管
理機関に係る事業主
の名称
年月日、確定給付企
業年金脱退一時金相
当額の算定の基礎と
なつた期間若しくは
平成二十五年改正法
附則第四十六条第一
第七十三条第三
号

年月日

業年金の資産管理運
用機関等（確定給付
企業年金法第三十条
第三項に規定する資
産管理運用機関等を
いう。）に係る事業
主の名称及び確定給
付企業年金法施行規
則第八条に規定する
規約番号（基金型企
業年金である場合に
あつては、当該企業
年金の名称及び同令
第十六条に規定する
基金番号）

年月日又は確定給付
企業年金脱退一時金
相当額の算定の基礎
となつた期間若しく
は平成二十五年改正
法附則第四十六条第
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（略）
第七十三条第十
一号

（略）
十一 基金が確定給
付企業年金法第百
十条の二第一項の
規定による権利義
務の移転を行つた
年月日及び連合会
が同条第六項の規
定により解散基金
加入員とみなされ
た者に支給する老
齢年金給付の額

項若しくは平成二十
五年改正法附則第六
十三条第二項の規定
によりなおその効力
を有するものとされ
た改正前確定給付企
業年金法第九十一条
の三第一項の終了し
た確定給付企業年金
の加入者の資格の取
得及び喪失の年月日
又は個人別管理資産
の額の算定の基礎と
なった期間
（略）
十一 平成二十五年
改正法附則第三十
八条第三項の規定
により読み替えて
適用する確定拠出
年金法第五十四条
の五第二項の規定
により個人別管理
資産の移換を受け
ている場合にあっ
ては、当該移換を
受けた年月日及び
その額
十二 基金が平成二
十五年改正法附則
第五条第一項の規
（略）
第七十三条第十
一号

（略）
確定給付企業年金法

一項若しくは平成二
十五年改正法附則第
六十三条第二項の規
定によりなおその効
力を有するものとさ
れた改正前確定給付
企業年金法第九十一
条の三第一項の終了
した確定給付企業年
金の加入者の資格の
取得及び喪失の年月
日

（略）
平成二十五年改正法
附則第五条第一項の
規定によりなおその
効力を有するものと
された改正前確定給
付企業年金法
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定によりなおその
効力を有するもの
とされた改正前確
定給付企業年金法
第百十条の二第一
項の規定による権
利義務の移転を行
つた年月日及び連
合会が同条第六項
の規定により解散
基金加入員とみな
された者に支給す
る老齢年金給付の
額
（削る）
（削る）
年月日
年月日及び連合会が
同条第六項の規定に
より解散基金加入員
とみなされた者に支
給する老齢年金給付
の額
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
２ 存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五 ２ 存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五
条第一項（第十二号に係る部分に限る。）、第二十一条第九号、
条第一項（第十二号に係る部分に限る。）、第二十一条第九号、
第二十六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第三十条第二
第二十六条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第三十条第二
項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第五十六条第一
項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第五十六条第一
項（第十二号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有
項（第十二号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有
する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出
する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出
年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句とする。
表の下欄に掲げる字句とする。
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
第三十条第二項 （略）
（略）
第三十条第二項 （略）
（略）
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３

第三号

第五十六条第一
項第十二号

（略）

（略）
又は同法第九十一条
の三第一項

加入者期間

第五十四条の二若し
くは第七十四条の二
（略）
（略）

（略）
、平成二十五年改正
法附則第四十七条第
一項若しくは平成二
十五年改正法附則第
六十三条第二項の規
定によりなおその効
力を有するものとさ
れた改正前確定給付
企業年金法第九十一
条の三第一項
加入者期間又は平成
二十五年改正法附則
第三十八条第三項の
規定により読み替え
て適用する確定拠出
年金法第五十四条の
五第二項の規定によ
り存続連合会（平成
二十五年改正法附則
第三条第十三号に規
定する存続連合会を
いう。）に移換され
た同項に規定する個
人別管理資産の算定
の基礎となった期間
第七十四条の二
（略）
（略）
３

第三号

第五十六条第一
項第十二号

（略）

（略）
同法第九十一条の三
第一項

（新設）

（略）
平成二十五年改正法
附則第四十七条第一
項若しくは平成二十
五年改正法附則第六
十三条第二項の規定
によりなおその効力
を有するものとされ
た改正前確定給付企
業年金法第九十一条
の三第一項
（新設）

（新設）

（略）
（略）

（新設）

（略）
（略）
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若しくは第五十四条
の五第二項

、公的年金制度の健
全性及び信頼性の確
保のための厚生年金
保険法等の一部を改
正する法律（平成二
十五年法律第六十三
号。以下「平成二十
五年改正法」という
。）附則第三十八条
第三項の規定により
読み替えて適用する
確定拠出年金法第五
十四条の五第二項
存続連合会（平成二
十五年改正法附則第
三条第十三号に規定
する存続連合会をい
う。以下同じ。）
、平成二十五年改正
法附則第三十八条第
三項の規定により読
み替えて適用する確
定拠出年金法第五十
四条の五第二項
存続連合会
平成二十五年改正法
附則第三十八条第三

４ 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行 （新設）
規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
第十五条第一項 若しくは第五十四条
第十一号の二
の五第二項

第十五条の二第
一項

企業年金連合会
第五十四条の五第一
項

企業年金連合会

第三十一条の二
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第三十一条の三
（見出しを含む
。）

第五十六条の二
第一項

企業年金連合会
企業年金連合会
法第五十四条の五第
一項

令第二十六条の二

若しくは第五十四条
の五第二項

企業年金連合会

項の規定により読み
替えて適用する確定
拠出年金法第五十四
条の五第一項
存続連合会
存続連合会
平成二十五年改正法
附則第三十八条第三
項の規定により読み
替えて適用する確定
拠出年金法第五十四
条の五第一項
公的年金制度の健全
性及び信頼性の確保
のための厚生年金保
険法等の一部を改正
する法律の施行に伴
う経過措置に関する
政令（平成二十六年
政令第七十四号）第
四十九条第四項の規
定により読み替えて
適用する令第二十六
条の二
、平成二十五年改正
法附則第三十八条第
三項の規定により読
み替えて適用する確
定拠出年金法第五十
四条の五第二項
存続連合会
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（準用規定）
（準用規定）
第四十九条 確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十二条の 第四十九条 確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十二条の
二、第三十三条から第三十六条まで、第百四条の十七及び第百四
二、第三十三条から第三十六条まで、第百四条の十七及び第百四
条の十九の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第百
条の十九の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第百
四条の十五、第百四条の十六、第百四条の十八及び第百四条の二
四条の十五、第百四条の十六、第百四条の十八及び第百四条の二
十三から第百四条の二十六までの規定は存続連合会に係る移換金
十二から第百四条の二十五までの規定は存続連合会に係る移換金
について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同
に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
げる字句に読み替えるものとする。
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
第三十二条の二 が法第八十一条の二 から公的年金制度の
第三十二条の二 法第八十一条の二第 公的年金制度の健全
第二項、第八十二条 健全性及び信頼性の
二項、第八十二条の 性及び信頼性の確保
の六第一項又は第九 確保のための厚生年
五第一項又は第九十 のための厚生年金保
十一条の二十七第二 金保険法等の一部を
一条の二十六第二項 険法等の一部を改正
項
改正する法律（平成
する法律（平成二十
二十五年法律第六十
五年法律第六十三号
三号。以下「平成二
。以下「平成二十五
十五年改正法」とい
年改正法」という。
う。）附則第四十六
）第四十六条第二項
条第二項、第四十七
、第四十七条第二項
条第二項、第四十八
、第四十八条第二項
条第二項若しくは第
若しくは第四十九条
四十九条第二項、平
第二項又は平成二十
成二十五年改正法附
五年改正法附則第六
則第三十八条第三項
十三条第一項の規定
の規定により読み替
によりなおその効力
えて適用する確定拠
を有するものとされ
出年金法第五十四条
た平成二十五年改正
の五第二項又は平成
法第二条の規定によ
二十五年改正法附則
る改正前の確定給付
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第六十三条第一項の
規定によりなおその
効力を有するものと
された平成二十五年
改正法第二条の規定
による改正前の確定
給付企業年金法（以
下「改正前確定給付
企業年金法」という
。）第九十一条の二
第二項、平成二十五
年改正法附則第六十
三条第二項の規定に
よりなおその効力を
有するものとされた
改正前確定給付企業
年金法第九十一条の
三第二項、平成二十
五年改正法附則第六
十三条第三項の規定
によりなおその効力
を有するものとされ
た改正前確定給付企
業年金法第九十一条
の四第二項若しくは
平成二十五年改正法
附則第六十三条第四
項の規定によりなお
その効力を有するも
のとされた改正前確
定給付企業年金法第

企業年金法（以下「
改正前確定給付企業
年金法」という。）
第九十一条の二第二
項、平成二十五年改
正法附則第六十三条
第二項の規定により
なおその効力を有す
るものとされた改正
前確定給付企業年金
法第九十一条の三第
二項、平成二十五年
改正法附則第六十三
条第三項の規定によ
りなおその効力を有
するものとされた改
正前確定給付企業年
金法第九十一条の四
第二項若しくは平成
二十五年改正法附則
第六十三条第四項の
規定によりなおその
効力を有するものと
された改正前確定給
付企業年金法第九十
一条の五第二項
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脱退一時金相当額等
（脱退一時金相当額
、個人別管理資産、
中小企業退職金共済
法第十七条第一項に
規定する解約手当金
に相当する額、同法
第三十一条の四第一
項に規定する解約手
当金に相当する額又
は積立金を総称する
。以下この条及び次
条において同じ。）
（略）
脱退一時金相当額等
の額

九十一条の五第二項
確定給付企業年金脱
退一時金相当額（平
成二十五年改正法附
則第四十条第一項第
三号に規定する確定
給付企業年金脱退一
時金相当額をいう。
以下同じ。）若しく
は脱退一時金相当額
（以下「脱退一時金
相当額等」と総称す
る。）、残余財産又
は個人別管理資産
（略）
脱退一時金相当額等
、残余財産の額若し
くは個人別管理資産
の額（確定給付企業
年金中途脱退者（同
号に規定する確定給
付企業年金中途脱退
者をいう。以下同じ
。）、終了制度加入
者等（法第八十九条
第六項に規定する終
了制度加入者等をい
う。以下同じ。）又
は企業型年金加入者
であった者（平成二
十五年改正法附則第

脱退一時金相当額等
（脱退一時金相当額
、個人別管理資産、
中小企業退職金共済
法第十七条第一項に
規定する解約手当金
に相当する額、同法
第三十一条の四第一
項に規定する解約手
当金に相当する額又
は積立金を総称する
。以下この条及び次
条において同じ。）
（略）
脱退一時金相当額等

確定給付企業年金脱
退一時金相当額（平
成二十五年改正法附
則第四十条第一項第
三号に規定する確定
給付企業年金脱退一
時金相当額をいう。
以下同じ。）若しく
は脱退一時金相当額
（以下「脱退一時金
相当額等」と総称す
る。）又は残余財産

（略）
脱退一時金相当額等
若しくは残余財産の
額（確定給付企業年
金中途脱退者（同号
に規定する確定給付
企業年金中途脱退者
をいう。以下同じ。
）又は終了制度加入
者等（法第八十九条
第六項に規定する終
了制度加入者等をい
う。以下同じ。）の
給付に充てる部分に
限る。）
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（略）
第三十三条第三
項

（略）
遺族給付金

四十九条の二第一項
に規定する企業型年
金加入者であった者
をいう。）の給付に
充てる部分に限る。
）の額
（略）
平成二十五年改正法
附則第四十六条第三
項、第四十七条第三
項、第四十八条第三
項若しくは第四十九
条の二第一項の存続
連合会遺族給付金又
は平成二十五年改正
法附則第六十三条第
一項の規定によりな
おその効力を有する
ものとされた改正前
確定給付企業年金法
第九十一条の二第三
項、平成二十五年改
正法附則第六十三条
第二項の規定により
なおその効力を有す
るものとされた改正
前確定給付企業年金
法第九十一条の三第
三項若しくは平成二
十五年改正法附則第
六十三条第三項の規
（略）
第三十三条第三
項

（略）
遺族給付金

（略）
平成二十五年改正法
附則第四十六条第三
項、第四十七条第三
項若しくは第四十八
条第三項の存続連合
会遺族給付金又は平
成二十五年改正法附
則第六十三条第一項
の規定によりなおそ
の効力を有するもの
とされた改正前確定
給付企業年金法第九
十一条の二第三項、
平成二十五年改正法
附則第六十三条第二
項の規定によりなお
その効力を有するも
のとされた改正前確
定給付企業年金法第
九十一条の三第三項
若しくは平成二十五
年改正法附則第六十
三条第三項の規定に
よりなおその効力を
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（略）
第百四条の十七
第二項
第百四条の十七
第三項

第百四条の十七
第四項

（略）
（略）
（略）
（略）
法第九十一条の二十
三第二項
老齢給付金又は遺族
給付金
法第九十一条の十九
第六項（法第九十一
条の二十第六項、第
九十一条の二十一第
五項、第九十一条の
二十二第八項及び第
九十一条の二十三第
三項において準用す
る場合を含む。）

定によりなおその効
力を有するものとさ
れた改正前確定給付
企業年金法第九十一
条の四第三項の遺族
給付金
（略）
（略）
（略）
（略）
平成二十五年改正法
附則第四十九条の二
第二項
存続連合会老齢給付
金又は存続連合会遺
族給付金
平成二十五年改正法
附則第四十六条第六
項（平成二十五年改
正法附則第四十七条
第六項、第四十八条
第五項、第四十九条
第七項又は第四十九
条の二第三項におい
て準用する場合を含
む。）又は平成二十
五年改正法附則第六
十三条第一項の規定
によりなおその効力
を有するものとされ

（略）
第百四条の十七
第二項
（新設）

第百四条の十七
第三項

（新設）

（新設）

（略）
（略）
（略）
（略）

（新設）

（新設）

（略）
（略）
（略）
（略）

有するものとされた
改正前確定給付企業
年金法第九十一条の
四第三項の遺族給付
金

法第九十一条の十九
第六項（法第九十一
条の二十第六項、第
九十一条の二十一第
五項及び第九十一条
の二十二第八項にお
いて準用する場合を
含む。）

平成二十五年改正法
附則第四十六条第六
項（平成二十五年改
正法附則第四十七条
第六項、第四十八条
第五項又は第四十九
条第七項において準
用する場合を含む。
）又は平成二十五年
改正法附則第六十三
条第一項の規定によ
りなおその効力を有
するものとされた改
正前確定給付企業年
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（略）
第百四条の二十
三第一項
第百四条の二十
三第二項

（略）
法第九十一条の二十
七第一項
（略）
法第九十一条の二十
七第五項
令第六十五条の二十

た改正前確定給付企
業年金法第九十一条
の二第六項（平成二
十五年改正法附則第
六十三条第二項の規
定によりなおその効
力を有するものとさ
れた改正前確定給付
企業年金法第九十一
条の三第六項、平成
二十五年改正法附則
第六十三条第三項の
規定によりなおその
効力を有するものと
された改正前確定給
付企業年金法第九十
一条の四第五項又は
平成二十五年改正法
附則第六十三条第四
項の規定によりなお
その効力を有するも
のとされた改正前確
定給付企業年金法第
九十一条の五第八項
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）

（略）
第百四条の二十
二第一項
第百四条の二十
二第二項

（略）
法第九十一条の二十
六第一項
（略）
法第九十一条の二十
六第五項
令第六十五条の二十

金法第九十一条の二
第六項（平成二十五
年改正法附則第六十
三条第二項の規定に
よりなおその効力を
有するものとされた
改正前確定給付企業
年金法第九十一条の
三第六項、平成二十
五年改正法附則第六
十三条第三項の規定
によりなおその効力
を有するものとされ
た改正前確定給付企
業年金法第九十一条
の四第五項又は平成
二十五年改正法附則
第六十三条第四項の
規定によりなおその
効力を有するものと
された改正前確定給
付企業年金法第九十
一条の五第八項

（略）
（略）

（略）
（略）

（略）
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第百四条の二十
四第一項
第百四条の二十
四第二項
第百四条の二十
五

第百四条の二十
六

二
法第九十一条の二十
八第一項
法第九十一条の二十
八第四項
法第九十一条の二十
七第二項又は第九十
一条の二十八第二項
（略）
令第六十五条の二十
二
（略）
（略）
（略）

（略）
（略）

第百四条の二十
三第一項
第百四条の二十
三第二項
第百四条の二十
四

第百四条の二十
五

一
法第九十一条の二十
七第一項
法第九十一条の二十
七第四項
第九十一条の二十六
第二項又は第九十一
条の二十七第二項
（略）
令第六十五条の二十
一

（略）

（略）

（略）

（略）
（略）

（給付の算定に関する基準）
（給付の算定に関する基準）
第五十三条 平成二十六年経過措置政令第五十三条の規定、平成二 第五十三条 平成二十六年経過措置政令第五十三条の規定、平成二
十六年経過措置政令第六十四条第四項、第六項若しくは第八項の
十六年経過措置政令第六十四条第四項、第六項若しくは第八項の
規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基
規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基
金令第五十二条の二の規定又は平成二十六年経過措置政令第六十
金令第五十二条の二の規定又は平成二十六年経過措置政令第六十
六条第二項、第四項、第六項若しくは第八項の規定によりなおそ
六条第二項、第四項、第六項若しくは第八項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第
の効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第
六十五条の二の規定による給付の額の算定に当たって用いられる
六十五条の二の規定による給付の額の算定に当たって用いられる
予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金（平成二十五年改
予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金（平成二十五年改
正法附則第六十条に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ
正法附則第六十条に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ
。）又は積立金（平成二十五年改正法附則第六十条に規定する積
。）又は積立金（平成二十五年改正法附則第六十条に規定する積
立金をいう。第六十一条において同じ。）の運用収益及び存続連
立金をいう。第六十一条において同じ。）の運用収益及び存続連
合会が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、解
合会が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、解
散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者（平成二十五年改
散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者（平成二十五年改
正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途
正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途
脱退者をいう。以下同じ。）、終了制度加入者等（改正後確定給
脱退者をいう。以下同じ。）又は終了制度加入者等（改正後確定
付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をい
給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等を
う。第五十四条の二第一項において同じ。）又は企業型年金加入
いう。第五十四条の二第一項において同じ。）の死亡の状況に係
者であった者（平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に
る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
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規定する企業型年金加入者であった者をいう。次条第二項及び第
五十四条の二第一項において同じ。）の死亡の状況に係る予測に
基づき合理的に定めたものでなければならない。
２ 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項 （新設）
、第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二
第一項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金
若しくは存続連合会遺族給付金の額、平成二十五年改正法附則第
四十四条第三項若しくは第四十八条第三項の規定により存続連合
会が支給する存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付
金の額又は平成二十五年改正法附則第四十五条第三項若しくは第
四十九条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺
族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改
正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三
項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、
第四十八条第三項、第四十九条第三項又は第四十九条の二第一項
の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、
零とする。
３ 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおそ （新設）
の効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の
二第三項の規定により存続連合会が老齢年金給付の額に加算する
額若しくは支給する一時金たる給付の額、平成二十五年改正法附
則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により存続
連合会が老齢年金給付の額に加算する額若しくは支給する一時金
たる給付の額又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規
定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険
法第百六十二条第二項の規定により存続連合会が支給する死亡若
しくは障害を支給理由とする年金たる給付若しくは一時金たる給
付の額は、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改正法附
則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項、平成二十五年
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（中途脱退者等への説明義務）

改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項又は平成
二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力
を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項
の交付金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、
零とする。
４ 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおそ （新設）
の効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一
条の二第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付
企業年金法第九十一条の三第三項の規定により存続連合会が支給
する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、平成二十五年改正法附
則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の規定によ
り存続連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は
平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその
効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条
の五第三項の規定により存続連合会が支給する遺族給付金の額は
、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改正法附則第六十
三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正
前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項、平成二十五年改正
法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するもの
とされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項、平成
二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力
を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四
第三項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によ
りなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
第九十一条の五第三項の移換金の額から事務費を控除した額が零
以下である場合には、零とする。
（中途脱退者等への説明義務）

- 83 -

第五十四条 （略）
第五十四条
２ 平成二十六年経過措置政令第五十九条の規定により存続連合会 （新設）
が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して
必要な事項について説明するときは、当該個人別管理資産の移換
の申出の期限及び当該申出の手続その他個人別管理資産の移換に
係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

（略）

（中途脱退者等の個人情報の取扱い）
（中途脱退者等の個人情報の取扱い）
第五十四条の二 存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱退者 第五十四条の二 存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱退者
、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、終了制度加
、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者及び終了制度
入者等及び企業型年金加入者であった者（以下この条において「
加入者等（以下この条において「中途脱退者等」という。）の氏
中途脱退者等」という。）の氏名、性別、生年月日、住所その他
名、性別、生年月日、住所その他の中途脱退者等の個人に関する
の中途脱退者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用
情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の
するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に
遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、
関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし
及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他
、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限
正当な事由がある場合は、この限りでない。
りでない。
（略）
２ （略）
２
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第七条

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を次の表のように改正する。

- 85 -

改

正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

（存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等）
（存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等）
第十七条 （略）
第十七条 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）
５ 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金 （新設）
法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げ
る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句とする。
第十二条の二第 に掲げる者
一項各号列記以
外の部分
又は公的年金制度の
健全性及び信頼性の
確保のための厚生年
金保険法等の一部を
改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関
係省令の整備等及び
経過措置に関する省
令（平成二十六年厚
生労働省令第二十号
。以下「平成二十六
年整備省令」という
。）第十七条第三項
の規定によりなおそ
の効力を有するもの
とされた平成二十六
年整備省令第三条の
規定による改正前の
確定拠出年金法施行
規則（以下「改正前

- 86 -

第十二条の二第
二項

第十二条の二第
一項第三号

、当該他制度加入事
業主に使用される者
として令第十一条第
一号イからハまでに
掲げる者

に掲げる者

又は他制度加入事業
主に使用される者と
して令第十一条第一
号イからハまでに掲
げる者

確定拠出年金法施行
規則」という。）第
十条第一項第三号イ
に掲げる者
又は平成二十六年整
備省令第十七条第三
項の規定によりなお
その効力を有するも
のとされた改正前確
定拠出年金法施行規
則第十条第一項第三
号イに掲げる者
、当該他制度加入事
業主に使用される者
として令第十一条第
一号イからハまで又
は平成二十六年整備
省令第十七条第三項
の規定によりなおそ
の効力を有するもの
とされた改正前確定
拠出年金法施行規則
第十条第一項第三号
イに掲げる者
又は他制度加入事業
主に使用される者と
して令第十一条第一
号イからハまで若し
くは平成二十六年整
備省令第十七条第三
項の規定によりなお
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第三十条第一項
第二号

第二十一条の二
第一項第二号

公的年金制度の健全
性及び信頼性の確保
のための厚生年金保
険法等の一部を改正
する法律（平成二十
五年法律第六十三号
）

他制度加入者

その効力を有するも
のとされた改正前確
定拠出年金法施行規
則第十条第一項第三
号イに掲げる者
他制度加入者又は公
的年金制度の健全性
及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険
法等の一部を改正す
る法律（平成二十五
年法律第六十三号）
附則第三条第十一号
に規定する存続厚生
年金基金の加入者
公的年金制度の健全
性及び信頼性の確保
のための厚生年金保
険法等の一部を改正
する法律

（存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等）
（存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等）
第四十八条 （略）
第四十八条 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）
４ 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行 ４ 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行
規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定
規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
とする。
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
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第六十一条の二
第一項及び第二
項

企業年金連合会

存続連合会

（新設）

（新設）

（新設）
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附

則

令和四年五月一日

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

（施行期日）
第一条

第一条、第三条、第五条及び第六条の規定

る日から施行する。
一
第四条及び第七条の規定

令和四年十月一日

二

（企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置）

第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則の規定（第十三条第三項の規定を除く。）は

第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則第十三条第三項の規定は、施行日以後に支給を受

を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

定する退職手当等とみなす一時金を含む。以下この項において同じ。）について適用し、施行日前に支払

四十年法律第三十三号）第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において同項に規

、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき退職手当等（所得税法（昭和

第二条

２
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けるべき小規模企業共済法（昭和四十年法律第百二号）第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条

第一項に規定する解約手当金（以下「共済金等」という。）について適用し、施行日前に支給を受けるべ
き共済金等については、なお従前の例による。
（様式に関する経過措置）

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式（次項におい

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

て「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第三条

２
り繕って使用することができる。
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