
２．昨年成立した公的年金関係の法律 

・ 年金改革法 
・ 年金機能強化法の一部改正法 
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１．短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成29年４月施行) 

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。 

 （国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。） 

※平成28年10月から、501人以上の企業等で働く短時間労働者への適用拡大を開始している。 

 

２．国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年４月施行) 

次世代育成支援のため、国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。 
この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。 

 

３．年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年４月、(2)は平成33年４月施行) 

公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。 

(１)  マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で   
前年度までの未調整分を含めて調整。 

 

(２)  賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。 

 

４．年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部平成29年３月)施行) 

合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行   
に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。 

 

５．日本年金機構の国庫納付規定の整備(平成28年12月27日施行) 

日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。 

 公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、持続可能な社会保障 

制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で 

効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講ずる｡ 

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 

概要 
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政令で定める施行日を
反映 



短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進 
 

○ 労働参加の促進と年金水準の確保等のため、500人以下の企業（※）について、労使の合意に基づき、企業
単位で、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を可能とする。 【平成29年４月施行】 

（国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする） 

※平成28年10月から、501人以上の企業等で働く短時間労働者への適用拡大を開始している。 

 

○週30時間以上 

現 行 501人以上の企業等への適用拡大（平成28年10月～） 

①週20時間以上     

②月額賃金8.8万円以上（年収106万円以上） 

③勤務期間１年以上見込み   

④学生は適用除外 

⑤被保険者である従業員 501人以上の企業等 
   （適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定） 

※施行後３年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。 

労使合意に基づき、 

適用拡大の対象へ 

（
週
の
所
定
労
働
時
間
） 

500人 （従業員数） 

30時間 

20時間 

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞ 

平成28年10月からの 
適用拡大の対象（約25万人） 

(週20時間以上・従業員501人以上) 

適用除外（約50万人） 

現行の被用者保険の適用対象 
（週30時間以上） 

500人以下の企業等にも適用拡大 

左記①～④の条件の下、500人以下
の企業等について、 

・民間企業は、労使合意に基づき、
適用拡大を可能に 

・国・地方公共団体は、適用とする 

※ 就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上げ及び労働時間の延長を行う事業主に対
し、取組への一時的な支援を更に実施する予定。（雇用保険二事業のキャリアアップ助成金の活用） 

※ 労使合意の方法など具体例を盛り込んだQ＆A等を周知予定。 9 

Ｑ＆Ａ発出予定について
記載（年金課と調整済） 



国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料の免除  

○ 次世代育成支援のため、国民年金第１号被保険者の産前産後期間（出産予定日の前月から４か月間）の保険料を
免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。 （対象者：年間20万人程度の見込み）  【平成31年4月施行】 

○ この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応する。 

【保険料負担】 【年金給付】 

全額納付者 

（免除） 

国庫負担分１／２ 保険料分１／２ 

国庫負担分１／２ 
【現行の免除制度】 
（全額免除の場合） 

国民年金 

参考：厚生年金 

（免除） 

（なし） 

国庫負担分１／２ 保険料分１／２ 

【産休免除】 国庫負担分１／２ 保険料分１／２ 

国庫負担分１／２ 保険料分１／２ 【３号被保険者】 

（なし） 

（免除） 国庫負担分１／２ 保険料分１／２ 
産前産後期間の
保険料免除者 

(世帯所得にかかわらず免除対象) 

第１号被保険者全体で負担 
（月額100円程度の追加負担） 

厚生年金 
全体で負担 
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① マクロ経済スライドによる調整のルールの見直し  （少子化､平均寿命の伸びなど長期的な構造変化に対応） 

既裁定 新規裁定 

Ⅰ景気拡大期 

年金額の 
改定率 

賃金 
（物価） 

完全調整 

 景気回復局面においてキャリーオーバー分を早期に調整 （高齢者の年金の名目下限は維持） 

年金額の改定ルールの見直し 

○ 制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額改定に際し以下の措置を講じる｡ 

① マクロ経済スライドについて、現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目
下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調整。  【平成30年4月施行】 

② 賃金・物価スライドについて、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金変動
が物価変動を下回る場合には賃金変動に合わせて改定する考え方を徹底。  【平成33年4月施行】 

Ⅱ景気後退期 

賃金 
（物価） 

部分調整 

年金額改定なし 

年金額の名目下限を維持 
（現在の高齢世代に配慮） 

Ⅲ景気回復期 

完全調整 
＋ 

未調整分の調整 

キャリーオーバー分の調整 

年金額の改定率 

賃金 
（物価） 

 年金は世代間の仕送りであることから、現役世代の負担能力が低下しているときは、賃金変動に合わせて改定 

② 賃金･物価スライドの見直し  （賃金･物価動向など短期的な経済動向の変化に対応） 

未調整分をキャリーオーバー 

   を年金額 
改定に反映 

既裁定 

新規裁定 

０＞ 物価 ＞ 賃金 物価＞０＞賃金 

既裁定 

物価 ＞ 賃金 ＞０ 

新規裁定 

（今回変更なし） 11 



○ 国民から一層信頼される組織体制の確立を図るため、合議制による意思決定の導入などのガバナンス改革を実施 

 
○ 年金積立金の安全･効率的な運用のため、リスク管理方法を多様化、短期資金の運用方法を追加  

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し 

社会保障審議会 

（会議体を新設） 
中期計画等を審議 

理事の任命同意 

執行監督 

監査等 

任命 

執行部 

GPIF 

意見陳述・ 
監査結果の報告 

任命 

監査 

経営委員会 
・経済、金融、資産運用、経営管理等の専門家（９名）＋理事長 

・委員長と委員は、理事長以外の者を大臣が任命 

  ※社会保障審議会の議論を踏まえ、任命基準を作成 

・運用担当理事は関連議案について意見陳述可能 

厚生労働大臣 

 年金制度の設計・年金財政の検証 

中期目標（運用利回り等）を策定・指示 

中期計画・業務方法書の認可、法人評価 

執行 

基本ポートフォリオ等重要な方針に係る決定 

監査委員会 
監査委員となるべき者として 

大臣に任命された経営委員から構成 

理事長の任命 

運用担当理事の承認 

独任制から 
合議制へ 

意思決定･監督
と執行の分離 

監査･監視 
の強化 

① 独任制から合議制への転換    ⇒ 基本ポートフォリオ等の重要方針は合議制の経営委員会が決定 

② ｢意思決定･監督｣と｢執行｣の分離 ⇒ 執行部を経営委員会が監督し、執行部の責任と権限を明確化 

ガバナンス改革 

改正後 

任命 

GPIF 

任命 

厚生労働大臣 

 年金制度の設計・年金財政の検証 

中期目標（運用利回り等）を策定・指示 

中期計画・業務方法書の認可、法人評価 

基本ポートフォリオ等重要な方針に係る審議 

運用委員会 
（経済又は金融に関し高い識見を有する者 

その他の学識経験者で構成） 

執行 

理事長 

基本ポートフォリオ等重要な方針に係る最終的な決定 

諮問・ 
報告等 

審議・議決案件の承
認・執行監視・建議 

受託機関選定等執行に関する議論 

監査 

監事 任命 

【現行】 

① リスク管理の方法の多様化  ⇒利用可能なデリバティブ取引の方法を拡大。利用目的をリスク管理に限定し、利用額制限等リスク
管理に限定するための各種措置（大臣認可）を設定。更に、常勤の監査委員が執行状況を監視。 

② 短期資金の運用方法の追加 ⇒ コール資金の貸付等を追加 

※検討規定：施行の状況、国民の意識、スチュワードシップ責任を巡る動向等を勘案し、ＧＰＩＦの運用が市場や民間活動に与える影響
を踏まえつつ、運用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、施行後３年を目途に、必要な措置を講じる。 

運用方法の追加 

【平成29年10月施行】 

【平成29年10月施行。短期資金の運用方法の追加については、平成29年３月施行】 
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○ 平成27年10月の会計検査院からの指摘を踏まえ、日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫
納付に係る規定を整備する。 【平成28年12月27日施行】 

 

①機構は、保有財産を見直し、保有する
合理的理由が認められない土地・建物
について、国庫納付すること 

②厚生労働省は、国庫納付させる適切な
制度を整備すること 

（注）３年間入居者のいない宿舎等として８宿舎・
４事務所（※）を指摘 

  （※）土地の簿価 約14億円 

     建物の簿価 約 １ 億円 

 １．会計検査院の指摘（平成27年10月20日） ３．対応 

■制度の整備 

不要財産   国庫納付 

法改正により国庫納付に係る所要の規定を整備 

独立行政法人については、平成22年の独立行政法人通則法改正で国庫
納付規定が既に設けられており、日本年金機構法についても同様の規定
を整備。 

（参考）日本年金機構の宿舎等の見直し 

 会計検査院の指摘への対応    ８宿舎・４事務所を処分・国庫納付 

 その他の宿舎等についても、機構の業務改善計画の進捗を見極めつつ、耐用年数を踏まえ、
処分や活用を計画的に実施 

・ 不要財産についての処分の義務づけ 
 

・ 不要財産の国庫納付の手続 
 

・ 国庫納付した場合の資本金の減少（減資規定） 

日本年金機構の国庫納付規定の整備 
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○宿舎 199宿舎（2,287戸） 

   ※廃止予定の宿舎（8宿舎）を除く。 

○入居者 1,634世帯 
 （平均入居率 71.4％） 

○職員数 約２万人 
  うち、広域異動者 約3,800人 

   ※機構の宿舎は、転居を伴う勤務地異動をして
いる者（広域異動者）のみが入居。 

２．宿舎の現状(平成28年10月現在) 

・施行日を修正 
・宿舎の現状を修正 



 

１．年金受給資格期間短縮の施行期日の改正 

老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、消費税10%引上げ時（※※）から、平成29年8月1日に改める。 

                      （同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる） 

２．その他所要の規定整備   

 

施行期日 公布の日（平成28年11月24日） 

 年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能

強化法（※）を改正し、施行期日等を改める。 

              

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の 
一部を改正する法律の一部を改正する法律（平成28年法律第84号）の概要 

概要 

（参考） 

※※社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 

「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年8月2日）（抄） 

Ⅰ.一億総活躍社会の実現の加速、（３）社会全体の所得と消費の底上げ 

 ②年金受給資格期間の短縮 

  無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中に確実に実施できる
よう、所要の法案を提出する。 

※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号） 

  対象者数 

  約40万人（期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者） 

  上記の他、特別支給の老齢厚生年金対象者等を含めると、対象者は約64万人 

 

 所要額 
約650億円（満年度ベース・平成30年度） 
初年度（平成29年度）は約260億円（29年9月～30年1月の計5ヶ月分の支給） 14 
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今後のスケジュール（主なもの） 

平成２９年 

４月 中小企業の短時間労働者への被用者保険の適用拡大 施行 

８月 年金受給資格期間短縮（２５年→１０年） 施行 

１０月 GPIFの組織等の見直し 施行 

平成３０年 ４月 マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し 施行 

平成３１年 

４月 国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料免除 施行 

１０月 年金生活者支援給付金 施行 

平成３３年 ４月 賃金に合わせた年金額改定ルールの見直し 施行 

※ 平成３１年には、次期財政検証も予定 

○ 年金改革法等の施行に向けた今後のスケジュールは、以下のとおりである。 

○ 今後、施行に向けた準備に万全を期していくとともに、改正の趣旨・内容等について、より一

層の周知を図っていく。 
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年金改革法の広報について 

○ 年金改革法の趣旨や内容について、国民の皆様に正確に御理解いただく観点から、厚生

労働省ホームページに特設ページを開設。今後、コンテンツの一層の充実を図ることを予定。 

○ また、首相官邸ホームページにも関係資料（年金ニュース）が掲載されているので、併せて

御参照いただきたい。 

  厚労省HP上の特設ページ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/0000147284.html 

  首相官邸HPに掲載済みの年金ニュース 
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/
nenkin/ 



年金制度の理解促進に向けた取組① 

○ 年金制度の意義や仕組みについて、国民の皆様に分かりやすくお伝えする観点から、厚生

労働省のホームページに、年金制度の全体像を分かりやすく解説した資料（年金制度のポイ

ント）などを掲載している。 

○ 今後、制度のポイントをより分かりやすく解説したパンフレットの掲載なども予定しているの

で、御参照いただきたい。 

  「年金制度のポイント」 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyo
ku/nenkin/nenkin/pdf/seido-h28-
point.pdf 

  「教えて！公的年金制度」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/
index.html 
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年金制度の理解促進に向けた取組② 

  「いっしょに検証！公的年金」 
http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/index.html 
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