社会保険トピックス

※ 掲載している届書（様式）および記載例等は、令和2年3月時点に基づいています（その後、一部改正や変更されることもあります）
。

社会保険等手続の電子申請が利用しやすくなりました

健康保険・厚生年金保険の主な事務手続

令和２年４月から、社会保険・雇用保険の主な手

※ 協会けんぽ（適用関係）と厚生年金保険の郵送先は、事務センター・年金事務所です。

協会けんぽの健康保険の給付の申請などは、協会けんぽ都道府県支部に郵送で行います（都道府県支部での窓口申請もできます）

※ 組合管掌健康保険、厚生年金基金の加入事業所では、それぞれの保険者に手続が必要です。
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るアカウント（ID・パスワード）を利用した電子申

会

厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

請が可能になりました。
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※ 事業主・社会保険労務士が行う上表★印の届書は、電子媒体（CD・DVD）による届出が可能です。

GビズIDとは、経済産業省が提供する認証システ
ムで、一つのアカウントで複数の行政サービスにア
クセスできる仕様になっています。社会保険・雇用
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トは、無料で取得できます。
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※ 本書の記載例では、事業主・被保険者等が記入する部分を色文字としています。この他、記載例については次の点にご留意ください。
⑴届書の事業主印は本人が自署した場合は省略できますが、本書ではすべて自署以外の記載例として作成しています。
⑵記載例の氏名・住所や事業所名・所在地等は、編集部で任意設定したものであり、実在する人物や事業所等とは関係ありません。

被保険者資格喪失届
被保険者転勤届
個人番号登録届

● 年金事務所やハローワークに行かなくても、職場や出先などから申請が可能です。
● 移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。

令和2年度の年金額は0.2%のプラス改定に
年金額の改定では、
「前年の物価変動率」
「名目手

■ 令和2年度の新規裁定者（67歳以下）の年金額の例

取り賃金変動率」がともにプラスで、物価変動率が
名目手取り賃金変動率を上回る場合、新規裁定年
金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率で改定
します。
令和元年の物価変動率はプラス0.5％、名目手取り
賃金変動率はプラス0.3％となりました。物価変動率
は、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃
金変動率（プラス0.3％）で改定されます。

127
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被保険者資格取得届

● 24時間365日、いつでも申請が可能です。

のほうが上回ったため、令和２年度の年金額改定で

社会保険の相談窓口

労働保険の保険料

退職者などがあったとき

いては、一部の手続で電子申請が義務化されます。

年金給付

年度更新を行うとき

資格喪失届と継続加入

資格の喪失と届出
退職後の継続加入ができる場合

のプログラムもGビズID対応となります。

健康保険の給付

保険料の計算と納め方

国民年金第3号被保険者関係届

雇 用 保 険

◉ 社会保険等手続の電子申請が利用しやすくなりました／
令和 2 年度の年金額は 0.2％のプラス改定 …1

健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届／

は表のとおりです。届書を電子申請用データに作成

【令和 2 年度版】社会保険の事務手続︱目次
Ⅱ保険料と被保険者期間

厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

取得する方法のみでしたが、４月以降はこの方法に

するには「届書作成プログラム」
（日本年金機構ホー

▶社会保険トピックス

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届／

被保険者資格取得届★
被保険者資格喪失届★
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

＊任意継続被保険者の手続先は加入していた健康保険（協会けんぽ都道府県支部または各健康保険組合）です。

定時決定（年 1 回、1 年間の標準報酬月額を決めなおす）
標準報酬
随時改定（昇給などで大幅に給料が変わり決めなおす）
月
額
産前産後休業／育児休業等終了時改定
標準賞与額 賞与、期末手当などを支給した
被扶養者に異動があった
被扶養者
被扶養者が国民年金第 3 号被保険者に該当した
基礎年金番号が確認できない（資格取得時）
被保険者 住所が変わった
産前産後休業を取得／育児休業等を取得

厚生年金保険70歳以上被用者該当届

社

被保険者
資
格

従業員を採用した
被保険者が退職した・死亡した
資格喪失（退職等）後個人で加入を続ける＊

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届／

続で、電子申請がこれまでより利用しやすくなりま

さらに令和２年度は、マクロ経済スライドによる

令和2年度
国民年金（老齢基礎年金（満額）
1人分）

6万5,141円

厚生年金＊（夫婦2人分の老齢基
礎年金を含む標準的な年金額）

22万724円

＊ 夫が平均的収入43.9万円で40年間就業。その間妻は専業主婦のケー
スで、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額。

◉ 在職老齢年金の支給停止調整額は変わらず
在職老齢年金については、60歳台前半の支給停止
調整開始額は新規裁定者の年金額改定率に応じて、

スライド調整率（▲0.1％）が乗じられます（マクロ

60歳台前半の支給停止調整変更額、60歳台後半と70

経済スライドの未調整分はなし）。その結果、年金

歳以降の支給停止調整額は名目賃金変動率に応じて

額は前年度から0.2％引き上げられます。

それぞれ改定されます。令和２年度は、支給停止調
整（変更）額（47万円）
、支給停止調整開始額（28
万円）ともに変更ありません。
1
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働き方改革関連法が順次施行へ

被扶養者の要件に「国内居住」が加わります

労働基準法改正や短時間・有期雇用労働法（旧

時間労働者・有期雇用労働者との間に、不合理な待

パートタイム労働法、労働契約法の一部を移管）な

遇差を設けることが禁止されます（均衡待遇）。職

被扶養者が国内に居住していない場合は、被扶養者

航を行う人については、国内に生活の基礎があると

どを盛り込んだ「働き方改革関連法」が、平成31年

務の内容や人事異動等の配置変更の範囲が正社員と

の資格を失い削除の届出が必要です。国内に住所が

して「国内居住要件の例外」に該当しますが、「被

４月１日から順次施行されています。令和２年４月

同じ短時間労働者・有期雇用労働者の場合は、正社

なくても、外国に一時的に留学する学生や、海外赴

扶養者（異動）届」等関連書類の提出が必要です。

１日から施行される改正事項は、次のとおりです。

員との間に差別的取り扱いが禁止されます
（均等待遇）
。

1 時間外労働の上限規制（中小企業）

また、事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者

従業員に時間外労働をさせるためには、労使間で

から求めがあったとき、正社員との待遇の相違の内

36協定を締結する必要がありますが、この36協定で

容や理由、待遇の決定にあたって考慮した事項につ

定める時間外労働および休日労働の限度時間に法律

いて説明しなければなりません。

で罰則付きの上限が設けられます。これまで適用が
猶予されていた中小企業に対して適用されます。
原則の上限

● 月45時間以内
● 年360時間以内

臨時的かつ特別な
事情がある場合の
上限（特別条項）

● 年6カ月までに限り、月45時間を超え
て時間外労働が可能
● 年720時間以内

休日労働を含めた
上限

● 月100時間未満
● 2～6カ月平均80時間以内

2 短時間労働者・有期雇用労働者の同一労働同一賃
金（大企業）

事業主は、正社員（無期雇用・フルタイム）と短

中小企業は令和３年４月まで適用が猶予されます。
3 派遣労働者の同一労働同一賃金

派遣会社（派遣元）は「派遣先均等・均衡方式」
「労

使協定方式」いずれかの待遇決定方式により、派遣
労働者の待遇を確保しなければなりません。
派遣先均等・均衡方式

労使協定方式

派遣労働者と、派遣先の同種
の業務に従事する正社員等と
の間で均等・均衡待遇を図り
ます。派遣先は、比較対象と
なる正社員等の待遇に関する
情報提供が求められます。

派遣労働者と同種の業務に従
事する一般労働者の賃金水準
と同等以上の待遇を定めた労
使協定を締結し、派遣労働者
の待遇を確保します。

職場のパワーハラスメント防止対策の法制化
職場のパワーハラスメントを防止するため、事業
主に雇用管理上の措置を義務付ける労働施策総合推
進法の改正が令和２年６月１日に施行されます。中
小企業に対しては、令和４年３月31日までの間、努
力義務とされます。
■ 職場のパワーハラスメントとは
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
⇒①～③いずれも満たす言動のことを指します。

措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な
措置を講ずること
⑩ 相談等をしたことを理由として不利益な取り扱いをされな
い旨を定め、労働者に周知・啓発すること

■ 他社の従業員、求職者等へのパワハラ防止対策も

このほか事業主は、雇用する従業員が他社の従業

員や就職活動中の学生、業務委託関係にある個人事
業主（フリーランス）などに対して、パワーハラス

事業主が講じなければならない雇用管理上の措置

メントなどに該当する言動がないか、必要な注意を

の内容は、厚生労働省の指針で明らかにされていま

払うよう配慮することが望ましいとされています。

す。具体的には次の10事項です。
① 事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 対処方針を定め、労働者に周知・啓発すること
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること
⑤ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 事実確認ができた場合において、速やかに被害者に対する
配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実確認ができた場合において、速やかに行為者に対する
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逆に、雇用する従業員が、取引先等の事業主や従

令和２年４月１日から被扶養者の要件が見直され、 任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡

紹介状なしの場合に追加負担が必要な病院の対象が拡大
紹介状を持たずに大病院を外来受診した際には、

以上のベッドがある病院が対象でしたが、これが今

一 定 額（ 初 診 で5,000円 以 上、 再 診 で2,500円 以 上 ）

回200床以上の病院まで拡大され、対象病院は約６

の追加負担が必要ですが、令和２年４月からこの対

割増えて計670施設となります。大病院への患者集

象病院が増えます。これまでは大学病院など高度医

中を是正し、医療現場の負担を緩和するとともに、

療を担う病院と、地域医療の拠点病院のうち400床

医療機関の役割分担が進められます。

マイナンバーカードの保険証利用
令和３年３月からマイナンバーカードが健康保険

ことができ、同年秋以降は本人の同意のもと医療機

証として使えるようになります（カードリーダー未

関や薬局でも確認できるようになり（薬局は薬剤情

設置機関では保険証が必要）。これにより転職・結

報のみ）
、より適切な診療や服薬指導の実現が期待

婚・退職の際に、保険証の発行を待たずにマイナン

されています。保険証利用においてはICチップの「電

バーカードで医療機関や薬局にかかれるようになり

子証明」が使われます。マイナンバー自体は使われ

ます（一定の手続が必要）
。また、マイナポータル

ないので、医療機関や薬局の窓口で自身の診療情報

を通して薬剤情報や特定健診情報を自分で確認する

がマイナンバーと紐づけされることはありません。

令和2年度の保険料 ─ 協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の保険料
協会けんぽの一般保険料率（都道府県単位）は令

未満の介護保険第２号被保険者の介護保険料率（全

和２年３月分（４月納付）から変更されますが、全

国一律）は、1.79%で、前年度（1.73％）より0.06ポ

国平均は10.0％となりました。また、40歳以上65歳

イント引き上げられています。

◉ 国民年金は引上げ、厚生年金は18.3％で固定、雇用保険は変わらず
国民年金保険料は４月から16,540円（令和元年度
は16,410円）になります。なお、厚生年金保険料率（一
般）は平成29年９月より18.3％に固定されています。
雇用保険料率は前年度と変わらず（右表参照）
、
子ども・子育て拠出金率は0.36％への引上げ（令和
元年度は0.34％）が行われています。

雇用保険料率
一般の事業

合計

被保険者
負担

事業主
負担

令和2年度 令和2年度 令和2年度
9/1000

3/1000

6/1000

農林水産清酒製造の事業

11/1000

4/1000

7/1000

建設の事業

12/1000

4/1000

8/1000

業員からパワーハラスメントを受けたり、顧客等か
らの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著
しく不当な要求等）を受けることにより、就業環境
が害されることも考えられます。このような場合に
も事業主は、従業員からの相談に応じ、適切に対応
するための必要な措置を行うことが望ましいとされ
ています。

新型コロナウイルス感染症の影響に対して以下の対策が講じられています。

健康保険・厚生年金保険料等の納付が困難となった場合、一定の要件を満たせば猶予を受けることができます。被

保険者資格取得届等の各種届出についても、やむを得ない理由がある場合、遅延が認められることがあります。

また、新型コロナウイルス感染症により、療養のため会社を休み事業主から報酬を受けられない場合、傷病手当金

が支給されます。発熱などの自覚症状がある場合、自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」
と判定された場合など、療養のため労務に服することができない場合に支給対象となり得ます。

3

社会保険トピックス

長期化する高齢期の経済基盤の充実に向けた年金改正法案
今回の年金制度改正では、
「多様な就労形態」と「高

を高めることを目的とする内容となっています。公

齢期間の長期化」への対応がキーワードになってお

的年金制度および企業年金制度の改正案の主な事

り、制度の持続可能性と老後の資産形成への貢献度

項・施行時期は次のとおりです。

改正事項
短時間労働者への
健康保険・厚生年金の
適用拡大
公
的
年

在職老齢年金の見直し

改正内容（案）

100人超…令和4年10月1日
50人超…令和6年10月1日

● 5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士・税理士・社会保険
労務士などの士業を加える

令和4年10月1日

● 60歳～64歳を対象とした年金調整が開始される賃金と年金の合 令和4年4月1日
計額の基準を、現在の「28万円」から「47万円」に引き上げる

金

● 在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年10月
に改定する
受給開始時期の選択肢の
拡大

企
業
年
金
中小企業向け制度の対象
範囲の拡大

Point

令和4年4月1日

● 現在、「60歳～70歳」になっている年金の受給開始時期の選択 令和4年4月1日
肢を、「60歳～75歳」の間に拡大する
● 繰上げ受給の場合の1月当たりの減額率を0.5％から見直す

加入年齢と受給開始時期
の拡大

Ⅰ

施行時期（案）

● 短時間労働者を健康保険（被用者保険）
・厚生年金の適用対象と
する企業規模要件を、現在の「500人超」から段階的に「100人
超」、「50人超」に引き下げる

令和4年4月1日

● 企業型確定拠出年金（DC）の加入可能年齢を厚生年金の加入者 令和4年5月1日
であれば「65歳未満」から「70歳未満」に引き上げ、個人型
DC（iDeCo）の加入可能年齢を公的年金の加入者であれば「60
歳未満」から「65歳未満」に引き上げる

標準報酬月額の
決定と改定

1

保険料は標準報酬月額を基に計算します

健康保険・厚生年金保険では、被保険者の実
際の報酬を一定区分にあてはめた標準報酬月
額で保険料を計算します。

保険料の算定例
月 実際の報酬

報酬月額（円）

３カ月平均額

● DCの受給開始時期の上限年齢を引き上げ、「60歳～70歳」を 令和4年4月1日
「60歳～75歳」とする

４月 303,000円

● 確定給付企業年金（DB）の規約で定める受給開始時期の範囲を 法律の公布日
「60歳～65歳」から「60歳～70歳」まで拡大する

６月 326,000円

５月 316,000円

315,000円

以上

未満

標準報酬月額（円）

290,000 310,000

300,000

310,000 330,000

320,000

330,000 350,000

340,000

公的年金制度の持続可能性を高めるとともに、将
来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に
賃金・物価スライドの見直しの措置が講じられてい

の見直しでは、賃金変動が物価変動を下回る場合に

ます。

おいても、賃金変動にあわせて年金額を改定する考

マクロ経済スライドによる調整の見直し（平成30

え方が徹底されます。これによって、現役世代の負

年４月実施）では、年金の名目額が前年度を下回ら

担能力が低下しているときには賃金変動に応じて年

ない従来の措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範

金額が改定されることになります。

囲内で前年度までの未調整分を含めて調整します。

具体的には、物価の伸びが賃金の伸びを上回る場

Point

2

厚生年金保険

保険料率

保険料

決める時期
（届け出るとき）

報酬が3カ月連続で
大幅に変動した場合
は、3カ月平均で改定
されます
（随時改定）
。

資格取得時決定

定時決定

随時改定

被保険者になったとき
（入社時）

また、物価の伸びも賃金の伸びもマイナスとなり、

事業主が提出する届

資格取得届

を実施します。一方、景気後退期においては、高齢

しかも物価の下落幅が賃金の下落幅よりも小さい場

世代に配慮して年金額の名目加減を維持するため、

合には、賃金の下落幅に応じて年金額を改定します。

1〜5月に決定のとき
➡ その年の8月まで

マクロ経済スライドによる調整を完全調整ではなく、

さらに、物価の伸びがプラスで賃金の伸びがマイ

有効期間
改定が行われる場
合はその前月まで

を改定します。

被保険者負担：37,728円÷2＝18,864円

そ の 後 は、 毎 年4月
～6月の報酬月額
（平
均）で決めなおされ
ます
（定時決定）
。

の伸びに対してマクロ経済スライドによる完全調整

この部分調整による未調整分は持ち越し分（キャ

320,000円 × 11.79％（仮） = 37,728円

各被保険者の標準報
酬月額は、まず入社
時に決められます
（資
格取得時決定）
。

合には、賃金の伸びに応じて年金額を改定します。

ナスとなる場合には、賃金の下落幅に応じて年金額

保険料

標準報酬月額は入社時に決定し、毎年見直しします

具体的には、景気拡大期においては、賃金や物価

部分調整とします。

保険料率

被保険者負担：58,560円÷2＝29,280円

イドを完全実施する際にあわせて実施します。
令和３年４月から実施される賃金・物価スライド

標準報酬月額

320,000円 × 18.3％（H29.9～）= 58,560円

リーオーバー）とし、景気回復期にマクロ経済スラ

おいて、マクロ経済スライドによる調整の見直しと

健康保険

標準報酬月額

● 中小企業向けの簡易型DCとiDeCoプラスの対象を、現在の「100 政令で定める日
人以下」から「300人以下」に拡大する

賃金・物価による年金額改定ルールが見直されます（令和3年4月から）

4

健康保険の出産手当金や傷病手当金、厚生年
金の支給額なども、標準報酬月額を基にして
計算されます。

（

）

6〜12月に決定のとき
➡ 翌年の8月まで

毎年4〜6月の報酬を
7月に届出

被保険者の報酬が
大幅に変動したとき

報酬月額算定基礎届

報酬月額変更届

9月から
翌年8月まで

1〜6月に改定のとき
➡ その年の8月まで

7〜12月に改定のとき
➡ 翌年の8月まで

変動時に月額変更届で、被保険者の報酬を届け出ます。

報酬とは、賃金、給料、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償とし
て受けるすべてのものをいいます。金銭（通貨）に限らず現物で支給されるものも含
みますが、臨時に受けるものや年３回以下支給の賞与などは該当しません。

標準報酬月額の区分と決める時期

このとき、食事・住宅については、都道府県ごとの「厚生労働大臣が定める現物給
与の価額」
（巻末参照）により報酬額に算入します（事業所での支払額ではありません）。

保険が１級88,000円〜31級620,000円の区分となっています。

14
級

20
級

24
級

30
級

63,000円
未満

厚生年金保険

未満

級

40
級

50

7

級

級

11
級

17
級

21
級

以上

以上

未満

未満

605,000円
以上

27

31

級

級

から翌年8月まで（または随時改定・産前産後休業終了

も、図のとおり、決定・改定された時期により有効期間

時改定・育児休業等終了時改定が行われるまで）使用さ

が定められています。

厚生労働大臣が定める価額（巻末参照）から本人負担分を差し引いた額が現物給与の
額です。ただし、食事の価額の３分の２以上が本人負担の場合は、報酬に算入しません。
※ 住宅の価額の算出にあたっては、居間・寝室等の居住用の室を対象とし、玄関・台所等の居住用以外の
室や営業用の室は含みません（月途中からの入居の場合は日割計算）
。なお、勤務地（事業所所在地）
と住宅の住所地の都道府県が異なる場合でも、勤務地（事業所所在地）の都道府県の価額によります。

翌
定時
決定

翌年8月まで使用

本人負担

（食事の価額－本人負担分）
が報酬になる
報酬として算入しない

翌年8月まで使用

※ 産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定による標準報酬月額の有効期間は随時改定と同じ。

年3回以下支給の賞与は対象外

4

定められていたり、規程にはない場合でも6月30日まで
の1年間に4回以上の支給実績があれば報酬に該当しま

年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対象とは

す。決算手当などは賞与と同一性質とみなされ賞与とし

ならず、標準賞与額として、賞与の保険料の対象となり

て取り扱いますが、業績に応じて支給される諸手当等に

ます。しかし、年4回以上賞与が支給される場合は報酬

ついて最終的に通常の報酬と賞与のいずれに該当するか

に該当するため、標準報酬月額の対象となります。この

については、客観的に区分（毎月支給か、半期ごとの支

場合、報酬月額の計算にその月割り額を算入します。

給かなど）が可能かどうかによって判断されます。

3

5

資格喪失届と継続加入

翌年8月まで使用

8月まで使用
随時改定 7月～12月

本人負担

年

8月まで使用
資格取得時決定 6月～12月

食事の価額

3分の2

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

6

食事や住宅を支給している場合などで、一部を被保険者本人が負担しているときは、

2

被扶養者の健保と年金

定・育児休業等終了時改定による標準報酬月額について

随時改定 1月～6月

食事や住宅の一
部が本人負担の
場合

1

資格取得届と被保険者証

資格取得時決定や随時改定・産前産後休業終了時改

年

報酬とならない現物

通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服（勤 制服、作業着
（業務に要するもの）
、見
務服でないもの）、自社製品 など
舞品、本人負担2/3以上の食事 など

635,000円 855,000 円

定時決定による新たな標準報酬月額は、その年の9月

資格取得時決定 1月～5月

報酬となる現物

以上

れます。

標準報酬月額の有効期間

本

※ 支店等も含めて1つの適用事業所である場合、支店等に勤務する被保険者の現物給与は実際の勤務地の
都道府県の価額が適用されます（派遣労働者の現物給与は派遣元事業所が所在する都道府県の価額）
。

620,000 円 830,000円 1,390,000円
605,000 円 810,000 円 1,355,000円

88,000円 134,000円 170,000 円 260,000円 340,000円 500,000円 620,000 円

1

を、労働協約に定めがない場合には実際費用を、「時価」として取り扱います）。

級

保険
料

標準賞与額と賞与支払届

〈報酬月額〉

標準報酬月額

88,000円 134,000 円 170,000 円 260,000 円 340,000円 500,000円
83,000円
以上
130,000円 165,000 円 250,000 円 330,000円 485,000 円
93,000円 以上
以上
以上
以上
以上
未満
円
円
円
円
138,000 175,000 270,000 350,000 515,000 円
未満
未満
未満
未満
93,000円 未満

34

食事・住宅以外は時価で報酬額に算入します（労働協約に定めがある場合はその価額

保険料の計算と納め方

健 康 保 険

58,000円

級

3

数券などを現物で支給する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。

計算します。標準報酬月額は、健康保険が１級58,000円〜50級1,390,000円、厚生年金

10

大入袋、見舞金、解雇予告手当、退
職手当、出張旅費、交際費、慶弔
費、傷病手当金、労災保険の休業補
償給付、年3回以下支給の賞与（→標
準賞与額の対象） など

食事（給食・食券など）、住宅（社宅・寮など）、衣服、自社製品、通勤定期券・回

分されている報酬月額にあてはめた標準報酬月額を基に毎月の保険料や手当金などを

級

基本給（月給・週給・日給など）、能率給、奨励給、役
付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手
当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手
当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継
続支給する見舞金、年4回以上支給の賞与 など

現物支給は都道府県ごとの価額または時価で換算

健康保険・厚生年金保険では、被保険者各人の報酬（月給）を、区切りよい幅で区

4

報酬に該当しないもの

随時改定と月額変更届

健康保険50等級・厚生年金保険31等級に区分

2

報酬に該当するもの

定時決定と算定基礎届

毎月の保険料の
対象となる報酬

級

1

報酬とは労働の対償として支払うものすべて

標準報酬月額の決め方

1

標準
報酬
標準報酬月額の決め方

1

標準報酬月額の対象となる報酬

入社時に資格取得届、毎年7月に算定基礎届、給与の大幅

7月1日現在で給与規程により年4回以上の賞与支給が

7

報酬月額と該当する標準報酬月額（例）

健保

厚年

標準報酬月額
（単位：円）

報酬月額

例

（単位：円）

以上

未満

58,000

2

68,000

63,000

73,000

3

78,000

73,000

83,000

報酬月額：63,000円以上73,000円未満
⇒標準報酬月額：健康保険＝2等級・68,000円
厚生年金保険＝
〈下限〉
1等級・88,000円

63,000

88,000

83,000

93,000

2

98,000

93,000

101,000

19

16

240,000

230,000

250,000

20

17

260,000

250,000

270,000

21

18

280,000

270,000

290,000

33

30

590,000

575,000

605,000

34

31

620,000

605,000

635,000

650,000

635,000

665,000

例

2

平均月収が261,000円の場合

報酬月額：250,000円以上270,000円未満
⇒標準報酬月額：健保・厚年とも260,000円
（健康保険では20等級・厚生年金保険では17等級）

〜

〜

1

5

※厚生年金保険では、報酬月額が93,000円未満の
場合、標準報酬月額はすべて〈下限〉の１等級・
88,000円になります。

1,210,000 1,175,000 1,235,000

48

1,270,000 1,235,000 1,295,000

49

1,330,000 1,295,000 1,355,000

50

1,390,000 1,355,000

届は、選択事業所を管轄する年金事務所から各事業所に

海外勤務者の報酬の取り扱い
国内の適用事業所での雇用関係が継続したまま海外で
勤務する場合、出向元から給与の一部（全部）が支払わ
れているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入
等」に含まれるかは、基本的には次のように取り扱われ
ます。
(国内企業)の給与規程や出向規程等により、実質的に

選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を

適用事業所(国内企業)から支払われている場合は、そ

選択します。届出の結果、選択事業所を管轄する事務セ

の給与等も「報酬等」に算入することになります。

ンター（または健康保険組合）が事務を行います（健康

⑵適用事業所(国内企業)の給与規程や出向規程等に海外

保険組合を選択した場合でも、厚生年金保険の事務は事

勤務者の定めがなく、海外の事業所での労働の対償と

務センターが行います）
。

して直接給与等が支給される場合は、適用事業所から

8

2

算定基礎届を提出する（1日～10日）

7月1日現在の
全被保険者が
届出の対象

届出の対象となるのは、７月１日現在の全被保険者および70歳以上被用者です。対
象となる人については、配付されてくる用紙に、被保険者氏名・生年月日・従前の標
準報酬月額などが印字されています。印字もれの対象者については、予備用紙に記入
するなどして届け出ます。
ただし、次の1〜4のいずれかに該当する人は算定基礎届の提出は不要です。
1６月１日以降に被保険者となった人（
「資格取得時決定」で翌年の８月までの標準
報酬月額が決まっています。）

2６月30日以前に退職した人

3

4

3４月からの報酬の大幅な変動により７月に随時改定（21頁参照）の対象となる人
4８月または９月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人

※ 上記3、4の人については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄の「3.月
額変更予定」に を付して提出してください。
※電子媒体申請および電子申請の場合は、上記3、4の人を除いて作成してください。
※上記4の人について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出
してください。
※算定基礎届総括表は、7月1日現在の被保険者を確認するための届ですので、すべての被保険者が上記1
〜4に該当する場合も、必ず提出してください。

の支給ではないため、
「報酬等」には含めません。

9

5

資格喪失届と継続加入

⑴海外の事業所から支給される給与等でも、適用事業所

る場合は、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属

8

被扶養者の健保と年金

は継続します。標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬

7

資格取得届と被保険者証

送付されますので、その年金事務所に提出します。

6

標準賞与額と賞与支払届

5

9月

4

月

8

月

8

9

2

保険
料

1

4月・5月・6月の平均月額 ＝ 新しい
標準報酬月額

月

ける報酬の割合により按分して計算されます。算定基礎

使用され、管轄する年金事務所または保険者が複数とな

標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して

9

月

被保険者が同時に複数（2カ所以上）の適用事業所に

1

月

複数会社に勤務の場合の報酬月額

従前の
標準報酬月額

月使用

た場合は、上限の標準報酬月額となります。

届出対象月

決定されます。各事業所での保険料は、各事業所から受

額の平均額に該当する標準報酬月額を上限とします（協
したがって、退職時の標準報酬月額が上限を超えてい

た提出日）に提出します。

※標準報酬月額は、3月31日段階で次のような状態にあり、その状態が継続する
と認められる場合は、9月1日から政令で上限を改定できるしくみです（上限改
定が行われた場合は、標準賞与額の上限も政令で改定されます）。
健康保険：標準報酬月額の上限に達した人が全被保険者の1.5％を上回る
厚生年金保険：全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍相当額が、最高等級
の標準報酬月額を上回る（健康保険の等級区分を参考に上限改定）
※ただし、健康保険の上限は平成28年4月から、厚生年金保険の下限は28年10月
から法律改正により改定されています。

険（協会けんぽまたは各健康保険組合）での標準報酬月
会けんぽの上限は、令和2年度は300,000円となります）
。

報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、７月１日〜10日（または指定され

※厚生年金保険では、報酬月額が605,000円以上
の場合、
標準報酬月額はすべて〈上限〉の31等級・
620,000円になります。

年

として退職時と同じです。ただし、加入している健康保

定時決定にあたり、事業主は、全被保険者について、４月・５月・６月に支払った

月〜

健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則

標準報酬月額が決めなおされます。これを定時決定といいます。

年

健保任意継続被保険者の標準報酬月額

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年１回、

保険料の計算と納め方

47

平均月収が1,250,000円の場合

令和3年 月使用

1,150,000 1,115,000 1,175,000

7月1日から10日（または指定日）に算定基礎届を提出

令和2年 月〜

46

3

令和

1,090,000 1,055,000 1,115,000

2

令和

45

3

全員の標準報酬を
決めなおすとき
4月・5月・6月の報酬（平均月額）で決定

報酬月額：1,235,000円以上1,295,000円未満
⇒標準報酬月額：健康保険＝48等級・1,270,000円
厚生年金保険＝
〈上限〉
31等級・620,000円

〜

35

例

2

定時決定と算定基礎届

随時改定と月額変更届

4

平均月収が72,000円の場合

1

定時決定と算定基礎届

1

1

月の報酬を記入し、保険者等に提出します。

標準報酬月額の決め方

標準報酬
月額等級

標準
報酬

毎年7月に、「算定基礎届」に各被保険者の4月・5月・6

