該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する

保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。）があり、かつ、当

の及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被

定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るも

日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間（他の法令の規

ができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診

間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求すること

状態に該当するに至ったとき）から六十五歳に達する日の前日までの

の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の

ときは、その者は、施行日（施行日において障害等級に該当する程度

間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った

にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの

項において単に「障害等級」という。）に該当する程度の障害の状態

日において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級（以下この

険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満た

納付済期間とみなされた期間を含む。）と同条第一項に規定する旧保

第一項に規定する旧保険料納付期間（同条第二項の規定により保険料

があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条

より国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。）

れた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定に

間（他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなさ

おいて、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期

給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日に

る日の前日までの間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支

する程度の障害の状態に該当するに至ったとき）から六十五歳に達す

級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当

該当するに至ったときは、その者は、施行日（施行日において障害等

る日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に

)
(

(

)

(

)

２～６

第十一条

（任意加入被保険者の特例）

略

ないときは、この限りでない。

)
(

略

２

旧保険料納付期間（同条第二項の規定により保険料納付済期間とみな
された期間を含む。）と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを
合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この
略

限りでない。
２

略

（任意加入被保険者の特例）
第十一条
２～６

)
)
(
(
略

略

第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに

該当するに至った日の翌日（第二号、第四号又は第五号に該当するに

第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに ７

該当するに至った日の翌日（第二号、第四号又は第五号に該当するに

至ったときは、その日）に、当該被保険者の資格を喪失する。

７

至ったときは、その日）に、当該被保険者の資格を喪失する。
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一

略

)
一

略

国民年金法第五条第一項に規定する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とき。
（略）

略

)
(

８・９

三～五

二

)
(

)
(

（略）

略

厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

(

二
三～五
８・９

条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間

者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七

と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九

条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間

者期間は、国民年金法第五条第二項の規定の適用については同法第七

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険

と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九

条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者と

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険

条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者と

しての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
略

しての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
略

)
(

(

)

給権者（平成十九年一元化法附則第三十二条第一項（私立学校教職員

第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。）の受

三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老

給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同法第四十

第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。）の受

第十八条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則 第十八条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則

共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十八条の二の規定に

齢厚生年金については、適用しない。

一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者

よりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。）又は第五十
五条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けるものを除く。）が次
の各号のいずれかに該当する者であるときは、同法第四十三条第一項
及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金
については、適用しない。
一 男子又は女子（厚生年金保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（以下「第二号厚生年金被保険者」とい
う。）であり、若しくはあった者、同項第三号に規定する第三号厚
生年金被保険者（以下「第三号厚生年金被保険者」という。）であ
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10
11

10
11

り、若しくはあった者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被
保険者（以下「第四号厚生年金被保険者」という。）であり、若し
くはあった者に限る。）であって昭和十六年四月一日以前に生まれ
た者（第三号に掲げる者を除く。）
二 女子（厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号
厚生年金被保険者（以下「第一号厚生年金被保険者」という。）で
あり、又はあった者に限る。）であって昭和二十一年四月一日以前
に生まれた者（次号に掲げる者を除く。）
三 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察
職員等（附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項、第二十四条
第三項第二号並びに第二十七条第十四項において「特定警察職員等
」という。）である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれ
たもの
２～４ （略）

二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者

２～４ （略）

号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者に限る。）であって次

った者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第四

法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は

条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同

る年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八

第十九条 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 第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げ

の表の上欄に掲げる者（附則第二十条の二第一項、平成十九年一元化

、当該老齢厚生年金については、適用しない。

（表略）

法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に規定
する者を除く。）が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満であ
る間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則
第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金について
は、適用しない。
（表略）
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２・３

（略）

２・３

（略）

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。）の受給権

則第八条の規定による老齢厚生年金（同法第四十三条第一項及び附則

年金被保険者であり、若しくはあった者に限る。）厚生年金保険法附

、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第四号厚生

の年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。 この場合にお

二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、そ

る。）が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の

ているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者に限

同法第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

４ 男子又は女子（第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者 ４ 男子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（

者（第一項の表の上欄に掲げる者（附則第二十条の二第一項、平成十

（略）

いて、第二項後段の規定を準用する。

５～７

九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第
二項に規定する者を除く。）に限る。）が同表の下欄に掲げる年齢に
達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生
年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金
の額を改定する。 この場合において、第二項後段の規定を準用する
。
５～７ （略）

険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（同法附則第九条の二第一

年金被保険者であり、若しくはあった者に限る。）である厚生年金保

、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第四号厚生

法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合

に限る。）が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同

されているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者

同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算

男子又は女子（第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者 ８ 男子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（

項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。

においては、同条第四項の規定は、適用しない。

８

）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者（附則第二十条の二第一
項、平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項
若しくは第二項に規定する者を除く。）に限る。）が、同表の下欄に
掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規
定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規
定は、適用しない。
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て、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を

く。）が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間におい

。）であって次の表の上欄に掲げる者（次条第一項に規定する者を除

、当該老齢厚生年金については、適用しない。

法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は

条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同

る年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八

第二十条 女子（第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る 第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げ

取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二
から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用し
ない。

４ 女子（第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。）で

２・３

同法第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

４ 女子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（

２・３

（表略）

ある厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（同法第四

ているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者に限

（表略）

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も

る。）が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の

（略）

のに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者（次条第一項

二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、そ

（略）

に規定する者を除く。）に限る。）が同表の下欄に掲げる年齢に達し

（略）

の年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

５～７

たときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金
の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額
を改定する。
５～７ （略）

第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されてい

ある厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（同法附則

に限る。）が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同

されているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者

同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算

８ 女子である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（

るものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲げる者（次条第

法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合

女子（第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。）で

一項に規定する者を除く。）に限る。）が、同表の下欄に掲げる年齢

においては、同条第四項の規定は、適用しない。

８

に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害
状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用
しない。
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第二十条の二 特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者（平成
十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは
第二項に規定する者を除く。）が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十
五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による
老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第

六十三歳

六十二歳

六十一歳

一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生
年金については、適用しない。
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの
間に生まれた者
昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの
間に生まれた者
昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの
間に生まれた者
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間 六十四歳
に生まれた者
２ 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則

金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
３

第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合
に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三

- 645 -

条の規定」とあるのは「附則第九条及び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）附則第二十条の二第二項において
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」と、「同条
」とあるのは「これらの規定」と、同法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「報酬比例部分の額」という。）から
」と、「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（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。
４ 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢
厚生年金（同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額
が計算されているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄に掲
げる者（平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第
一項若しくは第二項に規定する者を除く。）に限る。）が同表の下欄
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に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例
により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則

翌月から、年金の額を改定する。
５
第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合
に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「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「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）附則第二十条の
二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時（その年齢に達した当
時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則
第二十条の二第四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」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加
算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した
月の翌月又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
となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「そ
の権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する
法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」
と、同法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
「報酬比例部分の額」という。）から」と、「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る改正前の第百三十二条
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第二項、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。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
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達し

読み替えるものとする。
６

た月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は
第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達し

定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
７

た月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項か
ら第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項
特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢

及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
８

厚生年金（同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりそ
の額が計算されているものに限る。）の受給権者（第一項の表の上欄
に掲げる者（平成十九年一元化法附則第三十二条第一項又は第五十五
条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。）に限る。）が、同表
の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第
一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第
四項の規定は、適用しない。
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（老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置）

（老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置）

。）を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の

停止調整開始額（以下この項において「支給停止調整開始額」という

額」という。）との合計額が同法附則第十一条第二項に規定する支給

おいて同じ。）を十二で除して得た額（以下この項において「基本月

る同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項に

第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用す

額（附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条

に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。）と老齢厚生年金の

する月において、その者の総報酬月額相当額（同法第四十六条第一項

条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。）が属

である者に限る。）である日（附則第二十三条第一項並びに第二十四

に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員

。）又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員（前月以前の月

第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という

る厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十六条第一項、第三項、

資格を有する者に限る。）である日（同法第四十六条第一項に規定す

険の被保険者（前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の

よりその額が計算されているものに限る。）の受給権者が厚生年金保

五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定に

則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第

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。

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

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

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

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

支給停止調整開始額」という。）を超えるときは、その月の分の当該

十一条第二項に規定する支給停止調整開始額（以下この項において「

以下この項において「基本月額」という。）との合計額が同法附則第

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額（

しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給

則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若

た額（以下「総報酬月額相当額」という。）と老齢厚生年金の額（附

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算して得

」という。）が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以

第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日

三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、

日又は同法第四十六条第一項に規定する政令で定める日（附則第二十

す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

に限る。）の受給権者が厚生年金保険の被保険者（前月以前の月に属

項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの

則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五

第二十一条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附 第二十一条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附

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
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金の全部の支給を停止するものとする。

生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」と

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た老齢厚

若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法

則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項

。）については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附

項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る

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期間又は同

基金の加入員であった期間である者に支給するものであって、同法第

金（厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金

２ 前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年

金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額（加給年金額を除く。）

加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年

単に「加給年金額」という。）を除く。以下この項において「基金に

この項において同じ」とあるのは「加給年金額（以下この項において

のとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下

項において準用する同法第四十四条の二第一項の規定の適用がないも

第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五

ては、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条

基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。）につい

金（厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金

２ 前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年

（略）

あるのは「加給年金額（以下この項において単に「加給年金額」とい

以上」と、「全部」とあるのは「全部（支給停止基準額が、基金に加

一～四

う。）を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老

入しなかった場合の老齢厚生年金の額を加えた額に満たないときは、

一～四 （略）

齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは

（略）

加給年金額を除く。）」とする。

３

「老齢厚生年金の額（加給年金額を除く。）以上」と、「全部」とあ
るのは「全部（支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢
厚生年金の額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。）」
（略）

とする。
３

属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。）

）の受給権者が、附則第十九条第一項に規定する者（前月以前の月に

・長期加入者の老齢厚生年金（政令で定めるものを除く。以下同じ。

した者に限る。）であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の

る者（前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達

）の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げ

・長期加入者の老齢厚生年金（政令で定めるものを除く。以下同じ。

第二十二条 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者 第二十二条 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者

であるとき、附則第二十条第一項に規定する者（前月以前の月に属す
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項」とあるのは、「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項

第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五

第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは

の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条

であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第十一条の二

属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。）

るとき、又は附則第二十条の二第一項に規定する者（前月以前の月に

る日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。）であ

と読み替えるものとする。

若しくは第四項（同条第五項においてその例による場合を含む。）」

項」とあるのは、「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項

第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五

用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条

ついては、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準

掲げる年齢に達した者に限る。）であるときは、当該老齢厚生年金に

表の上欄に掲げる者（前月以前の月に属する日において同表の下欄に

若しくは第四項（同条第五項においてその例による場合を含む。）」

改正前の厚生年金保険法」という。）附則第十一条、第十三条第三項

定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「

第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規

第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び

法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。）

額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年

等である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる

。）及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者

の受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る

第二十三条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（そ

第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合

以下「改正前の厚生年金保険法」という。）附則第十一条、第十三条

条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（

項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八

う。）第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三

十六年法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」とい

掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律（平成

被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に

のに限る。）及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の

年金（その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるも

第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生

と読み替えるものとする。

及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合におい

において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で
（略）

て、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

一・二

定める。
（略）

。
一・二

２ 前項に規定する老齢厚生年金（第一号厚生年金被保険者期間又は第 ２ 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険
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規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額

は「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の

ときは、当該老齢厚生年金の額（加給年金額を含む。））」とあるの

が停止される部分の額（当該老齢厚生年金の全部の支給が停止される

を除く。）」とあるのは「（加給年金額を除く。）」と、「その支給

する加給年金額（以下この号において単に「加給年金額」という。）

項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定

行部分の総額を加えた額）」と、同項第二号中「（附則第十八条第三

上であるときは、当該老齢厚生年金の額（加給年金額を含む。）に代

この号及び次号において「代行部分の総額」という。）を加えた額以

した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額（以下

年金保険法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

」という。）を除く。）に附則第十八条第三項において準用する厚生

険法第四十四条第一項に規定する加給年金額（以下単に「加給年金額

年金の額（附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保

定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生

準額（附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規

止されるときは、当該老齢厚生年金の額）」とあるのは「支給停止基

その支給が停止される部分の額（当該老齢厚生年金の全部の支給が停

加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「

生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の

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、厚

齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額

した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額（当該老

される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算

生年金の額（加給年金額を含む。））」とあるのは「その支給が停止

額（当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚

のは「（加給年金額を除く。）」と、「その支給が停止される部分の

下この号において単に「加給年金額」という。）を除く。）」とある

改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額（以

た額）」と、同項第二号中「（附則第十八条第三項において準用する

該老齢厚生年金の額（加給年金額を含む。）に代行部分の総額を加え

いて「代行部分の総額」という。）を加えた額以上であるときは、当

額から老齢厚生年金の額を控除して得た額（以下この号及び次号にお

条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の

。）に附則第十八条第三項において準用する厚生年金保険法第四十四

項に規定する加給年金額（以下単に「加給年金額」という。）を除く

八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一

準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額（附則第十

条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基

該老齢厚生年金の額）」とあるのは「支給停止基準額（附則第二十一

る部分の額（当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当

である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止され

者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間

（略）

（加給年金額を含む。）に代行部分の総額を加えた額）」とする。

３

を加えた額（当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当
該老齢厚生年金の額（加給年金額を含む。）に代行部分の総額を加え
（略）

た額）」とする。
３
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第二十四条

（略）

第二十四条 （略）
２ （略）

いずれかに該当するものに限る。）は、その受給権者（平成十九年一

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

いずれかに該当するものに限る。）は、その受給権者が国民年金法に

（略）

元化法附則第三十二条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項に

基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者

２

規定する者を除く。）が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受け

である日が属する月を除く。）においては、当該老齢厚生年金に係る

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（次の各号の

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

厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（次の各号の ３

及びその者が厚生年金保険の被保険者等である日が属する月を除く。

部分に限り支給を停止する。

３

）においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の

厚生年金被保険者であり、又はあった者に限る。）であって昭和十

り計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子（第一号

一 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定によ

者であるものであること。

昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた

り計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって

一 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定によ

二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。

六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であ
るものであること。
二 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定によ
り計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員
等であって昭和十六年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間

二 その額が附則第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項

に生まれた者であること。
三 その額が附則第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項か

から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算さ

４ 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（前項各号の

ら第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び厚生年金
４ 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（前項各号の

いずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する

れていること。

いずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する

障害者・長期加入者の老齢厚生年金（その受給権者が附則第二十二条

保険法附則第九条の規定により計算されていること。

障害者・長期加入者の老齢厚生年金（その受給権者が附則第二十二条
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該老齢厚生年金の全部）の支給を停止するものとする。

いて、報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

部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合にお

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

支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条

この項において同じ。）の規定を適用して計算した場合におけるその

附則第二十一条（附則第二十二条において準用する場合を含む。以下

含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。）につき

項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を

てその例による場合を含む。）において準用する同法第四十四条第一

第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項（同条第五項におい

若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二

項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項

第二号に規定する額（当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三

いて、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項

第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金につ

金の受給権を取得した月を除く。）においては、附則第二十一条及び

年金保険の被保険者等である日が属する月（その者が当該老齢基礎年

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ものが厚生

に該当する者であるものに限る。）に限る。）の受給権者であって国

るものとする。

支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部）の支給を停止す

を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき

額に相当する部分（報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定

生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計

て計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定を適用し

分等の額」という。）につき附則第二十一条（附則第二十二条におい

るときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部

準用する同法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

は第四項（同条第五項においてその例による場合を含む。）において

五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しく

、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第三項若しくは第

二号に規定する額（当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項

て、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第

二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金につい

の受給権を取得した月を除く。）においては、附則第二十一条及び第

年金保険の被保険者である日が属する月（その者が当該老齢基礎年金

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ものが厚生

に該当する者であるものに限る。）に限る。）の受給権者であって国

（略）

（略）

５・６

（略）

５・６

第二十五条

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第十八

第二十五条 （略）

２

条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項ま

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附則第十八

条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで

で及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附

２

又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定に
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附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の

二十二条に該当する者であるものに限る。）に限る。）について同法

規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金（その受給権者が附則第

繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に

よりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する

第二十一条（附則第二十二条又は第二十七条第十五項において準用す

準用する同法附則第七条の四の規定を適用する場合においては、附則

る。）に限る。）について同法附則第十一条の五において読み替えて

生年金（その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限

同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚

則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに

第二十六条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附

規定を適用する場合においては、附則第二十一条（附則第二十二条又

第二十六条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（附

則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から

る場合を含む。）、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定によ

則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第

第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている

は第二十七条第十五項において準用する場合を含む。）、第二十三条

五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条

ものに限る。）の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属す

り当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月につい

の規定によりその額が計算されているものに限る。）の受給権者が厚

る月について、その者が雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）

又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は

生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保

の規定による高年齢雇用継続基本給付金（以下この条において単に「

ては、同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第

険法（昭和四十九年法律第百十六号）の規定による高年齢雇用継続基

高年齢雇用継続基本給付金」という。）の支給を受けることができる

一部の支給が停止されている月については、同法附則第十一条の五に

本給付金（以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」と

ときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢

七条の四第二項第二号（同条第四項及び第六項（同条第七項において

いう。）の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定

厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢

おいて読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号（同条第

にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に

厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定

準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に該当する

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の規定を適

による支給停止基準額と当該各号に定める額（その額に六分の十五を

四項及び第六項（同条第七項において準用する場合を含む。）におい

用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各

乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第

ものとみなす。

号に定める額（その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に

六十一条第一項第二号に規定する支給限度額（以下この条において単

て準用する場合を含む。）に該当するものとみなす。

係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定す
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第四十四条第一項に規定する加給年金額（以下この条において単に「

第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法

第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は

調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額（附則第十八条第三項、

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、

調整額」という。）との合計額（以下この項において「調整後の支給

五分の六を乗じて得た額）に十二を乗じて得た額（第六項において「

超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十

る支給限度額（以下この条において単に「支給限度額」という。）を

の支給を停止するものとする。

金額」という。）を除く。）以上であるときは、老齢厚生年金の全部

四条第一項に規定する加給年金額（以下この条において単に「加給年

二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十

金の額（附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第

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厚生年

この項において「調整後の支給停止基準額」という。）に相当する部

じて得た額（第六項において「調整額」という。）との合計額（以下

準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額）に十二を乗

に「支給限度額」という。）を超えるときは、支給限度額から当該標

（略）

（略）

加給年金額」という。）を除く。）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。

一・二
２～

あって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、

いるものに限る。）の受給権者（附則第十九条第一項に規定する者で

法第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

る。ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしていると

齢基礎年金」という。）の一部の支給繰上げの請求をすることができ

生労働大臣に同法による老齢基礎年金（以下この条において単に「老

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、厚
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一・二 （略）
（略）

（老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特

２～

（老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特

附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年

きは、この限りでない。

齢基礎年金（以下この条において単に「老齢基礎年金」という。）の

金の被保険者でないものに限る。）は、厚生労働大臣に同法による老

るものに限る。）（国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年

する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであ

齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定

第二十七条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（同 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者（国民年金法附則第五条

例等）

14

例等）

14

一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法
附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。

２～７ （略）

一 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金（同法第四

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

ものに限る。）の受給権者（男子であって附則第十九条第一項の表

の上欄に掲げる者（同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限

る。）であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄

に掲げる者（同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。）
であるものに限る。）

二 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（前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとし

（略）

て政令で定めるものに限る。）受給権者（政令で定める者に限る。
）
２～７

二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条

齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第九条の

第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並

九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに

よる老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第

第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老 ８ 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定に

の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第

びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用し

８

二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。

ない。

間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から

四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの

の月数が四百八十（昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては

昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八と

間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から

四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの

の月数が四百八十（昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては

繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間 ９ 繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間

昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八と

する。以下この項及び第十一項において同じ。）に満たないものに限

９

する。以下この項及び第十二項において同じ。）に満たないものに限
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た額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から

いものとして計算した額とする。第十二項において同じ。）を加算し

法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がな

二第二項第一号に規定する額（その額の計算について昭和六十年改正

険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の

らず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保

金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわ

第十一項において同じ。）が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年

ら第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項及び

かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号か

十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、

の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数（当該月数が四百八

月において、当該老齢厚生年金の額（繰上げ調整額を除く。）の計算

規定する者に限る。）が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した

る。）が加算された老齢厚生年金の受給権者（附則第十九条第一項に

し、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。

第十一項において同じ。）を加算した額を繰上げ調整額とするものと

適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。

の額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の

算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額（そ

額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計

えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した

げ調整額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を超

れかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。）が繰上

が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいず

百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者

金保険の被保険者期間の月数（当該月数が四百八十を超えるときは四

齢厚生年金の額（繰上げ調整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年

第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老

る。）が加算された老齢厚生年金の受給権者（男子に限る。）が附則

、その額を改定する。

該老齢厚生年金（繰上げ調整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年

る。）が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当

れた老齢厚生年金の受給権者（附則第二十条第一項に規定する者に限

の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算さ

間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者

上げ調整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期

の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金（繰

れた老齢厚生年金の受給権者（女子に限る。）が附則第二十条第一項

の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算さ

前項の規定は、繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険

金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生

期間の月数を超える場合について準用する。

前項の規定は、繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険

年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

10

第九項の規定は、繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保

10

された老齢厚生年金の受給権者（附則第二十条の二第一項に規定する

険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算

11
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者に限る。）が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月におい
て、当該老齢厚生年金（繰上げ調整額を除く。）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繰上げ調整額の計算の基礎とな
る厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する

該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚

法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当

数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険

算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月

四十とする。以下この項において同じ。）から当該繰上げ調整額の計

十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百

百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第

数（当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二

整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月

繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額（繰上げ調

により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該

（繰上げ調整額を除く。）を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定

一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額

金の受給権者（附則第十九条第一項に規定する者に限る。）が同条第

の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算された老齢厚生年

調整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の

の額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額（繰上げ

二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、そ

被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第

年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の

の項において同じ。）から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生

から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下こ

、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号

八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって

算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数（当該月数が四百

て、当該改定に係る老齢厚生年金の額（繰上げ調整額を除く。）の計

は、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額につい

く。）を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するとき

げる年齢に達した月の翌月以後において、その額（繰上げ調整額を除

金の受給権者（男子に限る。）が附則第十九条第一項の表の下欄に掲

の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算された老齢厚生年

11

。

生年金の額（繰上げ調整額を除く。）の計算の基礎となる厚生年金保

月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者

繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間

険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生

期間の月数以下であるときは、この限りでない。
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繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間

年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。

の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。）が加算さ

12

前項の規定は、繰上げ調整額（その計算の基礎となる厚生年金保険

12
前項の規定は、繰上げ調整額（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四百八十に満たないものに限る。）が加算さ

13

いて、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものと

条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合にお

おいて、その額（繰上げ調整額を除く。）を厚生年金保険法第四十三

る。）が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後に

れた老齢厚生年金の受給権者（附則第二十条第一項に規定する者に限

項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

り改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九

上げ調整額を除く。）を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によ

の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額（繰

れた老齢厚生年金の受給権者（女子に限る。）が附則第二十条第一項

する。
第十二項の規定は、繰上げ調整額（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四百八十に満たないものに限る。）が加
算された老齢厚生年金の受給権者（附則第二十条の二第一項に規定す
る者に限る。）が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌
月以後において、その額（繰上げ調整額を除く。）を厚生年金保険法
第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この
場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読
み替えるものとする。

及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十二

第十二項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項

四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは

（その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第

九十五号）附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時

」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第

十四条第一項中「その権利を取得した当時（その権利を取得した当時

ものに限る。）の額について準用する。この場合において、同法第四

齢厚生年金（その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者である

規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、そ

条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの

あるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七

七条第六項、第九項若しくは第十一項」と、「第四十三条の規定」と

三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十

欄に掲げる年齢に達した当時（その年齢に達した当時」と、「第四十

正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十九条第一項の表の下

時（その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改

準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当

齢厚生年金（その受給権者が男子であるものに限る。）の額について

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老

項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とす

の年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老

る」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は

13
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14
15

一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする

時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第

ら、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当

は第十二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月か

第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しく

時」と読み替えるものとする。

改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当

項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を

四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三

十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百

は第十三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月か

第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しく

る」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は

項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とす

及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十三

第十三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項

四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは

（その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第

九十五号）附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時

」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第

十四条第一項中「その権利を取得した当時（その権利を取得した当時

ものに限る。）の額について準用する。この場合において、同法第四

齢厚生年金（その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者である

項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を

四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三

十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百

の年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二

規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、そ

条第六項、第十項及び第十二項」と、「同条」とあるのは「これらの

あるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七

七条第六項、第十項若しくは第十二項」と、「第四十三条の規定」と

三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十

欄に掲げる年齢に達した当時（その年齢に達した当時」と、「第四十

正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第二十条第一項の表の下

時（その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改

準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当

齢厚生年金（その受給権者が女子であるものに限る。）の額について

。

ら、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当

改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老

時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第

時」と読み替えるものとする。

齢厚生年金（その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者で
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厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老

一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする
。

14

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老

16
17

あるものに限る。）の額について準用する。この場合において、同法
第四十四条第一項中「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「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）附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達
した当時（その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とある
のは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一
項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十
三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一
項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と
、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に
達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第

三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十五項から第十

条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第

る。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九

法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用す

十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しく

「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第二項中「附則第

条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは

る。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九

法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用す
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六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以
上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「
その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正す
る法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
」と読み替えるものとする。

七項まで」と、同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項

は第五項において準用する同法第四十四条の二第一項」とあるのは「

繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険

若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若し

同法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険

くは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項」とあるのは
（略）

16

「同法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

15

（略）

18
19

（加給年金額に関する経過措置）

（加給年金額に関する経過措置）

、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を

の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは

改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十八条第二項及び第

、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を

の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは

第三十条 厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分

改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十八条第二項及び第

三項、第十九条第二項及び第三項若しくは第二十条第二項及び第三項

厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分

三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項若しく

」とする。

第三十条

は第二十条の二第二項及び第三項」とする。

上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を

第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以

四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条

よる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

したときから引き続き（その年齢に達した当時、附則第八条の規定に

年法律第九十五号）附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達

つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成六

、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

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

を取得した当時（その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の

給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利

十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支

であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四

の受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。）

十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金（そ

る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二

国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に

き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「

一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ときから引

四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十

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

年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算

九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き（その

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）附則第十

より当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民

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

取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期

は、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時（その権利を

であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について

基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者

の受給権者が男子であるものに限る。）であってその年金額の計算の

十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金（そ

る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二

２ 附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されてい ２ 附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されてい

取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則
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第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」
とする。

掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を

第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以

四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条

よる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

したときから引き続き（その年齢に達した当時、附則第八条の規定に

年法律第九十五号）附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達

つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成六

、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

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

を取得した当時（その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の

給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利

十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支

であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四

の受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。）

十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金（そ

る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二

国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に

き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「

二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ときから引

四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十

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

年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算

十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き（その

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）附則第二

より当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民

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

取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期

は、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時（その権利を

であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について

基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者

の受給権者が女子であるものに限る。）であってその年金額の計算の

十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金（そ

る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二

附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されてい ３ 附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されてい

取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則

掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

３

第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」
とする。
４ 附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算され
ている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則
第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金
（その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに
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限る。）であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達した
ときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「
その権利を取得した当時（その権利を取得した当時、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二百四十以上と
なるに至つた当時」とあるのは「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）附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲
げる年齢に達したときから引き続き（その年齢に達した当時、附則第
八条の規定による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、第四十三条第三項又は同法附
則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四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ときから引き続き」と、同条第三項
中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改
正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した
ときから引き続き」とする。
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◎

改

正

案

２～５

抄

則

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（平成二十年四月一日施行）

第三十三条 （略）

（存続組合が支給する長期給付）

附

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）

則

（附則第九十条関係）

附
（存続組合が支給する長期給付）
（略）

（略）

第三十三条
２～５

適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有

年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第六項の規定は、

び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十

第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及

公務員共済組合法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共

適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有

年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第二項の規定は、

び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十

第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及

公務員共済組合法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、

退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、国家

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共

済組合の組合員となったときは、国家公務員共済組合法第八十条（同

15
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６ 退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、国家 ６

済組合の組合員となったときは、国家公務員共済組合法第八十条（同

法附則第十二条の四第一項において読み替えて適用される場合を含む
（略）

法附則第十二条の四第一項において読み替えて適用される場合を含む

７～

。）又は第八十七条の二の規定を準用する。

（略）

。）又は第八十七条の二の規定を準用する。
７～
15

◎

改

正

案

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）

一～四 （略）

た期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

第五条 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であっ

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）

附

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）

則

（附則第九十一条関係）

附

旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）
第五条

項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間（以下「第一号厚生
年金被保険者期間」という。）とみなす。ただし、次に掲げる期間は
（略）

、この限りでない。
一～四

は、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被

員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合に

昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合

法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の

保険の被保険者期間とする。

る場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金

船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算す

の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧

た旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行

２ 前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適用 ２ 前項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされ

保険者期間とする。
用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以

行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法

れた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施

第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなさ

後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三

附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚

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適 ３

十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保

生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六

３

険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて
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（旧適用法人共済組合による従前の処分等）

得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

（旧適用法人共済組合による従前の処分等）

を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

す。

く命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみな

分、手続その他の行為に限る。）は、厚生年金保険法又はこれに基づ

、手続その他の行為（旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処

一 附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するも

す。

く命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみな

分、手続その他の行為に限る。）は、厚生年金保険法又はこれに基づ

、手続その他の行為（旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処

第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分 第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分

一 附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するも

（略）

二・三 （略）

ってした処分、手続その他の行為

のとされた国家公務員共済組合法又はこれに基づく命令の規定によ

号。以下「平成

２

のとされた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

十九年一元化法」という。）附則第三十五条又は第三十六条の規定
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組合法（以下「平成十九年
一元化法改正前国共済法」という。）又はこれに基づく命令の規定
によってした処分、手続その他の行為
（略）

二・三 （略）
２

政府が支給するものとされた年金たる給付（死亡を支給事由とするも

第十一条 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

のを除く。）の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施

政府が支給するものとされた年金たる給付（死亡を支給事由とするも

第十一条 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

（遺族厚生年金の支給要件の特例）

のを除く。）の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施

行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金

（遺族厚生年金の支給要件の特例）

行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金

の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
２～４ （略）

の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
２～４ （略）
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（国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置）

（国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置）

組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十

施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済 第十二条 施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済

組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十

年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、改正

第十二条
年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、厚生

後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員であ

（老齢基礎年金等の支給要件の特例）

った期間とみなす。

年金保険の被保険者であった期間とみなす。

（老齢基礎年金等の支給要件の特例）

に該当しないものとみなされる者及び平成十九年改正前昭和六十年国

する者（同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書

年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十六条ただし書に該当

第十一号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民

六十年国民年金等改正法」という。）附則第十二条第一項第八号から

十年国民年金等改正法（以下この条において「平成十九年改正前昭和

いて平成十九年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の昭和六

項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改

国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一

十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。）は、昭和六十年

当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第

者（同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該

法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十六条ただし書に該当する

一号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金

いて昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十

旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日にお

民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除

正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当す

第十三条

く。）は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条

るものとみなす。

第十三条 旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日にお

第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭
和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号ま
でのいずれかに該当するものとみなす。

第十四条 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

（厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例）

第十四条 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年金たる給付に要する費用のうち、厚生

（厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例）
政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生
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要する費用とみなす。

法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に

いう。附則第十九条及び第二十条において同じ。）は、厚生年金保険

る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費用を

年金相当給付費用（厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当す

要する費用とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項の規定の適

法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に

いう。附則第十九条及び第二十条において同じ。）は、厚生年金保険

る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費用を

年金相当給付費用（厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当す

用については、年金たる保険給付に要する費用とみなす。

旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれか

（国家公務員共済組合法による給付）

旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれか 第十五条

（平成十九年一元化法改正前国共済法による給付）
第十五条

第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の

共済組合の組合員であった者に係るものに限る。）については、附則

国共済法による年金たる給付（日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道

２ 前項の規定により適用するものとされた平成十九年一元化法改正前

その効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済

よる改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なお

合員であった者に係るものに限る。）については、附則第七十八条に

る年金たる給付（日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組

２ 前項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法によ

に該当する者であるときは、国家公務員共済組合法中退職共済年金の

規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「

組合（新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以

に該当する者であるときは、平成十九年一元化法改正前国共済法中退

日本鉄道共済組合（新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組

下同じ。）又は日本たばこ産業共済組合（新共済法第八条第二項に規

支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合におい

合をいう。以下同じ。）又は日本たばこ産業共済組合（新共済法第八

定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。）」とあり、及び

職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。こ

条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。）」

同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあ

て、必要な技術的読替えは、政令で定める。

とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共

るのは、「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする

の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替え

。

一～三 （略）

るものとする。

（改正前国共済法による給付等）

一～三 （略）

（改正前国共済法による給付等）
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五項まで並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当

ついては、第四項、第五項、第十項、第十一項及び第十三項から第十

平成十九年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。）に

による年金たる給付（前条第一項の規定により適用するものとされた

、同法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。

二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き

四項、第九項及び第十一項から第十三項まで並びに次条第一項及び第

国家公務員共済組合法による年金たる給付を含む。）については、第

による年金たる給付（前条第一項の規定により適用するものとされた

第十六条 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法

該給付の費用に関する事項を除き、平成十九年一元化法改正前国共済

この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは

旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法

法及び改正後国共済施行法に関する規定を適用する。この場合におい

、政令で定める。

第十六条

て、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
。

旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金

たる給付については、第五項、第六項、第九項、第十二項及び第十三

旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金 ２

たる給付については、第六項から第八項まで、第十項、第十一項、第

項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関

２

十四項及び第十五項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当

が支給する。

前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府

する事項を除き、なお従前の例による。

（略）

５ （略）

４ （略）

前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の実施者たる政府 ３

該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
３
が支給する。
第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金については、平

４ （略）
５
６

第二項に規定する年金たる給付のうち遺族年金については、平成十

成十九年一元化法附則第三十条第一項の規定を適用する。
７

九年一元化法附則第三十条第二項の規定を適用する。
法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定のうち政令で

金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定で

法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年

第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正

定めるものその他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に

あって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規

第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正 ６

関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場

定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

８

合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令
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で定める。
法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給

していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、な

法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給

旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済

していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、な

お従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の管掌

旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済 ７

お従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の実施

者たる政府が支給する。

９

者たる政府が支給する。

同法第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる法律の支給の停

第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は

厚生年金保険法の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令

止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場

８

で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必

合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。

第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は

要な事項は、政令で定める。

保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報

とされた年金たる給付の受給権者の附則第六条の規定により厚生年金

酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定によ

保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報

とされた年金たる給付の受給権者の附則第六条の規定により厚生年金

（略）

酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定によ

り改定された場合における第一項及び第六項の規定により適用するも

９

り改定された場合における第一項及び第六項の規定により適用するも

のとされた規定（他の法令において、これらの規定を引用し、又はそ

（略）

のとされた規定（他の法令において、これらの規定を引用し、又はそ

の例による場合を含む。）の適用に関し必要な読替えその他必要な事

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

の例による場合を含む。）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。

一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、こ

十七条第一項、第七十八条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第

規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第四項

七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に

十七条、第七十八条、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十

（略）

れらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一

、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、こ

第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七

項及び第五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用に

れらの規定に規定する保険給付とみなす。

第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七

ついては、これらの規定に規定する保険給付とみなす。

（略）

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

項は、政令で定める。

10

12 11
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10
12 11
14 13

（略）

（略）

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

険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六

又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保

おその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合

）については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、な

合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。

とされた」と読み替えるものとする。

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

険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六

又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保

おその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合

）については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、な

合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。

法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。）附則

第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年

第十七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

電話共済組合であるもの（地方」と、「前項」とあるのは「同法附則

係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信

法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に

条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同

法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第三十二

ら」と、「日本電信電話共済組合（地方」とあるのは「厚生年金保険

こ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府か

。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たば

法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する

第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年

法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。）附則

第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年

第十七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

電話共済組合であるもの（地方」と、「前項」とあるのは「同法附則

係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信

法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に

条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同

法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第三十二

ら」と、「日本電信電話共済組合（地方」とあるのは「厚生年金保険

こ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府か

。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たば

法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する

２ 旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済

第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年

金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりな

旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済

金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりな

おその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第

２

とされた」と読み替えるものとする。

第十七条 前条第一項に規定する年金たる給付（日本たばこ産業共済組 第十七条 前条第一項に規定する年金たる給付（日本たばこ産業共済組

13

おその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第
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15

組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施

された改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済

る法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものと

三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正す

者たる政府」と読み替えるものとする。

組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の管掌

された改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済

る法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものと

三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正す

（略）

者たる政府」と読み替えるものとする。
３

（旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例

（略）
（旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例

等）

３

等）
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

とされた年金たる給付に要する費用（厚生年金相当給付費用に限る。

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

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、附則第十六

とされた年金たる給付に要する費用（厚生年金相当給付費用に限る。

）及び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あっ

第十九条

）及び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あっ

た期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、附則第十六

た期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚

生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用（当該旧適用法人

第十九条

生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用（当該旧適用法人

第二十条 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

共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。）に係る積立金に相当

第二十条 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年金たる給付に要する費用（厚生年金相

共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。）に係る積立金に相当

政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用（厚生年金相

当給付費用を除く。）及び同条第七項の規定により厚生年金保険の管

する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険

当給付費用を除く。）及び同条第七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年金たる給付に要する費用につ

する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険

施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用につ

いては、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項

の管掌者たる政府に納付するものとする。

いては、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項

に規定する存続組合が納付する。

の実施者たる政府に納付するものとする。

に規定する存続組合が納付する。
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超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額か

た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を

を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）を控除して得

（その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。）

年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額

年金給付（以下この項において「特例年金給付等」という。）がその

ものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定する特例

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

という。）からその年中に返還した返還額（当該返還額に係る附則第

よる年金たる保険給付の額（以下この項において「保険給付支払額」

の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法に

号）第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等

法による年金たる保険給付に係る所得税法（昭和四十年法律第三十三

定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険

による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規

された旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法

２ 附則第五条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

第三十条 （略）

支払額から控除する限度額とする。

支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付

除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付

する。）を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）を控

付等の額（その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度と

）がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給

する特例年金給付（以下この項において「特例年金給付等」という。

支給するものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定

る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

支払額」という。）からその年中に返還した返還額（当該返還額に係

保険法による年金たる保険給付の額（以下この項において「保険給付

的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金

第三十三号）第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公

年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法（昭和四十年法律

前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生

金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が

間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年

２ 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あった期

第三十条 （略）

（退職一時金等の返還に関する経過措置）

ら控除する限度額とする。

（国家公務員共済組合法による長期給付）

（退職一時金等の返還に関する経過措置）

（平成十九年一元化法改正前国共済法による長期給付）

る者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは

化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げ

る。

も適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め

組合法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者について

第三十一条 附則第十五条第一項の規定にかかわらず、平成十九年一元 第三十一条 附則第十五条第一項の規定にかかわらず、国家公務員共済

、政令で定める。
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除く。）

で定めるもの（附則第十五条第一項各号のいずれかに該当する者を

前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令

期間とみなされた組合員期間」という。）以外の旧適用法人施行日

った期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間（以下「被保険者

一 附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間であ

。）

めるもの（附則第十五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く

間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定

とみなされた組合員期間」という。）以外の旧適用法人施行日前期

期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間（以下「被保険者期間

一 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あった

二 （略）

（略）

二

（存続組合の業務等）
第三十二条 （略）

（存続組合の業務等）
第三十二条 （略）
以下「存続組合」という。）の業務は、次に掲げるものとする。

一 前条の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法に

以下「存続組合」という。）の業務は、次に掲げるものとする。

２ 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合（ ２ 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合（
一 前条の規定により適用するものとされた平成十九年一元化法改正

よる年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とす

二 前条の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法に

前国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計
二 前条の規定により適用するものとされた平成十九年一元化法改正

よる一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎と

るものを支給すること。

前国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を

するもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類す

算の基礎とするものを支給すること。

計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとな

る一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
三～六 （略）

るこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること
。
三～六 （略）
務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第

十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四

務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第

存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公

十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四

十一条、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十

存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公 ３

十六条第二項及び第百十六条の規定並びに平成十九年一元化法改正前

条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十六条の規定を適用

３

国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第
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給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第

平成十九年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項中「組合（長期

らない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、

する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければな

十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。）」とあるのは「給付に関

に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項（第二

項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号

組合の代表者」という。）」と、同法第六条第一項中「次に掲げる事

）附則第四条に規定する旧適用法人をいう。）を代表する者（以下「

（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号

第一項に規定する各省各庁の長をいう。）」とあるのは「旧適用法人

いて、国家公務員共済組合法第五条第一項中「各省各庁の長（第八条

九十五条、第百六条及び第百十四条の規定を適用する。この場合にお

」とする。

条、第百十四条及び第百十八条において同じ。）」とあるのは「組合

連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六

、改正後国共済法第四十一条第一項中「組合（長期給付にあつては、

ならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と

関する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければ

二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。）」とあるのは「給付に

号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項（第

事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九

「組合の代表者」という。）」と、同法第六条第一項中「次に掲げる

号）附則第四条に規定する旧適用法人をいう。）を代表する者（以下

人（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二

条第一項に規定する各省各庁の長をいう。）」とあるのは「旧適用法

する。この場合において、同法第五条第一項中「各省各庁の長（第八

４ （略）

九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。）」
とあるのは「組合」とする。
４ （略）

附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者 ５ 附則第十六条第三項又は第七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る給付については、存続組合

５

たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合

は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
（略）
（存続組合が支給する長期給付）

６～９

は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
６～９ （略）
（存続組合が支給する長期給付）

る一時金たる長期給付（以下「特例一時金給付」という。）について

長期給付（以下「特例年金給付」という。）及び同項第二号に規定す

は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、

る一時金たる長期給付（以下「特例一時金給付」という。）について

長期給付（以下「特例年金給付」という。）及び同項第二号に規定す

第三十三条 存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる 第三十三条 存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる

は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、
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十年国共済改正法附則第三条から第三十二条まで（附則第三十一条を

平成十九年一元化法改正前国共済法、改正後国共済施行法及び昭和六

期給付に関する規定（以下この条において「国共済法等の規定」とい

正法附則第三条から第三十二条まで（附則第三十一条を除く。）の長

国家公務員共済組合法、改正後国共済施行法及び昭和六十年国共済改

（略）

除く。）の長期給付に関する規定（以下この条において「国共済法等
２・３

う。）を適用する。

（略）

の規定」という。）を適用する。
２・３

当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該

規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、

金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する

この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年

けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。

附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受

元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法

金法による年金たる給付を受けることができるときは、平成十九年一

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又は国民年

じ。）、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保

定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同

る保険給付（昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規

いものとみなす。

五条第一項に規定する被用者年金各法による年金たる給付に該当しな

政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、国民年金法第

十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって

いては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三

きる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合にお

第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることがで

済組合法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条

金法による年金たる給付を受けることができるときは、国家公務員共

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又は国民年

じ。）、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保

定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同

る保険給付（昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規

４ 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金た ４ 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金た

当しないものとみなす。

例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることがで

支給が停止されているものを除く。）の受給権を有する者が、当該特

項又は昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその

例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に

次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特

るものを除く。）の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて

共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されてい

特例年金給付（改正後国共済法第七十四条第一項又は昭和六十年国

きるときは、当該特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、

基づき計算した年金たる長期給付の額（国家公務員共済組合法第七十

特例年金給付（平成十九年一元化法改正前国共済法第七十四条第一 ５

国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額（平成十九

四条第二項の規定（他の法令においてその例によることとされる場合

５

年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項の規定（他の法令におい
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されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当

調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止

化法改正前国共済法第七十四条第一項その他これに相当する併給の

者たる政府が支給するものとされた年金たる給付（平成十九年一元

二 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施

一 （略）

付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。

例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給

があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。）から、当該特

ないこととされる額（以下この項において「職域相当額」という。）

てその例によることとされる場合を含む。）により支給の停止を行わ

障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。）

の及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が

規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているも

組合法第七十四条第一項その他これに相当する併給の調整に関する

者たる政府が支給するものとされた年金たる給付（国家公務員共済

二 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌

一 （略）

当額を加算した額とする。

できる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相

控除した額とする。）から、当該特例年金給付と併せて受けることが

において「職域相当額」という。）があるときは、当該職域相当額を

を含む。）により支給の停止を行わないこととされる額（以下この項

三 （略）

項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並

及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一

十九年一元化法改正前国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項

年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第六項の規定は、

び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十

第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及

公務員共済組合法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、

（略）
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該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。）
三 （略）

びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第六

適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有

退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、国家

項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共

退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、平成 ６

の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は

済組合の組合員となったときは、国家公務員共済組合法第八十条又は

６

地方公務員共済組合の組合員となったときは、平成十九年一元化法改

第八十七条の二の規定を準用する。

８～

合法附則第十二条の八の規定は、適用しない。

旧適用法人施行日前期間を有する者については、平成十九年一元化 ７ 旧適用法人施行日前期間を有する者については、国家公務員共済組

正前国共済法第八十条又は第八十七条の二の規定を準用する。
７
（略）

法改正前国共済法附則第十二条の八の規定は、適用しない。
８～

10

平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組
11

10

平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組

11

の職域加算額に相当するものについては、平成十九年一元化法改正前

年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金

合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち平成十九

に相当するものについては、同法第七十二条の三から第七十二条の六

員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額

合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち国家公務

（略）

までの規定は、適用しない。
・

国共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定は、適用しな
い。
（略）

規定は、特例年金給付（遺族特例年金給付を除く。）の受給権者が同

・
の十二までの規定は、特例年金給付（遺族特例年金給付を除く。）の

法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用す

前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時

国家公務員共済組合法第九十三条の五から第九十三条の十二までの

受給権者が平成十九年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項

る。この場合において必要な事項は、政令で定める。

13

規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事

金給付を支給する場合における国家公務員共済組合法その他の法令の

金給付を支給する場合における平成十九年一元化法改正前国共済法そ

項は、政令で定める。

関し必要な事項は、政令で定める。
（退職特例年金給付の繰下げの申出の特例）
第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条

第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七

第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条

旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法

第一項の規定により適用するものとされた平成十九年一元化法改正前

十八条の二第一項の申出を行わなければならない。

第三十三条の二

国共済法第七十八条の二第一項の申出を行わなければならない。

（旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者
（略）

（旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者

第四十二条

に係る給付に関する経過措置）

第四十二条 （略）

に係る給付に関する経過措置）

第三十三条の二 旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法

（退職特例年金給付の繰下げの申出の特例）

の他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に

前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時

要な事項は、政令で定める。

平成十九年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条

に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必

14 12
15

２ 附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者の ２ 附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者の
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13

14 12

15

は、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該

とができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用について

れた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けるこ

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

金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第

うち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当

年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。

は、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該

とができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用について

れた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けるこ

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

金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第

うち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当

（略）

年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
３

（指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電

（略）

（指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電

信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例）

３

信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例）

及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭

組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法

和五十九年法律第八十七号）附則第十条第一項に規定する旧公社が負

及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭

組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法

指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済

和五十九年法律第八十七号）附則第十条第一項に規定する旧公社が負

担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、

指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済 第五十四条の二

担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、

厚生年金保険の管掌者たる政府に納付することができる。

第五十四条の二

厚生年金保険の実施者たる政府に納付することができる。

及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫の

たときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第八十条第一項

負担があったものとみなす。

及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫の

たときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第八十条第一項

２ 前項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に対し納付があっ ２ 前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に対し納付があっ

負担があったものとみなす。

（指定基金の給付の特例）

九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第百三十条

２ 厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十

第五十五条 （略）

（指定基金の給付の特例）
厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十

第五十五条 （略）
２

九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第百三十条
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第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条にお

第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百四十七条第四項、

定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項、

（厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規

第百三十条の二第一項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付

律第八十二号）附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法

」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法

」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第四十条の二中「実施機関

三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

について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項から第

、前項に規定する年金たる給付（以下「障害等年金給付」という。）

七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条の規定は

ら第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百

、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項か

の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条

、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条に

、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百四十七条第四項

規定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項

付（厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に

法第百三十条の二第一項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給

法律第八十二号）附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同

臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年

」と、同条中「政府」とあり、及び同法第四十条の二中「厚生労働大

三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

について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項から第

、前項に規定する年金たる給付（以下「障害等年金給付」という。）

七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条の規定は

ら第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百

、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項か

の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条

３ （略）

おいて同じ。）」と、それぞれ読み替えるものとする。

（略）

いて同じ。）」と、それぞれ読み替えるものとする。
３

（掛金）
第五十六条 （略）

（掛金）
第五十六条 （略）

及び第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定

六項まで、第百三十九条第一項から第六項まで、第百四十一条第二項

、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第百三十八条第二項から第

用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八

百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準

九条第一項から第六項まで、第百四十一条第二項及び第三項並びに第

から第八十九条まで、第百三十八条第二項から第六項まで、第百三十

厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条 ２ 厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条

する掛金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二

十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中

２

項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに
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「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則

掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中

年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する

十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生

第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八

「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条

条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中

場されている株式で納付した掛金を除く。）の額」と、同法第八十四

三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上

律附則第五十六条第一項に規定する掛金（金融商品取引法（昭和二十

険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法

一項に規定する指定基金」と、同法第八十三条第二項中「納付した保

の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第四十八条第

第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等

規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。

は「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に

第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるの

を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法

三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部

あるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第

れる事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」と

あるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用さ

納付した掛金を除く。）の額」と、同法第八十四条中「被保険者」と

）第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で

一項に規定する掛金（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号

「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第

基金」と、同法第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは

律（平成八年法律第八十二号）附則第四十八条第一項に規定する指定

「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法

（徴収金）
第五十七条

（略）

第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとす
る。
（徴収金）
第五十七条 （略）

項まで、第百四十一条第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規

、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第百四十条第二項から第七

よる徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第

条第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定に

から第八十九条まで、第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一

厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条

定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において

二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並び

２

、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第

に第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法

厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条

五項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

等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第四十八条

２

は「厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二
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六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法

る徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第

年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定によ

十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生

第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八

使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条

る加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の

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れ

事業主（第十条第二項の同意をした事業主を含む。）」と、「被保険

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の

号）附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条

一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。

あるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第

、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」と

を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と

三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部

あるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第

とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」と

険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」

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保

項の同意をした事業主を含む。）」と、「被保険者」とあるのは「当

のは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主（第十条第二

第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とある

（不服申立て）

律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替え
るものとする。
（不服申立て）

は、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十

第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条第一項」とあるの

については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法

準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者

は徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において

規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しく

附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）

第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「

については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法

準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者

は徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において

規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しく

第五十八条 障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の

二号）附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一

読み替えるものとする。

障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の

条第一項」と読み替えるものとする。

（地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例）

第五十八条

（地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例）
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九項に規定する年金たる給付並びに平成八年改正法附則第三十二条第

休業手当金並びに平成八年改正法附則第十六条第一項、第二項及び第

間を含む。）を除く。）」と、「育児休業手当金」とあるのは「育児

間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期

期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期

た期間（他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた

済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつ

の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共

項において「平成八年改正法」という。）第二条の規定による改正前

保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下この

員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間（厚生年金

百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合

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共済組合法第

則第五十九条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

公務員共済組合の組合員となったものに対する平成十九年一元化法附

年改正法附則第三十二条第二項の規定により支給するものとされた同

改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。）が平成八

平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合（平成八年

則第十六条第一項、第二項及び第七項に規定する年金たる給付並びに

児休業手当金」とあるのは「育児休業手当金並びに平成八年改正法附

合員であつた期間に算入された期間を含む。）を除く。）」と、「育

合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組

組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組

日本鉄道共済組合の組合員であつた期間（他の法令の規定により当該

二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び

う。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第

成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」とい

合の組合員であつた間（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平

いては、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組

正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用につ

公務員共済組合の組合員となったものに対する第三条の規定による改

旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方

二項に規定する存続組合（平成八年改正法附則第四十八条第一項に規

項第一号に規定する年金たる長期給付、同項第二号に規定する一時金

第六十一条

定する指定基金を含む。）が平成八年改正法附則第三十二条第二項の

たる長期給付及び一時金たる給付並びに同項第四号に規定する一時金

旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方

規定により支給するものとされた同項第一号に規定する年金たる長期

たる給付」とする。

第六十一条

給付、同項第二号に規定する一時金たる長期給付及び一時金たる給付
並びに同項第四号に規定する一時金たる給付」とする。
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◎

改

正

案

抄

附

（略）

現

（傍線部分は改正部分）

行

（平成二十二年四月一日施行）

則

第二十一条

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 ）

則

（附則第九十二条関係）

附
第二十一条 （略）

法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）並びに

八条の四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同

法附則第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二十

び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに同

及び同法附則第九条の二第二項第二号（同法附則第九条の三第一項及

の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。）

より読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条

四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定に

を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第

則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力

法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附

第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同

以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項（同法第五十条

平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並び

法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）並びに

八条の四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同

法附則第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二十

び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに同

及び同法附則第九条の二第二項第二号（同法附則第九条の三第一項及

の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。）

より読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条

四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定に

を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第

則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力

法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附

第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同

以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項（同法第五十条

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日

平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第

に第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。）の

２ 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日 ２

二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項におい
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であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当

てその例による場合を含む。）の規定により計算した額が、被保険者

千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た

規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の

３～７

（略）

かわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額 額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にか
に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規
定に定める額とする。
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（

３～７ （略）
８
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。）を有する者に対する第五項の規定の適用については、
同項中「得た額」とあるのは、「得た額（その月が昭和六十年九月以
前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間（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
た期間を除く。）の計算の基礎となった月である場合は、その月の標
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（

準報酬月額に一・二二を乗じて得た額）」とする。
９

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。）を有する者に対する第五項の規定の適用につい
ては、同項中「得た額」とあるのは、「得た額（その月が昭和六十年
九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間（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
算された期間を除く。）の計算の基礎となった月である場合は、その
月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額）」とする。
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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

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。）を有する者に対する第五項の規定の適
用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額（その月が昭
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間の

８～

（略）
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計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二
（略）

17

二を乗じて得た額）」とする。
～

14

10
11

◎
抄

（平成二十二年四月一日施行）

案
附 則

（傍線部分は改正部分）

行

旧農林共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であった期

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）

現

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法

改

正

律（平成十三年法律第百一号）

則

（附則第九十三条関係）

附
（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）

一～四

（略）

間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

第六条 旧農林共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第 第六条
一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次に
（略）

掲げる期間は、この限りでない。
一～四

する場合においては、これらの規定中「係るものに限る。）」とある

金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用

）に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第四号までに掲げ

する場合においては、これらの規定中「第二項各号（第一号を除く。

金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用

旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年

のは、「係るものに限る。）及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体

る期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統

旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年 第七条

職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等

合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（

第七条

を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第

平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第七号に規定する旧農林

（遺族厚生年金の支給要件の特例）

共済組合員期間」とする。

七号に規定する旧農林共済組合員期間」とする。

（遺族厚生年金の支給要件の特例）
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ものを除く。）の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、

政府が支給するものとされた年金である給付（死亡を支給事由とする

施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年

ものを除く。）の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、

政府が支給するものとされた年金である給付（死亡を支給事由とする

第十三条 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 第十三条 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

施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年

金の支給に関し必要な経過措置は、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）

２～４ （略）

金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
２～４ （略）
（厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例）
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は、厚生年

金保険法第二条の四第一項の規定の適用については同法による保険給

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は、厚生年

第十四条 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 第十四条 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
金保険法第二条の四第一項の規定の適用については同法による保険給

付に要する費用とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項第二号

（移行年金給付）

の規定の適用については年金たる保険給付に要する費用とみなす。

付に要する費用とみなす。

（移行年金給付）

令の規定を含む。以下この項において「廃止前農林共済法等の規定」

され、又は改正されたその他の法律の規定（これらの規定に基づく命

農林共済法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものと

規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前

、第十七項及び第十九項から第二十二項までの規定並びにこの法律に

付を含む。）については、第四項、第五項、第九項から第十五項まで

その効力を有するものとされた廃止前農林共済法による年金である給

）は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法

を含む。以下この項において「廃止前農林共済法等の規定」という。

は改正されたその他の法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定

法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又

当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前農林共済

、第十七項、第十九項及び第二十項の規定並びにこの法律に規定する

付を含む。）については、第四項、第五項、第九項から第十五項まで

その効力を有するものとされた廃止前農林共済法による年金である給

旧農林共済法による年金である給付（前条の規定によりなお

という。）は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農

等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前農林共済法等

第十六条

林共済法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前農林

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条 旧農林共済法による年金である給付（前条の規定によりなお

共済法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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の効力を有する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正

「廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定」という。）は、なおそ

規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において

律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正された法律の

場合を除き、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則の規定及びこの法

定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する

八項まで、第十六項、第十七項及び第二十項から第二十二項までの規

関し必要な技術的読替えその他廃止前昭和六十年農林共済改正法等の

の場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に

農林共済改正法等の規定」という。）は、なおその効力を有する。こ

に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前昭和六十年

、廃止されたものとされ、又は改正された法律の規定（これらの規定

昭和六十年農林共済改正法附則の規定及びこの法律によって廃止され

規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前

八項まで、第十五項、第十九項及び第二十項の規定並びにこの法律に

旧制度農林共済法による年金である給付については、第六項から第 ２ 旧制度農林共済法による年金である給付については、第六項から第

法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前昭和六十年

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

２

農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の実施者たる政 ３ 前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の管掌者たる政
（略）

府が支給する。
４～
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３
（略）

子、父母又は孫が移行農林年金のうち遺族年金の支給を受けている場
合において、その者が配偶者であるときは子、父母、孫及び祖父母、
その者が子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であると

14

府が支給する。
４～

平成十九年一元化法の施行の日の前日において遺族である配偶者、

でなくなるものとする。

においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族

、その者が孫であるときは祖父母は、平成十九年一元化法の施行の日

ときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母

年金の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子である

族である配偶者、子、父母又は孫が移行農林共済年金のうち遺族共済

いて「平成十九年一元化法」という。）の施行の日の前日において遺

号。以下この項及び次項にお

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

14

改正する法律（平成十九年法律第

15
16

きは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、平成十九年一
元化法の施行の日においてそれぞれ当該遺族年金の支給を受けること
ができる遺族でなくなるものとする。
～

（略）

四年法律第百四十一号）又は同法第五条第一項各号に掲げる法律の支

（略）

四年法律第百四十一号）又は厚生年金保険法の支給の停止に関する規

給の停止に関する規定、資料の提供に関する規定その他の規定であっ

～

定、資料の提供に関する規定その他の規定であって政令で定めるもの

て政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読

五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については

る保険給付とみなし、同法第七十八条第一項、第九十条第一項及び第

び第百条の二の規定の適用についてはこれらの規定に規定する年金た

第一項、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及

二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用についてはこれらの規定

給付とみなし、同法第七十八条、第九十条第一項及び第四項、第九十

条の二の規定の適用についてはこれらの規定に規定する年金たる保険

、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百

九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については

生年金保険法第七十八条第一項、第九十五条、第九十六条第一項、第

らの規定に規定する受給権者とみなす。

条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これ

生年金保険法第七十八条、第九十五条、第九十六条第一項、第九十八

移行農林共済年金及び移行農林年金を受ける権利を有する者は、厚

、これらの規定に規定する受給権者とみなす。

（特例老齢農林年金の支給）

者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、特例老齢農

掲げる者（特例退職共済年金の受給権者を除く。）が、同欄に掲げる

林年金を支給する。ただし、その者の旧農林共済組合員期間等（旧農

者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、特例老齢農

掲げる者（特例退職共済年金の受給権者を除く。）が、同欄に掲げる

第四十四条 一年以上の旧農林共済組合員期間を有する次の表の上欄に

林年金を支給する。ただし、その者の旧農林共済組合員期間等（旧農

林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第

一年以上の旧農林共済組合員期間を有する次の表の上欄に

林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第

第四十四条

（特例老齢農林年金の支給）

移行農林共済年金及び移行農林年金を受ける権利を有する者は、厚

に規定する保険給付とみなす。

移行農林共済年金及び移行農林年金は、厚生年金保険法第七十七条

移行農林共済年金及び移行農林年金に関し、国民年金法（昭和三十

を適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、

替えは、政令で定める。

17

これらの規定に規定する保険給付とみなす。

移行農林共済年金及び移行農林年金は、厚生年金保険法第七十七条

移行農林共済年金及び移行農林年金に関し、国民年金法（昭和三十

政令で定める。

18 15

19

20
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19

20 17

21
22

た期間をいう。）が二十五年に満たないときは、この限りでない。

六十年農林共済改正法附則第十一条第一項各号に掲げる期間を合算し

期間、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間及び廃止前昭和

一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除

表（略）

た期間をいう。）が二十五年に満たないときは、この限りでない。

六十年農林共済改正法附則第十一条第一項各号に掲げる期間を合算し

期間、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間及び廃止前昭和

二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除

（略）

（略）

第四十六条

（略）

（特例遺族農林年金の支給）

２～９

表（略）
２～９ （略）

（略）

（特例遺族農林年金の支給）
第四十六条

２

六十一条第一項、第六十二条から第六十四条まで及び第六十五条から

（略）

六十一条第一項、第六十二条から第六十四条まで及び第六十五条から

第六十八条まで、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条及び第

２

第六十八条まで、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条及び第

七十四条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第三項

厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第 ３ 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第四項、第

七十四条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第三項

の規定は、特例遺族農林年金について準用する。

３

の規定は、特例遺族農林年金について準用する。

（存続組合に行わせる事務）
第六十条 （略）

（存続組合に行わせる事務）
第六十条 （略）
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

るものとされた年金である給付に関する事務のうち厚生労働省令で定

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

厚生年金保険の実施者たる政府は、政令で定める日までの間、附則 ２ 厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、附則

るものとされた年金である給付に関する事務のうち厚生労働省令で定

めるものを存続組合に行わせるものとする。

２

めるものを存続組合に行わせるものとする。

新法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金

（略）

（国民年金法の一部改正に伴う経過措置）
２

第六十九条

（国民年金法の一部改正に伴う経過措置）
新法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金

第六十九条 （略）
２
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、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する厚生年金保険法に

、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する被用者年金各法に

第七十三条 （略）

（国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）

３ （略）

よる年金たる給付とみなす。

（略）

よる年金たる保険給付とみなす。
３

（略）

（国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）
第七十三条

２ （略）

（略）

が時効によって消滅した場合（旧農林共済法第十八条第五項ただし書

２
が時効によって消滅した場合（旧農林共済法第十八条第五項ただし書

に該当する場合を除く。）における当該旧農林共済組合員期間は、新

旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利

に該当する場合を除く。）における当該旧農林共済組合員期間は、新

法附則第十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、新

旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利 ３

法附則第十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、新

法附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。

３

法附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入し
ない。

共済年金のうち障害共済年金を同項第二号に規定する障害厚生年金と

新法附則第十四条第一項第一号に規定する老齢厚生年金と、移行農林

項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を

みなす。

共済年金のうち障害共済年金を同項第二号に規定する障害共済年金と

新法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金と、移行農林

項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を

４ 新法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二 ４ 新法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二

みなす。

５ （略）

（労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置）

（略）

５

（労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置）

制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等

、「規定する場合（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

第三号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは

の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二十五条第四項第二号又は

制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等

、「遺族共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

第三号の規定の適用については、同号中「遺族共済年金」とあるのは

第百十七条 前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一 第百十七条 前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一

の法律（平成十二年法律第百一号）附則第二十五条第四項第二号又は
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場合を含む。）」とする。

第三号に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金が支給される
とする。

第三号に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金を含む。）」
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◎

改

抄

現

（傍線部分は改正部分）

一 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額（当該年度

ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回

たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを

第二条 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金

において六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八

一 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額（当該年度

ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回

たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを

第二条 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金

行

（平成二十二年四月一日施行）

則

において六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八

十である受給権者について計算される額とする。）を当該年度の前

案
附

十である受給権者について計算される額とする。）を当該年度の前

年度までの標準報酬額等平均額（第七条の規定による改正後の厚生

正

国 民 年金 法等の一部を 改正す る 法律（ 平成十六年 法律第百四号 ）

則

（附則第九十四条関係）

附

年度までの標準報酬平均額（厚生年金保険法第四十三条の二第一項

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額等

（給付水準の下限）

第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。）の推移を勘案して調

平均額をいう。）の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た

（給付水準の下限）

整した額を十二で除して得た額に二を乗じて得た額に相当する額

標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算し

て「男子被保険者」という。）の平均的な標準報酬額（同法による

年度の前年度における男子である同法による被保険者（次号におい

標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算し

て「男子被保険者」という。）の平均的な標準報酬額（同法による

年度の前年度における男子である同法による被保険者（次号におい

二 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額（当該

額に二を乗じて得た額に相当する額

て得た額をいう。次号において同じ。）に相当する額に当該年度の

て得た額をいう。次号において同じ。）に相当する額に当該年度の

二 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額（当該

前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率（
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の規定の例により計算した額とする。）を十二で除して得た額に相

を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を四百八十として同項

五歳に達する受給権者に適用されるものとする。）を乗じて得た額

同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいい、当該年度に六十

保険者期間の月数を四百八十として第七条の規定による改正後の厚

用されるものとする。）を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被

定する再評価率をいい、当該年度に六十五歳に達する受給権者に適

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規

前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率（

（略）

（略）

短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態

（第三号被保険者の届出の特例）

に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

法律の施行後五年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果

用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この

雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被

働者の意識、終業の実態及び雇用への影響並び他の社会保障制度及び

間労働者が多く終業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労

び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時

の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及

３

２ （略）

第三条

（検討）

２・３

三 （略）

。）を十二で除して得た額に相当する額

生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする

当する額

（略）

三 （略）
２・３
（検討）
（略）

第三条 （略）
２

（第三号被保険者の届出の特例）

（以下この項において「第三号被保険者」という。）又は第三号被保

第二十一条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者 第二十一条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
（以下この項において「第三号被保険者」という。）又は第三号被保
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間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を

算入されない期間（同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期

規定する保険料納付済期間（以下「保険料納付済期間」という。）に

の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第一項に

としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前

険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者

除く。）について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を

算入されない期間（同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期

規定する保険料納付済期間（以下「保険料納付済期間」という。）に

の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第二項に

としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前

険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者

（略）

（任意加入被保険者の特例）

２～４ （略）

除く。）について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
２～４ （略）
（任意加入被保険者の特例）

第二十三条

（略）

第二十三条

（略）

２～６

該当するに至った日の翌日（第二号、第四号又は第五号に該当するに

（略）

条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間

者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七

と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九

条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間

者期間は、国民年金法第五条第二項の規定の適用については同法第七

10

- 698 -

２～６ （略）
該当するに至った日の翌日（第二号、第四号又は第五号に該当するに

至ったときは、その日）に、当該被保険者の資格を喪失する。

第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに ７ 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに

至ったときは、その日）に、当該被保険者の資格を喪失する。

一 （略）

７

一 （略）

二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、

８・９

三～五 （略）

組合員又は加入者の資格を取得したとき。

二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三～五 （略）
８・９ （略）

と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九

条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者と

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険

条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者と

しての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険

しての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10

（略）

第四十三条 削除

（略）

第十九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第

げる年金たる保険給付（その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生

七項の規定により読み替えて準用される場合を含む。）の第一欄に掲

）の規定は、同法附則第七十八条第六項の表（同法附則第八十七条第

六項（同法附則第八十七条第七項の規定により準用する場合を含む。

２

年四月一日以前に生まれたものに限る。）については、適用しない。

第一項及び第五項の規定は、老齢厚生年金（その受給権者が昭和十二

第四十三条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条

（老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置）

11

まれたものに限る。）については、適用しない。
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11

◎

正

案

抄

現

（傍線部分は改正部分）

行

（平成二十二年四月一日施行）

（業務の範囲）

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 ）

改

（附則第九十五条関係）

（業務の範囲）
行う。

一 （略）

行う。

第十八条 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を 第十八条 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を
一 （略）
二 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（積立金の管理及び運用）

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

構成の目標を定めること。

（積立金の管理及び運用）

七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金（以下「国民年金積

された積立金（以下「厚生年金積立金」という。）及び国民年金法第

立金」という。）運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行

七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金（以下「国民年金積

された積立金（以下「厚生年金積立金」という。）及び国民年金法第

第二十一条 厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定に基づき寄託

立金」という。）運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行

われなければならない。

厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定に基づき寄託

われなければならない。

一～三 （略）

第二十一条

一～三 （略）

四

保険者（国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者

号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。）及び国民年金の被

払事由とするものに限る。）の保険料の払込み

とする生命保険（被保険者の所定の時期における生存を保険金の支

七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に限る。）を被保険者

厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者（国民年金法第

四 厚生年金保険の被保険者（厚生年金保険法第二条の五第一項第一

に限る。）を被保険者とする生命保険（被保険者の所定の時期にお
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（略）

ける生存を保険金の支払事由とするものに限る。）の保険料の払込
み
（略）

五～八
２

２

五～八

（略）

（略）

における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額

規定による同項に規定する財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度

成し、これを公表しなければならない。

収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作

事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用

第二十六条 管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の 第二十六条 管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該

その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、こ
れを公表しなければならない。
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