正

案

厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

抄

目次

現

新旧対照条文

行

（傍線部分は改正部分）

（平成二十二年四月一日（一部平成二十年四月一日及び平成二十三

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
◎

改

年四月一日）施行）
（第一条関係）

目次

（略）

第一章

（略）

第一章

第二章 被保険者

附則

第六章～第九章 （略）

第五章 費用の負担（第八十条―第八十九条）

第四章の二 積立金の運用（第七十九条の二―第七十九条の七）

｜
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第二章 被保険者

（略）

資格（第六条―第十八条）

第一節

資格（第六条―第十八条の二）

第一節

第二節・第三節

届出、記録等（第二十七条 第三十一条の二）

第二節・第三節 （略）

第四節

第三章～第三章の二 （略）

（第七十八条の二十二 第七十八条の三十七）

（略）

費用の負担（第八十条―第八十九条の二）

第四章の二 積立金の運用（第七十九条の二 第七十九条の十四）
第五章
第六章～第九章
附則

｜

｜

十三 第七十八条の二十一）

第三章～第三章の二 （略）
十三 第七十八条の二十一）

第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例（第七十八条の

届出、記録等（第二十七条 第三十一条の三）

｜

第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例（第七十八条の

第四節
｜

第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例

｜

（財政の現況及び見通しの作成）
第二条の四 （略）

（財政の現況及び見通しの作成）
第二条の四

２ 前項の財政均衡期間（第三十四条第一項において「財政均衡期間」

（略）

２ 前項の財政均衡期間（第三十四条第一項及び第八十四条の五第三項

という。）は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百
（略）

第二号において「財政均衡期間」という。）は、財政の現況及び見通
３

年間とする。

（略）

しが作成される年以降おおむね百年間とする。
３
（実施機関）
第二条の五 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区
分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被
保険者（以下「第一号厚生年金被保険者」という。）の資格、第一
号厚生年金被保険者に係る標準報酬（第二十八条に規定する標準報
酬をいう。以下この項において同じ。）、事業所及び被保険者期間
、第一号厚生年金被保険者であつた期間（以下「第一号厚生年金被
保険者期間」という。）に基づくこの法律による保険給付、当該保
険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法（昭
和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第一項の規定による
基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料
厚生労働大臣

その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者
の保険料に係る運用に関する事務

二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下
「第二号厚生年金被保険者」という。）の資格、第二号厚生年金被
保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金
被保険者であつた期間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい
う。）に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者
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、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項
の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四第一項の規
定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料
その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者
の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公
務員共済組合連合会
三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下
「第三号厚生年金被保険者」という。）の資格、第三号厚生年金被
保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金
被保険者であつた期間（以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい
う。）に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者
、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項
の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四第一項の規
定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料
その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者

私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規

村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町
四

定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保
険者（以下「第四号厚生年金被保険者」という。）の資格、第四号
厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四
号厚生年金被保険者であつた期間（以下「第四号厚生年金被保険者
期間」という。）に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付
の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条
の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の四
第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に
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係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年
金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・
共済事業団
２ 前項第二号又は第三号に定める者は、第八十四条の三から第八十四
条の七までの規定については、国家公務員共済組合連合会又は地方公
務員共済組合連合会とするほか、他の法律又は政令で定めるところに
より、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる事務を行う。
（用語の定義）

（用語の定義）
当該各号に定めるところによる。

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。

一 保険料納付済期間 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号

（略）

項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一

（適用除外）

２ （略）

三・四

期間をいう。

二 保険料免除期間 国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除

）第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。

一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納
付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除
（略）

期間をいう。
（略）

三・四
２
（適用除外）

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一
項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げる
もの

イ 恩給法（大正十二年法律第四十八号）第十九条に規定する公務

員及び同条に規定する公務員とみなされる者

ロ 法律によつて組織された共済組合（以下単に「共済組合」とい
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一 （略）

う。）の組合員

ハ 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の

規定による私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私学教職員

（略）

共済制度の加入者」という。）
二 （略）
イ・ロ

三～五 （略）

イ・ロ （略）
二～四

（資格喪失の時期）

（略）

（資格喪失の時期）
のいずれかに該当するに至つた日の翌日（その事実があつた日に更に

前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私

のいずれかに該当するに至つた日の翌日（その事実があつた日に更に

第十四条 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号 第十四条 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号
前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは

学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至
一～五 （略）

第十五条から第十七条まで

（資格の得喪の確認）

削除

つたときは、その日）に、被保険者の資格を喪失する。

、その日）に、被保険者の資格を喪失する。
一～五 （略）
（被保険者の種別の変更に係る資格の得喪）
第十五条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被
保険者の種別（第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、
第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれである
かの区別をいう。以下同じ。）に変更があつた場合には、前二条の規
定は、被保険者の種別ごとに適用する。
第十六条及び第十七条 削除
（資格の得喪の確認）
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第十八条 （略）

（略）

第十八条
２・３

（略）

２・３ （略）
４ 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生
年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適
用しない。
（異なる被保険者の種別に係る資格の得喪）
第十八条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は
第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、
第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
２ 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号
厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つ
たときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する

第十九条 （略）

２ 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月

第十九条

。

２ 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月

を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保

（略）

を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保

（略）

険者の資格を取得したときは、この限りでない。

３

険者又は国民年金の被保険者（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を除く。）の資格を取得したときは、この限りで
（略）

ない。
３

同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規

４ 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
５

定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は
変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月（二回以上にわたり被
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保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険
者であつた月）とみなす。
（定時決定）

（定時決定）

所において同日前三月間（その事業所で継続して使用された期間に限

に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満で

事業所において同日前三月間（その事業所で継続して使用された期間

厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される

るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である

ある月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期

第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業 第二十一条

月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の

。
２・３

（略）

間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する

（略）

月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
２・３

（被保険者の資格を取得した際の決定）

第二十二条 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるとき

（被保険者の資格を取得した際の決定）
第二十二条 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、

（略）

一～四

る。
２

（改定）

（略）

は、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定す

（略）

次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

（略）

一～四
２
（改定）

上でなければならない。）に受けた報酬の総額を三で除して得た額が

続した三月間（各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以

額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著し

日以上でなければならない。）に受けた報酬の総額を三で除して得た

て継続した三月間（各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七

厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所におい

、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高

く高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を

第二十三条

低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬

報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月

第二十三条 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継

月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を
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改定することができる。
（略）

額を改定することができる。
（略）

に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第一項の規定による育

する場合を含む。）の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等

年法律第二百九十九号）（第八号に係る部分に限る。）において準用

一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和二十六

公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第

（平成三年法律第百八号）第三条第一項の規定による育児休業、国家

の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律

第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業

を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条

第二十三条の二 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬

の翌日が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日において使用

出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日

業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申

歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事

て「育児休業等終了日」という。）において当該育児休業等に係る三

了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日（以下この条におい

の制度に準ずる措置による休業（以下「育児休業等」という。）を終

二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第

第二十三条の二 厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族

２

児休業又は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号

支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月

２

）第二条第一項の規定による育児休業（以下「育児休業等」という。

を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報

（育児休業等を終了した際の改定）

）を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日（以下この条

酬月額として、標準報酬月額を改定する。

（育児休業等を終了した際の改定）

において「育児休業等終了日」という。）において当該育児休業等に
係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業
所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出
をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の
翌日が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日において使用さ
れる事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支
払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を
除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬
月額として、標準報酬月額を改定する。
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３

２
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第

（略）

一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業
所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

２ （略）

き、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若

一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であると

第二十四条 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第

しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるとき

き、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若

一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であると

第二十四条 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第

（報酬月額の算定の特例）

しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるとき

は、これらの規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被

（報酬月額の算定の特例）

は、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険

２ （略）

保険者の報酬月額とする。

（略）

者の報酬月額とする。
２

第二十四条の二 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定につ

（船員たる被保険者の標準報酬月額）

第二十四条の二 船員（国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方

いては、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第

（船員たる被保険者の標準報酬月額）
公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。）たる被保険者

十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。

（標準賞与額の決定）

の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条まで
の規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二
十三条の規定の例による。
（政令への委任）
第二十四条の三 第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、
報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
（標準賞与額の決定）
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二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、

する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円（第二十条第

を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定

の月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数

第二十四条の四 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、そ

は、政令で定める額。以下この項において同じ。）を超えるときは、

条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたとき

決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円（第二十

端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を

、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の

第二十四条の三 厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において

（三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例）

（略）

政令で定める額。以下この項において同じ。）を超えるときは、これ
２

これを百五十万円とする。

（略）

を百五十万円とする。
２
（三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例）

準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月

この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標

近の月。以下この項において「基準月」という。）の標準報酬月額（

にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直

ととなつた日の属する月の前月（当該月において被保険者でない場合

月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育するこ

する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する

日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日）の属

て行うものとする。）をしたときは、当該子を養育することとなつた

申出（被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由し

は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に

た基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」

月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされ

酬月額（この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬

のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。）の標準報

ない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月

育することとなつた日の属する月の前月（当該月において被保険者で

の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養

日）の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日

となつた日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その

を経由して行うものとする。）をしたときは、当該子を養育すること

働大臣に申出（被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主

は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又

の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。

という。）を下回る月（当該申出が行われた日の属する月前の月にあ

第二十六条

）を下回る月（当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、

つては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうち

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又

当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるも

にあるものに限る。）については、従前標準報酬月額を当該下回る月

第二十六条

のに限る。）については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十
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額とみなす。

三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月
準報酬月額とみなす。

の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標
（略）

一～四

（略）

一～四

（届出）

（略）

業等を開始したとき。

五 当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休

（略）

２

五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける
２
第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生

育児休業等を開始したとき。
３
年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適
用する場合においては、同項中「申出（被保険者にあつては、その使
用される事業所の事業主を経由して行うものとする。）」とあるのは
、「申出」とする。
（届出）

及び当該要件に該当しなくなつた日）並びに報酬月額及び賞与額に関

れる者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日

」という。）を含む。）の資格の取得及び喪失（七十歳以上の使用さ

省令で定める要件に該当するもの（以下「七十歳以上の使用される者

歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働

生労働省令で定めるところにより、被保険者（被保険者であつた七十

（第百三十八条第五項を除き、以下単に「事業主」という。）は、厚

け出なければならない。

つた日）並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届

省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくな

格の取得及び喪失（七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働

もの（以下「七十歳以上の使用される者」という。）を含む。）の資

事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する

より、被保険者（被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用

（以下単に「事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところに

第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主 第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主

する事項を実施機関に届け出なければならない。

（記録）

厚生労働大臣は、被保険者に関する原簿を備え、これに被

保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬（標準報酬月

第二十八条

（記録）
第二十八条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険
者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬（標準報酬月額及
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（被保険者に対する情報の提供）

を記録しなければならない。

四条に規定する基礎年金番号をいう。）その他主務省令で定める事項

び標準賞与額をいう。以下同じ。）、基礎年金番号（国民年金法第十

（被保険者に対する情報の提供）

める事項を記録しなければならない。

第十四条に規定する基礎年金番号をいう。）その他厚生労働省令で定

額及び標準賞与額をいう。以下同じ。）、基礎年金番号（国民年金法

増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところ

るところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績

解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定め

第三十一条の二 実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を 第三十一条の二 厚生労働大臣は、厚生年金保険制度に対する国民の理
により、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来

及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するもの

一～三 （略）

第三十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとする。

（保険給付の種類）

とする。

の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

（適用除外）
第三十一条の三 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、
第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年
金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主に
ついては、この節の規定（第二十八条及び前条を除く。）は、適用し
ない。
（保険給付の種類）
第三十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実
施機関（厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十
九条第一項及び第二項、第八十一条第一項並びに第八十四条の四第二
一～三 （略）

（裁定）

項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。）が行う。

（裁定）
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第三十三条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受 第三十三条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受

の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な

通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間

第三十四条 政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見

積立金（年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第八十五条の二

の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な

通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間

第三十四条 政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見

給権者」という。）の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

積立金（年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第七十九条の二に

及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金をいう。）を保有しつ

給権者」という。）の請求に基づいて、実施機関が裁定する。

規定する実施機関積立金並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一

つ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込

（調整期間）

項に規定する責任準備金をいう。）を政府等が保有しつつ当該財政均

まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給

（調整期間）

衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合に

付の額を調整する期間（以下「調整期間」という。）の開始年度を定

（略）

は、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整

２・３

めるものとする。

（略）

する期間（以下「調整期間」という。）の開始年度を定めるものとす
る。
２・３

第三十五条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を

（端数処理）

第三十五条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を

改定する場合において、保険給付の額に五十円未満の端数が生じたと

（端数処理）
改定する場合において、保険給付の額に五十銭未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、
（略）

きは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、

２

これを百円に切り上げるものとする。

（略）

これを一円に切り上げるものとする。
２

（二月期支払の年金の加算）
第三十六条の二 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生
じたときは、これを切り捨てるものとする。
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２

毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨て

た金額の合計額（一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた
額）については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するもの
とする。
（併給の調整）

（併給の調整）

く。）を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族

る年金たる給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除

他の年金たる保険給付（遺族厚生年金を除く。）又は国民年金法によ

るときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が

由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。）を受けることができ

は国民年金法による年金たる給付（当該障害厚生年金と同一の支給事

者が他の年金たる保険給付（遺族厚生年金を除く。）、国民年金法に

できるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権

給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。）を受けることが

う。以下同じ。）による年金たる給付（当該障害厚生年金と同一の支

法（国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をい

に基づいて支給される障害基礎年金を除く。）又は他の被用者年金各

国民年金法による年金たる給付（当該障害厚生年金と同一の支給事由

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、

厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付（老齢厚生年金を除く。

よる年金たる給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を

第三十八条

）又は国民年金法による年金たる給付（老齢基礎年金及び付加年金、

除く。）又は他の被用者年金各法による年金たる給付（退職共済年金

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又

障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支

及び遺族共済年金を除く。）を受けることができる場合における当該

第三十八条

給される遺族基礎年金を除く。）を受けることができる場合における

老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付（

２ 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給

る。

ることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とす

同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。）を受け

年金各法による年金たる給付（退職共済年金及び当該遺族厚生年金と

給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。）又は他の被用者

年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支

老齢厚生年金を除く。）、国民年金法による年金たる給付（老齢基礎

当該遺族厚生年金についても、同様とする。

２ 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給
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て政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、

の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとし

金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項

申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年

付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を

その支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより

各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他

金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金

申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年

付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を

第三十九条 （略）

（年金の支払の調整）

３・４ （略）

この限りでない。
３・４ （略）
（年金の支払の調整）
第三十九条 （略）

２ （略）

（略）

金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給

２

金たる保険給付（第一号厚生年金被保険者期間に基づく年金たる保険

すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付

同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年

給付に限る。以下この項において同じ。）を支給すべき場合において

の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は

同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年 ３

、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分とし

、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

３

て同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた
同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことが
できる。

第四十条 政府等は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において

保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者

第四十条 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、

（損害賠償請求権）

、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三

に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

（損害賠償請求権）

者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
いて損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給

をしないことができる。

いて損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付

２ 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由につ ２ 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由につ
付をしないことができる。
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（不正利得の徴収）

（不正利得の徴収）

ときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者

の者から徴収することができる。

ときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をそ

第四十条の二 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者がある 第四十条の二 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者がある
から徴収することができる。

第四十三条 （略）

（年金額）

（略）

（年金額）
第四十三条

２ （略）

保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して

（略）

保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して

一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資

２

一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資

格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被

格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額

の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被 ３

の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日（第十四条第二号か

経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

３

ら第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日）
から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する
。

得た率（以下「名目手取り賃金変動率」という。）を基準として改定

下「物価変動率」という。）に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて

第四十三条の二 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率（以

し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

得た率（以下「名目手取り賃金変動率」という。）を基準として改定

下「物価変動率」という。）に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて

第四十三条の二 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率（以

（再評価率の改定等）

し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

一 （略）

（再評価率の改定等）

一 （略）

二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年

二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年
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に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平

るところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。）

齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定め

で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年

報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二

度における被保険者に係る標準報酬平均額（各年度における標準

、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう

標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額

等（この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、

う。）に係る標準報酬額等平均額（各年度における標準報酬月額

又は加入者（以下この号において「被用者年金被保険者等」とい

度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員

準報酬額等平均額の比率
（略）
三 （略）

ロ

する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標

ころにより算定した額をいう。以下この号において同じ。）に対

びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めると

る額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並

金被保険者等の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当す

。以下この号において同じ。）の総額を各年度における被用者年

（略）

均額の比率

ロ
三 （略）
らず、当該各号に定める率を基準とする。

一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額（以下

らず、当該各号に定める率を基準とする。

２ 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわ

一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬（以下「前年度の標準報

「前年度の標準報酬月額等」という。）に係る再評価率 前項第三

２ 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわ

酬」という。）に係る再評価率 前項第三号に掲げる率（以下「可

号に掲げる率（以下「可処分所得割合変化率」という。）

二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年

３ （略）

物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率

以下「前々年度等の標準報酬月額等」という。）に係る再評価率

二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年
物価変動率に可処分所得

の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額（

（略）

割合変化率を乗じて得た率

の標準報酬」という。）に係る再評価率

の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬（以下「前々年度等

処分所得割合変化率」という。）

３

４ 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年 ４ 当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に
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可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。

度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に

月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得

ついては、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬

（略）

た率を基準として設定する。
５

第四十三条の三 （略）

（略）

第四十三条の三

２ 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基

５

２ 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再

準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前

（略）

評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号

条第二項各号の規定を適用する。

（調整期間における再評価率の改定等の特例）

３・４ （略）

の規定を適用する。
３・４ （略）
（調整期間における再評価率の改定等の特例）

一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度

なるときは、一を基準とする。

の項において同じ。）が当該年度の前年度の再評価率を下回ることと

より当該年度の再評価率（次項各号に掲げる再評価率を除く。以下こ

げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定に

の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲

における公的年金各法の被保険者等（この法律若しくは他の被用者

一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度

なるときは、一を基準とする。

の項において同じ。）が当該年度の前年度の再評価率を下回ることと

より当該年度の再評価率（次項各号に掲げる再評価率を除く。以下こ

げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定に

の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲

第四十三条の四 調整期間における再評価率の改定については、前二条

における公的年金の被保険者（この法律又は国民年金法の被保険者

年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう。）

調整期間における再評価率の改定については、前二条

をいう。）の総数として政令で定めるところにより算定した数（以

の総数として政令で定めるところにより算定した数（以下「公的年

第四十三条の四

下この号において「公的年金被保険者総数」という。）に対する当

金被保険者等総数」という。）に対する当該年度の前々年度におけ

調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前

二 （略）

該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根と

調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前 ２

（略）

る公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率

二

なる率
２
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各号に掲げる率を乗じて得た率（同項ただし書の規定による改定が

一 前年度の標準報酬に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項

項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

に前項各号に掲げる率を乗じて得た率（同項ただし書の規定による

一 前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率

項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

二 前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処

改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本

二 前々年度等の標準報酬に係る再評価率 物価変動率に可処分所得

分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率（同項た

行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規

割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率（同項ただし書

だし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得

文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率）

の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に

た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率

定する率で除して得た率を乗じて得た率）

、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率）

）

度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に

設定については、第四十三条の二第四項の規定にかかわらず、当該年

月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一

かわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬

に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第四項の規定にか

３ 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額

、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を

項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし

調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の

基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合

書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同

３

は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率

（略）
第四十三条の五 （略）

４・５

項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。

（略）

を乗じて得た率を基準とする。
４・５ （略）
第四十三条の五

る。

ついては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とす

一 前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所

る。

ついては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とす

２ 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定に

一 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合

得割合変化率に調整率を乗じて得た率（前項ただし書の規定による

調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定に

変化率に調整率を乗じて得た率（前項ただし書の規定による改定が

改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本

２

行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規
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定する率で除して得た率を乗じて得た率）

文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率）

変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率（前項た

二 前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価

に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率（前項ただし書

だし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得

物価変動率

の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に

た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率

二 前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率

、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率）
）

、再評価率）に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を

属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては

以後再評価率（当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の

年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度

後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該

変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただ

の属する年度である場合にあつては、再評価率）に、可処分所得割合

歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日

酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率（当該年度が六十五

かかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報

に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定に

調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以 ３ 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額

基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場

し書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を

３

合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た

同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
（略）
（厚生年金基金に関連する特例）

４・５

率を乗じて得た率を基準とする。
４・５ （略）
（厚生年金基金に関連する特例）

定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた

る。以下この条において同じ。）については、第四十三条第一項に規

年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限

の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金（第一号厚生

額）を控除した額とする。

その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項に定める

基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額（

第四十三条第一項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金

の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、

第四十四条の二 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金 第四十四条の二 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金

期間に係る第百三十二条第二項に規定する額（その額が第四十三条第
一項に定める額を上回るときは、同項に定める額）を控除した額とす
る。
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２～４

)
(

略

（支給の繰下げ）

２～４ （略）
（支給の繰下げ）

の年金たる保険給付若しくは同法による年金たる給付の受給権者とな

年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他

この条において同じ。）の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生

る給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下

したときに、他の年金たる保険給付若しくは国民年金法による年金た

ることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得

かつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をす

一年を経過した日」という。）前に当該老齢厚生年金を請求していな

を取得した日から起算して一年を経過した日（以下この条において「

日から一年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国

の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した

付（退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。）

の条において同じ。）若しくは他の被用者年金各法による年金たる給

給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下こ

取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる

をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を

かつたものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出

一年を経過した日」という。）前に当該老齢厚生年金を請求していな

を取得した日から起算して一年を経過した日（以下この条において「

第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権 第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権

つたときは、この限りでない。

民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金

たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じ

年金たる給付（以下この項において「他の年金たる給付」という。）

が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日（以下この項にお

の項において「他の年金たる給付」という。）の受給権者となつた者

金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付（以下こ

２ 一年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年

た日（以下この項において「受給権者となつた日」という。）以後前

いて「受給権者となつた日」という。）以後前項の申出をしたときは

一年を経過した日後に他の年金たる保険給付又は国民年金法による

項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者

、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、

２

となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
３・４ （略）

（支給停止）

３・４ （略）

前項の申出があつたものとみなす。

（支給停止）
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が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金に

して得た額（以下この項において「基本月額」という。）との合計額

項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。）を十二で除

額（第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四

た額とし、以下「総報酬月額相当額」という。）及び老齢厚生年金の

標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得

の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び

団体の議会の議員を除く。次項において同じ。）については、その者

して得た額とし、七十歳以上の使用される者（国会議員又は地方公共

当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算

める額の総額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相

その者の標準報酬月額及び標準報酬月額に相当する額として政令で定

算して得た額（国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、

その月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合

者に限る。）である日が属する月において、その者の標準報酬月額と

用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する

歳以上の使用される者（前月以前の月に属する日から引き続き当該適

又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。）である日又は七十

体の議会の議員（前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員

（厚生労働省令で定める日を除く。）、国会議員若しくは地方公共団

る日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。）である日

第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者（前月以前の月に属す

）の支給を停止するものとする。

であるときは、老齢厚生年金の全部（同項に規定する加算額を除く。

の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上

（以下この項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分

整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額

金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調

計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年

で除して得た額（以下この項において「基本月額」という。）との合

第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。）を十二

金の額（第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三

合算して得た額とする。以下この項において同じ。）及び老齢厚生年

賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを

は、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準

下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者について

間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額（以

る日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年

。）である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定め

において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る

使用される者（前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所

若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の

る日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。）である日

第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者（前月以前の月に属す

ついて、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額
を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額（以
下この項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分の支
給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であ
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るときは、老齢厚生年金の全部（同条第四項に規定する加算額を除く
。）の支給を停止するものとする。

２ 第二十条から第二十五条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当

する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この

第二十条から第二十五条までの規定は、前項の七十歳以上の使用さ

れる者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算

場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定

２
定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要

（略）

める。
３～６

な技術的読替えは、政令で定める。
３～６（略）

者が、老齢厚生年金（その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の

ついては、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶

月数が二百四十以上であるものに限る。）、障害厚生年金、国民年金

者が、老齢厚生年金（その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の

ついては、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶

第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金に

月数が二百四十以上であるものに限る。）、障害厚生年金、国民年金

法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校

７

法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退

教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢

第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金に

職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を

若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるも

７

受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者に

のの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当

（障害厚生年金の併給の調整）

該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

ついて加算する額に相当する部分の支給を停止する。

（障害厚生年金の併給の調整）
等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に

係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条

等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に

障害厚生年金（その権利を取得した当時から引き続き障害

係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条

の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において

第四十八条

の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。）の受給権者に対

同じ。）の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生

第四十八条 障害厚生年金（その権利を取得した当時から引き続き障害

して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害

２

（略）

支給する。

じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を

（略）

を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
２
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の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当す

当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定

障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該

第五十二条 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害 第五十二条 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その
ると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定する

することができる。

障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増

進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進し ２

ことができる。
２
たことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規

定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した

前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規 ３

定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後

日後でなければ行うことができない。

３
でなければ行うことができない。

厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害（その他障害が二以上

害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害

て「その他障害」という。）の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障

しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書におい

あつたものが、当該傷病により障害（障害等級の一級又は二級に該当

二項ただし書において同じ。）に係る当該初診日において被保険者で

の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第

つ、その傷病（当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病

ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害）とを併合した障害

厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害（その他障害が二以上

害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害

て「その他障害」という。）の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障

しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書におい

あつたものが、当該傷病により障害（障害等級の一級又は二級に該当

二項ただし書において同じ。）に係る当該初診日において被保険者で

の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第

つ、その傷病（当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病

４ 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、か

ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害）とを併合した障害

の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進し

障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、か

の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進し

たときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に障害厚生年

４

たときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の

（略）

金の額の改定を請求することができる。
５～７

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と

額の改定を請求することができる。
５～７ （略）

第五十四条の二
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同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受

第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。こ

給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
２

の場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法

による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」

とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替え

経過した障害基礎年金の受給権者（現に障害状態に該当しない者に

当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を

二 国民年金法による年金たる給付の受給権者（最後に障害状態に該

一 （略）

当金を支給しない。

各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手

第五十六条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の

ことなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者（現に障害状態に

に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当する

付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者（最後

二 国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給

一 （略）

当金を支給しない。

各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手

第五十六条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の

るものとする。

限る。）その他の政令で定める者を除く。）

該当しない者に限る。）その他の政令で定める者を除く。）
三 （略）

第六十条 遺族厚生年金（次項の規定が適用される場合を除く。）の額

三 （略）

第六十条 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

（年金額）

号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚

し、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に

（年金額）

生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支

基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号
一 （略）

に定める額とする。

給を受けるときは、第一号に定める額とする。
一 （略）
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める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多

を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき

前号に定

二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権

金等」という。）のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年

もの（以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める

二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の

前号に定める額又は次のイ及びロに掲

い額

金の受給権を取得したとき

第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつ

ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額（第四十四条

イ

するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された

第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当

ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額（

イ （略）

げる額を合算した額のうちいずれか多い額

ては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十

老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする

（略）

四条の二において同じ。）に二分の一を乗じて得た額

。以下同じ。）から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗
じて得た額

２ 遺族厚生年金（第五十八条第一項第四号に該当することにより支給

される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者（六十五歳に達して

いる者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に

限る。）が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される

年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る

前項第一号に定め

。）の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。

一 イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき
る額

イ 前項第一号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各

法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算

合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に三分の二を

した額（以下この項において「合算遺族給付額」という。）
ロ
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乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の

イに掲げ

額の合計額から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて

得た額及び政令で定める額を合算した額

二 前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき

る額にロに掲げる比率を乗じて得た額

合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項

イ 前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
ロ

第一号に定める額の比率

の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間である

金の額（」とあるのは、「老齢厚生年金の額（当該老齢厚生年金の額

者に支給する遺族厚生年金については、前項第二号ロ中「老齢厚生年

入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用

（当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加

年金等の額の合計額（」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額

者に支給する遺族厚生年金については、第一項第二号ロ中「老齢厚生

２ 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶 ３ 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶

ときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算し

前各項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要

４ （略）

がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、」とする。

（略）

た老齢厚生年金の額とし、」とする。
３

４ 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要 ５

取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が

配偶者に対するものに限る。）の受給権者が老齢厚生年金の受給権を

２ 前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金（

第六十一条 （略）

合算した額が同項第一号に定める額を上回るとき、又は同条第二項第

かの受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を

配偶者に対するものに限る。）の受給権者が老齢厚生年金等のいずれ

２ 前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金（

第六十一条

な事項は、政令で定める。

同項第一号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢

一号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条

な事項は、政令で定める。

厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改

第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第二号

（略）

定する。

に定める額に、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月
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の翌月から、年金の額を改定する。

から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号の

規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月

、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第四十三条第三項の

定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一

で定めるものにより改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改

四十三条第三項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令

遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が第

前条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が計算される

規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎と

項第一号又は同条第二項第一号イの規定により計算される額が、それ

前条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は ３

して算定した同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額以上である

ぞれ当該改定後の老齢厚生年金等の額を基礎として算定した同条第一

３

ときは、この限りでない。

項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第一号ロの

額以上であるときは、この限りでない。

第六十四条の二 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに

該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該

被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法

による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができる

第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。こ

ときは、その間、その支給を停止する。
２

の場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法

による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」

とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令

ものに限る。）は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有すると

第六十四条の二 遺族厚生年金（その受給権者が六十五歳に達している

権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定め

ものに限る。）は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給

第六十四条の三 遺族厚生年金（その受給権者が六十五歳に達している

で定めるもの」と読み替えるものとする。

きは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

る額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
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２

第六十条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受

給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金

等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分」と

あるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除

した額に第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額に相当
する部分」とする。

有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金

が第三十八条の二第一項若しくは第二項、次項本文又は次条の規定に

有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金

第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を 第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を
が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、こ

（略）

第六十九条 第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される

（支給の調整）

２・３

よりその支給を停止されている間は、この限りでない。

削除

の限りでない。
２・３ （略）

第六十九条から第七十二条まで

遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた

者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政

令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわら
ず、支給しない。
（情報の提供）

第七十条 国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等は、厚生労働

大臣に対し、この節に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を
行うものとする。
第七十一条及び第七十二条 削除
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第七十七条

（略）

２ 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第
四号厚生年金被保険者期間に基づく年金たる保険給付について、前項
の規定を適用する場合には、同項第一号中「第九十六条第一項の規定
による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな
かつたとき」とあるのは「第九十六条第三項の規定により読み替えら
れた同条第一項の規定による求めに応じなかつたとき」と、同項第二
号中「第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定
による診断を拒んだとき」とあるのは「第九十七条第三項の規定によ

（略）

り読み替えられた同条第一項の規定による求めに応じなかつたとき」
とする。
第七十八条

２ 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第
四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、
前項の規定は、適用しない。
（離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例）

第七十七条 （略）

第七十八条 （略）

（離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例）

一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二

準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。）又は第二号改定者（第

つて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標

項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをい

一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二

準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。）又は第二号改定者（第

つて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標

第七十八条の二 第一号改定者（被保険者又は被保険者であつた者であ

項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをい

う。以下同じ。）は、離婚等（離婚（婚姻の届出をしていないが事実

第一号改定者（被保険者又は被保険者であつた者であ

う。以下同じ。）は、離婚等（離婚（婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場

第七十八条の二

上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場
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令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省

章において同じ。）の改定又は決定を請求することができる。ただし

以下これらの者を「当事者」という。）の標準報酬をいう。以下この

）に係る被保険者期間の標準報酬（第一号改定者及び第二号改定者（

間（婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。

れかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期

。以下この章において同じ。）をした場合であつて、次の各号のいず

合を除く。）、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう

一・二

働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

だし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労

この章において同じ。）の改定又は決定を請求することができる。た

者（以下これらの者を「当事者」という。）の標準報酬をいう。以下

じ。）に係る被保険者期間の標準報酬（第一号改定者及び第二号改定

象期間（婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同

れかに該当するときは、厚生労働大臣に対し、当該離婚等について対

。以下この章において同じ。）をした場合であつて、次の各号のいず

合を除く。）、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう

２～４ （略）

（略）

一・二 （略）
２～４ （略）

定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であ

第七十八条の四 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で

情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。た

働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な

第七十八条の四 当事者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労

（当事者等への情報の提供等）

つて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当

だし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条

（当事者等への情報の提供等）

該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一

の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合
（略）

項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合において

２

においては、この限りでない。

（略）

は、この限りでない。
２

官に対し、その求めに応じて、標準報酬の 按 分割合に関する処分を

分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の 按 分割合に関する処

あん

第七十八条の五 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判 第七十八条の五 厚生労働大臣は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託
行うために必要な資料を提供しなければならない。

（標準報酬の改定又は決定）

あん

（標準報酬の改定又は決定）
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、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間

第七十八条の六 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において

期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定め

いて、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者

第七十八条の六 厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があつた場合にお

（略）

の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額
一・二

る額に改定し、又は決定することができる。

（略）

に改定し、又は決定することができる。
一・二
者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、

に、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又

改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごと

厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号

当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決

は決定することができる。

２ 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定 ２

定することができる。

一・二

３・４ （略）

（記録）

３・４ （略）

（略）

一・二 （略）

（記録）

し被保険者期間」という。）を有する者の氏名、離婚時みなし被保険

より被保険者期間であつたものとみなされた期間（以下「離婚時みな

保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労

みなし被保険者期間」という。）を有する者の氏名、離婚時みなし被

定により被保険者期間であつたものとみなされた期間（以下「離婚時

厚生労働大臣は、第二十八条の原簿に前条第三項の規

者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で

働省令で定める事項を記録しなければならない。

実施機関は、第二十八条の原簿に前条第三項の規定に 第七十八条の七

定める事項を記録しなければならない。

（通知）

第七十八条の七

（通知）

第七十八条の八 厚生労働大臣は、第七十八条の六第一項及び第二項の

規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者

実施機関は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定

により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通

に通知しなければならない。

第七十八条の八

知しなければならない。

（省令への委任）

第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標

（省令への委任）
第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標
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酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条にお

じ。）に係る被保険者期間（次項及び第三項の規定により既に標準報

者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同

つた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶

きは、実施機関に対し、特定期間（当該特定被保険者が被保険者であ

しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めると

被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消

していたものをいう。以下同じ。）を有する場合において、当該特定

該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当

被保険者」という。）が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者（当

第七十八条の十四 被保険者（被保険者であつた者を含む。以下「特定

において同じ。）の標準報酬（特定被保険者及び被扶養配偶者の標準

準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条

下同じ。）に係る被保険者期間（次項及び第三項の規定により既に標

配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以

であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の

きは、厚生労働大臣に対し、特定期間（当該特定被保険者が被保険者

しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めると

被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消

していたものをいう。以下同じ。）を有する場合において、当該特定

該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当

被保険者」という。）が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者（当

第七十八条の十四 被保険者（被保険者であつた者を含む。以下「特定

準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項

いて同じ。）の標準報酬（特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬

報酬をいう。以下この章において同じ。）の改定及び決定を請求する

準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項

をいう。以下この章において同じ。）の改定及び決定を請求すること

ことができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者

は、厚生労働省令で定める。

ができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障

が障害厚生年金（当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎

は、主務省令で定める。

害厚生年金（当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とす

とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。）の受給権者で

（特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例）

るものに限る。第七十八条の二十において同じ。）の受給権者である

あるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

（特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例）

ときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額（第二十六条第一項の規

保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準

の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月

標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額（第二十六条第一項

る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の

厚生労働大臣は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係

定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額と

額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額）に二分の一を乗じ

２ 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被 ２

みなされた月にあつては、従前標準報酬月額）に二分の一を乗じて得

- 33 -

た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

て得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

厚生労働大臣は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被

保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごと

実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険 ３

者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、

に、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保

３
当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者

険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び
（略）

の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定
４・５

決定することができる。

（略）

することができる。
４・５

偶者みなし被保険者期間」という。）を有する者の氏名、被扶養配偶

により被保険者期間であつたものとみなされた期間（以下「被扶養配

第七十八条の十五 実施機関は、第二十八条の原簿に前条第四項の規定

配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る

養配偶者みなし被保険者期間」という。）を有する者の氏名、被扶養

規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間（以下「被扶

第七十八条の十五 厚生労働大臣は、第二十八条の原簿に前条第四項の

（記録）

者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準

標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない

（記録）

報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

。

規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被

第七十八条の十六 実施機関は、第七十八条の十四第二項及び第三項の

定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特

第七十八条の十六 厚生労働大臣は、第七十八条の十四第二項及び第三

（通知）

保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

（省令への委任）

（通知）

（省令への委任）

項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報

前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一

項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報

酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める

第七十八条の十七 前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一 第七十八条の十七
酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

。
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第三章の四

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の
特例

（年金たる保険給付の併給の調整の特例）
第七十八条の二十二 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被
保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険
者期間（以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。）のうち二以
上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者（以下「
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。）であつ
て、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間（以下「一の期
間」という。）に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく
当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者
であつた期間（以下「他の期間」という。）に基づく年金たる保険給
付を受けることができるものについて、第三十八条の規定を適用する
場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「
当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年
金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは
「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支
給される遺族厚生年金を除く」とする。
（年金たる保険給付の申出による支給停止の特例）
第七十八条の二十三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三
十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定
による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づ

- 35 -

く年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金
たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければ
ならない。
（年金の支払の調整の特例）
第七十八条の二十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る保険給付の受給権者について、第三十九条第一項及び第二項の
規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」
とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者
期間（以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。
）のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間（以下この条におい
て「一の期間」という。）に基づく乙年金（以下この項において「乙
年金」という。）の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「
当該一の期間に基づく甲年金（以下この項において「甲年金」という
。）の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の
厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年
金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、
「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、
「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち
一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」と
あるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。
（損害賠償請求権の特例）
第七十八条の二十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る保険給付について、第四十条第二項の規定を適用する場合にお
いては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保
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あん

険給付の価額に応じて 按 分した価額」とする。
（老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例）
第七十八条の二十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る老齢厚生年金について、第四十二条（この法律及び他の法令に
おいて、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用す
る場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年

ごとに適用する。
２

金について、第四十三条（この法律及び他の法令において、引用し、
準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する場合においては
、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及
び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険
者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の
厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第三項
に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者

（老齢厚生年金に係る加給年金額の特例）
第七十八条の二十七

に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種
別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期
間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条（この
法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合
を含む。）の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定
する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保
険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢
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厚生年金の額に加算するものとする。
（老齢厚生年金の支給の繰下げの特例）
第七十八条の二十八 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る老齢厚生年金について、第四十四条の三の規定を適用する場合
においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の
規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申
出と同時に行わなければならない。この場合において、同項及び同条
第二項中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給
付（当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚
生年金を除く。）」と、同条第四項中「第四十六条第一項及び第五項
」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する
第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、同条の規定の適用に
関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者

（老齢厚生年金の支給停止の特例）
第七十八条の二十九

について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項
中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規
定する各号の厚生年金被保険者期間（以下この項において「各号の厚
生年金被保険者期間」という。）のうち同条に規定する一の期間（第
七項において「一の期間」という。）に係る被保険者期間を計算の基
礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」と
あるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計
算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四
条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」と
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あるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の
基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額
を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る
被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た
額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間
を計算の基礎とする老齢厚生年金の額（第四十四条第一項に規定する
加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下
この項において同じ。）を十二で除して得た額を基本月額で除して得
た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当
該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額
以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る
被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第七
項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数（その
者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保
険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものと
みなした場合における当該被保険者期間の月数とする。）」とするほ
か、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令
で定める。
（障害厚生年金の額の特例）
第七十八条の三十 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る
障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者
の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険
者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びそ
の支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場
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合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
（障害手当金の額の特例）
第七十八条の三十一 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る
障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この
場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
（遺族厚生年金の額の特例）
第七十八条の三十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
の遺族に係る遺族厚生年金（第五十八条第一項第一号から第三号まで
のいずれかに該当することにより支給されるものに限る。）の額につ
いては、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者で
あつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するもの
とみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定
その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族

えその他必要な事項は、政令で定める。
２

厚生年金（第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される
ものに限る。）については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保
険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、前項の規定
の例により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算
あん

の基礎として第六十条第一項第一号の規定の例により計算した額に応
じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要
前項の場合において、第六十二条第一項の規定による加算額は、政

な事項は、政令で定める。
３
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令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期
間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算す
るものとする。
４ 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給
停止に関し必要な事項は、政令で定める。
（障害厚生年金等に関する事務の特例）
第七十八条の三十三 第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び
第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、
政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者
の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。
２ 前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関す
る事務について準用する。
（遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例）
第七十八条の三十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者
の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期
間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に
基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若し
くは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金
と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての
当該申請と同時に行わなければならない。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者

（離婚等をした場合の特例）
第七十八条の三十五

について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬について
の同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該
請求と同時に行わなければならない。
２ 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被
保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有
する者とみなして第七十八条の二及び第七十八条の三の規定を適用し
、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条
の六及び附則第十七条の十の規定を適用する。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者

（被扶養配偶者である期間についての特例）
第七十八条の三十六

について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては
、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬につい
ての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当
該請求と同時に行わなければならない。
２ 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被
保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保
険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の十四第一項及び第七
十八条の二十第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に
係る被保険者期間ごとに第七十八条の十四第二項及び第三項、第七十
八条の二十第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条

第七十八条の二十二から前条までに定めるものの

の十三までの規定を適用する。
（政令への委任）
第七十八条の三十七

ほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給
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付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

一～三 （略）

年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

第七十九条 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚 第七十九条 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生
一～三 （略）

礎年金拠出金」という。）の負担及び納付に伴う事務を含む。）を円

十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金（以下「基

等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものと

」という。）の負担に伴う事務を含む。）を円滑に処理し、被保険者

四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金

２ 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務（国民年金法第九 ２ 政府は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務（国民年金法第九十

滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組

する。

（運用の目的）

３・４ （略）

織の運用を行うものとする。
３・４ （略）
（運用の目的）

う。以下この章において同じ。）の運用は、積立金が厚生年金保険の

分として政令で定める部分（以下「実施機関積立金」という。）をい

保険事業（基礎年金拠出金の納付を含む。）に係る部分に相当する部

働大臣を除く。次条第三項において同じ。）の積立金のうち厚生年金

この章において「特別会計積立金」という。）及び実施機関（厚生労

ことを目的として行うものとする。

とにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資する

保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うこ

重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被

険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴

おいて「積立金」という。）の運用は、積立金が厚生年金保険の被保

第七十九条の二 積立金（年金特別会計の厚生年金勘定の積立金（以下 第七十九条の二 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金（以下この章に

被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付
の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険
の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行
うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資
することを目的として行うものとする。
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（積立金の運用）

（積立金の運用）

的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理

行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

た運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立

第七十九条の三 特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目 第七十九条の三 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つ
運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行う

厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄

託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄 ２

ものとする。
２
託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することが
実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うも

できる。
３

のとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定める
ところにより、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八
号）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）又
は私立学校教職員共済法（以下「共済各法」という。）の目的に沿つ
て運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適
用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金
保険」とする。

主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点か

（積立金基本指針）
第七十九条の四

ら安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針（以下「
積立金基本指針」という。）を定めるものとする。
２ 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
二 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体（年金積立金管理運用
独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連
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合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。）が遵
守すべき基本的な事項
主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要が

四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
３
あると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、こ
れを変更するものとする。
４ 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大
臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、
各主務大臣（厚生労働大臣を除く。）は、必要があると認めるとき

主務大臣（厚生労働大臣を除く。）に協議するものとする。
５

は、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求める
主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やか

ことができる。
６
に、これを公表するものとする。
（積立金の資産の構成の目標）
第七十九条の五 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共
同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第
三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成
の目標を定めなければならない。
２ 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必
要があると認めるときは、共同して、積立金の資産の構成の目標に検
管理運用主体は、積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更した

討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
３

ときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに主務大臣に送
付しなければならない。

- 45 -

４

主務大臣は、積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合し

ないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずる
前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あ

ことができる。
５
らかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を
作成し、主務大臣（厚生労働大臣を除く。）に協議するものとする。
（管理運用の方針）
第七十九条の六 各管理運用主体は、その管理する積立金（地方公務員
共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を
管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管
理積立金」という。）の管理及び運用（地方公務員共済組合連合会に
あつては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において
同じ。）を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ
、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及
び運用の方針（以下この章において「管理運用の方針」という。）を
定めなければならない。
２ 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構
成に関する事項
管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があ

四 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
３

ると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これ
を変更しなければならない。
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４ 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとすると
きは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣（以下この章並
びに第百条の三の三第二項第一号及び第三項において「所管大臣」と
管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅

いう。）の承認を得なければならない。
５
管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理

滞なく、これを公表しなければならない。
６
所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金

積立金の管理及び運用を行わなければならない。
７

基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対
し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。
（管理運用主体に対する措置命令）
第七十九条の七 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立
金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基
づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理
及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理
運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、
当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管
理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適
合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく

（管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）
第七十九条の八

、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用
収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成
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し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
２ 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受け
たときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理
及び運用の状況（第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の
状況を含む。）その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令
所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは

で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
３
、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣
に送付するものとする。
４ 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する
場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人
通則法（平成十一年法律第百三号）第三十八条第一項の規定による同
項に規定する財務諸表の提出後」とする。

主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより

（積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）
第七十九条の九

、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の
状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報
告書を作成し、これを公表するものとする。
２ 前項の規定による報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣
は、あらかじめ、その案を作成し、主務大臣（厚生労働大臣を除く。
主務大臣は、第一項の報告書における評価の結果に基づき、管理運

）に協議するものとする。
３

用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合し
ないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理
運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合
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させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
４ 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、
あらかじめ、積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作
成し、主務大臣（厚生労働大臣を除く。）に協議するものとする。
（運用職員の責務）

（運用職員の責務）

財務省、総務省及び文部科学省の職員（政令で定める者に限る。以下

金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げて

職員（政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。）は、積立

第七十九条の十 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、 第七十九条の四 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の
「運用職員」という。）は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ

その職務を遂行しなければならない。

（秘密保持義務）

細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない
。
（秘密保持義務）

、又は盗用してはならない。

第七十九条の五 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし

し、又は盗用してはならない。

（懲戒処分）

第七十九条の十一 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏ら

（懲戒処分）

生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法（昭和二十二年法律第百

第七十九条の十二 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、 第七十九条の六 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚
その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法（昭和二十二年

二十号）に基づく懲戒処分をしなければならない。

第七十九条の七 積立金の運用については、この法律に定めるもののほ

法律第百二十号）に基づく懲戒処分をしなければならない。

第七十九条の十三 積立金の運用については、この法律に定めるものの

か、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）

（年金積立金管理運用独立行政法人法との関係）

ほか、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号

の定めるところによる。

（年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係）

）、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学
校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）の定めるところに
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よる。
（政令への委任）
第七十九条の十四

第七十九条の二から前条までに定めるもののほか、

積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
（国庫負担等）

（国庫負担）

基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。

第八十条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する 第八十条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する
基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。

生年金保険事業の事務（基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。

２ 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚 ２ 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚
生年金保険事業の事務（基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。

）の執行に要する費用を負担する。

２～４ （略）

を含む。）に充てるため、保険料を徴収する。

第八十一条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金

（保険料）

次項において同じ。）の執行（実施機関（厚生労働大臣を除く。）に
実施機関（厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。）が納

よるものを除く。）に要する費用を負担する。
３

付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の
執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、
共済各法の定めるところによる。
（保険料）
第八十一条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出
金を含む。）に充てるため、保険料を徴収する。
２～４ （略）

第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の

（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）

第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の

事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出を

（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）
事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき
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了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わ

つてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終

は、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であ

収は行わない。

業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴

険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休

したときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保

)
(

略

第八十一条の三 （略）

（免除保険料率の決定等）

ない。
２ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料
について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者
が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。

（免除保険料率の決定）
第八十一条の三

加入員のすべてが加入員でないとして保険給付（第一号厚生年金被保

額を控除した額とする。）の収入を代行給付費（当該厚生年金基金の

に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た

加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第七項又は第八項

り算定した額（第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る

及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることによ

おいて増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をい

加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合に

額を控除した額とする。）の収入を代行給付費（当該厚生年金基金の

に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た

加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第七項又は第八項

り算定した額（第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る

及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることによ

代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額

険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の

う。）に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及

２

額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用

び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つこ

代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額

に相当する費用をいう。）に充てることとした場合において、当該代

とができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとす

２

行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、

（略）

る。

)
(
略

３～７

財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところによ
り算定するものとする。
３～７
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（保険料の負担及び納付義務）
（略）

（略）

第八十二条
２・３
４ 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については
、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主（国家公務員共済組合法
第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。
第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については

）は、政令で定めるところにより」とする。
５
、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主（市町村立学校職員給与
負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条又は第二条の規定に
より給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。）は、政
令で定めるところにより」とする。

（保険料の負担及び納付義務）
（略）

第八十二条 （略）
２・３

（保険料の源泉控除）
第八十四条 （略）

（保険料の源泉控除等）
第八十四条 （略）

（略）

２・３
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又

２・３ （略）
第八十四条の二

は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除に
ついては、第八十一条の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並び
に第八十三条から前条までの規定にかかわらず、共済各法の定めると
ころによる。
（交付金）
第八十四条の三 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機
関（厚生労働大臣を除く。以下この条から第八十四条の七までにおい
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て同じ。）ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要
する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政
令で定めるものに要する費用（以下「厚生年金保険給付費等」という
。）として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付
する。

実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。

（拠出金及び政府の負担）
第八十四条の四
２ 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施
機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し又は納付する基礎
年金拠出金保険料相当分（基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家
公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法
第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項
に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額
をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号に
おいて同じ。）の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一

施者たる政府の負担とする。
３

項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政
府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
（拠出金の額）
第八十四条の五 前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の
額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率
を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出
金保険料相当分の額を控除した額とする。
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あん

あん

一 標準報酬按分率
二 積立金按分率
２ 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費
等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年
第一項第一号の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲

あん

金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。
３
げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員（国家
公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、
当該連合会を組織する共済組合の組合員）たる被保険者又は私立学
校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額とし
て政令で定めるところにより算定した額（次条第一項において「実
施機関における標準報酬の総額」という。）を、当該年度における
厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定める
ところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省
令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期
間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保
険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の
予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めると

あん

ころにより算定した率（次項第二号において「保険料財源比率」と
いう。）
４ 第一項第二号の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げ
る率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額
及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額（以
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下この号において「実施機関の積立金額」という。）を、当該年度
の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこ
れに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額（以下「厚
生年金勘定の積立金額」という。）と実施機関の積立金額との合計
額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところによ

厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省

一から保険料財源比率を控除した率

り、実施機関ごとに算定した率
二
５
令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならな
い。
（報告等）
第八十四条の六 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所
管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他
の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
２ 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を
実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を

所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
３

所管する大臣を経由して、第八十四条の四第三項に規定する予想額の
算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚
生労働大臣に報告を行うものとする。
４ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第八十四条
の四第三項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省
令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うもの
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、

とする。
５
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実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第八十四条の七 厚生労働大臣は、第八十四条の三から前条までの規定
の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に
対し、当該実施機関に係る同条第一項に規定する報告に関し監督上必
要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査さ
せることを求めることができる。

第八十四条の三から前条までに定めるもののほか、交

（政令への委任）
第八十四条の八

付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又

（保険料の滞納処分等の特例）
第八十七条の二

は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他こ
の法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に
ついては、第八十五条、第八十六条及び前条の規定にかかわらず、共
済各法の定めるところによる。
（適用除外）
第八十九条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又
は第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による
徴収金については、前二条の規定は、適用しない。
（審査請求及び再審査請求）
第九十条 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付

（審査請求及び再審査請求）

第九十条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
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求をすることができる。

をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請

に関する処分に不服があるものは、社会保険審査官に対して審査請求
。

がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる

がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服

２ 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処
分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をするこ
とができる。
一 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規
定する国家公務員共済組合審査会
二 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に
規定する地方公務員共済組合審査会
三 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規
定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

２ 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人

は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険

第一項に規定する審査請求をした日から六十日以内に決定がないと

きは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみ

審査会に対して再審査請求をすることができる。

３

なして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関して
は、裁判上の請求とみなす。

４ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その

４ 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項及び前項の再審査請求は ３
、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その

処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分につい

５

処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分につい

ての不服の理由とすることができない。

第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処

ての不服の理由とすることができない。
６

分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服があ

査会に対して審査請求をすることができる。

処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審

第九十一条 厚生労働大臣による保険料その他この法律による徴収金の 第九十一条 保険料その他この法律による徴収金の賦課若しくは徴収の
る者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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２ 前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法
律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該
前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定に

各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
３
よる徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分
の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求
をすることができる。
４ 前二項に定めるもののほか、前二項の規定による審査請求について
は、共済各法の定めるところによる。

第九十一条の二 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不

（行政不服審査法の適用関係）

第九十一条の二 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分につい

服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）第二章第一節、第二節（第

（行政不服審査法の適用関係）
ての前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法（

十八条及び第十九条を除く。）及び第五節の規定を適用しない。

（不服申立てと訴訟との関係）

昭和三十七年法律第百六十号）第二章第一節、第二節（第十八条及び
第十九条を除く。）及び第五節の規定を適用しない。
（不服申立てと訴訟との関係）
の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対

会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社

第九十一条の三 第九十条第一項又は第九十一条第一項に規定する処分 第九十一条の三 第九十条第一項又は第九十一条に規定する処分の取消
する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができ
ない。

第九十五条 市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村

町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又

第九十五条 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市

（戸籍事項の無料証明）

の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受

は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

（戸籍事項の無料証明）

給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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（受給権者に関する調査）

（受給権者に関する調査）

険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金たる保

付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権

給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書

第九十六条 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給 第九十六条
の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類そ

（診断）

（略）

類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関
２

の他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受
（略）

し受給権者に質問させることができる。

２
実施機関（厚生労働大臣を除く。）についての第一項の規定の適用

給権者に質問させることができる。
３

については、同項中「命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し
受給権者に質問させる」とあるのは、「求める」とし、前項の規定は
、適用しない。
（診断）

該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害等級に

する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権

給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算

第九十七条

を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行

が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきこ

第九十七条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当

われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを

とを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる
２ （略）

命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させること
（略）

ことができる。

２

実施機関（厚生労働大臣を除く。）についての第一項の規定の適用

ができる。
３

については、同項中「命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の
状態を診断させる」とあるのは、「求める」とし、前項の規定は、適
用しない。
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（届出等）

（届出等）
第九十八条 （略）

（略）

第九十八条
２～４ （略）

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生

２～４ （略）
５
年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者
期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間
に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しな
い。
（事業主の事務）
（略）

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生

第九十九条
２

年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。

（略）

（立入検査）
第百条

（略）

（立入検査）
第百条 （略）

２・３

（資料の提供）

（略）

２・３

４ 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生
年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については、前三項の規定
は、適用しない。
（資料の提供）
第百条の二 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準
報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施
機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

２ 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があ 第百条の二 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に
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所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

ると認めるときは、官公署（実施機関を除く。）に対し、法人の事業

、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称

めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受

る給付又はその配偶者に対する第四十六条第七項に規定する政令で定

と認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金た

実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認 ２ 厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要がある

給権者の配偶者に対する第四十六条第七項に規定する政令で定める給

める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済

３

付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必

組合等又は第四十六条第七項に規定する政令で定める給付に係る制度

の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

要な資料の提供を求めることができる。
４ 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認
めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公務員等共済組合法第
百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会に対し、必要な資料
の提供を求めることができる。

る大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報

。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管す

第百条の三 実施機関（厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ

険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一

。以下同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保

地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう

第百条の三 年金保険者たる共済組合等（国家公務員共済組合連合会、

（報告）

酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項

（報告）

について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行う

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定

ものとする。
２

する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定

する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定め

定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報

２

るものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

告を行うものとする。

- 61 -

（実施機関相互間の連絡調整）
第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、
政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行
うものとする。
２ 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な
事項は、主務省令で定める。
（主務大臣等）
第百条の三の三 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働
大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
２ この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労
働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四
十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。た
だし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとお
りとする。
一 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する
命令
厚生労働大臣、財務大臣、総

所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する

務大臣及び文部科学大臣の発する命令

二 第七十九条の九第一項の主務省令
３

場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般

（国家公務員法及び地方公務員法との関係）
第百条の三の四

職に属する国家公務員又は地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六
十一号）第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、そ
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れぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第
四十三条に規定する共済制度の一部とする。
（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）

とを妨げない。

六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこ

せるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十

一～五 （略）

とを妨げない。

六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこ

せるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わ

一～五 （略）

六 第二十四条の三第一項（第四十六条第二項において準用する場合

第百条の四

六 第二十四条の四第一項（第四十六条第二項において準用する場合

を含む。）の規定による標準賞与額の決定（第二十四条の三第二項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わ

を含む。）の規定による標準賞与額の決定（第二十四条の四第二項

において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準

第百条の四

において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準

賞与額として決定する場合を含む。）
七～十

賞与額として決定する場合を含む。）
七～十 （略）

十一 第三十八条第二項（第五十四条の二第二項及び第六十四条の二

（略）

十一 第三十八条第二項の規定による申請の受理
十二～十九 （略）

二十 第七十条の規定による情報の受領

十二～十九 （略）

第二項において準用する場合を含む。）の規定による申請の受理
二十 削除
二十七 第八十一条の二第一項の規定による申出の受理

二十一～二十六

二十八～三十二 （略）

二十七

二十一～二十六 （略）

（略）

二十八～三十二 （略）

三十三 第九十六条第一項（附則第二十九条第八項において準用する

第八十一条の二の規定による申出の受理

三十三 第九十六条第一項（附則第二十九条第九項において準用する

三十四

場合を含む。）の規定による命令及び質問

三十四 （略）

三十五 第九十八条（同条第四項を附則第二十九条第八項において準

場合を含む。）の規定による命令及び質問
三十五 第九十八条第一項から第四項まで（同項を附則第二十九条第

用する場合を含む。）の規定による届出の受理及び第九十 八条第

（略）

九項において準用する場合を含む。）の規定による届出の受理及び
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第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十六 第百条第一項（附則第二十九条第九項において準用する場合
を含む。）の規定による命令並びに質問及び検査
三十七 第百条の二第二項から第四項までの規定による資料の提供の
（略）

求め（第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。）
三十八・三十九
四十 附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認
（略）

四十一～四十三 （略）
２～７

（略）

（機構が行う立入検査等に係る認可等）
第百条の八

三項の規定による書類その他の物件の受領

三十六 第百条第一項（附則第二十九条第八項において準用する場合

第百条の二の規定による資料の提供の求め（第三十二号に掲

を含む。）の規定による命令並びに質問及び検査
三十七

げる証明書の受領を除く。）

（略）

三十八・三十九 （略）

（略）

四十～四十二
２～７

（機構が行う立入検査等に係る認可等）
第百条の八 （略）

２ 機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に

掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十

機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に

掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一項第一号、

六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これら

２

第九十六条（第三項を除く。）、第九十七条（第三項を除く。）及び

の規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるもの

（機構への事務の委託）

第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」
とあるのは、「機構の職員」とする。
（機構への事務の委託）
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるもの

とする。

第百条の十
とする。

一～三 （略）

四 第三十三条（附則第二十九条第八項において準用する場合を含む

一～三 （略）
第三十三条（附則第二十九条第九項において準用する場合を含む

。）の規定による裁定に係る事務（第百条の四第一項第十号に掲げ

四

。）の規定による裁定に係る事務（第百条の四第一項第十号に掲げ

る請求の受理及び当該裁定を除く。）

五 第三十七条第一項（附則第二十九条第八項において準用する場合

る請求の受理及び当該裁定を除く。）
五 第三十七条第一項（附則第二十九条第九項において準用する場合
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を含む。）及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に

を含む。）及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に
（略）

第四十条の二（附則第二十九条第八項において準用する場合を含

六・七

係る事務

（略）

係る事務
六・七
八

む。）の規定による不正利得の徴収に係る事務（第百条の四第一項

第四十条の二（附則第二十九条第九項において準用する場合を含

む。）の規定による不正利得の徴収に係る事務（第百条の四第一項

第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次

八
第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次

条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定に

二第三項及び第四項（これらの規定（第四十三条第三項を除く。）

十 第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項、第四十四条の

九

を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九

条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定に

（略）

条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。）並びに附

よる督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに

第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項、第四十四条の

則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第

よる督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに

二第三項及び第四項（これらの規定（第四十三条第三項を除く。）

三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五

第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。）

条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。）並びに附

九

則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第

を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九

十

三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五

項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定

第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。）

項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定

による老齢厚生年金の額の改定に係る事務（第百条の四第一項第十

（略）

による老齢厚生年金の額の改定に係る事務（第百条の四第一項第十

十一・十二

四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求

十一・十二 （略）

十三 第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項

四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十一号に掲げる請

十三 第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項並びに同条第

において準用する第四十六条第七項並びに第五十四条の二第一項の

の受理並びに当該改定に係る決定を除く。）

三項において準用する第四十六条第七項の規定による障害厚生年金

規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務（第百条の四第一

求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。）

の支給の停止に係る事務（第百条の四第一項第十一号に掲げる申請

項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除

（略）

の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。）

く。）
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十四・十五 （略）

十六 第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の

十四・十五 （略）

十七

第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、

（略）

支給に係る事務（当該遺族厚生年金の裁定を除く。）

十六 第五十八条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務
（当該遺族厚生年金の裁定を除く。）
十七 （略）
十八

第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項

第六十四条、第六十四条の二、第六十五条から第六十七条まで

並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支

の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務（第百条の四第

十八
給の停止に係る事務（第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲

一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに該支給の停止
十九

第七十三条の二及び第七十五条（附則第二十九条第八項におい

（略）

に係る決定を除く。）

げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。）
十九 （略）

二十

て準用する場合を含む。）の規定による保険給付の支給に係る事務

第七十三条の二及び第七十五条（附則第二十九条第九項におい

て準用する場合を含む。）の規定による保険給付の支給に係る事務

（当該保険給付の裁定を除く。）

二十
（当該保険給付の裁定を除く。）

（略）

二十一・二十二

（略）

二十一・二十二

二十三 第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係
二十四

第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る

る事務（当該支給の停止に係る決定を除く。）

二十三 第七十七条第一項の規定による年金たる保険給付の支給の停
第七十八条第一項の規定による保険給付の支払の一時差止め

止に係る事務（当該支給の停止に係る決定を除く。）
二十四

規定による保険料の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二十七号

二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項及び第八十五条の

二十五～二十八

三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定に

よる保険料の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二十七号から第

二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二及び第八十五条の規定に

二十五～二十八 （略）

事務（当該支払の一時差止めに係る決定を除く。）

から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の

より機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の

に係る事務（当該支払の一時差止めに係る決定を除く。）

規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促そ

厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号

（略）

の他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三

及び第三十三号に掲げる事務を除く。）
三十・三十一 （略）

十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。）
三十・三十一 （略）
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督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号

一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による

十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第

金に係るものを含む。）の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二

項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収

三十二 第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金（同条第六

及び次号に掲げる事務を除く。）

督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号

一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による

十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第

金に係るものを含む。）の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二

項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収

三十二 第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金（同条第六

三十七

附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る

三十三～三十六 （略）

及び第三十三号に掲げる事務を除く。）
三十二の二 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務（
当該情報の提供を除く。）
三十三～三十六 （略）
附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る

事務（第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱

三十七

事務（第百条の四第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱

退一時金の裁定を除く。）
（略）

三十八・三十九 （略）
２・３

第百一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実

（略）

退一時金の裁定を除く。）
（略）

三十八・三十九
２・３

第百一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実

施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令

（実施規定）

施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令

で定める。

（実施規定）

又は主務省令で定める。
第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為
をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する
。
一 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の
八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、そ
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の公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
二 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九
条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令
に違反したとき。
三 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない
場合において、その承認を受けなかつたとき。
第百四条の三 （略）
（組織）
第百七条 基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用され
る被保険者（第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に
限る。以下この章において同じ。）をもつて組織する。

基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用され

第百四条の二 （略）
（組織）
第百七条

る被保険者をもつて組織する。

第百二十四条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の

翌日（その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至

第百二十四条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の

（資格喪失の時期）

翌日（その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至

つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の

（資格喪失の時期）

つたとき、又は第五号若しくは第六号に該当するに至つたときは、そ

（略）

第百三十二条 （略）

五 （略）

一～四

）に、加入員の資格を喪失する。

加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日

（略）

の日）に、加入員の資格を喪失する。
一～四

（略）

五 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者となつたと
き。
六 （略）
第百三十二条
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額（加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額（第二十

いて「加入員たる被保険者であつた期間」という。）の平均標準報酬

下この項及び附則第十七条の四第十一項及び第十七条の六第一項にお

保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間（以

支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被

条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標

（加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額（第二十六

て「加入員たる被保険者であつた期間」という。）の平均標準報酬額

下この項及び附則第十七条の四第八項及び第十七条の六第一項におい

保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間（以

支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被

２ 基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に

六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の

準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額）と標準賞

基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に

標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額）と標準

与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して

２

賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除し

３～５

得た額をいう。）の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保

３～５

第百三十三条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付

て得た額をいう。）の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被

第百三十三条 老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第四号

は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を

険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超える

厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者に基金が支

除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年

保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超え

給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停

金給付の額のうち、前条第二項に規定する額（第四十四条の三第一項

ものでなければならない。

止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。

の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については

るものでなければならない。

ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額（第

、前条第四項に規定する額）を超える部分については、この限りでな

第百三十三条の二 （略）

２ 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老

第百三十三条の二 （略）

（略）

四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢

い。

（略）

年金給付については、前条第四項に規定する額）を超える部分につい

２ 老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被

齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合（当該老齢厚

ては、この限りでない。

保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。）の受給
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に規定する額（第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基

きない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項

に満たない場合を除く。）を除いては、その支給を停止することがで

おいて「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。）

した老齢厚生年金の額（加給年金額及び繰下げ加算額を除く。次項に

じ。）が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算

支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条の三第一項において同

基準額（同条第五項において読み替えられた同条第一項の規定による

によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止

く。）が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定

次項において「繰下げ加算額」という。）が加算されているものを除

う。）又は第四十四条の三第四項に規定する加算額（以下この項及び

一項に規定する加給年金額（以下この条において「加給年金額」とい

につき支給を停止されている場合（当該老齢厚生年金（第四十四条第

権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額

い。

十二条第四項に規定する額）を超える部分については、この限りでな

よる申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三

、第百三十二条第二項に規定する額（第四十四条の三第一項の規定に

給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち

年金の額」という。）に満たない場合を除く。）を除いては、その支

加算額を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生

がないものとして計算した老齢厚生年金の額（加給年金額及び繰下げ

の三第一項において同じ。）が、第四十四条の二第一項の規定の適用

条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条

合であつて、支給停止基準額（同条第五項において読み替えられた同

れた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場

算されているものを除く。）が第四十六条第五項において読み替えら

算額（以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。）が加

て「加給年金額」という。）又は第四十四条の三第四項に規定する加

生年金（第四十四条第一項に規定する加給年金額（以下この条におい

３・４ （略）

金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項に規定す
る額）を超える部分については、この限りでない。
３・４ （略）
第百三十三条の二の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する
者について、前条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「
老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「各号の厚
生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金（第一号厚
生年金被保険者期間」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一
の期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第三項中「老齢厚生年金の受
給権者」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に
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基づく老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年
金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者」とするほか、同
条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定め
る。
（準用規定）

（準用規定）

「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる

るのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは

と、同条中「政府等」とあり、及び第四十条の二中「実施機関」とあ

項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」

付について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三

定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給

定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規

いて、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規

一項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付につ

る給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

は「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金た

あるのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるの

と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」と

項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」

付について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三

定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給

定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規

いて、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規

一項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付につ

第百三十六条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第 第百三十六条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第

給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

２～４ （略）

第百三十八条 （略）

（掛金）
（略）

（掛金）
第百三十八条
２～４ （略）

立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該

基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設

は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業

増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち

５

の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当す

規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の

基金の設立事業所が減少する場合（設立事業所の事業主が、分割又

るものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。）にお

事業主から掛金として一括して徴収するものとする。

５

いて、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとな
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るときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働
省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、
当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収する
（略）

ものとする。
６
（準用規定）

６ （略）
（準用規定）

ある船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第八十四

「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所で

と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは

除く。）の額」と、第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」

項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を

掛金（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六

は、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した

四十条第一項の規定による徴収金」と読み替えるほか、掛金について

、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百

第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、第八十七条第一項

条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は

八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第八十七

及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第

よる徴収金について準用する。この場合において、第八十三条第二項

条、第八十八条及び第八十九条の規定は、掛金その他この節の規定に

及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条、第八十七

るのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主（第十条第

第一項の規定による徴収金については、第八十四条中「事業主」とあ

同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条

号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、

第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第八十五条第三

品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。）の額」と、

（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項 に規定する金融商

中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金（金融商品取引法

よる徴収金」と読み替えるほか、掛金については、第八十三条第二項

第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定に

定による徴収金の金額」と、第八十七条第一項、第二項、第四項及び

での規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規

生労働大臣」とあるのは「基金」と、第八十七条第一項から第三項ま

条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚

用する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六

九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準

及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条から第八十

第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金 第百四十一条 第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金

条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所

二項の同意をした事業主を含む。）」と、「被保険者」とあるのは「

第百四十一条

の事業主（第十条第二項の同意をした事業主を含む。）」と、「被保
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四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読

用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第

れる加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使

険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用さ

るのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする

あるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあ

保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」と

当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被

（略）

。
２・３

み替えるものとする。
２・３ （略）

係る代行部分」という。）について、支給停止基準額から当該老齢厚

算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に

第百六十一条第三項の政令で定める額及び同条第五項の規定により加

につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付（

加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額

繰下げ加算額」という。）が加算されているものに限る。）の額から

又は第四十四条の三第四項に規定する加算額（以下この項において「

規定する加給年金額（以下この項において「加給年金額」という。）

老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金（第四十四条第一項に

四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定により当該

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第

四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者が解散

いう。）に相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上

総額で除して得た率を乗じて得た額（次項において「支給停止額」と

く。）を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の

基準額から当該老齢厚生年金の額（加給年金額及び繰下げ加算額を除

において「解散基金に係る代行部分」という。）について、支給停止

第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項

に係る老齢年金給付（第百六十一条第三項の政令で定める額及び同条

に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金

のに限る。）の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額

（以下この項において「加給年金額」という。）が加算されているも

全額又は当該老齢厚生年金（第四十四条第一項に規定する加給年金額

いて読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその

給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第五項にお

第百六十三条の三 老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第 第百六十三条の三 老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金

生年金の額（加給年金額及び繰下げ加算額を除く。）を控除して得た

（略）

であるときは、解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。

２

額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を
乗じて得た額（次項において「支給停止額」という。）に相当する部
分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基
（略）

金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。
２
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（準用規定）

（準用規定）

四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合

あり、及び第四十条の二中「実施機関」とあるのは「連合会」と、第

権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府等」と

第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給

額（第百六十一条第五項の規定により加算された額を除く。）」と、

、第三十五条第一項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の

金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において

第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年

十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条

定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四

規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規

ついて、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の

一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に

合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連

り、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、

権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあ

第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給

額（第百六十一条第五項の規定により加算された額を除く。）」と、

、第三十五条第一項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の

金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において

第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年

十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条

定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四

規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規

ついて、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の

一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に

第百六十四条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第 第百六十四条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第

会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

四十条の二の規定及び第百六十一条第一項の規定による徴収金につい

第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第

項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十一条第一項の規

て準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項、第五項

２

定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第

及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、

２ 第八十六条、第八十七条、第八十八条及び第八十九条の規定は、前

一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労

第百六十九条 標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付

（不服申立て）

３ （略）

「連合会」と読み替えるものとする。

（略）

働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
３
（不服申立て）
第百六十九条 標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付
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条において準用する第九十条第一項又は第九十一条第一項」と読み替

「第九十条第一項又は第九十一条第一項」とあるのは、「第百六十九

は、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中

おいて準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者について

は徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項に

に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しく

る。

いて準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとす

「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「第百六十九条にお

は、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中

おいて準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者について

は徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項に

に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しく

（略）

えるものとする。

附 則

第百八十条の二

（政令への委任）

（略）

（政令への委任）
第百八十条の二

第百八十条の三 この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者
であつた期間を有する者に係る老齢年金給付の額の計算及びその支給

則

停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める
。
附
（適用事業所に関する経過措置等）
第二条の三 私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人と
みなされる私立の幼稚園を設置する者（法人を除き、その設置する一
の幼稚園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限
る。）は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二
号に規定する法人とみなす。
２ 適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第
一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適
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用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される
前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなさ

七十歳未満の者とみなす。
３
れた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第
六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。
（被保険者の資格）
（略）

（略）

２

国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長

第四条の二
３

期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第九条
及び第十条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
（高齢任意加入被保険者）

（被保険者の資格）
第四条の二 （略）
２ （略）

（高齢任意加入被保険者）

事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しな

生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給

いもの（第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。）は、第

事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しな

生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給

第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚 第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚

いもの（第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。）は、第

九条の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となる
（略）

九条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となること

２・３

ことができる。

（略）

ができる。
２・３

て、被保険者の資格を喪失することができる。

４ 第一項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、 ４ 第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出
被保険者の資格を喪失することができる。

第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは

第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日（その事

第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは ５

第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日（その事

実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の

５

実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に、
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被保険者の資格を喪失する。
一～三 （略）
６～９ （略）
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者に係る事業主

については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない
。
（他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等）

組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日

）に、被保険者の資格を喪失する。
（略）

一～三 （略）
６～９

（組合員又は加入者であつた期間の確認等）

条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五

、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七

第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項

の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条

入者であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条

第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加

十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十

、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとする

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて

三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつ

者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の

第七条の二

た期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五

間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教
の確認を受けたところによる。

職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。

２ 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第
四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十
七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十
二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十
八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定
の適用を受けようとするものの保険料納付済期間（第二号厚生年金被
保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険
者期間に係るものを除く。）、保険料免除期間及び合算対象期間（国
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10

民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいい、第二号厚
生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年
金被保険者期間に係るものを除く。）については、当分の間、厚生労
第九十条第一項、第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第

働大臣の確認を受けたところによる。
３
九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係
る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。

に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該厚生年金保険の被保

について準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項

被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分

年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金

生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚

つた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金

する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であ

に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定

４ 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生 ２ 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合

険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族
基礎年金」とあるのは、「当該厚生年金保険の被保険者であつた期間
に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替え
国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定

るものとする。
５

は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。

、六十五歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請

五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。）は

有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの（国民年金法附則第

第七条の三 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を

の請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日

、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げ

五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。）は

有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの（国民年金法附則第

第七条の三 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を

（老齢厚生年金の支給の繰上げ）

求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前

の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りで

（老齢厚生年金の支給の繰上げ）

日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない
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。

一 男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者（第三号に

ない。

以下「坑内員たる被保険者」という。）であつた期間と船員として

業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者（

三 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第四条に規定する事

船舶に使用される被保険者（以下「船員たる被保険者」という。）

以下「坑内員たる被保険者」という。）であつた期間と船員として

業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者（

三 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第四条に規定する事

げる者を除く。）

二 女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者（次号に掲

掲げる者を除く。）

一 男子又は女子（第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた
者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号
厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者に限る。）であつて昭
和三十六年四月二日以後に生まれた者（第三号及び第四号に掲げる
者を除く。）
二 女子（第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者に限る。）
であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者（次号及び第四号

船舶に使用される被保険者（以下「船員たる被保険者」という。）

であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭

に掲げる者を除く。）

であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭

和四十一年四月二日以後に生まれたもの

特定警察職員等（警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しく

和四十一年四月二日以後に生まれたもの（次号に掲げる者を除く。
）
四

は常勤の消防団員（これらの者のうち政令で定める階級以下の階級
である者に限る。）である被保険者又は被保険者であつた者のうち
、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき（そのときに
おいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保
険者の資格を喪失した日の前日）において、引き続き二十年以上警
察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員とし
て在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者を
いう。以下同じ。）である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれ
たもの
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２～６

（略）

２～６

（略）

厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止す

する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢

（以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。）に相当

た額（第四項において「在職支給停止調整額」という。）との合計額

の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。）に十二を乗じて得

るときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分

第二号に規定する支給限度額（以下「支給限度額」という。）を超え

当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項

基準額と当該各号に定める額（その額に六分の十五を乗じて得た額に

び第五項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止

に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第一項及

定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号

支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び第五項の規

用継続基本給付金（以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。）の

。）が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇

第十三条の六第四項及び第八項において「被保険者である日」という

一条第一項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに

する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第五項並びに附則第十

格を有する者に限る。）である日（被保険者に係る同条第一項に規定

が被保険者（前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資

者であつて、第四十六条第一項及び第五項の規定の適用を受けるもの

厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止す

する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢

（以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。）に相当

た額（第四項において「在職支給停止調整額」という。）との合計額

の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。）に十二を乗じて得

るときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分

第二号に規定する支給限度額（以下「支給限度額」という。）を超え

当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項

基準額と当該各号に定める額（その額に六分の十五を乗じて得た額に

び第五項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止

に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第一項及

定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号

支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び第五項の規

用継続基本給付金（以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。）の

。）が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇

の六第一項、第四項及び第八項において「被保険者である日」という

項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条

一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二

める日（次項及び第五項並びに附則第十一条第一項、第十一条の二第

格を有する者に限る。）である日又は同条第一項に規定する政令で定

が被保険者（前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資

者であつて、第四十六条第一項及び第五項の規定の適用を受けるもの

第七条の五 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権 第七条の五 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権

るものとする。

るものとする。
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一・二

（略）

２～５ （略）

一・二
２～５

（略）
（略）

４ 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金

２・３（略）

第七条の六 （略）

が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給

４ 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金

２・３

第七条の六 （略）

（繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する

被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。

を停止されている場合（次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

（繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する

）の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金が

）を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老

老齢年金給付の特例）

その全額につき支給を停止されている場合（次の各号のいずれかに該

齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条

老齢年金給付の特例）

当する場合を除く。）を除いては、その支給を停止することができな

第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

一・二（略）

（略）

い。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替え
られた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、こ
の限りでない。
一・二 （略）

５・６

（略）

（略）

５・６

第七条の七

（略）

第七条の七 （略）

（略）

２

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附

（略）

被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。

則第七条の五第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の

２

）の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であ

規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている

３ 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散

る場合であつて、附則第七条の五第一項（同条第五項において準用す

ときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額

附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金

る場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支

から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部

３

給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整
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う。）に相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上で

得た額（第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」とい

散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて

後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解

金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。

分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基

いて「在職支給停止がある者の支給停止額」という。）に相当する部

分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額（第五項にお

部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額（次項にお

額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行

給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整

る場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支

る場合であつて、附則第七条の五第二項（同条第五項において準用す

）の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であ

被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。

４ 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金

金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の

がない者の支給停止額」という。）に相当する部分（その額が解散基

の総額で除して得た率を乗じて得た額（次項において「在職支給停止

年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分

ときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生

規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている

則第七条の五第二項（同条第五項において準用する場合を含む。）の

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附

４ 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散

あるときは、解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。

いて「在職支給停止がない者の支給停止額」という。）に相当する部

全部）の支給を停止する。

（特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例）

５ （略）

分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基
（略）

金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。
５

（特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例）

四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者に限る。）であつて

あつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第

み替えるものとする。

一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

者を除く。）について前条の規定を適用する場合においては、同条第

第八条の二 男子又は女子（第二号厚生年金被保険者であり、若しくは 第八条の二 男子であつて次の表の上欄に掲げる者（第三項に規定する

、次の表の上欄に掲げる者（第三項及び第四項に規定する者を除く。
）について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六
十歳」とあるのは、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。

- 82 -

（表略）

（表略）

あつて次の表の上欄に掲げる者（次項及び第四項に規定する者を除く

十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

）について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六

２ 女子（第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者に限る。）で ２ 女子であつて次の表の上欄に掲げる者（次項に規定する者を除く。
。）について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「
のとする。
（表略）

六十歳」とあるのは、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。
（表略）

げるもの（次項に規定する者を除く。）について前条の規定を適用す

とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲

中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第

げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号

とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲

坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間

る場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表

二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる

坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間 ３

の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有

被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した

３

する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保

期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。
（表略）

険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替え
るものとする。
（表略）
４ 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げる者について
前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあ

六十二歳

六十一歳

るのは、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。
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの
間に生まれた者
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの
間に生まれた者
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昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間
に生まれた者
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間
に生まれた者

（略）

第九条の三 （略）
２・３

六十三歳

六十四歳

（略）

第九条の三 （略）
２・３

に至つた日にあつては、その日）から起算して一月を経過した当時」

を喪失した日（第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当する

三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格

中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の

の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項

附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条

算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「

号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日）から起

の改定に係る被保険者の資格を喪失した日（第十四条第二号から第四

」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額

該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）

数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当

た当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月

条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得し

生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四

額（以下この条において「報酬比例部分の額」という。）から」と、

規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める

条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に

算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三

る老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起

権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定によ

と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその

項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」

た当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三

の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過し

」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額

該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）

数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当

た当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月

条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得し

生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四

４ 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚 ４ 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚

と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあ
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の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平

よる改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条

なおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定に

以下「平成十二年改正法」という。）附則第九条第一項の規定により

項、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。

れた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二

法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正

昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）附

るのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律（

酬比例部分の額」という。）から」と、「第百三十二条第二項」とあ

める額から」とあるのは「同号に定める額（以下この条において「報

るのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定

るのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額）」とあるのは「

しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあ

附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若

は平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法

十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しく

則第九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

（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附

る改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律

おその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定によ

の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりな

六十年改正法」という。）附則第八十二条第一項若しくは第八十三条

法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和

「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金

（略）

報酬比例部分の額）」と読み替えるものとする。

５

成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と
、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」
と、「同項に定める額）」とあるのは「報酬比例部分の額）」と読み
替えるものとする。
（略）

第九条の四 （略）

５
第九条の四

２～４ （略）

（略）

２～４ （略）
生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四

条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得し

生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四

第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚

条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得し

た当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年

第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚 ５

た当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年

金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を

５

金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日（第十四条第二号か
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正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十

る改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改

の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定によ

力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前

十二年改正法」という。）附則第九条第一項の規定によりなおその効

金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

十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年

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昭和六

条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八

法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第八十二

百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年

の額」という。）から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第

」とあるのは「同号に定める額（以下この条において「報酬比例部分

則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から

四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附

にあつては、その日）から起算して一月を経過した当時」と、第四十

日（第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日

規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した

者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の

と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権

項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」

第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四

から起算して一月を経過した当時（当該一月を経過した当時」と、「

ら第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日）

分の額）」と読み替えるものとする。

酬比例部分の額」と、「同項に定める額）」とあるのは「報酬比例部

十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報

二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二

年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十

法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二

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十二年改正

年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第九条第

第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二

を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の

、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力

法」という。）附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項

を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正

二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部

の条において「報酬比例部分の額」という。）から」と、「第百三十

」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額（以下こ

規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額

を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に

年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月

した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生

のは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得

よるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とある

とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例に

経過した当時（当該一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」

三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項
に定める額）」とあるのは「報酬比例部分の額）」と読み替えるもの
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（略）

とする。
６

６

（略）

額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額（以下この項にお

険者等である日」という。）が属する月において、その者の総報酬月

一条の四第一項及び第二項並びに第十三条の六第一項において「被保

ある日（次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十

き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。）で

くは地方公共団体の議会の議員（前月以前の月に属する日から引き続

項において同じ。）の受給権者が被保険者である日又は国会議員若し

び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五

合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、

。）に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場

十二を乗じて得た額（以下この項において「支給停止基準額」という

いて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に

停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金につ

た額（以下この項において「基本月額」という。）との合計額が支給

て、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得

項において同じ。）の受給権者が被保険者である日が属する月におい

び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五

第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金（第四十三条第一項及 第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金（第四十三条第一項及

いて「基本月額」という。）との合計額が支給停止調整開始額を超え

（略）

（略）

老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

２～５

一～四

るときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げ
る場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額（
以下この項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分の
支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止
基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の
支給を停止するものとする。
（略）

一～四 （略）
２～５

が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生

第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額

年金」という。）の受給権者が被保険者である日が属する月において

が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生

第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額

第十一条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条及び 第十一条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条及び

年金」という。）の受給権者が被保険者等である日が属する月におい
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。）に相当する部分の支給を停止する。

額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という

加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する

る加給年金額（以下この項において単に「加給年金額」という。）が

例による場合を含む。）において準用する第四十四条第一項に規定す

又は附則第九条の三第二項若しくは第四項（同条第五項においてその

第二項第一号に規定する額（当該老齢厚生年金について、同条第三項

当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二

「支給停止調整開始額」という。）以下であるときは、その月の分の

う。）との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額（以下

」という。）を十二で除して得た額（次項において「基本月額」とい

の二第二項第二号に規定する額（第四項において「報酬比例部分の額

て、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条

）に相当する部分の支給を停止する。

に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。

算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額

加給年金額（以下この項において単に「加給年金額」という。）が加

による場合を含む。）において準用する第四十四条第一項に規定する

は附則第九条の三第二項若しくは第四項（同条第五項においてその例

二項第一号に規定する額（当該老齢厚生年金について、同条第三項又

該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第

支給停止調整開始額」という。）以下であるときは、その月の分の当

。）との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額（以下「

という。）を十二で除して得た額（次項において「基本月額」という

二第二項第二号に規定する額（第四項において「報酬比例部分の額」

、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の

生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停

計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚

日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合

額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額（以下この

年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止

額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生

が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計

障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日

止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額（以下こ

項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分の支給を停

２

の項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分の支給を

止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が

障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である

停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額

老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停

２

が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を

（略）
（略）

一～四

止するものとする。

（略）
３

停止するものとする。
（略）

一～四
３

号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する

４ 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一 ４ 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一
号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する
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て生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合におい

て生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合におい

。）に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場

十二を乗じて得た額（以下この項において「支給停止基準額」という

いて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に

停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金につ

た額（以下この項において「基本月額」という。）との合計額が支給

る加給年金額を除く。以下この項において同じ。）を十二で除して得

例による場合を含む。）において準用する第四十四条第一項に規定す

金の額（附則第九条の四第三項又は第五項（同条第六項においてその

ある日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年

坑内員・船員の老齢厚生年金」という。）の受給権者が被保険者等で

第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「

において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老

）に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合

二を乗じて得た額（以下この項において「支給停止基準額」という。

て、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十

止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金につい

額（以下この項において「基本月額」という。）との合計額が支給停

加給年金額を除く。以下この項において同じ。）を十二で除して得た

による場合を含む。）において準用する第四十四条第一項に規定する

の額（附則第九条の四第三項又は第五項（同条第六項においてその例

る日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金

坑内員・船員の老齢厚生年金」という。）の受給権者が被保険者であ

第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「

第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条及び 第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条及び

合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、

齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
（略）

（略）

老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

２・３

一～四

（略）

一～四 （略）
２・３

老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支

給を受けることができる月（その者が当該老齢基礎年金の受給権を取

老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支

障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の

給を受けることができる月（その者が当該老齢基礎年金の受給権を取

得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。）におい

第十一条の四

得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。）にお

ては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定す

障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の

いては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定

る額に相当する部分の支給を停止する。

第十一条の四

する額に相当する部分の支給を停止する。
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酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚

例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報

条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分（報酬比

るその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九

等の額」という。）につき前条の規定を適用して計算した場合におけ

ときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分

て準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されている

又は第五項（同条第六項においてその例による場合を含む。）におい

号に規定する額（当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項

生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二

。）においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚

が属する月（その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く

老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者等である日

２ 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による

年金の全部）の支給を停止するものとする。

比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生

部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬

の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分（報酬比例

その支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条

の額」という。）につき前条の規定を適用して計算した場合における

きは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等

準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されていると

は第五項（同条第六項においてその例による場合を含む。）において

に規定する額（当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又

年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号

）においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生

属する月（その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。

老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が

２ 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による

第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに

生年金の全部）の支給を停止するものとする。
第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに ３

前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定

３

前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定

する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理について

（略）

する額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理について

（略）

第十三条

は、政令で定める。

（略）

は、政令で定める。
第十三条

２

（略）

老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止され

２

間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権

ている場合（次の各号のいずれかに該当する場合を除く。）を除いて

附則第八条の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期 ３ 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する

者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額に

は、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付

３

つき支給を停止されている場合（次の各号のいずれかに該当する場合
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を除く。）を除いては、その支給を停止することができない。ただし
は、この限りでない。

の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分について

４ （略）

一～六 （略）

、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を
超える部分については、この限りでない。
一～六 （略）
４ （略）

ときは、解散基金に係る老齢年金給付（第百六十一条第五項の規定に

）に相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上である

して得た率を乗じて得た額（第五項において「支給停止額」という。

控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除

号に規定する支給停止基準額をいう。）から当該老齢厚生年金の額を

る代行部分」という。）について、支給停止基準額（前条第三項第一

に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係

に係る老齢年金給付（第百六十一条第五項の規定により加算された額

齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金

る場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老

）の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であ

被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。

代行部分」という。）の全部）の支給を停止する。

相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る

係る老齢年金給付（第百六十一条第五項の規定により加算された額に

その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に

得た額（第五項において「支給停止額」という。）に相当する部分（

散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて

止基準額をいう。）から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解

。）について、支給停止基準額（前条第三項第一号に規定する支給停

く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という

（第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除

額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付

則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附

第十三条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金 第十三条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散

より加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条におい
て「解散基金に係る代行部分」という。）の全部）の支給を停止する
。

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附

四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者が解散

全額又は当該老齢厚生年金（坑内員・船員の加給年金額が加算されて

第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその

給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は

２ 坑内員・船員の老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第 ２ 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金

則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該
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員の支給停止額」という。）に相当する部分（その額が解散基金に係

の総額で除して得た率を乗じて得た額（第五項において「坑内員・船

して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分

規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。）を控除

項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に

厚生年金の額（坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二

前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。）から当該老齢

ているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額（

年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止され

年金額が加算されているものに限る。）の額から坑内員・船員の加給

老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金（坑内員・船員の加給

であるときは、解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。

いう。）に相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上

率を乗じて得た額（第五項において「坑内員・船員の支給停止額」と

金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た

の二第二項第一号に規定する額を除く。）を控除して得た額に解散基

の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条

員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定

規定する支給停止基準額をいう。）から当該老齢厚生年金の額（坑内

基金に係る代行部分について、支給停止基準額（前条第四項第二号に

た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散

いるものに限る。）の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得

る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部）
の支給を停止する。

して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して

調整後の支給停止基準額をいう。）から当該老齢厚生年金の額を控除

分について、調整後の支給停止基準額（前条第四項第三号に規定する

その全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部

らの規定を準用する場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金が

つて、附則第十一条の六第一項及び第七項（同条第八項においてこれ

者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であ

間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権

」という。）に相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額

額（第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額

金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た

準額をいう。）から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基

の支給停止基準額（前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基

を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後

場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給

の六第一項及び第七項（同条第八項においてこれらの規定を準用する

老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条

附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る

得た率を乗じて得た額（第五項において「高年齢雇用継続給付を受給

以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止す

附則第八条の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期 ３

する者の支給停止額」という。）に相当する部分（その額が解散基金

る。

３

に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全
部）の支給を停止する。
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継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。）に相当す

分の総額で除して得た率を乗じて得た額（次項において「高年齢雇用

除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部

ら当該老齢厚生年金の額（坑内員・船員の加給年金額を除く。）を控

（前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。）か

ときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額

を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されている

が加算されているものに限る。）の額から坑内員・船員の加給年金額

齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金（坑内員・船員の加給年金額

においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により当該老

五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項（同条第八項

則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第

基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附

四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者が解散

４ 坑内員・船員の老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第

分の全部）の支給を停止する。

散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部

坑内員・船員の支給停止額」という。）に相当する部分（その額が解

た率を乗じて得た額（次項において「高年齢雇用継続給付を受給する

基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得

の額（坑内員・船員の加給年金額を除く。）を控除して得た額に解散

に規定する調整後の支給停止基準額をいう。）から当該老齢厚生年金

係る代行部分について、調整後の支給停止基準額（前条第四項第四号

相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に

のに限る。）の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に

は当該老齢厚生年金（坑内員・船員の加給年金額が加算されているも

定を準用する場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金の全額又

えられた同条第四項及び同条第七項（同条第八項においてこれらの規

項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替

給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三

４ 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金

（略）

（老齢厚生年金の支給の繰上げの特例）

５

る部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解
（略）

散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。
５

（老齢厚生年金の支給の繰上げの特例）
各号のいずれにも該当するもの（国民年金法附則第五条第一項の規定

による国民年金の被保険者でないものに限る。）は、それぞれ附則第

各号のいずれにも該当するもの（国民年金法附則第五条第一項の規定

附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条 第十三条の四 附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条

による国民年金の被保険者でないものに限る。）は、それぞれ附則第

八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、厚生労働大臣に

第十三条の四

八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢

（略）

老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
２～６

厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
２～６ （略）
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額」という。）に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号

定める額に十二を乗じて得た額（以下この項において「支給停止基準

生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に

は、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚

基本月額」という。）との合計額が支給停止調整開始額を超えるとき

の項において同じ。）を十二で除して得た額（以下この項において「

生年金の額（第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下こ

等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚

給権者（その者が六十五歳に達していないものに限る。）が被保険者

掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上である

」という。）に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に

める額に十二を乗じて得た額（以下この項において「支給停止基準額

年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定

、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生

本月額」という。）との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは

項において同じ。）を十二で除して得た額（以下この項において「基

年金の額（第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この

である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生

給権者（その者が六十五歳に達していないものに限る。）が被保険者

第十三条の六 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受 第十三条の六 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受

に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であ

ときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
（略）

（略）

（略）

（略）

るときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

２・３

第十三条の七

２～８

一～四

（略）
（略）

一～四 （略）
２～８
第十三条の七
２・３ （略）

該当する場合を除く。）を除いては、その支給を停止することができ

がその全額につき支給を停止されている場合（次の各号のいずれかに

。）の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金

金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る

条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二

。）を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該

給を停止されている場合（次の各号のいずれかに該当する場合を除く

金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支

４ 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年 ４ 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基

ない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替
えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、
この限りでない。
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一・二

（略）

（略）

５・６ （略）
第十三条の八

一・二
５・６

（略）
（略）

第十三条の八 （略）

得た額（第四項において「支給停止額」という。）を加えた額に相当

散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて

当該老齢厚生年金の額（加給年金額を除く。）を控除して得た額に解

解散基金に係る代行部分」という。）について、支給停止基準額から

定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「

いるときは、解散基金に係る老齢年金給付（第百六十一条第五項の規

金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されて

生年金（加給年金額が加算されているものに限る。）の額から加給年

同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚

ある場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた

。）の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者で

金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る

部分の全部）の支給を停止する。

解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行

いて「支給停止額」という。）を加えた額に相当する部分（その額が

分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額（第四項にお

額（加給年金額を除く。）を控除して得た額に解散基金に係る代行部

部分」という。）について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の

額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行

金に係る老齢年金給付（第百六十一条第五項の規定により加算された

額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基

が加算されているものに限る。）の額から加給年金額を控除して得た

より当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金（加給年金額

附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定に

散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、

２ 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年 ２ 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解

する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、
解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。

。）の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者で

金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る

八項において準用する場合を含む。）の規定により当該老齢厚生年金

附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項（同条第

散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、

附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解

ある場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた

の全額又は当該老齢厚生年金（加給年金額が加算されているものに限

３

同条第四項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定によ

る。）の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額に

附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金（第一号厚生年

り当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金（加給年金額が加算

つき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について

３

されているものに限る。）の額から加給年金額を控除して得た額に相
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いて「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。）に

部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額（次項にお

の額（加給年金額を除く。）を控除して得た額に解散基金に係る代行

る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金

当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係

額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る

続給付を受給する者の支給停止額」という。）に相当する部分（その

の総額で除して得た率を乗じて得た額（次項において「高年齢雇用継

除く。）を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分

、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額（加給年金額を

（略）

代行部分の全部）の支給を停止する。

第十六条

（略）

（加給年金額に関する経過措置）

４・５

相当する部分（その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるとき
は、解散基金に係る代行部分の全部）の支給を停止する。
４・５ （略）

（略）

（加給年金額に関する経過措置）
第十六条

「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得した当時、当

達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中

百四十以上であるものに限る。）の受給権者であつた者が六十五歳に

つて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二

による場合を含む。）の規定によりその額が計算されているものであ

む。）又は第九条の四第四項及び第五項（同条第六項においてその例

条の三第三項及び第四項（同条第五項においてその例による場合を含

該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四

「受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得した当時、当

達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中

百四十以上であるものに限る。）の受給権者であつた者が六十五歳に

つて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二

による場合を含む。）の規定によりその額が計算されているものであ

む。）又は第九条の四第四項及び第五項（同条第六項においてその例

条の三第三項及び第四項（同条第五項においてその例による場合を含

（略）

該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四

十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二

２

十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二

百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）」とあるの

（略）

百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）」とあるの

は「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三

２

は「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三

項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による

附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条並びに附則第九 ３ 附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第九条並びに附則第九

項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による

年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を

３

年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日（第十四条第二号か
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しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金

附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若

、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「

以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。）」と

が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十

当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数

から起算して一月を経過したときから引き続き（当該一月を経過した

ら第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日）

き」とする。

険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続

九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保

よる老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第

給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定に

ときから引き続き。第三項において同じ。）」と、同条第三項中「受

つたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つた

年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であ

経過したときから引き続き（当該一月を経過した当時、当該老齢厚生

い）
第十六条の四

（併給の調整の特例）

講ずるものとする。

速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を

おける当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、

退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合に

である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、

の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等

附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金

（被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱

額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日（第十四条第二号から第
四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日）から
起算して一月を経過したときから引き続き」とする。

（併給の調整の特例）
えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当分の間、同

十五歳に達しているものに限る。）を」と、「並びに障害基礎年金」

中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金（その受給権者が六

第十七条 第三十八条第一項（第七十八条の二十二の規定により読み替 第十七条 第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項
項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金（その受給権者が
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る。）、障害基礎年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに

礎年金及び付加年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに限

、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基

生年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を」と

ているものに限る。）」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚

」とあるのは「並びに障害基礎年金（その受給権者が六十五歳に達し

六十五歳に達しているものに限る。）を」と、「並びに障害基礎年金

その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）」と、「退職共

の受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）、障害基礎年金（

加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金（そ

六十五歳に達しているものに限る。）を」と、「老齢基礎年金及び付

と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金（その受給権者が

族共済年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）」

いるものに限る。）」と、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺

とあるのは「並びに障害基礎年金（その受給権者が六十五歳に達して

（遺族厚生年金の額の特例）

とする。

権者が六十五歳に達しているものに限る。）及び当該遺族厚生年金」

済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金（その受給

限る。）」とする。

（遺族厚生年金の額の特例）

項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者

第十七条の二 第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同 第十七条の二 第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同
項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者

（六十五歳に達している者に限る。）」とする。

第六十条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ

（遺族厚生年金の額の改定の特例）

とする。

中「被用者年金各法」とあるのは、「被用者年金各法その他の法令」

２

（六十五歳に達している者に限る。）」とする。

（遺族厚生年金の額の改定の特例）

の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他

歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日（附則第七条

同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「六十五

よる老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で

取得した日（附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定に

は「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を

同項中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日」とあるの

第十七条の三 第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、 第十七条の三 第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、

これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有
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（平均標準報酬月額の改定）

。

のの受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日）の」とする

厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるも

日（附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢

を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した

とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権

する者にあつては、六十五歳に達した日）に」と、「同項第二号イ」

（平均標準報酬月額の改定）

に達した日）」とする。

であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、六十五歳

第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付

金等の受給権を取得した日（附則第七条の三第三項又は第十三条の四

老齢厚生年金等の受給権を取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年

と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該

定めるものの受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日）」

第十七条の四 （略）

（略）

第十七条の四

２～４ （略）

昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間（

２～４ （略）
５

号。以下「平成十九年一元化法

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改
正する法律（平成十九年法律第

」という。）附則第五条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員
期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。
）の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、
第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前
の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合
員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権
者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とす
る。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和
六十年法律第百五号）附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家
公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額
昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間（

については、この限りでない。
６
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平成十九年一元化法附則第五条第十二号に規定する旧地方公務員共済
組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において
同じ。）の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額につい
ては、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び
改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共
済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる
受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た
額とする。ただし、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）附則第三十五条第一項の規定により当該
旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報
酬月額については、この限りでない。
昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期

５～８

（略）

（対象期間標準報酬総額の計算の特例）
（略）

第十七条の九 （略）
２・３
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７

間（平成十九年一元化法附則第五条第十三号に規定する旧私立学校教
職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第六項
において同じ。）の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月
額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第
一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立
学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の
上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率
（略）

を乗じて得た額とする。
８～

（略）

４ 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以

２・３

第十七条の九 （略）

（対象期間標準報酬総額の計算の特例）

11

前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八
条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間
の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分
に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一
項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以

属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
５
前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八
条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間
の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分
に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一
項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以

属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
６

前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七
十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加
入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事
者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年

（年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付）

第十八条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、

改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。

一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による

第十八条 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生年金保険法等の

附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上

次条において「国家公務員等共済組合法」という。）第二条第一項第

金の支給の繰上げの特例）

の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づ
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く老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生

七号イ又はハに掲げる法人（次条において「日本たばこ産業株式会社

あつた者の当該組合員であつた期間（他の法令の規定により当該組合

等」という。）の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員で

２ 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第

員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合

年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に

員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ

る拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相

第十九条 前条第一項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付す

る予想額を算定するものとする。

保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわた

２ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、年金

要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。

産業共済組合等の組合員期間」という。）に係る年金たる保険給付に

関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年
金の基本手当等との調整の特例）

る。

当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とす

による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに

一 標準報酬按分率

第十九条 前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定
附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において

二 個別負担按分率

り読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」と、「同条

六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定によ

十六条第一項及び同条第五項」と、附則第七条の五第一項中「第四十

あるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四

した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

「組合員期間費用」という。）として政令で定めるところにより算定

合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用（以下この項において

要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組

２ 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に

あん

あん

、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」と

第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読

一 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令

二 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額

で定めるところにより算定した額

み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、こ
れらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定
める。

のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚
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生労働大臣が定める額

第一項第一号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところに

あん

費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額

じ。）に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間

所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同

式会社等であるものを含む。）の事業所であつて第六条の適用事業

組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人が日本たばこ産業株

項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済

ばこ産業株式会社等（国家公務員等共済組合法第百十一条の六第一

三 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者（日本た

３

より、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金

保険者たる共済組合等の組合員（国家公務員共済組合連合会及び地方

公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の

組合員）又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額とし

て政令で定めるところにより算定した額（以下「年金保険者たる共済

組合等の標準報酬総額」という。）を、当該年度における厚生年金保

険の被保険者（日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。）に係

る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額（次項

において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。）と年金保険者た

る共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額（次条において

「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。）で除して得た率を
あん

基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。

４ 第一項第二号の個別負担按分率は、第一号に掲げる率が第二号に掲

げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率

から第一号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済

組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定し
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（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による

た率とする。

一 個別負担率（厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者た

る共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組

合等が支給する年金たる給付に要する費用（地方公務員共済組合連

合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職

員共済組合連合会が支給する年金たる給付に要する費用）のうち年

金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めると

基準負担率（厚生労働省令で定めるところにより、当該年度にお

酬総額で除して得た率をいう。）

ころにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報
二

ける年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合

等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた

期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で

定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で
除して得た率をいう。）

第二十条 拠出金算定対象額の予想額（以下この条において「拠出金算

第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については

て得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業

想額（以下この条において「標準報酬合計予想額」という。）で除し

定対象予想額」という。）を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予

、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係

に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度

老齢厚生年金の特例）

る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する

があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準

おいて「平準化期間」という。）の各年度における前条第一項の拠出

ものとみなして、附則第八条（附則第八条の二において読み替えて適
２ 前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金

金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定

化に資するため、厚生労働大臣が定める期間（以下この条及び次条に

の受給権者については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに、附則第

める額（以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」とい

用する場合を含む。）の規定を適用する。

九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規
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定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八
条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者
期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」

う。）とする。

２ 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚
生労働大臣が算定する。

生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老

間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚

定められるものとする。

定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として

を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で

と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期 ３ 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額

齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年

厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じ

て得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢

に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除し

得た額を基礎として定められるものであること。

る補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて

一 平準化期間の各年度（平準化期間の最初の年度を除く。）におけ

のいずれにも該当するように定められるものとする。

４ 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号

て得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総

イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額

金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間

報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除

ロ

勘案して政令で定める率

平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を

して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第四号
中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づ

基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、当該受給権者

額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を

を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た

及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金をいう。）の運用

厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金並びに第八十五条の二

イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を積立金（

くなるように定められるものであること。

補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等し

に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他

収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率の複

二

政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政

利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までの

く老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数

令で定める。

平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額をイの政令

それぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ

で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当

該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
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（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による

５

附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われると

きは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定

対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づき、積立金（厚生保険特別

会計の年金勘定に係る積立金をいう。）の運用の実績を考慮して平準

第三項及び第四項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正

化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。
６

拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要

な技術的読替えは、政令で定める。
（報告等）

第二十一条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について

者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険

第二十一条 厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該

、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二

について報告を求めることができる。

老齢厚生年金の支給の繰上げの特例）

以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に

り、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項

基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢 ２ 各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところによ
厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合におい

、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第

３ 年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより

の報告を行うものとする。

て、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚

十八条第二項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定

２ 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第

生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項

４ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定

対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に

条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて

する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものに

」と、「老齢厚生年金の額（」とあるのは「各号の厚生年金被保険者

適用する第四十六条第一項」と、 当該老齢厚生年金 とあるのは「当

ついて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うもの

ついて厚生労働大臣に報告を行うものとする。

該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」と

とする。

期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額（」と、「第四十六

あるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢
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｢

｣

５

厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない

厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の
全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「
。

第二十二条 厚生労働大臣は、附則第十八条から前条までの規定の適用

控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除
して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三
号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一
の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で
除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」
とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と
、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に
基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得
た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な
読替えその他必要な事項は、政令で定める。
（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額

係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有す

は、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に

第二十二条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について

ができる。

金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めること

規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年

する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第一項に

に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管

るものとみなして附則第十六条の規定を適用する。

（政令への委任）

に関する経過措置の特例）

（拠出金の額の算定に関する特例）

第二十三条 当分の間、第八十四条の五の規定の適用については、同条 第二十三条 附則第十八条から前条までに規定するもののほか、年金保
第一項中「掲げる率」とあるのは「掲げる率及び支出費按分率」と、

定める。

険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で

あん

同条第三項第二号中「という。）」とあるのは「という。）に百分の
五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とある
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のは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
あん

２ 前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の五第一項に規定
する支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて
得た率とする。
一 実施機関（厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二
十三条の三において同じ。）ごとに、当該実施機関に係る当該年度
における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金
保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の五第一
項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生
労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 百分の五十
第二十三条の二 平成二十二年度から平成三十八年度までの間、第八十
四条の五第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施
機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率（第二号厚生
年金被保険者にあつては平成十九年一元化法附則第八十条第一項の表
の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定め
る率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成十九年一元化法附
則第八十一条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそ
れぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつて
は平成十九年一元化法附則第八十二条第一項の表の上欄に掲げる月分
の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。）を、
当該各月に応じ、当該実施機関の組合員（国家公務員共済組合連合会
及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
済組合の組合員）たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者
たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得
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た額の合計額（以下この項において「実施機関保険料相当額」という
。）を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の
表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保
険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合
計額に実施機関保険料相当額を加えて得た額で除して得た率を基準と
して、厚生労働省令で定めるところにより実施機関ごとに算定した率
厚生労働大臣は、前条第二項及び前項に規定する厚生労働省令を定

とする。
２
めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十三条の三 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費
等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度におけ
る第八十四条の五第四項に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは
実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つて
いる場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及
び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回るこ
とが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り

政府は、附則第二十三条の規定による特例について、

方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるも
のとする。
第二十三条の四

附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、そ
の結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
（地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例）
第二十三条の五 都道府県知事又は市町村長（特別区の区長（地方自治
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法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る
。）を含む。）である被保険者が、次のいずれかに該当する場合にお
いては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみな
す。
一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了
すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙にお
いて当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
二 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人
となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

いてその例による場合を含む。）及び第四項（附則第九条の四第六項

に第九条の四第一項（次条第二項及び附則第二十八条の四第二項にお

項及び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並び

十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号（附則第九条の三第一

員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四

する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船

ある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給

という。）のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間が

であつた期間であつて政令で定める期間（以下「旧共済組合員期間」

七号）に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員

上である者について、旧陸軍共済組合令（昭和十五年勅令第九百四十

次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。）が一年以

第二十八条の二 被保険者期間（第一号厚生年金被保険者期間に限る。

（第四号を除く。）及び第六十条第一項又は第二項の規定を適用する

む。）においてその例による場合を含む。）並びに第五十八条第一項

）及び第四項（附則第九条の四第六項においてその例による場合を含

項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。

いてその例による場合を含む。）並びに第九条の四第一項（次条第二

二第二項第二号（附則第九条の三第一項及び第三項（同条第五項にお

であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の

法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者

は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この

六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間

める期間（以下「旧共済組合員期間」という。）のうちに昭和十七年

その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定

済組合令（昭和十五年勅令第九百四十七号）に基づく旧陸軍共済組合

第二十八条の二 被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共

（旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例）

においてその例による場合を含む。）においてその例による場合を含

場合にあつては、この限りでない。

（旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例）

む。）並びに第五十八条第一項（第四号を除く。）及び第六十条第一
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（略）

項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
２
（旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給）
第二十八条の四 （略）

２

（略）

（略）

（旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給）
（略）

第二十八条の四
２

（略）

項並びに第六十四条の三を除く。）及び国民年金法第二十条の規定の

２
十四条の二を除く。）及び国民年金法第二十条の規定の適用について

適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給

特例遺族年金は、この法律（第五十八条、第六十条第一項及び第六 ３ 特例遺族年金は、この法律（第五十八条、第六十条第一項及び第二

は、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚

される遺族厚生年金とみなす。

３

生年金とみなす。

（略）

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）
第二十九条

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）
第二十九条 （略）

２～５

第九十条第三項及び第四項、第九十一条の二並びに第九十一条の三

て審査請求をすることができる。

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社 ６ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対し

（略）

２～５ （略）
６

第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不

会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
７

服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることがで
きる。
第九十条第四項及び第五項、第九十一条の二並びに第九十一条の三 ７

の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、こ

８

の規定は、前二項の審査請求について準用する。この場合において、

８ （略）

れらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

（略）

これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
９

（二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金
の支給要件等）
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第二十九条の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係
る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被
保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被
保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を
適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者
期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例に
より計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し
必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
（独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等）
第二十九条の三 （略）
（略）

（略）

（独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等）
（略）

第二十九条の二
２

（独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運

２

（独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運

第二十九条の四 （略）

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等）

第二十九条の三 （略）

営又は管理）
（略）

営又は管理）
第二十九条の四

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等）
第二十九条の五 （略）

２

（略）

２

第三十三条 （略）

（略）

第三十三条 （略）

２～４ （略）

前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員で

２～４ （略）

５

あつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十四条の二第

前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員で

あつた者が老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚

一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加

５

生年金被保険者期間に基づくものに限る。）の受給権者であるときは
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加入員であつた期間を除く。）が基金の加入員であつた期間でないも

給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる

は当該特定基金の加入員であつた期間（連合会又は他の基金がその支

、第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額

翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の

を除く。）が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定

継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間

入員であつた期間（連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承

（略）
（事務の委託に関する経過措置）

６・７

のとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定
（略）

基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
６・７
（事務の委託に関する経過措置）

又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必

三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額

要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付

又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必

三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額

第三十九条 厚生年金保険の実施者たる政府は、当分の間、附則第三十 第三十九条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第三十

要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付

に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる
（略）

に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる

２

。
（略）

。
２
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◎

改

正

案

厚生年金保険法（昭和 二十九年 法律第 百 十五号）

（第二条関係）

（適用除外）

抄

一～四 （略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

項の規定にかかわらず、厚生年金の被保険者としない。

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一

（適用除外）

（平成二十三年九月一日施行）

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一
（略）

項の規定にかかわらず、厚生年金の被保険者としない。
一～四

五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同
一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律（平成五年法律第七十六号）第二条に規定する通常の労働者の
一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間

一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当する
もの
イ

ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれない
こと。
ハ 報酬（最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第
三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定め
るものを除く。）について、厚生労働省令で定めるところにより
、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円未
満であること。
ニ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定す
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る高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他
の厚生労働省令で定める者であること。
（定時決定）

（定時決定）

るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日（厚生労働

所において同日前三月間（その事業所で継続して使用された期間に限

月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の

るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である

所において同日前三月間（その事業所で継続して使用された期間に限

第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業 第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業

省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項及び第二十三

（略）

月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

２・３

条の二第一項において同じ。）未満である月があるときは、その月を
除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬
月額として、標準報酬月額を決定する。
２・３ （略）
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