◎

正

案

国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）

改

（附則第八十六条関係）

（用語の定義）

抄

現

（平成二十二年四月一日施行）

（用語の定義）

（傍線部分は改正部分）

行

第五条 この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げ
る法律をいう。

一 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

二 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）

三 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）（第
十一章を除く。）
四 私立学校教職員共済法

とを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収

二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付するこ

険料（第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の

第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保

たものを除く。以下同じ。）に係るもの、第七条第一項第二号に規定

要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収され

一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを

（第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第

号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料

第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項 ２ この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一

されたものを除く。以下同じ。）に係るもの、第七条第一項第二号に

する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険
（略）

規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被

３～８

者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

（略）

保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
２～７

掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。

８ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実 ９ この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管
施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
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この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務

合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連

（被保険者の資格）

・共済事業団をいう。

員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興

９ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保

（被保険者の資格）
る。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号

る。

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とす 第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とす
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号

及び第三号のいずれにも該当しないもの（被用者年金各法に基づく

除く。以下「第一号被保険者」という。）

金各法に基づく老齢給付等」という。）を受けることができる者を

を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの（以下「被用者年

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職

及び第三号のいずれにも該当しないもの（厚生年金保険法（昭和二
十九年法律第百十五号）に基づく老齢を支給事由とする年金たる保
険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で
定めるもの（以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。
）を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という

二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者（以下「第二号被

。）
二 厚生年金保険の被保険者（以下「第二号被保険者」という。）

三 （略）
２・３

（略）

保険者」という。）
三 （略）
２・３ （略）

ては第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は

に該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者につい

いずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれか

第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号の

第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格

ては第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は

に該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者につい

いずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれか

第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号の

（資格取得の時期）

第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格

を取得する。

（資格取得の時期）

を取得する。
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10

（略）

一・二

（略）

一・二

四 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した

くなつたとき。

三 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でな

厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

くなつたとき。

三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でな
四
とき。

第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当す

るに至つた日の翌日（第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一

第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当す

五 （略）

るに至つた日の翌日（第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一

項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五

五 （略）

項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五

号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日）に、被保険者

（資格喪失の時期）

号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日）に、被保険者

の資格を喪失する。

（資格喪失の時期）

の資格を喪失する。

四 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者とな

一～三 （略）

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者とな

つたとき（第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。

一～三 （略）
四

つたとき（第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。

）。

五 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失した

）。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき（第七条第一項各

六 （略）

とき（第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。）。

六 （略）

（届出）

号のいずれかに該当するときを除く。）。

（届出）

第十二条 （略）

（略）

第十二条

２～５

の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険

前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 ６ 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法

（略）

２～５ （略）
６

第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者（以下「
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生年金被保険者（以下「第四号厚生年金被保険者」という。）である

号厚生年金被保険者」という。）又は同項第四号に規定する第四号厚

う。）、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者（以下「第三

する第二号厚生年金被保険者（以下「第二号厚生年金被保険者」とい

保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定

配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被

第一号厚生年金被保険者」という。）である第二号被保険者の被扶養

共済事業団を経由して行うものとする。

る国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・

あつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とす

う。）である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者に

教職員共済制度の加入者（以下「私学教職員共済制度の加入者」とい

共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校

経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等

者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を

前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保

第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、そ
の配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員
共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を
経由して行うものとする。

７

険法の被保険者である第二号被保険者を使用する事業所（同法第六条

前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生

年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所（厚生年金保険

第一項に規定する事業所をいう。）の事業主（同法第二十七条に規定

７

法第六条第一項に規定する事業所をいう。）の事業主（同法第二十七

（略）
（併給の調整）

８・９

する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。）をいう。

（略）

条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。）をいう
。
８・９
（併給の調整）

金を除く。）又は同法による年金たる保険給付（遺族厚生年金を除く

の支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付（付加年

下この条において同じ。）を受けることができるときは、その間、そ

当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以

（付加年金を除く。）又は厚生年金保険法による年金たる保険給付（

に退職共済年金及び遺族共済年金を除く。）を受けることができる場

除く。）又は被用者年金各法による年金たる給付（遺族厚生年金並び

給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付（付加年金を

の条において同じ。）を受けることができるときは、その間、その支

年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下こ

（付加年金を除く。）又は被用者年金各法による年金たる給付（当該

第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付 第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付

。）を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基
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ができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

礎年金の受給権者が他の年金給付（付加年金を除く。）を受けること

給付（付加年金を除く。）を受けることができる場合における当該障

合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金

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て政令で

は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若

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金給付又

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申請する

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給付の受給

るものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでな

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て政令で定め

は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しく

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金給付又

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申請する

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給付の受給

害基礎年金についても、同様とする。

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、この限り

い。

第二十一条 （略）

（年金の支払の調整）

３・４ （略）

でない。
３・４ （略）
（年金の支払の調整）
第二十一条 （略）
（略）

２ （略）

２

止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事

同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停

条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく

由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保

同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付（同法第二 ３

ものに限る。以下この項において同じ。）の支給を停止して年金給付

険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

３

を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の

保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

第二十七条の二 （略）

（改定率の改定等）

属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が
行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年
金給付の内払とみなすことができる。

（略）

（改定率の改定等）
第二十七条の二

２ 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率（以下「物価変動率 ２ 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率（以下「物価変動率
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名目手取り賃金変動率」という。）を基準として改定し、当該年度の

」という。）に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率（以下「

四月以降の年金たる給付について適用する。

名目手取り賃金変動率」という。）を基準として改定し、当該年度の

」という。）に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率（以下「

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

四月以降の年金たる給付について適用する。

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

度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者（以下

一 （略）

度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額（厚生

「被用者年金被保険者等」という。）に係る標準報酬額等平均額

一 （略）

年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平

（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準

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

均額をいう。以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて

報酬額等平均額をいう。以下同じ。）に対する当該年度の前々年

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

同じ。）に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被

度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比
ロ （略）

率

保険者に係る標準報酬平均額の比率
（略）

三 （略）

ロ
三 （略）

３・４ （略）

（調整期間における改定率の改定の特例）

３・４ （略）
（調整期間における改定率の改定の特例）

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

ときは、一を基準とする。

り当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなる

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よ

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げ

における公的年金各法の被保険者等（この法律又は被用者年金各法

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

ときは、一を基準とする。

り当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなる

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よ

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げ

調整期間における改定率の改定については、前二条の

における公的年金の被保険者（この法律又は厚生年金保険法の被保

の被保険者、組合員又は加入者をいう。）の総数として政令で定め

調整期間における改定率の改定については、前二条の 第二十七条の四

険者をいう。）の総数として政令で定めるところにより算定した数

るところにより算定した数（以下「公的年金被保険者等総数」とい

第二十七条の四

（以下「公的年金被保険者総数」という。）に対する当該年度の前
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（略）

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なる率
二
２・３ （略）

う。）に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総
数の比率の三乗根となる率
（略）

二 （略）
２・３

同じ。）の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十

る保険給付（老齢を支給事由とするものを除く。以下この条において

。以下この条において同じ。）若しくは厚生年金保険法による年金た

、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付（付加年金を除く

に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし

る前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣

第二十八条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達す

六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年

いて同じ。）の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から

る給付（老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条にお

。以下この条において同じ。）若しくは被用者年金各法による年金た

、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付（付加年金を除く

に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし

る前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣

第二十八条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達す

（支給の繰下げ）

六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは同法による年

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

（支給の繰下げ）

金たる保険給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

い。
金たる保険給付の受給権者となつた者が、他の年金給付又は同法によ

者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日（以下こ

る年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用

２ 六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法によ

る年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた日（以下この項におい

の項において「受給権者となつた日」という。）以後前項の申出をし

六十六歳に達した日後に他の年金給付又は厚生年金保険法による年

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、

たときは、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

２

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、前

３・４ （略）

おいて、前項の申出があつたものとみなす。

３・４ （略）

第三十条の二 （略）

項の申出があつたものとみなす。

第三十条の二 （略）

２・３

（略）

２・３ （略）
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四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同

公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項（私立学校教職員

四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金又は国家

４ 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第 ４ 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第
法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同

共済法第二十五条において準用する場合を含む。）若しくは地方公務

（国庫負担）

みなす。

その額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものと

を含む。）若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条の規定により

第八十四条（私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合

年金について、厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法

員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済

項の請求があつたものとみなす。

（国庫負担）

数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から政府及び

という。）から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月

及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」

族基礎年金をいう。以下同じ。）の給付に要する費用の総額（次号

一 当該年度における基礎年金（老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺

する費用を除く。）に充てるため、次に掲げる額を負担する。

年金保険者に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めると

数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各被用者

という。）から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月

及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」

族基礎年金をいう。以下同じ。）の給付に要する費用の総額（次号

一 当該年度における基礎年金（老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺

する費用を除く。）に充てるため、次に掲げる額を負担する。

第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用（次項に規定

実施機関それぞれに係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定

ころにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た

第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用（次項に規定

めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じ

（保険料）

（略）

二・三 （略）

額の二分の一に相当する額
２

て得た額の二分の一に相当する額
（略）

二・三 （略）
２
（保険料）
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第八十七条

（略）

第八十七条
２～４ （略）

（略）

２～４ （略）

する月の月分の保険料について適用する。

率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属
一 （略）

する月の月分の保険料について適用する。

率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属

第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定 ５ 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定

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

５

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
度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対す

イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年

する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する

度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対

イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年

年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定

一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする

付することを要しない。

たもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納

当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付され

つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該

用を受ける被保険者を除く。）が次の各号のいずれかに該当するに至

第八十九条 被保険者（第九十条の二第一項から第三項までの規定の適

めるものの受給権者（最後に厚生年金保険法第四十七条第二項 に

年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定

一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする

付することを要しない。

たもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納

当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付され

つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該

用を受ける被保険者を除く。）が次の各号のいずれかに該当するに至

第八十九条 被保険者（第九十条の二第一項から第三項までの規定の適

（略）

ロ （略）

比率

る当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年

（略）

年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の

ロ

度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率

６

めるものの受給権者（最後に同法第四十七条第二項 に規定する障

規定する障害等級に該当する程度の障害の状態（以下この号におい

（略）

害等級に該当する程度の障害の状態（以下この号において「障害状

て「障害状態」という。）に該当しなくなつた日から起算して障害

６

態」という。）に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当
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態に該当しない者に限る。）その他の政令で定める者を除く。）で

する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

除く。）であるとき。

現に障害状態に該当しない者に限る。）その他の政令で定める者を

状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者（

二・三 （略）

あるとき。
二・三 （略）

期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者

第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る

係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間（第九十四条

付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に

及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納

等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたもの

令で定めるもの（以下「学生等」という。）である期間若しくは学生

八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政

十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第

項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法（昭和二

申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間（次条第一

た者（次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。）から

のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでな

期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者

第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る

係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間（第九十四条

付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に

及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納

等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたもの

令で定めるもの（以下「学生等」という。）である期間若しくは学生

八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政

十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第

項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法（昭和二

申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間（次条第一

た者（次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。）から

第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつ 第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつ

のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでな

２～４ （略）

い。

２～４ （略）

第九十条の二 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があ

い。

第九十条の二 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があ

つたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しく

一～五 （略）

つたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しく

は次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期

一～五 （略）

は次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期
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一～三 （略）

しないときは、この限りでない。

。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当

にあつては、当該追納に係る期間を除く。）に算入することができる

分の三免除期間（第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合

た日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四

除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつ

納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを

間若しくは学生等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に

一～三 （略）

しないときは、この限りでない。

。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当

にあつては、当該追納に係る期間を除く。）に算入することができる

分の三免除期間（第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合

た日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四

除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつ

納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを

間若しくは学生等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に

りでない。

配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限

に係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は

十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納

険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間（第九

額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保

の及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その半

生等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたも

くは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学

、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しくは前項若し

一～三 （略）

りでない。

配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限

に係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は

十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納

険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料半額免除期間（第九

額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保

の及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その半

生等であつた期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたも

くは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学

、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しくは前項若し

２ 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは ２ 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは

一～三 （略）
、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しくは前二項の

規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつ

、厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しくは前二項の

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは

規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつ

た期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは ３

た期間を除く。）に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九

十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の一を納

３

十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の一を納
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でない。

偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限り

係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は配

四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に

係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間（第九十

付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に

でない。

偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限り

係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は配

四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に

係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間（第九十

付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に

（略）

一～三 （略）
４～６

一～三 （略）
４～６ （略）

り追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。）に

第三項に規定する保険料全額免除期間（第九十四条第一項の規定によ

ないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条

一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要し

限る。）に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第

は、その指定する期間（学生等である期間又は学生等であつた期間に

は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣

算入することができる。

り追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。）に

第四項に規定する保険料全額免除期間（第九十四条第一項の規定によ

ないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条

一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要し

限る。）に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第

は、その指定する期間（学生等である期間又は学生等であつた期間に

は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣

第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又 第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又

算入することができる。

（略）

一～三 （略）
２・３

（略）

一～三 （略）
２・３ （略）

第九十二条の四
２ （略）

（略）

（略）

３

第九十二条の四
２

被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき

（前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したと

き）は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第二項の規定の適

（前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したと

被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき

３

き）は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第一項の規定の適
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保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第四項の規定の適用

は、前納に係る期間の各月が経過したとき）は、当該保険料に係る被

れた保険料を納付受託者に交付したとき（前納に係る保険料にあつて

での規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとさ

４ 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項ま

については保険料四分の三免除期間と、同条第六項の規定の適用につ

保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第五項の規定の適用

は、前納に係る期間の各月が経過したとき）は、当該保険料に係る被

れた保険料を納付受託者に交付したとき（前納に係る保険料にあつて

での規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとさ

４ 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項ま

用については保険料納付済期間とみなす。

については保険料四分の三免除期間と、同条第五項の規定の適用につ

いては保険料半額免除期間と、同条第七項の規定の適用については保

用については保険料納付済期間とみなす。

いては保険料半額免除期間と、同条第六項の規定の適用については保

険料四分の一免除期間とみなす。
（略）

の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

第九十四条の二 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金

（基礎年金拠出金）

５・６

険料四分の一免除期間とみなす。
５・６ （略）
（基礎年金拠出金）
第九十四条の二 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金
の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

２ 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用 ２ 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費

用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

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、厚生 ３ 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、厚生

に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
３

年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等

第九十四条の三 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に

年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が

第九十四条の三 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に

当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用

が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算

当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府

者年金保険者に係る被保険者（厚生年金保険の管掌者たる政府にあつ

納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定

及び実施機関に係る被保険者（厚生年金保険の実施者たる政府にあつ

ては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及びその被扶養

定するものとする。

ては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養

配偶者である第三号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつ

するものとする。

配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつて
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険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。

興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者である第二号被保

者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振

組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険

号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を

年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三

合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生

は、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者（国家公務員共済組

算定した率を乗じて得た額とする。

の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより

被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。）とする。）

つては、私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者及びその

偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあ

を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配

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

ては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者（国家公務員共

）とする。）の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定める
ところにより算定した率を乗じて得た額とする。
被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保

者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定

保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険

２ 前項の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る ２ 前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被
険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で

める者を基礎として計算するものとする。

礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

前二項に規定するもののほか、実施機関たる共済組合等に係る基礎 ３ 前二項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基

定める者を基礎として計算するものとする。
３

年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員

済組合連合会）は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員

村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共

総額等（全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村

べき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の

度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付す

職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会）は、毎年

各地方公務員共済組合（市町村職員共済組合及び都市

共済組合における厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬（以

職員共済組合及び都市職員共済組合における給料の総額等）を考慮し

各地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町 第九十四条の四

下この条において「標準報酬」という。）の総額（全国市町村職員共

て政令で定めるところにより算定した額を負担する。

第九十四条の四

済組合連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合、市町村職
員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額）を考慮し
て政令で定めるところにより算定した額を負担する。

- 588 -

第九十四条の五 厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等に対し、

（報告）

第九十四条の五 厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に対し、当

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、当該年金

（報告）
該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関

保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定

２ 各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところによ

たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事
２ 各実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより

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の

める事項について報告を求めることができる。

、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告

報告を行うものとする。

項について報告を求めることができる。

を行うものとする。

、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、第九十

年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより

当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条

四条の二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

実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、 ３

の二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

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

３

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。

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

４ 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定

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

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

４ 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定

る。

ついて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものと

とする。

２～５

第百一条

（略）

（略）

（不服申立て）

。

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、 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、

する。
５

実施機関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。

（不服申立て）
（略）

第百一条 （略）
２～５

６ 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する ６ 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する
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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

処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法（国家公務員
することができる。

るところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求を

処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定め

（略）

（略）

（資料の提供等）
第百八条

７

合法（昭和三十七年法律第百五十二号）及び私立学校教職員共済法を
いう。以下この項において同じ。）の定めるところにより、当該共済
（略）

各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
７
（資料の提供等）
第百八条 （略）

第二十八条に規定する共済組合、地方公務員等共済組合法第百五十一

住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則

第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び

は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第六項第一号及び

項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しく

生労働省令で定める施設を除く。）に入所している者、第九十条第一

受けている者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設（厚

厚生労働省令で定める援助（厚生労働省令で定める援助を除く。）を

一号に規定する政令で定める給付の受給権者、同条第二号に規定する

一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第

保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第

しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金

ると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若

第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会若しくは健康保険

保険法附則第二十八条に規定する共済組合、地方公務員等共済組合法

その他の事項につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金

号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所

護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第六項第一号及び第四

二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介

働省令で定める施設を除く。）に入所している者、第九十条第一項第

ている者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設（厚生労

労働省令で定める援助（厚生労働省令で定める援助を除く。）を受け

に規定する政令で定める給付の受給権者、同条第二号に規定する厚生

第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一号

金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項

しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年

ると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若

厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があ

条第一項に規定する地方議会議員共済会若しくは健康保険組合に対し

組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、

厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があ ２

必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社そ

信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報

２

の他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求める
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（略）

ことができる
３

３

告を求めることができる
（略）

たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する実施機関

険者たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関

者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保

第百八条の二 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、実施機関 第百八条の二 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金保険
たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監

し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済

則

督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関たる共済組合等

附

組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

則

の業務の状況を監査させることを求めることができる。
附

中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者（六十五歳以上の者にあ

第三条 第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号

厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の

中「加入者」とあるのは、「加入者（六十五歳以上の者にあつては、

第三条 第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号

（被保険者の資格の特例）

つては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定め

受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済

（被保険者の資格の特例）

る給付の受給権を有しない被保険者に限る。）」とする。

組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等

共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。）
」とする。

大臣に申し出て、被保険者となることができる。

被保険者を除く。）は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働

第五条 次の各号のいずれかに該当する者（第二号被保険者及び第三号

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被

大臣に申し出て、被保険者となることができる。

被保険者を除く。）は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働

第五条 次の各号のいずれかに該当する者（第二号被保険者及び第三号

（任意加入被保険者）

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚

用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附

（任意加入被保険者）

生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附
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則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
（略）

二・三 （略）
２～５

則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
（略）

二・三 （略）
２～５

日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者

第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた

日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者

の資格を喪失する。

第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた ６

の資格を喪失する。

一 （略）

６

一 （略）

二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した
三・四

（略）

とき。

二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三・四 （略）

一 （略）

その日）に、被保険者の資格を喪失する。

得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、

た日の翌日（第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取

保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つ

二 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び

一 （略）

その日）に、被保険者の資格を喪失する。

得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、

た日の翌日（第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取

保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つ

第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被 ７ 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被

二 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び

附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しな

いては、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期

間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規

いては、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期

10
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７

附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しな

（略）

（略）

くなつたとき。
８・９

三・四

くなつたとき。
（略）

三・四 （略）
８・９

間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規

定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条

第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用につ

定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条

の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用について

第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用につ

の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用について

10

は第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

は第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
（略）

ける最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた

り前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後にお

つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定によ

当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至

る者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該

を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定め

日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

ける最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた

り前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後にお

つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定によ

当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至

る者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該

を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定め

済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合に

ての被保険者期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付

険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者とし

ただし書に該当するときを除く。）は、当該保険料に係る厚生年金保

保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき（同法第七十五条

おける当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係

済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合に

ての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付

険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者とし

ただし書に該当するときを除く。）は、当該保険料に係る厚生年金保

保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき（同法第七十五条

厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による

おける当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係

る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同

第七条の二

る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同

様とする。

の規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保

当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項まで

各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き

の規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金

当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項まで

第七条の三 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該 第七条の三 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該

様とする。

第七条の二 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による

日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

第六条 第一号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等 第六条 第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等

（略）
11

険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者と
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11

年間のうちにあるものを除く。）は、第五条第一項の規定にかかわら

の被保険者期間（当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二

出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者として

六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。）の規定による届

なつたことに関する第百五条第一項（同条第二項において第十二条第

るものを除く。）は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付

（当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあ

の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間

までの規定を準用する場合を含む。）の規定による届出が行われた日

する第百五条第一項（同条第二項において第十二条第六項から第八項

被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関

（略）
第七条の四 （略）

２～５

済期間に算入しない。

ず、保険料納付済期間に算入しない。

（略）

２～５ （略）
第七条の四

者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとす

である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険

号厚生年金被保険者以外の第二号被保険者が第一号厚生年金被保険者

被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるときを除く。）又は第一

り被保険者となつたとき（第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金

ただし書に該当するときは、この限りでない。

成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項

たときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作

二号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者となつ

の加入者であるときを除く。）又は厚生年金保険の被保険者以外の第

り被保険者となつたとき（共済組合の組合員又は私学教職員共済制度

２ 第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することによ ２ 第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することによ

る。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りで
ない。

第七条の五 第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被

保険者」とあるのは、「被保険者（第二号被保険者のうち共済組合の

第七条の五 第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被

（国民年金原簿の特例等）

保険者」とあるのは、「被保険者（第二号被保険者のうち第二号厚生

組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く

（国民年金原簿の特例等）

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

。）」とする。

員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、

第二号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第二条の五第一 ２ 第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職

であるものを除く。）」とする。
２

項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間（以下この条におい
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」という。）につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第

金被保険者期間（以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間

金被保険者期間」という。）又は同項第四号に規定する第四号厚生年

る第三号厚生年金被保険者期間（以下この条において「第三号厚生年

て「第二号厚生年金被保険者期間」という。）、同項第三号に規定す

ころによる。

、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたと

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、当分の間

二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者

四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の

第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組

三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十
六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条
の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生
年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第二号厚生
年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第
三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、
第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業
団の確認を受けたところによる。
３

合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定める

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、厚生年金保

険法第九十条第二項及び第四項から第六項までの定めるところにより

ところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をす

３

、同条第二項各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

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険者であつた

規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被

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同項の

４ 第二項の場合において、当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号

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。

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

同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定

４ 第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る

ることができる。

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。

（不服申立ての特例）

第七条の六 当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項
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（資料の提供）

中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分

」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十

三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一

項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による

確認に関する処分」とし、同条第四項の規定の適用については、同項

中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公

務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十

四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の

三第一項の規定による確認に関する処分」とする。

２ 国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法

第百四十四条の二十四の二第一項又は私立学校教職員共済法第四十七

条の三第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するもの

とされた期間について、これらの規定による確認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期間に基づく給付に関す

る処分の不服の理由とすることができない。
（資料の提供）

済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他厚生年金保険法に基づ

づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求

済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基

厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共

く老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求め

めることができる。

第八条 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共 第八条

ることができる。

第九条の二 （略）

（老齢基礎年金の支給の繰上げ）

第九条の二

２ 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十

（老齢基礎年金の支給の繰上げ）
２ 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条

三条の四第一項又は他の被用者年金各法（第五条第一項第二号から第

（略）

の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあ
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つては、当該請求と同時に行わなければならない。

四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。）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支給繰上げの請求をすることが

できる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
（略）

（老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金

３～６

（老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金

の支給の繰上げの特例）

３～６ （略）

の支給の繰上げの特例）

険者でないものに限る。）は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年

六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保

の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。）に該当するもの（

に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表

つて、厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者（同条第三項

い。

前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでな

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の

）は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの

、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。

つて、次の各号のいずれかに該当するもの（六十歳以上の者であつて

第九条の二の二 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であ 第九条の二の二 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であ

金の一部の支給繰上げ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の前日において、第二十六条ただし書に該当し

２ 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十

たときは、この限りでない。

一 厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者（同条第三項に

規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表

の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。）

二 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとし
２ 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条

三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するも

て政令で定める者
の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあ

のとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができ
３～６

（略）

る者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

つては、当該請求と同時に行わなければならない。
３～６ （略）
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金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十

、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年

第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間

第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条

第九条の二の三 第三十条第一項（第二号に限る。）、第三十条の二、

条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年

金の受給権者、厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三

、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年

第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間

第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条

第九条の二の三 第三十条第一項（第二号に限る。）、第三十条の二、

（障害基礎年金等の特例）

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ついては、適

金各法による退職共済年金（厚生年金保険法附則第七条の三第三項又

（障害基礎年金等の特例）

用しない。

は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとし

て政令で定めるものに限る。）の受給権者については、適用しない。
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◎

改

正

案
附

国 民 年金 法等の一部を 改正す る 法律（昭和六 十年 法律第三 十四号）

則

（附則第八十七条関係）

附

抄

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（平成二十二年四月一日施行）

（用語の定義）

第五条 この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九

（用語の定義）
第五条 この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九

十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号
（略）

十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号

一～八

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。

（略）

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。
一～八

八の二 国家公務員共済組合法 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。以下「昭和六十年国家公

務員共済改正法」という。）第一条の規定による改正後の国家公務

員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）をいう。

八の三 新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一

部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地

方公務員共済改正法」という。）第一条の規定による改正後の地方
私立学校教職員共済法

私立学校教職員共済組合法等の一部

公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）をいう。
八の四

を改正する法律（昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立

学校教職員共済改正法」という。）第一条の規定による改正後の私

立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）をいう。
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八の五 新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
イ 新厚生年金保険法
ロ 国家公務員共済組合法
ハ 新地方公務員等共済組合法

、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則

期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項

関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象

九 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機

則第七条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被

項、同条第十項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附

象期間 それぞれ国民年金法第五条第二項、同条第三項、同条第九

険者たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対

九 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保

私立学校教職員共済法

第七条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府

用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第一号被保険者、第

ニ

及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号

十 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であ

二号被保険者又は合算対象期間をいう。

第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者（同

つて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者

被保険者又は合算対象期間をいう。
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者（以

以外のものをいう。

十

下「第一号厚生年金被保険者」という。）に限る。）であつて、第
三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のも
のをいう。

十二 第三種被保険者 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）

十一 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者で

十二 第三種被保険者 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業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に

十一 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者（

第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に

従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法（昭和二十二年

あつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険

従事する厚生年金保険法による被保険者（第一号厚生年金被保険者

法律第百号）第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第

第一号厚生年金被保険者に限る。）であつて、第三種被保険者、第

に限る。）又は船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定す

一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつ

者以外のものをいう。

る船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に

て、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

使用される同法による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。
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（略）

）であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの
をいう。
十三～十八

（略）

（国民年金の被保険者期間等の特例）
第八条

十三～十八

（略）

十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民

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による退職

共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

（略）

（国民年金の被保険者期間等の特例）
第八条

、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用について

第四号において適用する場合を含む。）並びに同法附則第九条第一項

国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条（同法第三十七条

のを除く。）は、国民年金法第十条第一項の規定の適用については、

する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るも

第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属

三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの（第五項

た期間に係るものを含む。以下この条において同じ。）のうち、昭和

の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ

ときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についての

間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつている

。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期

の二の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす

含む。）並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条

し、同法第二十六条（同法第三十七条第四号において適用する場合を

十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみな

した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）は、国民年金法第

げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達

の前日までの期間に係るもの（第五項第四号の二及び第七号の二に掲

厚生年金保険の被保険者期間（附則第四十七条第一項の規定又は他 ２ 次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日

は、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時

み国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。

２

に二以上の厚生年金保険の被保険者期間又は施行日前の国民年金の被
保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定め
るところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は
保険料納付済期間とみなす。

一 厚生年金保険の被保険者期間（附則第四十七条第一項の規定又は

他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみな
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された期間に係るものを含む。以下この条において同じ。）

二 国家公務員共済組合の組合員期間（他の法令の規定により国家公

務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、

他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令
で定める期間を含む。）

三 地方公務員共済組合の組合員期間（他の法令の規定により地方公

務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、

他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令

私立学校教職員共済による加入者期間（他の法令の規定により私

で定める期間を含む。）
四

立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを
含む。）

八条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用

九年法律第

号。以下「平成十九年一元化法」という。）附則第

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

という。）附則第五条第二項若しくは第三項又は被用者年金制度の一

を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」

いて附則第四十七条第二項若しくは第三項、厚生年金保険法等の一部

規定する厚生年金保険の被保険者期間（当該被保険者期間の計算につ

ないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員

法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用が

号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正

は、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第二

う。）附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合に

正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」とい

則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改

号に掲げる期間（同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附

前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項に ３ 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各

がないものとして計算した被保険者期間とする。）は、国民年金法第

期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条

３

二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。

第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計

算した組合員期間とする。）は、国民年金法第二十七条の規定の適用

については、保険料納付済期間に算入する。

４ 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る ４ 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る
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に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対

ついては、同法第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間

第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用に

期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条

及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済

保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間

に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対

ついては、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間

第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用に

期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条

及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済

保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間

次の各号に掲げる期間は、国民年金法第十条第一項の規定の適用に

象期間に算入する。

次の各号に掲げる期間は、国民年金法第十条第一項の規定の適用に ５

象期間に算入する。
５

四の二 第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間（厚生年金保

一～四

の前日において法律によつて組織された共済組合（以下単に「共済

四の二 第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間のうち、施行日

一～四

ついては国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の規定の

険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期

組合」という。）が支給する退職年金（同日においてその受給権者

ついては国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の規定の

間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。）、同項第三号

が五十五歳に達していないものに限る。）又は減額退職年金（同日

適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。

に規定する第三号厚生年金被保険者期間（以下「第三号厚生年金被

においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。）の

適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。

保険者期間」という。）又は同項第四号に規定する第四号厚生年金

年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日

五 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間

並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであ

五 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間

（略）

被保険者期間（以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。）に

以後の期間に係るもの

（略）

係るものに限る。）のうち、施行日の前日において法律によつて組
織された共済組合（以下単に「共済組合」という。）が支給する退
職年金（同日においてその受給権者が五十五歳に達していないもの
に限る。）又は減額退職年金（同日においてその受給権者が五十五
歳に達していないものに限る。）の年金額の計算の基礎となつた期

並びに第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間である通算対

つて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの

間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの

象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日
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、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属

六 施行日前の第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間のうち

るもの（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）

属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係

六 施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の

までの期間に係るもの

する月以後の期間に係るもの（昭和三十六年四月一日以後の期間に

七の二 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの

七

係るものに限る。）

計算の基礎となつた第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間の

八 国会議員であつた期間（六十歳以上であつた期間に係るものを除

（略）

七の二 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの

うち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係る

（略）

計算の基礎となつた第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間

七

（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

もの（第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。）

国会議員であつた期間（六十歳以上であつた期間に係るものを除

く。）のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一

の二から第六号までに掲げる期間を除く。）

十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの（第四号

第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。）のうち、昭和三

八

く。）のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一

日までの期間に係るもの（第三項に規定する第二項各号に掲げる期

九 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間（二

日までの期間に係るもの（第三項に規定する厚生年金保険の被保険

九 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間（二

十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する

間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除く

十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する

月以後の期間に係るものを除く。）のうち、昭和三十六年四月一日

者期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を

月以後の期間に係るものを除く。）のうち、昭和三十六年四月一日

から施行日の前日までの期間に係るもの（第三項に規定する第二項

。）

から施行日の前日までの期間に係るもの（第三項に規定する厚生年

各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の

除く。）

金保険の被保険者期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七

二に掲げる期間を除く。）

昭和三十六年五月一日以後国籍法（昭和二十五年法律第百四十七

号の二に掲げる期間を除く。）
十

号）の規定により日本の国籍を取得した者（二十歳に達した日の翌

昭和三十六年五月一日以後国籍法（昭和二十五年法律第百四十七

号）の規定により日本の国籍を取得した者（二十歳に達した日の翌

日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した

十

日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した
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め国民年金の被保険者とならなかつた期間（二十歳に達した日の属

六号）による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたた

理令その他関係法律の整備に関する法律（昭和五十六年法律第八十

期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管

者に限る。）その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた

め国民年金の被保険者とならなかつた期間（二十歳に達した日の属

六号）による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたた

理令その他関係法律の整備に関する法律（昭和五十六年法律第八十

期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管

者に限る。）その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた

十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間（二十歳

する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る

十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間（二十歳

未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。

する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る

未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。

）のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日

もの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号

）のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日

の前日（同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める

もの並びに第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第

の前日（同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める

日）までの期間に係るもの（国民年金の被保険者期間、第三項に規

の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）

日）までの期間に係るもの（国民年金の被保険者期間、第三項に規

定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号

四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）

定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第四号の二、第五号、第

（略）

及び第七号の二に掲げる期間を除く。）
６・７

七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）
６・７ （略）

若しくは新船員組合員（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する

四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。）

三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第

の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等（第

第一項において適用する場合を含む。）並びに同法附則第九条第一項

（同法第三十七条第四号、附則第九条の二第一項及び第九条の二の二

二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改

若しくは新船員組合員（昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十

四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。）

三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第

の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等（第

第一項において適用する場合を含む。）並びに同法附則第九条第一項

（同法第三十七条第四号、附則第九条の二第一項及び第九条の二の二

８ 附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条

法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改

正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この

附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条

正法」という。）附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び

項において同じ。）である国民年金の被保険者であつた期間又は平成

８

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
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いて、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員で

二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合にお

の規定によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第

条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これら

の国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一

である国民年金の被保険者であつた期間につき第二号被保険者として

員組合員（以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。）

保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船

同じ。）又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金

三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において

百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。）附則第

区別）の国民年金の被保険者であつた月とみなす。

は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の

更後の区別（同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又

旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変

間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は

じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期

定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の五分の六を乗

は、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規

き第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合に

の項において「旧適用法人船員組合員」という。）であつた期間につ

あつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員（以下こ

八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者で

である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の

びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間

第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。）並

同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条

ら第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書（

同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項

る国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が

第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間であ

項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。）並びに

第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五

六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書（同法
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あるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別（同一の月に
おいて二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるか
ないかの区別に変更があつたときは、最後の区別）の国民年金の被保
険者であつた月とみなす。

月が同時に二以上の第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間又

第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その

第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第

は第五項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているとき

月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付

第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間及び第五項第三号か ９

は、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保

済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

９

険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険
10

前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険

10

者期間を保険料納付済期間に算入する場合における第二項に規定する

該期間の計算については、第三項の規定により厚生年金保険の被保険

料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当

の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。

間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間

該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期

料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当

（略）

厚生年金保険の被保険者期間の計算の方法を参酌して政令で定めると
ころによる。
・

（共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の

（略）

（共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の

確認の特例）

・

確認の特例）

12

六十年法律第三十四号）附則第八条第二項各号（第一号を除く。）に

七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律（昭和

法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第

号）附則第八十

という。）又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険

被保険者期間（以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」

う。）」とあるのは「若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金

険者期間（以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」とい

、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保

る。

項若しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」とす

は附則第九条の二の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一

るもの」と、「又は附則第九条の二の二第一項」とあるのは「若しく

を除く。）に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係

以下「昭和六十年改正法」という。）附則第八条第二項各号（第一号

は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。

」とあるのは「若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間又

、当分の間、同項中「又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間

「又は第九条の二の二第一項」とあるのは「若しくは第九条の二の二
第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項若
しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」とする。
（国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置）

（略）

第十一条

（略）

第十一条

２ 国民年金法による年金たる給付（老齢基礎年金、同法附則第九条の

（国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置）

掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、

第八条の二 国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については 第八条の二 国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については

11

２ 国民年金法による年金たる給付（老齢基礎年金、同法附則第九条の
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12

11

金についても、同様とする。

よる年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年

条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法に

きる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五

る保険給付（死亡を支給事由とするものを除く。）を受けることがで

による厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金た

が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定

年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者

受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎

金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を

の条において同じ。）又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年

のとされた同法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下こ

る給付（附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するも

族基礎年金を除く。）は、その受給権者が旧国民年金法による年金た

給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺

三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支

金についても、同様とする。

よる年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年

条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法に

きる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五

る保険給付（死亡を支給事由とするものを除く。）を受けることがで

による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金た

が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定

年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者

受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎

金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を

の条において同じ。）又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年

のとされた同法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下こ

る給付（附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するも

族基礎年金を除く。）は、その受給権者が旧国民年金法による年金た

給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺

三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支

よる老齢年金（老齢福祉年金を除く。）若しくは通算老齢年金の受給

ことができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法に

おいて同じ。）又は厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける

二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項に

その受給権者が国民年金法による年金たる給付（付加年金及び附則第

その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を除く。）は、

の受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）並びに障害年金（

ときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金

共済年金を除く。以下この項において同じ。）を受けることができる

年金たる給付（附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職

おいて同じ。）又は国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による

二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項に

その受給権者が国民年金法による年金たる給付（付加年金及び附則第

その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を除く。）は、

の受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）並びに障害年金（

旧国民年金法による年金たる給付（老齢年金及び通算老齢年金（そ ３ 旧国民年金法による年金たる給付（老齢年金及び通算老齢年金（そ

権者（六十五歳に達している者に限る。）が国民年金法による年金た

（老齢福祉年金を除く。）若しくは通算老齢年金の受給権者（六十五

３

る給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付（遺族厚生年金及
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者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合におけ

おける当該障害年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権

族厚生年金及び特例遺族年金を除く。）を受けることができる場合に

給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付（老齢厚生年金、遺

者（六十五歳に達している者に限る。）が国民年金法による年金たる

齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による障害年金の受給権

び特例遺族年金を除く。）を受けることができる場合における当該老

例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。）を受ける

掲げる法律による年金たる給付（老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特

が国民年金法による年金たる給付又は国民年金法第五条第一項各号に

金法による障害年金の受給権者（六十五歳に達している者に限る。）

ができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年

生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。）を受けること

民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付（遺族厚

歳に達している者に限る。）が国民年金法による年金たる給付又は国

４ （略）

ができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。

齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けること

ことができる場合における当該障害年金並びに旧国民年金法による老

る当該老齢福祉年金についても、同様とする。

４ （略）

遺族厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法

については、同法第二十条第一項中「遺族厚生年金」とあるのは、「

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第

年金及び遺族共済年金を除く」とあるのは、「（遺族厚生年金並びに

については、同法第二十条第一項中「（遺族厚生年金並びに退職共済

老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金 ５ 老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金

律第三十四号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年

三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付（

５

金たる保険給付（死亡を支給事由とするものに限る。）」とする。

死亡を支給事由とするものに限る。）並びに共済組合又は日本私立学

校振興・共済事業団が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年

金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金（平成八年改正法附則

第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給す

るものとされたこれらの年金たる給付を含む。）を除く」とする。
国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付（付加年金を除く。）

を受けることができる場合」とあるのは、「（その者が六十五歳に達

国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付（付加年金を除く。）

附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、 ６ 附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、

を」とあるのは、「（その者が六十五歳に達していないものに限る。

していないものに限る。）が他の年金給付（付加年金を除く。）又は

６

）が他の年金給付（付加年金を除く。）又は厚生年金保険法による年
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金たる保険給付を除く。）を」とする。

律第三十四号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年

金たる保険給付（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法

。）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険

法律（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

被用者年金各法による年金たる給付（国民年金法等の一部を改正する

給付並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退

職共済年金（その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項

に規定する者であるものに限る。）、退職年金、減額退職年金、通算

退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金（平成八年改正法附

則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給

するものとされたこれらの年金たる給付を含む。）を除く。）を受け
ることができる場合」とする。

されるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律

国民年金法第二十条第一項中「支給されるもの」とあるのは、「支給

十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）第三条の

「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六

国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは、

附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、 ７ 附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、

第三十四号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金

規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに共

７

たる保険給付を除く」とする。

済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金（

その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者

であるものに限る。）、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障

害年金、遺族年金及び通算遺族年金（平成八年改正法附則第十六条第

三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとさ

れたこれらの年金たる給付を含む。）を除く」とする。

第十二条 保険料納付済期間（附則第八条第一項又は第二項の規定によ

（老齢基礎年金等の支給要件の特例）

第十二条 保険料納付済期間（附則第八条第一項又は第二項の規定によ

り保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に

（老齢基礎年金等の支給要件の特例）
り保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に
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上であること。

定する厚生年金保険の被保険者期間が、同表に下欄に掲げる期間以

二 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項に規

一 （略）

しないものとみなす。

の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当

二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三

二十六条及び第三十七条（第四号に限る。）並びに同法附則第九条の

を除く。）であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第

の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなれる者

かつ、同法第二十六条ただし書に該当する者（同法附則第九条第一項

ることを要しないものとされた保険料に係るものを除く。）を有し、

れたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付す

間（附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととさ

規定するものを除く。以下この条において同じ。）又は保険料免除期

則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険

のいずれかに掲げる期間（同項第一号に掲げる期間にあつては、附

二 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号

一 （略）

しないものとみなす。

の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当

二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三

二十六条及び第三十七条（第四号に限る。）並びに同法附則第九条の

を除く。）であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第

の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなれる者

かつ、同法第二十六条ただし書に該当する者（同法附則第九条第一項

ることを要しないものとされた保険料に係るものを除く。）を有し、

れたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付す

間（附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととさ

規定するものを除く。以下この条において同じ。）又は保険料免除期

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号

において同じ。）が、それぞれ同表に下欄に掲げる期間以上である

間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに

期間に係るものに限る。）及び同条第五項の規定により合算対象期

定する厚生年金保険の被保険者期間（昭和三十六年四月一日以後の

三 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項に規

算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

ととされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるものを合

。）及び附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入するこ

に掲げる期間（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る

三 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号

こと。

掲げるものを合算した期間が、同表の下欄に掲げる期間以上である
附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳（女子について

は、三十五歳）に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間（附

四 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳（女子について

こと。
四

は、三十五歳）に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間（附
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被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間（旧厚生年金保険法

と（そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続

ものに限る。）が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるこ

険者期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。）に係る

年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生

則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険

条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るもの

号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十

厚生年金保険の被保険者期間（旧厚生年金保険法第三条第一項第七

年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての

、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること（そのうち、七

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。）が

則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険

（略）

を含む。）以外のものでなければならない。）。

)
(

略

五～七

第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧
船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつ
た期間に係るものを含む。）以外のものでなければならない。）。
五～七

。以下この号において同じ。）が十五年以上であること若しくは同

日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る

期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間（昭和三十六年四月一

る衛視等（以下この号において単に「衛視等」という。）であつた

という。）附則第十三条第二項に規定する基準日前の同項に規定す

組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」

ぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第

衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれ

と若しくは同項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて

るものに限る。以下この号において同じ。）が十五年以上であるこ

十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であ

。）であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間（昭和三

同項に規定する衛視等（以下この号において単に「衛視等」という

国家公務員共済組合法附則第十三条第二項に規定する基準日前の

項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつ

十三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間（昭和

八

た期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イか

三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間で

平成十九年一元化法第三条の規定による改正前の国家公務員共済

らホまでに掲げる年数以上であること又は改正前国共済法附則第十

あるものに限る。）が十五年以上であること。

八

三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間（昭和三
十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であ
九 改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた

られた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法

九 国家公務員共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替え

るものに限る。）が十五年以上であること。
改正前国共済法による退職共済年金を受けることができること又は
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用を受けることにより改正前国共済法による退職共済年金を受ける

改正前国共済法附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適

により同法による退職共済年金を受けることができること。

附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適用を受けること

ことができること。

十二 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項に規定す

（略）

十二 平成十九年一元化法第四条の規定による改正前の地方公務員等

る基準日前の同項に規定する警察職員（以下この号において単に「

十

共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済

警察職員」という。）であつた期間（昭和六十年地方公務員共済改

（略）

法」という。）附則第二十八条の四第一項に規定する基準日前の同

正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給

十

項に規定する警察職員（以下この号において単に「警察職員」とい

付等に関する施行法（以下「新地方の施行法」という。）の規定に

十一 国の施行法第八条若しくは第九条（同法第二十二条第一項、第

う。）であつた期間（昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規

より当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この

十一 国の施行法第八条若しくは第九条（国の施行法第二十二条第一

定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施

号において同じ。）に係る地方公務員共済組合の組合員期間（昭和

二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む

行法（以下「新地方の施行法」という。）の規定により当該警察職

三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間で

項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合

員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ

あるものに限る。以下この号において同じ。）が十五年以上である

。）又は第二十五条（同法第二十七条において準用する場合を含む

。）に係る地方公務員共済組合の組合員期間（昭和三十六年四月一

こと若しくは同法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでの

を含む。）又は第二十五条（国の施行法第二十七条において準用す

日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る

いずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務

。）の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職

。以下この号において同じ。）が十五年以上であること若しくは改

員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数

る場合を含む。）の規定により読み替えられた改正前国共済法によ

正前地共済法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでのいず

以上であること又は同法附則第二十八条の九に規定する者であつて

共済年金を受けることができること（前号に該当する場合を除く。

れかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共

同条に規定する組合員期間（昭和三十六年四月一日前の期間に係る

る退職共済年金を受けることができること（前号に該当する場合を

済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上

ものについては、通算対象期間であるものに限る。）が十五年以上

）。

であること又は改正前地共済法附則第二十八条の九に規定する者で

であること。

除く。）。

あつて同条に規定する組合員期間（昭和三十六年四月一日前の期間

- 613 -

に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。）が十五
年以上であること。

しくは第十条第一項から第三項まで（これらの規定を新地方の施行

十五 新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若

十四 （略）

条第一項において準用する場合を含む。）、第四十八条第一項若し

しくは第十条第一項から第三項まで（これらの規定を同法第三十六

十五 新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若

十四

十三 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二

法第三十六条第一項において準用する場合を含む。）、第四十八条

くは第二項（同法第五十二条において準用する場合を含む。）、第

十三 改正前地共済法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九

第一項若しくは第二項（新地方の施行法第五十二条において準用す

五十五条第一項若しくは第二項（同法第五十九条において準用する

十八条の九若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることによ

る場合を含む。）、第五十五条第一項若しくは第二項（新地方の施

場合を含む。）又は第六十二条第一項若しくは第二項（同法第六十

若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることにより改正前地

行法第五十九条において準用する場合を含む。）又は第六十二条第

六条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける

り同法による退職共済年金を受けることができること。

一項若しくは第二項（新地方の施行法第六十六条第一項において準

ことにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受ける

共済法による退職共済年金を受けることができること。

用する場合を含む。）の規定の適用を受けることにより改正前地共

ことができること（前号に該当する場合を除く。）。

（略）

済法による退職共済年金を受けることができること（前号に該当す
る場合を除く。）。

共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間が

正法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公

。）が十二年以上であること若しくは昭和六十年地方公務員共済改

いては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ

組合の組合員期間（昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにつ

項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済

期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地

る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる

げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係

。）が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲

いては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ

組合の組合員期間（昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにつ

項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済

施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二

それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の

方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができるこ

十六

適用を受けることにより改正前地共済法による退職共済年金を受け

と。

十六 施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二

ることができること。
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後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十

六年法律百四十号）附則第十項（同法附則第十八項において準用す

後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十

昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正

六年法律百四十号）附則第十項（同法附則第十八項において準用す

る場合を含む。）の規定により読み替えられた私立学校教職員共済

十七

る場合を含む。）の規定により読み替えられた平成十九年一元化法

法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法による退職共

昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正

第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済法（昭和二十八年

済年金を受けることができること。

十七

法律第二百四十五号。附則第二十二条において「改正前私学共済法
」という。）第二十五条において準用する改正前国共済法による退
職共済年金を受けることができること。

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。）は、

附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険

を除く。）における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間（

消滅したとき（旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき

員保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて

金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。）又は船

（新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年

き厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。）につ

４ 厚生年金保険の被保険者期間（他の法令の規定により厚生年金保険

２・３ （略）

第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。）は、

附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険

を除く。）における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間（

消滅したとき（旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき

員保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて

金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。）又は船

（新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年

き厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき

の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。）につ

４ 厚生年金保険の被保険者期間（他の法令の規定により厚生年金保険

２・３

（略）

第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項

各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の

十八・十九

に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、第一項第四号か

適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期

（略）

ら第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生

間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する

十八・十九

年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用につい

船員保険の被保険者期間に算入しない。

（略）

ては、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
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（老齢基礎年金の額の加算等）

（老齢基礎年金の額の加算等）

。）に限る。）の受給権者（附則第三十一条第一項に規定する者並

険者期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものを含む

の（他の法令の規定により当該同項に規定する厚生年金保険の被保

定する厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるも

一 老齢厚生年金（その額の計算の基礎となる附則第八条第二項に規

ない。

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、この限りで

、その者が老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付

に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし

ときは、これを百円に切り上げるものとする。）にその者の生年月日

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

「改定率」という。）を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が

二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率（以下

び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、

十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及

付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。）は、附則第

て当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる保険給

つて生計を維持していたとき（当該六十五歳に達した日の前日におい

者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。）によ

偶者（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る

五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配

二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十

又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。）が、大正十五年四月

により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が

ものを含む。）の月数が二百四十以上であるもの（他の法令の規定

より厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係る

間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定に

第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間（同項第一号に掲げる期

一 老齢厚生年金又は退職共済年金（その額の計算の基礎となる附則

この限りでない。

とする給付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、

の者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由

じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、そ

は、これを百円に切り上げるものとする。）にその者の生年月日に応

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

定率」という。）を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が生じ

二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率（以下「改

九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十

条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第

加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。）は、附則第十七

て当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の

つて生計を維持していたとき（当該六十五歳に達した日の前日におい

者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。）によ

偶者（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る

五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配

二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十

又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。）が、大正十五年四月

第十四条 老齢基礎年金の額は、受給権者（次条第一項若しくは第二項 第十四条 老齢基礎年金の額は、受給権者（次条第一項若しくは第二項

びに厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年
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十五歳に達していないもの（政令で定めるものを除く。）に限る。

三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者（その者が六

政令で定める老齢厚生年金を除く。）の受給権者及び同法附則第十

第一項及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（

同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条

金の受給権者（その者が六十五歳に達していないものに限る。）、

四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されてい

る。）、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第

齢厚生年金の受給権者（その者が六十五歳に達していないものに限

する者並びに厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老

のを含む。）に限る。）の受給権者（附則第三十一条第一項に規定

二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるも

は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給

二 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者（当該障害厚生年金又

に限る。）並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。）

の者が六十五歳に達していないもの（政令で定めるものを除く。）

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（そ

るもの（政令で定める老齢厚生年金を除く。）の受給権者及び同法

障害厚生年金の受給権者（当該障害厚生年金と同一の支給事由に

）を除く。）

二
基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。）

権を有する者に限る。）

三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に

料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の

において同じ。）及び保険料免除期間（同条第一項の規定により保険

すこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項

（附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみな

まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間

第十五条 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生

係るものを除く。次項において同じ。）を有さず、かつ、次の各号の

三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に

料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の

において同じ。）及び保険料免除期間（同条第一項の規定により保険

すこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項

（附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみな

まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間

第十五条 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生

)
(

係るものを除く。次項において同じ。）を有さず、かつ、次の各号の

いずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれか

２～４ （略）

いずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれか

に該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき（当該六

略

に該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき（当該六

十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同

２～４

十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同
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ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りで

要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。

いた場合に限る。）は、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給

項各号に掲げる年金たる保険給付の加給年金額の計算の基礎となつて

。

し、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない

に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただ

場合に限る。）は、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件

項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた

（略）

（略）

ない。
２～６

一・二

（略）

一・二 （略）
２～６

の他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの

れた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金そ

令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第

障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政

れた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、

第十六条 附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算さ 第十六条 附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算さ

の支給を受けることができるときは、その間、同条第一項又は第二項

（障害基礎年金の支給要件の特例）

２ （略）

する。

一項又は第二項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止

（略）

の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
２
（障害基礎年金の支給要件の特例）

平成八年改正法附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁

ることとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金（

くは改正前私学共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌す

。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。）又は共済組合若し

り厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む

旧厚生年金保険法による障害年金（附則第八十七条第二項の規定によ

金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共

金（平成八年改正法附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農

掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年

くは私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管

。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。）又は共済組合若し

り厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む

旧厚生年金保険法による障害年金（附則第八十七条第二項の規定によ

金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、

第二十二条 新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年 第二十二条 新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年

業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組
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（遺族基礎年金の支給要件の特例）

。

、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない

六条において同じ。）の受給権を有していたことがある者については

険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十

三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保

合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十

（遺族基礎年金の支給要件の特例）

ない。

ては、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給し

二十六条において同じ。）の受給権を有していたことがある者につい

金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第

成十三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年

済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平

以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措

含む。）の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日

険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を

項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保

額退職年金若しくは通算退職年金（平成八年改正法附則第十六条第三

組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減

の、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済

日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したも

保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診

事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被

保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済

置は、政令で定める。

以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措

含む。）の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日

険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を

項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保

額退職年金若しくは通算退職年金（平成八年改正法附則第十六条第三

組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減

の、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済

日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したも

保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診

事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被

保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済

第二十七条 大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金 第二十七条 大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金

置は、政令で定める。

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同法による

老齢年金及び通算老齢年金を含む。）、附則第八十七条第二項の規定

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同法による

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（附則第六十三

老齢年金及び通算老齢年金を含む。）、附則第八十七条第二項の規定

により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金た

第三十五条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（附則第六十三 第三十五条

により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金た
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府が負担する。

は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政

いては、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又

族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用につ

ち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺

者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のう

成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施

金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平

る保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年

府が負担する。

は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政

いては、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又

族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用につ

ち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺

者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のう

成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌

金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平

る保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年

略

二 障害年金（平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統

一

)
(

一

障害年金（平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統

合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政

)
(

二

合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政

府が支給するものとされたものを除く。）の給付に要する費用のう

略

府が支給するものとされたものを除く。）の給付に要する費用のう

ち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障

三 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する

ち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障
三 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する

遺族年金（平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合

害基礎年金の額に相当する部分

遺族年金（平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合

法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府

害基礎年金の額に相当する部分

法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府

が支給するものとされたものを除く。）の給付に要する費用のうち

２ 国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共

が支給するものとされたものを除く。）の給付に要する費用のうち

２ 国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共

済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年

、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族

済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年

金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号

、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族

金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号

に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に

基礎年金の額に相当する部分

に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に

相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令

基礎年金の額に相当する部分

相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令
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（略）

で定めるところにより、実施機関たる共済組合等に対して交付する。
一～三 （略）
３・４ （略）
第三十八条の二

（略）

で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等に対して交付する
。
一～三 （略）
３・４ （略）
第三十八条の二

ち、政令で定めるところにより政府及び実施機関それぞれごとに算定

に相当する部分については、各被用者年金保険者が当該年度において

ち、政令で定めるところにより各被用者年金保険者ごとに算定した額

２ 前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のう ２ 前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のう
した額に相当する部分については、政府及び実施機関それぞれが当該

新国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は

（第四種被保険者に関する経過措置）

（略）

年度において国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定によ

３

納付した基礎年金拠出金とみなす。

（略）

り負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。
３

４ 第一項の規定により同項に規定する算定した部分について基礎年金
の給付に要する費用に充てられる会計年度における特別会計に関する
法律の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
（第四種被保険者に関する経過措置）
において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつ

て、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力

において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつ

第四十三条 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日

て、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力

を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保

旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日

を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保

険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。

第四十三条

険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。

一 （略）

施行日において共済組合の組合員（国家公務員共済組合法附則第

一 （略）

二

十三条の三に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合

施行日において共済組合の組合員（改正前国共済法附則第十三条

の三に規定する特例継続組合員及び改正前地共済法附則第二十八条

法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組

二

の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。）
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又は次条第一項の規定による被保険者であること。
三 （略）

合員」という。）又は次条第一項の規定による被保険者であること
。
三 （略）

が厚生年金保険の被保険者期間である場合（厚生年金保険の被保険者

金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部

号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年

険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四

ときを除く。）は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保

ていないとき（附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当する

保険者でなくなつた場合において、当該被保険者期間が二十年に達し

この条において同じ。）が十年以上であるものが、厚生年金保険の被

険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下

者期間（附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保

は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者と

附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。）

した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき（

に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失

る期間を有する場合を除く。）又は当該被保険者の資格を喪失した後

制度の加入者（以下「私学教職員共済制度の加入者」という。）であ

き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済

保険者でなくなつた場合（当該被保険者の資格を喪失した後に引き続

この条において同じ。）が十年以上であるものが、厚生年金保険の被

険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下

者期間（附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保

２ 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険 ２ 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険

でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。）

なることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに

一～四

（略）

る月が施行日の属する月である場合を含む。）に限る。

つた期間である場合（厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属す

の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であ

者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険

該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険

に限る。

一～四 （略）
算して六月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正

算して六月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正

合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起

前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起 ３ 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組

当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつ

当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつ

３

ても、受理することができる。
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ても、受理することができる。

厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保

日において厚生年金保険の被保険者であつたときは、当該申出に係る

資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された

理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の

に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受

であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員

年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者

ものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生

ち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する

済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のう

に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共

４ 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出 ４ 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出

険者の資格を取得するものとする。

若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年

金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
（略）

５ （略）

５

第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出を

した者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「

第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出を ６

した者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「

当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学

略

)
(

(

)
（略）
12
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６

当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とある

７・８

えるものとする。

制度の加入者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替

出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済

教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申

略

のは、「施行日」と読み替えるものとする。

７・８

第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌

日（第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日）に、厚生

第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌 ９

日（第三号に該当するに至つたときは、その日）に、厚生年金保険の

年金保険の被保険者の資格を喪失する。

９

被保険者の資格を喪失する。

組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。

一～三 （略）

～

10

五・六 （略）

四

一～三 （略）

（略）
12

四・五 （略）
～
10

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）

保険者であつた期間に加算された期間を含む。）は、第一号厚生年金

の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被

被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、

保険者であつた期間に加算された期間を含む。）は、厚生年金保険の

の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被

旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間（他

被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限り

この限りでない。

旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間（他 第四十七条

でない。

一～三 （略）

第四十七条

一～三 （略）
（略）

２ （略）

２

第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなさ

れた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生

第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船 ３

員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険

年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を

３

の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得

乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

（共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の

４ （略）

た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
４ （略）
（他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間等の確認の特例）

と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの被保険者期

正法」という。）附則第七十八条第七項若しくは第八十七条第八項」

律（昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改

「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する法

ついては、当分の間、同項中「又は第十三条の四第一項」とあるのは

一年四月一日前の期間に係るもの（以下この項において「組合員であ

第八条第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間であつて昭和六十

民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則

間」とあるのは「規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国

ついては、当分の間、同項中「規定する組合員又は加入者であつた期

第四十八条の二 厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用に

確認の特例）

間又は昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の

つた期間等」という。）」と、「又は第十三条の四第一項」とあるの

厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用に

被保険者期間であつて同項に規定する昭和三十六年四月一日から施行

は「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する

第四十八条の二

の日の前日までの期間に係るもの」とする。

法律附則第七十八条第五項若しくは第八十七条第六項」と、「当該組
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（厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置）

合員又は加入者であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間
等」とする。

（厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置）

てその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四

することにより支給されるものに限る。）の額を計算する場合におい

金及び遺族厚生年金（厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当

らず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年

う。）附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわ

する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」とい

であつた期間」という。）であるときは、国民年金法等の一部を改正

する新船員組合員であつた期間（以下この条において「新船員組合員

則第五条第三項若しくは平成十九年一元化法附則第八条第三項に規定

いて「旧船員組合員であつた期間」という。）又は平成八年改正法附

第八条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間（以下この条にお

、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは平成十九年一元化法附則

（以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。）

う。）若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間

含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」とい

規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を

十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間（同条第一項の

生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の

第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。）、障害厚

被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき（附則第十二条第一項

）の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の

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。

とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金（厚生年金保険法第

る額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額

下「平成十二年改正法」という。）附則第二十条第一項第一号に定め

、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。以

の条において「新船員組合員であつた期間」という。）であるときは

）若しくは同条第三項に規定する新船員組合員であつた期間（以下こ

た期間（以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。

又は平成八年改正法附則第五条第二項に規定する旧船員組合員であつ

（以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。）

う。）若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間

含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」とい

規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を

十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間（同条第一項の

厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四

十未満であるとき（附則第十二条第一項第四号から第七号までのいず

適用があるとき又は遺族厚生年金（同法第五十八条第一項第四号に該

第五十二条

れかに該当するときを除く。）、障害厚生年金の額を計算する場合に

当することにより支給されるものを除く。）の額を計算する場合にお

厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四

おいて同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生

いて同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、

第五十二条

年金（同法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
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ものを除く。）の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一
号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。

この限りでない。

)
(

)
(

一～三

略

一～三

（厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置）

略

（厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置）

付を含む。以下この条において同じ。）を受けることができるときは

生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給

給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支

が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（附則第六十三条第一項

、その間、その支給を停止する。

付を含む。以下この条において同じ。）を受けることができるときは

生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給

給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支

が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（附則第六十三条第一項

第五十六条 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者 第五十六条 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者

、その間、その支給を停止する。

（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を除く。）を

る給付（老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金

厚生年金保険法による年金たる保険給付又は国民年金法による年金た

よる年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が

ができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法に

れる遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。）を受けること

より支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給さ

険給付又は国民年金法による年金たる給付（附則第二十五条の規定に

ものを除く。）は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保

る保険給付、国民年金法による年金たる給付（老齢基礎年金及び同法

死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金た

の支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち

下この項において同じ。）を受けることができるときは、その間、そ

第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以

第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付（附則

る遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。）又は同法第五条

り支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給され

険給付、国民年金法による年金たる給付（附則第二十五条の規定によ

ものを除く。）は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（死亡を支給事由とする ２ 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付（死亡を支給事由とする

受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる

附則第九条の三の規定による老齢年金（その受給権者が六十五歳に達

２

保険給付についても、同様とする。

しているものに限る。）を除く。）又は同法第五条第一項第二号から

第四号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場
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合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、

びに障害基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六

「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並

付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を」とあるのは、

適用する場合においては、同項中「又は国民年金法による年金たる給

４ 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を

３

五歳に達しているものに限る。）を除く。）又は他の被用者年金各法

規定による改正前の国民年金法による障害年金（その受給権者が六十

金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第一条の

法による年金たる給付（退職共済年金」とあるのは、「並びに国民年

適用する場合においては、同項中「を除く。）又は他の被用者年金各

４ 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を

３ （略）

)
(

十年法律第三十四号）第一条の規定による改正前の国民年金法による

による年金たる給付（退職共済年金、退職年金及び減額退職年金（平

同様とする。

障害年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。）を」

成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者

略

とする。

たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。）」
とする。
（略）

)
(

５

齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者（六十五歳に達している者

略

齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者（六十五歳に達している者

に限る。）が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年

５

に限る。）が遺族厚生年金又は厚生年金保険法による特例遺族年金の

金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわら

６ 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老

支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通

ず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老

算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の

相当する部分の支給の停止を行わない。

６

停止を行わない。

員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額（同法第

障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船

が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による

四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相

員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額（同法第

障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船

が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による

附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府 ７ 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府

四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相

当する額を加えた額）を控除した額に相当する部分の支給の停止を行

７

当する額を加えた額）を控除した額に相当する部分の支給の停止を行
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わない。

わない。

ときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する

に相当する額（同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額がある

員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍

遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船

が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による

額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるとき

ときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する

に相当する額（同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額がある

員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍

遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船

が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による

附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府

額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるとき

は、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額）を控除した額に相当

附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府 ８

は、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額）を控除した額に相当

する部分の支給の停止を行わない。

８

する部分の支給の停止を行わない。

（略）

（老齢厚生年金の額の計算の特例）
第五十九条

（老齢厚生年金の額の計算の特例）
第五十九条 （略）

かかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号

超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定に

除く。）の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を

第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を

に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

かかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号

超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定に

除く。）の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を

第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を

２ 老齢厚生年金（厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則 ２ 老齢厚生年金（厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則

に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

（略）

一

（略）

一

二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲

げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲
げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

の期間に係るもの（当該被保険者期間の計算について附則第四十

イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後

の期間に係るもの（当該被保険者期間の計算について附則第四十

七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項

厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後

七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若

若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないも

イ

しくは第三項又は平成十九年一元化法附則第八条第二項若しくは
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計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期

第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして

のその他政令で定める期間に係るものを除く。）の月数

月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るも

のとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する

（略）

（障害厚生年金の支給要件の特例）

３～５

ロ （略）

間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他
（略）

政令で定める期間に係るものを除く。）の月数
ロ
３～５ （略）
（障害厚生年金の支給要件の特例）
厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による

障害年金（附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者

厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による

第六十六条 新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害

障害年金（附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者

たる政府が支給するものとされたものを含む。）又は旧国民年金法に

新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害

たる政府が支給するものとされたものを含む。）又は旧国民年金法に

よる障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生

第六十六条

よる障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生

年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

（障害厚生年金の併給の調整の特例）

年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
（障害厚生年金の併給の調整の特例）

保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当す

の支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金（厚生年金

じ。）であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるもの

実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同

による障害年金（附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の

第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法

る程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。）を

保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当す

の支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金（厚生年金

じ。）であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるもの

管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同

による障害年金（附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の

第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法

第六十九条 厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び 第六十九条 厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び

る程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。）を

２

支給すべき事由が生じた場合に準用する。

略

支給すべき事由が生じた場合に準用する。
２

)
(
略
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)
(

（厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例）

（厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例）

により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金た

生年金保険法による年金たる保険給付（附則第八十七条第二項の規定

る保険給付を含む。）は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金た

により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金た

生年金保険法による年金たる保険給付（附則第八十七条第二項の規定

厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚

る保険給付を含む。）は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金た

る保険給付とみなす。

第七十一条 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚 第七十一条

る保険給付とみなす。

規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障

金保険法による障害年金（昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の

害の状態（以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年

において「旧厚生年金保険法」という。）別表第一に定める程度の障

という。）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この号

和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」

（以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭

合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態

の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場

された障害年金を除く。）の受給権者について平成六年改正法第二条

第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものと

給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金（附則第八十七条

害年金を除く。）」とする。

規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障

金保険法による障害年金（昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の

害の状態（以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年

において「旧厚生年金保険法」という。）別表第一に定める程度の障

という。）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この号

和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」

（以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭

合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態

の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場

された障害年金を除く。）の受給権者について平成六年改正法第二条

第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものと

給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金（附則第八十七条

２ 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険 ２ 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険

害年金を除く。）」とする。
険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険

の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者につい

険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険

第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保

の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者につい

て平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十

第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保 ３

て平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十

六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該

３

六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該
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害年金」とする。

規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障

害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の

保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態（以下この号」と、「障

て「昭和六十年改正法」という。）第五条の規定による改正前の船員

一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下この号におい

当する程度の障害の状態（以下この条」とあるのは「国民年金法等の

害年金」とする。

規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障

害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の

保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態（以下この号」と、「障

て「昭和六十年改正法」という。）第五条の規定による改正前の船員

一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下この号におい

当する程度の障害の状態（以下この条」とあるのは「国民年金法等の

れたものを除く。）」とする。

二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとさ

一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十七条第

は、「船員保険法による障害を支給事由とする給付（国民年金法等の

条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるの

（遺族厚生年金の加算の特例）

れたものを除く。）」とする。

二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとさ

一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十七条第

は、「船員保険法による障害を支給事由とする給付（国民年金法等の

条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるの

４ 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同 ４ 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同

（遺族厚生年金の加算の特例）

号に定める額を、当該額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を

額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項第一

の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の

規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表

）がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の

年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。

の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの（死亡した厚生

額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、当該遺族厚生年金

、これらの規定に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる

額は、厚生年金保険法第六十条第一項及び第二項の規定にかかわらず

の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の

規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表

）がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の

年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。

の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの（死亡した厚生

第七十三条 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金

控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。

の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法によ

厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金

ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎

る障害年金の受給権を有するとき（その支給を停止されているときを

第七十三条

年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき（その支
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給を停止されているときを除く。）は、その間、当該加算する額に相

除く。）は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止す
（略）
（略）

第七十四条 （略）

２・３

一・二

る。

（略）

当する部分の支給を停止する。
一・二

（略）

２・３ （略）
第七十四条

は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を

２ 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又

は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を

取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び同条第

子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又

取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び同条第

四項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民

２

三項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民

年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算し
（略）

年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算し

２～５

（略）

第七十八条 （略）

（旧厚生年金保険法による給付）

３～６

た額を加算した額とする。

（略）

た額を加算した額とする。
３～６
（旧厚生年金保険法による給付）
（略）

（略）

第七十八条
２～５

ものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同

表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合

ものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同

第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げる

表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合

において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げる ６

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。

（厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例）

６

（厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例）
か、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第

八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給す

か、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第

第七十九条 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほ 第七十九条 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほ
八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給す
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庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。）に相当する額につ

に相当するものとして政令で定める部分（他の法令の規定により国

員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用

成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合

国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。）及び同月前の平

用に相当するものとして政令で定める部分（他の法令の規定により

合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費

前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組

く。）に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月

他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除

を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分（

第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間

に相当する額の百分の二十（同月前の附則第五十二条に規定する旧

）を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分

生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。

保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚

四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被

一 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間（附則第

する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要

る給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年

により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金た

るものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定

に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定

令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。）

の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分（他の法

る旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算

）及び同月前の平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定す

法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。

算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分（他の

旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計

二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する

められた部分を除く。）に相当する額については、その額の百分の

令で定める部分（他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定

険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政

二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保

政令で定める部分に相当する額の百分の二十（同月前の附則第五十

条において同じ。）を計算の基礎とする費用に相当するものとして

保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この

四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被

一 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間（附則第

する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要

る給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年

により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金た

るものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定

（略）

める割合とする。）に相当する額
二

いては、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。
（略）

）に相当する額
二
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（厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置）
（略）

厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に

第八十四条
２
要する費用の一部を負担する。

（厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置）
（略）

厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に

第八十四条
２

要する費用の一部を負担する。

険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金（その全額

生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保

につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者に基金が支給

険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金（その全額

生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保

前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚

につき支給を停止されているものを除く。）の受給権者に基金が支給

する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次

前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚 ３

する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次

の各号に定める額とする。

３

の各号に定める額とする。

一～四

（略）

一～四 （略）

ができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の

金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすること

年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基

資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢

金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給

つて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年

規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であ

の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に

二号に該当するものとみなされる者を含む。）であつて老齢厚生年金

者（同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第

入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する

の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加

額は、前項各号に定める額（厚生年金保険法第四十四条の三第一項の

ができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の

金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすること

年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基

資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢

金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給

つて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年

規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であ

の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に

二号に該当するものとみなされる者を含む。）であつて老齢厚生年金

者（同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第

入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する

の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加

４ 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金 ４ 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金

額は、前項各号に定める額（厚生年金保険法第四十四条の三第一項の
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乗じて得た額とする。

ては、当該額から政令で定める額を控除した額）に政令で定める率を

規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用につい
乗じて得た額とする。

ては、当該額から政令で定める額を控除した額）に政令で定める率を

規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用につい

平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の

給付に充てるべきものに限る。）の額に、千分の八からその者に係る

年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金

を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金（旧厚生

日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間

すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二

下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得

平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の

給付に充てるべきものに限る。）の額に、千分の八からその者に係る

年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金

を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金（旧厚生

日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間

すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二

第二項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担

下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得

た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定

第二項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担 ５

た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定

した額から控除するものとする。

第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者

の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十四条

分の間、同項中「いう。）」とあるのは「いう。）から国民年金法等

たる政府が負担する費用（当該代行給付費の算定の基礎となる被保険

第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者

の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十四条

分の間、同項中「いう。）」とあるのは「いう。）から国民年金法等

(

)

)
(
)
(
略
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５

した額から控除するものとする。

たる政府が負担する費用（当該代行給付費の算定の基礎となる被保険

者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という

厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当

者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という

。）を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるの

厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当 ６

。）を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるの

は「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

６

は「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

略

第八十七条

略

第八十七条

２ 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険
３～

の管掌者たる政府が支給する。

２ 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険
略

12

の実施者たる政府が支給する。
３～

12

)
(

なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当

害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、

であつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障

金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる

なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当

害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、

であつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障

旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべき

金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる

政府が支給する。

旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべき

政府が支給する。

十一項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものと

による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合（第

ものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法

ついて第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給する

された同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができ

十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものと

による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合（第

ものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法

ついて第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する

)

された同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができ

る場合を含む。）における当該傷病手当金の支給については、なお従

)

る場合を含む。）における当該傷病手当金の支給については、なお従

前の例による。

（略

前の例による。

（船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置

旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害に

（船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置

）

用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管

新船員保険法第四十二条及び第四十二条ノ二の規定の適

用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実

掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保

第九十二条

施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保

険給付のうち、同法第四十条第一項の規定による障害年金（政令で定

新船員保険法第四十二条及び第四十二条ノ二の規定の適

険給付のうち、同法第四十条第一項の規定による障害年金（政令で定

める部分に限る。）は、新船員保険法第四十条第一項の規定による障

新船員保険法第五十条ノ七の規定の適用については、附

める部分に限る。）は、新船員保険法第四十条第一項の規定による障

第九十三条

害年金とみなす。
新船員保険法第五十条ノ七の規定の適用については、附

害年金とみなす。

第九十二条

旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害に

）

（略

13
15 14

第九十三条
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13
15 14

保険法による遺族年金とみなす。

合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。）は、新船員

務上の事由による遺族年金（同法第五十条第一項第二号に該当した場

給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職

則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支

保険法による遺族年金とみなす。

合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。）は、新船員

務上の事由による遺族年金（同法第五十条第一項第二号に該当した場

給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職

則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支
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◎

改

正

案

抄

附

現

（傍線部分は改正部分）

行

（平成二十二年四月一日施行）

則

第四条 （略）

（国民年金の被保険者期間の特例）

国民年金法等の一部を改正する法律（平成元年法律第八十六号）

則

（附則第八十八条関係）

附

（略）

（国民年金の被保険者期間の特例）
第四条

一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合に

後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第

一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正

該当しない者に限る。）であって、改正前の国民年金法附則第五条第

おいて、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項

一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合に

後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第

一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正

該当しない者に限る。）であって、改正前の国民年金法附則第五条第

（略）

おいて、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項

に規定する保険料納付済期間であった期間は改正後の国民年金法第五

２

に規定する保険料納付済期間であった期間は国民年金法第五条第一項

条第二項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八

（略）

の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八十七条の

十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国

２

二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法

民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間

改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者（同号ロに

第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす

とみなす。

３ 改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者（同号ロに ３

。
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◎

改

正

抄

附

現

（傍線部分は改正部分）

法律（平成十九年法律第

号。以下「平成十九年一元化法」とい

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

た者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は被用者

合員（農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。）であっ

号）第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。）又は共済組合の組

法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三

者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者（昭和六十年改正

下この項において「初診日」という。）において、国民年金の被保険

月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以

初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日（その日が昭和三十六年四

らに起因する疾病（以下この項において「傷病」という。）について

第六条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれ

って政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該

とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であ

金法第五条第一項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由

た者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年

合員（農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。）であっ

号）第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。）又は共済組合の組

法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三

者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者（昭和六十年改正

下この項において「初診日」という。）において、国民年金の被保険

月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以

初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日（その日が昭和三十六年四

らに起因する疾病（以下この項において「傷病」という。）について

第六条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれ

行

（平成二十二年四月一日施行）

則

う。）附則第八十六条の規定による改正前の国民年金法第五条第一項

傷病により、施行日において国民年金法第三十条第二項に規定する障

案

国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）

則

（附則第八十九条関係）

附

に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給

害等級（以下この項において単に「障害等級」という。）に該当する

（障害基礎年金の支給に関する特例措置）

付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める

程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達す

（障害基礎年金の支給に関する特例措置）

ものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行
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