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第 38回目 厚生年金保険法 法改正  

▼傾向と対策 

それでは第 38回目の講義「厚生年金保険法 法改正」の解説を進めていきます。 

前回の国民年金法に引き続き法改正の解説を行います。 

 

国民年金法と同様に厚生年金保険法でも多くの改正があります。 

特に厚生年金基金の改正絡みで、目的条文も含めて改正があります。 

 

また、厚生年金保険法の改正は、健康保険法との関連や国民年金法との関連を踏まえて横断

的に学習を進めていく必要があります。 

 

国民年金法と同様に 

・改正の概略（改正前、改正後） 

・数字の暗記 

・新設の法律の場合は、用語の定義 

・条文はキーワードを意識した学習（選択式対策として） 

を意識しながら学習を進めてください。 

 

厚生年金基金の改正は、分量も多く難解な箇所ですが、 

厚生労働白書（平成 25年度版 Ｐ281）の厚生年金基金の箇所は、特に選択式対策として注

意しながら学習してください。 

（本編に掲載しています。） 

 

 

▼社労士ルパン先生と総務部にいる社労士を目指すフジ子さんとの会話 

「先生こんにちは。国民年金法にしても厚生年金保険法にしても多くの改正があり受験

生泣かせですね。」 

「そうですね。特に今年度は、年金関係の改正が多く受験生は大変かと思います。 

取りあえず、国年と厚年、健保と厚年は横断学習が可能なのでまとめておく必要があり

ますね。」 

「一つの法律として学習しても、他の法律で同様の改正があれば同時に押さえた方が効

率がいいですからね。」 

「そうだろうと思って、法改正の横断レジュメを作成してきたので、参考にしてくださ

い。」 

「先生、ありがとうございます。会社の顧問というより私の顧問のようで、助かります。」 
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▼法改正 横断レジュメ 

●健康保険法＆厚生年金保険法 

改正内容 厚生年金保険法 健康保険法 

産前産後休業終了時の標準報酬の改定 法 23条の 2（新設） 法 43条の 3（新設） 

産前産後休業期間中の保険料の免除 法 81条の 2の 2（新設） 法 159条の 3（新設） 

 

●国民年金法＆厚生年金保険法 

改正内容 厚生年金保険法 国民年金法 

未支給年金を受けるべき者の範囲 法 37条 

1項・4項 

法 19条 

1項・4項 

繰下げ支給の取り扱いの見直し 法 44条 3項 法 28条 

1項・2項 

障害基礎年金・障害厚生年金の保険料納付要件の特例 

初診日が平成 28年 4月 1日前にある傷病による障害… 

              

初診日が平成 38年 4月 1日前にある傷病による障害… 

昭 60法附則 

20条 2項 

昭 60法附則 

20条 1項 

障害基礎年金、障害厚生年金の額の改定請求 法 52条 3項 法 43条の 3 

遺族基礎年金…遺族の範囲 

遺族厚生年金…上記の改正による改正 

法 65条の 2 法 37条他 

受給権者が所在不明の場合の届出 法 98 条 3 項、

則 40条の 2他 

法 105条 3項 

 

 

▼覚える数字 

●保険料率 

期間 保険料率 

平成 24年 9月～平成 25年 8月 1,000分の 167.66（16.766％） 

平成 25年 9月～平成 26年８月 1,000分の 171.20（17.120％） 

  （中略）   （中略） 

平成 29年 9月～ 1,000分の 183（18.3％） 

☑毎年 1,000分の 3.54ずつ引き上げられます。 

 

 

 

 

 



社労士合格 弾丸合格セミナー 
 

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

3 
●年金額（物価スライド特例措置） 

 

（Ａ）平均標準報酬月額×7.5／1,000×被保険者期間の月数（～平成 15年 3月） 

               ＋ 

（Ｂ）平均標準報酬額×5.769／1,000×被保険者期間の月数（平成 15年 4月～） 

 

〔（Ａ）＋（Ｂ）〕×1.031×0.961 

 

▼それでは、厚生年金保険法の法改正を確認していきます。 

▼目的条文の変更 （法 1条） 

平成 26年 4月 1日 

（背景） 

 厚生年金基金の制度の見直しにより、今回の法改正で目的条文から厚生年金基金の文言が

削除されました。 

 

 

■（条文…法 1条 目的） 

『この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族

の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員

に対して行う給付に関して必要な事項を定める者とする。』 

 

（改正） 

『この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族

の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。』 

 

▼上記、目的条文の改正に伴い、下記が新設されました。 

 

■（条文…法附則 4条 存続厚生年金基金） 

『旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際、限に存するものは、施行日（平成 26 年 4

月 1日）以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金として存続す

るものとする。』 
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▼（国年共通） 未支給年金 （法 37条） 

 平成 26年 4月 1日施行 

（背景） 

国民年金法の 19条と同様に、 

■（条文…厚生年金保険法 法 37条 未支給年金） 

『保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でま

だその者に支給しなかったものがあるときは、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三親等内の親族であって、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は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。』 

 

■（条文…国民年金法 法 19条） 

『年金給付の受給権者が死亡した場合において、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は、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、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は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。』 

 

☑厚生年金保険法も国民年金法も基本的な考え方は、同じです。 

相違点として、下線部分が異なります。 

厚生年金保険法⇒『保険給付』 

国民年金法⇒『年金給付』 、『年金』 

 

 

 

▼特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善（則 9条の 2）  

 平成 26年 4月 1日施行 

（背景） 

特別支給の老齢厚生年金（60 歳台前半の老齢厚生年金）には、定額部分と報酬比例部分

があり、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により、段階的に支給開始年齢が引き上げら

れます。 

具体的には、先に定額部分が引き上げられ、次に報酬比例部分が引き上げられ、最終的に 

男子⇒昭和 36年 4月 2日以降生まれ 

女子⇒昭和 41年 4月 2日以降生まれに関しては、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、 

65歳から本来の老齢厚生年金が支給されます。 
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     特別支給の老齢厚生年金    本来の老齢厚生年金 

60歳          65歳 

 

 

 

 

 

 

その移行措置の過程で、報酬比例部分のみとなる受給権者で 

障害者や長期加入者の特例注①に該当すれば 

⇒報酬比例部分と同時に定額部分が支給されます。 

 

本来ならば、2階部分の報酬比例部分しか受給できませんが、長期加入者や障害者に対する

措置として、要件に該当すれば定額部分も支給しようとする特例です。 

（障害者や長期加入者には、手厚く支給するということです。） 

 

☑［注① 障害者や長期加入者の特例］下記の要件は頻出事項です。 

長期加入者の特例 障害者の特例 

被保険者でないこと（会社を退職） 

44年以上の被保険者期間があること 障害等級の 3級以上の障害にあること 

特例の適用の請求は不要 特例の適用について請求が必要 

 

                   （改正前） 

                  ⇒特例の請求をした日の属する月の翌月から支給 

                   （改正後） 

                  ⇒下記の①～③に規定する日に特例の請求があっ

たものとみなす 

 

つまり、改正前であれば、請求しない限り、障害者の特例に該当していたとしても、報酬比

例部分しか受給できなかったが、改正により、請求があったものとみなしてくれるので、 

報酬比例部分と定額部分がセットで受給できるようになります。 

同時に、セット（報酬比例部分＋定額部分）で支給されるということは、加給年金額も付き

ます。 

 

 

 

 

 

報酬比例部分 老齢厚生年金 

定額部分 老齢基礎年金 
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■（条文…法附則 9条の 2第 5項…60歳台前半の老齢厚生年金の障害者の特例） 

『老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、障害者の特例を請求することができる。 

この場合において、当該各号に規定する日に障害者の特例の請求があったものともなす。 

（みなされた請求日の属する月の翌月から定額部分を加算する。） 

 

①老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあると

き（障害厚生年金等を受けることができるときに限る）。 

②障害厚生年金等を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者

であって、かつ、被保険者でないこと 

③被保険者の資格を喪失した日（引き続き被保険者であった場合には、引き続く被保険者の

資格を喪失した日）において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害状態にあると

き（障害厚生年金等を受けることができるときに限る）』 

 

（解説） 

①は、老齢厚生年金の受給権者となったときに既に障害等級 3級以上に該当している場合 

②は、障害等級 3級以上に該当した時期よりも後で老齢厚生年金の特例の請求をした場合 

⇒障害状態に該当した場合に遡って支給 
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（改正前） 

     特別支給の老齢厚生年金 

60歳          65歳 

 

 

 

 

 

            

   障害等級 3級以上に該当 

                  この請求の翌月からしか定額部分が支給されない。   

 

（改正後） 

     特別支給の老齢厚生年金 

60歳          65歳 

 

 

 

 

 

            

   障害等級 3級以上に該当 

     障害厚生年金を受けることができることとなった日の翌月から定額部分を支給   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬比例部分 老齢厚生年金 

定額部分 老齢基礎年金 

報酬比例部分 老齢厚生年金 

定額部分 老齢基礎年金 
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▼（国年共通）繰下げ支給の老齢厚生年金 （法 44条の 3） 

 平成 26年４月１日施行 

（背景） 

 国民年金と同様の改正で、70 歳到達後に繰下げの申出をした場合に、今までは、申出の

あった翌月分からしか支給されず不利益が生じていました。 

 

（改正後） 

下記に該当した場合、①、②で定める日において、申出があったものとみなします。 

（①、②で定める日の翌月分から支給） 

 

①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して５年を経過した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 

②５年を経過した日後にある者（①以外の者） 

⇒５年を経過した日 

 

☑年金の受給権の時効は５年なので、上記の規定は５年になります。 

 

 

■（条文…第 44条の３） 

『①老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して 1 年

を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢

厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 

ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付（他の

年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害

基礎年金を除く。）又は他の被用者年金各法による年金たる給付（退職を支給事由とするも

のを除く。 ）をいう。以下この条において同じ。）の受給権者であったとき、又は当該老

齢厚生年金の受給権を取得した日から 1 年を経過した日までの間において他の年金たる給

付の受給権者となったときは、この限りでない。 

 

②1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める

日において、同項の申出があつたものとみなす。 

（1）老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 5年を経過した日前に他の年金たる

給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 

（2）5年を経過した日後にある者（前号に該当する者を除く。） 5年を経過した日』 
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▼（国年共通）障害厚生年金の保険料納付要件の特例の延長（法 52条の 2） 

 平成２６年４月 1日施行 

（改正前） 

⇒初診日が平成 28年 4月 1日 

（改正後） 

⇒初診日が平成 38年 4月 1日 

 

 

▼（国年共通）障害年金の額の改定請求に係わる待機期間の一部緩和 （法 52条の 3） 

平成 26年 4月 1日施行 

（原則） 

障害厚生年金の障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、 

1年経過後に行う。 

 

（例外） 

 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注① 

⇒1年経過していなくても改定の請求が可能に 

 

☑［注① 厚生労働省令で定める場合］…国民年金法、厚生年金保険法共通 

●2級から 1級 

・両眼の視力の和が 0.04以下のもの 

・両耳の聴力レベルが 100デシベル以上のもの 

・両上肢の全ての指を欠くもの 

●3級から 2級、1級への改定 

・両眼の視力の和が 0.05以上 0.08以下のもの 

・両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの 

・両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの 

・心臓再同期医療機器を装着したもの 

・人工透析を行うもの（3月を超えて継続する場合に限る） 
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▼雇用保険との調整による手続き（則 33条） 

 平成 25年 11月 11日 

（改正前） 

60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、基本手当又は高年齢雇用継続給付を受けられ

る場合 

⇒「支給停止事由該当届」を提出する必要があった。 

 

（改正後） 

下記の者には、「支給停止事由該当届」の提出は不要になった。 

①老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険権被保険者番号を記載した者 

②雇用保険被保険者番号を記載した「支給停止事由該当届」を提出したことがある者 

 

 

▼遺族厚生年金の支給停止の見直し（法 65条の 2） 

 平成 26年 4月 1日 

（背景）平成 26年 4月 1日施行の遺族基礎年金の「子のある夫」にも遺族の範囲が拡大し

たことに伴い、遺族厚生年金も改正されます。 

内容は、大きく 2点 

●夫の遺族厚生年金の支給停止の改正 

●子に対する支給停止の改正 

 

（改正前）55歳～60歳の夫（若年支給停止者） 

 

                   ←支給停止 

 

                   ← 元々、遺族基礎年金は、支給されない。 

 

 

（改正後）55歳～60歳の夫（若年支給停止者） 

 

                   ← 支給 

 

                   ← 遺族基礎年金の改正により支給可能に 

 

 

 

 

 

遺族厚生年金 

遺族基礎年金 

遺族厚生年金 

遺族基礎年金 
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■（条文…法 65条の２ 夫、父母、祖父母に対する支給停止） 

『夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が 60歳に達するまでの期間、そ

の支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険

者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、

この限りでない。』 

 

☑『ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の

死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでな

い。』が追加に。 

 

☑つまり、「55歳～60歳未満の夫に遺族基礎年金が支給されている場合は、遺族厚生年金も

支給される。」ということです。 

 

■（条文…法 66条第 1項 子に対する支給停止） 

『子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停

止する。 

ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が受給権者の申出による支給停止、子のみが遺族基礎

年金の受給権を有することによりその支給を停止、夫（遺族基礎年金の受給権を有しない者

に限る）が 60歳未満であることにより支給を停止、又は所在不明であることによりその支

給を停止されている間は、支給停止しない。』 

 

☑今回の改正により、『妻』⇒『配偶者』に 

 

☑夫に対して遺族基礎年金が支給されることに伴い、夫が遺族基礎年金の受給権を有する場

合 

⇒子に優先して遺族厚生年金が支給されるということです。 
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▼図①（健康保険法 共通） 産前産後休業期間中の保険料の免除（法 81条の 2の 2） 

 平成 26年 4月 1日施行 

（背景） 

被保険者が妊娠し、産前産後休業後に育児休業を取得した場合については、社会保険料の

免除を受けることができましたが、 産前産後休業期間中の期間について社会保険料を負担 

 

（改正後） 

平成 26年 4月からは、産前産後の休業期間についても、 育児休業期間中と同様に社会保

険料が免除に改定。 

 

 

              出産 

   就労       産前   産後     育児休業      職場復帰 

               

             

           妊娠             

 

 

 

 

 

 

☑健康保険法 43条の 3保険料の免除と内容は同じです。 

 

■（条文…第 81条の２の２） 

『産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定める

ところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第 81条第２項の規定にかかわらず、当該

被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産

後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42日 56日 3歳未満の子の養育期間 

保険料負担 保険料負担 保険料負担 保険料免除 

図① 保険料免除 
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▼（健康保険共通）産前産後休業を終了した際の改定（23条の 3の 1） 

 平成 26年 4月 1日 

（背景） 

 これまで、満 3歳未満の子を養育するための育児休業等終了日に 3歳未満の子を養育して

いる被保険者は、随時改定に該当しなくても、 

 下記の①、②の要件を満たせば、 

⇒育児休業終了日の翌日が属する月以後 3か月間の報酬の平均額に基づき、 

4か月目から標準報酬月額を改定 

 ①前後で 1等級以上の標準報酬月額の差があること  

 ②育児休業終了日の翌日が属する月以後 3か月のうち、少なくとも 1か月の支払基礎日数

が 17日以上あること  

 

●改定時期と有効期間 

⇒育児休業等の終了日の翌日から起算して 2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回

の定時決定までの各月の標準報酬月額とされています。  

  

        3か月間の報酬の平均 

 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

 

     育児休業終了 

 

（改正後） 

上記の標準報酬に関する改定を産前産後休業終了時にも適用。 

 平成 26年 4月 1日以降に産前産後休業が終了する被保険者が対象。 

 

産前産後休業終了後に、職場には復帰するけど、労働時間を短くするような場合、報酬が

下がるケースがあります。 

そのような場合に、産前産後休業終了後の 3カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額

を決定し、その翌月から改定するのが産前産後休業終了時改定になります。 

当然、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合 

⇒産前産後休業終了時改定に該当しません。 

 

 

 

 

 

 

   改定 
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              出産 

   就労       産前   産後      職場復帰 

               

             

           妊娠             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（条文…23条の 3 産前産後休業終了時改定） 

『厚生労働大臣は、産前産後休業）を終了した被保険者が、産前産後休業を終了した日にお

いて産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由

して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、産前産後休業終

了日の翌日が属する月以後３月間（産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で

継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が 17日未満

である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得

た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 

ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでな

い（産前産後休業終了時改定は行わない）』 

 

なぜなら、育児休業等終了時改定が行われるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42日 56日 

保険料負担 保険料免除 保険料負担 

従前の標準報酬月額 

 

従前の標準報酬月額 

改正 産前産後休業終了時改定に  
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▼３歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例（法 26条 1項） 

 （産前産後休業を開始した時の要準報酬月額特例措置の終了） 

平成 26年 4月 1日 

 

日本年金機構のＨＰには、 

『３歳に未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置注①（年金額の計算時に、下回

る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす）は、産前産後休業期間中に保険

料免除を開始したときに終了になります。』とありますが、理解するのが難しい箇所です。 

 

☑［注① 標準報酬月額の特例措置］（法 26条） 

⇒３歳未満を養育期間中に標準報酬月額が、養育開始月の前月を下回る場合 

⇒低下した期間について、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額

を計算する標準報酬月額特例措置が受けられ、かつ、保険料の負担額は低下した給与等に対

する標準報酬月額に基づいて計算されます。 

つまり、３歳未満の子を養育している人の給料が減り標準報酬月額が低下した場合 

⇒年金に反映される額は前の高いままで、保険料は低下した額で計算するというメリットの

ある措置になります。 

 

この特例措置の終了に関して 

⇒下記のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までが特例期間の対象期

間。 

①当該子が 3歳に達したとき 

②厚生年金保険の被保険者でなくなったとき 

③当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省

令で定めるものが生じたとき。 

④当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。 

⑤当該被保険者に育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受ける育児休業等を開始

したとき。 

⑥当該被保険者に係る産前産後期間中の保険料の徴収の特例の適用を受ける産前産後休業

を開始したとき。 

 

⑥が今回の追加の法改正になります。 

 

もともと厚生年金保険法第 26条の特例措置には、終了条件（①～⑤）があったわけですが、 

⑥の事例に該当場合は、第 2子（もしくは第 3子が生まれた場合）での産前産後休業が生じ

る場合限定です。 
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つまり、第 1子の育児休業期間中に係る『みなし標準標準報酬月額（高い状態のみなし標準

報酬月額）』に関して、第 2子が誕生して産前産後休業を開始した場合 

⇒第 1子の育児休業期間中に係る『みなし標準標準報酬月額（高い状態のみなし標準報酬月

額）』が終了して、新たに第 2子の産前産後休業終了時改定での調整になるということです。 

 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 

 平成 26年 4月 1日施行 

（背景） 

 バブル崩壊後の長引く景気の低迷、低金利、リーマンショツク等により、多くの厚生年金

基金で財政が悪化し、積立金が最低責任準備金注①に満たない代行割れの厚生年金基金が増

え、また、大企業を中心とした厚生年金基金の解散注②等環境が大きく変わる中、厚生年金

基金の抜本的な見直し注③が行われました。 

 

☑［最低責任準備金］ 

⇒厚生年金基金は、老齢給付の一部を国に代わって支払う義務を負います。 

その支払いのために確保することを義務付けられている積立金のことを責任準備金と称し

ます。 

 

☑［注② 解散］ 

通常の解散に関しては、 

⇒厚生年金基金は厚生年金の一部を国に代わって支給（代行給付）しているため、解散する

ときには、厚生年金基金が支給することとなっていた代行給付に要する費用（＝最低責任準

備金）を一括して、厚生年金本体（企業年金連合会）に返還することが必要です。 

 

☑［注③ 抜本的見直し］ 

●代行割れ基金に対しての制度（特例解散注①制度）の流れ 

施行日 制度 内容 

平成 17年 4月 1日 

3年間の時限措置 

『国民年金法等の一部を解散する法律』 ・納付額の特例（減額） 

・納付猶予 

 

平成 23年 8月 10日

5年間の時限措置 

『年金確保支援法』 原則、同上 

平成 26年 4月 1日 『公的年金制度の健全性及び信頼性の確

保のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律』（平成 25年改正法） 

上記をより充実 

・自主解散基金 

・清算型基金 
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☑［注① 特例解散］ 

⇒代行給付に要する費用に相当する資産を保有していない基金（＝代行割れ基金）について、

厚生年金本体への返還額の分割納付・返還額に関する特例を認める制度。 

 

つまり、今回の改正は、平成 17年以降の制度の流れを汲んだ改正になります。 

 

 

▼今回の厚生年金基金の改正に関しての概略 

 

平成 26年 4月 1日 

 ▼ 

 

 

   

       

          

☑［注① 自主解散基金（代行割れ状態もしくは代行割れ予備軍）］ 

⇒代議員の 3分の2以上の多数による代議員会の議決又は基金の事業の継続が困難で解散し

ようとする存続厚生年金基金で 

⇒年金給付等積立金＜責任準備金相当額 

⇒施行日から 5年を経過する日までの間に下記の申請をすることが可能 

①納付額の特例（責任準備金の減額） 

②納付猶予の特例 

 

☑［注② 清算型解散基金（大きく代行割れ状態）］…早期に解散を促す基金 

⇒施行日から 5年を経過する日までの間に、 

厚生労働大臣は、社会保障審議会の意見を聴いて 

①事業の継続が著しく困難と認められ 

②事業運営上相当の努力をしている基金 

を清算型解散基金として指定することが可能に 

       

指定を受けると、 

⇒老齢年金給付の支給に関する義務が免れ、同時に支給を停止しなければならない 

 

☑［注③ 解散命令］ 

⇒施行日から 5年を経過した日以後に、存続厚生年金基金が一定の基準に該当するときは 

⇒厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴いた上で、解散を命じることが

可能 

代行割れ基金への対処 

（原則）自主解散型基金注① 

（例外）清算型解散基金注② 

代行割れを未然に防ぐための制度的措置 

解散命令注③ 
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①基金の事業年度の末日（基準日）における年金給付等積立金の額が、当該基準日における

当該基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に 1．5を乗じて得た額を

下回るとき 

②基準日における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を下回るとき 

 

 

 

その他のポイントとして 

▼平成 25年 3末現在の厚生年金保険の被保険者及び厚生年金基金の加入員 

 厚生年金保険 厚生年金基金 

被保険者数（加入者数） 被保険者数…3,472万人 加入員数…420万円 

受給者数 3,154万人 299万人 

事業所数 176万 11万 

（出典…厚生労働総ＨＰ） 

 

▼用語の定義等 

☑存続厚生年金基金 

⇒従来の厚生年金基金は、存続厚生年金基金として継続。つまり、名称が変更したイメージ

です。 

 

☑存続厚生年金基金に係る改正…解散認可基準の緩和 

①代議員会における法定議決要件 

・代議員の定数の４分の３以上による議決 ⇒ 代議員の定数の３分の２以上による議決 

②解散認可申請に際しての事前手続要件 

・全事業主の４分の３以上の同意 ⇒全事業主の３分の２以上の同意 

・全加入員の４分の３以上の同意 ⇒全加入員の３分の２以上の同意 

 

☑存続連合会 

⇒従来の企業年金連合会が、『存続連合会』に改正。 

業務としては、存続厚生年金基金の中途脱退者等又はその遺族について存続連合会老齢給付

金又は存続連合会遺族給付金の支給等を行います。 
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（平成 25年度版 厚生労働白書 Ｐ281 全文 厚生年金基金制度の見直しについて） 

☑下記は、平成 25年度版の厚生労働白書の厚生年金基金制度の見直しの箇所の前文です 

特に選択式対策として、     のキーワードのに注意して押させてください。   

 

『厚生年金基金制度に関する専門委員会」においては、①「代行割れ問題」への対応、 

②代行制度の在り方、③持続可能な企業年金の在り方の各論点に沿って、関係団体等からの

ヒアリングを含め、7回にわたり議論を行った。 

 

①「代行割れ問題」への対応については、代行割れを二度と起こさないため、基金の代行割

れリスクを厚生年金本体の財政から遮断する方法を制度的に担保することが必要であると

された。さらに、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法については、厚生年金本

体との財政中立の範囲内で適正化を図ることや解散認可要件の緩和を行うことは早期に対

応すべきとされた。 

また、②の代行制度の在り方については、代行制度を取り巻く経済・金融情勢が大きく変わ

る中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金本体の財政に与える影響等を

踏まえ、代行制度は 10 年間の移行期間をおいた上で、段階的に縮小・廃止することを妥当

とする意見が多数であった。 

 

他方、少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見もあったが、「健全性の基

準」と基金が基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠であるとされた。 

さらに、③持続可能な企業年金の在り方については、中小企業の企業年金を維持する観点か

ら、企業の追加負担が少なく、中小企業が作りやすい制度設計に留意すべきとの意見があっ

た。 

 

こうした議論を踏まえ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律案」を 2013（平成 25）年 4月 12日に国会へ提出、6月 19日に

成立し、26日に公布された。 

本改正では、今後基金の新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進するため、施

行日から 5 年間の時限措置として、事業所間の連帯債務を外すなどの措置を講ずることに

したほか、施行日から 5年後以降に存続する基金については、その積立状況が一定の基準に

該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて解散を命じるこ

とができることとしている。 

さらに、解散する基金の事業所が他の企業年金制度等に移行し上乗せの給付を続けやすく

なるよう支援措置を盛り込んだ。』 

  

まとめ 今回は厚生年金保険法の法改正を確認していきました。 

次回は、社会保険に関する一般常識です。 

 


