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総則等 

 

□ 国民年金は、昭和 34年に制定された国民年金法に基づき、同年 10月から無拠出制の

福祉年金の給付が開始され、昭和 36 年 4 月から拠出制の年金制度が開始されて、国

民皆年金の体制が成立した。 

（× H19 ★） 

⇒「同年 11月から」 

解説≫ 

昭和 34年に国民年金法が制定された当初は、無拠出制（保険料を無拠出＝福祉的）な

制度としてスタート。税金だけで賄えるはずもなく、昭和 36年 4月からは、原則、拠出

制（保険料を徴収）に移行したわけですが、本来この時点で、「国民年金法」から 

「国民年金保険法」という名称に変わってもよかったのではないかと思いますが、「保険」

という名称を使わずに「国民年金法」という名称のまま今日まできています。 

その名残で、給付に関しても、「保険給付」という名称を使わずに「給付」という名称を

用いています。 

POINT≫【沿革】 

●昭和 14年⇒船員保険法（昭和 15年施行） 

●昭和 16年⇒労働者年金法 

●昭和 19年⇒厚生年金保険法（労働者年金法を改称） 

●昭和 34年⇒国民年金法（4月制定 11月から無拠出制の福祉年金実施） 

●昭和 36年⇒国民年金法（4月から拠出制年金制度へ） 「国民皆年金」達成 

●昭和 40年⇒厚生年金基金制度創設（昭和 41年施行） 

●昭和 48年⇒物価スライド制導入 

●昭和 60年⇒基礎年金制度導入（昭和 61年 4月施行）年金制度の大改正 

●平成元年⇒財政再計算、完全自動物価スライド制導入 

●平成 6年⇒財政再計算、国民年金の脱退一時金制度導入 

●平成 9年⇒基礎年金制度導入 

●平成 13年⇒確定拠出金年金法  

●平成 14年⇒確定給付企業年金法 

●平成 15年⇒総報酬制度の導入 

●平成 16年⇒財政再計算、保険料水準固定方式、マクロ経済スライドの導入 
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□ 国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障

制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行

いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされ

ている。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

国民年金事業は、政府が管掌します。 

 

 

□ 国民年金の第 2 号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである

者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に

関する事務は、当該共済組合が行う。 

（○ H16 ★） 

解説≫用語の解説 

●裁定請求：年金加入期間などの条件を満たすことにより、受給権が発生しますが、実

際に年金を受給するためには、国に対して「年金を受ける権利の確認」をする必要があ

ります。 

この確認を受けるための手続きを裁定請求といいます。 

●共済組合：国家公務員、地方公務員が加入する年金等の保険者。単純に、社労士の試

験で「共済」と出てくれば「公務員」と置き換えれば理解し易いと思います。 

●年金保険者たる共済組合等 

①国家公務員共済組合連合会 

②地方公務員共済組合連合会 

③日本私立学校振興・共済事業団 

 

 

□ 第 1 号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係

る事実についての審査に関する事務は、市町村長（特別区の区長を含む。）が行う。

（× H22 ★★） 

⇒「第 1号被保険者期間のみを有する」 

解説≫ 

●第 1号被保険者期間のみを有する場合⇒市町村長（特別区の区長含む） 

●第 1号被保険者期間と第 3号被保険者期間が混在している場合⇒年金事務所 
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□ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された

共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振

興・共済事業団にのみ行わせることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「全国市町村職員共済組合連合会」を加えたら正しい。 

【法 3条 2項】（国民年金事業の事務） 

②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された

共済組合（以下単に「其済組合」という。）、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職

員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法（昭和 28年法

律第 245 号）の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学

校振興・共済事業団（以下「共済組合等」という。）に行わせることができる。 

 

 

□ 障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関す

る事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日が

ある者等も含めて、日本年金機構が行う。 

（× H22 ★） 

⇒「共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が行う。」 

POINT≫【共済組合等が裁定請求の事務を行う場合】 

●単一の共済組合期間のみを有する者の老齢基礎年金の裁定請求 

●初診日が共済組合期間にある障害基礎年金の裁定請求 

 

 

□ 在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内におけ

る住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。 

（× Ｈ22 ★★） 

⇒「本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田区年金事務所が行う。」 

POINT≫【在外邦人の事務手続の窓口】 

●本人が日本国内に住所を有したことがある場合 

⇒日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長（特別区の区長を

含む。） 

●本人が日本国内に住所を有したことがない場合（設問のケース） 

⇒千代田区年金事務所 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

□ 任意脱退の申請書を受理し、その承認を行うのは市町村長である。 

（× H16 ★） 

⇒「厚生労働大臣である。」 

解説≫ 

 任意脱退とは、国民年金への加入時の年齢が高く、60歳まで加入しても老齢基礎年金

の受給資格期間を満たすことができない場合等には、厚生労働大臣の承認を得て任意に

資格を喪失することができる制度です。 

・承認⇒厚生労働大臣 

・承認に係わる厚生労働大臣の権限に係わる事務⇒日本年金機構 

・任意脱退の申請書の受理⇒市町村長 

 

 

□ 付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその

申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構に委任されている。 

（× H16 ★） 

⇒「市町村長（特別区の区長を含む。）に委任されている。」 

POINT≫【市町村長（特別区の区長を含む。）の事務】 

●付加保険料の申出の受理、審査に関する事務 

●任意加入の申出の受理、審査に関する事務 

●第 1 号被保険者期間のみを有する者の老齢基礎年金の裁定請求の受理、審査に関する

事務 

解説≫ 

市町村長は、単に、申し出を受理して、内容を審査（確認）する事務を行います。 

書類受理の窓口のイメージです。設問に「権限委任」という言葉があれば誤りの可能性

があります。 

（市町村長には、権限委任されていません。） 

 

 

□ 保険料の申請免除の処分に係る厚生労働大臣の権限に係わる事務は、日本年金機構に

委任されている。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【保険料免除関係の委任】 

申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予の申請の受理及び処分に関する厚生労働大臣

の権限に係わる事務は 

⇒日本年金機構に委任 
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□ 第 1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村長及び特

別区の区長が行う。 

（× H16 ★★） 

⇒「地方自治法に規定する第 1号法定受託事務として」 

解説≫ 

本来、国や都道府県が果たすべき事務を、より適正な処理を確保するために、都道府

県、市町村、特別区に委任する事務のことを法定受託事務と称します。 

機関委任事務は、1999年の地方分権一括法により廃止されました。 

 

 

□ 国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところによ

り、日本年金機構に委任することができる。 

（× H16 ★） 

⇒「地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。」 

 

 

□ 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。 

（○ H24 ★） 

【法 5条 2項（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 1号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に係るもの、第 2号被保険者としての被保険者期間及び第 3号

被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 

 

 

□ 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とさ

れる。 

（○ H24 ★） 
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□ 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、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

のは含まない。 

（○ H24 ★★★） 

解説≫ 

 法 5条 2項（保険料納付済期間）からの問題です。 

設問の「①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た保険料」とは、 

まさに免除されている部分。 

「②その残余の額」とは、免除されていない部分の保険料のことを指します。 

例えば、４分の 1免除であれば、 

⇒○●●● 

○＝納付することを要しないものとされた額（免除）（①） 

●●●＝その残余の額（②） 

残余の額に関しては、保険料を納めることによりはじめて○●●●の期間が、保険料免

除期間になります。 

（残余の額を納めないと、「未納期間」ということになります。） 

設問では「その残余の額が納付又は徴収されたもの」とあるので、保険料納付済期間と

勘違いしてしまいますが、残余の額の保険料を納めても「保険料納付済期間」には該当

しません。 

 

 

□ 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第 1 号被保険者としての被保険

者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料

に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合

算した期間のみをいう。 

（× H21 ★） 

⇒「学生納付特例期間、若年者納付猶予期間」が漏れているので誤り。 

【法 5条 4項】（保険料全額免除期間） 

この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第 1号被保険者としての被保険者期

間であって法定免除、全額申請免除、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間の規定に

より納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、保険料の追納の規

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。 
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□ 事実婚関係と同様にあるものとは、いわゆる内縁関係にあるものをいうのであり、内

縁関係とは、婚姻の届け出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められ

る事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関

係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生

活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

事実婚の定義に関する平成 23年の通達からの出題です。 

事実婚に関しては、①の「事実関係の合意」があり、②「事実関係の存在」を要件とし

ています。 

 

 

□ 当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚

関係にある者とは認定しない。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

反倫理的な内縁関係とは、民法上で違反となる近親婚、直系姻族間、養親子関係者間

の婚姻になります。 

これに関しては、事実婚関係にある者とは認定しないということです。 

 

 

□ 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後

も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該

当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

離婚後の内縁関係が事実婚関係の「合意」と「存在」があれば認定されることがある

という内容です。 
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□ 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係

において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その

状態がおおむね 5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を

全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者とし

て認定する。 

（× H25 ★★★） 

⇒「おおむね 10年程度以上継続」 

解説≫ 

「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」とは 

⇒その状態が長期間(おおむね 10 年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそ

のまま固定していると認められる場合 

 

 

□ 内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失った

ものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある

者として認定する。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

内縁関係が重複している場合については、「先行する内縁関係における配偶者を事実婚

関係にある者とする。」ということです。 
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【法 7条】強制被保険者他 

 

□ 日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づ

く遺族給付の受給権者は、第 1号被保険者とはならない。 

（× H25 ★） 

⇒「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者は」 

POINT≫【強制被保険者】 

被保険者の種別 要件 

①第 1号被保険者 日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者で被用者年

金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付

の受給権者は除く 

②第 2号被保険者 被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者 

③第 3号被保険者 第 2号被保険者の被扶養配偶者で 20歳以上 60歳未満の者 

●国籍要件なし⇒①、②、③  

●国内居住要件扶養⇒②、③ 

●被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者 

⇒第 2号、第 3号にはなることが可能 

解説≫ 

「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受ける者」とは、60歳前に老齢又は退職を支給

事由とする年金を受けることができる者のことになります。 

具体的には、 

・炭鉱夫や船員として 15年以上厚生年金や船員保険に加入していた人は、昭和 21年４

月１日以前生まれであれば、55歳から老齢厚生年金（特別支給）の受給可能 

 

上記のように、第 1号被保険者の要件に該当する者であっても、すでに 60歳前から、老

齢等の年金が支給されているので、第 1号被保険者にはなれません。 

ただし、第 2号被保険者又は第 3号被保険者については、被用者年金各法に基づく老齢

給付等の受給権者となったときでも資格は喪失しません。 

ちなみに、「老齢」は厚生年金保険を「退職」は共済年金のことを指します。 
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□ 日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の外国人で第 2号及び第 3号被保険者に

該当しない者のうち、適法に 3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録

された者は、第 1号被保険者として適用を受ける。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

在留外国人の第 1号被保険者としての加入対象者は 

⇒適法に 3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者 

 

 

□ 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有す

ることが明らかになった者であっても第 1号被保険者としては適用されない。 

（× H25 ★★★） 

⇒「については、第 1号被保険者の適用の対象とする。」 

解説≫ 

外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等は 

⇒日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても第 1 号被保険者適用の対

象になります。 

 

 

□ 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第 2号被保険者であり、当該高齢

任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者（第 2号被保険者である者を除

く。）のうち 20歳以上 60歳未満の者は、第 3号被保険者となる。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

高齢任意加入被保険者とは 

⇒年金の受給資格期間の足りない人に限り、７０歳以上でも年金の受給権獲得まで任意

で厚生年金に入ることができる制度。 
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□ 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が 65 歳に達した際、日本国内に住所

を有する第 3 号被保険者である妻が 60 歳未満であれば、その妻は第 1 号被保険者と

なり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなけ

ればならない。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

国民年金法は、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者は、第２号

被保険者になれません。 

在職老齢年金を受給している夫には、受給権が発生しているので、夫は国民年金の第 2

号被保険者から外れます。したがって、妻は、第 3号被保険者から第 2号被保険者に 

種別の変更が必要になります。 

夫は、国民年金法の第 2号被保険者からは外れますが、厚生年金の被保険者は 70歳まで

なのでそのままです。厚生年金は、加入した分だけ金額に反映してくれます。 

 

 

□ 外国人である第 1 号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年

月日は、原則として、出国の日とする。 

（× H25 ★） 

⇒「出国の日の翌日とする。」 

 

 

□ 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60 歳に達した日に国民年金の被

保険者の資格を喪失する。 

（× H25 ★） 

⇒「65歳に達した日に」 
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□ 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第 2号被保険者

となる。 

（× H17 ★） 

⇒「国民年金の第 2 号被保険者となる。（65 歳以上の老齢又は退職を支給事由とする年

金たる給付の受給権を有する者は除く。）」 

解説≫ 

「被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者」とくれば、第 2 号被保険者のことを指

します。 

また、加入する制度によって、下記のように被保険者の呼び方が異なります。 

・厚生年金保険⇒被保険者 

・公務員の共済組合⇒組合員 

・私立学校の教職員共済⇒加入者 

POINT≫【被用者年金各法】 

①厚生年金保険法 

②国家公務員共済組合法 

③地方公務員等共済組合法 

④私立学校教職員共済法 

 

 

□ 第 2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当

該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第 1号被保険者とはならない。 

（× H21 ★） 

⇒「要件を満たしていれば、第 1号被保険者となる。」 
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□ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に規定する存続共済会が支給する旧

退職年金を受けることができる者（年齢を理由として全額支給停止されるものを除

く。）であっても、60歳未満であれば第 1号被保険者として強制適用を受ける。 

（× H21 ★★） 

⇒「第 1号被保険者とならない。」 

解説≫ 

旧法絡みの問題で難問ですが、設問に「旧退職年金を受けることができる者」とあり

ます。つまり、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者と考えれば、第

1号被保険者とはなりません。 

国民年金法や厚生年金保険法は、経過措置が多く、その為の要件や説明等の付帯条件を

問題文に加える必要があり、どうしても問題文が読みにくくなります。 

問題文の読み方としては、最初に柱になる文章を押さえます。 

設問で見ていくと、 

「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に規定する存続共済会が支給する」と 

「（年齢を理由として全額支給停止される者を除く。）」はまさに、付帯条件です。 

付帯条件を削除すれば、 

「退職年金を受けることができる者であっても、60歳未満であれば第 1号被保険者とし

て強制適用を受ける。」という柱の文章が見えてきます。 

柱の文章から論点を掴み、正誤を判断し、次に付帯条件を確認することにより正誤を導

いてください。 

 

 

□ 日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の者で、第 2号被保険者及び第 3号被保

険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受ける

ことができない場合、原則として第 1号被保険者となる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

国籍要件は問いません。法令そのものです。 

 

 

□ 60 歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養

配偶者であっても、第 3号被保険者とならない。  

（× H17 ★） 

⇒「第 3号被保険者となる。」 
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□ 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第 1号被保険者及び第 3号

被保険者である。 

（× H21 ★） 

⇒「任意加入被保険者のうち一定のものである。」 

解説≫ 

第 2号被保険者及び第 3号被保険者は、国内居住要件は問われません。 

 

 

□ 厚生年金保険の被保険者が 19 歳であって、その被扶養配偶者が 18 歳である場合は、

当該被保険者が 20 歳に達したときにその被扶養配偶者は第 3 号被保険者の資格を取

得する。 

（× H20 ★） 

⇒「第 3号被保険者の資格を取得しない。」 

解説≫ 

被保険者が 20 歳になっても、被扶養配偶者は、19 歳であり、第 3 号被保険者の要件

を満たしていないので誤りになります。 

 

 

□ 第 2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、

第 3号被保険者ではなく第 1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例

の対象になる。 

（× H24 ★） 

⇒「第 3号被保険者となり、学生の保険料納付特例の対象とはならない。」 

解説≫ 

 20歳以上の大学生であっても、第 2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第 3号被保

険者になります。 

第 3 号被保険者であれば、当然保険料免除の規定は適用されないので設問は誤りになり

ます。 

 

 

□ 第 3 号被保険者であることの認定において、第 2 号被保険者の配偶者（20 歳以上 60

歳未満）であって、主として第 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定

は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。 

（× H19 ★） 

⇒「日本年金機構が行う。」 
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□ 第 3号被保険者の規定の適用上、主として第 2号被保険者の収入により生計を維持す

ることの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案する

ことはない。 

（× H19 ★） 

⇒「勘案して日本年金機構が行う。」 

 

 

□ 主として第 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国

家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被

扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 第 3 号被保険者であることの認定において、第 2 号被保険者の配偶者（20 歳以上 60

歳未満）であって、主として第 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定

は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。 

（× H19 ★） 

⇒「日本年金機構に委任されている。」 

 

 

□ 認定対象者が第 2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入

が 130万円未満（おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する

程度の障害者を除く。）であって、かつ、第 2 号被保険者の年間収入の 2 分の 1 未満

であること。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【生計維持要件】 

世帯 認定対象者 認定対象者の年収要件 

被保険者と 

同一世帯 

（原則） 130万円未満 被保険者の年収の 

2分の 1未満 60歳以上又は 

一定の障害者 

180万円未満 

被保険者と 

別居 

（原則） 130万円未満 被保険者の援助額

より少ない 60歳以上又は 

一定の障害者 

180万円未満 

●第 3 号被保険者としての生計維持要件に該当するかどうかは、健康保険法等における

被扶養者の認定の取り扱いを勘案して認定されています。 
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□ 認定対象者が第 2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収

入が 130万円未満（おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当す

る程度の障害者を除く。）であって、かつ、第 2 号被保険者からの援助による収入額

より少ないこと。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程

度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は 180万円未満であること。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る（又

はその予定の）恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付

は除かれること。 

（× H23 ★） 

⇒「をすべて含める。」 

 

 

□ 認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とす

ること。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 日本国内に住所を有しない 20歳以上 60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が

第 2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第 3号被保険者の資格を取

得する。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

 第 3号被保険者は、国内居住要件を問わないので正しい設問になります。 

資格の取得に関しては 

●強制被保険者⇒その日 

●任意加入被保険者⇒加入の申し出をした日 
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□ すべての強制被保険者は、60 歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失す

る。 

（× H20 ★） 

⇒「第 2号被保険者を除く強制被保険者は」 

POINT≫【資格喪失時期】 

 喪失事由 

第 1号被保険者 ・国内に住所を有しなくなった時⇒翌日 

・60歳に達した時⇒当日 

・被用者年金各法の老齢等の受給権を取得した時⇒当日 

第 2号被保険者 ・65歳に達した時（老齢等の受給権を有しない者は除く）⇒当日 

・65歳以上の者が老齢等の受給権を取得した時⇒当日 

・被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した時⇒当日 

第 3号被保険者 ・被扶養配偶者でなくなった時⇒翌日 

・60歳に達した時⇒当日 

●共通 

・死亡した時⇒翌日 

 

 

□ 日本国内に住所を有しなくなった日（同日において、第 2号被保険者又は第 3号被保

険者に該当するときを除く。）の翌日に資格を喪失する。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 60歳に達した日（同日において、第 2号被保険者に該当するときを除く。）の翌日に

資格を喪失する。 

（× H19 ★） 

⇒「に資格を喪失する。」 

 

 

□ 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日（同日におい

て、第 2 号被保険者又は第 3 号被保険者に該当するときを除く。）の翌日に資格を喪

失する。 

（× H19 ★） 

⇒「に資格を喪失する。」 
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□ 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失した日（同日において、

第 1 号被保険者、第 2号被保険者又は第 3 号被保険者に該当するときを除く。）の翌

日に資格を喪失する。 

（× H19 ★） 

⇒「に資格を喪失する。」 

 

 

□ 被扶養配偶者でなくなった日（同日において、第 1号被保険者、第 2号被保険者又は

第 3号被保険者に該当するときを除く。）に資格を喪失する。 

（× H19 ★） 

⇒「の翌日に資格を喪失する。」 
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（法附則 5条 1項）任意加入被保険者 

 

POINT≫【原則と特例による任意加入被保険者】 

原則による任意加入被保険者 特例による任意加入被保険者 

（目的） 

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たす為 

・年金額を増額する為 

（目的） 

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たす為 

（対象者） 

①日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳

未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢

給付等を受けることができる者 

②日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳

未満の者 

③日本国籍を有する者その他政令で定め

う者で日本国内に住所を有しない 20 歳以

上 65歳未満の者 

（対象者） 

昭和 40年 4月 1日以前に生まれた者で、

老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事

由とする年金たる受給権を有しない者で

下記に該当する者は厚生労働大臣に申し

出て被保険者になることができる。 

①日本国内に住所を有する 65歳以上 70歳

未満の者 

②日本国籍を有する者で、日本国内住所を

有しない 65歳以上 70歳未満の者 

●特例による任意加入被保険者特有の扱い 

・付加保険料は納付できない。 

・被保険者が死亡しても、寡婦年金は支給されない。 

・老齢給付等の受給権を取得した時⇒その翌日に資格を喪失 

 

 

□ 日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労

働大臣に申し出て被保険者となることができる。 

（× H25 ★） 

⇒「日本国籍を有する限り」を削除すれば正しい。 
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□ 大学を 22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性（昭和 29年 4月 2

日生まれとする。）が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と

結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和 61 年 4 月から第 3

号被保険者となり現在（平成 25年 4月 12日とする。）に至る。この者は 60歳から報

酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60 歳以降国民年金の任意

加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。 

（× H25 ★★★） 

⇒「任意加入被保険者となることができる。」 

解説≫ 

設問の論点は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者であっても、任意加

入被保険者となることができるかどうかという点です。 

 設問の者は、昭和 61年から第 3号被保険者として 25年以上の被保険者期間を有してい

ますが、それ以前に関しては、任意加入被保険者となることにより、老齢基礎年金の満

額（480月）に満たない期間分について保険料納付済み期間とすることができます。 

 

 

□ 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない

60歳以上 65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由が

ある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなけれ

ばならない。 

（× H21 ★★） 

⇒「日本国内に住所を有する」 

解説≫ 

日本国内に住所を有する任意加入被保険者又は特例による任意加入被保険者の資格の

取得の申し出を行う場合 

⇒「口座振替納付を希望する旨」「口座振替によらない正当な事由がある旨」の申し出が

必要になります。 

 

 

□ 日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を

行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によら

ない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、

厚生労働大臣に対して行わなければならない。 

（○ H22 ★） 
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□ 日本国内に住所を有しない 20歳以上 65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加

入被保険者の資格を取得する。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【任意加入被保険者の取得時期】（特例も同様） 

●加入の申出をした日 

●口座振替納付を希望する旨の申出をした日 

 

 

□ 日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所

を有しなくなった日に第 2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第 1号被

保険者の資格を喪失し、その日に第 2号被保険者の資格を取得する。 

（× H22 ★） 

⇒「任意加入被保険者」 

 

 

□ 任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる 480月に

達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させるこ

ととした。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 65 歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免

除期間（その段階に応じて規定されている月数）を合算し、満額の老齢基礎年金が受

けられる 480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資

格を喪失する。 

（○ H24 ★） 
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□ 日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した

場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌

日に被保険者の資格を喪失する。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【任意加入被保険者の資格喪失時期】 

加入要件 喪失時期 

国内居住 

20～60歳 

・国内に住所を有しなくなった時⇒翌日 

・老齢給付等を受けることができる者でなくなった時⇒当日 

・第 3号被保険者となった時⇒当日 

・保険料を滞納し督促状の指定期限までに納付しない時⇒翌日 

国内居住 

60歳～65歳 

・国内に住所を有しなくなった時⇒翌日 

・保険料を滞納し督促状の指定期限までに納付しない時⇒翌日 

海外居住 

20～65 

・日本国内に住所を有するに至った時⇒翌日 

・日本国籍を有する者でなくなった時⇒翌日 

・60災未満で被扶養配偶者となった時⇒当日 

・保険料を滞納したまま 2年間が経過した時⇒翌日 

●共通 

・死亡した時⇒翌日 

・65歳に達した時⇒当日 

・被用者年金各法の被保険者等の資格を取得した時⇒当日 

・資格喪失の申出が受理された時⇒当日 

・老齢基礎年金の額を計算する月数の合算した月数が 480に達した時⇒当日 

解説≫ 

試験対策上、「保険料滞納」とくれば、翌日として対応してください。 

 

 

□ 第 1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を

有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を

有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。 

（× H17 ★） 

⇒設問のような規定（前納していれば申出をしたものとみなす。）はないため誤り。 

解説≫ 

設問の前納している場合は、前納した保険料のうち未経過分は、請求すれば還付されま

す。 
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□ 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20歳以上 65歳未満の任意加入被

保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失

する。 

（× H17 ★） 

⇒「その日の翌日に」 

 

 

□ 日本国内に住所を有しない 20歳以上 65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保

険料を滞納したとき、保険料を納付することなく 2年経過した日に被保険者資格を喪

失する。 

（× H22 ★） 

⇒「2年経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。」 

 

 

□ 日本国内に住所を有しない 20歳以上 65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日

本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 55 歳の任意加入被保険者

が、60 歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格

を喪失する。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 第 1 号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができ

る者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったなら

ば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国

民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加

入被保険者の申出をしたものとみなす。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

任意加入のみなし規定で正しい設問になります。 
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□ 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する 65 歳以上 70 歳未満の者が、

日本国内に住所を有しない場合は認められていない。 

（× H21 ★） 

⇒「認められる。」 

POINT≫【特例による任意加入被保険者】 

昭和 40年 4月 1日以前に生まれた者で、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由と

する年金たる受給権を有しない者で下記に該当する者は厚生労働大臣に申し出て被保険

者になることができる。 

①日本国内に住所を有する 65歳以上 70歳未満の者 

②日本国籍を有する者で、日本国内住所を有しない 65歳以上 70歳未満の者 

 

 

□ 昭和 40年 4月 1日以前に生まれた任意加入被保険者が 65歳に達した場合に、老齢又

は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の

申出があったものとみなされる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 65 歳以上 70 歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が 70 歳に達する

前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資

格を喪失する。 

（○ H17 ★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

【法 10条】任意脱退 

 

□ 第 1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなく

なった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。 

（× H21 ★） 

⇒「任意脱退の申請をすることはできない。」 

 

 

□ 過去に一度も被保険者でなかった者が第 1号被保険者となった場合に、被保険者の資

格を取得した日の属する月から 60歳に達する日の属する月の前月までの期間が 25年

に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失す

ることができる。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 被保険者でなかった者が第 1 号被保険者となった場合、60 歳までに老齢基礎年金の

受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から 60 日以内に厚生労働大臣に

任意脱退の承認の申請を行い、第 1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者と

ならなかったものとすることができる。 

（× H17 ★） 

⇒「3月以内に」 

 

 

□ 日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく

老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間（合算対象期間）

は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。 

（× H21 ★） 

⇒「被保険者期間とみなされる。」 
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【法 11条】被保険者期間 

 

【法 11条 1項】（被保険者期間） 

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日

の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 

 

□ 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を

1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得

したときは、後の被保険者期間のみをとって 1か月として算入する。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合 

⇒その月は 1月としてカウント 

⇒同月にさらに被保険者の資格取得をした時⇒後の資格で 1月としてカウント 

 

 

□ 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があ

った月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に 2回以上の種別変

更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【種別変更の具体例】 

●無職の人が会社に就職した場合 

第１号被保険者⇒第２号被保険者 

●妻が会社を退職して、自営業者の妻になった場合 

妻は、第２号被保険者⇒第１号被保険者  

●夫が会社を退職して、無職になった場合 

 夫は第２号⇒第１号被保険者、妻は第３号⇒第１号被保険者  

 

 

□ 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が 1回あり、第 1号被保険者から

第 3号被保険者となった月につき、すでに第 1号被保険者としての保険料が納付され

ている場合は、当該月は第 1号被保険者とみなす。 

（× H24 ★） 

⇒「当該月は第 3号被保険者とみなす。」 
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届出等 

 

□ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴

力を受けた第 3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計

を維持しなくなった場合であっても、第 1号被保険者への種別変更の届出は不要であ

る。 

（× H25 ★★） 

⇒「種別変更の届出は必要である。」 

 

 

□ 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の

事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネッ

トワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることがで

きる者については、当該届書を提出する必要はない。 

（× H25 ★★） 

⇒「当該届書を提しなければならない。」 

解説≫ 

老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、届書を、当該事実があった日か

ら 14日以内に、日本年金機構に提出する必要があります。 

 

 

□ 第 2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者につ

いては、国民年金原簿への記録管理は行われていない。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

当分の間、共済組合の組合員及び私立学校教職員共済制度の加入者は除外されている

ので正しい設問になります。 

 

 

□ 国民年金原簿は、厚生労働大臣が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、

その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成さ

れる。 

（× H17 ★） 

⇒「被保険者（第 2号被保険者のうち共済組合の組合員等を除く。）について」 
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□ 第 1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属す

る世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。 

（○ H18 ★） 

【法 12条】（届出） 

①被保険者（第３号被保険者を除く。）は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に

関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならな

い。 

②第３号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏

名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

 

□ 厚生年金保険の被保険者である第 2号被保険者の被扶養配偶者である第 3号被保険者

が、種別の変更につき届出をする場合、当該第 2号被保険者を使用する事業主を経由

して行う。 

（○ H18 ★） 

解説≫【第 3号被保険者の届出】 

サラリーマンの妻（第 3号被保険者）が、自営業を始める（第 1 号被保険者）とか、

会社に勤めるようになった場合（第 2 号被保険者）の届出は、夫の会社（事業主）を経

由して行います。 

夫の会社に健康保険組合がある場合⇒事務の一部を健康保険組合に委託することは可能

です。（つまり健康保険組合経由になります。） 

 

 

□ 厚生年金保険の被保険者である第 2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第

2号被保険者の被扶養配偶者である第 3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る

事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 事業主は、使用する第 2 号被保険者の被扶養配偶者である第 3 号被保険者に関して、

経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができ

る。健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会管掌健康

保険の保険者に委託することができる。 

（× H19 ★） 

⇒後半の論点の規定はないため誤り。（前半の論点は正しい。） 
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□ 健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第 2号被保険者の被扶養配偶者であ

る第 3 号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合

に委託することができる。 

（× H23 ★） 

⇒「一部を」 

 

 

□ 第 2号被保険者の被扶養配偶者が 20歳に到達したときは、14日以内に第 3号被保険

者としての資格取得の届出を日本年金機構に行わなければならない。 

（○ H18 ★）） 

解説≫ 

●第 2号被保険者の被扶養配偶者が 20歳に達したとき 

⇒第 3号被保険者の資格を取得することになり、当該事実があった日から 14日以内に、

届書を日本年金機構に提出 

（20歳になり、初めて国民年金の被保険者になるので、日本年金機構に届出ます。） 

●第 3 号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項

⇒配偶者たる第 2 号被保険者を使用する事業所の事業主（当該事業主が設立する健康保

険組合に委託することも可能）、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学

校振興・共済事業団に届書提出 

 

 

□ 第 3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の

被保険者である第 2号被保険者の被扶養配偶者である第 3号被保険者にあっては、そ

の配偶者である第 2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公

務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済

制度の加入者である第 2号被保険者の被扶養配偶者である第 3号被保険者にあっては、

当該共済組合等を経由して行うものとされている。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 第 2 号被保険者が退職し第 1 号被保険者になったときは、当該事実があった日から

14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。 

（× H20 ★ 

⇒「種別変更届を」 
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□ 第 3 号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から 14 日以

内に、第 1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。

（× H18 ★） 

⇒「市町村長に行わなければならない。」 

 

 

□ 第 1 号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、

転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについ

ては、その届出があったものとみなされる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

住民基本台帳法の規定により転入、転居又は転出等の届出がなされた時は、同一事由

について国民年金に係る届出があったものとみなします。 

このみなしに関しては、第 1号被保険者（任意加入被保険者含む）に関してのみです。 

 

 

□ 第 3号被保険者となったときは、当該事実があった日から 5日以内に、厚生労働大臣

に届出を行わなければならない。 

（× H19 ★） 

⇒「14日以内に」 

 

 

□ 第 3号被保険者の届出が、第 2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理さ

れたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 

（○ H16 ★） 
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□ 第 3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月

の前々月までの直近 5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入し

ない。 

（× H19 ★） 

⇒「2年間に」 

解説≫ 

第 3 号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月

の前々月までの 2年間のうちにあるもののみ保険料納付済期間に算入します。 

●（原則） 

⇒2年間より以前の期間⇒保険料納付済期間に算入しない。 

●（平成 17年 4月 1日以後の期間の特例） 

⇒届出遅滞にやむを得ない理由があると認められる場合 

⇒厚生労働大臣に届出可能 

⇒届出に係る期間を保険料納付済期間に算入 

●（平成 17年 4月 1日前の期間の特例） 

⇒届出遅延の理由を問わず、届出可能 

⇒届出に係る期間を保険料納付済期間に算入 

 

 

□ 特例として、第 3号被保険者又は第 3号被保険者であった者で、平成 17年 4月 1日

前の第 3 号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、

平成 21年 3月 31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出

をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の

受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。 

（× H19 ★） 

⇒「平成 21年 3月 31日までの間に」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

「第 3号被保険者」「平成 17年 4月 1日」というキーワードがあれば、第 3号被保険者

としての被保険者期間の特例が論点になります。 

第 3 号被保険者期間としての特例に関しては、恒久的な措置のため、設問の前半は誤り

になります。 

前半の論点の確認だけで、正誤の判定が出来る問題です。 

後半の論点は、既に受給権者の場合も該当し、年金額を届出をした月の翌月から改定し

てくれます。 
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□ 平成 27年 3月 31日までの特例措置として、平成 17年 4月 1日前の第 3号被保険者

期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届

出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。 

（× H17 ★★） 

⇒「平成 27年 3月 31日までの特例措置として、」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 特例として、第 3号被保険者又は第 3号被保険者であった者は、第 3号被保険者期間

のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成 17 年 4月 1 日以後

の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣

にその旨の届出をすることができる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

「平成 17年 4月 1日以後」とくれば、「やむを得ない理由」という流れになります。 

 

 

□ 第 3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間（平成 17年 4月 1日以後の期間

に限る。）は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの 2年間を除いて、

保険料納付済期間に算入しない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 平成 17年 4月 1日前の第 3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、

当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入すること

ができる。 

（○ H17 ★） 
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□ 第 3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異

動をしたときは、14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に行わなければならな

い。 

（× H19 ★） 

⇒「種別確認」 

解説≫ 

夫が転職により、異なる被用者年金制度間を異動をした場合 

⇒14日以内に「種別確認」の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。 

種別確認の具体例として 

・公務員から、一般的な会社員になったケース（その逆も） 

⇒「共済組合等⇔厚生年金保険」 

・私立学校の教職員から、公務員になったケース 

⇒「共済組合等⇔他の共済組合等」 

 

 

□ 第 3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続

き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から 14 日

以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「日本年金機構に対して種別確認の届出」 
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□ 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14 日以

内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「速やかに」 

POINT≫【受給権者に関する届出】 

期限 届出内容 

指定日 ・現況確認の届出 

・障害の状況に関する届出 

・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出 

14日以内 ・死亡の届出 

・氏名変更、住所変更の届出 

・その他 

速やかに ・障害基礎年金の障害状態不該当の届出（設問のケース） 

●指定日 

（原則）受給権者の誕生日の属する月の末日 

（例外） 

・20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金に係るもの⇒7月 31日 

・老齢福祉年金に係るもの⇒8月 11日から 9月 10日 

 

 

□ 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されていると

き等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労

働大臣に提出しなければならない。 

（× H20 ★★） 

⇒「毎年 8月 11日から 9月 10日までの間まで」 

 

 

□ 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき

等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年 8月 11日から 9月 10日までの間に

厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（○ H22 ★★） 
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□ 厚生労働大臣は、法第 18 条第 3 項に規定する年金の支払期月の前月において、住民

基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本

人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 

（× H24 ★） 

⇒「毎月において」 

 

 

□ 住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の

死亡について、受給権者の死亡の日から 7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定

による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。 

（○ H24 ★） 

⇒「14日以内」 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生

労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指

定日前 1 か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断

書を日本年金機構に提出しなければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

□ 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させ

るため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険

者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知

するものとする。 

（× H22 ★★） 

⇒「及び受給権者」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

ねんきん定期便の記述になります。ねんきん定期便に関しては、被保険者に対して行

うものなので、設問は誤りになります。 
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【法 85条】国庫負担 

 

□ 学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要

する費用に関しては、国庫はその 2分の 1を負担する。 

（× H19 ★） 

⇒「国庫負担は行われない。」 

解説≫ 

「学生納付特例」「若年者納付猶予期間」に関しては、国庫負担なし。 

⇒この期間に関しては、国が負担しないので、追納しない限り、老齢基礎年金の額に反

映されません。 

 

 

□ 20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の 100

分の 50を国庫が補助する。 

（× H18 ★） 

⇒「100分の 60を国庫が負担する。」 

 

 

□ 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村（特別区を含む。）が国民

年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を

交付する。 

（× H23 ★★） 

⇒「都道府県及び」を削除すれば正しい。 

【法 86条】（事務費の交付） 

政府は、市町村に対し、市町村長が国民年金法等の規定によって行う事務の処理に必

要な費用を交付する。 

 

 

□ 国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第 1号被保

険者の保険料によって賄われる。 

（× H23 ★） 

⇒「その総額の 4分の 1が国庫負担により賄われる。」 

解説≫ 

「付加保険料」「死亡一時金に加算される 8,500円」に要する費用の 4分の 1に相当する

額を国庫負担により賄われています。 
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□ 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要

する費用の額の 2分の 1に相当する額を負担するとされている。 

（× H20 ★） 

⇒「を負担する。」 
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保険料 

 

【法 87条】（保険料） 

政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 

 

 

□ 平成 16年度の第 1号被保険者の保険料を月額 1万 3,580円とし、平成 18年度以降の

保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得

た額とした。 

（× H17 ★） 

⇒「保険料改定率を乗じて得た額とした。」 

解説≫ 

保険料の額は、各年度の法定額に保険料改定率を乗じて算出されます。 

・「各年度の法定額」は、 

⇒平成 17年度以降毎年 280円引上げられ、平成 29年度以降固定 

平成 25年度：15,820円 平成 29年度：16,900円 

●「保険料改定率の改定」：毎年度、その年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率

を乗じて得た率を基準として改定 

 

 

□ 国民年金の保険料における保険料改定率は、平成 18 年度以降、毎年度、当該年度の

前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定さ

れ、政令で定めることとされている。 

（× H19 ★） 

⇒「名目賃金変動率」 

 

 

□ 政府は、第 1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第

2号被保険者及び第 3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。 

（○ H24 ★） 
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□ 日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納

付する者となることができるが、65歳以上 70歳未満の特例による任意加入被保険者

は付加保険料を納付することができない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

原則の任意加入被保険者は、付加保険料を納付することが出来るが 

特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができません。 

 

 

□ 任意加入被保険者は、第 1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退

一時金の規定の適用については第 1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の

規定は適用されない。 

（× H18 ★） 

⇒「適用される。（特例による任意加入被保険者は除く。）」 

 

 

□ 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を

納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保

険料を納付する者となる。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

農業者年金とは、国民年金の第一号被保険者である農業に従事する者に対して、国民

年金（基礎年金）に上乗せした公的な年金制度です。 

農業者年金に加入する要件に、国民年金の付加保険料（400 円）の納付が義務づけられ

ます。 

国民年金基金と同様の制度なので、国民年金基金の加入員となることはできません。 

 

 

□ 保険料の納期限は、年 4 回の基準月（7 月、10 月、翌年 1 月、4 月）の末日である。

（× H16 ★） 

⇒「毎月、翌月末日である。」 
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□ 毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による

任意加入被保険者はその月の 10日までに納付しなければならない。 

（× H18 ★） 

⇒「翌月末日である。」 

解説≫ 

任意加入者、特例による任意加入被保険者ともに毎月の保険料の納期限は翌月末日に

なります。 

 

 

□ 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例に

より、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休

日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期

限とみなす。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 第 1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付

書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の

申出の承認を受けた場合には、この限りではない。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【保険料の納付】 

被保険者が、保険料を納付する場合 

（原則）厚生労働大臣が交付する納付書を添付 

（例外）厚生労働大臣の承認により口座振替納付を行う場合 

⇒納付書を添付することを要しない。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、

その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と

認められるときに限り、その申出を承認することができる。 

（○ H21 ★） 
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□ 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適

正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番

号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保

険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。

（○ H22 ★） 

解説≫ 

読みにくい文章ですが、内容は、被保険者がクレジットで保険料の納付を希望する旨

の申出が出来るかどうか。 

設問の通り、クレジットでの納付が可能なので正しい設問になります。 

 

 

□ 厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村（特別区を含む。

以下同じ。）は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第 9 条

第 10 項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付

を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行

うことができる。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【保険料の納付委託】 

下記の者（納付受託者）は、被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する事務（納

付事務）を行うことができる。 

①国民年金基金又は国民年金基金連合会 

②納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働大臣

が指定するもの（農協、コンビニ等） 

③厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村（特別区を含む。） 

 

●納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え、その完結の日から 3 年間保存

義務あり。 

 

 

□ 保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受

託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から 3年間保存しなけ

ればならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

□ 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うも

のであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料（既に前納されたものを除

く。）をまとめて前納する揚合においては、6 月又は年を単位として行うことを要し

ない。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【保険料の前納の期間】 

（原則）6月間又は年を単位 

（例外）厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する時は、6 月や

年を単位として行うことは不要 

解説≫ 

設問の前半の論点が原則になり、後半の論点が例外になります。 

 

 

□ 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、

当該期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る

期間の最初の月から当該各月（口座振替による納付は当該各月の翌月）までのそれぞ

れの期間に応じて割り引いた額の合計額の 10 円未満を端数処理した額を控除した額

とする。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

前納に係る期間の各月の保険料の合計額－政令で定める額を控除した額 

●政令で定める額を控除した額⇒年 4分の利率による福利原価法により割引） 

●10円未満四捨五入 

 

 

□ 前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年 4分の利率による複利現価

法によって計算した額を控除した額である。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失し

た場合又は第 1号被保険者が第 2号被保険者若しくは第 3号被保険者となった場合に

おいては、その者（死亡喪失の場合においては、その者の相続人）の請求に基づき、

前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 

（○ H21 ★） 
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□ 国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が 1年間の保険料を前納した

後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、

引き続き国民年金に加入し第 1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により

未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第 1号被保険

者として前納された保険料として扱うことができる。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

前納期間の経過前に資格を喪失し、引き続き第 1 号被保険者になった場合、本人が希

望で、還付請求をしない場合は、取得した資格の保険料納付済期間に算入することが出

来ます。 

 

 

□ 国民年金保険料を 1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替によ

る支払ではなく、現金で支払った場合である。 

（× H24 ★★） 

⇒「現金による支払いではなく、口座振替によって支払った場合である。」 

解説≫ 

平成 25年度分の国民年金保険料を 

●毎月支払った場合 

⇒180,480円（15,040円×12月） 

●1年分前納して現金で支払った場合 

⇒180,480円－3,200円（割引き）＝177,280円 

●1年前納分を口座振替で支払った場合 

⇒180,480円－3,780円（割引き）＝176,700円 

したがって、1年分を前納で口座振替で支払った場合の割引率が最も高くなります。 

 

 

□ 前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を

添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（○ H18 ★★） 

解説≫ 

厚生労働大臣の権限に係る事務は、実際には委任されている日本年金機構に提出します。 
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□ 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪

失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険

料のうち未経過期間に係るものを還付する。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

平成 26年 4月 1日法改正のため、出題時と答えが相違します。 

●（平成 26年 3月 31日まで） 

「保険料の免除を受けた場合」⇒還付されない。 

「資格を喪失した場合」⇒還付 

●（平成 26年 4月 1日以降） 

「保険料を前納した後に保険料免除の規定に該当した場合」 

⇒前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付 

「「資格を喪失した場合」⇒還付 

 

 

□ 前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第 1号被保険者の資格を喪

失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとさ

れている。 

（× H16 ★） 

⇒「未経過期間分の保険料は還付する。」 

 

 

□ 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者から

の委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果

を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。 

（○ H22 ★★） 

解説≫ 

 保険料納付確認団体とは、同種同業者の団体が厚生労働大臣の指定を受け、この団体

を通して、会員である国民年金第 1 号被保険者が、自分の保険料納付状況を定期的に確

認できる団体です。具体的には、医師会や歯科医師会（個人経営の医者や歯科医師は、

第 1号被保険者）が該当します。 
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□ 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当

該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務

をすることができる。 

（× H23 ★） 

⇒「を行うことができる。」 

解説≫ 

学生納付特例事務法人とは、学生のねんきん受給権を確保することを目的として、申

請のしやすい環境を整備した大学等が該当します。この制度の指定を受けた大学等にお

いては、学生からの委託を受け、学生納付特例の申請を代行することができます。 

ただし、設問にあるように保険料の納付に関する事務を行うことは出来ないので誤りに

なります。 
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□ 被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第 2 号被保険者は、20

歳以上 65歳未満の者に限られる。 

（× H23 ★） 

⇒「20歳以上 60歳未満の者に限られる。」 

【法 94条の 2】（基礎年金拠出金） 

①厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるた

め、基礎年金拠出金を負担する。 

②年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、

基礎年金拠出金を納付する。 

③財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者

たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金につい

て、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 

 

 

解説≫【基礎年金拠出金とは】 

厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員およびその被扶養配偶者は、国民年金の

第 2号被保険者および第３号被保険者になります。 

しかし、国民年金の保険料を直接納めてはいませんが、被保険者や組合員は被用者年金

の保険料を負担しています。 

基礎年金拠出金とは、厚生年金保険、共済組合がそれぞれの第２号被保険者と第３号被

保険者の数に応じて、一定の算式で計算される金額を基礎年金の費用負担相当額として

一括して拠出する制度のことをいいます。（間接的に基礎年金の部分を納めていることに

なります。） 

 

 

□ 基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年

金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第 2号被保険者

をいい、その被扶養配偶者である第 3号被保険者は含まない。 

（× H25 ★） 

⇒「含む。」 

解説≫ 

基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」には、被扶養

配偶者である第 3号被保険者も含みます。 
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□ 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第 1号被保険者数は、保険料納付済期間に限ら

れ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。 

（× H23 ★★） 

⇒「保険料納付済期間、保険料の一部免除期間を有する者が含まれる。」 

解説≫ 

基礎年金拠出金の算定に含まれないのが、保険料全額免除期間を有する者及び保険料

未納者になります。 
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【法 89条】保険料の免除 

 

【法 89条】（法定免除） 

被保険者が、法定免除事由に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属

する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に

納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。 

 

 

□ 第 1 号被保険者（保険料の一部免除を受ける者を除く。）が保険料の法定免除に該当

するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しな

くなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納された

ものを除き、納付することを要しない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有してい

れば、国民年金保険料の法定免除が適用される。 

（× H16 ★） 

⇒「国民年金保険料の法定免除は適用されない。」 

POINT≫【法定免除の事由】 

①障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給権者 

（障害等級 1級、2級のものに限る。） 

②生活保護法による生活扶助等を受けるとき 

③国立ハンセン病療養所、国立保養所等に入所しているとき 
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□ 第 1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料

が申請により免除される。 

（× H16 ★） 

⇒「保険料は当然免除される。」 

解説≫ 

免除の期間に注意が向くと思わず正解にしてしまうような問題です。 

保険料の免除に関しては 

①法定免除 

②申請全額免除 

③申請 1部免除 

④学生納付特例 

⑤若年者納付猶予 

を見極めながら対応してください。 

 

 

□ 被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除

される。 

（× H16 ★） 

⇒「申請の有無にかかわらず、法律上当然に保険料の納付が免除される。」 

解説≫ 

法定免除に関しては、法律上当然に保険料が免除されますが、 

・障害基礎年金等 

・生活保護、生活扶助 

・ハンセン 

というキーワードがくれば、法定免除になります。 
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□ 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、保険

料の納付につき、厚生労働大臣に届出することなく当然に免除される。 

（× H20 ★） 

⇒「免除されない。」 

解説≫ 

設問では、単に「障害年金の受給権者となった場合」とありますが、障害共済年金の

受給権者のうち、障害等級第 1級又は障害等級第 2級に該当する者なので設問は誤りに

なります。 

もう一つ注意点として、法定免除の要件に該当した時は「厚生労働大臣（日本年金機構）

への届出」が必要になります。「申請」ではなく「届出」です。 

 

 

□ いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当

するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳

を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。

（○ H21 ★） 

解説≫ 

刑務所は、法定免除にかかる厚生労働省令で定める施設には該当しないの正解です。 

 

 

□ 法定免除により保険料の納付を免除されている第 1号被保険者は、法定免除の事由い

ずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添

えて、14 日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事

由のいずれにも該当しなくなった日から 14 日以内に保険料 4 分の 3 免除、半額免除

又は 4分の 1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

後半の論点の届出の提出が不要なケースは、全額免除、学生納付特例、若年者納付猶

予も 14日以内の申請であれば同様です。 
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□ 任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び半額免除は行われないが、

学生納付特例は適用される。 

（× H16 ★） 

⇒「すべての免除制度の規定は適用されない。」 

 

 

□ 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保

険料の免除を申請することができる。 

（× H21 ★） 

⇒「保険料の免除申請をすることができない。」 

 

 

□ 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を

満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。 

（× H18 ★） 

⇒「条件を満たしても、保険料免除の規定は適用されない。」 

 

 

□ 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、い

わゆる法定免除の対象とならない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の

適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期

間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。 

（× H21 ★） 

⇒「法定免除が優先され適用される。」 

解説≫ 

学生である被保険者については、 

●「学生納付特例」より「法定免除」が優先 

●学生等である期間⇒「全額申請免除」「一部申請免除」「若年者納付猶予」の適用なし 
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□ 学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用され

ないが、半額免除は適用される。 

（× H16 ★） 

⇒「半額免除も適用されない。」 

解説≫ 

学生納付特例制度が利用できる者は 

⇒申請全額免除、4 分の 3 免除、半額免除、4 分の 1 免除、30 歳未満の若年者納付猶予

は適用されません。 

ただし、法定免除については適用されます。 

 

 

□ 夫のみに所得がある夫婦と子供 2人の世帯（夫 50歳、妻 45歳、子 19歳、子 13歳）

であって、夫の前年の所得が 162 万円〔(3+1)×35 万円+22 万円〕以下のときは、申

請により全額免除となる。 

（○ H16 ★★） 

解説≫ 

全額免除の所得基準に関しての設問です。計算式を覚えていないと太刀打ちできない問

題です。 

  所得要件の判断 

全額免除 
（扶養親族等の数＋1）×35万円＋22万円 

① 

若年者納付猶予 ② 

4分の 3免除 78万円＋扶養親族等の数×38万円 ① 

半額免除 
118万円＋扶養親族等の数×38万円 

① 

学生納付特例 ③ 

4分の 1免除 158万円＋扶養親族等の数×38万円 ① 

●所得要件の判断 

①⇒「本人」「配偶者」「世帯主」の所得状況 

②⇒「本人」「配偶者」 

③⇒「本人」 

設問では、扶養の人数が、3名なので【（3＋1）×35万円】＋22万円＝162万円 

ということで正解です。 
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□ 法第 90 条第 1 項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における

世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象と

なる。 

（× H24 ★） 

⇒「該当しないときは、免除の対象とはならない。」 

 

 

□ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が 125万円以下である者（連帯納付義

務者はいないものとする。）から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定す

る期間（4 分の 1 免除、半額免除、4 分の 3 免除の適用を受ける期間及び学生等であ

る期間若しくは学生等であった期間を除く。）に係る保険料につき、納付済及び前納

されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【申請全額免除・申請一部免除の事由 

①前年の所得が扶養親族等の有無等に応じて政令で定める額以下であるとき 

②被保険者又は被扶養者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の

扶助その他の援助を受けるとき 

③障害者又は寡婦で、前年の所得が 125万円以下であるとき 

④保険料を納付することが著しく困難である場合として震災、風水害等政令で定める事

由があるとき 

 

 

□ 保険料の 4分の 3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の

所得（1 月から 6 月までの月分の保険料については、前々年の所得）が、118 万円以

下であるときである。 

（× H21 ★） 

⇒「78万円以下であるときである。」 

 

 

□ 申請免除については、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の

前年の被保険者の所得が、118 万円に扶養親族 1 人につき 35 万円を加算した額以下

の場合には半額免除となる。 

（× H16 ★） 

⇒「38万円」 
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□ 学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学

生は含まれない。 

（× H18 ★） 

⇒「含まれる。」 

 

 

□ 第 1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、

その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認め

られないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。 

（× H21 ★） 

⇒「その者の扶養親族等の有無に応じて、政令で定める額以下のときは、国民年金保険

料の納付を要しない。」 

解説≫ 

親元の経済状況は考慮されず、本人の所得のみで判断されるので、設問は誤りになりま

す。 

 

 

□ 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等に

より政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金

手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「届出は必要ない。」 

POINT≫【学生納付特例に関する届出】 

●学生納付特例の学生が、卒業の時⇒届出不要 

●卒業以外の理由（退学、中退等）⇒届出必要 

 

 

□ 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場

合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 
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□ 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働

大臣の指定する月までである。 

（× H18 ★） 

⇒「厚生労働大臣の指定する期間である。」 

解説≫ 

学生納付特例期間は「厚生労働大臣の指定する期間」＝4月から翌年の 3月 

 

 

□ 学生の保険料納付特例は、平成 37年 6月までの間の経過措置とされている。 

（× H24 ★） 

⇒「平成 37年 6月までという期間の経過措置はない。」 

解説≫ 

若年者納付猶予に関しては、平成 37年 6月までという経過措置があります。 

 

 

□ 平成 17 年 4 月から平成 27 年 3 月までの期間において、30 歳未満の第 1 号被保険者

であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得

に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。 

（× H17 ★） 

⇒「平成 37年 6月までの期間」 

解説≫ 

平成 25年 6月 26日施行により、若年者納付猶予の期間は 10年間延長され、 

平成 17年 4月～平成 37年 6月になっています。 

 

 

□ 平成 17 年 4 月から平成 27 年 3 月までの期間に限り、30 歳未満の第 1 号被保険者で

あって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に

関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。 

（× H20 ★） 

⇒「平成 37年 6月」 

 

 

□ いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により

保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合が

ある。 

（○ H21 ★） 
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□ 会社を退職（失業）した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、申請のあ

った日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事

実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険

受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければ

ならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴

力を受けた第 1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査

の対象としない。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

設問の場合、保険料の免除申請について、配偶者の所得は審査の対象としないの正解で

す。 
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【法 94条】保険料の追納 

 

【法 94条】（保険料の追納） 

被保険者又は被保険者であった者（老齢基礎年金の受給権者を除く。）は、厚生労働大

臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除又は学生納付特例の規定により納付すること

を要しないものとされた保険料及び保険料の一部免除規定によりその一部につき納付し

ないことを要しないものとされた保険料（承認の日の属する月前 10年以内の期間に係る

ものに限る。）の全部又は一部につき追納をすることができる。 

 

 

□ 大学を卒業後 22 歳から 50 歳まで厚生年金保険に加入していた者（昭和 29 年 4 月 2

日生まれとする。）が、会社を退職後 50 歳から 55 歳まで海外へ移住しその後帰国し

た。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた

期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れてい

た場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付する

ことができる。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

平成 24年 10月 1日施行の後納制度からの出題です。 

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成 24 年

10月から平成 27年 9月までの 3年間に限り、過去 10年分まで納めることができる制度

です。 

・追納⇒法定免除や申請免除に関する制度 

・後納⇒滞納期間に関する制度 

厚生労働大臣の承認を受けて「承認の日の属する月前 10年以内の期間」は共通です。 

 

 

【年金確保支援法附則第２条第１項】（後納制度） 

 平成 24年 10月 1日から起算して 3年を経過する日までの間において、国民年金の被保

険者又は被保険者であった者（老齢基礎年金の受給権者を除く）は、厚生労働大臣の承

認を受けその者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び免

除期間以外の期間（承認の日の属する月前 10年以内の期間であって、当該期間に係る国

民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る）の各月につき、

当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金保

険料（以下「後納保険料」という）を納付することができる。 
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□ 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣

の承認の日の属する月前 5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納する

ことができる。 

（× H18 ★） 

⇒「月前 10年以内」 

 

 

□ 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和

36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、

保険料を追納することができる。 

（× H20 ★） 

⇒「厚生労働大臣の承認の日の属する月前 10年以内の期間にある保険料免除期間に係る

ものについて保険料を追納することができる。」 

解説≫ 

設問のように、合算対象期間に関しては、追納できません。 

 

 

□ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65 歳に達する日の前日ま

での間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険

料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前 10 年以内の期

間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。 

（× H21 ★） 

⇒「保険料を追納することはできない。」 

解説≫ 

老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納はできません。老齢基礎年金をもらいなが

らそのお金で保険料を追納する図式は、あり得ません。繰上げ受給者（繰下げ支給の予

定の者も含む）も同様です。 
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□ 障害基礎年金の受給権者（被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の

受給権を有しないものとする。）は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規

定により納付することを要しないものとされた保険料（承認の日の属する月前 10 年

以内の期間に係るものに限る。）の全部又は一部について、追納することができる。

ただし、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た保険料については、

その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、

追納することができない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

3つの論点から構成されています。 

追納に関しては 

●「障害」基礎年金の受給権者⇒追納可能 

●「老齢」基礎年金の受給権⇒追納不可 

ということになります。 

 

 

□ 保険料の免除を受けている第 1 号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合で

も、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料（承認の日の属する月前

10年以内の期間に係るものに限る。）の全部又は一部を追納することができる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納

付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除によ

り免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができ

る。 

（○ H19 ★） 
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□ 免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前 10

年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全

額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものと

されている。 

（× H18 ★） 

⇒「この順序は変更できるものとする。」 

POINT≫【追納の順序】 

（原則） 

①学生納付特例期間又は若年者納付猶予期間 

（学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間については追納がなされないと、年金額に

反映されないため） 

②学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間よりも前の保険料免除期間がある場合 

⇒本人が保険料免除期間について追納するのか、学生納付特例期間及び若年者納付猶予

期間について追納するのか、選択可能。（時効の関係で選択可能） 

 

 

□ 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に

政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度（免

除の月が 3月のときは、翌々年の 4月）以内ならば加算されない。 

（○ H18 ★） 

POINT≫【加算の有無】 

（原則）政令で定める額を加算した額 

（例外）免除を受けた月の属する年度の翌々年度（免除の月が 3 月のときは、翌々年の

4月）以内ならば加算されない。 

＝免除月の属する年度の 4月 1日から起算して 3年を経過する日前に追納する場合 

⇒加算なし 

 

 

□ 免除月の属する年度の 4月 1日から起算して 2年以上経過後の年度に免除月に係る保

険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数

に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。 

（× H18 ★） 

⇒「3年以上経過後」 
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□ 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月（以下、「免除月」という。）の属する年度

の 4月 1日から起算して 3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が 3月であ

って当該免除月の属する年の翌々年の 4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に

政令で定める額を加算した額とする。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 免除月の属する年度の 4月 1日から起算して 3年以上経過後の年度に免除月に係る保

険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数

に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

保険料を追納する場合の保険料は、追納加算率を乗じて得た額を加算した額となります。

後から納付するので、金利的な意味合いです。 

ちなみに、前納の場合は、年 4分の利率による複利原価法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

【法 96条】滞納に係わる措置 

 

【法 96条】（督促及び滞納処分） 

①保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣

は、期限を指定して、これを督促することができる。 

②前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対し

て、督促状を発する。 

③前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して 10日以上を経過

した日でなければならない 

 

 

□ 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促

状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して 14 日以内と定め

られている。 

（× H18 ★） 

⇒「10日以上経過した日となる。」 

 

 

□ 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大

臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 

（× H24 ★） 

⇒「これを督促することができる。」 

横断≫ 

（国民年金法） 

⇒「督促することができる。」 

（厚生年金保険法） 

⇒「督促しなければならない。」 
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□ 保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の

前日までの日数につき年 14.6%（当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納

期限の翌日から 3 月を経過する日までの期間については、年 7.3%）の延滞金を徴収

するが、延滞金の金額が 50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【延滞金を徴収しない場合】 

①督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき 

②滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき 

③徴収金の額が 500円未満のとき 

④延滞金の額が 50円未満のとき 

 

 

□ 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け

るとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員

に行わせなければならない。 

（○ H22 ★） 
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【法 26条】老齢基礎年金の支給要件等 

 

【法 26条】（老齢基礎年金） 

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間（学生納付特例の規定により

納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。）を有する者が 65 歳に

達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期

間とを合算した期間が 25年に満たないときは、この限りでない。 

 

 

POINT≫【老齢基礎年金の支給要件】 

①保険料納付済期間又は保険料免除期間（学生納付特例の期間を除く。）を有する 

②65歳に達したとき 

③受給資格期間を満たしている 

原則⇒保険料納付済期間＋保険料免除期間≧25年 

特例⇒保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間≧25年 

 

●旧法絡みの措置⇒受給資格期間の短縮 

①生年月日による特例（昭和 5年 4月 1日以前生まれ） 

⇒受給資格期間 21年～24年 

②被用者年金制度加入期間の特例（昭和 31年 4月 1日以前生まれ） 

⇒被用者年金制度の加入期間が 20年～24年 

③厚生年金保険の中高齢者の期間短縮措置（昭和 26年 4月 1日以前生まれ） 

⇒40歳（女子、坑内員、船員は 35歳）以後の厚生年金保険の被保険者期間だけで 

15年～19年 
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□ 昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間

は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納

付済期間とみなされる。 

（× H25 ★） 

⇒「20 歳に達した日の属する月前の期間及び 60 歳に達した日の属する月以後の期間に

係るものを除き」 

POINT≫【保険料納付済期間】 

①第１号被保険者（任意加入被保険者を含む）であった期間のうち、保険料の全額を納

付した期間 

②第２号被保険者期間のうち 20歳以上 60歳未満の期間 

③第３号被保険者期間 

④昭和 61年 4月 1日前の旧法の国民年金の被保険者（任意加入被保険者を含む）であっ

た期間のうち、保険料の全額を納付した期間 

（新法で言うと第 1号被保険者期間） 

⑤昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日までの、厚生年金保険、 船員保険の被保

険者期間、共済組合等の組合員・加入者期間のうち 20歳以上 60歳未満の期間 

（新法で言うと第 2号被保険者期間）（設問のケース） 

 

●第 1号被保険者は保険料を払って初めて保険料納付済期間 

●第２号被保険者と第３号被保険者⇒保険料を直接支払う必要はないので、被保険者で

あれば自動的に保険料納付済期間 

 

 

□ 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢

厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該

老齢基礎年金の年金証書とみなす。 

（○ H22 ★★） 
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□ 昭和 5年 1月 1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期

間を合算した期間が 20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。 

（× H16 ★） 

⇒「24年あれば」 

POINT≫【受給資格期間の短縮特例  ①生年月日による特例】 

生年月日 期間 

大正 15年 4月 2日～昭和 2年 4月 1日 21年 

昭和 2年 4月 2日～昭和 3年 4月 1日 22年 

昭和 3年 4月 2日～昭和 4年 4月 1日 23年 

昭和 4年 4月 2日～昭和 5年 4月 1日 24年 

●「保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間」が生年月日に応じた上記の期

間以上の場合 

⇒受給資格期間を満たしたものとみなします。 

 

 

□ 昭和 15 年 4 月 1 日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合

算対象期間を合算した期間が 21年から 24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を

満たしたものとして取り扱われる。 

（× H22 ★） 

⇒「昭和 5年 4月 1日以前に生まれた者は」 

 

 

□ 昭和 27 年 5 月 1 日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が 21 年ある者が

65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。 

（○ H18 ★） 

POINT≫【受給資格期間の短縮特例 ②被用者年金制度の加入期間の特例】   

生年月日 期間 

昭和 27年 4月 1日以前 20年 

昭和 27年 4月 2日～昭和 28年 4月 1日 21年 

昭和 28年 4月 2日～昭和 29年 4月 1日 22年 

昭和 29年 4月 2日～昭和 30年 4月 1日 23年 

昭和 30年 4月 2日～昭和 31年 4月 1日 24年 

●被用者年金制度の加入期間を合算した期間が生年月日に応じた上記の表の期間以上 

の場合⇒受給資格期間を満たしたものとみなします。 
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□ 昭和 25年 4月 1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が 20年以上あ

る者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

受給資格期間の短縮特例の被用者年金制度の加入期間の特例に該当します 

設問では昭和 25 年 4 月 1 日生まれの公務員は、20 年間の組合員期間があれば、老齢基

礎年金の受給資格期間を満たします。 

 

 

□ 昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入期間が、生

年月日に応じて 20 年から 24 年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

（○ H23 ★） 

解説≫ 

受給資格期間の短縮特例の被用者年金制度の加入期間の特例に該当します。 
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□ 昭和 26年 4月 1日以前に生まれた男子については、40歳以降の厚生年金保険の被保

険者期間が、生年月日に応じて 15年から 19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格

期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち 7年 6か月以上

は、第 4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間

以外の期間でなければならない。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【受給資格期間の短縮特例 ③中高齢の特例】 

生年月日 期間 

昭和 22年 4月 1日以前 15年 

昭和 22年 4月 2日～昭和 23年 4月 1日 16年 

昭和 23年 4月 2日～昭和 24年 4月 1日 17年 

昭和 24年 4月 2日～昭和 25年 4月 1日 18年 

昭和 25年 4月 2日～昭和 26年 4月 1日 19年 

●下記①②の期間が上記の表の期間以上の場合 

⇒受給資格期間を満たしたものとみなします。 

①40歳以上（女子は 35歳）に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 

②35歳に達した月以後の第三種被保険者期間（坑内員又船員）又は船員任意継続被保険

者としての厚生年金保険の被保険者期間 

●要件として（期間を 15年から 19年に短縮はするけど、その期間に任意継続被保険者

期間ばかりだと制度の趣旨に合わないので、下記のハードルを設けています。） 

①⇒7 年 6 月以上は、第四種被保険者（厚生年金保険法の退職後の任意継続被保険者）

又は船員任意継続被保険者以外の期間が必要 

②10年以上は船員任意継続被保険者以外の期間が必要 
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□ 昭和 24年 12月 21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者

期間が 18年（このうち 7年 6か月以上は第 4種被保険者又は船員任意継続被保険者

としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。）である者は老

齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

設問は、受給資格期間の短縮の中高齢の特例に該当します。 

 

 

□ 昭和 26年 4月 1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保

険の被保険者期間が生年月日に応じて 15年から 19年（このうち 7年 6か月以上は第

4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の

ものでなければならない。）あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

設問は、受給資格期間の短縮の中高齢の特例に該当します。 

「昭和 26年 4月 1日以前生まれ」「35歳」「15年～19年」「7年 6月」等のキーワードが

あれば、中高齢の特例になります。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に

関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で

受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る

給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日ま

でに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

平成 19年 7月に施行された「年金時効特例法」からの問題です。 

本来、年金の時効は 5 年ですが、年金記録漏れ等の問題が発生し、年金時効特例法によ

り、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われた場合は、（老齢・障害・

遺族）年金の時効で消滅した分が全期間遡って支払われる制度です。 

５年間の時効によってそれ以前の年金をもらえなかった人に対しての救済措置になりま

す。 
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【法附則 8条】合算対象期間 

 

□ 昭和 61 年 4 月 1 日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期

間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。 

（× H25 ★） 

⇒「保険料免除期間に」 

 

 

□ 昭和 61 年 4 月 1 日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった 20 歳以上

60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。 

（× H25 ★） 

⇒このような規定はないため誤り。 

 

 

□ 60 歳以上 65 歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和 36 年 4 月 1 日

から昭和 55 年 3 月 31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

（× H25 ★） 

⇒「60歳未満の」 

解説≫ 

合算対象期間は、 

①昭和 61年 4月 1日以後の期間 

②昭和 36年 4月 1日以後昭和 61年 4月 1日前の期間 

③昭和 36年 4月 1日前の期間 

上記 3つの区分があります。 

設問は、②に該当し、国会議員であった期間（60歳未満の期間に限る。）のうち、 

昭和 36年 4月 1日から昭和 55年 3月 31日までの期間は合算対象期間になります。 

択一式だと平成 6年、7年、16年、21年、25年と頻出問題です。 

 

 

□ 国会議員であった期間のうち、昭和 36年 4月 1日から昭和 55年 3月 31日までの期

間で、その者が 60 歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間

に算入される。 

（○ H16 ★） 
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□ 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和 36年 4 月 1 日から昭

和 55年 3月 31日までの期間は、合算対象期間とされない。 

（× H21 ★） 

⇒「60歳以上である期間を除き、合算対象期間とされる。」 

 

 

□ 昭和 36年 5月 1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者（20歳に達した

日の翌日から 65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。）で日

本に住所を有していた 20歳以上 60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされ

ていた昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 4月 1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対

象期間に算入される。 

（× H25 ★） 

⇒「昭和 56年 12月 31日までの期間」 

POINT≫【日本国籍を取得した者に関する合算対象期間】 

昭和 36年 5月 1日以後、20歳に達した日の翌日から 65歳に達した日の前日までの間に

日本国籍を取得した者の次の期間（20歳以上 60歳未満の期間に限定） 

①日本国内に住所あり 

⇒昭和 36年 4月 1日から昭和 56年 12月 31日までの間 

②日本国内に住所なし 

⇒昭和 36年 4月 1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間 

 

解説≫ 

昭和 36 年 5 月 1 日以後、国籍法の規定によって日本国籍を取得した者（20 歳に達し

た日の翌日から 65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者限定）で日本に

住所を有していた 20 歳以上 60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた

昭和 36年 4月 1日から昭和 56年 12月 31日までの期間 

⇒老齢基礎年金の合算対象期間に算入 

 

 

□ 昭和 36年 5月 1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者（20歳に達した

日の翌日から 65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。）で日

本に住所を有していなかった 20歳以上 60歳未満の期間のうち、昭和 36年 4月 1日

から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入

される。 

（○ H25 ★） 
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□ 昭和 36 年 5 月 1 日以後、20 歳に達した日の翌日から 65 歳に達した日の前日までの

間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた 20歳以上 60歳

未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれ

なかった期間のうち、昭和 36年 4月から昭和 56年 12月までの期間は合算対象期間

に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者（昭和 29年 4月 2日生まれとす

る。）が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受け

た日の前日までの期間は合算対象期間となる。 

（× H25 ★★★） 

⇒「合算対象期間とならない。」 

解説≫ 

昭和 56年 12月 31日までに、国籍を取得することが必要です。設問では、昭和 29年

生まれということで、30 歳で婚姻により永住許可を取得したのが、昭和 59 年になりま

す。 

昭和 59年以後の国籍の取得ということで合算対象期間にはなりません。 

 

 

□ 20歳から 23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性（昭和 29年 4月 2

日生まれとする）が、23 歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を

受給した。その後現在（平成 25 年 4 月 12 日とする。）まで国民年金の保険料納付済

期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算

対象期間となる。 

（× H25 ★★） 

⇒「国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を有する場合に」 

解説≫ 

昭和 61年 4月 1日前に旧厚生年金保険法の脱退手当金の支給を受けた者の場合 

⇒昭和 61年 4月 1日から 65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険

料免除期間を有するに至った場合に 

⇒その者の脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であっ

た期間のうち、昭和 36年 4月 1日以後の期間に係るものは、合算対象期間になります。 

脱退手当金とは、昭和 60年の法改正により廃止されましたが、主に会社勤務をしていた

女性が会社を退社した際に、今まで支払った厚生年金保険（旧法）の掛け捨て対策とし

て支払った手当金です。 
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□ 昭和 36年 4月 1日から平成 3年 4月 1日前の間に 20歳以上 60歳未満の学生であっ

た者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。

（○ H16 ★） 

解説≫ 

20 歳以上 60 歳未満の学生が強制加入になったのは、平成 3 年 4 月 1 日からになりま

す。それ以前の期間（昭和 36年 4月 1日から平成 3年 3月 31日）で任意加入できるの

に任意加入していなかった期間は、合算対象期間とされます。 

同様に日本国籍を有する者が海外に居住していた期間も該当します。 

 

 

□ 任意加入により国民年金の被保険者になることができる 20歳以上 65歳未満の在外邦

人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。

（× H18 ★） 

⇒「20歳以上 60歳未満」 

⇒「合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。」 

 

 

□ 昭和 60 年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しな

かった 20歳以上 65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。 

（× H23 ★） 

⇒「20歳以上 60歳未満の期間は」 

解説≫ 

昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 4月 1日前の期間で、旧国民年金法の規定により任

意加入の対象者が、任意加入しなかった 20歳以上 60歳未満の期間 

⇒合算対象期間 

 

 

□ 被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日まで

の間で、20歳以上 60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算

対象期間とされる。 

（○ H16 ★） 
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□ 昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日の間の 20歳未満又は 60歳以上の厚生年

金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 昭和 61 年 4 月 1 日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた

期間は、保険料納付済期間とみなされる。 

（× H16 ★） 

⇒「保険料免除期間とみなされる。」 

 

 

□ 第 2号被保険者としての被保険者期間のうち 20歳未満及び 60歳以上の期間は、合算

対象期間とされる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

 第 2号被保険者、第 3号被保険者という被保険者の種別は、新法（昭和 61年 4月 1日

以降）の範疇になります。 

設問は、単純に新法からの問題です。 

第 2号被保険者の被保険者期間のうち 20歳未満及び 60歳以上は、合算対象期間として

取り扱われます。 

国民年金としての年金額の計算については、保険料納付済期間には算入しません。 

これらの期間については厚生年金保険や共済組での独自給付の計算の基礎とされます。 

 

 

□ 昭和 60 年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされな

かった期間は、合算対象期間とされる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

旧法当時は、都道府県知事の承認を受けて、任意に脱退することができました。 

任意脱退したら、初めから被保険者でなかった事になったわけですが、新法になり当時

の救済措置としてその期間も合算対象期間にしています。 
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□ 昭和 36年 4月 1日前の厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上あるとき、昭和 36年

4月 1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算

対象期間として算入される。 

（○ H16 ★★★） 

解説≫ 

通算対象期間の問題で合算対象期間の中でも難解な箇所です。 

通算対象期間とは、通算年金制度を適用する際に対象となる期間のことです。 

 

通算年金制度というのは、厚生年金保険から共済組合など各種の公的年金制度を移動し

た場合の救済措置の制度です。（サラリーマンから公務員への転職等） 

１つの年金制度だけでは、老齢（又は退職）年金を受給するだけの資格期間を満たすこ

とができない場合に、各制度の加入期間を通算して一定以上になれば、それぞれの制度

から加入期間に応じた通算老齢（退職）年金を受け取ることができるとした制度です。 

設問の論点ですが、 

簡単に言うと、昭和 36年 4月 1日「前」の期間も合算対象期間になるかどうかというこ

とです。 

要件としては、 

●昭和 36年 4月 1日前の厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上 

●もしくは、その後の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて（通算して）1年以上 

                 ＋ 

●昭和 36年 4月 1日以後に通算対象期間があるか、もしくは昭和 61年 4月 1日以後に 

保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合 

 

同様に、昭和 36年 4月 1日前の共済組合の組合員期間も合算対象期間に算定されますが、

要件は 

⇒組合員期間が昭和 36年 4月 1日をはさんで引き続き 1年以上ある場合に限ります。 
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□ 昭和 6年 4月 2日以後に生まれた者の昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日ま

での期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和 61年 3月 31日の時点で

既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となって

いる組合員期間は、合算対象期間とされる。 

（○ H16 ★★★） 

解説≫ 

共済組合の組合員で、昭和 61 年 4 月 1 日当時 55 歳に達していないもの（昭和 6 年 4

月 2日以後生まれ）限定の制度です。 

既に共済組合から退職年金等が支給されているので、その額の計算の基礎となっている

期間は、合算対象期間となります。 

 

 

□ 昭和 61年 3月 31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和 61年

4 月 1 日の施行日から 65 歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険

料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎に

なった期間のうち昭和 36 年 4 月 1 日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされ

る。 

（○ H21 ★★） 

 

 

□ 昭和 36年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日までの期間のうち、共済組合が支給した

退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間と

される場合がある。 

（○ H21 ★） 
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老齢基礎年金の年金額 

 

□ 保険料 4分の 1免除期間については、当該期間の月数（480から保険料納付済期間の

月数を控除して得た月数を限度とする。）の 8 分の 5 に相当する月数が年金額に反映

される。 

（× H19 ★★） 

⇒「8分の 7（平成 21年 3月までの期間については 6分の 5）」 

解説≫ 

免除と国庫負担（2分の 1）を絡めた問題です。 

保険料納付済期間が、480月に満たない場合の年金額の計算は、 

（780,900円×改定率）×保険料納付済期間の月数で計算します。 

 

免除を受けている場合は 

①保険料 4分の 1免除の場合 

⇒（780,900円×改定率）×保険料 4分の 1免除期間の月数の 8分の 7 

②保険料半額免除期間の場合 

⇒（780,900円×改定率）×保険料半額免除期間の月数の 4分の 3 

③保険料 4分の 3免除の場合 

⇒（780,900円×改定率）×保険料 4分の 3免除期間の月数の 8分の 5 

④保険料全額免除の場合 

⇒（780,900円×改定率）×保険料全額免除期間の月数の 2分の 1 

 

（国庫負担 1／2として）   （保険料） 

○ ○ ○ ○   ／  □ □ □ ■ 

○：国庫負担 

□：保険料納付部分 

■：保険料免除部分 

つまり全体では、8分の 7が年金額に反映されるということになります。 
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□ 学生等の納付特例を受けた期間又は 30 歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた期

間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

設問の期間は、追納しない限り老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額に反映されません。 

 

 

□ いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金

額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者（坑内員又は船

員）期間については、その期間に 3分の 4を乗じて得た期間を保険料納付済期間とし

て、老齢基礎年金の額が計算される。 

（× H24 ★） 

⇒「3分の 4を乗じない実期間を」 

解説≫ 

 老齢基礎年金に関しては、上記の規定はありません。 

厚生年金保険の第 3 種被保険者にかかる被保険者期間には、受給資格期間の計算におい

て、所定の数が乗じられます。 

●昭和 61年 3月 31日までの間⇒3分の 4倍 

●昭和 61年 4月 1日から平成 3年 3月 31日までの間⇒5分の 6倍 
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【法附則 14条】振替加算 

 

□ 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65 歳に到達して

老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日

に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

夫（妻）が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対

象者になっている妻(夫）が 65歳になった場合 

⇒それまで夫（妻）に支給されていた加給年金額が打ち切られます。 

⇒このとき妻（夫）が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻（夫）

自身の老齢基礎年金の額に加算されるのが、振替加算になります。 

一定の基準とは 

①大正 15年 4月 2日から昭和 41年 4月 1日までの間に生まれた者であること 

②65歳に達した日において、下記に該当する配偶者によって生計を維持していたこと 

・その額の計算の基礎となる期間の月数が 240（注①）以上である老齢厚生年金又は退

職共済年金の受給権者 

・障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者（注②） 

（注①：中高齢の期間短縮も該当） 

（注②：同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者） 

③65歳に達した日の前日において、その配偶者の年金たる給付の加給年金額の計算の基

礎となっていたこと 

 

 

□ 老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、

老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算

する特例が設けられている。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

「障害厚生年金」の加給年金額の計算の基礎となっていた場合にも、要件に該当すれば

振替加算が適用されるので正しい設問です。 
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□ 遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いず

れかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の

加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

（× H21 ★） 

⇒「振替加算相当額は加算されない。」 

解説≫ 

遺族基礎年金に振替加算は加算されないので誤りです。 

 

 

□ 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級 1 級の障害厚生年金の受給権者であり、

加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、

その配偶者が障害等級 2級に該当するときの額の 1.25倍の額になる。 

（× H22 ★） 

⇒「224,700 円に改定率を乗じて得た額に当該受給権者の生年月日に応じて政令で定め

る率を乗じて得た額である。」 

POINT≫【振替加算の額】 

●昭和 61年 4月 1日に 59歳（大正 15年 4月 2日～昭和 2年 4月 1日生まれ）の場合⇒

配偶者加給年金額と同額の 224,000円 

●それ以後年齢が若くなるごとに減額。 

昭和 61年 4月 1日に 20歳未満（昭和 41年 4月 2日以後生まれ）の場合はゼロ 

 

 

□ 振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権

者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。 

（× H18 ★） 

⇒「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」 
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□ 老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金（その額の計

算の基礎となる組合員期間の月数が 240 以上であるものとする。）を受給できる場合

は、振替加算は行われない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

振替加算を受ける側の支給の調整の問題です。大きく 2つあります。 

①受ける側が、老齢厚生年金、退職共済年金（年金額の計算の基礎となる被保険者期間

の月数が 240以上に限定（注①））その他の老齢又は退職を支給事由とする給付を受ける

ことができる場合 

⇒振替加算は行いません。 

 

（注① 中高齢の期簡短縮も該当。合わせて、離婚時みなし被保険者期間も含む。） 

 

②受ける側が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他障害を支給事由とす

る年金たる給付を受けることができる場合 

（その全額につき支給停止されているものを除く） 

⇒振替加算の支給停止 

 

 

□ 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65

歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。 

（× H18 ★） 

⇒「振替加算の対象となる。」 

解説≫ 

振替加算を受ける側が 65歳を超えて、配偶者の受給権が発生した場合でも、所定の要件

に該当していれば、振替加算の対象となります。 
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□ 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、

受給権者が 65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

老齢基礎年金の支給の繰上げ請求をした場合であっても、受給権者（受ける側）が 65歳

に達した日又はその日以後に所定の要件を満たした時点で支給されます。 

改定は、事由が生じた月の翌月からです。 

 

 

□ 振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、

繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。 

（× H17 ★） 

⇒「原則 65歳に達したときから加算され」 

解説≫ 

論点は 2つありますが、後半の繰下げした場合の加算時期は設問の通りです。 

 

 

□ 老齢基礎年金の受給権者が 65 歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の

受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。 

（× H17 ★） 

⇒「その翌月から振替加算が行われる。」 

 

 

□ 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算

も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算され

る。 

（× H21 ★） 

⇒後半のような規定はないので誤り。 
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□ 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例

を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで 25年以

上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

頻出問題です。（択一だと H6年、9年、13年、16年、17年、20年、21年に同じ論点が

出題されています。） 

注意する箇所は 

・保険料納付済期間と保険料免除期間（学生納付特例除く）を有しない 

・合算対象期間と保険料免除期間（学生納付特例に限定）が 25年以上ある場合 

 

 

□ 合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが 25 年以上ある者にも老齢基

礎年金が支給されることがある。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されるということで正しい設問です。 

 

 

□ 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が 1年未満であり、合算対象期間

と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年

金が支給される。 

（× H17 ★） 

⇒「老齢基礎年金と振替加算額との合算額が支給される。」 

 

 

□ 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間（いわゆる学生

納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。）を合算して 1 月以上 1 年未満の者が老齢

基礎年金の受給権を取得したときは、65 歳に達した月において振替加算相当額のみ

の老齢基礎年金が支給される。 

（× H21 ★） 

⇒「その期間に応じた老齢基礎年金と振替加算が支給される。」 
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□ 振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金そ

の他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、

その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有する

ときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替

加算に相当する部分の支給は停止される。 

（○ H21 ★） 

⇒「振替加算に相当する部分の支給は停止されない。」 

解説≫ 

障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合⇒振替加算に相当する部分の支給

は停止されません。 

 

 

□ 大正 15 年 4 月 2 日から昭和 41 年 4 月 1 日までの間に生まれた者であって、65 歳に

達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計

した期間が 25 年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である

者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給され

る。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年

金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき（当該障害基礎年金は支給停止さ

れていない。）は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

振替加算は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等の障害を事由とする年金給

付を受給できるとき⇒その間、支給停止されます。 
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□ 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受

給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

離婚したことにより、振替加算が支給停止されることはないので正しい設問です。 

 

 

□ 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金又は

退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止さ

れる。 

（× H17 ★） 

⇒「支給は停止されない。」 
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【法附則 9条の 2】老齢基礎年金の支給繰上げ及び支給繰下げ 

 

□ 60歳以上 65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣

に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。」 

POINT≫【全部繰り上げの要件】 

下記に該当する者は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支

給繰上げの請求をすることができる。 

①保険料納付済期間又は保険料免除期間（学生納付特例期間除く。）を有する者 

②60歳以上 65歳未満 

③支給繰上げの請求日の前日に受給資格期間を満たしていること 

④任意加入被保険者でないこと 

 

 

□ 国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給

繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意

加入被保険者になることができない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。

（○ H17 ★） 

解説≫ 

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、任意加入被保険者になることはで

きません。 

 

 

□ 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をす

ることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければなら

ない。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることがで

きる者の場合は、当該請求と同時に行わなければならないので正しい設問になります。 
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□ 老齢基礎年金の繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当

分の間の措置として規定されている。 

（× H23 ★★） 

⇒「及び繰下げ支給は、いずれも」を削除すれば正しい。 

POINT≫【繰上げ・繰下げ支給の法律の根拠】 

●繰上げ支給⇒国民年金法の附則（当分の措置）・・・法附則 9条の 2 

●繰下げ支給⇒国民年金法の本則・・・法 28条 1項 

 

 

□ 老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給

権発生日の属する月の翌月から支給される。 

（× H23 ★） 

⇒「繰上げ請求のあった日に」 

POINT≫ 

●受給権発生⇒請求があった日 

●支給開始⇒翌月 

 

 

□ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、国民年金法第 36 条第 2 項ただし書き（その

他障害の程度と併せて障害の程度が 2級以上に該当したことによる支給停止解除）に

係る請求ができなくなる。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【繰上げ支給 受給権のデメリット】 

●寡婦年金の受給権消滅 

●事後重症による障害基礎年金、基準障害による障害基礎年金支給停止 

●国民年金の任意加入被保険者への加入不可 

 

解説≫ 

障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった

場合 

⇒その障害の状態に該当しない間は支給が停止 

ただし、その他障害の程度と併せて障害の程度が 2級以上に該当した場合 

⇒支給停止解除の請求が可能 

⇒ただし、繰上げ支給を受けると、この支給停止解除の請求ができなくなります。 
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□ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65 歳になるまで遺族厚生年金の 2 分の 1 が

支給停止される。 

（× H23 ★） 

⇒「全額が支給停止される。」 

解説≫ 

繰上げ支給の老齢基礎年金を受けた場合、65歳になるまで遺族厚生年金は全額が支給 

停止されます。 

 

 

□ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20 歳前の障害に基づく事後重症による障

害基礎年金の裁定請求をすることはできない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65 歳に達する前であっても、国民

年金法第 30 条の 2 第 1 項の規定（いわゆる事後重症）による障害基礎年金の支給を

請求することはできない。 

（○ H24 ★） 
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□ 65 歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起

算して 1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基

礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

「支給繰下げ」とは、65歳から受給する老齢基礎年金と老齢厚生年金を、受給権者自身

が選択することにより、 受給の開始を 66歳以降（最大 70歳まで）に遅らせることで増

額させることができる制度です。 

増額幅は 1年以上（12ケ月）～最大 5年（60ケ月）の間で受給開始年齢月を遅らせるこ

とによって、 1月 0.7％単位で増額になります。 

・66歳受給開始の場合⇒108.4％（12月×0.7％） 

・70歳受給開始の場合⇒142％（60月×0.7％） 

 この仕組みを年金の繰り下げ支給制度といいます。 

（平成 26年 3月 31日まで） 

70歳に到達して数ケ月経過してから請求手続きを行った場合 

⇒経過した数ケ月分については遡って支給なし。 

（平成 26年 4月 1日以降） 

70歳以降の請求手続きが遅れた場合 

⇒70歳時点に遡って請求手続き（70歳に達した翌月分から年金支給）をしたものとみな

す。 

つまり、遡って支給されます。 

 

 

【法 28条 2項】老齢基礎年金の支給繰下げの申し出（みなし規定） 

（平成 26年 4月 1日施行） 

66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が申し出をしたときは、当該各号に定める日

において、同項の申出があったものとみなす。 

1．70歳に到達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者 

⇒他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 

2．70歳に達した日後にある者（前項に該当する者を除く。） 

⇒70歳に達した日 
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□ 66 歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給す

べき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。

（× H21 ★） 

⇒「申出をすることができる。」 

解説≫ 

66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給

権者となった場合 

⇒他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた

日（「受給権者となった日」）以後、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、

受給権者となった日において、支給の繰下げの申出があったものとみなします。 

 

 

□ 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできな

い。 

（× H24 ★） 

⇒「繰下げ支給を受けることができる。」 

解説≫ 

寡婦年金の受給権は、受給権者が 65歳に達したときに、消滅します。 

66歳に達する前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、老齢基礎年金の繰下げ支

給を受けることができます。 

 

 

□ 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をする

ことはできない。 

（× H17 ★） 

⇒「老齢基礎年金の繰下げの申出ができる。」 

解説≫ 

特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達したときに受給権が消滅してしまいます。 

66歳に達する前に、老齢基礎年金の支給の繰下げの要件を満たせば、繰下げ請求をする

ことができます。 
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□ 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の

属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一

定率の加算をした額が支給される。 

（× H22 ★） 

⇒「申出を行った日の属する月の前月」 

 

 

□ 老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の 5（昭和 16年 4月 1日以

前に生まれた者を除く。）に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から 65

歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率 

⇒1000 分の 5 に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から 65 歳に達する日

の属する月の前月までの月数を乗じて得た率になります。 

 

 

□ 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者（昭和 16年 4月 2日以後に生

まれた者に限る。）の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたと

きは、25.2%増額され、70 歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%

増額される。 

（○ H23 ★） 

解説≫増額率は、原則として、「1000分の 7」である。 

 老齢基礎年金の支給繰下げにかかる増額率 

⇒1000分の 7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げ

の申出をした日の属する月の前月までの月数（当該月数が 60を超えるときは、60）を乗

じて得た率になります。 
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障害基礎年金の支給要件等 

 

【法 30条】（障害基礎年金） 

①障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに

起因する疾病（以下「傷病」という。）について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた

日（以下「初診日」という。）において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日

から起算して１年６月を経過した日（その期間内にその傷病が治った場合においては、

その治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。）と

し、以下「障害認定日」という。）において、その傷病により障害等級に該当する程度の

障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日に

おいて、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険

者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間

の３分の２に満たないときは、この限りでない。 

1．被保険者であること。 

2．被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上 65歳未満であるこ

と。 

②障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから１級及び２級とし、各級の障害の状

態は、政令で定める。 

 

 

□ 初診日から起算して、1年 6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、

その治った日を障害認定日とする。 

（× H24 ★） 

⇒「その期間内」 

解説≫ 

●初診日 

⇒初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 

●障害認定日 

⇒「初診日から起算して 1年 6月が経過した日」  

⇒「その期間内に治った場合においては、その治った日」 
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POINT≫【障害基礎年金の種類】 

①本来の障害基礎年金（法 30条） 

⇒初診日に 

・被保険者であること 

・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上 65歳未満であること 

⇒障害認定日において障害等級 1級又は 2級に該当 

⇒保険料納付要件を満たしていること 

 

②事後重症による障害基礎年金（法 30条の 2） 

障害認定日に障害の状態になくても、その後同一の傷病により障害等級（1級、2級）

に該当し、要件を満たせば、請求により受給権発生 

⇒65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること 

⇒請求も、65歳に達する前日までに行うこと 

 

③基準傷病による障害基礎年金（法 30条の 3） 

先発障害では障害基礎年金の支給要件に該当していなくても、後発の障害を併合して

要件に該当した場合 

⇒先発障害が、障害認定日において、障害等級に該当しない程度の障害の状態にあるこ

と 

⇒後発の傷病（基準傷病）による障害（基準障害）を併合して、はじめて障害等級 1 級

又は 2級に該当 

⇒基準傷病（後発）について、初診日要件、保険料納付要件を満たしていること 

⇒65歳に達する日の前日までに該当すること 

⇒請求は 65歳以降でも可能 

 

④20歳前傷病による障害基礎年金（法 30条の 4） 

初診日に 20歳未満であった者で 

⇒20 歳に達した日（障害認定日が 20 歳未満に達した日後であるとき⇒障害認定日）に

障害等級 1級又は 2級に該当していること 

⇒20歳前傷病による障害基礎年金は、第 2号被保険者（サラリーマン）には支給されま

せん。 

第 2 号被保険者は、20 歳前であっても、被保険者なので、本来の障害基礎年金（法 30

条）が支給されます。 
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□ 初診日が平成 38年 4月 1日前で、当該初診日において 65歳未満の被保険者について

は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1年間に保険料

未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。

（○ H19 ★） 

POINT≫【保険料納付要件】 

●（原則） 

傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する前々月までに 

⇒被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除

期間とを合算した期間が 

⇒当該被保険者期間の 3分の 2以上であること 

●（特例） 

初診日が平成 38年 4月 1日前にある傷病について 

⇒初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの 1年間に 

⇒滞納期間（保険料納付済期間＋保険料免除期間以外の被保険者期間）がなければ、保

険料納付要件を満たす。 

ただし、初診日に 65歳以上であれば、特例は適用しない。 

 

 

□ 初診日が平成 25年 8月 30日である場合、平成 25年 7月分までの 1年間のうちに保

険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。 

（× H22 ★） 

⇒「平成 25年 6月分までの 1年間」 

解説≫ 

保険料納付要件の特例の問題です。 

まず、設問では初診日が平成 25年 8月 30日とあります。 

特例の要件として、「初診日の属する月の前々月」 

つまり「平成 25年 6月」までの 1年間になるので、誤りになります。 

●「初診日の前日」で要件を確認する理由 

⇒保険料を滞納していた人が、病院に行き、あわててその日に保険料を納めて受給権を

得るのを防止するためです。 

●「前々月」で要件を確認する理由 

⇒保険料の納期限は翌月末日になります。例えば 8月に初診日がある場合、前月（7月）

の保険料の入金状況が未確定です。確実に入金を確認するために前々月の 6 月で要件を

確認しています。 
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□ 20 歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満た

している場合、障害認定日が 20 歳未満であってその障害認定日において障害等級に

該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に

該当していても受給権の発生は 20歳以降である。 

（× H22 ★） 

⇒「障害等級に該当していれば、受給権は障害認定日において発生する。」 

解説≫ 

「厚生年金保険の被保険者」とあるので、サラリーマンであり、国民年金の第 2 号被

保険者に該当します。 

第 2 号被保険者の要件は、被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者で、原則、年齢

要件はありません。 

したがって、20 歳前からでも、要件に該当すれば、本来の障害基礎年金（法 30 条）が

支給されます。 

設問の中に 20歳未満とありますが、「20歳前障害による障害基礎年金（法 30条の 4）」

と混同しないように注意する必要があります。 

 

 

□ 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が

ある場合にのみ問われるので、20 歳未満の者が保険料納付要件を問われることはな

い。 

（× H19 ★） 

⇒「保険料納付要件を問われることはある。」 

解説≫ 

厚生年金保険の被保険者となった場合（第 2号被保険者）には、20歳未満でも保険料納

付要件を問われることはあるので設問は誤りになります。 
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□ 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害

認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日

後 65 歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する

程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を

請求することができる。 

（× H21 ★） 

⇒「65歳に達する日の前日までに」 

解説≫ 

法 30条 2の事後重症による障害基礎年金の設問です。 

いつまでに請求する必要があるのかは、頻出問題です。 

65歳以降でも請求が可能なのは⇒「基準傷病により障害基礎年金」だけです。 

 

 

□ 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上 65歳未満である間

に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状

態に該当している場合であっても、障害認定日が 65 歳を超えている場合には、障害

基礎年金は支給されない。 

（× H21 ★） 

⇒「要件に該当すれば、障害基礎年金は支給される。」 

解説≫ 

障害基礎年金には 4 種類ありますが、まずは、どの種類の障害基礎年金かを瞬時に判

断する必要があります。 

設問は、法 30条の本来の障害基礎年金の問題で、「障害認定日が 65歳を超えていても受

給できるかどうか」の論点です。 

結論は、障害認定日における年齢は規定されていないので、障害認定日が 65歳を超えて

いる場合でも、障害基礎年金は支給されます。 

「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上 65 歳未満で

あること。」という要件は、あくまで初診日要件です。 
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□ 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、

当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料

納付済期間とはしない。 

（× H24 ★） 

⇒「保険料納付済期間とされる。」 

解説≫ 

障害基礎年金の要件には「受給資格期間（保険料納付済期間＋保険料免除期間）」という

要件はありません。合わせて、障害基礎年金の年金額についても障害等級に応じて定額

なので設問は誤りになります。 

 

●障害基礎年金の支給要件は、保険料納付要件、初診日、障害認定日要件です。 

「受給資格期間」という要件が出てくるのは 

・老齢基礎年金 

・遺族基礎年金の長期要件 

になります。 

 

 

□ 保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が 2級以上に

該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の

状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年

金が支給される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発

生するため、当該障害基礎年金の請求は 65 歳に達した日以後でも行うことができる

が、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。 

（× H20 ★） 

⇒「請求があった月の翌月から開始される。」 

 

 

□ 既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病（「基準傷病」という）に係る障害

認定日から 65 歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初

診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が 2級以上に該当し

た場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしているこ

とを条件として、障害基礎年金が支給される。 

（○ H18 ★） 
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□ 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生

年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し 2 級以上となり、65 歳

に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基

礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。 

（× H22 ★） 

⇒「障害厚生年金の額の改定が行われたときは、障害基礎年金の請求があったものとみ

なされる。」 

解説≫ 

障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、額

が改定（設問では、3級⇒2級）されたとき 

⇒そのときに障害基礎年金の請求があったものとみなされます。したがって、改めて事

後重症の請求をする必要はありません。 

 

 

□ 事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受

給権を有していた者には支給されない。 

（○ H19 ★★） 

解説≫ 

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法による障害年金

の受給権を有していた者には支給されません。 

旧法が優先されます。 
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□ 障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成 6 年 11 月 9 日前に厚生年金保険法の

障害等級に不該当のまま 3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病によ

り、同日から 65 歳に達する日の前日までの間に 1 級又は 2 級の障害の状態になった

ときは、65 歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することがで

きる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

●平成 6年の改正前 

⇒障害基礎年金の受給権を有していた者は、厚生年金保険法の障害等級（1級から 3級）

に不該当のまま 3年を経過した場合、受給権を失権 

 

この規定により失権した者が、同一の傷病により、平成 6年 11月 9日以後 65歳に達す

る日の前日までに障害等級（1級又は 2級）に該当した場合の措置です。 

●平成 6年 11月 9日法附則の経過措置 

65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することが可能に 

 

 

□ 昭和 61年 3月 31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有してい

た者のうち、昭和 61 年 4 月 1 日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該

当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。 

（○ H21 ★★） 

解説≫ 

旧法の障害福祉年金は、裁定替えにより、新法の「20歳前障害による障害基礎年金」

とみなして支給されるので、正しい設問になります。 

「裁定替え」に関しては、 

「福祉」という名称が用語に含まれていれば、新法の国民年金に移行ということで押さ

えてください。 

（例外…老齢福祉年金は、旧法の給付が継続されます。） 

具体例 

・障害福祉年金⇒障害基礎年金（20歳前障害による障害基礎年金とみなされる） 

・母子福祉年金、準母子福祉年金⇒遺族基礎年金 

・障害年金、老齢年金、遺族年金⇒旧法のまま（裁定替なし） 
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□ 旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがあ

る者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。 

（○ H17 ★★） 

POINT≫【併合認定】 

●障害基礎年金の受給権者に対して、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時 

⇒前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給 

（原則）従前の障害基礎年金の受給権は「消滅」 

（例外）従前の年金が障害年金（旧法）の場合 

⇒従前の障害年金の受給権は「消滅しない」 

「旧法の障害年金」と「併合された新たな障害基礎年金」との選択受給に。 

 

 

□ 旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事

由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の

障害年金の受給権は消滅する。 

（× H17 ★） 

⇒「併合認定された障害基礎年金と従前の障害年金とを本人が選択して受給する。」 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき

は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の

程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 昭和 60 年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年

金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が

支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。 

（○ H19 ★） 
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障害基礎年金の年金額 

 

POINT≫【障害基礎年金の年金額】 

1級 2級 

（法定額） 

780,900円×改定率×100分の 125 

（特例） 

973,100円 

（法定額） 

780,900円×改定率 

（特例） 

778,500円 

 

POINT≫【子の加算額】 

子 2人まで 子 3人目以降 

（原則）224,700円×改定率 

（特例）224,000円 

（原則）74,900円×改定率 

（特例）74,600円 

（特例：物価スライド特例措置） 

●子の加算の要件 

受給権者により生計を維持しているその者の子で、下記に該当する子 

①18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある子 

②20歳未満かつ障害等級（1級又は 2級）に該当する障害の状態にある子 

●生計維持要件 

⇒受給権者と生計を同じくする者で、年額 850万円を下回る者 

（＝年額 850万円以上の収入を有すると認められる者以外の者） 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に 18 歳に達する日以後最初の 3

月 31 日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持

関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。 

（× H25 ★） 

⇒「加算額が加算される。」 

解説≫ 

障害基礎年金の受給権取得当時に係わらず、子を有することとなった場合 

⇒その子（注①）との間に生計維持関係があれば、その子を対象として加算額が加算さ

れます。 

（注①） 

18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある子及び 20歳未満であって障害等

級に該当する障害の状態にある子に限る。 
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□ 障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、そ

の者によって生計を維持する 18歳に達する日以後最初の 3月 31日までの間にあるか、

20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。

（× H23 ★） 

⇒「受給権者が当該受給権を取得した時点において」を削除。 

⇒「いれば加算される。」 

解説≫ 

受給権を取得した時点で、要件に該当する子がいる必要はありません。 

 

 

□ 障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者

によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶

者に対する加算はない。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【加算】 

 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 

配偶者（妻） × × ○ 

子 × ○ ○ 

●加算額は、下記は同額。 

・障害基礎年金 

・遺族基礎年金 

・老齢厚生年金に係わる子の加給年金額 

 

 

□ 老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によっ

て生計を維持している 18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある子がい

るときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算され

る。 

（× H24 ★） 

⇒「老齢基礎年金又は」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があ

るときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。 

（× H21 ★） 

⇒「子の数により支給額が異なる。」 
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□ 日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その

程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額

を改定することができる。 

（× H21 ★） 

⇒「障害基礎年金の額を改定するとはできない。」 

解説≫ 

障害基礎年金の年金額の改定に係わる厚生労働大臣の権限に係わる事務は、日本年金

機構に委任されていないので誤りになります。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級

に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 63 歳のときに障害等級 2 級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取

得した者について、66 歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その

者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。 

（× H23 ★） 

⇒「障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が

障害の程度を診査した日から起算して 1年を経過した日から行うことができる。 

（× H19 ★） 

⇒「1年を経過した日後から行うことができる。」 

解説≫ 

1年を経過した日の翌日から裁定請求を行うことができます。 

平成 26年 4月 1日施行で法 34条 3項（障害基礎年金の額の改定）が法改正されます。 

内容は、下記の条文の「障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか

である場合として厚生労働省令で定める場合を除き」が新たに加わりました。 

内容は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかな場合（厚生労

働省令で定める場合に限定） 

⇒1年以内でも請求が可能になりました。 

同じ内容の改正は、障害厚生年金法第 52条第 2項 3項も同様です。 
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【法 34条 3項】（障害の程度が変わった場合の年金額の改定） 

①厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その

程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を

改定することができる。 

②障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる

障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 

③前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである

場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日又は

厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して１年を経過した日後でなければ行うことが

できない。 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子がある場合の加算

は、その子が 18歳に達する日以後の最初の 3月 31日が終了したとき、その子の障害

の状態に関わらず、減額される。 

（× H19 ★） 

⇒「その子が障害等級に該当する障害の状態にあれば、その子が 20歳に達するまで減額

されない。」 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子が

その再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。 

（× H22 ★） 

⇒「加算額は減額されない。」 

解説≫ 

受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは減額されますが、設問のように受給権

者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、受給権者の配偶者の養子

になった場合に該当します。 
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障害基礎年金の支給停止及び失権 

 

□ 傷病の初診日において 20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認

定日において、障害の程度が 2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の

所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。 

（× H18 ★） 

⇒「及び扶養義務者」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 障害基礎年金は、受給権者が 2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快し

たときは、その間、支給が停止される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなっ

て 2年を経過したときは、その支給が停止される。 

（× H23 ★） 

⇒「該当しない間」 

POINT≫【障害基礎年金に係わる支給停止事由】 

支給停止事由 支給停止期間 

①受給権者が当該傷病による障害について 

⇒労働基準法の規定による障害補償を受ける場合 6年間 

②受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状

態に該当しなくなった場合 

障害の状態に該当しない間 

 

●①の労働基準法を労働者災害補償保険法に置き換えることがあるので要注意 

●②の支給停止の期間に 

⇒その他障害が生じ 65 歳に達する日の前日までに前後の障害を併合した障害の程度が

障害等級（1級又は 2級）に該当した場合 

⇒支給停止が解除 
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□ 障害基礎年金（いわゆる 20歳前の障害に基づくものを除く。）は、その受給権者が当

該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受け

ることができるときであっても、その支給は停止されない。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金に係わる支給停止】 

支給停止事由 支給停止の範囲 支給停止期間 

上記①、②の事由 上記のとおり 

③恩給法の年金給付、労働者災害補償保険法の年

金給付が支給される場合 

 

 

全部 

 

 

その間 ④刑事施設、労役場等に拘禁されている場合 

⑤少年院その他これに準ずる施設に収容されて

いる場合 

⑥日本国内に住所を有しない場合 

⑦受給権者の前年の所得が政令で定める額を超

える場合 

全部又は 

2分の 1 

注① 

●注①：その年の 8月から翌年の 7月まで 

 

 

□ 国民年金法第 30条の 4に規定する 20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、

火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者

若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害

金額がその価格のおおむね 3分の 1以上である損害を受けた者がある場合は、その損

害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は

行わない。 

（× H25 ★） 

⇒「おおむね 2分の 1以上」 

 

 

□ 国民年金法第 30条の 4に規定する 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人

の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の 8月から翌年 7月ま

での間、年金額の全部、又は、年金額の 4分の 3、2分の 1若しくは 4分の 1に相当

する部分の支給が停止される。 

（× H25★） 

⇒「2分の 1に相当する部分の支給が停止される。」 
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□ 労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止

されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 国民年金法第 30条の 4に規定する 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日

本国内に住所を有しないときは支給停止される。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 国民年金法第 30条の 4に規定する 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が障

害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。 

（× H25 ★） 

⇒「刑事施設、労役場に拘禁又は少年院に収容」 

 

 

□ いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場

その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。 

（× H20 ★） 

⇒「支給が停止されない。」 

 

 

□ 事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停

止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ いわゆる 20 歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額

を超えるときは、原則として、その年の 8月から翌年の 7月まで、政令で定めるとこ

ろにより、その全部又は 2分の 1（子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、

その額から子の加算額を控除した額の 2分の 1）に相当する部分の支給が停止される。

（○ H20 ★） 
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□ 20 歳前の第 2 号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所

得が一定の額を超えるときは、その年の 8月から翌年 7月までその支給を停止される。

（× H17 ★） 

⇒「受給者の前年の所得が一定の額を超えても、支給停止は行われない。」 

解説≫ 

20歳前に初診日があっても、初診日に第 2号被保険者なので、本来の障害基礎年金が

支給されます。したがって、所得により支給が停止されることはありません。 

 

 

□ 障害の程度が厚生年金保険法第 47条第 2項に規定する障害等級に該当しなくなって、

3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。 

（× H17 ★） 

⇒「受給権者が 65 歳未満であるときは、受給権者が 65 歳に達するまで、障害基礎年金

の受給権者消滅しない。」 

 

 

□ 61 歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当す

る程度の障害の状態に該当しなくなってから 3年を経過した者については、障害の状

態に該当しなくなってから 3 年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅

する。 

（× H19 ★） 

⇒「障害基礎年金の受給権は消滅しない。」 

解説≫ 

3年を経過した日において、受給権者が 65歳未満である場合には受給権は消滅しません。 

「65歳に達したとき」および 

「3 年経過したとき」のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消

滅します。 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者が 63 歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該

当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して 3 年を経過していたと

きは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。 

（× H20 ★） 

⇒「受給権者消滅しない。」 
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遺族基礎年金の支給要件等 

 

【法 37条】（遺族基礎年金） 

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する

場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第１号又は第２号に該当する場合

（下記の 1、2）にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属す

る月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済

期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の３分の２に満たないとき

は、この限りでない。 

1．被保険者が、死亡したとき。 

2．被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上 65歳未満で

あるものが、死亡したとき。 

3．老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。 

4．老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき 

 

解説≫（平成 26年 4月 1日施行 法改正） 

法 37条の遺族基礎年金の支給対象者（遺族の範囲）が拡大されます。 

具体的には、「子のある妻又は子」から「子のある配偶者又は子」になります。今後は、

被保険者又は被保険者であった妻が死亡した場合に、「子のある夫」にも、要件に該当す

れば遺族基礎年金が支給されます。 

今回の改正により、 

・法 39条「遺族基礎年金の額」 

・法 40条「失権」 

・法 41条「支給停止」 

・法 41条の 2「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」 

・法 52条の 2「死亡一時金の支給要件」 

に関して「妻」⇒「配偶者」に改正されます。 
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□ 昭和 61年 3月 31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の

受給権を有する者については、国民年金法第 37 条に該当するものとみなして、遺族

基礎年金を支給する。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【旧法の裁定替え】 

旧法 新法 取扱い 

障害福祉年金 障害基礎献金 新法に裁定替え 

母子福祉年金・準母子福祉年金 遺族基礎年金 

老齢福祉年金 旧法の給付を支給 

●老齢福祉年金以外「福祉」という名称があれば、新法に裁定替えされます。 

 

 

□ 昭和 61年 3月 31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権

を有する者には昭和 61年 4月 1日以後は、遺族基礎年金を支給する。 

（× H16 ★） 

⇒「遺族基礎年金は支給されない。」 

解説≫ 

新法施行日以後も引き続き母子年金及び準母子年金が支給される。 

 

 

□ 死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内

に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。 

（× H22 ★） 

⇒「有していなくても、遺族基礎年金が支給されることはある。」 

解説≫ 

国内居住要件が問われるのは 

⇒「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上 65 歳未満

であるものが、死亡したとき」 

 

 

□ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住

所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給され

る。 

（○ H18 ★） 
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□ 遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間の

うち、共済組合の昭和 36年 4月 1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び 60

歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。 

（○ H16 ★★） 

解説≫ 

旧法の厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間については 

⇒障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件の規定を適用する場合に 

⇒すべて保険料納付済期間として取り扱います。 

（老齢基礎年金は、保険料納付済期間ではなく、合算対象期間になります。） 

障害基礎年金、遺族基礎年金は、給付が定額の為、老齢基礎年金とは違う扱いになりま

す。 

 

 

□ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない 60歳以上 65歳未満の

者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給

要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【短期要件・長期要件】 

短期要件（保険料納付要件必要） 長期要件（保険料納付要件不要） 

①被保険者が、死亡したとき。 

②被保険者であった者であって、日本国内

に住所を有し、かつ、60歳以上 65歳未満

であるものが、死亡したとき。 

③老齢基礎年金の受給権者が、死亡したと

き。 

④老齢基礎年金の受給資格期間を満たし

た者が死亡したとき 

 

解説≫ 

設問では「日本国内に住所を有していない 60 歳以上 65歳未満の者」とあるので、紛

らわしいですが、「老齢基礎年金の受給権者」とあり、上記の③に該当します。 

上記①、③、④は、国内居住要件は問いません。 
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□ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上 65歳未満の

者が、平成 38 年 4 月 1 日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡

日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間のう

ちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件

を満たす。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【保険料納付要件】 

●（原則） 

傷病に係る死亡日の前日において、当該死亡日の属する前々月までに 

⇒当該被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料

免除期間とを合算した期間が 

⇒当該被保険者期間の 3分の 2以上であること 

●（特例） 

死亡日が平成 38年 4月 1日前にある傷病について 

⇒死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの 1年間に 

⇒滞納期間（保険料納付済期間＋保険料免除期間以外の被保険者期間）がなければ、保

険料納付要件を満たす。 

ただし、死亡日に 65歳以上であれば、特例は適用しない。 

 

 

□ 夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない 30 歳未満の妻に支給さ

れる遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から 5年間に限り、その妻に支給され

る。 

（× H24 ★） 

⇒「遺族厚生年金は」 

解説≫ 

そもそも子のない妻（配偶者）には、遺族基礎年金は支給されないので、誤りになりま

す。 

設問は、厚生年金保険法 63条（失権）と絡めた問題です。 

30歳未満の妻に特有の失権として、下記の日から起算して 5年を経過した時に遺族厚生

年金は失権します。 

①子のない妻 

⇒遺族厚生年金の受給権を取得した日 

②30歳に達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅 

⇒受給権が消滅した日 
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□ 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者、老齢基礎年

金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当す

る者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。 

（× H24 ★） 

⇒「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上 65 歳未満

である者」 

解説≫ 

「日本国内に住所を有する」が抜けているので誤りになります。 

 

 

□ 遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれる

が、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。 

（× H19 ★） 

⇒「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる。」 

解説≫ 

平成 26年 4月 1日からの改正で「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されることに

なり、婚姻関係は妻と同様に「事実上の婚姻関係」も含まれます。 

 

 

□ 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている

場合には、その子が 18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にあっても、妻

は遺族基礎年金の受給権者になることができない。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【遺族の範囲】 

配偶者の要件 子の要件 

被保険者等の死亡の当時、その者により生計を維持し、かつ、下記の要件に該当する

配偶者又は子に支給 

●被保険者等の死亡の当時、右記の要件を

満たす子と生計を同じくすること 

●18歳に達する日以後の最初の 3月 31日

までの間にあるか又は 

●20 歳未満で障害等級に該当する障害の

状態にあり、かつ、 

●現に婚姻をしていない子 

●生計維持要件：被保険者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚

生労働大臣の定める金額（年額 850 万円）以上の収入を将来に渡り有すると認められる

者以外の者 
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□ 死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属す

る子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障

害等級 1級又は 2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得で

きる。 

（× H21 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 

 

 

□ 遺族基礎年金を 20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後 18歳

に達する日以後の最初の 3月 31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、

同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

子の障害は、被保険者の死亡後であっても、子が 18 歳に達する日以後の最初の 3 月

31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となった場合には 

⇒遺族基礎年金は、子が 20歳まで受給できます。 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同

じくし、かつ、日本年金機構の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認め

られる者以外のものをいう。 

（× H18 ★） 

⇒「厚生労働大臣」 
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□ 遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その

者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額 850万円以上の収入又は年額

655万 5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険

者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

●収入…850万円 

●所得…655万 5千円 

 

収入と所得の違いは、「収入－経費＝所得」 

簡単に言うと 

個人事業主⇒売上（収入）－経費＝利益（所得） 

サラリーマン⇒額面給与－社会保険料等＝手取（所得） 

 

 

□ 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等

との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民

票上の世帯が別である場合は含まれない。 

（× H22 ★） 

⇒「別であっても含まれる。」 

解説≫ 

住所が住民票上同一である者は、住民票上の世帯が別であっても生計同一の要件を満

たすことになります。 
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遺族基礎年金の年金額等 

 

□ 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が 2人いるときは、780,900円に改定率を乗じ

て得た額に 74,900 円に改定率を乗じて得た額を加算した額を 2 で除して得た額とな

る。 

（× H22 ★） 

⇒「224,700円」 

POINT≫【年金額】 

●遺族基礎年金の額・・・① 

⇒780,900円×改定率 

●配偶者に支給する遺族基礎年金の額 

①＋子の加算分 

・子が 2人まで 

⇒224,700円×改定率（1人当たり） 

・子 3人目以降 

⇒74,900円×改定率（1人当たり） 

●子に支給する遺族基礎年金の額（設問のケース） 

①の額に子（兄弟姉妹）の加算額を子（兄弟姉妹）の数で等分して支給 

・子が 2人まで 

⇒224,700円×改定率（1人当たり） 

・子 3人目以降 

⇒74,900円×改定率（1人当たり） 

 

 

□ 配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の

範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至

ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。 

（× H23 ★） 

⇒「遺族基礎年金の額は増額改定されない。」 

解説≫ 

増額改定に関しては、胎児であった子が生まれた場合だけです。 

受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれた場合 

⇒当該生まれた日の属する月の翌月から増額改定されます。 
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遺族基礎年金の支給停止及び失権 

 

□ 配偶者が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が

障害の状態に該当しないまま 18歳に達した日以後の最初の 3月 31日が終了したとき

は、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【失権事由】 

受給権者 失権事由 

 

●配偶者と子に共通 

①死亡したとき 

②婚姻したとき 

③養子となったとき 

（直系血族又は直系姻族の養子は除く） 

●配偶者 すべての子が減額改定事由に該当したとき 

 

 

●子 

 

①離縁によって、死亡した被保険者又は被保

険者であった者の子でなくなったとき 

②18歳年度末になったとき 

③障害等級（1 級又は 2 級）に該当する障害

の状態にある子についてその状態がやんだ

とき 

④20歳に達したとき 

 

 

 

 

□ 労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補

償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給

停止は行われない。 

（× H19 ★） 

⇒「死亡日から 6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。」 
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□ 配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が 1人のときは、その子が

配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子

になったときは、この限りではない。 

（× H19 ★） 

⇒「消滅する。」 

 

 

□ 労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額

が支給停止される。 

（× H20 ★） 

⇒「遺族補償年金が減額調整され、遺族基礎年金は全額支給される。」 

 

 

□ 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、

当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

夫の父は（義理の父）は直系姻族に該当するため、妻が夫の父と養子縁組をしても遺

族基礎年金の受給権は消滅しません。 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第 2号被保険者になっても、その遺族基礎年

金の受給権は消滅しない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡した

とき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。 

（○ H20 ★） 
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□ 配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっ

ても、子の遺族基礎年金は支給される。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

子に対する遺族基礎年金の支給停止に関する問題です。 

（原則）支給停止 

⇒配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき 

（他の年金たる給付を選択受給し当該遺族基礎年金が支給停止されている間も含む） 

⇒生計を同じくするその子の父又は母があるとき 

（例外）支給される 

⇒受給権者（父又は母）の申出により支給停止 

⇒所在不明による支給停止 

 

 

□ 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支

給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺

族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の

支給は停止される。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血

族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系

血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。 

（× H24 ★） 

⇒「消滅する。」 

解説≫ 

子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合（配偶者以外の養子）にも受

給権は消滅するので後半の論点が誤りです。 

 

 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

□ 被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18

歳に達した日以後最初の 3 月 31 日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態

になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の

受給権は消滅しない。 

（× H22 ★） 

⇒「当該障害状態にある子が 20歳に達したときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給

権は消滅する。」 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が 1年以上明らかでないときは、遺族基

礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その

支給が停止される。 

（× H22 ★） 

⇒「その所在が明らかでなくなった時に遡ってその支給が停止される。」 
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【法 43条】付加年金 

 

【法 43条】（付加年金） 

付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権

を取得したときに、その者に支給する。 

 

 

□ 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権

と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき

は、その間、付加年金も停止される。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有して

いる者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。」 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者が 65 歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を

取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が

支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。 

（× H21 ★） 

⇒「付加年金の支給も停止される。」 

解説≫ 

付加年金は、老齢基礎年金と一体となって支給されます。したがって、他の年金の受

給権を取得しても付加年金は支給されません。 

 

 

□ 昭和 61年 4月 1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第 1号被保険者として

の付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有す

る者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。 

（○ H16 ★） 
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□ 昭和 61年 4月 1日前の付加保険料納付済期間は第 1号被保険者としての付加保険料

納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第 3号

被保険者には、原則として付加年金が支給される。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

旧法にも付加保険料に係わる保険料納付済期間があり、新法以降も第 1 号被保険者と

しての付加保険料に係わる保険料納付済期間としてみなされるので正しい設問です。 

 

 

□ 昭和 61年 4月 1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第 1号被保険者として

の付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有す

る者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられ

るが、、付加年金の額は老齢基礎年金と同率には増額されない。 

（× H18 ★） 

⇒「老齢基礎年金と同率が増額される。」 

 

 

□ 老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金

の支給も停止される。 

（× H18 ★） 

⇒「又は一部」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

付加年金は、老齢基礎年金の全部（全額）の支給が停止されているときに支給停止され

ます。 

 

 

□ 付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、

その支給が停止される。 

（× H20 ★） 

⇒「又は一部」を削除すれば正しい。 
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【法 49条】寡婦年金 

 

【法 49条】（寡婦年金） 

①寡婦年金は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者

としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25

年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、か

つ、夫との婚姻関係（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。）が 10年以上継続した 65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、

その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を

受けていたときは、この限りでない。 

③60 歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が 60 歳に達した日の属する月の翌月から、

その支給を始める。 

 

 

□ 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係（届出を

していないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）が 10年以上継続し

た 60歳以上 65歳未満の妻に限り受給権が発生する。 

（× H20 ★） 

⇒「60歳未満の妻に受給権が発生する。」 

解説≫ 

60歳未満で受給権が発生した場合 

⇒妻が 60歳に達した日の属する月の翌月から支給開始されます。 

 

 

□ 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給

されない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

 実際に年金受給の有無にかかわらず、死亡した夫が「障害基礎年金の受給権者であっ

たこと」があれば、寡婦年金は支給されません。 
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□ 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けた

ことがなければ寡婦年金は支給される。 

（× H18 ★） 

⇒「あれば、支給の有無にかかわらず、寡婦年金は支給されない。」 

 

 

□ 死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支

給されない。 

（× H17 ★） 

⇒「寡婦年金は支給される。」 

解説≫ 

死亡した夫が 

●障害基礎年金の受給権者であったこと（支給の有無を問わず） 

●老齢基礎年金の支給を受けていたとき 

⇒寡婦年金は支給されません。 

逆に考えると、上記以外、寡婦年金は支給されるということで押させてください。 

 

 

□ 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支

給されない。 

（× H22 ★） 

⇒「併給調整の原則により、どちらかを一方を選択したうえで支給される。」 

解説≫ 

夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権が同時に発生するケースです。 

1 人 1 年金の原則により、どちらか一方を選択して受給することになります。遺族基礎

年金の受給権が消滅した後（失権後）に、60 歳に達した日の属する月の翌月から 65 歳

に達するまでの間であれば、寡婦年金を受けることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

□ 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して 10 年以上ある

妻については、夫の死亡当時、年齢が 60 歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生

するが、支給開始は 60歳に達した日の属する月の翌月からである。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【支給開始時期】 

死亡当時の

妻の年齢 

支給開始時期 支給終了時期 

60歳以上 夫の死亡日の属する月の翌月から 65歳に達した日の 

属する月まで（注①） 60歳未満 妻が 60歳に達した日の属する月の翌月から 

●注①（失権） 

・65歳に達した日の属する月 

・死亡した時 

・婚姻した時 

・養子となった時（直系血族、直系姻族の養子となった場合は除く。） 

・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時 

●寡婦年金の受給権は、妻が 60歳未満でも、夫の死亡時に発生します。ただし、支給開

始時期は上記の通りになります。 

 

 

□ 夫の死亡の当時に 60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が 60歳に達した

日の属する月の翌月から支給が開始され、65 歳に達した日の属する月まで支給され

る。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 特例による 65 歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給される

が寡婦年金は支給されない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

特例による任意加入被保険者には、寡婦年金の適用はないの正しい設問です。 

（第 1号被保険者としての独自給付の適用） 

●任意加入被保険者⇒ 死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、付加年金が適用。  

●特例任意加入被保険者⇒ 死亡一時金、脱退一時金が適用。 
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□ 65歳以上 70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の

給付に関する規定の適用については、第 1号被保険者とみなされる。 

（× H23 ★） 

⇒「寡婦年金」を除けば正しい。 

解説≫ 

65歳以上 70歳未満の特例の任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金、

脱退一時金に関する規定の適用については、第 1 号被保険者期間としての被保険者期間

とみなされます。 

 

 

□ 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第 1号被保険者に係る保険料納

付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受

けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

寡婦年金の額は、夫の第 1 号被保険者に係わる保険料納付済期間と保険料免除期間に

より計算されます。 

後半の論点の「生活保護法による生活扶助」とは、法定免除であり、保険料免除期間に

該当します。 

 

 

□ 第 1 号被保険者として保険料納付済期間 20 年、保険料全額免除期間 5 年、保険料半

額免除期間が 5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険

料半額免除期間は保険料納付済期間の 3分の 2（（国庫負担が 2分の 1となった後は 4

分の 3）として評価される。 

（○ H16 ★★） 

解説≫ 

設問の論点は、老齢基礎年金の額の計算における、保険料半額免除期間の評価について

になります。 

・国庫負担が 3分の 1の場合⇒2/3 

・国庫負担が 2分の 1の場合⇒3/4 
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□ 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険者期

間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基

礎年金の計算方法で算出した額の 4分の 3に相当する額である。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【寡婦年金の額】 

寡婦年金の額＝夫に支給されるべき老齢基礎年金の額×3／4 

 

 

□ 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の 4分

の 3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を 3年以上有していた場

合には、当該額に 8,500円を加算した額である。 

（× H21 ★） 

⇒後半のような規定はないので誤りになります。 

解説≫ 

死亡一時金に関しては、付加保険料納付済期間を 3 年以上有する場合には、死亡一時

金の額に 8,500円が加算されます。 

 

 

□ 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取

るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の 2分の 1相当額が加算される。 

（× H24 ★） 

⇒設問のような規定はないので誤りです。 

 

 

□ 寡婦年金の受給権者である寡婦が 65 歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満

たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第 2号被保険者としての被保険者期間を有し

ていたとしても、当該期間は反映されない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期

間に係わる規定なので、正しい設問になります。 
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□ 寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、そ

れを理由に、消滅することはない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

直系血族又は直系姻族以外の養子になった場合には、受給権は消滅します。 

 

 

□ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支

給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得した

ときは消滅する。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、

又は 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。 

（× H ★） 

⇒「又は 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは」を削除すれば正しい。 
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【法 52条の 2】死亡一時金 

 

【法 52条の 2】（死亡一時金） 

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第１号被保険者

としての被保険者期間に係る「保険料納付済期間の月数」、「保険料４分の１免除期間の

月数の４分の３に相当する月数」、「保険料半額免除期間の月数の２分の１に相当する月

数」及び「保険料４分の３免除期間の月数の４分の１に相当する月数」を合算した月数

が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に

支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡

したときは、この限りでない。 

 

 

□ ある男性が学校を卒業後 20 歳で会社に就職し、厚生年金保険に 7 年間加入し会社を

退職した。また、退職後は第 1 号被保険者として国民年金の保険料を 27 年間支払っ

た。この男性が 54 歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のう

ち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがな

い。（Cが正しい。H25 ★★） 

 

（A）男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた 80 歳の母（老齢基礎

年金のみ受給中）だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の

受給権を取得し、すべて受給することができる。（○ ★★） 

解説≫ 

上記の問題から分かること 

①第 1号被保険者としての保険料納付済期間 27年間 

②厚生年金保険の加入期間 7年間 

③受給資格期間が 25年以上なので、遺族厚生年金の長期要件に該当 

④54歳で死亡 

⑤生計維持していた 80歳の母親と同居（生計同一） 

上記の要件から、母親に対して死亡一時金と遺族厚生年金のすべてを受給することがで

きます。 

●「死亡一時金」と「遺族厚生年金」は併給調整されません。 

 

 

 

 

 



国民年金法 2014 

 

みんなの社労士合格 

 Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

（B）男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後 25 年間同居していた

50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金

の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択すること

となり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。（○ ★★） 

解説≫ 

・上記の①～④は同条件 

・25 年間同居の 50 歳の妻に対して、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金の受給権は

発生します。 

●寡婦年金⇒第 1号被保険者として保険料納付済期間が 25年以上あり、生計維持＋婚姻

関係が 10年以上継続し 65歳未満の妻 

●死亡一時金⇒第 1号被保険者としての保険料納付済期間が 36月以上あり、生計同一の

配偶者あり 

ただし、寡婦年金と死亡一時金は、受給権者の選択になります。 

・死亡一時金の支給を受ける場合⇒遺族厚生年金も併給 

・寡婦年金の支給を受ける場合は⇒遺族厚生年金と併給されません。 

 

 

（C）男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた 12歳と 15歳の子だけ

である場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の

受給権を取得し、すべて受給することができる。（× ★★） 

⇒「を受給することができる。」 

解説≫ 

・①～④は同条件 

・生計維持していた 12歳と 15歳の子と同居 

設問の場合、死亡一時金は、支給されないので誤りになります。 

 

POINT≫【死亡一時金の不支給事由】 

①死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるとき 

②死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる

者があるとき。 

（ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。） 

③遺族基礎年金の支給要件を満たす胎児である子が生まれたことにより、妻又は胎児で

あった子が遺族基礎年金の受給権を取得したとき 

（ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が

消滅したときを除く。） 
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（D）男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた 50歳の弟と 60歳の兄

だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その 1

人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その 1 人に対して

した支給は全員に対してしたものとみなされる。（○ ★★） 

解説≫ 

・①～④は同条件 

・生計維持していた 50歳の弟と 60歳の兄と同居 

寡婦年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金⇒受給権は発生しないので正解になります。 

 

POINT≫【遺族厚生年金の遺族の範囲】 

被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、又は祖父母 

（兄弟姉妹は入りません。） 

・妻⇒年齢要件なし 

・夫、父母、祖父母⇒55歳以上 

・子、孫⇒18歳年度末又は 20歳未満で一定障害で、かつ、現に婚姻していない場合 

 

POINT≫【死亡一時金の遺族の範囲】 

その者の死亡当時生計同じくしていた 

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 

（死亡一時金は、年齢要件や障害要件は不問） 

  

 

（E）男性が死亡した当時、生計を維持していた者が 5 年間同居していた内縁関係の 45

歳の妻と男性と養子縁組をしていない 13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡

一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺

族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。（○ ★★） 

解説≫ 

・①～④は同条件 

・生計維持していた 45歳の妻と 5年間同居 

・養子縁組をしていない 13歳の妻の連れ子 

 

養子縁組をしていない連れ子では、遺族基礎年金の受給権は発生しません。 

●「配偶者」、「夫」及び「妻」⇒婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む 

●「子」⇒実子、又は、養子縁組をした子であることが必要。 
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□ 死亡一時金の支給要件となる第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免

除期間は、保険料 4分の 1免除期間、保険料半額免除期間、保険料 4分の 3免除期間

が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保

険者期間に係る保険料納付済期間の月数が 20 月、及び保険料半額免除期間の月数が

30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。 

（× H20 ★） 

⇒「その者の遺族に対して死亡一時金は支給されません。」 

解説≫ 

死亡一時金は、保険料納付済期間が 36月以上ある場合に支給されます。設問では 

・保険料納付済期間が 20月 

・保険料半額免除期間が 30月×1／2＝15月 

合計 35月の為支給されません。 

 

 

□ 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1号被保険者

としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算し

て 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。 

（× H24 ★） 

⇒「保険料４分の１免除期間の月数の４分の３に相当する月数、保険料半額免除期間の

月数の２分の１に相当する月数及び保険料４分の３免除期間の月数の４分の１に相当す

る月数」 
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□ 被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権

が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる

者があるときは⇒死亡一時金は、支給されません。 

ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一

時金が支給される。 

 

後半ただし書きの具体例は 

死亡日の属する月に、子が婚姻などをして、遺族基礎年金の失権事由に該当した場合等

が該当しその際、死亡一時金が支給されます。 

 

 

□ 死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、

老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支

給される。 

（× H19 ★） 

⇒「支給されない。」 

解説≫ 

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためなので、老齢基礎年金又は障害基礎年金

の支給を受けたことがある者が死亡した場合には支給されません。 

 

 

□ 死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保

険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料

納付済期間とはされていない。 

（× H19 ★） 

⇒「保険料納付済期間とされる。」 

解説≫ 

特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、 

死亡一時金並びに脱退一時金の規定の適用については、第 1 号被保険者としての国民年

金の被保険者期間とみなします。 
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□ 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母ま

たは兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであ

る。 

（× H22 ★） 

⇒「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって」 

解説≫ 

孫が抜けているので誤りです。 

 

 

□ 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、

寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅し

たときは、この限りでない。 

（× H24 ★） 

⇒「受給権者の選択により支給される。」 

解説≫ 

寡婦年金と死亡一時金が同時に要件を満たした場合には、受給権者の選択によりどち

らか一方が支給されます。 

 

 

□ 死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた

遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【死亡一時金の不支給】 

下記に該当する場合には、死亡一時金は不支給 

①死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合 

（旧法による老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、設問の裁定替えされた遺族

基礎年金が支給を受けたことがあれば⇒死亡一時金は不支給） 

②死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる

者がある場合 

③遺族基礎年金の支給要件を満たす胎児が生まれた事により、妻又は胎児であった子が

遺族基礎年金の受給権を取得した場合 
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□ 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険者

期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料 4分の 1免除期間

の月数の 4分の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する

月数及び保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数を合算した月数に

応じて、12万円から 28万円の額である。 

（× H16 ★） 

⇒「12万円から 32万円の額である。」 

 

 

□ 死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成

17 年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で

定めた額である。 

（× H24 ★） 

⇒「脱退一時金の額は」 

解説≫ 

死亡一時金の額に関しては、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての

保険料納付実績に応じて 12万円から 32万円の額が支給されます。 

 

 

□ 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険者

期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が 3 年以上で

ある者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加

保険料を 3 年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算され

ることはない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けと

ることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により

受給できる。 

（○ H18 ★） 
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□ 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第 1号被保険者及び第 3号被保険者としての

被保険者期間を対象とした給付で、第 2号被保険者としての被保険者期間は対象とさ

れない。 

（× H19 ★） 

⇒「及び第 3号被保険者」を削除すれば正しい。 
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【法附則 9条の 3の 2】脱退一時金 

 

【法附則 9条の 3の 2】（脱退一時金） 

当分の間、請求の日の前日において、請求の日の属する月の前月までの第 1 号被保険

者としての被保険者期間に係わる「保険料納付済期間の月数」「保険料 4分の 1免除期間

の月数×3／4相当月数」「保険料半額免除期間の月数×1／2相当月数」「保険料 4分の 3

免除期間の月数×1／4相当月数」を合算した月数が 6月以上である日本国籍を有しない

者（被保険者でないものに限る。）であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい

ない者等は、脱退一時金の支給を請求することができる。 

 

□ 脱退一時金は、平成 6年 11 月 9 日時点で日本国内に住所を有しない者には支給され

ないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者とな

った者には支給される。  

（○ H16 ★） 

解説≫ 

脱退一時金の公布日は、平成 6年 11月 9日で、平成 7年 4月 1日から施行された制度

です。平成 6年 11月 9日以後に 

・国民年金の被保険者であった者 

・国民年金の被保険者となった者 

が対象になります。 

●平成 6年 9月 11日は、障害基礎年金の「障害等級（1級～3級）不該当 3年失権」 

の制度改正と同時期です。 

 

 

□ 脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民

年金法附則に規定されている。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

脱退一時金は、短期滞在留外国人にかかる保険料の掛け捨て防止の措置として、 

法附則 9条の 3の 2において、規定されています。 

同様に、厚生年金保険法にも、法附則 29条 1項で規定されています。 

 

 

□ 脱退一時金の支給額は、第 1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段

階に区分されている。 

（○ H24 ★） 
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□ 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第 1号被保険者であ

った期間は、被保険者でなかったものとみなされる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 脱退一時金は障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。 

（○ H24 ★） 

POINT≫【脱退一時金の支給の請求ができない場合】 

①日本国内に住所を有するとき 

②障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき 

③最後に被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者に

あっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して 2 年を経

過しているとき 

（⇒帰国後 2年以内に請求することが必要） 

④国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の用を

受ける者であるとき 

 

 

□ 脱退一時金は、日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を

請求することができる。 

（× H20 ★） 

⇒「被保険者でない者は」 

解説≫ 

被保険者である者は、脱退一時金を請求することはできません。 

脱退一時金の支給を請求することができるのは、「被保険者でない者」に限ります。 

 

 

□ 脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月ま

での第 1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料 4分の 1免除期間の

月数の 4分の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月

数及び保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数を合算した月数が 6

か月以上あることが必要である。 

（○ H19 ★） 
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□ 遺族基礎年金（旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされ

た遺族基礎年金を除く。）の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件

を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。 

（× H21 ★★） 

⇒「請求することはできる。」 

解説≫ 

設問の（  ）内にある、「旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁

定替えされた遺族基礎年金の場合」には、請求できません。 

 

 

□ 脱退一時金の支給要件の 1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日（同日に日

本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくな

った日）から起算して 2年を経過していることが必要である。 

（× H23 ★） 

⇒「2年を経過している者は、脱退一時金の請求をすることができない。」  

 

 

□ 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所

定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求すること

ができる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

脱退一時金は、国民年金、厚生年金保険それぞれに請求することができます。 

 

 

□ 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険

者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料 4分の 1免除

期間の月数の 4分の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当

する月数及び保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数を合算した月

数が 6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。 

（○ H16 ★） 
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□ 脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの第 1号被保険者として

の被保険者期間に係る保険料納付済期間を 3か月及び保険料 4分の 3免除期間を 4か

月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。

（× H22 ★★） 

⇒「その請求をすることができない。」 

解説≫ 

脱退一時金は、保険料納付済期間、保険料免除期間（4分の 1、半額、4分の 3）が 

6月以上ある場合に請求することができます。 

設問では、 

・保険料納付済期間⇒3月 

・保険料 4分の 3免除期間 4月×1/4⇒1月 

合計 4月なので請求できません。 

 

 

□ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった

第 1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなさ

れる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定（賃金・物価スライド）の対象とさ

れないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 昭和 61 年 4 月 1 日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに

至った日から昭和 61年 3月 31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者と

しての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。

（○ H16 ★★★） 

解説≫ 

特別一時金とは、障害年金等（旧法）の受給権者等が、国民年金法（旧法）に任意加

入して支払った保険料が掛け捨てになるので、その保険料納付済期間に応じて、特別一

時金が支給されます。 
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□ 昭和 61年 4月 1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金、

旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、その他の障害を支

給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの（以下「障害年金等」という。）

を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日（一部

の障害年金は、政令で定める日）から昭和 61年 3月 31日までの期間に旧国民年金法

に規定する保険料納付済期間を有する者（一部の者は除く。）は、特別一時金の支給

を請求することができる。 

（○ H21 ★★★） 
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通則等 

 

□ 68 歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目

手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定

は行われず、改定率は据え置かれる。 

（× H25 ★） 

⇒「改定率の改定は行われる。」 

【法 16条の 2】（調整期間） 

政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均

衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金（年金特

別会計の国民年金勘定の積立金をいう。）を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその

均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付（付加年金を除く。）の

額（以下この項において「給付額」という。）を調整するものとし、政令で、給付額を調

整する期間（以下「調整期間」という。）の開始年度を定めるものとする。 

 

解説≫ 

前半の論点は正しい設問です。 

後半の論点で、調整期間中においても、改定率の改定は行われるので誤りになります。 

年金の支給額に関しては、「①物価スライド特例水準解消による年金額（現実の支給額）」

と「②法定額（調整期間）」の 2種類あります。 

 

いずれにしても、年金額は一定額ではなく毎年、物価や賃金に応じて改定されます。 

①に関しての改定は、 

●67歳までに支給する年金額 

⇒名目手取賃金変動率（物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率）を基準

とした改定率で年金額を改定します。 

つまり、手取り賃金の変動を物価変動率で調整する率を用います。 

●68歳以降に支給する年金額 

⇒物価変動率を基準とした改定率で年金額を改定します。 

 

②の調整期間中は、マクロ経済スライドの仕組みで物価や賃金の変動をそのまま年金額

に反映させるのではなく、人口構成の変化（被保険者数の減少率や平均余命の伸び率）

に応じて、年金額を改定します。 
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□ 政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じな

いようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡

を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付（付加年金を含む。）の

額を調整するものとする。 

（× H19 ★） 

⇒「（付加年金を含む。）」削除すれば正しい。 

 

 

□ 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政

均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる

給付（付加年金を除く。）の額に所要の調整を行うものとする。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすること

ができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

（× H25 ★） 

⇒「いつでも行うことができる。」 

 

 

□ 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできな

いが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【公課の禁止】 

（原則） 

⇒租税その他の公課は、給付として受けた金銭を標準として課すことはできない。 

（例外）・・・課税対象 

⇒老齢基礎年金、付加年金 

 

 

□ 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の

翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これ

らの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 

（○ H22 ★） 
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□ 年金給付は毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び 12月の 6期に、それぞれの前月ま

での分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年 6回払いであるが、旧

法の老齢福祉年金の支払期月は、4 月、8 月及び 12 月（請求があったときは 11 月）

の年 3回である。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50 銭未満の端数が生じたときは、50 銭

未満の端数は切捨て、また、50銭以上 1円未満の端数は 1円に切り上げられる。 

（× H22 ★） 

⇒「国債の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の規定により、1 円未満の端数は

切り捨てられる。」 

POINT≫【端数処理】 

①年金給付の額 

（年金給付を受ける権利を裁定する場合、年金給付の額を改定する場合） 

⇒100円未満の端数を四捨五入 

（条文上…年金給付の額に 50 円未満の端数が生じた時は、これを切り捨て、50 円以上

100円未満の端数が生じた時は、これを 100円に切り上げる。） 

②計算過程における端数処理 

⇒1円未満の端数を四捨五入（原則） 

③各支払期月における支払額の端数処理（設問のケース） 

⇒1円未満の端数切り捨て 
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□ 船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分

からない場合は、その船舶が行方不明となった日から 3か月を経過した日にその者は

死亡したものと推定する。 

（× H22 ★） 

⇒「から 3か月を経過した日」を削除すれば正しい。 

【法 18条の 2】（死亡の推定） 

①船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っ

ていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が３

箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死

亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用に

ついては、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその

者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。 

②航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその航空機に乗ってい

た者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が３

箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死

亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 

 

 

□ 自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が 3月間分から

ない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。 

（× H18 ★） 

⇒「民法の失踪宣告の規定が適用される。」 

解説≫ 

死亡の推定は、「船舶および航空機」の場合だけです。自動二輪車や鉄道、自動車の事

故は含まれません。 

 

 

□ 失踪宣告があったときは、行方不明になってから 5年を経過した日に死亡したものと

みなされる。 

（× H18 ★） 

⇒「7年を経過した日に」 

解説≫ 

不在者の生死が 7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は、

失踪の宣告をすることができます。 失踪宣告があれば、生死不明の者に対して，法律

上死亡したものとみなす効果を生じます。 
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□ 年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだ

その者に支給しなかったものがあるとき、自己の名で、その未支給年金の支給を請求

することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であっ

て、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。 

（× H19 ★） 

⇒「その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3 親等内

の親族であって」 

⇒「生計を同じくしているものに限る。」 

解説≫ 

未支給の保険給付の遺族の範囲が平成 26年 4月 1日改正で上記の要件になります。 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡

の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となってい

た被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未

支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

（原則）子に関しては、実子か養子縁組 

（例外）  

⇒未支給年金に関しては、例えば後妻（遺族基礎年金の受給権者）の場合で夫が死亡し

た当時先妻との間に子がいるようなケース（夫の連れ子） 

後妻が、夫の連れ子と養子縁組していなくても、その子は、未支給年金を請求できる子

とみなされます。 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金

の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者で

あった者の子も未支給の年金を請求することができる。 

（○ H20 ★★） 

 

 

□ 老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求す

ることができる。 

（○ H18 ★） 
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□ 未支給の年金を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、その 1 人のした請求は、

全員のためその全額につきしたものとみなし、その 1人に対してした支給は、全員に

対してしたものとみなす。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 65 歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65 歳以上

の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整に

よりどちらか一方の年金給付は支給停止される。 

（× H25 ★） 

⇒「併給される。」 

POINT≫【65歳以上で併給可能な場合】 

●老齢基礎年金＋遺族厚生年金（遺族共済年金） 

●障害基礎年金＋老齢厚生年金（退職共済年金） 

●障害基礎年金＋遺族厚生年金（遺族共済年金） 

65歳以上とくれば、上記 3パターンになります。 

この 3パターンをしっかり覚えてください。 

 

 

□ 平成 18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生

年金を併給することができることとなった。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 65 歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することがで

きる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 65 歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給す

ることができる。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

設問は、老齢という同一支給事由なので併給されます。 
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□ 65 歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得

した場合には、その翌月から 65 歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減

額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。 

（× H19 ★） 

⇒「いずれかを選択して受給することとなる。」 

解説≫ 

65 歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金については、受給権者が 65 歳に達していないの

で、遺族厚生年金と併給することはできません。 

 

 

□ 65 歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金

は、いずれも併給することができる。 

（× H20 ★） 

⇒「老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できるが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給

することができない。」 

 

 

□ 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択に

よりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。 

（× H23 ★） 

⇒「支給停止となる。」 

 

 

□ 国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認め

られておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択

することはできない。 

（× H20 ★） 

⇒「選択することはできる。」 
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□ 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一

の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の 5分の 2に相当す

る額が支給される。 

（× H24 ★） 

⇒「全額が支給される。」 

解説≫ 

そもそも、設問のような調整の規定はありません。 

 

 

□ 65 歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者は、遺族共済

年金を併給して受給することができる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族共済年金も

受給することができることとなった場合、その者が 65 歳以上であるときは、旧国民

年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族共済年金を併給して受給することが

できる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

旧法による老齢年金及び通算老齢年金は、遺族共済年金と併給して受給することができ

ます。 

ただし、受給権者が 65歳に達していることが条件です。 

 

 

□ 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に

遡って給付を受けることができる。 

（× H24 ★） 

⇒「将来に向かって」 

 

 

□ 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分とし 

て年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払

とみなすことができる。 

（○ H20 ★） 
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□ 障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき

月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異な

る制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできな

い。 

（× H22 ★） 

⇒「内払とみなすことができる。」 

解説≫ 

内払い調整に関しては、国民年金と厚生年金保険との間でも行われます。 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の

死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務

の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があると

きは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当する

ことができる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

年金たる給付の支払い金の過誤払いによる返還金債権への充当に関しての設問です。 

過誤払いによる充当とは 

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず 

⇒死亡日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付が支払われた（過誤払い）場合 

⇒当該過誤払いによる返還金債権に係わる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付

（遺族基礎年金）があるときは、当該年金給付の支払い金の金額に当該過誤払いによる

返還金債権の金額に充当することができます。 

●内払い⇒同一人についての調整 

●充当⇒受給権者が異なる場合に適用され、充当の適用があるのは、「遺族基礎年金」だ

けになります。 

 

 

□ 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠

償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

損害賠償との調整に関する設問です。 

死亡一時金に関しては、損害賠償との調整は行われません。 
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□ 給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に

供する場合を除き、担保に供することはできない。 また、給付を受ける権利は、年

金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡す

ことはできない。 

（× H19 ★） 

⇒「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、」を削

除すれば正しい。 

POINT≫【受給権の保護】 

 原則 例外 

譲渡 禁止 なし 

担保に供す 禁止 ●年金給付を受ける権利 

⇒独立行政法人福祉医療機構に対して、年金担保融資

事業に担保に供することは可能 

差押さえ 禁止 ●老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利 

⇒国税滞納処分により差押さえ可能 

●脱退一時金、特別一時金も準用 

 

 

 

 

□ 老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またそ

の給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付

けを行うことができる機関として正しいものは、次のうちどれか。 

（Aが正しい。 H23 ★） 

(A)独立行政法人福祉医療機構 

(B)独立行政法人労働者健康福祉機構 

(C)財団法人年金融資福祉サービス協会 

(D)社団法人全国社会保険協会連合会 

(E)日本年金機構 
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□ 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年

金の全部又は一部を支給しないことができる。 

（× H20 ★） 

⇒「又は一部」を削除すれば正しい。 

【法 69条・法 71条】（絶対的給付制限）⇒「全部」 

（法 69条）故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害につ

いては、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 

（第 71条）  

①遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意

に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その

者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡さ

せた者についても、同様とする。 

②遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅

する。 

 

 

□ 遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死

亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。 

（× H17 ★） 

⇒「遺族基礎年金又は死亡一時金は支給される。」 

解説≫ 

自殺≠故意の犯罪行為又は重大な過失 

⇒給付制限の対象外になります。 
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□ 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ

た者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わ

ないことができる。 

（○ H21 ★） 

【法 70条】（相対的給付制限）⇒全部または一部の給付制限 

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指

示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の

程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又

は一部を行わないことができる。 

自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関す

る指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡に

ついても、同様とする。 

 

 

□ 受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の

物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止す

ることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「支払いを一時差し止めることができる。」 

 

 

□ 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生

労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な

理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は

年金給付の支払を停止することができる。 

（× H23 ★） 

⇒「年給付の支給を一時差し止めることができる。」 
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【法 115条】国民年金基金等 

 

□ 20歳から現在（平成 25年 4月 12日とする。）まで引き続き国民年金の被保険者とし

て保険料を滞納することなく納付している者（昭和 29 年 4 月 2 日生まれの者）が、

現在、第 1 号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば

60歳以降も、最長で 65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。

なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。 

（× H25 ★★） 

⇒「希望しても 60 歳以降、最長で 65 歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入するこ

とができない。」 

解説≫ 

 国民年金基金は、任意加入被保険者でも加入可能です。（特例による任意加入被保険者

は加入不可） 

ただし、設問では、現在 59歳で保険料を滞納していないということなので、後わずかで、

所定の月数 480に達してしまいます。 

となると該当者は、任意加入被保険者の資格を喪失し同時に第 1 号被保険者の資格を喪

失するので基金に加入することはできません。 

 

 

【法 115条】（国民年金基金） 

国民年金基金（以下「基金」という。）は、第１条の目的を達成するため、加入員の老齢

に関して必要な給付を行なうものとする。 

【115条の 2】（種類） 

基金は、地域型国民年金基金（以下「地域型基金」という。）及び職能型国民年金基金（以

下「職能型基金」という。）とする。 

 

 

□ 第 1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資

格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。

（× H25 ★） 

⇒「加入員資格の喪失に関しては、申し出により任意にその資格を喪失できない。」 
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□ 社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮

し、都道府県社会保険労務士会につき 1個設置されている。 

（× H23 ★） 

⇒「全国を通じて 1個である。」 

POINT≫【国民年金基金の種類と設立】 

地域型基金 職能型基金 

第 1号被保険者であって、基金の地区内に

住所を有する者をもって組織 

 

第 1号被保険者であって、基金の地区内に

おいて同種の事業又は業務に従事する者

をもって組織 

・都道府県につき 1個 同種の事業又は業務につき全国で 1個 

加入員…1,000人以上 加入員数…3,000人以上 

（設立手続） 

①300人以上の加入員たる資格を有する者

の申し出により、厚生労働大臣が設立委員

を任命 

（設立手続） 

①加入員となろうとする 15 人以上の者が

発起人 

②設立委員又は発起人が規約を作成し、創立総会の日時、場所を公表 

③創立総会を開催 

（創立総会の議事） 

⇒設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その出席者の 3分の 2以上で決する。 

④厚生労働大臣の認可 

●規約に関する変更⇒厚生労働大臣の認可 

●政令で定める事項の変更⇒厚生労働大臣に届出 

 

 

□ 国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日まで

に設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの 3分の 2以上が出席し、出

席者の半数以上で決する。 

（× H16 ★） 

⇒「半数以上が出席し」 

⇒「3分の 2以上で決する。」 
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□ 国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、

発起人又は代議員のうちからそれぞれ 1人を選挙することとされる。 

（× H18 ★） 

⇒「学識経験を有する者」 

POINT≫【国民年金基金の役員】 

●役員 

⇒「理事」と「監事」 

●理事 

⇒代議員において互選 

（理事の定数の 3分の 1を超えない範囲内⇒代議員会において、学識経験者のうちから

選挙可能） 

●理事長 

⇒理事のうち 1人を理事長として、理事が選挙 

●監事 

⇒代議員会において、学識経験者及び代議員のうちから、それぞれ 1人を選挙 

●役員（理事・監事）の任期 

⇒3年を超えない範囲内で規約で定める期間 

（補欠は残任期間） 

 

 

□ 国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法そ

の他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年

金基金に加入することはできない。 

（× H20 ★） 

⇒「加入することはできる。」 

POINT≫【基金に加入できない場合】 

・第 2号被保険者、第 3号被保険者 

・農業者年金の被保険者 

・特例による任意加入被保険者 

・他の基金の加入員であるとき（2つ以上の同時加入は不可） 

・保険料の免除を受ける者 
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□ 第 1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国

民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。 

（× H23 ★） 

⇒「その加入員となることができない。」 

解説≫ 

国民年金基金の加入員となることができる者は 

⇒「第 1号被保険者」及び「日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の任意加入被

保険者」になります。 

設問の任意加入被保険者の括りであれば、「原則の任意加入被保険者」と「特例による任

意加入被保険者」と範囲が広くなるので誤りになります。 

従来は、国民年金基金の加入員となることができる者は、第 1 号被保険者に限られて

いましたが、平成 25年 4月 1日施行の改正により、第 1号被保険者に加えて「日本国内

に住所を有する 60歳以上 65歳未満の任意加入被保険者」も加入員となることが可能に

なりました。 

 

 

□ 職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設

立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

社会保険労務士法人の代表社員は、第 2 号被保険者になるため、国民年金基金の加入

員の資格を「その日」に喪失します。 

 

 

□ 夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事

する妻が第 1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険

労務士の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。 

（× H24 ★） 

⇒「加入員になることができる。」 
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□ 第 1 号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、

当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には

加入できない。 

（× H24 ★） 

⇒設問のような規定はないので誤り。 

解説≫ 

設問の場合、第 1 号被保険者は、地域型と職能型のどちらかを選択して加入すること

ができます。ただし、両方の基金に加入することはできません。 

 

 

□ 毎月の掛金の上限額である 68,000 円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地

域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。 

（× H24 ★） 

⇒「いなくても、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入するこ

とはできない。」 

 

 

□ 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第 90 条第 1 項等の規定による国民年

金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。

（× H24 ★） 

⇒「保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。」 

解説≫ 

保険料免除の適用を受けることができる者は、国民年金基金の加入員になることはで

きません。 

保険料免除の規定が適用された場合は 

⇒「保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失し

ます。 

合わせて、加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は 

⇒その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされます。 
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□ 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入

員の資格を喪失する。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【加入員資格の取得日及び喪失日】 

●取得日 

⇒地域型基金、職能型基金に申し出た「その日」の資格を取得 

●喪失日 

⇒「その日」に喪失 

・被保険者の資格を喪失した日、第 2号被保険者、第 3号被保険者となった日 

・農業者年金の被保険者となった日 

⇒「その翌日」 

・地域型基金の加入員が基金の地区内に住所を有する者でなくなった場合 

・職能型基金の加入員が加入していた基金に係わる事業又は業務に従事する者でなくな

った場合 

・加入していた基金が解散した場合 

⇒「月の初日」 

・保険料免除の規定が適用された場合 

 

 

□ 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委

託することができる。 

（× H17 ★） 

⇒「厚生労働大臣の認可」 

 

 

□ 銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受

理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務（加入の申出の受理に関

する業務に限る。）を受託することができます。 
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□ A県の地域型国民年金基金に 20歳から 30歳まで加入していた者が第 2号被保険者と

なったため加入員資格を喪失した。その後 40 歳で第 1 号被保険者に種別変更し、再

び当該国民年金基金に 40 歳から 50 歳まで加入したが、50 歳から第 3 号被保険者に

なったため加入員資格を再び喪失した（以後 60 歳まで第 3 号被保険者）。この場合、

加入員期間は通算して 20年になるため、年金又は一時金の支給は A県の地域型国民

年金基金から受ける。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

同一の基金に関しては、加入員期間は合算されるために、A 県の地域型国民年金基金

から年金又は一時金の支給を受けます。 

 

 

□ 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基

礎年金の受給権を取得したときから 3年を限度に、その者に支給されるものでなけれ

ばならない。 

（× H22 ★） 

⇒「から 3年を限度に」を除けば正しい。 

POINT≫【老齢（年金）に関する支給要件】 

●（支給要件） 

⇒少なくとも、基金の加入員であった者が、老齢基礎年金の受給権を取得した時には、

その者に支給されるものでなければならない。 

（基金は、付加年金の代行の役割を持つので、老齢基礎年金と連動して支給） 

●（支給額） 

⇒「200円×基金の加入員であった期間の月数」を超えるものでなければならない。 

（老齢基礎年金の繰下げ・繰上げの場合⇒同時に増額または減額） 

 

POINT≫【死亡に関する一時金の支給要件】 

●（支給要件） 

⇒少なくとも、基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族

が死亡一時金を受けた時には、その遺族に支給されるものでなければならない。 

●（支給額） 

⇒8,500円を超えるものでなければならない。 
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□ 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった

者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときに

は、その遺族に支給されるものでなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「又は遺族基礎年金」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であっ

た者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給

されるものでなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「死亡一時金」 

解説≫ 

遺族が遺族基礎年金を受けたときには、国民年金基金は一時金を支給しません。 

 

 

□ 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超え

るものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は

定められていない。 

（× H22 ★） 

⇒「8,500円を超えるものでなければならない。」 

 

 

□ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200

円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額

を超えるものでなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「200円に減額率を乗じて得た額を 200円から減じた額」 

解説≫ 

老齢基礎年金の繰下げ・繰上げが行われた場合、基金に関しても同様に増額または減額

されます。 
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□ 国民年金基金の支給する年金は、国民年金基金への掛金を一度納付した期間であって

も、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基

金に納付した掛金は還付される。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

国民年金基金の加入員期間は 

⇒国民年金の保険料納付済期間である期間に限られます。つまり、国民年金の保険料を

納付しない期間があれば、その期間については基金の給付の対象から省かれ、基金に納

付した掛金は還付されます。 

 

 

□ 国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の

保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、

基金に納付した掛金は還付される。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 国民年金基金（以下「基金」という。）は、基金が支給する年金及び一時金に関する

事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めが

なく各基金が任意に定めることとされている。 

（× H20 ★） 

⇒「政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。」 

解説≫ 

掛金（国民年金でいうと「保険料」）の額は、1 か月 68,000 円を上限に各月につき、

徴収します。 

 

 

□ 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、

基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間（直近の 10

年以内分）について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかっ

た期間に相当する期間（平成 3年 4月 1日以後の期間で 10年を限度）について掛金

を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1 か月につき 68,000 円を超え

てはならない。 

（× H23 ★★） 

⇒「5年（60月）を限度」 

⇒「102,000円」 
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□ 国民年金基金は、代議員の定数の 3分の 2以上の多数による代議員会の議決により解

散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「4分の 3以上の多数」 

POINT≫【基金の解散事由】 

①代議員の定数の 4分の 3以上の多数による代議員会の議決 

②基金の事業の継続の不能 

③厚生労働大臣による解散の命令 

●①、②に関しては 

⇒厚生労働大臣の認可が必要 

 

 

□ 基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に

関するすべての義務を免れる。 

（× H16 ★） 

⇒「すべての義務が免れるわけではない。」 

解説≫ 

「解散した日までに支給すべきであった年金」又は 

「一時金でまだ支給していないものの支給」に関する義務については、 

義務を免れないので誤りになります。 

 

 

□ 国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選し、その者の

任期は 3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。 

（× H17 ★） 

⇒「2年」 

 

 

□ 国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年

金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が 15 年未満の中途脱退者に年

金又は一時金を支給することができる。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

後半の論点の一時金に関しては、死亡を支給事由とする一時金です。脱退に関しての

一時金はありません。 
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□ 国民年金基金（以下「基金」という。）は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年

金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができ

るが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者（当該加入員の資格を喪失

した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。）であって、当

該基金加入期間が 20年に満たないものをいう。 

（× H20 ★） 

⇒「15年に満たないものをいう。」 

 

 

□ 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者（加入員資格を喪失した日において国

民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。）で、国民年金基金の加入員期

間が 15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。

（× H23 ★） 

⇒「支給されない。」 

解説≫ 

国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に対して年金又は死亡を支給

事由とする一時金の支給を行いますが、脱退に関しての一時金の規定はないため誤りに

なります。 

 

 

□ 国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び

喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されています。 

 

 

□ 政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から

徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。 

（○ H19 ★） 
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【法 101条 1項】不服申立て他 

 

【法 101条 1項】（不服申立て） 

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定に

よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、そ

の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 

 

□ 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができる

が、原処分があった日の翌日から起算して 2年を経過したときはすることができない。

（○ H25 ★） 

⇒「60日以内にしなければならない。」 

 

 

□ 死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に

対して審査請求をすることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「ならびに脱退一時金」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

脱退一時金に関しては、社会保険審査会に対して審査請求をする一審制になります。 

厚生年金保険法も同様です。 

 

 

□ 脱退一時金は国民年金法第 15 条に定める給付ではないので、その処分に不服があっ

ても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。 

（× H24 ★） 

⇒「その処分に不服があれば、社会保険審査会に対して審査請求することができる。」 
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□ 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対す

る社会保険審査官の裁決を経た後であれば、直ちに提起することができる。 

（× H20 ★） 

⇒「当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ

提起できない。」 

POINT≫【審査請求の事由】 

●二審制⇒｢被保険者の資格｣「給付」「保険料」 

●一審制⇒「脱退一時金」 

 

 

□ 給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から 5年を経過したときは時効によっ

て消滅する。 

（× H18 ★） 

⇒「年金給付を受ける権利は」 

POINT≫【時効】 

●5年 

⇒年金給付を受ける権利 

●2年 

⇒保険料・還付金・死亡一時金 

 

 

□ 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした

場合でも、時効中断の効力は生じない。 

（× H20 ★） 

⇒「時効中断の効力が生じる。」 

解説≫ 

保険料の納入の告知・督促ま、時効中断の効力を有します。 
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□ 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届

出をしたときは、30 万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を

受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることは

ない。 

（× H20 ★） 

⇒「6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金」 

⇒「3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処せられる。」 

POINT≫【罰則】 

●偽りその他の不正な手段により給付を受けた者 

⇒3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

●虚偽の届け出をした被保険者、世帯主（資格の取得、喪失、種別の変更等） 

⇒6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 

●届出を 

⇒30万円 

●死亡の届け出 

⇒10万円以下の過料 

 

 

□ 第 1号被保険者及び第 3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及

び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は 30 万円以下

の過料に処する。 

（× H18 ★★） 

⇒「10万円以下」 

解説≫ 

設問には「資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届け出」と

あります。 

「以外の届け出」とは、「死亡に関する届け出」等で、10万円以下の過料になります。 

●第 1号被保険者及び第 3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及

び住所の変更の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者 

⇒6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金になります。 

 

 

□ 被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定

による死亡の届出義務者は、20万円以下の罰金に処せられる。 

（× H20 ★） 

⇒「10万円以下の過料に処せられる。」 
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□ 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った

運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、

積立金を預託することにより行う。 

（× H18 ★★） 

⇒「寄託することにより行う。」 

【法 76条】（積立金の運用） 

①積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を

目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行

うものとする。 

②厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、

財政融資資金に積立金を預託することができる。 

 

 

解説≫ 

●寄託（きたく）とは、「相手方のために保管をすることを約して、ある物を受け取るこ

とによって、その効力を生ずること」 

●預託とは、「金品を他人に預ける一般的、一時的な行為」 

 

 

 

 

 

 


