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国民年金だより国民年金だより

　国民年金の老齢基礎年金は、今まで25年（300月）以上の資格期間がないと支給されませんでした。逆の言い方をすれば、
資格期間が25年未満だと1円ももらえなかったわけですが、無年金の方をできるだけ減らすことを目的と
して、受給資格期間が10年（120月）に短縮されます。
　この制度改正は消費税が10％に引き上げられるのと同時に実施される予定でしたが、消費税増税が再
延期となったために法改正が行われ、前倒しして平成29年8月1日から施行されることとなりました。
この制度改正により年金の受給がどのようになるのか、以下に一問一答形式で説明します。

平成29年
8月1日より

●国民年金保険料を10年間支払って受給できる金
額はいくら？

　国民年金のみに加入していた場合の計算は比較的
簡単です。老齢基礎年金は40年（480月）保険料
を支払うと満額受け取れますので、受給できる金額
はご自身が支払った月割り分となります。例えば平
成28年度は老齢基礎年金の満額が780,100円（年
額）ですので、10年（120月）支払った方は、こ
れに120/480を乗じた195,000円（年額）が受け
取れる金額となります。
　なお、厚生年金や共済組合に加入し
た期間がある方については市役所では
金額がわかりません。年金事務所な
どへお問い合わせいただくことにな
ります。

●10年間支払ったら脱退してもいいの？
　国民年金は日本国内在住の20歳～60歳までの全
ての方が加入しなければならない制度です。保険料
を10年間支払ったら脱退できるわけではありませ
ん。また前述のとおり、10年しか支払わなかった
場合の受給金額は非常に少額です。満額を受給でき
るよう、資格期間が10年を経過した後もコンスタ
ントに保険料を納めていくことが大切です。

●10年に少しだけ足りないけれど…？
　60歳を過ぎても任意加入することにより保険料を納
めることができます（70歳まで）。また、過去5年間に
未納がある場合、さかのぼって納められる「後納制度」
が時限つきで施行されています（平成30年9月まで）。
　また、いわゆる「カラ期間」と呼ばれ、年金額には
反映されないが受給資格には算入できる合算対象期間

をお持ちの場合もあります。これは過去の年金制度の
変遷の中で、その当時は制度として加入しなくてよか
ったために国民年金の被保険者ではなかったり、任意
加入していなかったりなどといったことが理由となっ
ています。お心当たりがある方は「カラ期間」がない
か年金記録をご確認されるとよいでしょう。

●「カラ期間」についてもう少し具体的には？
　多くのパターンがありますので、ここではよくあ
るもの３つについて記載します。いずれも国民年金
制度が開始された昭和36年4月以降の期間が対象と
なります。この他のパターンについて詳しく知りた
い方はお問い合わせください。

①海外に住んでいた期間
　海外在住の方は加入の義務がありません。海外
在住期間に任意加入をしていなければカラ期間と
なります。

②昭和61年3月以前、任意加入できる方がしなか
った期間
　厚生年金に加入している方の配偶者は国民年金
に加入しなくてよかった時代です。多くは夫がサ
ラリーマンである奥様になると思われます。この
時に任意加入していない期間はカラ期間となりま
す。

③平成3年3月以前、学生であるため任意加入しな
かった期間
　学生は国民年金に加入しなくて
よかった時代です。この時に任意
加入していない期間はカラ期間と
なります。



（２）平成29年３月15日 国 民 年 金 だ よ り

　平成28年度の国民年金保険料は月額16,260円です。（平成29年度は16,490円となる予定）
　納付期限は各月の翌月末となっています。例えば、平成29年2月分の保険料は、平成29年3月31日までに
納めましょう。未納にしておくと年金の受給資格期間に算入されません。将来受け取れる老齢基礎年金の額が
少なくなるだけではなく、いざという時の「障害年金」や「遺族年金」が受給できないこともあります。

国民年金の保険料 （1号被保険者の方へ）

●保険料の納め方　～割引制度はご存知ですか？～
　日本年金機構から送付される納付書を使って毎月納めるほかに、口座振替、クレジットカード払いや
電子納付などの納付方法もあり、金融機関等へ行く手間が省けます。また、口座振替やクレジットカー
ド払いを利用すれば、納め忘れの心配もなくなります。
　また、一定期間の保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料が割引されます。前納の種類は〈表１〉
のとおりです。これまで2年前納は口座振替のみでしたが、平成29年度から納付書およびクレジット
カードによる納付でも2年前納が可能となりました。なお、割引額は納付方法により異なり、口座振替
が一番お得となっています。参考までに、平成28年度の１年前納の金額を<表２>に示します。

●厚生年金に加入していた期間は含まれるの？
　厚生年金や共済組合に加入していた期間も、国民
年金の資格期間に算入されます。過去に少しだけ会
社などに勤めたことがあり、その時の厚
生年金の記録が現在の基礎年金番号に反
映されていない場合、統合することに
より受給資格期間が増えるといったケ
ースもあります。

●保険料が免除されていた期間はどうなるの？
　保険料の免除・納付猶予・学生納付特例などが承
認されていた期間については受給資格期間に算入さ
れます。ただし、この期間分についての年金受給額
は一部または全部が減額されます。支給額を増やす
ためには「追納制度」を利用し、10年前までなら
さかのぼって納めることができます。

●10年に短縮されたことにより受給資格に該当し
たら何月分から受給できるの？

　年金は受給権が発生した日の翌月分から受給でき
ます。今回の制度改正は平成29年8月1日施行です
から、翌9月分から受給できることになります。な
お、年金の支給月は偶数月ですので、実際には平成
29年9月分が10月に口座振込されることになりま
す。以降、2か月分の年金が偶数月に振り込まれま
す。

●年金を受給するための手続きは必要なの？
　年金は、受給する資格ができた時から自動的に支給
が始まるものではありません。ご自身で年金を受ける
ための手続き（年金請求）を行う必要があります。
　今回の制度改正により受給権が発生する全員の方
に対して、日本年金機構から通知が発送されます。
時期は平成29年2月下旬から7月上旬ま
でで、対象者が多いため5回に分けて発
送される予定となっています。手続き
の詳細については、日本年金機構から
送付される通知をご確認ください。

〈表２〉 １年前納の保険料（平成 28年度）〈表１〉 前納の種類

２年前納

１年前納

６か月前納

納付方法 通常納付 １年前納額 割引額

納付書払い

口座振替

クレジットカード

195,120 円

195,120 円

195,120 円

191,660 円

191,030 円

191,660 円

3,460 円

4,090 円

3,460 円

対象期間 申込期限
（口座・クレジットカード）

納付期限
（引落し・立替日）

4月～翌々年3月分

4月～翌年3月分

4月～9月分

10月～翌年3月分

2月末日

2月末日

2月末日

8月末日

4月末日

4月末日

4月末日

10 月末日

●自分の年金記録を調べたい
　お電話でご確認したい場合は、日本年金機構の
「ねんきんダイヤル」をご利用ください。その際は
お手元に年金手帳など、基礎年金番号が分かるもの
をご用意ください。

「ねんきんダイヤル」
　0570－05－1165（ナビダイヤル）
　（050で始まる電話からは03－6700－1165）
　[受付時間]平日8:30～17:15（週明け初日のみ 
　19:00まで）第２土曜日9:30～16:00

　また、福生市役所では平日の午前9時から午後4
時まで（昼休みを除く）、年金相談員による国民年
金相談を実施しております。ご本人様確認できるも
のをお持ちの上、市役所1階5番の保険年金
課窓口までお越しください。なお、
ご相談内容によっては、青梅年金事
務所をご案内させていただくことも
ありますので予めご了承ください。



　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の
所得により審査されます。所得の金額によ
り全額免除となる場合と、一部（3/4・
1/2・1/4）が免除となる場合があります。
一部が免除となった場合は、残りの金額を
納めないと未納扱いとなります。
　また、失業や天災などにあった場合、基
準以上の所得があっても免除が承認される
ことがあります。申請には添付書類が必要
となりますのでご相談ください。
　なお、免除が承認された期間分について
は、将来受け取る老齢年金の金額から一部
が減額されます。

①免除制度

（３）国 民 年 金 だ よ り

　保険料の納付が困難な時は、申請して日本年金機構により審査・承認されると、その期間の保険料の納付が免除や猶予
される制度があります。保険料の納付期限より2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、申請や審査に時
間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。なお、これらの申請が承認された期間については、年金受給
資格期間に算入されます。

　なお、①～③の承認を受けた期間については、10 年以内であれば後から保険料を納めること（追納）
ができます。例えば、平成 28 年 3 月分は、平成 38 年 3 月まで追納できます。将来受け取る年金額が
少なくなることを防ぐために、追納をおすすめします。

　65歳から支給される老齢基礎年金の額を増やしたい場合は、国民年金保険料とあわせて付加保険料（月
額 400 円）を納付することで、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。付加年金の年金額は 200 円
× 付加保険料納付月数です。なお、第３号被保険者、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付
できません。

　　(例) 付加保険料を10年間（120月）納付した場合
　　　　納付額＝400円×120月＝48,000円　⇒　受給額＝200円×120月＝24,000円

この場合、毎年24,000円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せされることになります。
つまり、２年間年金を受け取ると、その時点で納めた保険料と同額になるのでたいへんお得です

●年金額を増やす！　～付加保険料は月々４００円でとってもお得～

●保険料の納付が困難なとき　～免除・納付猶予・学生納付特例～

　概要は免除制度と似ており、
申請書も共通の様式です。た
だし、所得を審査するのが本
人と配偶者のみで、世帯主の
所得は審査の対象になりませ
ん。また、納付猶予が承認さ
れた期間分については、将来
受け取る老齢年金の金額には
反映されません。なお、この
制度は50歳未満の方に限り
申請できます。（平成28年
6月までは30歳未満でした）

②納付猶予制度（50歳未満）

　学生で保険料の納付が困難
な場合は、学生納付特例制度
を利用できます。本人の前年
の所得が一定以下であれば、
申請により在学中の保険料を
社会人になってからなど、後
から納めることができます。
学生納付特例が承認された期
間分については、将来受け取
る老齢年金の金額には反映さ
れません。

③学生納付特例制度

①納付書（現金）払い
　日本年金機構から送付される納付書で支払う方法です。
毎月の保険料は翌月末が納付期限です。なお、１年前納、
６か月前納の納付書も同封されていますので、前納を希
望される方はこれを利用して納めることができます。
（２年前納を希望する場合は申出書の提出が必要となり
ます）
　また、納付書払いに限り、任意の月から年度末までを
前納することができます。ご希望の方は、年金事務所へ
ご連絡いただき、納付書を作成・送付してもらいます。
この場合の納期限は開始月の月末となります。例えば、
平成29年6月から平成30年3月分を前納する場合の納付
期限は平成29年6月30日です。

②口座振替
　毎月振替は通常、翌月末日が振替日です。例えば4月
分の保険料は5月末日が振替日となります。また、これ
を当月振替にすると早割となり50円割引となります。早
割では例えば4月分の保険料は4月末日が振替日となりま
す。なお、早割があるのは口座振替だけです。

③クレジットカード納付
　毎月の保険料を当月末日にクレジットカード会社が立
替払いします。なお、口座振替にある早割は適用されま
せん。

④電子納付
　インターネットバンキング、モバイルバンキング、金
融機関設置のATM、テレフォンバンキングなどを利用し
た電子納付もできます。詳しくはご利用になる金融機関
にお問い合わせください。



（４）平成29年３月15日 国 民 年 金 だ よ り

◆相談日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
◆時　間：午前 9時～12時、午後 1時～ 4時
◆場　所：市役所 1階 5番、保険年金課窓口

資源有効利用のため本紙は
再生紙を使用しています

　福生市役所では年金相談員による国民年金相談を行って
います。国民年金についてご不明な点などありましたらご
相談ください。

■お問い合わせ ■国民年金相談

 

学生・自営業・農林漁業・無職の方（２０歳以上６０歳未満） 

会社等に勤務し、厚生年金・共済組合に加入している方（７０歳未満） 

第２号被保険者に扶養されている方（２０歳以上６０歳未満）

加入種別

第１号被保険者

第２号被保険者

第３号被保険者

届　出　先

市　役　所

勤　務　先

配偶者の勤務先

　加入者はその種別によって、お手続きや保険料の納付方法が異なります。

加 入 す る 方

国民年金の加入種別一覧

※年金受給資格のある65歳以上の加入者は除く

（※）

◆福生市役所  保険年金課  保険年金係
 　☎042-551-1670（直通）
◆青梅年金事務所
 　☎0428-30-3410
◆ねんきんダイヤル
　　☎0570-05-1165
（050から始まる電話からかける場合は☎03-6700-1165）

　加入種別が変わった時は、届出を行う必要があります。市役所ではお手続きができないものもありますので、ご注意ください。
お手続きには確認書類が必要な場合があります。事前に届出先にお問い合わせください。

退職した時（６０歳になっていない方）

退職したが、日を空けずにすぐ再就職した時

退職して、日を空けずに配偶者の健康保険・共済組合等の被扶養者になった時

種　　別

２号  →  １号

２号  →  ２号

２号  →  ３号

届　出　先

市　役　所

勤　務　先

配偶者の勤務先

第２号被保険者の方

配偶者が退職した時、または配偶者が65歳になった時

収入が増えて、配偶者の健康保険・共済組合等の被扶養者ではなくなった時

就職して、厚生年金・共済組合等に加入した時 

配偶者の勤務先が変わった時 

種　　別

３号  →  １号

３号  →  １号

３号  →  ２号

３号  →  ３号

届　出　先

市　役　所

市　役　所

勤　務　先

配偶者の勤務先

第３号被保険者の方

こんな時には届出を行いましょう

就職して、厚生年金・共済組合等に加入した時 

配偶者が就職して、健康保険・共済組合等の被扶養者になった時 

収入が減って、配偶者の健康保険・共済組合等の被扶養者になった時 

海外転出する方で、国民年金の任意加入を希望しない時

海外転出する方で、国民年金の任意加入を希望する時 

学生の方・会社等に勤めていない方が、２０歳になった時 

種　　別

１号  →  ２号

１号  →  ３号

１号  →  ３号

１号  →  喪失

１号  →  任意

１号

届　出　先

勤　務　先

配偶者の勤務先

配偶者の勤務先

市　役　所

市　役　所

市　役　所

第１号被保険者の方

　加入していた年金制度により、請求先が異なります。ご本人の請求がないと支給されないため、必ず請求手続きをしましょう。

国民年金のみで、全期間が第１号被保険者だった方

上記以外の方

請　求　先

市　役　所

年金事務所

加 入 制 度

年金を請求する時

※ 共済年金に加入したことがあり、平成27年9月以前に受給権が発生した方は、請求先が共済組合になる場合があります。


