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Ⅳ 障害給付（基礎年金・厚生年金）の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀407

Ⅴ 遺族基礎年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀415

Ⅵ 遺族給付（基礎年金・厚生年金）の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀424

Ⅶ 寡婦年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀438

Ⅷ 死亡一時金の請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀443

Ⅸ 〔旧厚生年金保険〕老齢年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀445

Ⅹ 〔旧厚生年金保険〕通算老齢年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀455

ⅩⅠ 〔旧国民年金〕老齢年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀462

ⅩⅡ 〔旧国民年金〕通算老齢年金の年金請求㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀466

年金加入期間確認請求／471

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（事前送付用）／474

年金請求書の添付書類／489
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第	章 年金受給者の手続

◎手続の要点㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀494

◎年金受給者が行う届出一覧㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀495

すべての年金に共通するもの／495 老齢給付／496

障害給付／501 遺族給付／505

� 誕生月がきたとき／508

� 氏名を変えたとき／513

� 住所や年金の受取り先を変えるとき／515

� 年金を受けている人が死亡したとき／518

� 死亡した人の未払の年金・保険給付を受けようとするとき／520

	 年金証書をなくしたときなど／523

 二つ以上の年金が受けられるようになったとき／524

新法年金を含めて二つ以上の年金受給権があるとき（年金の支払いが

日本年金機構と共済組合等の組合せの場合）／524

年金の支払いがすべて日本年金機構から行われるものである場合／530

� 受給権発生時の胎児が生まれたとき／535

� 加算額（加給年金額）の対象者が死亡したときなど／537

10 年金受給権者が雇用保険法等による給付が受けられるとき／540

11 年金の支給停止事由がなくなったとき／542

12 特別支給の老齢厚生年金の裁定年月日から特例支給開始年齢到達日まで

�年未満の人および在職により同年金の全額が支給停止されている人が，

特例支給開始年齢から老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになっ

たとき／560

13 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになったとき／561

14 加算額・加給年金額の対象者である子が障害の状態となったとき／564

15 特別支給の老齢厚生年金を受けている人が老齢基礎年金の支給の繰上げ

請求をするとき／566

16 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった人が老齢基礎年金・老齢厚

生年金を66歳以後に65歳からの支給を請求するとき／570

17 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった人が老齢基礎年金・老齢厚

生年金の支給を66歳以後に繰り下げて受けようとするとき／573

18 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人に老齢厚生年金の受給権がで

きたとき／576

19 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が，被保険者でなく，かつ，障害の

状態に該当することにより特例を請求するとき／579

20 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当していた受給権者の障害の

程度が軽くなったとき／583

21 加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられる

ようになったとき／584

22 加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられな

くなったとき／588
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23 配偶者が被用者年金制度の老齢(退職)年金または障害年金を受けられる

ようになったため，老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになったと

き／592

24 振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が，額計算の基礎となる

組合員期間が240月以上である退職共済年金等を受けられるようになったと

き／594

25 振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が，障害を支給事由とす

る年金給付を受けられるようになったとき／596

26 障害給付を受けられるために老齢基礎年金の振替加算が支給停止されて

いたのが，障害給付を受けられなくなったとき／598

27 障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が，生計維持関係にある配偶者

または子を有するに至ったとき／600

28 障害給付の受給者の障害の程度が重くなったとき／605

29 障害給付の受給者が定められた程度の障害の状態に該当しなくなったと

き／612

30 労働基準法による障害補償を受けられるとき／615

31 被保険者または被保険者であった人の死亡の当時胎児であった子が出生

したとき／617

32 遺族給付の受給者が婚姻したときなど／619

33 遺族給付の受給権者の所在が�年以上不明のときなど／621

34 遺族基礎・厚生年金の受給権がある子などが障害の状態になったとき／

624

35 遺族基礎年金を受けている子が父または母と生計を同じくするようにな

ったとき／626

36 55歳以上60歳未満で障害の状態にある遺族厚生年金の受給者が，60歳未

満で障害の状態でなくなったとき／628

37 共済組合等が支給する遺族年金の額に改定があったとき／629

38 遺族年金の寡婦加算額を受けている人が他制度から老齢(退職)年金，障

害年金を受けられるようになったとき／630

39 障害年金と同一支給事由の他の公的年金制度等の障害給付の額が改定さ

れて支給停止額が変わるとき／632

40 20歳前障害の障害基礎年金，裁定替えの障害・遺族基礎年金の受給者が

旧法による年金給付を受けられるときなど／634

41 裁定替えの障害・遺族基礎年金の受給者が受けている旧法による年金給

付の額の変更のため支給停止額が変更となるとき／636

第章 旧公共企業体の三共済組合に係る経過措置

� 被保険者資格等に関する経過措置等／640

� 年金給付の取扱い／645

� 老齢給付に関する経過措置／650

� 障害給付に関する経過措置／654
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� 遺族給付に関する経過措置／656

	 国共済法による給付に関する経過措置／657

第�章 旧農林漁業団体職員共済組合に係る経過措置

� 被保険者資格等に関する経過措置等／664

� 年金給付の取扱い／667

� 老齢給付に関する経過措置／668

� 障害給付に関する経過措置／670

� 遺族給付に関する経過措置／672

	 旧農林共済法による給付に関する経過措置／673

第�章 社会保障協定による特例措置

第� 社会保障協定の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀678

第� 社会保障協定による被保険者の取扱い㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀682

第� 社会保障協定による給付の取扱い㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀690

第10章 一元化前の共済組合等と恩給の給付

第� 一元化前の共済組合等の年金給付㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀712

� 退職共済年金に必要な加入期間があるか／713

� 年金を受けられる年齢か／718

� 退職共済年金の年金額はどのように計算するか／722

� 従前の退職年金の年金額はどのように計算するか／733

� 障害共済年金は受けられるか／739

	 障害共済年金の年金額はどのように計算するか／740

�障害一時金／745

 遺族共済年金は受けられるか／747

� 遺族共済年金の年金額はどのように計算するか／750

� 従前の遺族年金の年金額はどのように計算するか／756

10 退職共済年金等の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となったとき／

763

11 過去に受けた退職一時金等の返還／765

第� 恩給のしくみと給付㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀767

� 恩給制度のしくみ／767

� 各種恩給の給与条件とその金額／779

� 恩給の改定,停止,消滅など／797

� 恩給の請求手続など／803
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第11章 年金相談先一覧

� 日本年金機構（本部・事務センター）／808

� 日本年金機構（年金事務所）／810

� 街角の年金相談センター一覧／820

� 地方厚生局／824

� ねんきんダイヤル／825

	 共済組合等／827

 恩給／828

� 厚生年金基金／828

� 国民年金基金／828

付 録

（付録�）年金記録問題と特例措置／830

� 年金記録問題について／830

� 「ねんきん特別便」／836

� 加入記録が年金給付に結びつく例／838

� 年金時効特例法について／841

� 年金記録の訂正請求手続について／844

	 遅延加算金法について／845

 厚生年金特例法について／846

� 「ねんきん定期便」／848

� 延滞金軽減法について／850

10 特定期間の保険料納付／852

11 特定事由に係る特例保険料の納付申出／854

（付録�）被用者年金一元化による主な改正点と経過措置／857

（付録�）受給資格期間の短縮について／886

（付録�）「年金制度機能強化法」による主な改正点／897





第�章 国民年金と厚生年金保険の給付

第� 老齢基礎年金および老齢厚生年金
の受給要件と年金額

Ⅰ 老齢基礎年金

●老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は，昭和61年�月�日に60歳未満の人，つまり大正15年�

月�日以後に生まれた人を対象としています。ただし，昭和61年�月31日

以前にすでに被用者の年金制度の老齢(退職)年金の受給権のある人は，ひ

き続き旧制度の年金が支給されて，老齢基礎年金の対象とはなりません。

（法附�31）

老齢基礎年金は，加入期間が10年以上ある人が65歳に達したときに受け

られます（国年法26，法附�12）。年金機能強化法の改正により，平成29

年�月から，老齢基礎年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されてい

ます。

なお，65歳という支給開始年齢は，昭和16年�月�日以前に生まれた人

については，繰上げ支給の請求をすると60歳以上64歳までの希望する年齢

まで引き下げられ（国年法附�の�），繰下げ支給の申出をすると66歳以

上70歳までの希望する年齢まで引き上げられます（国年法28）。また，昭

和16年�月�日以後に生まれた人については，繰上げ支給の請求をすると

60歳以上65歳未満までの希望するとき（月）まで引き下げられ（国年令�

の	①），繰下げ支給の申出をすると66歳以上70歳までの希望するとき（月）

まで引き上げられます（国年令12①）。
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●老齢基礎年金の年金額

本来の老齢基礎年金の年金額は780,900円に改定率（令和�年度は新規

裁定者，既裁定者ともに1.000）を乗じて得た額（780,900円×1.000＝

780,900円）とされています。

これによって令和�年度の老齢基礎年金の年金額は，780,900円（月額

65,075円）となります。（国年法27）

ただし，保険料納付済期間が40年（昭和16年�月�日以前に生まれた人

については，昭和36年�月�日からその人が60歳に達するまでの年数＝加

入可能年数）に不足する場合は，その不足する期間に応じた分だけ減額さ

れることになり，次の式で計算した額が支給されます。（法附�13）

保険 保険料 保険料 保険料 保険料
料納 全額免 3/4 免 1/2 免 1/4免⎛

⎝
⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠付済 除月数 除月数 除月数 除月数

月数 ×1/2 ×5/8 ×3/4 ×7/8

＋ ＋ ＋ ＋

780,900円×
480月

＊国庫負担割合が�分の�に引き上げられる前の平成21年�月以前に保険

料免除された期間については，全額免除期間は�分の�，�分の�免除

期間は�分の�，半額免除期間は�分の�，�分の�免除期間は�分の

	で，それぞれ計算されます。

＊上記の計算式の保険料免除期間には，学生の納付特例期間および納付猶

予期間は含まれません。

＊任意加入被保険者は，保険料納付済期間および保険料免除期間（保険料

の全額または一部免除期間）を合算した月数が480月に達したときに資

格を喪失することとなります。

振替加算

老齢厚生年金・退職共済年金等の配偶者加給年金額の対象となっていた

人のうち，昭和41年�月�日以前に生まれた人に支給される老齢基礎年金

には，受給者の生年月日に応じて224,700円×（�〜0.067）が加算されま

す（振替加算）。（法附�14）

老齢基礎年金
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Ⅱ 老齢厚生年金

●老齢厚生年金の受給要件

65歳から支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金は，厚生年金保険の被保険者期間のある人が，老齢基礎年

金の受給権を得たときに，老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。

したがって，支給開始年齢は，老齢基礎年金と同時の65歳です。（厚年法42，

厚年法附14，法附�48・57）

64歳まで特別支給される老齢厚生年金

昭和16年（女子は昭和21年）�月�日以前に生まれ，厚生年金保険の被

保険者期間が�年以上あり，老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている

人には，60歳から65歳に達するまでの間，定額部分と報酬比例部分を合わ

せた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。（厚年法附�）

また，昭和16年�月�日から昭和24年�月�日（女子は昭和21年�月�

日から昭和29年�月�日）までの間に生まれた人については（障害者・長

期加入者および坑内員・船員を除く），特別支給の老齢厚生年金の定額部

分支給開始年齢は生年月日に応じて61歳から64歳とされ，60歳からその年

齢に達するまでの間，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給

されます。（法附平⑹19，20）

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ

平成12年の法律改正により，昭和24年�月�日から昭和28年�月�日（女

子は昭和29年�月�日から昭和33年�月�日）までの間に生まれた人には，

60歳から65歳に達するまでの間，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生

年金が支給されますが，昭和28年�月�日から昭和36年�月�日（女子，

坑内員・船員は昭和33年�月�日から昭和41年�月�日）までの間に生ま

れた人については，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金（障害者・

長期加入者および坑内員・船員は定額部分もあわせて支給される）の支給
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開始年齢は生年月日に応じて61歳から64歳とされます。そして，昭和36年

�月�日（女子，坑内員・船員は昭和41年�月�日）以後生まれの人には，

特別支給の老齢厚生年金は支給されず，65歳に達してから老齢厚生年金が

支給されることとなります。

繰上げ支給の老齢厚生年金

上記のように特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる

人については，60歳から繰上げ支給の老齢厚生年金を受けることができま

す。この繰上げ支給の老齢厚生年金には，昭和36年�月�日（女子，坑内

員・船員は昭和41年�月�日）以後生まれの人を対象とした本来のものと，

昭和28年�月�日から昭和36年�月�日（女子，坑内員・船員は，昭和33

年�月�日から昭和41年�月�日）までの間に生まれた人を対象とする経

過的なものとの�つがあります。（厚年法附�の�①，13の�①，13の	①）

●老齢厚生年金の年金額

65歳からの老齢厚生年金の年金額

65歳からは，老齢基礎年金に老齢厚生年金を加えた額が支給されます。

老齢厚生年金の額は，報酬比例の年金額に加給年金額を加算した額です。

報酬比例の年金額の計算式は以下のようになります。（厚年法43，法附�

59①，法附平⑿20①②，21①②③，措置令平⒃�−�）

なお，報酬比例の年金額には，当分の間，経過的加算（特別支給の老齢

厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額）が行われます。（法附�59②）

＜被保険者期間の全部または一部が平成15年
月前の場合の年金額＞

平成15年�月からの総報酬制の導入に伴い，被保険者期間の全部または

一部が平成15年�月前の人の報酬比例の年金額は，次の式で計算した額に

なります。（法附平⑿20①②）

平均標準
報酬月額×

9.5
1000

〜
7.125
1000

×平成15年�月以前の
被保険者期間の月数＋

⎛
⎝

⎞
⎠

平均標準
報 酬 額×

7.308
1000

〜
5.481
1000

×平成15年�月以後の
被保険者期間の月数

⎛
⎝

⎞
⎠

老齢厚生年金（受給資格）
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第� 障害基礎年金および障害厚生年金
(障害手当金)の受給要件と年金額

Ⅰ 障害基礎年金

●障害基礎年金の受給要件

国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合

国民年金の被保険者期間中，または被保険者の資格を失った後でも60歳

以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある傷病によって，初

診日から�年�ヵ月たった日あるいは�年�ヵ月たたない間になおった日

（ともに障害認定日といいます)に,�級または�級の障害の状態にある場

合は，障害基礎年金が支給されます。ただし，初診日前に国民年金の保険

料を納めなければならない期間がある場合は，一定の保険料納付要件を満

たしていなければなりません。（国年法30）

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合（65歳未満）

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって，障害認定

日に，�級・�級の障害の状態にあれば，障害基礎年金が支給されます。

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合には，20歳に達したとき（障害認定日が20歳

以後のときは障害認定日）に，�級または�級の障害の状態にあれば，障

害基礎年金が支給されます。（国年法30の�①②）

●障害基礎年金の年金額（令和�年度）

＜�級障害の場合＞ 976,125円（月額81,343円）＋子の加算額

＜�級障害の場合＞ 780,900円（月額65,075円）＋子の加算額

（国年法33・33の�①）

子の加算額は，�人目・�人目の子（�人につき）224,700円，�人目

以降の子（�人につき）74,900円です。
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� 国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合

障害基礎年金（支給要件）
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Ⅱ 障害厚生年金

●障害厚生年金の受給要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって，障害認定

日に，�級または�級の障害の状態にある場合は，障害基礎年金と障害厚

生年金が支給されます（ただし，207頁を参照）。�級の障害の状態にある

場合は，厚生年金保険独自の障害厚生年金(�級)が支給されます。また，

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が	年以内になおり，

�級よりやや軽い障害が残ったときは，厚生年金保険独自の障害手当金(一

時金)が支給されます。いずれの場合も初診日前に国民年金の保険料を納

めなければならない期間があるときは，障害基礎年金と同じ一定の保険料

納付要件を満たしていなければなりません。（厚年法47，55）

●障害厚生年金（障害手当金）の年金額（令和�年度）

�級の場合（障害基礎年金が同時に支給されます）

障害厚生年金（報酬比例の年金額×1.25）＋配偶者加給年金額

＋障害基礎年金（976,125円・月額81,343円）＋子の加算額

�級の場合（障害基礎年金が同時に支給されます）

障害厚生年金（報酬比例の年金額×1.0）＋配偶者加給年金額

＋障害基礎年金（780,900円・月額65,075円）＋子の加算額

�級障害の場合

報酬比例の年金額×1.0

障害手当金の場合（一時金）

報酬比例の年金額×2.0

報酬比例の年金額は，次の式で計算した額です。

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の場合の年金額

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の人の報酬比例の年金
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額は，次の式で計算した額となります。

平均標準報酬月額×
7.125
1000

×平成15年�月以前の被保険者期間の月数＋

平均標準報酬額×
5.481
1000

×平成15年�月以後の被保険者期間の月数

この計算式における平均標準報酬額とは，平成15年�月以後の被保険者

期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した総

額を，被保険者期間の月数で除して得た額のことです。

＊被保険者期間が300月未満の場合については，上記の式で計算した年金

額に，300を全被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて，全体を300

月分に増額します。

従前額の保障

なお，上記の計算方法によって算出された額が，次の式で計算した額を

下回る場合には，次の式で計算した額が報酬比例の年金額となります。

平均標準報酬月額×
7.5
1000

×平成15年�月以前の被保険者期間の月数＋
⎛
⎝

平均標準報酬額×
5.769
1000

×平成15年�月以後の被保険者期間の月数 ×0.999⎞
⎠

この計算式の平均標準報酬月額および平均標準報酬額の計算の基礎とな

る再評価率は，平成�年改正の再評価率となります。また，0.999は昭和

13年�月�日以後生まれの人の従前額改定率で，昭和13年�月�日以前生

まれの人の場合は1.001となります。（法附平⑿21①③，改定政令�①）

なお，平成14年�月以後の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する人

（平成27年�月31日に物価スライド特例措置のスライド率の特例を受けて

いた人に限る）の従前額改定率は，次のようになります。（措置令平⒃13

の�）

・平成15年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.972

・平成17年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.975

・平成22年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.979

障害厚生年金
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212

〈障害手当金――厚生年金保険〉

� 両眼の視力が0.6以下に減じたもの

� �眼の視力が0.1以下に減じたもの

� 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

� 両眼による視野が�分の�以上欠損したもの又は両眼の視野が10度

以内のもの

	 両眼の調節機能及び輻
ふく

輳
そう

機能に著しい障害を残すもの

� �耳の聴力が，耳殻に接しなければ大声による話を解することがで

きない程度に減じたもの

� そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

� 鼻を欠損し，その機能に著しい障害を残すもの

� 脊
せき

柱の機能に障害を残すもの

10 �上肢の�大関節のうち，�関節に著しい機能障害を残すもの

11 �下肢の�大関節のうち，�関節に著しい機能障害を残すもの

12 �下肢を�センチメートル以上短縮したもの

13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14 �上肢の�指以上を失ったもの

15 �上肢のひとさし指を失ったもの

16 �上肢の�指以上の用を廃したもの

17 ひとさし指を併せ�上肢の�指の用を廃したもの

18 �上肢のおや指の用を廃したもの

19 �下肢の第�趾し又は他の�趾し以上を失ったもの

20 �下肢の	趾しの用を廃したもの

21 前各号に掲げるもののほか，身体の機能に，労働が制限を受けるか，

又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22 精神又は神経系統に，労働が制限を受けるか，又は労働に制限を加

えることを必要とする程度の障害を残すもの

（備考）

� 視力の測定は，万国式試視力表によるものとし，屈折異常があるものについ

ては，矯正視力によって測定する。

� 指を失ったものとは，おや指は指節間関節，その他の指は近位指節間関節以

上を失ったものをいう。

� 指の用を廃したものとは，指の末節の半分以上を失い，又は中手指節関節若

しくは近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残

すものをいう。

� 趾を失ったものとは，その全部を失ったものをいう。

	 趾の用を廃したものとは，第�趾は末節の半分以上，その他の趾は遠位趾節

間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第�趾に

あっては趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。



第� 遺族基礎年金および遺族厚生年金
の受給要件と年金額

Ⅰ 遺族基礎年金

● 遺族基礎年金の受給要件

国民年金の被保険者などが死亡した場合

次の要件に該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が昭

和61年�月�日以後に死亡した場合に，その人によって生計を維持されて

いたその人の子（18歳到達年度の末日までの間にあるかまたは20歳未満で

�級または�級の障害の状態にある子）または子のある配偶者に支給され

ます。（国年法37・37の�）

⑴ 国民年金の被保険者が死亡したとき

⑵ 国民年金の被保険者の資格を失った後でも，60歳以上65歳未満で日本

国内に住んでいる人が死亡したとき

⑶ 老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間と保険料免除期間（合算

対象期間を含む）を合算して25年以上ある人に限られます）が死亡した

とき

⑷ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人（保険料納付済期間と保険

料免除期間（合算対象期間を含む）を合算して25年以上ある人）が死亡

したとき

ただし，⑴，⑵の場合，死亡日前に国民年金の保険料を納めなければな

らない期間があるときは，死亡した人が一定の保険料納付要件を満たして

いなければなりません。

厚生年金保険の被保険者などが死亡した場合

次の要件に該当する厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人

が昭和61年�月�日以後に死亡した場合にその人によって生計を維持され

ていたその人の子（18歳到達年度の末日までの間にあるかまたは20歳未満

遺族基礎年金（支給要件）
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Ⅱ 遺族厚生年金

●遺族厚生年金の受給要件

厚生年金保険の被保険者などが死亡した場合

遺族厚生年金は，次の要件に該当する厚生年金保険の被保険者または被

保険者であった人が昭和61年�月�日以後に死亡した場合に，その人によ

って生計を維持されていたその人の妻，夫，子，父母，孫または祖父母に

支給されます。（厚年法58①・59①・65の�）

⑴ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき

⑵ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で，初診日から	

年以内に死亡したとき

⑶ �級または�級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

⑷ 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たし

た人が死亡したとき（いずれも保険料納付済期間と保険料免除期間を合

算した期間（合算対象期間を含む）が25年以上ある人となります）

＊子と孫は，18歳到達年度の末日までの間にあるか20歳未満で�級・�

級の障害のある人に限られます。

＊夫と父母，祖父母は55歳以上の人に限られ，60歳に達するまで支給停

止されます（ただし，遺族基礎年金を受けられる夫は55歳から支給さ

れます）。

なお，子のある配偶者または子には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給

されますが，子のない妻，夫，父母，祖父母などの場合は，厚生年金保険

独自の遺族厚生年金が支給されます。ただし，⑴，⑵の場合，死亡日前に

国民年金の保険料を納めていなければならない期間があるときは，死亡し

た人が遺族基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たしていなければな

りません。

また，平成�年�月�日前の死亡については，死亡当時，夫，父母，祖父母
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が55歳未満であっても，遺族厚生年金の受給権を取得した当時からひき続

いて�級または�級の障害の状態にある間は支給されます。（法附�72②）

短期の遺族厚生年金と長期の遺族厚生年金

遺族厚生年金では，前記の⑴から⑶までに該当したときは短期の遺族厚

生年金，⑷に該当したときは長期の遺族厚生年金と呼ばれて年金額の計算

などで扱いが異なっています。なお，短期と長期のいずれにも該当したと

きには，短期に該当したこととされますが，年金請求を行うときに遺族が

申し出れば，長期の遺族厚生年金とされます。（厚年法58②）

●遺族厚生年金の年金額（令和�年度）

⑴ 子のある配偶者が受ける場合（遺族基礎年金が同時に支給されます）

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×��）

＋遺族基礎年金（780,900円・月額65,075円）＋子の加算額

⑵ 子が受ける場合（遺族基礎年金が同時に支給されます）

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×��）

＋遺族基礎年金(780,900円・月額65,075円)＋�人目以降の子の加算額

⑶ 子のない中高齢の妻が受ける場合

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×��）＋中高齢の加算

⑷ その他の人が受ける場合

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×��）

>報酬比例の年金額は，次の式で計算した額です。

被保険者期間の全部または一部が平成15年
月前の場合の年金額

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の人の報酬比例の年金

額は，次の式で計算した額になります。

平均標準報酬月額×
7.125
1000

×平成15年�月以前の被保険者期間の月数＋

平均標準報酬額×
5.481
1000

×平成15年�月以後の被保険者期間の月数

この計算式における平均標準報酬額とは，平成15年�月以後の被保険者

期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した総

遺族厚生年金
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第� 国民年金の寡婦年金および死亡一時金
の受給要件と年金額

Ⅰ 寡婦年金

●寡婦年金の受給要件

寡婦年金は，第�号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免

除期間が10年以上ある夫が死亡した場合に，10年以上婚姻関係のあった妻

に，60歳から65歳に達するまで支給されます。

ただし，死亡した夫が，老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受け

ていたときは，寡婦年金は支給されません。（国年法49，法附�29①）

また，夫が死亡した当時，妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている

ときも，寡婦年金は支給されません。（国年法附�の�④）

●寡婦年金の年金額

夫の死亡日の前月までの第�号被保険者（任意加入被保険者を含む）と

しての被保険者期間について，老齢基礎年金の計算方法（95頁参照）によ

り計算した額の�分の�です。（国年法50，国年法附	⑩）
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●寡婦年金を受けられるか

■留意点

第�号被保険者だったことがあるか 任意加入被保険者および昭和61年�月以

前の国民年金の被保険者は第�号被保険者とみなされます。（国年法附	⑩，

法附��①）

障害基礎年金の支給を受けていたか この場合の障害基礎年金には，旧国民年

金の障害年金も含みます。（法附�29②）

寡婦年金

245

妻は，老齢基礎年金の繰
上げ支給を受けているか

妻が，60歳から65歳にな
るまでの間，寡婦年金を
受けられる

妻は65歳未満か

妻は，夫と10年以上継続
して婚姻関係にあったか

死亡した夫に生計を維持
されていた妻か

死亡した人は，国民年金の第１号
被保険者だったことがあるか

死亡した人は夫か

死亡した夫に，第１号被保険者と
しての保険料納付済期間（免除期
間を含む）が10年以上あるか

死亡した夫は，老齢基礎年金の支
給を受けていたか

死亡した夫は，障害基礎年金の支
給を受けていたか

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

〈出発点〉

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

寡
婦
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い



第�章 年金請求の手続

年金請求者が行う届出一覧

376

年金請求する事情 年金請求書等の名称 添付する主な書類等
該当
頁

老齢給付（基礎年金・厚生

年金）の年金請求をしよう

とするとき

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険老齢

給付）（様式第101号）

年金手帳（被保険者証）

戸籍の抄本又は市区町村長

の証明

378

特別支給の老齢厚生年金の

受給権者が65歳に達して年

金請求をしようとするとき

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険老齢

給付）（ハガキ様式）

396

障害基礎年金の年金請求を

しようとするとき

年金請求書（国民年金

障害基礎年金）

(様式第107号）

年金手帳（被保険者証）

戸籍の抄本又は市区町村長

の証明

所定の医師又は歯科医師の

診断書病歴状況等申立書

400

障害給付（基礎年金・厚生

年金）の年金請求をしよう

とするとき

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険障害

給付）

(様式第104号）

年金手帳（被保険者証）

戸籍の抄本又は市区町村長

の証明

所定の医師又は歯科医師の

診断書病歴・就労状況等申

立書

407

遺族基礎年金の年金請求を

しようとするとき

年金請求書（国民年金

遺族基礎年金）

(様式第108号）

死亡した人の年金手帳（被

保険者証）

身分関係を明らかにできる

戸籍の謄本

死亡診断書

415

遺族給付（基礎年金・厚生

年金）の年金請求をしよう

とするとき

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険遺族

給付）

(様式第105号）

死亡した人の年金手帳（被

保険者証）

身分関係を明らかにできる

戸籍の謄本

死亡診断書

424

寡婦年金の年金請求をしよ

うとするとき

年金請求書（国民年金

寡婦年金）

(様式第109号）

夫の年金手帳

夫および受給権者の戸籍の

抄本

438

死亡一時金の請求をしよう

とするとき

国民年金死亡一時金請

求書

死亡者の年金手帳

死亡者および請求者の戸籍

の抄本
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※事前送付用年金請求書（「（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

事前送付用」）については，474〜488頁に掲載してあります。

なお，事前送付用年金請求書の添付書類については，年金請求書といっし

ょに送られてくる「年金の請求手続きのご案内」を参照してください。

※平成27年10月からは，被用者年金の一元化により厚生年金に関する届書等（一

元化前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等および障害給付の届書

等の一部の届書を除く）は，いわゆるワンストップサービスとして日本年金

機構（年金事務所）または各共済組合等の実施機関（国家公務員共済組合，

地方公務員共済組合，私立学校教職員共済）のどの窓口でも受け付けられる

ことになっています。

※平成29年�月以降に送付される年金請求書（�月生まれ）については，個人

番号記入欄に請求者本人のマイナンバーを記入するようになっています。年

金請求書にマイナンバーを記入することにより，生年月日に関する書類（住

民票等）の添付が原則不要となります。詳細については，年金請求書に記載

している注意事項および492頁を確認してください。

年金の請求

377

年金請求する事情 年金請求書等の名称 添付する主な書類等
該当
頁

旧厚生年金保険の老齢年金

の年金請求をしようとする

とき

厚生年金保険老齢年金

請求書◯旧

(様式第193号）

年金手帳（被保険者証）

戸籍の抄本又は市区町村長

の証明

445

旧厚生年金保険の通算老齢

年金の年金請求をしようと

するとき

厚生年金保険通算老齢

年金請求書◯旧

(様式第194号）

年金手帳（被保険者証）

戸籍の抄本又は市区町村長

の証明

通算対象期間確認通知書又

は年金証書等の写し

455

旧国民年金の老齢年金の年

金請求をしようとするとき

国民年金老齢年金請求

書◯旧

(様式第191号）

国民年金手帳

462

旧国民年金の通算老齢年金

の年金請求をしようとする

とき

国民年金通算老齢年金

請求書◯旧

(様式第192号）

国民年金手帳

466

年金制度加入期間の確認の

請求をしようとするとき

年金加入期間確認請求

書
471



第�章 年金受給者の手続

手続の要点

年金受給者は，引き続いて年金を受けるために，毎年�回，厚生労働大臣に

現況届を提出するなど，定められた手続を行うことになっています。

届書の用紙

それぞれの手続に必要な届書の用紙は，年金事務所に用意されています。

また，基礎年金（厚生年金等の上乗せ給付のないものに限る），寡婦年金お

よび旧国民年金法の年金に関する届書の用紙は，市区役所または町村役場にも

用意されています。

届書の提出先

届書の提出先は，原則として住所地を管轄する年金事務所です。

ただし，現況届の提出先は，日本年金機構本部（〒168-8505 東京都杉並区

高井戸西�−�−24）です。

また，基礎年金（厚生年金等の上乗せ給付のないものに限る），新法の寡婦

年金および旧国民年金法の年金に関する届書の一部については，提出先は住所

地の市区役所または町村役場となっています。

なお，老齢給付（旧国民年金法によるものを除く）を受給している人が就職

したときは年金証書を事業主に提出してください。

添付書類や届書の記入のしかたについては，届書に記載してある注意事項を

よく読んでください。

※平成27年10月からは，被用者年金の一元化により厚生年金に関する届書等（一元化前

に権利が発生した共済年金に関する各種届書等および障害給付の届書等の一部の届書

を除く）は，いわゆるワンストップサービスとして日本年金機構（年金事務所）また

は各共済組合等の実施機関（国家公務員共済組合，地方公務員共済組合，私立学校教

職員共済）のどの窓口でも受け付けられることになっています。
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年金受給者が行う届出一覧

年金受給者の手続（共通届出一覧）

495

�すべての年金に共通するもの

提出を必要とする事情 届書の名称
届書に添付する

主 な 書 類 等
提出期限

該当

頁

誕生月がきたとき 年金受給権者現況届

(ハガキ様式)

診断書(診断書は障害

年金のみ)

毎年誕生月

の末日など

508

氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変更

届

年金証書 10 日 以 内

（国民年金

14日以内）

513

住所や年金の受取り先

を変えるとき

年金受給権者住所変更

届

年金受給権者受取機関

変更届

なし 10 日 以 内

（国民年金

14日以内）

515

年金を受けている人が

死亡したとき

年金受給権者死亡届

(様式第515号)

年金証書，死亡を証す

る書類

10 日 以 内

（国民年金

14日以内）

518

死亡した人の未払いの

年金・保険給付を受け

ようとするとき

未支給〔年金･保険給

付〕請求書

(様式第514号)

年金証書，死亡した人

と請求する人の続柄が

わかる戸籍謄本，死亡

した人と生活をともに

していたことを証する

書類

すみやかに 520

年金証書をなくしたと

きなど

年金証書再交付申請書 汚れたり，破れたとき

はその年金証書

そのつど 523

二つ以上の年金が受け

られるようになったと

き

年金受給選択申出書

(様式第202号)

(様式第201号)

すみやかに

524

530
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