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（国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置）

附 則

国 民 年金 法等 の一 部を 改正する法律（ 平 成十六 年 法律第 百四号 ）（抄 ）

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
一
（第一 条関係）

附 則
（国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置）

年改正法の規定（以下この条において「改正前の国民年金法等の規定

よる改正前の国民年金法又は第十四条の規定による改正前の昭和六十

より計算した額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定に

（以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。）に

民年金法又は第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定

五項に規定する障害年金については、第一条の規定による改正後の国

る給付（付加年金を除く。）及び昭和六十年改正法附則第三十二条第

ない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するも

「改正前の国民年金法等の規定」という。）により計算した額に満た

の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定（以下この条において

読み替えられた第一条の規定による改正前の国民年金法又は第十四条

年金法等の規定」という。）により計算した額が、次項の規定により

正後の昭和六十年改正法の規定（以下この項において「改正後の国民

第一条の規定による改正後の国民年金法又は第十四条の規定による改

六十年改正法附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、

国民年金法による年金たる給付（付加年金を除く。）及び昭和

」という。）により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金

のとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれら

第七条 平成二十六年度までの各年度における国民年金法による年金た 第七条

法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等

の給付の額とする。

（新規）

２ （略）

の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における国民年金法による年金
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条

たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例）
第七条の二

の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
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次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下
欄中「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者物価
指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この条の規定によ
る率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）
の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、
〇・九八八（この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改
定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度
の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百
四号）第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をい
う。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令
で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・
九七八（この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後
の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇
・九七八を」と、「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全
国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この
項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われ
た年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年
の四月以降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われたと
きは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七
八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十
六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七
条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を
乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当
該年度の四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」とする。
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（昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の
額の計算に関する経過措置）

定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項（次項にお

により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規

いう。）の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定

条第二項（以下この項において「改正後の附則第三十二条第二項」と

ては、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二

三十二条第一項に規定する年金たる給付（障害年金を除く。）につい

」という。）の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の

則第三十二条第二項（次項において「改正前の附則第三十二条第二項

り読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附

有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定によ

後の附則第三十二条第二項」という。）の規定によりなおその効力を

昭和六十年改正法附則第三十二条第二項（以下この項において「改正

付（障害年金を除く。）については、第十四条の規定による改正後の

昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給

いて「改正前の附則第三十二条第二項」という。）の規定によりなお

規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効

第八条

その効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たな

力を有するものとし、改正後の附則第三十二条第二項の規定によりな

平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第

い場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の

おその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額を

第八条

附則第三十二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

これらの給付の額とする。

（新規）

２ （略）

た法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条

第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措
置の特例）
第八条の二

の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」
とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同
条第二項の表下欄中「額に〇・九八八（総務省において作成する年平
均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年
（この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が
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行われた年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、そ
の翌年の四月以降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「額
に〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法
律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の第二十七
条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を
乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当
該年度の四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九
八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「四十一万五千八百円に〇
・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数（以
下「物価指数」という。）が平成十五年（この項の規定による率の改
定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指
数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八
八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率
）にその低下した比率」とあるのは「四十一万五千八百円に〇・九七
八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十
六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七
条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を
乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当
該年度の四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」とする。

別に法律で定める月（以下「特定月」という。）の前月以前の

期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による

第十条

期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による

改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平

第十条 別に法律で定める月（以下「特定月」という。）の前月以前の
改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平
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掲げる月数を合算した月数（四百八十を限度とする。）を四百八十で

じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）に、次の各号に

数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生

二十七条に規定する改定率を乗じて得た額（その額に五十円未満の端

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第

項並びに第九条の二の二第四項及び第五項並びに他の法令において適

いては、同条ただし書（同法第二十八条第四項、附則第九条の二第四

成二十一年四月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額につ

除して得た数を乗じて得た額とする。

掲げる月数を合算した月数（四百八十を限度とする。）を四百八十で

じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）に、次の各号に

数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生

二十七条に規定する改定率を乗じて得た額（その額に五十円未満の端

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第

項並びに第九条の二の二第四項及び第五項並びに他の法令において適

いては、同条ただし書（同法第二十八条第四項、附則第九条の二第四

成二十一年四月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額につ

一

除して得た数を乗じて得た額とする。
（略）

（略）

一

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数（四百八十から保険

二 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数（四百八十から保険

料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。）の八分の

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。）の八分の

三 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

七に相当する月数

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

七に相当する月数

二

三

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する

四 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年三

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する

四 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年三

月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の月数（四

保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相

月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の月数（四

百八十から保険料納付済期間の月数並びに平成二十一年四月から平

保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相

百八十から保険料納付済期間の月数並びに平成二十一年四月から平

成二十四年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分

当する月数

成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分

の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とす

当する月数

の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とす

五 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年三

る。）の六分の五に相当する月数

五 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年三

月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の月数から

る。）の六分の五に相当する月数
月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の月数から
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の二分の一に相当する月数

前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数

の二分の一に相当する月数

前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数

後の期間に係る保険料半額免除期間の月数（四百八十から保険料納

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数

後の期間に係る保険料半額免除期間の月数（四百八十から保険料納

六 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

六
付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数

を控除して得た月数を限度とする。）の四分の三に相当する月数

七 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

を控除して得た月数を限度とする。）の四分の三に相当する月数
平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険

七
後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険

八 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年三

料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月

八 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年三

月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数（四百八

料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月

月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数（四百八

十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数並

数

十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数並

びに平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月

数

びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月

九 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年三

以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除

九 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年三

月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数から前号

以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除

月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数から前号

に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の

して得た月数を限度とする。）の三分の二に相当する月数

に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の

一に相当する月数

して得た月数を限度とする。）の三分の二に相当する月数

一に相当する月数

後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数（四百八十から保険

十 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数（四百八十から保険

料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半

額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする

十

額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする

十一 平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月

。）の八分の五に相当する月数
平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月

。）の八分の五に相当する月数
十一
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十二 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年

三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の月数（

十二 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年

以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定す

三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の月数（

四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の

以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定す

四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の

月数、保険料半額免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成

る保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に

月数、保険料半額免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成

二十四年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の

る保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に

二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の

三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする

相当する月数

三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする

。）の二分の一に相当する月数

相当する月数

。）の二分の一に相当する月数

特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年

三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の月数か

十三

三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の月数か

ら前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月

特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年

ら前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月

数の六分の一に相当する月数

十三

数の六分の一に相当する月数
以後の期間に係る保険料全額免除期間（国民年金法第九十条の三第

一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付する

以後の期間に係る保険料全額免除期間（国民年金法第九十条の三第

平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月

一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付する

ことを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号におい

十四

ことを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号におい

て同じ。）の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料

平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月

て同じ。）の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料

四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四

十四

四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四

十五 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十四年

分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度と

十五 特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十六年

三月までの期間を除く。）に係る保険料全額免除期間の月数（四百

分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度と

三月までの期間を除く。）に係る保険料全額免除期間の月数（四百

八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数

する。）の二分の一に相当する月数

八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数

、保険料半額免除期間の月数、保険料四分の三免除期間の月数並び

する。）の二分の一に相当する月数

、保険料半額免除期間の月数、保険料四分の三免除期間の月数並び
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後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除し

に平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以

て得た月数を限度とする。）の三分の一に相当する月数

後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除し

に平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び特定月以

（改定率の改定の特例）

２ （略）

て得た月数を限度とする。）の三分の一に相当する月数
２ （略）
（改定率の改定の特例）

七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。）

区分（同一の改定率（第一条の規定による改正後の国民年金法第二十

、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる

給権者（以下この条及び次条において「受給権者」という。）のうち

者ごとの区分をいう。次項において同じ。）に属するものに適用され

する改定率をいう。以下この条において同じ。）が適用される受給権

の改定率（第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定

度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る区分（同一

給権者（以下この条において「受給権者」という。）のうち、当該年

国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受 第十二条 国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受

が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項及び次条において同じ

る改定率の改定については、同法第二十七条の四及び第二十七条の五

第十二条

。）に属するものに適用される改定率の改定については、平成二十六

の規定は、適用しない。

第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定す

年度までの間は、同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、
適用しない。

一

る老齢基礎年金の額（同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規

第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定す
る老齢基礎年金の額（同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規

定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額

一

定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額

とする。）

附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するも

とする。）

二

のとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文

附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定に

より読み替えられてなおその効力を有するものとされた第一条の規

に規定する老齢基礎年金の額

二

定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年

第二号に掲げる額を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の国民

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項

年金法第二十七条の四第二項第一号に規定する調整率（以下この項に

第二号に掲げる額を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の国民

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項

金の額

年金法第二十七条の四第二項第一号に規定する調整率（以下この項及
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用される改定率の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の

に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適

び次条第二項において「調整率」という。）が前項第一号に掲げる額

については、当該比率を調整率とみなす。

の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用

二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率

おいて「調整率」という。）が前項第一号に掲げる額に対する同項第

（新規）

第十四条

（略）

五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲

（平成二十七年度における改定率の改定の特例）
第十二条の二
げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される
改定率の改定については、第一条の規定による改正後の国民年金法第
平成二十七年度における第一条の規定による改正後の国民年金法

二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。
一

第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額（同法第二十七条の四
及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率
平成二十六年度における附則第七条の二の規定により読み替えら

を基礎として計算した額とする。）
二

れた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有する
ものとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本
文に規定する老齢基礎年金の額
２ 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額
が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げ
る額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するもの
に適用される改定率の改定に対する第一条の規定による改正後の国民
年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、
当該比率を調整率とみなす。
第十四条 （略）
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年金法による老齢基礎年金（同法第二十七条ただし書（附則第十条第

かかわらず、当該年度における保険料免除期間を有する者に係る国民

えて適用する場合を含む。）に掲げる額は、当分の間、同号の規定に

国民年金法第八十五条第一項第二号（前条第七項の規定により読み替

一項において適用する場合を含む。）の規定によってその額が計算さ

年金法による老齢基礎年金（同法第二十七条ただし書（附則第十条第

かかわらず、当該年度における保険料免除期間を有する者に係る国民

えて適用する場合を含む。）に掲げる額は、当分の間、同号の規定に

国民年金法第八十五条第一項第二号（前条第七項の規定により読み替

平成二十一年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の ２ 平成二十一年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の

一項において適用する場合を含む。）の規定によってその額が計算さ

れるものに限る。）の給付に要する費用の額に、第一号に掲げる数を

２

れるものに限る。）の給付に要する費用の額に、第一号に掲げる数を

第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額とする。

該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数（四百

イ 当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当

八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度

該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数（四百

イ 当該平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当

一 次に掲げる数を合算した数

八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度

とする。）に八分の一を乗じて得た数

次に掲げる数を合算した数

第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額とする。
一

とする。）に八分の一を乗じて得た数

控除して得た月数を限度とする。）に十二分の一を乗じて得た数

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を

二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特定月以

月数（四百八十から当該保険料納付済期間の月数並びに当該平成

六年三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の

ハ 当該平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当

控除して得た月数を限度とする。）に十二分の一を乗じて得た数

後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を

二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当該特定月以

月数（四百八十から当該保険料納付済期間の月数並びに当該平成

四年三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の一免除期間の

当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

ハ 当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当

該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数（四百八十

ロ

該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数（四百八十

から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期

当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期

間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。）に

ロ

間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。）に

ニ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

四分の一を乗じて得た数

ニ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

四年三月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数

四分の一を乗じて得た数
六年三月までの期間を除く。）に係る保険料半額免除期間の月数
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に六分の一を乗じて得た数

期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。）

三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除

一免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十六年

（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の

に六分の一を乗じて得た数

期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。）

三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除

一免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二十四年

（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の

控除して得た月数を限度とする。）に八分の三を乗じて得た数

期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を

八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除

該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数（四百

ヘ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

控除して得た月数を限度とする。）に八分の三を乗じて得た数

期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を

八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除

該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数（四百

当該平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当

ヘ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

四年三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の

ホ

六年三月までの期間を除く。）に係る保険料四分の三免除期間の

月数（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四

当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当

月数（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四

分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数並びに当

ホ

分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数並びに当

ト 当該平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当

該平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間及び当該特

当該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当

該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間（国民年金法第九

該平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び当該特

該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間（国民年金法第九

十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定に

定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した

十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定に

より納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除

定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した

より納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除

く。チにおいて同じ。）の月数（四百八十から当該保険料納付済

月数を控除して得た月数を限度とする。）に四分の一を乗じて得

く。チにおいて同じ。）の月数（四百八十から当該保険料納付済

期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半

月数を控除して得た月数を限度とする。）に四分の一を乗じて得

期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半

額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算

た額

額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算

した月数を控除して得た月数を限度とする。）に二分の一を乗じ

た額
ト

した月数を控除して得た月数を限度とする。）に二分の一を乗じ
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四分の三免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二

一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数、当該保険料

（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の

六年三月までの期間を除く。）に係る保険料全額免除期間の月数

チ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

十四年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料全

四分の三免除期間の月数並びに当該平成二十一年四月から平成二

一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数、当該保険料

（四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の

四年三月までの期間を除く。）に係る保険料全額免除期間の月数

チ 当該特定月の前月以前の期間（平成二十一年四月から平成二十

て得た数

十六年三月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料全

額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とす

て得た数

額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とす

る。）に三分の一を乗じて得た数
二 （略）

る。）に三分の一を乗じて得た数
二 （略）

３ （略）

（平成二十一年度から平成二十三年度までにおける基礎年金の国庫負

（略）

（平成二十一年度から平成二十五年度までにおける基礎年金の国庫負

担に関する経過措置の特例）

３

担に関する経過措置の特例）

規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三

に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に

に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロ

、第六号及び第九号を除く。）に掲げる額（同項第四号に規定する者

定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号（第一号

金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、前条第二項に規

三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年

及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第

費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第十三条第七項

度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する

分の一に相当する額を除く。）の合算額のほか、前条第一項並びに昭

規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三

に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に

に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロ

、第六号及び第九号を除く。）に掲げる額（同項第四号に規定する者

定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号（第一号

金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、前条第二項に規

三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年

及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第

費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第十三条第七項

度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する

第十四条の二 国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年 第十四条の二 国庫は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年

分の一に相当する額を除く。）の合算額のほか、前条第一項並びに昭
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る収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二

規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行によ

する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第六十九条第二項の

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大

融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金

法律（平成二十二年法律第七号）第三条第一項の規定により、財政投

成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する

第十七号）第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平

投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律（平成二十一年法律

っては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政

担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあ

額並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負

よる改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる

十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定に

附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三

一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額と

えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第

和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替

る収入金を活用して、確保するものとする。

規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行によ

する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第六十九条第二項の

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大

融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金

法律（平成二十二年法律第七号）第三条第一項の規定により、財政投

成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する

第十七号）第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平

投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律（平成二十一年法律

っては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政

担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあ

額並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負

よる改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる

十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定に

附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三

一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額と

えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第

和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替

十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の
発行の特例に関する法律（平成二十四年法律第百一号）第四条第一項
の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保する

第十六条の二 特定年度の前年度が平成二十六年度以後の年度である場

合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十三年度以前の年度

第十六条の二 特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度である場

ものとする。

合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十五年度以前の年度
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制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法

第十四条の二前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を

金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について附則

を除く。）の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年

制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法

第十四条の二前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を

金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について附則

を除く。）の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年

（厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措

措置を講ずるものとする。

料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、必要な法制上の

いて、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間に係る保険

金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数につ

以前の期間を除く。）に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年

措置）

（厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過

措置を講ずるものとする。

料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、必要な法制上の

いて、平成二十一年四月から平成二十四年三月までの期間に係る保険

金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数につ

以前の期間を除く。）に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年

２ 前項の場合において、特定月の前月までの期間（平成二十六年三月 ２ 前項の場合において、特定月の前月までの期間（平成二十四年三月

置）

による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和

により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定

以下この項において「改正後の厚生年金保険法等の規定」という。）

（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。

成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）の規定

十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律（平

金保険法、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法又は第二

る年金たる保険給付については、第七条の規定による改正後の厚生年

よる改正前の平成十二年改正法の規定（他の法令において引用し、準

四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定に

り読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十

金保険法等の規定」という。）により計算した額が、次項の規定によ

又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の厚生年

二年改正法」という。）の規定（他の法令において引用し、準用し、

法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十

後の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正後の国民年金

条の規定による改正後の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正

厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第七

六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法

用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の

第二十七条

の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を

厚生年金保険法等の規定」という。）により計算した額に満たない場

第二十七条 平成二十六年度までの各年度における厚生年金保険法によ

含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」とい
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等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法

う。）により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法
らの給付の額とする。

とし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれ

合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するもの

（新規）

２ （略）

等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における

年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例）
第二十七条の二
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の
表下欄中「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者
物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この項の規定
による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前
年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以
降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当
該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該
年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律
第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定
する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得
た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の
四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行われたとき
は、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」
とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八（総務省において作成
する年平均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平
成十五年（この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当
該改定が行われた年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合におい
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ては、その翌年の四月以降、〇・九八八（この条の規定による率の改
定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」とある
のは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正す
る法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民
年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率
に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合
においては、当該年度の四月以降、〇・九七八（この条の規定による
率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率
」と、「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者物
価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この項の規定に
よる率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年
）の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降
、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該
改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年
度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第
百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定す
る改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た
率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四
月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行われたときは
、当該改定後の率）に当該政令で定める率」とする。
（昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給
付の額の計算に関する経過措置）

第二十八条 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金た

る保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改

平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附

則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四

正法附則第七十八条第二項（以下この項において「改正後の附則第七

第二十八条

条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項（以
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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法令の規定

れらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八

するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、こ

の附則第七十八条第二項」という。）の規定によりなおその効力を有

前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項（次項において「改正前

た額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正

定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算し

下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。）の規

の額とする。

有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付

のとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を

算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するも

の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計

第二項（次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。）

れた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条

された法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えら

十八条第二項」という。）の規定によりなおその効力を有するものと

（新規）

２ （略）

にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則
第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経
過措置の特例）
第二十八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項におい
て」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と
、同条第二項の表下欄中「〇・九八八（総務省において作成する年平
均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年
（この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が
行われた年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、そ
の翌年の四月以降、〇・九八八（この号の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇
・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（
平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第
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二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九
九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合において
は、当該年度の四月以降、〇・九七八（この号の規定による率の改定
が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「
〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八（総務
省において作成する年平均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」
という。）が平成十五年（この条の規定による率の改定が行われたと
きは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指数を下回るに至
つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八（この条の規
定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下し
た比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等
の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定によ
る改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定
の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が
一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八（この
条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該
政令で定める率」と、「〇・九八八（総務省において作成する年平均
の全国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（
この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行
われた年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、その
翌年の四月以降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われ
たときは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・
九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平
成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二
十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九
〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては
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、当該年度の四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が
行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」とする。
（昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給
付の額の計算に関する経過措置）

するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、こ

の附則第八十七条第三項」という。）の規定によりなおその効力を有

前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項（次項において「改正前

た額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正

定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算し

下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。）の規

条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項（以

則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四

間は、なおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三

算した額に満たない場合は、これらの規定は、平成二十五年度までの

の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計

第三項（次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。）

れた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条

された法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えら

十七条第三項」という。）の規定によりなおその効力を有するものと

正法附則第八十七条第三項（以下この項において「改正後の附則第八

る保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改

平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附 第二十九条 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金た

れらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七

項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかか

第二十九条

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法令の規定

わらず、当該額をこれらの給付の額とする。

（新規）

２ （略）

にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則
第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経
過措置の特例）
第二十九条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項におい
て」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と
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、同条第二項の表下欄中「〇・九八八（総務省ニ於テ作成スル年平均
ノ全国消費者物価指数（以下「物価指数」ト称ス）ガ平成十五年（此
ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハ
レタル年ノ前年）ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年
ノ四月以降、〇・九八八（此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタル
トキハ当該改定後ノ率）ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九
七八（当該年度ノ改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成
十六年法律第百四号）第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十
七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ）ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ
乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当
該年度ノ四月以降、〇・九七八（此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハ
レタルトキハ当該改定後ノ率）ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇
・九八八ヲ」とあるのは「〇・九七八ヲ」と、「〇・九八八（総務省
ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数（以下「物価指数」ト称
ス）ガ平成十五年（此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ
直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年）ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル
場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八（此ノ条ノ規定ニ依ル
率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率）ニ其ノ低下シタル比率
」とあるのは「〇・九七八（当該年度ノ改定率（国民年金法等の一部
を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条ノ規定ニ依ル改正
後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ）ノ改定ノ基準ト
ナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一
ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八（此ノ条ノ規定
ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率）ニ当該政令ヲ以
テ定ムル率」と、「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全
国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この
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項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われ
た年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年
の四月以降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われたと
きは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七
八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十
六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七
条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を
乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当
該年度の四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九
八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。

（再評価率等の改定等の特例）

（再評価率等の改定等の特例）

従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ

七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の

項及び次条第一項第一号において同じ。）又は従前額改定率（第二十

評価率（同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この

。以下この条及び次条において同じ。）に属するものに適用される再

よる改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう

に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分（第七条の規定に

条において「受給権者」という。）のうち、当該年度において第一号

のに限る。）その他政令で定める給付の受給権者（以下この条及び次

という。）の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の

同じ。）その他政令で定める率（以下この条において「再評価率等」

法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において

又は従前額改定率（第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正

三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。）

条において同じ。）に属するものに適用される再評価率（同法第四十

の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この

指数が第二号に掲げる指数を下回る区分（第七条の規定による改正後

て「受給権者」という。）のうち、当該年度において第一号に掲げる

のに限る。）その他政令で定める給付の受給権者（以下この条におい

厚生年金保険法による年金たる保険給付（政令で定めるも

。）その他政令で定める率（以下この条及び次条において「再評価率

厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定（これらの

第三十一条 厚生年金保険法による年金たる保険給付（政令で定めるも 第三十一条

等」という。）の改定又は設定については、平成二十六年度までの間
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正法附則第二十一条第四項においてその例による場合を含む。以下こ

において準用し、又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改

第四十三条の五の規定（これらの規定を同法附則第十七条の二第六項

は、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び

ない。

てその例による場合を含む。以下この条において同じ。）は、適用し

の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項におい

規定を同法附則第十七条の二第六項において準用し、又は第二十七条

生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がな

条第二項の規定により計算した額（第七条の規定による改正後の厚

は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一

いものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基

生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がな

条第二項の規定により計算した額（第七条の規定による改正後の厚

は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又

いものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基

礎として計算した額とする。）の水準を表すものとして政令で定め

一

礎として計算した額とする。）の水準を表すものとして政令で定め

るところにより計算した指数

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又

の条及び次条において同じ。）は、適用しない。
一

るところにより計算した指数

るものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法

二 附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有す

の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第

附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものと

附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条

二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第

して政令で定めるところにより計算した指数

二

一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定める

するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十

掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属

この項及び次条第二項において「調整率」という。）が前項第一号に

厚生年金保険法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率（以下

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第七条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第

する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用

この項において「調整率」という。）が前項第一号に掲げる指数に対

厚生年金保険法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率（以下

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第七条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

ところにより計算した指数

三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調
整率とみなす。
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（平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例）
第三十一条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に
掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用
される再評価率等の改定又は設定については、第七条の規定による改
正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、
平成二十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保

適用しない。
一
険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十
二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額（第七条
の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三
条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価
率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。）の水準を表
平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替

すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二

えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力
を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年
改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表す
ものとして政令で定めるところにより計算した指数
２ 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指
数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に
掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属
するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第七条の規
定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五
の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
（平成二十一年度から平成二十五年度までの厚生年金保険の基礎年金

（新規）

（平成二十一年度から平成二十三年度までの厚生年金保険の基礎年金
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拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例）

拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例）

により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収

ために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十九条第二項の規定

十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施する

会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二

第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般

度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条

第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年

公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための

額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、

定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差

項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規

額のほか、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一

七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する

め、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第

条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるた

年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四

入金を活用して、確保するものとする。

により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収

ために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十九条第二項の規定

十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施する

会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二

第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般

度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条

第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年

公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための

額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、

定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差

項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規

額のほか、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一

七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する

め、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第

条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるた

年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四

第三十二条の二 国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各 第三十二条の二 国庫は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各

入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五
年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行
の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行に

（厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措

置）

（厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措

よる収入金を活用して、確保するものとする。

置）
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算定して得た差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で

の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により

民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金

度を除く。）の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国

場合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十五年度以前の年

国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるもの

算定して得た差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で

の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により

民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金

度を除く。）の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国

場合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十三年度以前の年

特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度である

国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるもの

とする。

第三十二条の三

とする。

（移行農林共済年金等の額の計算に関する経過措置）

第三十二条の三 特定年度の前年度が平成二十六年度以後の年度である

（移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置）

前の附則第十六条第一項」という。）の規定によりなおその効力を有

改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項（次項において「改正

した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による

規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算

（以下この項において「改正後の附則第十六条第一項」という。）の

三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第一項

項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。）については、第

第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第四

算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するも

の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計

条第一項（次項において「改正前の附則第十六条第一項」という。）

られた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六

とされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替え

第十六条第一項」という。）の規定によりなおその効力を有するもの

三年統合法附則第十六条第一項（以下この項において「改正後の附則

。以下同じ。）については、第三十一条の規定による改正後の平成十

十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう

移行農林共済年金（第三十一条の規定による改正後の平成

するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、こ

のとし、改正後の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有

平成二十六年度までの各年度における移行農林共済年金（ 第五十二条

れらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条

するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の

第五十二条

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法令の規定に

額とする。

（新規）

２ （略）

かかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林共済年金の額
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平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における

の計算に関する経過措置の特例）
第五十二条の二
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項におい
て」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と
、同条第二項の表下欄中「〇・九八八（総務省において作成する年平
均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年
（この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が
行われた年の前年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、そ
の翌年の四月以降、〇・九八八（この号の規定による率の改定が行わ
れたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇
・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（
平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第
二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九
九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合において
は、当該年度の四月以降、〇・九七八（この号の規定による率の改定
が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「
〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八（総務
省において作成する年平均の全国消費者物価指数（以下「物価指数」
という。）が平成十五年（この号の規定による率の改定が行われたと
きは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指数を下回るに至
った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八（この号の規
定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下し
た比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等
の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定によ
る改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定
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の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が
一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八（この
号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該
政令で定める率」とする。
（移行農林年金の額の計算に関する経過措置）

、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の

りなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が

の項において「改正後の附則第十六条第二項」という。）の規定によ

の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第二項（以下こ

規定する移行農林年金をいう。以下同じ。）については、第三十一条

十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第六項に

の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計

三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項

法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第

第二項」という。）の規定によりなおその効力を有するものとされた

法附則第十六条第二項（以下この項において「改正後の附則第十六条

じ。）については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合

年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同

移行農林年金（第三十一条の規定による改正後の平成十三

平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有

算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するも

第五十三条

するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、こ

のとし、改正後の附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有

平成二十六年度までの各年度における移行農林年金（第三

れらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条

するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の

第五十三条

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法令の規定に

額とする。
２ （略）

かかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）

（平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林年金の額の計 （新規）
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における

算に関する経過措置の特例）
第五十三条の二

前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の
表下欄中「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者
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物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この項の規定
による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前
年）の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以
降、〇・九八八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当
該改定後の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該
年度の改定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律
第百四号）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定
する改定率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得
た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の
四月以降、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行われたとき
は、当該改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」
とあるのは「〇・九七八を」とする。
（特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置）

前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の

額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正

法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した

じ。）については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合

一項に規定する特例遺族農林年金をいう。附則第五十五条において同

第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十六条第

一項に規定する特例障害農林年金をいう。）及び特例遺族農林年金（

第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第

の規定はなおその効力を有するものとし、第三十一条の規定による改

第四十六条第二項の規定により算定した額に満たない場合は、これら

条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び

規定により算定した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一

後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の

う。次条において同じ。）については、第三十一条の規定による改正

十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をい

う。）及び特例遺族農林年金（第三十一条の規定による改正後の平成

十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をい

特例障害農林年金（第三十一条の規定による改正後の平成

規定により算定した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効

正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項

第五十四条

力を有するものとし、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統

の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

第五十四条 平成二十六年度までの各年度における特例障害農林年金（

合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定にかかわらず
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、当該額をこれらの給付の額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における特例障害農林年金等の
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における

額の計算に関する経過措置の特例）
第五十四条の二
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項中
「〇・九八八（総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数
（以下「物価指数」という。）が平成十五年（この項の規定による率
の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物
価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・
九八八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後
の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改
定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号
）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定
率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率とし
て政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降
、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該

２ （略）
（新規）

（廃止前の国民年金特別会計法及び特別会計に関する法律の適用に関

改定後の率）に当該政令で定める率」とする。
（廃止前の国民年金特別会計法及び特別会計に関する法律の適用に関

する経過措置）
（略）

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度における特別会計

２・３

第五十六条 （略）

する経過措置）
（略）

（略）

第五十六条
２・３

４ 平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における特別会計 ４
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（表略）

下欄に掲げる字句とする。

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

に関する法律の規定の適用については、前項の規定によるほか、次の

（表略）

下欄に掲げる字句とする。

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

に関する法律の規定の適用については、前項の規定によるほか、次の
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二

正

案

２・３ （略）

第三十一条 （略）

現

（特例退職共済年金の支給）

附 則

行

（傍線部分は改正部分）

厚 生 年 金 保 険 制 度 及 び 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 制 度 の 統 合 を 図 る た め の 農 林 漁業 団 体 職 員 共 済 組 合 法 等 を 廃 止 す

改

る等 の法律（平成十三年法律第百一号）（抄 ）
（第二条関係）

附 則
（特例退職共済年金の支給）
（略）

第三十一条 （略）
２・３

げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控

除した額を特例退職共済年金の額とする。

げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控

４ 前二項の規定により算定した特例退職共済年金の額が、第一号に掲 ４ 前二項の規定により算定した特例退職共済年金の額が、第一号に掲
除した額を特例退職共済年金の額とする。

一

として支給される額に相当する額として政令で定めるところにより

ときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るもの

以下単に「老齢基礎年金」という。）の支給を受けることとなった

。）を乗じて得た額（施行日以後国民年金法による老齢基礎年金（

る。）に、改定率（次条の規定により設定した率をいう。以下同じ

給年金額が加算されていたときは当該加給年金額を控除した額とす

り改定した額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加

退職したものとみなして旧農林共済法第三十七条第三項の規定によ

年金の額（移行厚生年金被保険者については施行日の前日において

よる老齢基礎年金（以下単に「老齢基礎年金」という。）の支給を

として政令で定める率）を乗じて得た額（施行日以後国民年金法に

までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準

を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月

者物価指数（以下「物価指数」という。）が平成十五年の物価指数

る。）に、〇・九七一（総務省において作成する年平均の全国消費

給年金額が加算されていたときは当該加給年金額を控除した額とす

り改定した額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加

退職したものとみなして旧農林共済法第三十七条第三項の規定によ

年金の額（移行厚生年金被保険者については施行日の前日において

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済

一 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済

算定した額を控除した額）

受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組

- 31 -

二 （略）

合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で

定めるところにより算定した額を控除した額）
二 （略）

る者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金

年数（廃止前農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げ

同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ

者に支給する特例退職共済年金の額は、第二項の規定にかかわらず、

の支給を開始した月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当

る者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金

年数（廃止前農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げ

同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ

者に支給する特例退職共済年金の額は、第二項の規定にかかわらず、

５ 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金を受けていた ５ 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金を受けていた

の支給を開始した月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当

する年数をいう。次条第三項において同じ。）を乗じて得た額を控除
（略）

する年数をいう。附則第三十二条第三項において同じ。）を乗じて得

６

した額とする。

（略）

た額を控除した額とする。
６

第三十一条の二 平成二十五年度における改定率は、〇・九七一に平成 （新規）
二十三年の物価指数（総務省において作成する年平均の全国消費者物
価指数をいう。以下この項において同じ。）を平成十五年の物価指数
で除して得た率を乗じて得た率に〇・九九二を乗じて得た率に、平成
二十五年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第
三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第
一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定
により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準
とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただ
平成二十六年度以降の年度における改定率は、当該年度の前年度に

し、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
２

おける改定率に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第
一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第
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四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しく
は第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改
定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める
率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七
一とする。
第三十二条

（略）

２ （略）

（略）

２ （略）

３ 前項第二号の規定による特例退職共済年金の額は、前条第二項の規

第三十二条
３ 前項第二号の規定による特例退職共済年金の額は、附則第三十一条

４ （略）

定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相

４ （略）

５ 前項の規定による特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から

第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百

５ 前項の規定による特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から

第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を

当する額に繰上げ年数を乗じて得た額を控除した額とする。

第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を

特例退職共済年金の額とする。

分の四に相当する額に繰上げ年数を乗じて得た額を控除した額とする。

特例退職共済年金の額とする。

昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算

退職年金の額に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を

一

退職年金の額に、改定率を乗じて得た額（施行日以後老齢基礎年金

下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月ま

昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算
の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農

での間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準と

一

林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額とし

して政令で定める率）を乗じて得た額（施行日以後老齢基礎年金の

施行日以後における退職共済年金の額（廃止前農林共済法第三十

政令で定めるところにより算定した額を控除した額）

共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として

支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林

て政令で定めるところにより算定した額を控除した額）

二

八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加

施行日以後における退職共済年金の額（廃止前農林共済法第三十

八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加

給年金額を控除した額とし、附則第十六条第十三項の規定により準

二

給年金額を控除した額とし、附則第十六条第十三項の規定により準
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。）

適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする

若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の

条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四

は当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七

厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき

る標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が

金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法によ

条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該退職共済年

用する厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用があるときは同

。）

適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする

若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の

条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四

は当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七

厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき

る標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が

金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法によ

条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該退職共済年

用する厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用があるときは同

２～４ （略）

第三十六条 （略）

５ 前三項の規定により算定した特例障害共済年金の額が、第一号に掲

２～４ （略）

第三十六条

（特例障害共済年金の支給）

５ 前三項の規定により算定した特例障害共済年金の額が、第一号に掲

げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控

（特例障害共済年金の支給）

げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控

除した額を特例障害共済年金の額とする。

（略）

除した額を特例障害共済年金の額とする。

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害共済

年金の額（旧農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額

一

年金の額（旧農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額

が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額）に、〇・

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害共済
が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額）に、改定

九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては

二 施行日以後における障害共済年金の額（廃止前農林共済法第四十

一

率を乗じて得た額

、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一

にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率）
二 施行日以後における障害共済年金の額（廃止前農林共済法第四十

三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加

を乗じて得た額
三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加
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四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がない

くは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第

がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若し

険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定

月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保

八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬

給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の附則第

ものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）

四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がない

くは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第

がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若し

険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定

月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保

八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬

給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の附則第

２ （略）

第三十七条 （略）

（特例遺族共済年金の支給）

６・７ （略）

ものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）
６・７ （略）

（略）

（特例遺族共済年金の支給）
第三十七条
２ （略）

３ 前項の規定により算定した特例遺族共済年金の額が、第一号に掲げ ３ 前項の規定により算定した特例遺族共済年金の額が、第一号に掲げ

一 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族共済

る額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族共済

年金の額（旧農林共済法第四十八条並びに昭和六十年農林共済改正

る額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除

年金の額（旧農林共済法第四十八条並びに昭和六十年農林共済改正

法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により

した額を特例遺族共済年金の額とする。

法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により

その額が加算されていたときは、当該加算額を控除した額）に、〇

した額を特例遺族共済年金の額とする。

その額が加算されていたときは、当該加算額を控除した額）に、改

・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合において

二 施行日以後における遺族共済年金の額（廃止前農林共済法第四十

一

定率を乗じて得た額

は、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七

一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率
二 施行日以後における遺族共済年金の額（廃止前農林共済法第四十

八条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに

）を乗じて得た額
八条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに

- 35 -

第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がな

しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは

ときは当該加算額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若

第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されている

いものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）

第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がな

しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは

ときは当該加算額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若

第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されている

（略）

２ （略）

第三十八条

（略）

（特例退職年金の支給）

４～６

いものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）
４～６ （略）

（略）

（特例退職年金の支給）
第三十八条
２ （略）

から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した

３ 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額 ３ 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額
から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した

額を特例退職年金の額とする。

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金

七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がない

みなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第

則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額と

二 施行日以後における退職年金の額（当該退職年金の受給権者の附

ものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第

七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がない

みなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第

則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額と

二 施行日以後における退職年金の額（当該退職年金の受給権者の附

一

額を特例退職年金の額とする。
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金

ものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第

二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三

一

の額に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場

二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三

条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものと

の額に、改定率を乗じて得た額

合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は

、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令

条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものと

して政令で定めるところにより算定した額とする。）

で定める率）を乗じて得た額

して政令で定めるところにより算定した額とする。）
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４ （略）

４ （略）

５ 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額 ５ 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額

一 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金

から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金

の額（昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規

から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した

の額（昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規

定の例によることとされた旧農林共済法第三十八条第一項の規定に

額を特例退職年金の額とする。

定の例によることとされた旧農林共済法第三十八条第一項の規定に

より加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除し

額を特例退職年金の額とする。

より加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除し

た額）に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る

該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の

年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当

準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生

受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標

れているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該退職年金の

止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算さ

正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた廃

二 施行日以後における退職年金の額（廃止前昭和六十年農林共済改

四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若し

該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の

年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当

準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生

受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標

れているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該退職年金の

止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算さ

正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた廃

二 施行日以後における退職年金の額（廃止前昭和六十年農林共済改

一

た額）に、改定率を乗じて得た額

場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間

は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政

四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若し

くは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用
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令で定める率）を乗じて得た額

くは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用

（略）
10

（特例減額退職年金の支給）

６～

がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）

（略）

がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）
６～

（特例減額退職年金の支給）

10

第三十九条
２ （略）

（略）

第三十九条
２ （略）

（略）

る額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除

３ 前項の規定により算定した特例減額退職年金の額が、第一号に掲げ ３ 前項の規定により算定した特例減額退職年金の額が、第一号に掲げ
る額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除

した額を特例減額退職年金の額とする。

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた減額退職

酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金

権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報

二 施行日以後における減額退職年金の額（当該減額退職年金の受給

保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改

酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金

権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報

二 施行日以後における減額退職年金の額（当該減額退職年金の受給

一

した額を特例減額退職年金の額とする。
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた減額退職

保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改

定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若

一

年金の額に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回

定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若

しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは

年金の額に、改定率を乗じて得た額

る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの

間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として

しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは

第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がな

政令で定める率）を乗じて得た額

第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がな

いものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）

（特例障害年金の支給）

４～７ （略）

いものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）
４～７ （略）
（特例障害年金の支給）

第四十一条 （略）
２・３

（略）

２・３

４ 前二項の規定により算定した特例障害年金の額が、第一号に掲げる

第四十一条

４ 前二項の規定により算定した特例障害年金の額が、第一号に掲げる

額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除し

（略）

額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除し

た額を特例障害年金の額とする。

（略）

た額を特例障害年金の額とする。

- 38 -

一

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害年金
の額に、改定率を乗じて得た額

一 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害年金

の額に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場

合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は

、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令
で定める率）を乗じて得た額

七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がない

みなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第

則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額と

ものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第

七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がない

みなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第

則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額と

施行日以後における障害年金の額（当該障害年金の受給権者の附

ものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第

二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三

二

二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三

条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものと

二 施行日以後における障害年金の額（当該障害年金の受給権者の附

条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものと

（略）

して政令で定めるところにより算定した額とする。）
５～８

して政令で定めるところにより算定した額とする。）
５～８ （略）

第四十二条

（特例遺族年金の支給）

第四十二条 （略）

２～６

（特例遺族年金の支給）
２～６ （略）

７ 第二項から前項までの規定により算定した特例遺族年金の額が、第

（略）

７ 第二項から前項までの規定により算定した特例遺族年金の額が、第

一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは

（略）

一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは

、当該控除した額を特例遺族年金の額とする。

の額（昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項の規定によ

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金

の額（昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項の規定によ

りその額が加算されていたときは、当該加算する額を控除した額）

一

りその額が加算されていたときは、当該加算する額を控除した額）

に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合に

施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金

、当該控除した額を特例遺族年金の額とする。
一

に、改定率を乗じて得た額

おいては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇
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・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定

きは当該加算する額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四

正法附則第四十一条第一項の規定によりその額が加算されていると

二 施行日以後における遺族年金の額（廃止前昭和六十年農林共済改

若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しく

きは当該加算する額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四

正法附則第四十一条第一項の規定によりその額が加算されていると

二 施行日以後における遺族年金の額（廃止前昭和六十年農林共済改

める率）を乗じて得た額

若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しく

は第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用が
（略）

は第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用が

８～

ないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）

（略）

ないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。）
８～

（特例老齢農林年金の支給）
第四十四条 （略）

（特例老齢農林年金の支給）
第四十四条

２～７ （略）

第六項の規定による特例老齢農林年金の額が、第一号に掲げる額か

２～７ （略）

第六項の規定による特例老齢農林年金の額が、第一号に掲げる額か ８

一 昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算

ら第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額

昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算

退職年金の額に、〇・九七一（物価指数が平成十五年の物価指数を

ら第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額

退職年金の額に、改定率を乗じて得た額（施行日以後老齢基礎年金

下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月ま

を特例老齢農林年金の額とする。

の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農

での間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準と

二 旧農林共済組合員期間を基礎として算定した厚生年金保険法によ

一

林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額とし

して政令で定める率）を乗じて得た額（施行日以後老齢基礎年金の

二 旧農林共済組合員期間を基礎として算定した厚生年金保険法によ

る老齢厚生年金の額（同法第四十四条第一項の規定により加給年金

政令で定めるところにより算定した額を控除した額）

共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として

支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林

て政令で定めるところにより算定した額を控除した額）

を特例老齢農林年金の額とする。

８

（略）

10

る老齢厚生年金の額（同法第四十四条第一項の規定により加給年金
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10

９

五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして

七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の

として算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十

八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないもの

された旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十

八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみな

ものとして算定した額とし、当該老齢厚生年金の受給権者の附則第

第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がない

額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、同法

政令で定めるところにより算定した額とする。）

五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして

七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の

として算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十

八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないもの

された旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十

八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみな

ものとして算定した額とし、当該老齢厚生年金の受給権者の附則第

第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がない

額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、同法

９ （略）

政令で定めるところにより算定した額とする。）
（略）
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三

改

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

法による年金である給付については、第一条の規定による改正

（法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置）

附 則

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）（抄）
（第三条関 係）

附 則
（法による年金である給付の額の算定に関する経過措置）

第四条

後の法（第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一

平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付

については、第一条の規定による改正後の法（第十七条の規定による

部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」という。）の規定によ

第四条
改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「平成

項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法（第十

り読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。）又は第九

という。）により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた

七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えら

十二年改正法」という。）の規定により読み替えられた第一条の規定

第一条の規定による改正前の法（第十七条の規定による改正前の平成

れた第一条の規定による改正前の法を含む。）又は第九条の規定によ

条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の法令において

十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前

る改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用

による改正後の法を含む。）又は第九条の規定による改正後の昭和六

の法を含む。）又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の

し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国

引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において

規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含

共済法等の規定」という。）により算定した金額に満たないときは、

十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例に

む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。）に

改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後

「改正後の国共済法等の規定」という。）により算定した金額が、次

より算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はな

の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給

よる場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」

おその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわら

付の金額とする。
２ （略）

ず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
２ （略）
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（平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給 （新規）
付の額の算定に関する経過措置の特例）
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条
の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第
四欄中「〇・九八八（第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平
成十五年（この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当
該改定が行われた年の前年）の当該物価指数を下回るに至つた場合に
おいては、その翌年の四月以後、〇・九八八（この項の規定による率
の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」と
あるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改
正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の
国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準とな
る率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る
場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八（この項の規定に
よる率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定め
る率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・
九八八（物価指数が平成十五年（この号の規定による率の改定が行わ
れたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指数を下回
るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八（この
号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその
低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年
金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規
定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）
の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定め
る率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八
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（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）
に当該政令で定める率」とする。
（旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置）

改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年

の規定により読み替えられた第九条の規定による改正前の昭和六十年

の昭和六十年改正法の規定」という。）により算定した金額が、次項

準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後

による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用し、

二条第六号に規定する旧共済法による年金については、第九条の規定

し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改

規定による改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用

規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の

）により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第九条の

。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。

定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む

年金については、第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規

昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による

改正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による

正前の昭和六十年改正法の規定」という。）により算定した金額に満

第五条

場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定

たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなお効力を有する

平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第

」という。）により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六

ものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額

第五条

十年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和六十年

を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。

（新規）

２ （略）

改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法によ
る年金の金額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金で
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条

ある給付の額の算定に関する経過措置の特例）
第五条の二

の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第
四欄中「〇・九八八（物価指数が平成十五年（この項の規定による率
の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物
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価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・
九八八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後
の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改
定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号
）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定
率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率とし
て政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後
、〇・九七八（この項の規定による率の改定が行われたときは、当該
改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるの
は「〇・九七八を」とする。
（再評価率等の改定等の特例）

（再評価率等の改定等の特例）

定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。）その

規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の従前額改

び次条第一項第一号において同じ。）又は従前額改定率（第十七条の

改正後の法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。以下この項及

て同じ。）に属するものに適用される再評価率（第一条の規定による

第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条におい

号に掲げる指数以下となる区分（第一条の規定による改正後の法別表

者」という。）のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二

政令で定める給付の受給権者（以下この条及び次条において「受給権

の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二

の他政令で定める率（以下この条において「再評価率等」という。）

十二条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。）そ

前額改定率（第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第

の二に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。）又は従

ものに適用される再評価率（同条の規定による改正後の法第七十二条

掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。）に属する

る指数を下回る区分（第一条の規定による改正後の法別表第二各号に

う。）のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げ

政令で定める給付の受給権者（以下この条において「受給権者」とい

法による年金である給付（政令で定めるものに限る。）その他

他政令で定める率（以下この条及び次条において「再評価率等」とい

条の五及び第七十二条の六の規定（第十七条の規定による改正後の平

第七条

う。）の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一

成十二年改正法附則第十二条第四項においてその例による場合を含む

法による年金である給付（政令で定めるものに限る。）その他

条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定

。以下この条において同じ。）は、適用しない。

第七条

（第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第四
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項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同
（略）
二

一 （略）

じ。）は、適用しない。
一
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定に

前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正

水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

られた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の

七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替え

附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十

二

よる改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして

対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適

条第二項において「調整率」という。）が前項第一号に掲げる指数に

法第七十二条の五第四項第一号に規定する調整率（以下この項及び次

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の

号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価

て「調整率」という。）が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二

法第七十二条の五第四項第一号に規定する調整率（以下この項におい

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

政令で定めるところにより計算した指数

用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第

規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
（新規）

七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げ

（平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例）
第七条の二

る指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用され
る再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後
平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十七

の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定は、適用しない。
一

条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第
一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三
項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二
条第二項の規定により算定した金額（第一条の規定による改正後の
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法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとし
て改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算
定した金額とする。）の水準を表すものとして政令で定めるところ
平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えら

により計算した指数
二
れた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第
十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替
えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額
の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
２ 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指
数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に
掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属
するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二
条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整

（平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に

関する経過措置の特例）

（平成二十一年度から平成二十三年度までの基礎年金拠出金の負担に

率とみなす。

関する経過措置の特例）

の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条

定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号（法附則第二十条

金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規

いて国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年

険管理機構は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度にお

立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保

において同じ。）に定める額のほか、政令で定めるところにより、法

の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条

定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号（法附則第二十条

金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規

いて国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年

険管理機構は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にお

立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保

第八条の二 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独 第八条の二 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独

において同じ。）に定める額のほか、政令で定めるところにより、法
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により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものと

百十七号）第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定

るために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成二十三年法律第

二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施す

般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成

条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一

の公債の発行の特例等に関する法律（平成二十二年法律第七号）第三

、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のため

関する法律（平成二十一年法律第十七号）第三条第一項の規定により

図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に

ついては、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を

を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものに

えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額

第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替

する。

により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものと

百十七号）第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定

るために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成二十三年法律第

二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施す

般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成

条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一

の公債の発行の特例等に関する法律（平成二十二年法律第七号）第三

、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のため

関する法律（平成二十一年法律第十七号）第三条第一項の規定により

図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に

ついては、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を

を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものに

えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額

第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替

（基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置）

し、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な
財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律（平成二十四
年法律第百一号）第四条第一項の規定により発行する公債の発行によ
る収入金を活用して、確保するものとする。
（基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置）

除く。）の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定に

において、当該特定年度の前年度まで（平成二十五年度以前の年度を

より納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度につ

除く。）の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定に

において、当該特定年度の前年度まで（平成二十三年度以前の年度を

特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度である場合

より納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度につ

いて前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国又

第八条の三

いて前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国又

は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立

第八条の三 特定年度の前年度が平成二十六年度以後の年度である場合

は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立
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（存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置）

の措置を講ずるものとする。

じ、これらの独立行政法人の負担に係るものについては必要な法制上

を講じた上で国の負担とするよう必要な法制上及び財政上の措置を講

担とするように、国の負担に係るものについては必要な税制上の措置

病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の負

（存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置）

の措置を講ずるものとする。

じ、これらの独立行政法人の負担に係るものについては必要な法制上

を講じた上で国の負担とするよう必要な法制上及び財政上の措置を講

担とするように、国の負担に係るものについては必要な税制上の措置

病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の負

による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定

六十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例

第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和

という。）により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた

よる場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」

十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例に

一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六

給付（以下この項において「特例年金給付」という。）について、第

が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金

法」という。）附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。）

保険法等の一部を改正する法律（以下この項において「平成八年改正

たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するも

て「改正前の国共済法等の規定」という。）により算定した金額に満

て引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項におい

九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令におい

項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第

「改正後の国共済法等の規定」という。）により算定した金額が、次

引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において

条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の法令において

給付」という。）について、第一条の規定による改正後の法又は第九

三条第一項に規定する特例年金給付（以下この項において「特例年金

に規定する存続組合をいう。）が支給する平成八年改正法附則第三十

この項において「平成八年改正法」という。）附則第三十二条第二項

平成二十六年度までの各年度における存続組合（厚生年金 第二十五条 存続組合（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（以下

」という。）により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済

のとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年

第二十五条

法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の

金給付の金額とする。

（新規）

２ （略）

規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特
例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例）
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第二十五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における
前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるの
は「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の
表第四欄中「〇・九八八（第七十二条の二第一項に規定する物価指数
が平成十五年（この項の規定による率の改定が行われたときは、直近
の当該改定が行われた年の前年）の当該物価指数を下回るに至つた場
合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八（この項の規定によ
る率の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下した比率
」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部
を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正
後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準
となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下
回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八（この項の規
定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で
定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「
〇・九八八（物価指数が平成十五年（この号の規定による率の改定が
行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指数を
下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八（
この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に
その低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国
民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条
の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう
。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で
定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九
七八（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の
率）に当該政令で定める率」とする。
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四

正

案

現

私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十一号）（抄）
（第 四条関 係）
改

（傍線部分は改正部分）

行

（平成二十一年度から平成二十三年度までの基礎年金拠出金に対する

附 則

（平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する

国の補助に関する経過措置の特例）

附 則
国の補助に関する経過措置の特例）

第二条の二 国は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に

済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助

第二条の二 国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度に

済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助

する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあ

おける日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第

する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあ

っては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政

おける日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第

っては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政

投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律（平成二十一年法律

二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該

投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律（平成二十一年法律

第十七号）第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平

二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該

第十七号）第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平

成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する

各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済

成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する

法律（平成二十二年法律第七号）第三条第一項の規定により、財政投

各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済

法律（平成二十二年法律第七号）第三条第一項の規定により、財政投

融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金

法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一

融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金

を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大

法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一

を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第六十九条第二項の

項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共

する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第六十九条第二項の
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規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行によ

る収入金を活用して、確保するものとする。

規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行によ

（基礎年金拠出金に対する国の補助の割合の引上げのための措置）

る収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二
十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の
発行の特例に関する法律（平成二十四年法律第百一号）第四条第一項
の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保する
ものとする。
（基礎年金拠出金に対する国の補助の割合の引上げのための措置）

民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金

年度を除く。）の各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国

る場合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十五年度以前の

の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により

民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金

年度を除く。）の各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国

る場合において、当該特定年度の前年度まで（平成二十三年度以前の

国は、特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度であ

の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により

算定して得た差額に相当する金額を、必要な税制上の措置を講じた上

国は、特定年度の前年度が平成二十六年度以後の年度であ 第二条の三

算定して得た差額に相当する金額を、必要な税制上の措置を講じた上

で補助するよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

第二条の三

で補助するよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。
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五

改

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（法による年金である給付の額等に関する経過措置）

附 則

地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 等 の 一 部 を 改 正す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） （ 抄 ）
（第 五条関 係）

附 則
（法による年金である給付の額等に関する経過措置）

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第

平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第

百八号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二条第七号に規

平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び 第三条

百八号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二条第七号に規

定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金

第三条

定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金

又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

（法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置）

２ （略）

又は通算遺族年金（以下「旧共済法による年金」という。）の額につ
いては、なお従前の例による。
２ （略）
（法による年金である給付の額の算定に関する経過措置）

条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の法令において

り読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。）又は第八

年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。）の規定によ

改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二

については、第一条の規定による改正後の法（第十三条の規定による

合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という

正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場

改正後の法を含む。）又は第八条の規定による改正後の昭和六十年改

改正法」という。）の規定により読み替えられた第一条の規定による

一部を改正する法律（平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年

後の法（第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の

法による年金である給付については、第一条の規定による改正

引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において

。）により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条

第四条

「改正後の地共済法等の規定」という。）により算定した金額が、次

の規定による改正前の法（第十三条の規定による改正前の平成十二年

第四条 平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付

項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法（第十
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改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後

共済法等の規定」という。）により算定した金額に満たないときは、

し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地

る改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用

れた第一条の規定による改正前の法を含む。）又は第八条の規定によ

三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えら

該金額を法による年金である給付の金額とする。

効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当

定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその

下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。）により算

他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以

含む。）又は第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定（

改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を

（新規）

２ （略）

の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給
付の金額とする。
２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給
付の額の算定に関する経過措置の特例）
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条
の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第
四欄中「〇・九八八（第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平
成十五年（この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当
該改定が行われた年の前年）の当該物価指数を下回るに至つた場合に
おいては、その翌年の四月以後、〇・九八八（この項の規定による率
の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその低下した比率」と
あるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年金法等の一部を改
正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規定による改正後の
国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）の改定の基準とな
る率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る
場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八（この項の規定に
よる率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に当該政令で定め
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る率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・
九八八（物価指数が平成十五年（この号の規定による率の改定が行わ
れたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物価指数を下回
るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八（この
号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）にその
低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国民年
金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条の規
定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。）
の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定め
る率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八
（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）
に当該政令で定める率」と、「〇・九八八（第七十四条の二第一項に
規定する物価指数が平成十五年（この号の規定による率の改定が行わ
れたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の当該物価指数を
下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八（
この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率）に
その低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改定率（国
民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第一条
の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう
。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で
定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九
七八（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の
率）に当該政令で定める率」とする。
（旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置）
第五条 平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金につ

第五条

昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額
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とし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧

きは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するもの

和六十年改正法の規定」という。）により算定した金額に満たないと

し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭

る改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用

る改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定によ

算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定によ

の項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。）により

法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下こ

いては、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の

とし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同

きは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するもの

和六十年改正法の規定」という。）により算定した金額に満たないと

し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭

る改正前の昭和六十年改正法の規定（他の法令において引用し、準用

る改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定によ

算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定によ

の項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。）により

法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下こ

いては、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定（他の

退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金につ

（新規）

２ （略）

族年金又は通産遺族年金の金額とする。

号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺

共済法による年金の金額とする。

２ （略）
（平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金で
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条

ある給付の額の算定に関する経過措置の特例）
第五条の二

の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「
次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第
四欄中「〇・九八八（物価指数が平成十五年（この号の規定による率
の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年）の物
価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・
九八八（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後
の率）にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八（当該年度の改
定率（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号
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）第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定
率をいう。）の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率とし
て政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後
、〇・九七八（この号の規定による率の改定が行われたときは、当該
改定後の率）に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるの
は「〇・九七八を」とする。
（再評価率等の改定等の特例）

（再評価率等の改定等の特例）

項第一号において同じ。）その他政令で定める率（以下この条及び次

、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一

の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項

及び次条第一項第一号において同じ。）又は従前額改定率（第十三条

改正後の法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下この項

て同じ。）に属するものに適用される再評価率（第一条の規定による

第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条におい

号に掲げる指数以下となる区分（第一条の規定による改正後の法別表

者」という。）のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二

政令で定める給付の受給権者（以下この条及び次条において「受給権

規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定（第

いて「再評価率等」という。）の改定又は設定については、第一条の

以下この項において同じ。）その他政令で定める率（以下この条にお

第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。

従前額改定率（第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則

第二項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。）又は

ものに適用される再評価率（同条の規定による改正後の法第四十四条

掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。）に属する

る指数を下回る区分（第一条の規定による改正後の法別表第二各号に

う。）のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げ

政令で定める給付の受給権者（以下この条において「受給権者」とい

法による年金である給付（政令で定めるものに限る。）その他

条において「再評価率等」という。）の改定又は設定については、平

十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第十項に

第七条

成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第四十四条

おいてその例による場合を含む。以下この条において同じ。）は、適

法による年金である給付（政令で定めるものに限る。）その他

の四及び第四十四条の五の規定（第十三条の規定による改正後の平成

用しない。

第七条

十二年改正法附則第十一条第十項においてその例による場合を含む。
（略）

二 附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十

一

以下この条及び次条において同じ。）は、適用しない。
一

附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定に

（略）

二
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よる改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして

前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正

水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

られた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の

三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替え

用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正

対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適

条第二項において「調整率」という。）が前項第一号に掲げる指数に

法第四十四条の四第四項第一号に規定する調整率（以下この項及び次

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整

率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四

号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価

て「調整率」という。）が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二

法第四十四条の四第四項第一号に規定する調整率（以下この項におい

項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の

２ 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同

政令で定めるところにより計算した指数

後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、

率とみなす。
（新規）

当該比率を調整率とみなす。
（平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例）
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げ
る指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用され
る再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後
平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十九

の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定は、適用しない。
一

条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及
び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十
三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の
規定により算定した金額（第一条の規定による改正後の法第四十四
条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、
又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額
とする。）の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算
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二

した指数
平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えら

れた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第
十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替
えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額
の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
２ 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指
数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に
掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属
するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規
定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用
については、当該比率を調整率とみなす。

条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法

される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前

の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付

第八条の二 地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度まで

第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正

条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法

される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前

の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付

第八条の二 地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十三年度まで

（平成二十一年度から平成二十三年度までの基礎年金拠出金の負担に

第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正

後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により

（平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に

後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により

読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二

関する経過措置の特例）

読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二

号に定める額との差額に相当する額を負担する。

関する経過措置の特例）

号に定める額との差額に相当する額を負担する。

特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度である場合

（基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置）
第八条の三

（基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置）
第八条の三 特定年度の前年度が平成二十六年度以後の年度である場合
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団体の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるもの

いて前条の規定の例により算定して得た差額に相当する額を地方公共

より納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度につ

除く。）の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定に

において、当該特定年度の前年度まで（平成二十五年度以前の年度を

とする。

団体の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるもの

いて前条の規定の例により算定して得た差額に相当する額を地方公共

より納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度につ

除く。）の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定に

において、当該特定年度の前年度まで（平成二十三年度以前の年度を

（略）

とする。

第十七条

（法による遺族共済年金の支給に関する経過措置）

（略）

（法による遺族共済年金の支給に関する経過措置）
第十七条

に規定する旧共済法による年金（退職を給付事由とするものに限る。

２ 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第二条第七号

由とするものに限る。）その他これに相当するものとして政令で定め

）その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有す

平成十九年四月一日前において旧共済法による年金（退職を給付事

るものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族

る者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取

２

共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額

３ （略）

については、なお従前の例による。

得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止

（略）

の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
３
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六

正

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

児童扶養手当法による児童扶養 手当の額等の改定の特 例に関する法律（ 平成十 七 年法律第九 号 ）（抄 ）

（第六条関 係）
改

に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額

次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により

、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき

平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄 １ 平成十七年四月以降の月分の次の表の上欄に掲げる手当については

がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の

計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定（他の法令

１

上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄

において引用する場合を含む。）にかかわらず、当該額をこれらの手

児童扶養手当法（昭和三十六年 児童扶養手当法第五条の二

に掲げる規定（他の法令において引用する場合を含む。）にかかわら
児童扶養手当法（昭和三十六年 児童扶養手当法第五条の二

法律第二百三十八号）による児

当の額とする。

法律第二百三十八号）による児

童扶養手当

ず、当該額をこれらの手当の額とする。

童扶養手当

特別児童扶養手当等の支給に関 特別児童扶養手当等の支給に関

百三十四号）による特別児童扶 する児童扶養手当法第五条の二

する法律（昭和三十九年法律第 する法律第十六条において準用

特別児童扶養手当等の支給に関 特別児童扶養手当等の支給に関

養手当

百三十四号）による特別児童扶 する児童扶養手当法第五条の二

する法律（昭和三十九年法律第 する法律第十六条において準用

特別児童扶養手当等の支給に関

用する同法第十六条において準

する法律による障害児福祉手当 する法律第二十六条において準

特別児童扶養手当等の支給に関

用する児童扶養手当法第五条の

特別児童扶養手当等の支給に関

用する同法第十六条において準

する法律による障害児福祉手当 する法律第二十六条において準

養手当

用する児童扶養手当法第五条の

二

特別児童扶養手当等の支給に関 特別児童扶養手当等の支給に関

特別児童扶養手当等の支給に関

二
特別児童扶養手当等の支給に関 特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別障害者手当

する法律第二十六条の五におい

する法律による特別障害者手当 する法律第二十六条の五におい
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号。以下「昭和六十年国民年金

法律（昭和六十年法律第三十四 則第九十七条第二項において準

国民年金法等の一部を改正する
用する児童扶養手当法第五条の

等改正法」という。）附則第九

号。以下「昭和六十年国民年金

法律（昭和六十年法律第三十四

二

用する児童扶養手当法第五条の

則第九十七条第二項において準

国民年金法等の一部を改正する 昭和六十年国民年金等改正法附

て準用する同法第十六条におい

等改正法」という。）附則第九 二

十七条第一項の規定による福祉

て準用する同法第十六条におい

十七条第一項の規定による福祉

手当

原子爆弾被爆者に対する援護に

て準用する児童扶養手当法第五

手当

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

て準用する児童扶養手当法第五

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律（平成六年法律第百

条の二

関する法律（平成六年法律第百 関する法律第二十九条

十七号）による医療特別手当

条の二

十七号）による医療特別手当

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

昭和六十年国民年金等改正法附

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律による特別手当

関する法律第二十九条

関する法律による特別手当

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

症手当

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

症手当

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

関する法律による原子爆弾小頭

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律による健康管理手当

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

関する法律による健康管理手当 関する法律第二十九条

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律による原子爆弾小頭

原子爆弾被爆者に対する援護に 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律第二十九条

関する法律第二十九条

関する法律による保健手当

関する法律による保健手当

２ 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

おいて作成する年平均の全国

四万千八百八十円（総務省に

２ 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

四万千百円

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
児童扶養手当法

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
四万千四百三十円（四万千四

第五条第一項

する。
四万千百円

百三十円（この項の規定によ

する。
児童扶養手当法
第五条第一項
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千四百三十円を下回る場合に

として政令で定める額が四万

九九三を乗じて得た額を基準

数の比率をいう。）及び〇・

日の属する年の前年の物価指

じ。）に対する当該年度の初

費者物価指数をいう。以下同

いて作成する年平均の全国消

々年の物価指数（総務省にお

該年度の初日の属する年の前

下同じ。）に物価変動率（当

、当該改定後の額とする。以

る額の改定が行われたときは

として政令で定める額）

た比率を乗じて得た額を基準

該改定後の額）にその低下し

の改定が行われたときは、当

十円（この項の規定による額

年の四月以降、四万千八百八

つた場合においては、その翌

年）の物価指数を下回るに至

の当該改定が行われた年の前

改定が行われたときは、直近

年（この項の規定による額の

指数」という。）が平成十六

消費者物価指数（以下「物価

おいては、平成二十五年十月
（当該年度が平成二十六年度
である場合にあつては、平成
二十六年四月）以降、当該政
令で定める額）

いて作成する年平均の全国消

特別児童扶養手 三万三千三百円 三万三千九百円（総務省にお
当等の支給に関

特別児童扶養手 三万三千三百円 三万三千五百七十円（三万三
千五百七十円（この条の規定

数」という。）が平成十六年

当等の支給に関

きは、当該改定後の額とする

（この条の規定による額の改

費者物価指数（以下「物価指
。以下同じ。）に物価変動率

定が行われたときは、直近の

する法律第四条

（当該年度の初日の属する年

当該改定が行われた年の前年

による額の改定が行われたと

の前々年の物価指数（総務省

）の物価指数を下回るに至つ

する法律第四条

において作成する年平均の全
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五万円

定める額が三万三千五百七十

て得た額を基準として政令で

じ。）及び〇・九九三を乗じ

価指数の比率をいう。以下同

の初日の属する年の前年の物

下同じ。）に対する当該年度

国消費者物価指数をいう。以

て政令で定める額）

率を乗じて得た額を基準とし

定後の額）にその低下した比

定が行われたときは、当該改

（この条の規定による額の改

の四月以降、三万三千九百円

た場合においては、その翌年

円を下回る場合においては、
平成二十五年十月（当該年度
が平成二十六年度である場合
にあつては、平成二十六年四
月）以降、当該政令で定める
額）

下回る場合においては、平成

令で定める額が五万四百円を

乗じて得た額を基準として政

物価変動率及び〇・九九三を

の額とする。以下同じ。）に

行われたときは、当該改定後

の条の規定による額の改定が

改定が行われたときは、当該

円（この条の規定による額の

の翌年の四月以降、五万九百

に至つた場合においては、そ

の前年）の物価指数を下回る

直近の当該改定が行われた年

額の改定が行われたときは、

十六年（この条の規定による

五万九百円（物価指数が平成

二十五年十月（当該年度が平

改定後の額）にその低下した

五万円

成二十六年度である場合にあ

比率を乗じて得た額を基準と

五万四百円（五万四百円（こ

つては、平成二十六年四月）

して政令で定める額）

特別児童扶養手 一万四千百七十 一万四千四百三十円（物価指

以降、当該政令で定める額）
特別児童扶養手 一万四千百七十 一万四千二百八十円（一万四
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条

する法律第十八

当等の支給に関 円
きは、当該改定後の額とする

による額の改定が行われたと

千二百八十円（この条の規定
条

する法律第十八

当等の支給に関 円

ときは、直近の当該改定が行

定による額の改定が行われた

数が平成十六年（この条の規

ては、平成二十六年四月）以

二十六年度である場合にあつ

十五年十月（当該年度が平成

回る場合においては、平成二

額が一万四千二百八十円を下

額を基準として政令で定める

及び〇・九九三を乗じて得た

。以下同じ。）に物価変動率

て得た額を基準として政令で

）にその低下した比率を乗じ

れたときは、当該改定後の額

の規定による額の改定が行わ

一万四千四百三十円（この条

ては、その翌年の四月以降、

を下回るに至つた場合におい

われた年の前年）の物価指数

特別児童扶養手

数が平成十六年（この条の規

定める額）

二万六千五十円 二万六千二百六十円（二万六

当等の支給に関

二万六千五百二十円（物価指

特別児童扶養手

千二百六十円（この条の規定

降、当該政令で定める額）

二万六千五十円

当等の支給に関

われた年の前年）の物価指数

定による額の改定が行われた

。以下同じ。）に物価変動率

を下回るに至つた場合におい

する法律第二十

及び〇・九九三を乗じて得た

ては、その翌年の四月以降、

による額の改定が行われたと

額を基準として政令で定める

二万六千五百二十円（この条

する法律第二十

額が二万六千二百六十円を下

の規定による額の改定が行わ

ときは、直近の当該改定が行

回る場合においては、平成二

れたときは、当該改定後の額

六条の三

十五年十月（当該年度が平成

）にその低下した比率を乗じ

きは、当該改定後の額とする

二十六年度である場合にあつ

て得た額を基準として政令で

六条の三

ては、平成二十六年四月）以

定める額）

昭和六十年国民 一万四千百七十 一万四千四百三十円（総務省

降、当該政令で定める額）
昭和六十年国民 一万四千百七十 一万四千二百八十円（一万四
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扶養手当等の支

用する特別児童

二項において準

則第九十七条第

年金等改正法附 円

（当該年度の初日の属する年

。以下同じ。）に物価変動率

きは、当該改定後の額とする

による額の改定が行われたと

千二百八十円（この条の規定

扶養手当等の支

用する特別児童

二項において準

則第九十七条第

年金等改正法附 円

近の当該改定が行われた年の

の改定が行われたときは、直

六年（この条の規定による額

価指数」という。）が平成十

国消費者物価指数（以下「物

において作成する年平均の全

至つた場合においては、その

給に関する法律

国消費者物価指数をいう。以

翌年の四月以降、一万四千四

の前々年の物価指数（総務省

下同じ。）に対する当該年度

百三十円（この条の規定によ

給に関する法律

の初日の属する年の前年の物

る額の改定が行われたときは

前年）の物価指数を下回るに

価指数の比率をいう。）及び

、当該改定後の額）にその低

第十八条

〇・九九三を乗じて得た額を

下した比率を乗じて得た額を

において作成する年平均の全

基準として政令で定める額が

基準として政令で定める額）

第十八条

一万四千二百八十円を下回る
場合においては、平成二十五
年十月（当該年度が平成二十
六年度である場合にあつては
、平成二十六年四月）以降、

原子爆弾被爆者 十三万五千四百 十三万七千八百四十円（総務

当該政令で定める額）
十三万六千四百八十円（十三

原子爆弾被爆者 十三万五千四百

に対する援護に

全国消費者物価指数（以下「
する。以下同じ。）に物価変

額の改定が行われたときは、

十六年（この項の規定による

省において作成する年平均の

万六千四百八十円（この項の

関する法律第二

物価指数」という。）が平成
動率（当該年度の初日の属す

直近の当該改定が行われた年

円
規定による額の改定が行われ

十四条第三項

円

関する法律第二

たときは、当該改定後の額と

に対する援護に
十四条第三項

る年の前々年の物価指数（総
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百八十円を下回る場合におい

令で定める額が十三万六千四

乗じて得た額を基準として政

下同じ。）及び〇・九九三を

の物価指数の比率をいう。以

年度の初日の属する年の前年

。以下同じ。）に対する当該

の全国消費者物価指数をいう

務省において作成する年平均

額）

額を基準として政令で定める

の低下した比率を乗じて得た

きは、当該改定後の額）にそ

による額の改定が行われたと

千八百四十円（この項の規定

の翌年の四月以降、十三万七

に至った場合においては、そ

の前年）の物価指数を下回る

ては、平成二十五年十月（当
該年度が平成二十六年度であ
る場合にあっては、平成二十
六年四月）以降、当該政令で
原子爆弾被爆者 五万円

の項の規定による額の改定が

五万四百円（五万四百円（こ

に対する援護に

原子爆弾被爆者 五万円

十六年（この項の規定による

五万九百円（物価指数が平成

定める額）
に対する援護に

の前年）の物価指数を下回る

額の改定が行われたときは、
物価変動率及び〇・九九三を

に至った場合においては、そ

関する法律第二

乗じて得た額を基準として政

の翌年の四月以降、五万九百

行われたときは、当該改定後

令で定める額が五万四百円を

円（この項の規定による額の

関する法律第二

下回る場合においては、平成

改定が行われたときは、当該

直近の当該改定が行われた年

二十五年十月（当該年度が平

改定後の額）にその低下した

十五条第三項

成二十六年度である場合にあ

比率を乗じて得た額を基準と

の額とする。以下同じ。）に

っては、平成二十六年四月）

して政令で定める額）

十五条第三項

以降、当該政令で定める額）
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数が平成十六年（この項の規

原子爆弾被爆者 四万六千六百円 四万七千四百四十円（物価指
に対する援護に

原子爆弾被爆者 四万六千六百円 四万六千九百七十円（四万六
千九百七十円（この項の規定

われた年の前年）の物価指数

に対する援護に

。以下同じ。）に物価変動率

を下回るに至った場合におい

定による額の改定が行われた

及び〇・九九三を乗じて得た

ては、その翌年の四月以降、

関する法律第二

額を基準として政令で定める

四万七千四百四十円（この項

による額の改定が行われたと

額が四万六千九百七十円を下

の規定による額の改定が行わ

関する法律第二

回る場合においては、平成二

れたときは、当該改定後の額

ときは、直近の当該改定が行

十五年十月（当該年度が平成

）にその低下した比率を乗じ

十六条第三項

二十六年度である場合にあっ

て得た額を基準として政令で

きは、当該改定後の額とする

ては、平成二十六年四月）以

定める額）

十六条第三項

降、当該政令で定める額）

平成十六年（この項の規定に

原子爆弾被爆者 三万三千三百円 三万三千九百円（物価指数が
に対する援護に

原子爆弾被爆者 三万三千三百円 三万三千五百七十円（三万三
千五百七十円（この項の規定

た年の前年）の物価指数を下

に対する援護に

。以下この項において同じ。

回るに至った場合においては

よる額の改定が行われたとき

）に物価変動率及び〇・九九

、その翌年の四月以降、三万

関する法律第二

三を乗じて得た額を基準とし

三千九百円（この項の規定に

による額の改定が行われたと

て政令で定める額が三万三千

よる額の改定が行われたとき

関する法律第二

五百七十円を下回る場合にお

は、当該改定後の額）にその

は、直近の当該改定が行われ

いては、平成二十五年十月（

低下した比率を乗じて得た額

十七条第四項

当該年度が平成二十六年度で

を基準として政令で定める額

きは、当該改定後の額とする

ある場合にあっては、平成二

）

十七条第四項

十六年四月）以降、当該政令
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で定める額）
に対する援護に

十六年（この項の規定による

原子爆弾被爆者 一万六千七百円 一万七千円（物価指数が平成

千八百三十円（この項の規定

原子爆弾被爆者 一万六千七百円 一万六千八百三十円（一万六
に対する援護に

の前年）の物価指数を下回る

額の改定が行われたときは、

。以下同じ。）に物価変動率

に至った場合においては、そ

関する法律第二

及び〇・九九三を乗じて得た

の翌年の四月以降、一万七千

による額の改定が行われたと

額を基準として政令で定める

円（この項の規定による額の

関する法律第二

額が一万六千八百三十円を下

改定が行われたときは、当該

直近の当該改定が行われた年

回る場合においては、平成二

改定後の額）にその低下した

十八条第三項

十五年十月（当該年度が平成

比率を乗じて得た額を基準と

きは、当該改定後の額とする

二十六年度である場合にあっ

して政令で定める額）

十八条第三項

ては、平成二十六年四月）以

二十六年度である場合にあっ

十五年十月（当該年度が平成

回る場合においては、平成二

額が三万三千五百七十円を下

額を基準として政令で定める

及び〇・九九三を乗じて得た

。以下同じ。）に物価変動率

きは、当該改定後の額とする

による額の改定が行われたと

千五百七十円（この項の規定

三万三千三百円 三万三千五百七十円（三万三

を基準として政令で定める額

低下した比率を乗じて得た額

は、当該改定後の額）にその

よる額の改定が行われたとき

三千九百円（この項の規定に

、その翌年の四月以降、三万

回るに至った場合においては

た年の前年）の物価指数を下

は、直近の当該改定が行われ

よる額の改定が行われたとき

平成十六年（この項の規定に

三万三千三百円 三万三千九百円（物価指数が

降、当該政令で定める額）

ては、平成二十六年四月）以
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降、当該政令で定める額）

）
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