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被用者保険の適用拡大に係る改正

⑴ 短時間労働者への適用拡大
①　企業規模要件
　短時間労働者への適用拡大にあたり、企業規模要件については、今回の改正では従業員数
50人超規模の企業まで適用するスケジュールが明記されました。
　具体的には、2024（令和６）年10月１日から50人超規模の企業まで適用されることとなり
ますが、それに至る途中の段階で、できるだけ多くの労働者に対する保障が充実できるよう
に2022（令和４）年10月１日から100人超規模の企業までの適用拡大が行われます。

※この短時間労働者の適用拡大に関する法律上の規定は、いわゆる「年金機能強化法」（平成24年法律第
62号）の附則第17条にあります。そして、この企業規模要件については、特定適用事業所の規模要件
として同条第12項で規定されています。したがって、企業規模要件の改正は、年金機能強化法附則第
17条第12項の改正によって行われるものとなります。（改正法第９条の規定による改正後の年金機能強
化法附則第17条第12項、改正法第10条の規定による改正後の年金機能強化法附則第17条第12項、改正
法附則第１条第８号、改正法附則第１条第11号）

　この場合、企業規模要件の従業員数とは、週労働時間が通常の労働者の４分の３以上の人
のことで、週労働時間が通常の労働者の４分の３未満のパート労働者は含まれません。また、
この従業員数は、月ごとに数えて、直近12か月のうち６か月で基準を上回れば適用対象とさ
れます。そして、一度適用対象となれば、従業員数が基準を下回っても引き続き適用されま
す。ただし、この場合、被保険者の４分の３の同意があれば対象外となることができます。
　従業員数の算定は、法人であれば同一の法人番号を有する全事業所単位となり、個人事業
主の場合は個々の事業所単位で行われます。

②　労働時間要件
　労働時間要件については、まずは週20時間以上の労働者への適用が優先されるため、現状
どおり週20時間がそのまま維持されています。
　なお、この週20時間の判定は、基本的には契約上の所定労働時間によって行われるため、
臨時に発生する残業等は含まれません。ちなみに、現行の運用では、実労働時間が２か月連
続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、３か月めから被用者保険に

２

被用者保険の適用拡大
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2 被用者保険の適用拡大

加入することとなっています。この点は、のちに述べるように、2022（令和４）年10月１日
から見直されることになります。（７の１参照）

③　賃金要件
　賃金要件である月額8.8万円については、最低賃金の水準との関係を踏まえて現状維持と
されています。
　なお、賃金月額8.8万円の判定は、基本給と諸手当によって行われ、残業代や賞与、臨時
的な賃金などは含まれないものとされています。具体的には、結婚手当金などのような臨時
に支払われる賃金、賞与などのような１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、残業手当
や割増賃金などのように時間外労働に対して支払われたり休日労働や深夜労働に対して支払
われる賃金、精勤手当、通勤手当、家族手当などのように最低賃金に算入しないことが定め
られている賃金などは、含まれません。

④　勤務期間要件
　これまで、勤務期間要件については１年以上とされていましたが、今回の改正において
は、事実上の取扱いの現状も踏まえて撤廃され、代わってフルタイムの被保険者と同様の２
か月超の要件が適用されることになります。
　現行制度では、運用上、実際の勤務期間にかかわらず次のいずれかに該当すれば１年以上
の勤務期間が見込まれるものと扱われています。

・ 就業規則、雇用契約書、その他書面で契約が更新される旨または更新される場合がある
旨、明示されていること

・ 同一の事業所において同様の雇用契約に基づいて雇用されている人が更新等により１年
以上雇用された実績があること

　したがって、適用除外とされるのは、契約期間が１年未満で、書面においても更新の可能
性を示す記載がなく、更新の前例もない場合に限られます。

⑤　学生除外要件
　学生を除外する要件については、学生という立場が本格的就労の準備期間として位置づけ
られていることなどを考慮して、現状維持とされています。

　以上の②から⑤の要件は、厚生年金保険法第12条第５号で規定されている適用除外となる
短時間労働者の規定に対応するものです。
　今回の改正では、これらのうち④の１年以上の勤務期間要件についての見直し（撤廃）が
行われたため、同条第５号ロに規定されている「当該事業所に継続して１年以上使用される
ことが見込まれないこと」とする規定は削除されることになります。（改正法第４条の規定
に基づく改正後の厚生年金保険法第12条第５号）
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　被扶養認定基準である130万円を超えた場合は、国民年金第３号被保険者・健康保険被扶
養者から国民年金第１号被保険者・国民健康保険被保険者となり、給付については変化はな
いものの、新たに国民年金と国民健康保険の保険料負担が発生し、これを全額個人で負担す
ることとなり、保険料月額は22,300円（月額）となります。
　また、この場合には、保険料負担額は、毎年、前年度の所得証明書類に基づいて全収入
ベースで判断されることになります（事後的判断となるため、年末に年収を抑える調整が行
われる可能性があります）。

支払額（月額）

受取額（月額）

※被扶養の場合、個人での
　保険料の支払いなし

医療費
給付

基礎年金
65,000円（終身）

支払額（月額）

受取額（月額）

医療費
給付

基礎年金
65,000円（終身）

保険料22,300円

国民年金第３号・健保被扶養者

〈判断方法（時点・考慮対象）〉

国民年金第１号・国民健康保険

12月12月12月
契約締結

不動産
収入

事業
収入

配当
収入

全収入（被扶養認定基準の算定対象）
全給与収入

賞与
など

定期給与（標準報酬月額の算定対象）

時間外手当

休日手当

深夜手当

所定内給与

精勤手当 家族手当 通勤手当

賃金要件の対象

基本給 諸手当
（地域手当等）

毎年、前年度の所得証明書類に基づき、全収入ベースで判断
→　事後的判断となるため、年末に年収を抑える調整が行われる可能性

●被扶養認定基準（130万円）の場合の給付と負担の変化

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、14頁左。一部改変）
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2 被用者保険の適用拡大

　一方、被用者保険適用基準である年収106万円以上となる場合には、国民年金第３号被保
険者・健康保険被扶養者から厚生年金保険被保険者（国民年金第２号被保険者）・健康保険
被保険者となり、保険料負担が新たに発生するものの労使折半の負担となるため、個人での
負担額は12,500円（月額）となり、給付面では、医療保険では医療給付のほかに傷病手当金
などを受けられることになるほか、年金では基礎年金とともに報酬比例の厚生年金が受けら
れるようになります。
　また、収入については、雇用契約を結んだ時点での基本給と諸手当で判断されることにな
ります。

支払額（月額）

受取額（月額）

※被扶養の場合、個人での
　保険料の支払いなし

※月収8.8万円・
　10年加入の場合

医療費
給付

基礎年金
65,000円（終身）

支払額（月額）

受取額（月額）

医療費
給付

基礎年金
65,000円（終身）

国民年金第３号・健保被扶養者

〈判断方法（時点・考慮対象）〉

被用者保険（厚生年金・健康保険）

12月12月12月
契約締結

不動産
収入

事業
収入

配当
収入

全収入（被扶養認定基準の算定対象）
全給与収入

賞与
など

定期給与（標準報酬月額の算定対象）

時間外手当

休日手当

深夜手当

所定内給与

精勤手当 家族手当 通勤手当

賃金要件の対象

基本給 諸手当
（地域手当等）

雇用契約を結んだ時点で、基本給・諸手当で判断
→　契約時点で事前に被用者保険の適用・不適用が定まる

保険料（会社）12,500円
保険料（本人）12,500円

傷病
手当金等

厚生年金
4,600円（終身）

●被用者保険適用基準（106万円）の場合の給付と負担の変化

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、14頁右。一部改変）
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65歳未満における2つの在職老齢年金の混在
　上に述べたとおり、現在、65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、支給開
始年齢の引上げ期間中にあります。この支給開始年齢の引上げは、男子については1960（昭
和35）年４月２日～1961（昭和36）年４月１日生まれの人が65歳に達する2025（令和７）年
度に終了し、女子については1965（昭和40）年４月２日～1966（昭和41）年４月１日生まれ
の人が65歳に達する2030（令和12）年度に終了することになります。
　この特別支給の老齢厚生年金に対する在職老齢年金の支給調整のしくみは、厚生年金保険
法の附則第11条～第11条の３で規定されています。このしくみは、「60歳台前半の在職老齢
年金」あるいは「低在老」あるいは「附則在老」などと呼ばれています。
　この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが終了したあとは、男子で1961（昭
和36）年４月２日以後生まれの人、女子で1966（昭和41）年４月２日以後生まれの人は、65
歳未満では特別支給の老齢厚生年金がない代わりに、65歳から支給されるいわゆる本来支給
の老齢厚生年金を繰り上げて受給できることになっています。この本来支給の老齢厚生年金
の繰上げ支給は、男子については1961（昭和36）年４月２日以後生まれの人が60歳に達する
2021（令和３）年度から、女子については1966（昭和41）年４月２日以後生まれの人が64歳
に達する2030（令和12）年度から、それぞれ開始されます。

●65歳未満の老齢厚生年金に適用される在職老齢年金の混在

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、43頁。一部改変）

2021（年度）

1961年4月2日
生まれの男性
報酬比例部分の

支給開始年齢：65歳

1961年4月1日
生まれの男性
報酬比例部分の

支給開始年齢：64歳

1960年4月1日
生まれの女性
報酬比例部分の

支給開始年齢：61歳

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

繰り上げた本来支給の老齢厚生年金 本来支給の老齢厚生年金

本来支給の老齢厚生年金特別支給の
老齢厚生年金

附則在老
（28万円基準）

特別支給の老齢厚生年金

62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳

本来支給の老齢厚生年金

本則在老（47万円基準）

附則在老（28万円基準）

繰上げ

2025 2030

本則在老（47万円基準）

本則在老（47万円基準）

本則在老（47万円基準）

（例）

　この繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながら在職している場合にも、在職老齢年金によ
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3 65歳未満の在職老齢年金制度の見直し

る支給調整が行われます。この場合に適用される在職老齢年金のしくみは、支給される年金
が厚生年金保険法第42条により支給される本来支給の老齢厚生年金であるため、同法の第46
条で規定されているものです。このしくみは、「60歳台後半の在職老齢年金」あるいは「高
在老」あるいは「本則在老」などと呼ばれています。　このように、現状では、同じ65歳未
満の在職している年金受給権者に対して、一方で厚生年金保険法附則第11条～第11条の３の
在職老齢年金のしくみと、他方で厚生年金保険法第46条の在職老齢年金のしくみというよう
に、２つの異なる在職老齢年金のしくみが適用されることになっています。

基準額の引上げと在職老齢年金のしくみの改正
　今回の改正により、65歳未満で在職している年金受給権者に対する在職老齢年金の支給調
整のしくみにおいて、28万円の支給停止調整開始額が48万円（法定額）に引き上げられるこ
とになります。しかし、その場合に注意しておきたい点は、今回の改正では、たんに基準と
なる額が引き上げられるだけではないということです。

※この48万円というのは法律（厚生年金保険法）で定められた額で、令和２年度価格は47万円となって
います。この額は支給停止調整変更額といい、平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動
率を乗じて得た率（名目賃金変動率）を乗じて１万円未満を四捨五入したものとなります。

　　実際に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率を乗じると、48万円×平成17年度1.003×平成18年
度0.996×平成19年度1.002×平成20年度0.998×平成21年度1.011×平成22年度0.976×平成23年度0.980×
平成24年度0.986×平成25年度0.996×平成26年度1.005×平成27年度1.025×平成28年度1.000×平成29年
度0.991×平成30年度0.998×令和元年度1.008＝467,647円≒47万円となります。

　現行の65歳未満の在職している年金受給権者の在職老齢年金の基準額（支給停止調整開始
額）である28万円を48万円に引き上げることになると、もう一方の基準額である支給停止調
整変更額の48万円と同額になってしまいます。つまり、28万円を48万円に引き上げるという
今回の改正は、たんなる基準額の引上げではなく、支給調整のしくみそのものも見直される
ということを意味しています。
　具体的には、改正前の厚生年金保険法附則第11条～第11条の３の在職老齢年金のしくみ
は、改正後は、現行の厚生年金保険法第46条で規定されている在職老齢年金のしくみと同じ
ものに変更されるということです。
　したがって、改正前は、賃金（実際には総報酬月額相当額）と年金月額との合計額が、ま
ず支給停止調整開始額の28万円を超えるか否かで年金額を調整するか否かが決まり、超えた
場合には、年金月額が28万円を超えるか否か、賃金（総報酬月額相当額）が支給停止調整変
更額である48万円（法定額）を超えるか否かによって４とおりに分けられていた調整のしく
みが、年金月額と賃金（総報酬月額相当額）の合計が48万円を超えるか否かで調整を受ける
か否かが決まるしくみに変更されることになります。
　具体的には、賃金（総報酬月額相当額）と老齢厚生年金（報酬比例部分）との合計額が48
万円（改正後は支給停止調整額）に達するまでは、満額の老齢厚生年金（報酬比例部分）が

01_年金制度機能強化法の改正点の解説.indd   31 2020/08/17   17:52



─ 38 ─

月２日以後生まれの人）または施行日である2022（令和４）年４月１日の前日において老齢
厚生年金の受給権を取得した日から起算して５年を経過していない人、となります。（改正
法附則第６条、第８条、第15条、第20条、第44条）

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、53頁。一部改変）

【改正前：上限年齢70歳】

65歳
（受給権発生）

70歳
（繰下げ申出）

【改正後：上限年齢75歳】

70歳 75歳
（繰下げ申出）

繰下げ待機

繰下げ待機

42％増額
（５年待機分）

84％増額
（10年待機分）

65歳
（受給権発生）

⑵ 繰上げ受給の減額率の引下げ
　受給開始年齢の拡大に合わせて、繰上げ受給をする際の減額率が見直されます。現在、繰
上げ受給の際の減額率は１月あたり0.5％となっていますが、これが0.1％引き下げられて、
１月あたり0.4％となります。したがって、繰上げ受給の際の減額率は最大60月繰り上げた
場合には、0.4％×60月＝24％の減額率となります。

《現在の繰上げ減額率・繰下げ減額率の設定の考え方》
　現行のしくみでは、繰上げ受給の場合は１か月あたり0.5％減額し、繰下げ受給の場合は
１か月あたり0.7％増額されることになっています。
　この減額率0.5％と増額率0.7％の設定の考え方は、選択された受給開始時期（繰上げまた
は繰下げの時期）にかかわらず、数理的に年金財政上中立となることを基本として設定され
たものでした。
　具体的には、これらの減額率と増額率が設定されたのは平成12年に公布された政令（平成
12年政令第335号）でしたが、その際に使用されたデータは、平成７年完全生命表による年
齢別死亡率（この時点の65歳の平均余命は男女平均で18.7年）と平成11年財政再計算の経済
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5 受給開始時期の選択肢の拡大

前提（物価上昇率1.5％、名目賃金上昇率2.5％、名目運用利回り4.0％）でした。
《新しいしくみのもとでの繰上げ減額率・繰下げ増額率の設定の考え方》
　減額率や増額率は、年金受給権者の生活設計に直接に影響を及ぼすものであるため、頻繁
に変更されるものではありません。今回の改正にあたって、受給開始年齢の選択肢の拡大に
合わせて、20年ぶりに見直されることになりました。
　今回、減額率や増額率を見直すにあたっては、従来と同様に、選択された受給開始時期

（繰上げ受給または繰下げ受給の時期）にかかわらず、数理的に年金財政上中立を基本とし
て設定されることになりました。
　具体的には、利用できる最新のデータを使用して計算されることになり、平成27年完全生
命表による年齢別死亡率（この時点の65歳の平均余命は男女平均で21.83年、０歳の平均余
命は男女平均で83.87年）―参考として「日本の将来推計人口」（2017年４月）の将来生命表
による年齢別死亡率でも検証―と2019（令和元）年財政検証のケースⅠ～ケースⅥの長期の
経済前提を使用することになりました。

60歳 65歳 70歳 75歳 平均的な死亡年齢

平均的な受給期間

42％増額
（5年待機分）

84％増額
（10年待機分）

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、54頁。一部改変）

　これによって、繰上げ受給の減額率は、平均余命の伸びにともなって現行よりも引き下げ
られて、１か月あたり0.4％（最大60月で0.4％×60月＝24％）とされることになります。一
方、繰下げ受給の増額率は、平均余命の伸びと75歳までの繰下げ増額期間の拡大を勘案し
て、従来と同率の１か月あたり0.7％（最大120月で0.7％×120月＝84％）とされます。
　これらの減額率と増額率は、いずれも政令（国民年金法施行令および厚生年金保険法施行
令）によって定められていますので、繰上げ減額率の実際の改正は、法律施行前に交付され
る政令改正によって行われます。

⑶ 上限年齢以後に請求する場合の上限年齢でのみなし繰下げ
　現行の制度では、繰下げ受給の上限年齢である70歳に達した日以後または受給権を取得し
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●繰下げを行わない場合

※振替加算は1965（昭和40）年度以前に生まれた人のみ
　（2019（令和元）年度に54歳に到達した人まで）が対象

※加給年金額は厚生年金被保険者月数が
　240月以上であることが必要

老齢厚生年金

老齢基礎年金

加給年金額

老齢厚生年金

老齢基礎年金

振替加算

65歳

65歳

夫

妻

●夫が加給年金額を受給するためには、
　老齢厚生年金を繰り下げずに受給すればよい。

●妻が振替加算を受給するためには、
　老齢基礎年金を繰り下げずに受給すればよい。

→加給年金額・振替加算を受給しながら、
　夫は老齢基礎年金、妻は老齢厚生年金について繰下げを選択可能

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、62頁の図を分解して作成）

　65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給していた人が65歳に到達すると、老齢基礎
年金と老齢厚生年金を受給することになります。その場合、65歳に到達する前に「年金
請求書」（ハガキ形式）が送られてきます。
　老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げ受給を希望する場合は、この「年金請求
書」を提出せずに、66歳以後の希望するときに手続きをします。
　老齢基礎年金または老齢厚生年金の一方の繰下げ受給を希望する場合は、この「年金
請求書」の「繰下げ希望欄」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金
のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲んで提出します。
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5 受給開始時期の選択肢の拡大

●加給年金額・振替加算を受給しつつ繰下げを選択する方法（別個繰下げ）

老齢厚生年金

老齢基礎年金

繰下げ増額分

加給年金額

老齢厚生年金

老齢基礎年金

振替加算

繰下げ増額分

65歳

65歳

老齢基礎年金
のみ請求

70歳
老齢厚生年金
のみ繰下げ申出

老齢厚生年金
のみ請求 70歳

老齢基礎年金
のみ繰下げ申出

夫

妻

老齢基礎年金を受給していれば、老齢厚生年金
を繰り下げていても、振替加算は支給される

老齢厚生年金を受給していれば、老齢基礎年金
を繰り下げていても、加給年金額は支給される

（出典：第15回社会保障審議会 年金部会 2019年12月25日、
資料２（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000580825.pdf）、62頁の図を分解して作成）

③　在職老齢年金による支給停止分の年金は繰下げ受給の増額対象とならない
　65歳以降も厚生年金保険の適用事業所で就労している人が、70歳から老齢厚生年金の
繰下げ受給をしようとする場合、仮に65歳から年金を受給開始したものとして在職老齢
年金のしくみによって年金の全部または一部が支給停止されることとなるときには、在
職老齢年金のしくみによって支給停止されるはずの年金部分は、繰下げ受給による増額
の対象とはならないことになっています。
　具体的には、繰下げ受給の老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日
の属する月（受給権取得月）の前月までの被保険者期間を基礎とした報酬比例の年金額
に、平均支給率を乗じ、さらに繰下げ受給の増額率を乗じて得た額となります。この場
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①社会保障
（多様な就労・社会参加に向けた年金制度改革等）
　 　高齢者、女性をはじめとして多様な就労・社会参加を促進するため、勤労者が広く被用者保険

でカバーされる勤労者皆社会保険制度※の実現を目指して検討を行う。働き方の多様化に応じた
年金受給開始時期の選択肢の拡大、被用者保険の適用拡大について検討を進めるなど、多様な生
き方、働き方に対応した社会保障制度を目指す。（略）

　 　短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、これまでの被用者保険
の適用拡大及びそれが労働者の就業行動に与えた影響についての効果検証を行いつつ、法案提出
も含めた必要な措置を講ずる。（略）

　　※被用者保険の更なる適用拡大。

○ 全世代型社会保障検討会議中間報告（令和元年12月19日）（抄）
第２章　各分野の具体的方向性
１．年金
　 　人生100年時代を迎え、働き方やライフスタイルが多様化する中で、年金制度においても、多

様な就労への対応、より長く働くことへの支援、自らの選択によって高齢期の経済基盤の充実を
図ることができるための環境整備を進める。このため、2020年の通常国会に必要な法案の提出を
図る。

（２）厚生年金（被用者保険）の適用範囲の拡大
　　 　多様な働き方が拡大し、産業構造や就労構造の変化のスピードも速くなる中でも、全ての世

代が安心して働くことができ、老後の安心を確保するためには、働き方の形態にかかわらず充
実した社会保障制度を整備する必要がある。

　　 　現在は、週労働時間20～30時間の短時間労働者については、従業員500人以下の企業で働く
場合、被用者であるにもかかわらず、厚生年金（被用者保険）への加入が強制されていないた
め、この企業規模要件について見直しを行う必要がある。

　　 　一方、中小企業・小規模事業者は、利益率が大企業に比して低く、労働分配率も高水準に
なっており、最低賃金引上げや働き方改革など多くの課題に直面する中で、適用拡大による新
たな事業者負担が大きな影響を及ぼすことが危惧される。

　　 　他方、適用拡大の影響は業種によって異なり、特にパート比率の高い卸売・小売業やサービ
ス業などで深刻と思われることから、そうした業界の声をよく聞きながら検討する必要があり、
また、改革が実行される場合には、段階的な適用拡大の検討や中小企業・小規模事業者の生産
性向上への支援、取引慣行の是正が必要である。

　　 　以上を踏まえ、今回の改正では、50人超規模の企業まで厚生年金（被用者保険）の適用範囲
を拡大することとする。スケジュールについては、2024年10月に50人超規模の企業まで適用す
ることとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022
年10月に100人超規模の企業までは適用することを基本とする。

　　 　この際、中小企業・小規模事業者の生産性向上への支援を図るため、先端技術の実装を含め、
革新的な製品・サービス開発のための設備投資支援や、小規模事業者に特化した販路開拓支援、
ITツールの導入支援等を複数年にわたって継続的に実施する仕組みを構築し、必要な財源を確
保することとする。

　　 　あわせて、短時間労働者への適用要件のうち、１年以上の勤務期間要件は、実務上の取扱い
の現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の２ヶ月超の要件を適用する。

　　 　また、５人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務
を取り扱う士業について、適用業種に追加する。

（ 出典：厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要　参考資料集」（PDF） 
（https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636614.pdf）、33・34頁）
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年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第40号）関係条文

●国民年金法（昭和34年法律第141号）（抄）〔第１条関係〕
　［公布日または令和３年４月１日施行］   4

●国民年金法（昭和34年法律第141号）（抄）〔第２条関係〕
　［令和３年８月１日または令和４年４月１日施行］   10

●国民年金法（昭和34年法律第141号）（抄）〔第３条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   17

●厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）（抄）〔第４条関係〕
　［公布日、公布日から起算して20日を経過した日、令和３年４月１日、
　令和４年４月１日または令和４年10月１日施行］   18

●厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）（抄）〔第５条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   55

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）（抄）〔第６条関係〕
　［公布日施行］   57

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）（抄）〔第７条関係〕
　［令和３年４月１日施行］   58

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）（抄）〔第８条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   60

●��公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の
　一部を改正する法律（平成24年法律第62号）（抄）〔第９条関係〕
　［令和４年10月１日施行］   61

●�公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の
　一部を改正する法律（平成24年法律第62号）（抄）〔第10条関係〕
　［令和６年10月１日施行］   63

●政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
　（平成26年法律第64号）（抄）〔第11条関係〕
　［公布日または令和３年４月１日施行］   65

新旧対照条文（抄）　　目次

02_年金制度機能強化法の改正点の解説_法令編.indd   1 2020/08/17   14:40



2

●特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年法律第166号）（抄）
　〔第12条関係〕
　［公布日または令和３年８月１日施行］   66

●年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成24年法律第102号）（抄）〔第13条関係〕
　［公布日または令和３年８月１日施行］   68

●児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）（抄）〔第14条関係〕
　［令和３年３月１日施行］   71

●国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）（抄）〔第15条関係〕
　［令和３年４月１日、令和４年４月１日または令和４年10月１日施行］   72

●国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）（抄）〔第16条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   86

●地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）（抄）〔第17条関係〕
　［令和４年４月１日または令和４年10月１日施行］   88

●地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）（抄）〔第18条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   102

●私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）（抄）〔第19条関係〕
　［令和４年４月１日または令和４年10月１日施行］   104

●確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）（抄）〔第20条関係〕
　［公布日または令和４年５月１日施行］   109

●確定拠出年金法（平成13年法律第88号）（抄）〔第21条関係〕
　［公布日、公布の日から起算して６月を超えない範囲で政令で定める日、
　令和３年４月１日または令和４年４月１日施行］   116

●確定拠出年金法（平成13年法律第88号）（抄）〔第22条関係〕
　［令和４年５月１日施行］   120

●確定拠出年金法（平成13年法律第88号）（抄）〔第23条関係〕
　［令和４年10月１日施行］   130

●公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
　（平成25年法律第63号）（抄）〔第24条関係〕
　［公布日、令和４年４月１日または令和４年５月１日施行］   133

●公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
　（平成25年法律第63号）（抄）〔第25条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   143

●独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）（抄）〔第26条関係〕
　［令和４年４月１日または令和４年５月１日施行］   145

●独立行政法人福祉医療機構法（平成14年法律第166号）（抄）〔第28条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   150
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●健康保険法（大正11年法律第70号）（抄）〔第29条関係〕
　［公布日または令和４年10月１日施行］   161

●国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）（抄）〔附則第42条関係〕
　［公布日、公布日から起算して20日を経過した日または令和４年４月１日施行］   164

●国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）（抄）〔附則第43条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   168

●国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第105号）（抄）
　〔附則第46条関係〕
　［令和３年４月１日施行］   170

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成６年法律第95号）（抄）〔附則第47条関係〕
　［令和３年４月１日施行］   171

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成６年法律第95号）（抄）〔附則第48条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   172

●厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成８年法律第82号）（抄）〔附則第49条関係〕
　［令和３年４月１日、令和４年４月１日または令和５年４月１日施行］   187

●国民年金法等の一部を改正する法律（平成12年法律第18号）（抄）〔附則第50条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   189

●社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
　（平成19年法律第104号）（抄）〔附則第51条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   190

●社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
　（平成19年法律第104号）（抄）〔附則第52条関係〕
　［令和５年４月１日施行］   191

●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24年法律第63号）（抄）〔附則第55条関係〕
　［公布日、令和３年４月１日または令和４年４月１日］   192

●公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律
　（平成28年法律第114号）（抄）〔附則第56条関係〕
　［公布日施行］   201

●株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律（昭和29年法律第91号）（抄）
　〔附則第69条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   202

●沖縄振興開発金融公庫法（昭和47年法律第31号）（抄）〔附則第72条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   205

●株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）（抄）〔附則第88条関係〕
　［令和４年４月１日施行］   207

◎年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40号）
　附則（抄）   209
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