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１

1 短時間労働者への厚生年金保険・健康保険適用の促進

短時間労働者への厚生年金保険・
健康保険適用の促進
短時間労働者が適用を受けるための条件
労働者が厚生年金保険の被保険者になるには、次の《厚生年金保険の被保険者の適用条
件》のとおりにいくつかの条件を満たす必要があります。なお、健康保険の被保険者に該当
するかどうかの基準も、条件の１つ「70歳未満」が「75歳未満」に置き換わるという点を除
いて、同じです。
１週間の所定労働時間が同じ事業所における「通常の労働者」（いわゆる「正社員」など
が当てはまります）よりも短い「短時間労働者」（いわゆる「パートタイマー」などが当て
はまります）も、７頁の〈20時間以上等の要件〉に記されたいくつかの条件を満たせば、厚
生年金保険および健康保険の被保険者になります。
《厚生年金保険の被保険者の適用条件》⑴～⑹はすべて満たされていると仮定します。通
常の労働者の１週間の所定労働時間が40時間であると仮定すれば、１週間の所定労働時間が
30時間以上である短時間労働者は、１か月の所定労働日数についても〈４分の３要件〉を満
たせば、厚生年金保険・健康保険の被保険者になります。
また、非正規雇用の労働者に対する社会保障を充実させる観点から平成28年10月に制度が
改正され、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者も、賃金月額
88,000円以上などの〈20時間以上等の要件〉①～⑤をすべて満たせば、厚生年金保険・健康
保険に加入するようになっています。このうち、適用事業所の規模に関する条件⑤は、短時
間労働者への厚生年金保険・健康保険の適用をさらに促進するため、平成29年4月から改正
されることになりました。次に、この適用事業所の規模に関する条件の内容について説明し
ます。

《厚生年金保険の被保険者の適用条件》
下記の⑴〜⑺の条件をすべて満たせば厚生年金保険の被保険者になります。
⑴ 70歳未満であること。※１
⑵ 適用事業所※２に使用されること。
⑶ 適用事業所に使用されるのが日雇いでも２か月以内の有期でもないこと。※３
⑷ 使用される適用事業所の所在地が一定していること。※４
⑸ 適用事業所で従事する業務が季節的でないこと。※５
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2 産前産後にある国民年金第１号被保険者の保険料免除

定額部分または繰上げ調整額（と③加給年金額）は支給停止になることはなく全額が支給さ
れます。

国または地方公共団体の規模500人以下の適用事業所に使用される短時間労働者
平成29年4月1日
▼
厚生年金保険の被保険者でない

厚生年金保険の被保険者である

報酬比例部分 ➡ 支給停止なし

報酬比例部分 ➡ 一部または全部の支給停止があり得る

定額部分または繰上げ調整額
➡ 支給停止なし

定額部分または繰上げ調整額
➡ 原則的には全部が支給停止支給となるが、
経過措置により例外的に支給停止なしで全部支給

産前産後にある
国民年金第１号被保険者の保険料免除
国民年金の第２号・第３号被保険者が産前産後にある場合
国民年金第２号被保険者は、国民年金の保険料を納付する必要はありませんが、厚生年金
保険の被保険者として厚生年金保険の保険料を事業主とともに負担しています。また、国民
年金第３号被保険者は、国民年金の保険料を納付する必要も、厚生年金保険の保険料を負担
することもありません。
国民年金第２号被保険者が産前産後休業【出産日および出産予定日のうちどちらか早いほ

国または地方公共団体以外の、規模500人以下の適用事業所に使用される短時間労働者
労使合意の申出受理日
平成29年4月1日 （平成30年4月30日までに）
▼
▼
厚生年金保険の被保険者でない

厚生年金保険の被保険者である

報酬比例部分 ➡ 支給停止なし

報酬比例部分 ➡ 一部または全部の支給停止があり得る

定額部分または繰上げ調整額 ➡ 支給停止なし

定額部分または繰上げ調整額
➡ 原則的には全部が支給停止支給となるが、
経過措置により例外的に支給停止なしで全部支給

うの日以前42日目（多胎妊娠の場合には98日目）から、出産日の後56日目までの間に、妊娠
または出産が理由で労働に従事しないこと】をする間は、厚生年金保険の保険料の負担は本
人分も事業主分も免除されます（厚年法第81条の２の２）。そして、13頁の「老齢基礎年金
の額」の表の中のＤからわかるように、国民年金第２号被保険者期間のうち、産前産後休業
をした月は、そうでない月と同様に、老齢基礎年金の額を計算する際に満額につながる１月
として評価されます。
国民年金第３号被保険者は、産前産後にあるかどうかにかかわらず、国民年金の保険料も
厚生年金保険の保険料も負担することがありません。そして、13頁の「老齢基礎年金の額」
の表の中のＦからわかるように、国民年金第３号被保険者期間の各月は、産前産後にある月
であるかどうかにかかわらず、老齢基礎年金の額を計算する際に満額につながる１月として
評価されます。

国民年金の第１号被保険者が産前産後にある場合

（平成31年4月以後の国年法第88条の2関係）

国民年金第１号被保険者は、本人・世帯主・配偶者の所得などの状況が所定の基準を満た
せば国民年金の保険料の納付を一部または全部免除されますが、免除されない分の国民年金
の保険料は自ら納付しなければなりません。そして、13頁の「老齢基礎年金の額」の表の中
の青字部分からわかるように、国民年金第１号被保険者期間の各月は、老齢基礎年金の額を
計算する際に、その月分の国民年金の保険料のうちどの割合が納付されたかに応じて０月、
１/８月、２/８月……６/８月、７/８月または８/８月（＝１月）として評価されます。
〈平成31年３月以前〉
国民年金の保険料の納付がどの程度免除されるかを判定する基準に、産前産後にあるかど
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3
（１−１/３）＝６分の１の給付と国庫負担による３分の１の給付を合わせて６分の３月と
して計算されます。
保険料納付分
1
×
4

本人負担分
１
１−
3

＋

国庫負担分
1
3

＝

給付額
3
6

保険料納付済期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の１免除期間、国庫負担引上げ前
後の保険料半額免除期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の３免除期間を合算した期間

3 年金額の改定方法の見直しについて

年金額の改定方法の見直し
について
年金額改定方法の概要

が480月を超える場合には、年金額の算定の基礎から除外される国庫負担引上げ前の保険

国民年金および厚生年金保険の財政については、保険料負担などから成る収入と給付に充

料４分の３免除期間が発生することになります。このような場合、国庫負担分を除いて保

てる支出とがおよそ100年間（「財政均衡期間」といいます）にわたって均衡するように運営

険料の４分の１を納付した実績のみが評価されて、１/４×（１−１/３）＝６分の１として

することが法律により規定されています。その均衡を図るため、政府は少なくとも５年ごと

計算されます。

に、その時点における収支の現況とその時点以後の財政均衡期間における収支の見通しを作

７．国庫負担引上げ後の全額免除期間

成することになっています。（国年法第４条の３、厚年法第２条の４）

国庫負担引上げ後の全額免除期間は、国庫負担による２分の１の給付のみが行われ、８
分の４月として計算されます。
保険料納付分
0
×
4

国民年金および厚生年金保険の財政収入のうちの保険料については、その負担率が固定さ
れています（「保険料水準固定方式」といいます）が、このような制約のもとで長期的に財

本人負担分
１
１−
2

＋

国庫負担分
1
2

＝

給付額
4
8

政収支を均衡させてゆくための措置として、年度ごとに年金給付額を改定する際、年金額を
労働者１人あたりの名目手取り賃金額の変動または物価の変動に合わせてスライドさせるだ
けでなく、必要に応じて「マクロ経済スライド」という調整も行うことになっています。

保険料納付済期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の１免除期間、国庫負担引上げ前

マクロ経済スライドにより調整が行われると、年度ごとに改定される年金額は、賃金スラ

後の保険料半額免除期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の３免除期間、国庫負担引き

イドまたは物価スライドによって算出される水準から、財政収入を支える現役世代人口の減

上げ後の全額免除期間を合算した期間が480月を超える場合には、年金額の算定の基礎か

少や平均余命の伸びによる給付支出の増大に合わせて引き下げられます。

ら除外される国庫負担引上げ後の保険料全額免除期間が発生しますが、これについては、
国庫負担分を除いた保険料の納付実績がありませんので、０月として計算されます。
８．国庫負担引上げ前の全額免除期間

れまでの経過を述べますと、調整期間は、平成17年度から始まり、現在も続いています。収
支の現況と見通しにより、マクロ経済スライドで年金額を調整しなくても財政均衡期間にわ

国庫負担引上げ前の全額免除期間は、国庫負担による３分の１の給付のみが行われ、６

たる収支の均衡が見込まれるようになれば、調整期間は終了することになります。また、収
支の現況と見通しにより、次回の現況・見通しの作成までの間に、標準的な労働者世帯の夫

分の２月として計算されます。
保険料納付分
0
×
6

マクロ経済スライドによる調整の対象となる年度単位の期間は「調整期間」と呼ばれ、こ

本人負担分
１
１−
3

＋

国庫負担分
1
3

＝

給付額
2
6

婦に支給される老齢年金の合計月額が現役男子労働者の手取り賃金の平均月額の50％を下回
ると見込まれる場合には、調整期間の終了その他の措置がとられることになっています。

保険料納付済期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の１免除期間、国庫負担引上げ前
後の保険料半額免除期間、国庫負担引上げ前後の保険料４分の３免除期間、国庫ｋ負担引
き上げ前後の保険料全額免除期間を合算した期間が480月を超える場合には、年金額の算
定の基礎から除外される国庫負担引上げ前の保険料全額免除期間が発生しますが、これに
ついては、国庫負担分を除いた保険料の納付実績がありませんので、０月として計算され
ます。

新規裁定者と既裁定者について
老齢厚生年金も老齢基礎年金も、その支給開始年齢は、法律上は原則として65歳
とされています。したがって、「新規裁定者」というときは、65歳時点のことを指
します。新規裁定者は賃金スライド、既裁定者は物価スライドというときは、より
正確には、64歳に到達する年度の年金額改定は賃金スライドで行い、65歳に到達す
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3 年金額の改定方法の見直しについて

■年金額改定の方法【平成30年3月以前】
N年度が調整期間にない場合
67歳以下の受給者
（新規裁定者）

68歳以上の受給者
（既裁定者）

記号の意味

N年度が調整期間にある場合
67歳以下の受給者
（新規裁定者）

AN ：N年度の67歳以下の受給者（新規裁定者）
の年金額

68歳以上の受給者
（既裁定者）
BN=BN-1×DN

AN=AN-1×WN-2/WN-5

BN=BN-1×PN-1/PN-2

賃金変動率と物価変動率が
1以上である場合
WN-2/WN-5≧PN-1/PN-2≧1

賃金変動率が物価変動
率以上である場合
WN-2/WN-5≧PN-1/PN-2

1≧WN-2/WN-5≧PN-1/PN-2

となり、PN-1/PN-2×RN<1であ

れば1となる。

たとえば、賃金変動率が2.0%増の1.020で物価変動率
が1.0%増の1.010であれば、67歳以下の年金額は賃金
上昇率2.0%で増額改定され、68歳以上の年金額は物価
上昇率1.0%で増額改定されます。

たとえば、賃金変動率が2.0%増の1.020、物価変動率
が1.0%増の1.010、調整率が0.970であれば、1.020×
0.970=0.9894<1となり、1.010×0.970=0.9797<1と
なるので、67歳以下算出率も68歳以上算出率も1となりま
す。したがって、67歳以下の年金額も68歳以上の年金額
も前年度と同じになります。

AN=AN-1×WN-2/WN-5

AN=AN-1×CN

BN=BN-1×PN-1/PN-2

賃金変動率が1以上で、物
価変動率が1以下である場 たとえば、賃金変動率が1.0%増の1.010で物価変動率
合
が1.0%減の0.990であれば、67歳以下の年金額は賃金
上昇率1.0%で増額改定され、68歳以上の年金額は物価
WN-2/WN-5≧1≧PN-1/PN-2
下落率1.0%で減額改定されます。

賃金変動率と物価変動率が
1以下である場合

AN=AN-1×CN

＊この場合、DNは、PN-1/PN-2×
RN≧1であればPN-1/PN-2×RN

AN=AN-1×WN-2/WN-5

BN=BN-1×PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が1.0%減の0.990で物価変動率
が2.0%減の0.980であれば、67歳以下の年金額は賃金
下落率1.0%で減額改定され、68歳以上の年金額は物価
下落率2.0%で減額改定されます。

BN=BN-1×PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が1.0%増の1.010、物価変動率
が1.0%減 の0.990、 調 整 率 が0.970で あ れ ば、1.010
×0.970=0.9797<1となるので、67歳以下算出率は1
となります。したがって、67歳以下の年金額は前年度
と同じになり、68歳以上の年金額は物価下落率1.0%で
減額改定されます。
AN=AN-1×WN-2/WN-5

BN=BN-1×PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が1.0%減の0.990で物価変動率
が2.0%減の0.980であれば、67歳以下の年金額は賃金
下落率1.0%で減額改定され、68歳以上の年金額は物価
下落率2.0%で減額改定されます。
BN=BN-1×DN

AN=AN-1×WN-2/WN-5

BN=BN-1×WN-2/WN-5

賃金変動率と物価変動率が
1以上である場合
1≦WN-2/WN-5<PN-1/PN-2

賃金変動率が物価変動
率を下回る場合
WN-2/WN-5<PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が1.0%増の1.010で物価変動率
が2.0%増の1.020であれば、67歳以下の年金額も68歳
以上の年金額も賃金上昇率1.0%で増額改定されます。

AN=AN-1
BN=BN-1
賃 金 変 動 率 が1を 下 回 り、
物価変動率が1以上である たとえば、賃金変動率が1.0%減の0.990で物価変動率
場合
が1.0%増の1.010であれば、年金額の改定はなく、67
歳以下の年金額も68歳以上の年金額も前年度と同じに
WN-2/WN-5<1≦PN-1/PN-2
なります。
賃金変動率と物価変動率が
1を下回る場合
WN-2/WN-5<PN-1/PN-2<1

AN=AN-1×PN-1/PN-2

BN=BN-1×PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が2.0%減の0.980で物価変動率
が1.0%減の0.990であれば、67歳以下の年金額も68歳
以上の年金額も物価下落率1.0%で減額改定されます。
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AN=AN-1×CN

＊この場合、DNは、WN-2/WN-5
×RN≧1であればWN-2/WN-5

×RNとなり、WN-2/WN-5×
RN<1であれば1となる。

たとえば、賃金変動率が1.0%増の1.010、物価変動率
が2.0%増 の1.020、 調 整 率 が0.970で あ れ ば、1.010
×0.970=0.9797<1となるので、67歳以下算出率も
68歳以上算出率も1となります。したがって、67歳以
下の年金額も68歳以上の年金額も前年度と同じになり
ます。
AN=AN-1

BN=BN-1

たとえば、賃金変動率が1.0%減の0.990で物価変動率
が1.0%増の1.010であれば、年金額の改定はなく、67
歳以下の年金額も68歳以上の年金額も前年度と同じに
なります。
AN=AN-1×PN-1/PN-2

BN=BN-1×PN-1/PN-2

たとえば、賃金変動率が2.0%減の0.980で物価変動率
が1.0%減の0.990であれば、67歳以下の年金額も68歳
以上の年金額も物価下落率1.0%で減額改定されます。
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BN ：N年度の68歳以上の受給者（既裁定者）
の年金額
WN：N年度の労働者1人あたりの名目手取り
賃金額
PN-1：N年度の前年の物価指数
PN-2：N年度の前々年の物価指数
IN ：N年度の公的年金被保険者総数
RN ：N年度の調整率
RN＝IN-2/IN-5×0.997
右辺>1であればRN＝1

【

】

【

】

CN ：N年度の67歳以下算出率
CN＝WN-2/WN-5×RN
右辺<1であればCN＝1

DN ：N年度の68歳以上算出率
DN＝(WN-2/WN-5とPN-1/PN-2のうち
どちらか小さいほう)×RN
右辺<1であればDN＝1

【

】

注
※
「WN-2/WN-5」は「賃金変動率」すなわち「労
働者1人あたりの名目手取り賃金額の変動
率」を意味し、
「PN-1/PN-2」は「物価変動率」
を意味します。
「IN-2/IN-5」は「公的年金
※RNの定義において、
被保険者総数の変動率」を意味し、
「0.997」
は平均余命の長期的な伸びに反比例するよう
に設定された係数です。これらをかけ合わせ
て得られる値RNは、マクロ経済スライドに
よる年金額引下げの程度を示すものであり、
「N年度の調整率」と呼ばれます。
※「賃金変動率」
（「労働者1人あたりの名目手
取り賃金額の変動率」）および「公的年金被
保険者総数の変動率」は、法律上は５年度前
の数値に対する前々年度の数値の比率の３乗
根となる率と規定されていますが、ここでは
便宜上「WN-2/WN-5」および「IN-2/IN-5」と表
記しています。
※
「算出率」は、法律上は平成30年４月以後の
年金額の改定に用いられる概念ですが、平成
30年３月以前の年金額の改定にあてはめる
と、WN-2/WN-5ま た はPN-1/PN-2に 調 整 率RNを
乗じて得た率に相当します。平成30年４月
以後は、これに前年度の「特別調整率」を乗
じて得た率となります。

3 年金額の改定方法の見直しについて

マクロ経済スライドの未調整は将来に繰り越して調整【平成30年4月以後】

（改正法第１条および第３条関係）

の伸びが小さい場合」がこれに該当し、24・25頁の表では、年金額改定の計算式に「算出率
ＣN」または「算出率ＤN」が現れる場合のうち、「算出率ＣN」または「算出率ＤN」が１と
なる場合がこれに該当します。この場合、賃金スライドまたは物価スライドはその全部が年

19頁の下の図「調整が制限される場合」からわかるように、マクロ経済スライドによる調

金額の改定に反映されますが、マクロ経済スライドはその一部しか年金額の改定に反映され

整は、常に実施されるものでも完全に実施されるものでもなく、未調整が起きる可能性があ

ません。「特別調整率ＳN-１」または「特別調整率ＴN-１」が１であるという仮定のもとで、マ

ります。調整期間において発生した未調整を放置し続ければ、少子化や平均寿命の伸びなど

クロ経済スライドによって年金額は、「賃金変動率 ＷN-２/ＷN-５」または「物価変動率 ＰN-１/

の社会の長期的な構造変化のなかで年金制度を安定的に持続させることが難しくなるおそれ

ＰN-２」の逆数分までは引き下げられます（１に引き戻されます）が、
「調整率ＲN」分まで引

があります。そこで、平成30年４月からマクロ経済スライドのルールが変更されることとな

き下げられることはありません。ただし、そのＮ年度の「特別調整率ＳN」または「特別調整

りました。変更後は、マクロ経済スライドによって年金額を調整することが不完全に終わっ

率ＴN」は、【「賃金変動率 ＷN-２/ＷN-５」または「物価変動率 ＰN-１/ＰN-２」】×「調整率ＲN」

た年度があれば、その未調整分は後のできるだけ早い年度に繰り越して調整されます。

に等しくなります。すると、Ｎ年度の年金額の計算ではマクロ経済スライドが【「賃金変動

平成30年４月以後の年金額改定の計算式は24・25頁の表「年金額改定の方法【平成30年

率 ＷN-２/ＷN-５」または「物価変動率 ＰN-１/ＰN-２」】×「調整率ＲN」の分だけ未調整に終わ

４月から平成33年３月まで】」のとおりであり、マクロ経済スライド分の乗率は「調整率」

りましたが、この未調整分は「特別調整率ＳN」または「特別調整率ＴN」を通じて翌Ｎ＋１

に前年度の「特別調整率」をかけたものとなります。繰り越し調整のしくみはここに具体化

年度の「算出率ＣN＋１」または「算出率ＤN＋１」の要素として生き残ることとなります。そ

されていますが、次にその概要を説明します。

して、もしＮ＋１年度に賃金スライドまたは物価スライドによって年金額が大幅に増加した
うえでマクロ経済スライドによって年金額が調整されることとなれば、Ｎ＋１年度の年金額

〈マクロ経済スライドによる調整が行われなかった場合の繰り越し〉

の計算におけるマクロ経済スライド分の乗率は、【「賃金変動率 ＷN-２/ＷN-５」または「物価

調整期間における未調整のケース２つのうちの１つ、賃金スライドまたは物価スライドに

変動率 ＰN-１/ＰN-２」】×「調整率ＲN」×「調整率ＲN＋１」となり、したがって、「Ｎ＋１年

よって年金額が変化しなかったり減少したりする場合を考えてみます。19頁の下の図では

度の年金額」は「Ｎ－１年度の年金額」×【「賃金変動率 ＷN-２/ＷN-５」または「物価変動率

「賃金（物価）の伸びがマイナスの場合」がこれに該当し、24・25頁の表では、年金額改定

ＰN-１/ＰN-２」】×【「賃金変動率 ＷN-１/ＷN-４」または「物価変動率 ＰN/ＰN-１」】×「調整率

の計算式に「算出率ＣN」または「算出率ＤN」が現れない場合がこれに該当します。この場

ＲN」×「調整率ＲN＋１」＝「Ｎ－１年度の年金額」×「Ｎ－１年度からＮ＋１年度にわた

合、年金額の改定は賃金スライドまたは物価スライドにとどまり、さらにマクロ経済スライ

る賃金または物価の変動率」×「調整率ＲN」×「調整率ＲN＋１」となります。これは、Ｎ

ドによって年金額が調整されることはありません（「調整率ＲN」がそのＮ年度の年金額の計

年度にその必要性が発生したマクロ経済スライドは、Ｎ年度にその一部しか年金額の改定に

算に影響を及ぼすことはありません）。ただし、そのＮ年度の「特別調整率ＳN」または「特

反映されないけれども、年度をまたがりＮ＋１年度まで待てばその全部が年金額の改定に反

別調整率ＴN」は、Ｎ－１年度の水準に「調整率ＲN」を乗じて得られる率に等しくなります。

映されるに至るということ、すなわちＮ年度における未調整分がＮ＋１年度に繰り越して調

すると、
「調整率ＲN」は、Ｎ年度の年金額の計算に影響を及ぼさなかった代わりに、「特別

整されるということを意味します。

調整率ＳN」または「特別調整率ＴN」を通じて翌Ｎ＋１年度の「算出率ＣN＋１」または「算
出率ＤN＋１」の要素として生き残ることとなります。そして、もしＮ＋１年度に賃金スライ

■未調整分繰り越しのイメージ

ドまたは物価スライドによって年金額が大幅に増加したうえでマクロ経済スライドによって

Ⅰ 景気拡大期

Ⅱ 景気後退期

Ⅲ 景気回復期

年金額が調整されることとなれば、
「算出率ＣN＋１」または「算出率ＤN＋１」を基準にして改
定されるＮ＋１年度の年金額の計算に「調整率ＲN」が反映されることとなります。これは、
Ｎ年度における未調整分がＮ＋１年度に繰り越して調整されるということを意味します。
〈マクロ経済スライドによる調整が部分的であった場合の繰り越し〉
次に、調整期間における未調整のケース２つのうちのもう１つ、賃金スライドまたは物価

賃金
（物価）

賃金
（物価）

完全調整

年金額の
改定率

賃金
（物価）

部分調整

＋
未調整分
の調整
年金額の
改定率

年金額の改定なし

スライドによって年金額が増加し、マクロ経済スライドが有効となる場合であっても、賃金
スライドまたは物価スライドにマクロ経済スライドを追加したうえで最終的に算出される年

未調整分をキャリーオーバー
（繰り越し）

金額が前年度の年金額に維持される場合を考えてみます。19頁の下の図では「賃金（物価）
─ 22 ─

完全調整
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3 年金額の改定方法の見直しについて

■多年度にわたる未調整分繰り越しのイメージ（68歳以上の受給者の場合）
N年度の68歳 N年度の68歳
物価の対前年比
以上算出率 以上特別調整率
PN-1/PN-2
DN
TN

年度
N
Y

N年度の68歳以上の受給者の年金額
BN
（法律上の規定による年金額）

1

BY

PY/PY-1＜1

1

r

BY×PY/PY-1

Y+2

PY+1/PY＜1

1

r2

BY×PY/PY-1×PY+1/PY

Y+3

PY+2/PY+1＝1

1

PY+2/PY+1×r3

BY×PY/PY-1×PY+1/PY

PY+3/PY+2＞1

1
PY+2/PY+1×
（仮定④より） PY+3/PY+2×r4

BY×PY/PY-1×PY+1/PY

PY+4/PY+3＞1

PY+2/PY+1×
1
PY+3/PY+2×
（仮定⑤より）
PY+4/PY+3×r5

BY×PY/PY-1×PY+1/PY

Y+4
Y+5

調整期間

Y+1

PY+2/PY+1×
PY+3/PY+2×
PY+4/PY+3×
PY+5/PY+4×r6
（仮定⑥より）

PY+5/PY+4＞1

Y+6

1

賃金スライド・物価スライドの見直し【平成33年4月以後】

（改正法第２条および第４条関係）

国民年金および厚生年金保険における年度ごとの年金額改定の方法は、調整期間にない年
度には賃金スライドまたは物価スライドのみですが、調整期間にある年度には賃金スライド
または物価スライドにマクロ経済スライドを追加したものとなります。
賃金スライドおよび物価スライドについては、年金額を労働者１人あたりの名目手取り賃
金額の変動を上回るかたちでスライドさせると、労働者１人あたりの名目手取り賃金額と増
減をともにする保険料負担の総額を年金給付の総額が上回り、財政収支の均衡が保てなくな
るおそれがあります。ところが、現行のルールでは、物価の変動が労働者１人あたりの名

BY×PY/PY-1×PY+1/PY×PY+2/PY+1×PY+3/
PY+2×PY+4/PY+3×PY+5/PY+4×r6
=BY×（PY/PY-1×r）×
（PY+1/PY×r）×
（PY+2/
PY+1×r）×
（PY+3/PY+2×r）×
（PY+4/PY+3×
r）×（PY+5/PY+4×r）
=Y年度からY＋6年度までの各年度にマク
ロ経済スライドによる完全な調整を繰り
越さずに実行した場合の年金額

目手取り賃金額の変動を上回りかつ労働者１人あたりの名目手取り賃金額が減少する場合、
24・25頁の表では、「賃金変動率が１を下回り、物価変動率が１以上である場合 ＷN-2/ＷN-5
＜１≦PN-1/PN-2」と「賃金変動率と物価変動率が１を下回る場合 ＷN-2/ＷN-5＜PN-1/PN-2＜１」
がこれに該当しますが、このような場合には、年金額が労働者１人あたりの名目手取り賃金
額の変動を上回るかたちでスライドすることとなっています。
そこで、給付水準を現役世代の負担能力に見合ったものにするという理念を徹底させるた
め、平成33年４月から、賃金スライドおよび物価スライドのルールが変更されることとなり

仮定

ました。変更後は、賃金スライドおよび物価スライドは労働者１人あたりの名目手取り賃金

①上記のすべての年度について、賃金変動率は物価変動率以上であると仮定します。

額の変動の範囲内に制限されます。
平成33年４月以後の年金額改定の計算式は28・29頁の表「年金額改定の方法【平成33年

②Y年度の68歳以上特別調整率TYは1であると仮定します。
③上記のすべての年度Nについて調整率RNは同一の定数 r であり、0＜r＜1であると仮定します。
④PY+2/PY+1×PY+3/PY+2×r4＜1と仮定します。

４月以後】」のとおりです。物価の変動が労働者１人あたりの名目手取り賃金額の変動を上
回りかつ労働者１人あたりの名目手取り賃金額が減少する場合、28・29頁の表では、「賃金

⑤PY+2/PY+1×PY+3/PY+2×PY+4/PY+3×r5＜1と仮定します。

変動率が１を下回り、物価変動率が１以上である場合 ＷN-2/ＷN-5＜１≦PN-1/PN-2」と「賃金

⑥PY+2/PY+1×PY+3/PY+2×PY+4/PY+3×PY+5/PY+4×r6≧1と仮定します。

変動率と物価変動率が１を下回る場合 ＷN-2/ＷN-5＜PN-1/PN-2＜１」がこれに該当しますが、
このような場合には、年金額が労働者１人あたりの名目手取り賃金額の変動を上回るかたち
でスライドすることはなくなります。

PN-1/PＹ-1
BN/BY

■物価変動が賃金変動を上回る場合の賃金スライド・物価スライド

マクロ経済スライドを完全かつ
繰り越さずに実施した場合の
年金額の対Ｙ年度比

物価変動率 〉 賃金変動率 〉 １

１ 〉 物価変動率 〉 賃金変動率

物価変動率 〉 １ 〉 賃金変動率
既裁定

新規裁定

賃金

新規裁定

1

既裁定

物価

賃金

Y＋1年度

Y＋2年度

Y＋3年度
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Y＋4年度

Y＋5年度

Y＋6年度

新規裁定

既裁定

物価

Y年度

物価

賃金

（改正において変更なし）

改正により年金額改定に反映
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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）関係条文
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）関連新旧対照条文（抄）
●国民年金法（昭和34年法律第141号）
（抄）〔第１条関係〕
［施行日：平成28年12月26日または平成30年４月１日または平成31年４月１日］

3

●国民年金法（昭和34年法律第141号）
（抄）〔第２条関係〕
［施行日：平成33年４月１日］

18

●厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）
（抄）〔第３条関係〕
［施行日：平成28年12月26日または平成30年４月１日］

22

●厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）
（抄）〔第４条関係〕
［施行日：平成33年４月１日］

31

●年金積立金管理運用独立行政法人法（平成16年法律第105号）
（抄）〔第５条関係〕
［施行日：平成28年12月26日または平成28年12月26日から起算して３月を超えない
範囲内において政令で定める日または平成29年10月１日］

43

●日本年金機構法（平成19年法律第109号）
（抄）〔第６条関係〕
［施行日：平成28年12月26日または平成28年12月26日から起算して３月を超えない
範囲内において政令で定める日］

62

●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７条関係〕
［施行日：平成29年４月１日］

65

●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）附則（抄）〔附則第11条関係〕
［施行日：平成31年４月１日］

80

●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）附則（抄）〔附則第11条関係〕
［施行日：平成31年４月１日］

83

●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）附則（抄）〔附則第12条関係〕
［施行日：平成30年４月１日または平成33年４月１日］
1

86

●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

国 民 年 金 法（昭和34年法律第141号）
（抄）

共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則（抄）
〔附則第13条関係〕
［施行日：平成30年４月１日］

91

93

◎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

106条第１項及び第108条第２項の改正規定並びに附則第５条第11項の改正規定］
〔第１条関係〕 

〈関係政令〉
●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の一部の
98

●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の一部の
施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成29年政令第37号）


99

〈関係省令〉

正

後

改

（用語の定義）

（用語の定義）

第５条

第５条

この法律において、
「保険料納付済期間」

この法律において、
「保険料納付済期間」

とは、第７条第１項第１号に規定する被保険者と

とは、第７条第１項第１号に規定する被保険者と

しての被保険者期間のうち納付された保険料（第

しての被保険者期間のうち納付された保険料（第

96条の規定により徴収された保険料を含み、第90

96条の規定により徴収された保険料を含み、第90

条の２第１項から第３項までの規定によりその一

条の２第１項から第３項までの規定によりその一

部の額につき納付することを要しないものとされ

部の額につき納付することを要しないものとされ

た保険料につきその残余の額が納付又は徴収され

た保険料につきその残余の額が納付又は徴収され

たものを除く。以下同じ。）に係るもの及び第88

たものを除く。以下同じ。）に係るもの、第７条

条の２の規定により納付することを要しないもの

第１項第２号に規定する被保険者としての被保険

とされた保険料に係るもの、第７条第１項第２号

者期間及び同項第３号に規定する被保険者として

に規定する被保険者としての被保険者期間並びに

の被保険者期間を合算した期間をいう。

２

２～９ （略）

この法律において、「保険料免除期間」とは、

118

保険料全額免除期間、保険料４分の３免除期間、
保険料半額免除期間及び保険料４分の１免除期間

●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の一部の

を合算した期間をいう。

施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令（平成29年財務省令第8号）

３

120

この法律において、
「保険料全額免除期間」と
は、第７条第１項第１号に規定する被保険者とし
ての被保険者期間であつて第89条第１項、第90条

●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の一部の

第１項又は第90条の３第１項の規定により納付す

施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令（平成29年総務省令第18号）


前

期間を合算した期間をいう。

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令



正

同項第３号に規定する被保険者としての被保険者

●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の一部の
（平成29年厚生労働省令第21号）

（下線部分は改正部分）

改

95

施行期日を定める政令（平成28年政令第401号）

第27条の３第１項、

第５条第１項の改正規定、第87条第３項

の表の改正規定、第87条の２第２項の改正規定、第88条の次に１条を加える改正規定、第89条第１項、第

共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則（抄）
〔附則第14条関係〕

（平成28年法律第114号）附則 

②及び③に掲げる改正規定を除く改正規定、②平成30年４月１日施行

第27条の４及び第27条の５の改正規定、③平成31年４月１日施行

●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
［施行日：平成33年４月１日］

［①公布日施行

ることを要しないものとされた保険料に係るもの

123

のうち、第94条第４項の規定により納付されたも
のとみなされる保険料に係る被保険者期間を除い
たものを合算した期間をいう。
４

この法律において、「保険料４分の３免除期間」
とは、第７条第１項第１号に規定する被保険者と
しての被保険者期間であつて第90条の２第１項の
規定によりその４分の３の額につき納付すること
を要しないものとされた保険料（納付することを
要しないものとされた４分の３の額以外の４分の
１の額につき納付されたものに限る。
）に係るも
ののうち、第94条第４項の規定により納付された

2

3

厚生年金保険法〔第３条関係〕

改

正

後

改

正

改

前

るとき名目手取り賃金変動率
二

前３項の規定による基準年度以後再評価率の改
定の措置は、政令で定める。

改

正

前

じて得た率に、１を同項本文に規定する率で除

して得た率を乗じて得た率）

して得た率を乗じて得た率）

３

賃金変動率が１を下回るとき１

後

げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除

物価変動率が１を上回り、かつ、名目手取り

４

正

３

調整期間における当該年度に属する月の標準報

調整期間における当該年度に属する月の標準報

酬に係る再評価率の設定については、第43条の２

酬に係る再評価率の設定については、第43条の２

第４項の規定にかかわらず、当該年度の前年度に

第４項の規定にかかわらず、当該年度の前年度に

おけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評

おけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評

（調整期間における再評価率の改定等の特例）

（調整期間における再評価率の改定等の特例）

価率に、第１号に掲げる率及び第２号に掲げる率

価率に、可処分所得割合変化率及び第１項各号

第43条の４

第43条の４

調整期間における再評価率の改定に

を乗じて得た率（算出率が１となる場合にあつて

に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただ

ついては、前２条の規定にかかわらず、名目手取

ついては、前２条の規定にかかわらず、名目手取

は、当該乗じて得た率に、１を第３号に掲げる率

し、同項ただし書の規定による改定が行われる場

り賃金変動率に、調整率（第１号に掲げる率に第

り賃金変動率に第１号及び第２号に掲げる率を乗

に第２号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た

合は、当該乗じて得た率に、１を同項本文に規定

２号に掲げる率を乗じて得た率（当該率が１を上

じて得た率を基準とする。ただし、当該基準によ

率を乗じて得た率）を基準とする。

する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とす

回るときは、１）をいう。以下この条及び次条に

る改定により当該年度の再評価率（次項各号に掲

おいて同じ。
）に当該年度の前年度の特別調整率

げる再評価率を除く。以下この項において同じ。
）

一

可処分所得割合変化率

（新設）

を乗じて得た率を乗じて得た率（当該率が１を下

が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとな

二

調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗

（新設）

回るときは、１。以下この条において「算出率」

るときは、１を基準とする。

調整期間における再評価率の改定に

じて得た率

という。）を基準とする。

三
一

一・二 （略）

当該年度の初日の属する年の５年前の年の４

価率の改定又は設定については、前３項の規定に

は、前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

かかわらず、当該各号に定める規定を適用する。

う。
）の総数として政令で定めるところにより

る場合の区分に応じ、当該各号に定める規定を適

掲げる率を乗じて得た率（以下「調整率」と

0.997

いう。）が１を上回るとき

調整期間における次の各号に掲げる再評価率の
改定については、前項の規定にかかわらず、当該
各号に定める率を基準とする。
一

前年度の標準報酬に係る再評価率

一

物価変動率が名目手取り賃金変動率以下とな

１となる場合にあつては、当該乗じて得た率

た率（同項ただし書の規定による改定が行われ

に、１をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて

る場合にあつては、当該乗じて得た率に、１を

得た率で除して得た率を乗じて得た率）

同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて

名目手取り賃金変動率が１を下回り、かつ、
物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる
とき

二

物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る

三

とき第43条の２第２項から第４項まで
５

第１項から第３項までの特別調整率とは、第１

第43条の２第１項、第２項及び第４項

名目手取り賃金変動率が１を下回り、かつ、
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ると
き

第43条の２第２項から第４項まで

（新設）

号の規定により設定し、第２号の規定により改定

得た率）
イ

可処分所得割合変化率

（新設）

した率をいう。

ロ

調整率に当該年度の前年度の特別調整率を

（新設）

一

平成29年度における特別調整率は、１とす

乗じて得た率

る。

名目手取り賃金変動率
前々年度等の標準報酬に係る再評価率

二

可処分所

得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得

第43条の２第１項、

第２項及び第４項
るとき第43条の２第１項、第２項及び第４項

る率にロに掲げる率を乗じて得た率（算出率が

ハ

名目手取り賃金変動率が１以上となり、か
つ、第１項第１号に掲げる率に同項第２号に

各号に定める率を基準とする。

二

一

の三乗根となる率
２

イに掲げ

用する。
（削る）

前々年度における公的年金被保険者総数の比率

改定については、前項の規定にかかわらず、当該
前年度の標準報酬に係る再評価率

次の各号に掲げる場合の調整期間における再評

期間における再評価率の改定又は設定について

二

一

（新設）
４

名目手取り賃金変動率が１を下回る場合の調整

者（この法律又は国民年金法の被保険者をい

被保険者総数」という。
）に対する当該年度の

調整期間における次の各号に掲げる再評価率の

名目手取り賃金変動率

４

月１日の属する年度における公的年金の被保険

算定した数（以下この号において「公的年金

２

る。

二

（新設）
物価

特別調整率については、毎年度、名目手取り

物価

賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で

変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる

変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に

除して得た率（名目手取り賃金変動率が１を下

率を乗じて得た率（算出率が１となる場合にあ

掲げる率を乗じて得た率（同項ただし書の規定

回るときは、調整率）を基準として改定する。

つては、当該乗じて得た率に、１を同号ハに掲

による改定が行われる場合にあつては、当該乗

二

24

前々年度等の標準報酬に係る再評価率

６ （略）

５
25

前各項の規定による再評価率の改定又は設定の

