
年金法改正プチ講座 

１－１．受給資格期間の短縮（25年⇒10年） 

老齢基礎年金 60歳台前半の老齢厚生年金 老齢厚生年金 

① 保険料納付済期間又は

保険料免除期間（学生等

の保険料納付特例期間及

び保険料納付猶予期間を

除く）を有すること 

① １年以上の被保険者期

間を有すること 

① 被保険者期間を有する

こと 

② 65歳に達したこと ② 60歳以上であること ② 65歳以上であること 

③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間（注）が 10年以上あること（受

給資格期間を満たしていること） 

注）「合算対象期間」を含めることができる。 

 

１－２．受給資格期間の短縮により改正されたその他の主な規定 

① 任意脱退制度（※）の廃止 

※国民年金への加入時の年齢が高いとき

（例えば、海外居住の外国人が 50歳で日本

に永住したとき）に、25年の受給資格期間

を満たせないことを理由として（本来は強

制加入であるにもかかわらず）加入しない

ことができるとする制度をいう。 

 60 歳前に保険料納付済期間等がなくて

も、60 歳から国民年金に任意加入すること

等によって 10 年の受給資格期間を満たす

ことができるため、任意脱退制度を廃止す

る。 

② 特例の任意加入被保険者・高齢任意加

入被保険者の資格喪失事由への連動 

 改正前は、保険料納付済期間等が原則と

して 25 年に達するまで任意加入すること

ができたが、改正後は 10年に達するまでの

任意加入となる。 

③ 無年金だった者の振替加算  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、「10 年

短縮」により老齢基礎年金の受給資格を満

たしたものが、20年以上の加入期間に基づ

く老齢厚生年金等を受給している配偶者に

生計を維持されていれば、その者の老齢基

礎年金に振替加算額が加算される。 

なお、合算対象期間のみが 10 年以上ある

場合も、振替加算額のみの老齢基礎年金が

支給される。 

④ 旧国民年金法の老齢年金の受給資格期

間への連動 

 大正 15 年４月１日以前生まれの者等（旧

国民年金法の老齢年金の支給対象者）につ

いても、「10年短縮」により同法の老齢年金

が支給される。 

⑤ 寡婦年金の「夫の要件」への連動 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 10 年以上であること。 

１ 



１－３．想定問題 

 

（１）老齢基礎年金の支給要件 

問１．老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除

期間（ Ａ 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 Ｂ に満たないときは、この限りでない。 

Ａ：学生等の保険料納付特

例又は保険料納付猶予 

Ｂ：10年 

 

問２．施行日（平成 29年８月１日）の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金

その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって

政令で定めるものの受給権を有しない者であって、改正後の国民年金法第 26条その

他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付

（以下「老齢基礎年金等」という。）の支給要件に該当するものについては、施行日

においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものと

みなして、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。 

（〇）施行日（平成 29年８月１日）前においては、受給資格期間（25年）を満たさなか

った者であって、施行日において 65歳以上かつ受給資格期間（10年）を満たしてい

れば、施行日に老齢基礎年金等の受給権が発生することになる。 

 

〔施行日前に資格期間が 10年以上 25年未満の者〕 

平成 29年８月１日受給権発生 

 

平成 29年９月分から支給 

 

平成 29年 10月 13日に初回の振込 

（初回は、９月分のみ） 

・ 

 

（２）老齢基礎年金の支給の繰上げ 

問３．保険料納付済期間又は保険料免除期間（学生等の保

険料納付特例又は保険料納付猶予の規定により納付

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。）を有する者であって、60歳以上 65歳未満で

あるもの（ Ａ でないものに限る。）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。ただし、その者

がその請求があった日の前日において、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 Ｂ に

満たないときは、この限りでない。 

Ａ：任意加入被保険者 

Ｂ：10年 

 

 

２ 



（３）寡婦年金の支給要件 

問４．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（任意加入被保険者

を含む。）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 Ａ 以

上である夫（保険料納付済期間又は学生等の保険料納

付特例若しくは保険料納付猶予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期間以

外の保険料免除期間を有する者に限る。）が死亡した

場合において、夫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 Ａ 以

上継続した 65 歳未満の妻がるときに、その者に支給

する。ただし、その夫が Ｂ は、この限りでない。 

Ａ：10年 

Ｂ：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 

 

 

 

注）「保険料納付済期間と保

険料免除期間とを合算し

た期間」について、合算対

象期間を含めることはで

きない。 

 

（４）老齢基礎年金の額 

問５．老齢基礎年金の満額は、 Ａ に改定率を乗じて得

た額（その額に Ｂ 未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨て、 Ｂ 以上 Ｃ 未満の端数が生じた

ときは、これを Ｃ に切り上げるものとする。）とす

る。 

Ａ：780,900円 

Ｂ：50円 

Ｃ：100円 

問６．年金給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付

の額を改定する場合において、年金給付の額に 

 Ａ 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 

 Ａ 以上 Ｂ 未満の端数が生じたときは、これを 

 Ｂ に切り上げるものとする。 

Ａ：50銭 

Ｂ：１円 

問７．老齢基礎年金について、年６回の偶数月に支払う支

払額に Ａ 未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

   毎年 Ｂ の間において、上記の規定により切り捨

てた金額の合計額（ Ａ 未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てた額）については、これを当該 

 Ｃ の支払期月の年金額に加算するものとする。 

Ａ：１円 

Ｂ：３月から翌年２月まで 

Ｃ：２月 

 

問８．昭和 28年５月２日生まれの者であって、保険料納付済期間を 125月有するもの（他

の期間は、すべて保険料未納期間とする。）は、平成 30年５月１日に老齢基礎年金の

受給権が発生することとなるが、この者が同年５月 20日に当該年金の裁定請求を行

った場合の当該年金の年金額は、202,943円である。 

（〇）設問の者の老齢基礎年金の年金額は以下のとおりである。 

  ① 平成 30年度の老齢基礎年金の満額 

    780,900円×0.998＝779,300円（100円未満四捨五入） 

  ② 設問の者の老齢基礎年金の年金額 

    779,300円×125÷480＝202,943円（１円未満四捨五入） 

３ 



１－４．受給資格期間の短縮と「期間短縮特例」 

〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕 

改正前 

保険料納付済期間＋保険料

免除期間＋合算対象期間 

25年以上 

 ①生年月日特例（21年～24年） 

②被用者年金特例（20 年～24 年） 

③中高齢特例（15 年～19年） 

改正後 

保険料納付済期間＋保険料

免除期間＋合算対象期間 

10年以上 

  

 

「期間短縮特例」 

① 生年月日の特例 

昭和５年４月１日以前に生まれた者であって、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、下表右欄の期間以上である場合 

生年月日 受給資格期間 

大正 15年４月２日以後 昭和２年４月１日以前 21 年 

昭和２年４月２日以後 昭和３年４月１日以前 22 年 

昭和３年４月２日以後 昭和４年４月１日以前 23 年 

昭和４年４月２日以後 昭和５年４月１日以前 24 年 

② 被用者年金（厚生年金保険及び一元化前の共済組合等）の加入期間通算の特例 

昭和 31年４月１日以前に生まれた者であって、第１号～第４号厚生年金被保険者

期間が、単独で、又は合算して下表右欄の期間以上である場合 

生年月日 受給資格期間 

昭和 27年４月１日以前 20 年 

昭和 27年４月２日以後 昭和 28年４月１日以前 21 年 

昭和 28年４月２日以後 昭和 29年４月１日以前 22 年 

昭和 29年４月２日以後 昭和 30年４月１日以前 23 年 

昭和 30年４月２日以後 昭和 31年４月１日以前 24 年 

③ 厚生年金保険の中高齢の特例 

昭和 26年４月１日以前に生まれた者であって、40歳（女子、坑内員・船員につい

ては、35歳）に達した月以後の第１号厚生年金被保険者期間が、下表右欄の期間（注）

以上である場合 

生年月日 受給資格期間 

昭和 22年４月１日以前 15 年 

昭和 22年４月２日以後 昭和 23年４月１日以前 16 年 

昭和 23年４月２日以後 昭和 24年４月１日以前 17 年 

昭和 24年４月２日以後 昭和 25年４月１日以前 18 年 

昭和 25年４月２日以後 昭和 26年４月１日以前 19 年 

   注）第４種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間が７年６月以

上（坑内員・船員については、船員任意継続被保険者期間が 10 年以上）ある

ことが必要である。 

 

ない場合 

４ 



２－１．受給資格期間の短縮と「遺族基礎年金・遺族厚生年金」 

 

〔遺族基礎年金・遺族厚生年金／長期要件〕 

保険料納付済期間＋保険料

免除期間＋合算対象期間 

25年以上 

 

①生年月日特例（21年～24年） 

②被用者年金特例（20 年～24 年） 

③中高齢特例（15 年～19年） 

 

（１）遺族基礎年金の支給要件（国民年金法 37 条） 

改正前 改正後 

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、①又は②に該当する場合にあっては、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て

いる者が、死亡したとき。 

③ 老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済

期間及び保険料免除期間を合算した期間が

25 年以上であるものに限る。）が、死亡した

とき。 

④ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合

算した期間が 25 年以上である者が、死亡

したとき。 

 

（２）遺族厚生年金の支給要件（厚生年金保険法 58条） 

改正前 改正後 

遺族厚生年金は、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、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、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が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日が

ある傷病により当該初診日から起算して５年を経過する日前に死亡したとき。 

③ 障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡

したとき。 

④ 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生

年金の受給資格期間を満たした者が、死

亡したとき。 

④ 老齢厚生年金の受給権者（保険料納付済

期間及び保険料免除期間を合算した期間が

25 年以上であるものに限る。）又は保険料

納付済期間と保険料免除期間を合算した期

間が 25 年以上である者が、死亡したと

き。 

ない場合 

５ 



２－２．想定問題 

問９．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①～④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、①又は②に

該当する場合にあっては、死亡した者につき、 Ａ 

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 Ｂ 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、 Ｃ であるものが、死亡したとき。 

③ 老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間及び

保険料免除期間を合算した期間が Ｄ 以上であ

るものに限る。）が、死亡したとき。 

④ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した

期間が Ｄ 以上である者が、死亡したとき。 

Ａ：死亡日の前日 

Ｂ：３分の２ 

Ｃ：60歳以上 65歳未満 

Ｄ：25年 

 

問 10．昭和 28年４月２日生まれの男子であって、会社員として 20歳から 42歳まで厚生

年金保険に 264月加入し、退職後自営業を営んでいた者（退職後は、国民年金の保険

料を納付せず、保険料免除の申請もせず、60歳以降に任意加入もしていない。）が平

成 30年５月 15日に 65歳で死亡した。この者の死亡当時、この者によって生計を維

持していた妻がいた場合、妻は遺族厚生年金の支給を受けることができる。 

（〇）設問の者は、長期要件（※）による支給要件を満たしているので、妻に遺族厚生年

金が支給される。 

  ※）老齢厚生年金の受給権者（保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が

25 年以上であるものに限る。）が死亡したとき。 

   ⇒「被用者年金の加入期間通算の特例（25 年を 22 年に読み替え）」により、設問

の者は、平成 30年４月１日に老齢厚生年金の受給権を取得している。 

 

２－３．改正前は、「正しい」とされていた問題 

 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。

（平成 18 年度出題） 

 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。（平成 20 年度出題） 

 老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者（障害等級１級又は２級に該当

する障害厚生年金の受給権者を除く。）が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を

請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第 58 条第１項第１号

（短期要件）に該当し、同条第１項第４号（長期要件）には該当しないものとみなされ

る。（平成 23 年度出題） 

６ 



３．国民年金の保険料の額 

 

【平成 19年度出題改】 

１ 国民年金の保険料は、法律で定められた平成 16年度

価格の保険料の額（平成 30 年度の属する月の月分は 

 Ａ 円）に、その年度の保険料改定率を乗じて得た

額とされている。 

 保険料改定率は、平成 17年度については１とされ、

平成 18年度以後については、それぞれの年度の前年度

の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の 

 Ｂ 年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年

の４年前の年度の実質賃金変動率（３年前から５年前

ものの３年平均）とされている。平成 30年度の保険料

改定率は Ｃ である。 

Ａ：16,900円 

Ｂ：２ 

Ｃ：0.967 

 

 

 

 

 

 

注）この結果、平成 30年度の

保険料の額は、16,340円と

なっている。 

 

国民年金法 87条３項～５項（保険料の額） 

１ 保険料の額は、次の表の左欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の右欄に定める額

に保険料改定率を乗じて得た額（その額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨

て、５円以上 10円未満の端数が生じたときは、これを 10円に切り上げるものとする。）

とする。 

 

平成 17年度に属する月の分 13,580円 

平成 18年度に属する月の分 13,860円 

平成 19年度に属する月の分 14,140円 

平成 20年度に属する月の分 14,420円 

平成 21年度に属する月の分 14,700円 

平成 22年度に属する月の分 14,980円 

平成 23年度に属する月の分 15,260円 

平成 24年度に属する月の分 15,540円 

平成 25年度に属する月の分 15,820円 

平成 26年度に属する月の分 16,100円 

平成 27年度に属する月の分 16,380円 

平成 28年度に属する月の分 16,660円 

平成 29年度以後の年度に属する月の分 16,900円 

 

２ 平成 17年度における１の保険料改定率は、１とする。 

３ １の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗

じて得た率（名目賃金変動率）を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険

料について適用する 

 ① 当該年度の初日の属する年の２年前の物価変動率 

 ② 当該年度の初日の属する年の４年前の年度の実質賃金変動率（３年前から５年前

のものの３年平均） 

 

７ 



４．改定率の改定 

（厚生年金保険法の「再評価率の改定」も同様。「改定率」を「再評価率」に読替え） 

 

（１）（基準年度前の）改定率の改定（原則として） 

   改定率については、毎年度、名目手取り賃金変動率（注）を基準として改定し、当該

年度の４月以降の年金たる給付について適用する。 

 

（基準年度前の） 

改定率 
＝ 

前年度の 

改定率 
× 名目手取り賃金変動率 

 

（２）基準年度以後改定率の改定（原則として） 

受給権者が 65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の３年後の年の４月１日

の属する年度以後において適用される改定率（基準年度以後改定率）の改定について

は、（１）の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。 

 

基準年度以後 

改定率 
＝ 

前年度の 

基準年度以後改定率 
× 物価変動率 

・ 

（３）調整期間における（基準年度前の）改定率の改定（原則として） 

   調整期間における改定率の改定については、（１）及び（２）の規定にかかわらず、

名目手取り賃金変動率に、調整率（①に掲げる率に②に掲げる率を乗じて得た率（当該

率が１を上回るときは、１）をいう。以下同じ。）に当該年度の前年度の特別調整率を

乗じて得た率を乗じて得た率（当該率が１を下回るときは、１。以下「算出率」という。）

を基準とする。 

  ① 公的年金被保険者総数変動率 

  ② 0.997 

 

（基準年度前の） 

改定率 
＝ 

前年度の 

改定率 
× 

算出率 

（※） 

  

※）算出率＝名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率 

 

（４）調整期間における基準年度以後の改定率の改定（原則として） 

   調整期間における基準年度以後改定率の改定については、（３）の規定にかかわらず、

①に掲げる率に②に掲げる率を乗じて得た率（当該率が１を下回るときは１。以下「基

準年度以後算出率」という。）を基準とする。 

  ① 物価変動率 

  ② 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率 

 

基準年度以後 

改定率 
＝ 

前年度の 

基準年度以後改定率 
× 

基準年度以後算出率

（※） 

  

※）基準年度以後算出率＝物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率 

８ 



 

 

【年金額の改定】 

国民年金法の年金額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、

変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 

付加年金を除く年金の額については、法律改正を行うことなく、賃金・物価の変動に

応じて、自動的に改定する（改定率の改定による自動スライドを行う）こととしている。 
 

 

①「②以外の期間（マクロ経済スライドを適用しない期間）」（原則として） 

（１）基準年度前         （２）基準年度以後 

 

 

 

 

 

 

 

【財政の均衡】 

国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくそ

の均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 

「長期的」とは、おおむね 100 年間であり、「所要の措置」とは、給付の額を調整する

調整期間を設ける（マクロ経済スライドを行う）ことである。 
 

 

②「調整期間（マクロ経済スライドを適用する期間）」（原則として） 

（３）基準年度前         （４）基準年度以後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）名目手取り賃金変動率＝物価変動率（前年の消費者物価変動率）×実質賃金変動率

（前々年度以前３年間の実質賃金変動率の平均値）×可処分所得割合変化率（３年前の

手取り賃金の変動率） 

注２）調整率＝公的年金被保険者総数変動率（前々年度以前３年間の公的年金被保険者総数

の変動率の平均値）×0.997（平均的な年金受給期間の伸びを勘案した一定率） 

注３）特別調整率＝調整率のキャリーオーバー分（マクロ経済スライドを完全実施できなか

ったため、未調整となった部分を翌年度に繰越しするための率） 

68 歳に達した年度 

前年度の改定率を 

名目手取り賃金変動率（注１）を 

基準として改定 

物価変動率を 

基準として改定 

前年度の基準年度以後改定率を 

68 歳に達した年度 

前年度の改定率を 前年度の基準年度以後改定率を 

名目手取り賃金変動率に 

 

 

 

 

 

基準として改定 

調整率（注２）に 

前年度の 

特別調整率（注３）を 

乗じて得た率を 

物価変動率に 

 

 

 

 

 

基準として改定 

調整率（注２）に 

前年度の基準年度以後 

特別調整率（注３）を 

乗じて得た率を 

下線部分を 

「算出率」 

という 

下線部分を 

「基準年度以

後算出率」 

という 

９ 



４．平成 29年版厚生労働白書 

【制度の持続可能性の確保】 

少子高齢化が急速に進んでいく中においても、公的年金

制度がその有する機能を将来にわたって発揮し続けるた

めには、制度の Ａ を確保するための改革にも取り組む

ことが必要である。 

2004（平成 16）年の制度改革前は、あるべき給付水準を

定めた上で、その給付をまかなうために必要な保険料水準

まで段階的に引き上げることを繰り返していたが、急速な

少子高齢化により現役世代の保険料負担が過重なものと

ならないように、2004年の制度改革によりその仕組みを改

め、段階的な引上げ後の最終的な保険料水準を固定した上

で、その保険料の範囲内で給付を行うこととした。 

具体的には、国民年金保険料は 2005（平成 17）年４月か

ら毎年 Ｂ ずつ引き上げて、 2017年４月には Ｃ （い

ずれも 2004年度価格）で固定されており（※）、厚生年金

保険料率は 2004年 10月から毎年 Ｄ ずつ引き上げて、

本年９月には Ｅ で固定される。 

Ａ：持続可能性 

Ｂ：280円 

Ｃ：16,900円 

Ｄ：0.354％ 

Ｅ：18.3％ 

※）2016 年に成立した年金改革法において、国民年金第１号被保険者の産前産後期間の

保険料を免除するとともに、その免除期間は満額の基礎年金を支給することとしてお

り、そのための財源として、国民年金保険料を月額 100 円（2004 年度価額）引き上げ

ることとしている。 

 

【年金受給資格期間の 25年から 10年への短縮】 

無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金

保険料を極力給付に結びつける 観点から、老齢基礎年金

等の受給資格期間を 25 年から 10 年に短縮する措置を 

 Ａ に行うこととしていたが、無年金の問題は喫緊の課

題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、そ

の施行期日を 2017（平成 29）年８月１日に改める「公的年

金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国

民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」

（平成 28年法律第 84号）が第 192回国会において成立し

た。 

本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除

された期間等が 25 年に足りず、年金を受け取ることがで

きなった方（ Ｂ ）についても、保険料納付期間等が 10

年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017 年 10

月から年金が支給される。具体的には、2017年 Ｃ の年

金から受給権が発生し、その Ｃ の年金が同年 10 月に

支給されることとなり、それ以降は、10 月分及び 11 月分

の年金が 12月にまとめて支給され、その後、２か月毎に支

給されることとなる。 

Ａ：消費税率の 10％への引

き上げ時 

Ｂ：約 64万人 

Ｃ：９月分 
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【国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料の免

除（2019（平成 31）年４月施行） 

 次世代育成支援の観点から、国民年金第一号被保険者の

産前産後期間（ Ａ ）の保険料を免除することとした。

また、 一般的には免除される期間については、満額の基礎

年金の半分（国庫負担相当分）が支払われるところである

が、今回の免除については、免除期間に満額の基礎年金を

保障することとした。なお、年間 Ｂ の方が対象となる

見込みである。この費用については、国民年金第一号被保

険者全体で負担し支え合う観点から、国民年金の保険料が

月額 Ｃ 程度引き上げられる。 

Ａ：出産予定月の前月から

出産予定月の翌々月まで

の４ヶ月間 

Ｂ：約 20万人 

Ｃ：100円 

 

【マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し】 

マクロ経済スライドは、 Ａ が進む中で、現役世代の

負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定

し、その限られた財源の範囲内で年金の給付水準を徐々に

調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価

がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に

反映させるものである。マクロ経済スライドによる調整を

より早く終了することができれば、その分、将来年金を受

給する世代（将来世代）の給付水準が高い水準で安定する

ことになる。 

このため、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ

早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点

から、 Ｂ は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、 

 Ｃ を含めて調整することとした。 

Ａ：少子高齢化 

Ｂ：年金の名目額が前年度

を下回らない措置（名目

加減措置） 

Ｃ：前年度までの未調整分

（キャリーオーバー分） 

 

【国民年金の保険料納付率向上】 

国民年金保険料の納付率は、2005（平成 17）年度の 

 Ａ から年々低下傾向にあった。このため、市場化テス

トにより納付督励や免除等勧奨業務を受託する事業者と

の連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニ

での納付の促進等による保険料を納めやすい環境づくり

など、保険料の収納対策の強化に取り組んできたところで

ある。2012（平成 24）年度以降は上昇傾向にあり、2016（平

成 28）年度には、対前年同期差＋1.7ポイントの 65.0％と

なった。 

2016年度においては、 Ｂ の拡大、免除委託制度の実

施に取り組んだほか、控除後所得 Ｃ 以上かつ未納月数 

 Ｄ 以上のすべての滞納者に対する督促の実施、悪質な

滞納者に関する厚生労働省から Ｅ への強制徴収委任

制度の活用など、収納対策の強化を図った。 

Ａ：67.1％ 

Ｂ：納付猶予制度 

Ｃ：350万円 

Ｄ：７月 

Ｅ：国税庁 
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５．年金額の改定ルール（平成 30年１月 26日厚生労働省プレスリリースより） 

 

  年金額の改定については、法律上、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプ

ラスとなる場合には、年金を受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金

額（既裁定年金）ともにスライドなしとすることが規定されています。 

  平成 30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス（▲

0.4％）で物価変動率がプラス（0.5％）となることから、新規裁定年金・既裁定年金と

もにスライドなしとされます。（マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分

は繰り越されることになります。 

〔平成 30年度の参考指標〕 

物価変動率 ▲0.5％ 

名目手取り賃金変動率 ▲0.4％ 

マクロ経済スライドによるスライド調整率（注） ▲0.3％ 

 

■ 改定率の改定（厚生年金保険法の再評価率の改定についても同様） 

原則的な考え方を「名目手取り賃金変動率＞物価変動率（一般的に賃金の伸び率の方が

物価の伸び率より高い）」としているため、逆の「名目手取り賃金変動率＜物価変動率（物

価の伸び率と賃金の伸び率が特異な）」状況にある場合… 

 

  (a) どちらも「＋」の伸び率の場合⇒「名目手取り賃金変動率」を基準として改定 

 

 

 

 

 

 

 

  (b) どちらも「－」の伸び率の場合⇒「物価変動率」を基準として改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (c) 物価の伸び率が「＋」、賃金の伸び率が「－」の場合⇒「１」を基準として改定 

 

 

 

 

 

 

物価 

賃金 基準年度前も以後も 

物価 

賃金 

基準年度前も以後も 

物価 

賃金 

１ 基準年度前も以後も 

平成 30年度の改定基準 
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