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（１）一元化後の厚生年金保険の被保険者の種別と実施機関について
　一元化後の厚生年金保険の被保険者の種別と実施機関は、【図表１】【図表２】のとおりです。

【図表１】 被保険者の種別

従来からの厚生年金保険の被保険者、
２号･３号･４号以外の厚生年金保険の被保険者

国家公務員共済組合の組合員

地方公務員共済組合の組合員

私立学校教職員共済制度の加入者

①第１号厚生年金被保険者

②第２号厚生年金被保険者

③第３号厚生年金被保険者

④第４号厚生年金被保険者

【図表２】 被保険者の種別と実施機関

実　施　機　関

厚生労働大臣
（権限を委任･事務を委託された日本年金機構）

国家公務員共済組合連合会　等

地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、
東京都職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会　等

日本私立学校振興･共済事業団

被保険者の種別

①第１号厚生年金被保険者

②第２号厚生年金被保険者

③第３号厚生年金被保険者

④第４号厚生年金被保険者

　なお、筆者は本文中、基本的に民間事業所に勤務している厚生年金保険の被保険者期間のことを「１号厚
年期間」、また、「第１号厚生年金被保険者」のことを「１号厚年」と略して表記することがあります。
　同様に、地方公務員が市役所に勤務している期間（地方公務員共済組合の組合員期間）のことを「３号厚
年期間」、また、「第３号厚生年金被保険者」のことを「３号厚年」と略して記している箇所があります（と
くに【図表】など）ので、ご了解ください。

（２）定年退職した再任用職員は、第１号厚生年金被保険者になるのか、
第３号厚生年金被保険者になるのか？

　【図表３】は、平成27年（2015年）10月に施行された被用者年金制度一元化後の厚生年金保険と国民年金
のイメージ図です。
　地方公務員共済組合に標準報酬制が導入されたのは、被用者年金一元化の平成27年（2015年）10月以後で
す。
　また、厚生年金保険の適用が短時間労働者に拡大されたのは、平成28年（2016年）10月からですが、すべ

一元化後の厚生年金保険の種別と実施機関

一元化後の共済組合の年金の名称と年金額の算定方法1

共済組合の支給する年金がよくわかる本_1909.indd   2 2019/09/09   11:40



— 3 —

ての地方自治体が特定適用事業所に該当するようになったのは、平成29年（2017年）４月からです。これに
より、地方公務員の再任用職員で、週の所定勤務時間が20時間以上等の要件を満たす短時間労働者に該当す
る場合は、第１号厚生年金被保険者となります。第３号厚生年金被保険者ではありません。
　第３号厚生年金被保険者になるのは、「地方公務員共済組合の組合員」たる厚生年金保険の被保険者です
ので（【図表１】参照）、フルタイムの再任用職員は、引き続き、第３号厚生年金被保険者となります。しか
しながら、フルタイムの再任用職員以外の再任用職員（たとえば、週の所定勤務時間が１日７時間45分×週
４日＝週31時間勤務）は、第３号厚生年金被保険者とはならず、第１号厚生年金被保険者となります。市役
所の担当職員は、地方公務員共済組合ではなく、年金事務所に資格取得届を提出することになります。
　国家公務員の再任用職員の場合も、基本的に地方公務員の場合と同様ですが、私学事業団に加入する学
校法人に勤務する教職員については、いわゆる「４分の３基準」を満たす教職員についても、短時間労働者

（その学校法人が特定適用事業所に該当する場合）についても、第４号厚生年金被保険者となります。
　この辺の情報をまとめたのが、【図表３】です。
　なお、筆者は厚生年金保険と国民年金の被保険者の種別の混用を避けるために、本文では、厚生年金保険
の被保険者については、「第１号厚生年金被保険者」「１号厚年」のように記載し、国民年金の被保険者につ
いては、「国年１号」のように記載します。

【図表３】被用者年金制度の一元化後のイメージ図
 被保険者数は平成30年3月末時点。平成31年3月28日に開催された社会保障審議会年金数理部会に提出された【資料１－２】9頁をもとに、筆者作成。

１号厚年
従来の

厚生年金被保険者

第３号
被保険者

２号厚年
国家公務員

３号厚年
地方公務員

４号厚年
私学教職員

第１号
被保険者

（国年１号） （国年３号）

1,505万人 870万人

3,911万人 107万人 285万人 55万人

国および都道府県・市町村等に勤務する
短時間勤務（週の所定勤務時間 31 時間）の
再任用職員は、第１号厚生年金被保険者となる。

第２号
被保険者

4,358万人

6,733万人
私学事業団に勤務する短時間勤務
（週の所定勤務時間 31 時間）の教職員は、
第４号厚生年金被保険者となる。

（国年２号）

■平成28年10月⇒国および都道府県・市(501人以上)・・・特定適用事業所
■平成29年4月⇒すべての市町村・一部事務組合・広域連合等・・・特定適用事業所

（３）一元化前と一元化後の地方公務員共済組合の決定する年金の名称
　被用者年金制度が一元化される前は、地方公務員共済組合においては、標準報酬制は採用されていません
でした。また、決定する年金の名称についても、地方公務員共済組合と国家公務員共済組合では、微妙に異
なる用語を用いる場合もありました。
　このため、本書においては、とくに注記等がないかぎり、地方公務員共済組合の決定する年金を中心に記
述していますので、ご了解ください。
　本書で用いる、一元化前と一元化後における地方公務員共済組合の決定する年金の名称は、【図表４】【図
表５】のとおりです。
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（１）平成31年度・令和元年度の主な新しい年金額
　平成31年度の新しい年金額については、【図表２】【図表３】【図表４】【図表５】のとおりになります。
　厚生労働省から公表されているように、すでに年金を受給している人は、平成30年度と比べると、原則と
して、0.1％の増となります。
　年額で200万円の年金を受給している人は、単純な話、年間2,000円年金額が増えることになります。
　高齢になってくると、働いている高齢者でも、給料が上がるということが難しい時代、働いていないの
に、といっては怒られてしまいますが、金融機関の普通預金の金利というか利息が、0.1％付かない時代に、
たいへんありがいたいことです。
　これがやはり、基礎年金や厚生年金など、公的年金の強みというところでしょうか。

老齢基礎年金の満額は、平成28年度の780,100円と同額！
　さて、平成31年度の老齢基礎年金の満額は、平成30年度の779,300円から0.1％増えて、780,100円になりま
した。
　この金額、どこかで、見覚えがありませんか？　そうです、平成28年度の老齢基礎年金の満額と同じ金額
となります。
　実は、被用者年金制度の一元化のあった平成27年10月、その平成27年度の老齢基礎年金の満額も、平成28
年度と同じ780,100円でした。
　つまり、平成27年度と平成28年度の老齢基礎年金の満額が780,100円と２年連続同じ金額で、平成29年度
と平成30年度の老齢基礎年金の満額は779,300円で、やはり２年間同じ金額でした（【図表１】参照）。
　言葉で説明するよりも、【図表１】をみてもらったほうがわかりやすいでしょう。

【図表１】老齢基礎年金の満額の推移
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

780,100円 780,100円 779,300円 779,300円 780,100円

老齢基礎年金の満額を求めるためには、｢改定率｣ を算出する必要がある！
　平成29年度と平成30年度の老齢基礎年金の満額は同じ金額でした。
　では、なぜ、平成31年度の老齢基礎年金の満額は、平成30年度の老齢基礎年金の満額と同額にならず、平
成28年度と同じ年金額になったのでしょうか？
　マクロ経済スライドの「調整率」は適用されたのでしょうか？　難しい言葉ですが「キャリーオーバー

（未調整分）」はどうなったのでしょうか？
　老齢基礎年金の満額を算定するためには、｢改定率｣ という数値を算出しなければなりません（【巻末資
料】213頁参照）。ここに、「調整率」「特別調整率（キャリーオーバーされた未調整分のこと）」が関係して
くるのですが、まずは平成31年度の主要な年金額をみていきましょう（【図表２】参照）。
　年金額の算出方法を示してあります。

平成31年度・令和元年度の
年金額の算定式と金額
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【図表２】平成31年度の年金額（計算過程も表示）

■老齢基礎年金（満額）
780,900円×改定率（0.999）＝780,119.10円

≒780,100円（100円単位）

■障がい基礎年金（１級）
780,100円×1.25＝975,125円（1円単位）

■子の加算額
（障がい基礎年金・遺族基礎年金）－1人目･2人目－
224,700円×改定率（0.999）＝224,475.30円

≒224,500円（100円単位）
＊子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目･2人目の金額である。

■配偶者加給年金額
（夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。
妻が年上で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様）
　　224,500円＋165,800円×改定率（0.999）
　＝224,500円＋165,634.20円
　≒224,500円＋165,600円（100円単位）
　＝390,100円（100円単位）

■中高齢寡婦加算
　（遺族基礎年金の4分の３）
　　780,100円×３╱４
　＝585,075円
　≒585,100円（100円単位）

（２）老齢厚生年金の年金額の算定式 －平成31年度の本来水準と従前額保障－

【図表３】平成31年度の年金額の算定式 －老齢厚生年金の年金額の算定式－（昭和21年４月２日以後生まれの場合）

★老齢厚生年金の年金額の算定式★ （昭和21年4月2日以後生まれの場合）

■報酬比例部分（本来水準）
平均標準報酬月額×7.125╱1000×加入月数＋平均標準報酬額×5.481╱1000×加入月数
＝〇〇円（1円単位）
＊平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成31年度の再評価率による。

■報酬比例部分（従前額保障）
平均標準報酬月額×7.5╱1000×加入月数＋平均標準報酬額×5.769╱1000×加入月数 ×0.998（従前額改定率）
＝〇〇円（1円単位）
＊平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価率による。
＊＊従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.998となる。昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、1.000となる。

■定額部分
1,626円×加入月数（480月が上限）
＝〇〇円（１円単位）
＊定額単価1,626円は、1,628円×0.999（改定率）による。

■経過的差額加算
（20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合）
1,626円×480月－780,100円×480月╱480月
　＝780,480円－780,100円
　＝380円
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（３）地方公務員共済組合の経過的職域加算額（退職共済年金）の年金額の算定式
　  　〜令和元年度の本来水準と従前額保障〜

【図表４】 平成31年度の年金額の算定式 －経過的職域加算額（退職共済年金）の年金額の算定式－
　　　　（昭和21年４月２日以後生まれの場合）

◆経過的職域加算額（地方公務員の旧３階部分）
（昭和21年４月２日以後生まれの場合）

■20年以上組合員の場合（本来水準）
平均給料月額×1.425╱1000×組合員期間（入庁から平成15年３月までの組合員月数）
＋平均給与月額×1.096╱1000×組合員期間（平成15年４月から平成27年９月までの組合員月数）
＝〇〇円（１円単位）
＊平均給料月額・平均給与月額は平成31年度の再評価率による。
＊組合員期間が20年未満の給付乗率は、1.425は0.713、1.096は0.548と読み替える。【巻末資料】214頁参照。

■20年以上組合員の場合（従前額保障）
｛平均給料月額×1.5╱1000×組合員期間（入庁から平成15年３月までの組合員月数）
＋平均給与月額×1.154╱1000×組合員期間（平成15年４月から平成27年９月までの組合員月数）｝
×0.998（従前額改定率）＝〇〇円（１円単位）
＊平均給料月額・平均給与月額は平成６年の再評価率による。
＊組合員期間が20年未満の給付乗率は、1.5は0.75、1.154は0.577と読み替える。【巻末資料】215頁参照。
＊�従前額改定率は、昭和13年４月２日以後生まれの人の場合、0.998となる。
　昭和13年４月１日以前生まれの人の場合、1.000となる。

◎（参考資料）経過的職域加算額の給付乗率 −昭和21年４月２日以後生まれの人の場合−

【本来水準】の給付乗率

入庁から
平成15年３月まで

組合員の加入時期
組合員期間

旧3階部分・経過的
職域加算額（退職共済年金）

20年以上＊1

20年未満

1.425/1000

7.125/1000

平成15年４月から
平成27年９月まで

0.713/1000

1.096/1000

0.548/1000

5.481/1000＊2老齢厚生年金（共済組合の2階部分）＊2

＊１　20年以上の給付乗率については、一元化前と一元化後の組合員期間を合計して判定する。
＊２　老齢厚生年金（共済組合の２階部分）の給付乗率5.481/1000については、平成15年
４月以後すべての組合員期間に適用される。なお、共済組合の旧３階部分については、
被用者年金一元化のため、平成27年９月をもって廃止されている。

【従前額保障】の給付乗率

入庁から
平成15年３月まで

組合員の加入時期
組合員期間

旧3階部分・経過的
職域加算額（退職共済年金）

20年以上＊1

20年未満

 1.5/1000

7.5/1000

平成15年４月から
平成27年９月まで

 1.154/1000

 0.75/1000 0.577/1000

 5.769/1000＊2老齢厚生年金（共済組合の2階部分）＊2

＊１　20年以上の給付乗率については、一元化前と一元化後の組合員期間を合計して判定する。
＊２　老齢厚生年金（共済組合の２階部分）の給付乗率5.769/1000については、平成15年

４月以後すべての組合員期間に適用される。なお、共済組合の旧３階部分については、
被用者年金一元化のため、平成27年９月をもって廃止されている。
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（３） 一元化後に夫に加給年金額が加算され、
一元化後に妻が、共済組合と厚生年金の加入期間が合算して20年となる場合

　それでは、次に、【事例Ｂ】を考えていきましょう。
　Ｂ夫婦の生年月日・年金加入歴等は、下図の黄色の欄をご覧ください。
　夫に加算された加給年金額は、いつ支給停止になるでしょうか？
　合算の契機を記した【図表２】（17頁）を思い起こしてください。

60歳
平成24年10月

65歳
平成29年10月

老齢基礎年金

厚生年金（１号厚年期間）25年

夫に加算された加給年金額の支給停止の時期事例B

一元化後に夫に加給年金額が加算され、
一元化後に妻が、共済組合と厚生年金の加入期間が合算して20年となる場合

夫
の
年
金
支
給
図

妻
の
年
金
支
給
図

◇Ｂ夫婦の年金データ（生計維持関係あり）
－年齢は、平成31年4月1日現在のもの－

■夫(昭和27年10月10日生まれ、現在66歳)。
一元化後に65歳となる。
厚生年金25年、国民年金10年加入納付。
受給権発生は、60歳(平成24年10月)。
65歳(平成29年10月)で、加給年金額加算。

■妻(昭和33年11月30日生まれ、現在60歳)。
共済組合(市役所勤務)14年、厚生年金6年、
国民年金15年加入納付。

61歳
令和元年11月

65歳
令和５年11月

63歳
令和３年11月

老齢基礎年金

厚生年金（１号厚年期間） 6年

厚生年金（３号厚年期間） 14年

平成27年10月

一元化

配偶者加給年金額はいつまで加算されますか？

　【事例Ｂ】のＢ夫婦の場合、一元化後に夫に加給年金額が加算され、妻の年金も、一元化後に受給権が発
生しています。
　したがって、【図表２】（17頁）に整理した合算の契機①に該当しており、妻の共済組合（３号厚年期間）
と厚生年金（１号厚年期間）の加入期間は合算され、240月以上となった共済組合（３号厚年期間）の３号
厚年の受給権が発生した令和３年11月の翌月分（12月分）から、夫の加入年金額は支給停止になることにな
ります。
　240月を満たしていますので、妻に振替加算は支給されません（いくらでもない金額ですが）。
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（４） 夫に加給年金額は加算されるのか？
一元化前に、妻に、特老厚と特退共の受給権が発生している場合

　それでは、次に、【事例C】を考えていきましょう。
　Ｃ夫婦の生年月日・年金加入歴等は、下図の黄色の欄をご覧ください。
　夫に加給年金額は加算されるのでしょうか？
　一元化前に、すでに、妻に、特老厚と特退共の受給権が発生している事例です。
　もう一度、合算の契機を記した【図表２】（17頁）を、思い起こしてみてください。

61歳
平成26年12月

65歳
平成30年12月

老齢基礎年金

特老厚 老齢厚生年金 25年

夫に加給年金額は加算されるのか？
妻の振替加算はどうなるのか？

事例C

一元化前に、妻に、特老厚と特退共の受給権が発生している場合
(合算して20年となる)

夫
の
年
金
支
給
図

妻
の
年
金
支
給
図

◇Ｃ夫婦の年金データ（生計維持関係あり）
－年齢は、平成31年4月1日現在のもの－

■夫(昭和28年12月12日生まれ、現在65歳)。
一元化後に65歳となる。
厚生年金25年、国民年金10年加入納付。
受給権発生は、61歳(平成26年12月)。
65歳(平成30年12月)で、加給年金額加算。

■妻（昭和29年8月30日生まれ、現在64歳）。
共済組合(市役所勤務)14年、厚生年金6年、国民
年金15年加入納付。特別支給の老齢厚生年金は
60歳（平成26年8月）で、特別支給の退職共済
年金は61歳（平成27年8月）で、受給権発生。

65歳
令和元年8月

61歳
平成27年8月

老齢基礎年金

老齢厚生年金（１号厚年期間） 6年特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金（３号厚年期間）　14年特別支給の退職共済年金

平成27年10月

一元化

60歳
平成26年8月

配偶者加給年金額は？

　【事例C】のC夫婦の妻の場合、妻の特老厚と特退共は一元化前から発しており、【図表２】（17頁）で示し
た①の「一元化後に年金の受給権が発生」には該当しません。
　つまり、一元化後の受給権の発生はなく、合算の契機がないので、市役所の14年（３号厚年期間）と民間
企業（１号厚年期間）の６年の加入期間は合算されません。したがって、夫が65歳になる平成30年12月に老
齢厚生年金の受給権が発生したときに、加給年金額も加算され、その翌月である平成31年１月分から、夫に
加給年金額が支給されることになります。妻が65歳になるまで、支給され続けることになります（妻が65歳
となると、夫の加給年金額は失権）。
　一方、妻は65歳に到達し、65歳時というのは、【図表２】（17頁）で示した②の合算の契機となりますの
で、市役所の14年（３号厚年期間）と民間企業（１号厚年期間）の６年の加入期間は合算され、240月以上
となり、振替加算は支給されません。
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