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第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この企業年金基金（以下「基金」という。）は、確定給付企業年金法（平成１３年

法律第５０号。以下「法」という。）に基づき、基金の加入者及び加入者であった者（以

下「加入者等」という。）の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を

行い、もって加入者等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。 

 

（名称） 

第２条 基金の名称は、鹿児島県病院企業年金基金とする。 

 

（事務所） 

第３条 基金の事務所は、次の場所に置く。 

鹿児島県鹿児島市東千石町１番３８号 

 

（実施事業所の名称及び所在地） 

第４条 この規約に基づいて確定給付企業年金を実施する法第２条第２項に定める厚生年

金適用事業所（以下「実施事業所」という。）の名称及び所在地は、別表第１に掲げると

おりとする。 

 

（公告の方法） 

第５条 基金において公告しなければならない事項は、基金の事務所の掲示板に文書をも

って掲示する。 

２ 確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）第８条、

第９条、第５３条の２、第５８条、第５９条及び第６３条第２項の規定に基づく公告は、

前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。 
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第２章 代議員及び代議員会 

 

（代議員及び代議員会） 

第６条 基金に代議員会を置く。 

２ 代議員会は、代議員をもって組織する。 

 

（代議員の定数） 

第７条 基金の代議員の定数は、１６人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事

業主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者

のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。 

 

（代議員の任期） 

第８条 代議員の任期は３年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任

期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

 

（互選代議員の選挙区） 

第９条 加入者において互選する代議員（以下「互選代議員」という。）の選挙は、１の選

挙区で行う。 

 

（互選代議員の選挙期日） 

第１０条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前３０日以

内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後３０日

以内に行うことができる。 

２ 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用

する。 

 

（互選代議員の選挙の方法） 

第１１条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が

選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。 

２ 前項の投票は、加入者１人について１票とする。 

３ 第１項の選挙の期日は、２０日前までに公告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（当選人） 

第１２条 選挙の結果、得票数の多い者から順次に数えて当該選挙により選挙すべき互選

代議員の数に相当する数の者を当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投

票の総数を除して得た数の６分の１以上の得票がなければならない。 
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２ 前条第１項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、前項の規定にかか

わらず、前条第１項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。 

３ 理事長は、当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を

公告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（互選代議員の選挙執行規程） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議

員会の議決を経て別に定める。 

 

（選定代議員の選定） 

第１４条 事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了によ

る選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 

２ 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行う

こととし、事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法を基本とし、

当該方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければ

ならない。 

３ 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しな

ければならない。 

４ 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所

の名称を文書で理事長に通知しなければならない。 

５ 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければなら

ない。 

６ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

 （選定代議員の選出規程） 

第１４条の２ この規約に定めるもののほか、選定代議員の選出に関して必要な事項は、 

 代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（通常代議員会） 

第１５条 通常代議員会は、毎年１月及び７月に招集する。 

 

（臨時代議員会） 

第１６条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができ

る。 

２ 理事長は、代議員の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由

を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から

２０日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。 
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（代議員会の招集手続） 

第１７条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開

会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議

すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（定足数） 

第１８条 代議員会は、代議員の定数（第２０条の規定により議決権を行使することがで

きない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することが

できない。 

２ 代議員会に出席することのできない代議員は、第１７条第１項の規定によりあらかじ

め通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙

権を行使することができる。ただし、代議員会の開会の日の前日までに基金に到着した

書面に限る。 

 

（代議員会の議事） 

第１９条 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。 

２ 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議

員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 

３ 規約の変更（確定給付企業年金法施行規則（平成１４年厚生労働省令第２２号。以下

「規則」という。）第１５条各号に規定する事項の変更を除く。）の議事は、代議員の定

数の３分の２以上の多数で決する。 

４ 代議員会においては、第１７条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議

決をすることができる。ただし、出席した代議員の３分の２以上の同意があった場合は、

この限りでない。 

 

（代議員の除斥） 

第２０条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることがで

きない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができ

る。 

 

（代理） 

第２１条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代

議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行う

ものとする。 

２ 前項の規定による代理人は、３人以上の代議員を代理することができない。 

３ 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。 
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（代議員会の議決事項） 

第２２条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 

（１）規約の変更 

（２）役員の解任 

（３）毎事業年度の予算 

（４）毎事業年度の事業報告及び決算 

（５）借入金の借入れ 

（６）その他の重要事項 

 

（会議録） 

第２３条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載し

なければならない。 

（１）開会の日時及び場所 

（２）代議員の定数 

（３）出席した代議員の氏名、第１８条第２項の規定により書面により議決権又は選挙

権を行使した代議員の氏名及び第２１条の規定により代理された代議員の氏名 

（４）議事の経過の要領 

（５）議決した事項及び可否の数 

（６）その他必要な事項 

２ 会議録には、議長及び代議員会において定めた２人以上の代議員が署名しなければな

らない。 

３ 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。 

４ 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において

は、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 

 

（代議員会の会議規程） 

第２４条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員

会の議決を経て別に定める。 
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第３章 役員及び職員 

 

（役員） 

第２５条 基金に、役員として理事及び監事を置く。 

 

（役員の定数及び選任） 

第２６条 理事の定数は、８人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代

議員において、それぞれ互選する。 

２ 理事のうち１人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 

３ 理事のうち１人を常務理事とし、理事会の同意を得て、理事長が指名する。 

４ 理事のうち１人を給付に充てるべき積立金（以下「積立金」という。）の管理及び運用

に関する基金の業務を執行する理事（以下「運用執行理事」という。）とし、理事会の同

意を得て、理事長が指名する。 

５ 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ１人を

選挙する。 

 

（役員の任期） 

第２７条 役員の任期は３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われた

ときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

３ 役員は、その任期が終了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務

を行う。 

 

（役員の解任） 

第２８条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において３分の２以

上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁

明の機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

（３）理事にあっては、第３７条の規定に違反したとき。 

 

（役員の選挙執行規程） 

第２９条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事

項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事会） 

第３０条 基金に理事会を置き、理事をもって構成する。 
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（理事会の招集） 

第３１条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。 

２ 理事長は、理事の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を

記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日

から２０日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の

前日から起算して５日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、

日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。 

 

（理事会の付議事項） 

第３２条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

（１）代議員会の招集及び代議員会に提出する議案 

（２）令第１２条第４項の規定による理事長の専決処分 

（３）事業運営の具体的方針 

（４）常務理事及び運用執行理事の選任及び解任 

（５）積立金の管理及び運用に関する方針 

 

（理事会の議事） 

第３３条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決すること

ができない。 

２ 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

３ 理事会に出席することができない理事は、第３１条第３項の規定によりあらかじめ通

知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使するこ

とができる。 

 

（理事会の会議録） 

第３４条 理事会の会議録については、第２３条第１項から第３項までの規定を準用する。 

 

（役員の職務） 

第３５条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定

する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠け

たときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職

務を代理し、又はその職務を行う。 

２ 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。 

３ 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行

する。 

４ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意

見を提出することができる。 

５ 監事は、基金の業務を監査するほか、法第２３条の規定により理事長が代表権を有し
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ない事項について、監事２名が基金を代表する。 

６ 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事の義務及び損害賠償責任） 

第３６条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生（支）局長の処

分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければ

ならない。 

２ 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、

基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 

 

（理事の禁止行為） 

第３７条 理事は、自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理

及び運用の適正を害する行為をしてはならない。 

 

（職員） 

第３８条 基金の職員は、理事長が任免する。 

２ 前項に規定するもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理

事会の議決を経て別に定める。 
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第４章 加入者 

 

（加入者） 

第３９条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者（法第２条

第３項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。）のうち、６５歳未満の者

とする。ただし、次条の規定により加入者の資格を取得する日から６５歳に達する日ま

で加入者であったとしても第４２条に規定する加入者期間が３年に満たない者は加入者

としない。 

 

（資格取得の時期） 

第４０条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日に

おいて厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となっ

た日）に、加入者の資格を取得する。 

 

（資格喪失の時期） 

第４１条 加入者は、次の各号のいずれかの日の翌日（第４号及び第５号にあっては、こ

れらの号に規定する日）に、加入者の資格を喪失する。 

（１）死亡した日 

（２）実施事業所に使用されなくなった日 

（３）その使用される法第２条第２項に規定する厚生年金適用事業所が実施事業所でな

くなった日 

（４）厚生年金保険の被保険者でなくなった日 

（５）６５歳に達した日 

 

（加入者期間） 

第４２条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加

入者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。 

２ 加入者の資格を喪失した後に、再び加入者の資格を取得した者（以下「再加入者」と

いう。）については、前後の加入者期間を合算しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、再加入者のうち、事業主が同じである実施事業所間又は人

事交流若しくは資本関係等経営上の関係を有すると認められる実施事業所間の異動によ

り加入者の資格を喪失した日にその資格を取得した者、又は同じ実施事業所において６

０歳以上で加入者の資格を喪失した日にその資格を取得した者については、次に掲げる

者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。 

（１）再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者（給付を受ける権利（以下「受給

権」という。）を有する者をいう。以下同じ。）となった者であって当該脱退一時金の全

部を支給されたもの。 

（２）再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付

金の全部を支給されたもの。 
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（３）再加入者となる前に第９０条第２項、第９１条第２項、第９２条第２項又は第９３

条第２項の規定により脱退一時金相当額が移換された者。 
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第５章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与 

 

（基準給与） 

第４３条 給付の額の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）は、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）第２０条に規定する標準報酬月額とする。 

２ 基準給与の額は、毎年９月１日現在における標準報酬月額とし、その年の９月１日か

ら翌年８月末日まで適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、加入者の資格を取得した日以後最初に到来する８月末日ま

で適用する基準給与の額は、当該資格を取得した日現在における標準報酬月額とする。 

 

（仮想個人勘定残高） 

第４４条 次の各号に規定する額の合計額を仮想個人勘定残高とする。 

（１） 加入者期間中の各月の末日（その日が加入者でなくなった日にあたる場合はこれ

を除く。以下「ポイント付与日」という。）ごとに基準給与の額に１．４％を乗じて

得た額（以下「付与ポイント」という。）を累計した額 

（２）加入者期間中の各事業年度（加入者となった事業年度及び加入者でなくなった事

業年度を除く。）の末日ごとに前事業年度末の仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて

得た額（１円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。）を累計した額 

（３）加入者でなくなった日に前事業年度末の仮想個人勘定残高（次式においてＡとす

る。）、再評価率（次式においてＢとする。）及び当該事業年度の初日から加入者でな

くなった日までの期間（月単位で計算し、１月未満の端数日が生じた場合は、これを

切り捨てる。次式においてＣとする。）を用いて次式により算出した額（１円未満の

端数が生じた場合は、これを四捨五入する。） 

Ａ×（１＋Ｂ）Ｃ／12－Ａ 

（４）加入者期間中の各事業年度の末日又は加入者でなくなった日（以下「利息加算日」

という。）に当該事業年度中の各付与ポイント（次式においてＤとする。）、再評価率

（次式においてＢとする。）及び当該付与ポイントのポイント付与日から利息加算日

までの月数（月単位で計算し、１月未満の端数日が生じた場合は、これを切り捨てる。

次式においてＥとする。）を用いて次式により算出した額（１円未満の端数が生じた

場合は、これを四捨五入する。） 

Ｄ×（１＋Ｂ）Ｅ／12－Ｄ 

２ 前項の再評価率は、毎年、その年の前年の１２月末日以前５年間に発行された国債（期

間１０年のものに限る。）の応募者利回りの平均値（０．１％単位とし、０．１％未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）又はその年の前年の１２月末日以前１年間に発

行された国債（期間１０年のものに限る。）の応募者利回りの平均値（０．１％単位とし、

０．１％未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）のいずれか低い率（４．０％を

上回る場合にあっては、４．０％とし、０．０％を下回る場合にあっては、０．０％と

する。）に改定し、その年の４月から１年間適用する。 
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（標準給与） 

第４５条 掛金の額の算定の基礎となる給与（以下「標準給与」という。）の額は、第４３

条に規定する基準給与の額と同額とする。 
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第６章 給 付 

 

第１節 通 則 

 

（給付の種類） 

第４６条 基金による給付は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）老齢給付金 

（２）脱退一時金 

（３）遺族給付金 

 

（裁 定） 

第４７条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。 

２ 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行

う。 

３ 第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所

を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定

都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他

の生年月日を証する書類（以下この条において「基本添付書類」という。）を添付して、

基金に提出することによって行う。 

４ 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第６７条各号に掲げる者（以下「給

付対象者」という。）の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の

各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。 

（１）第６８条第１項第１号及び第２号に掲げる者 

 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長

の証明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象

者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を

証する書類）その他当該事実を証する書類 

（２）第６８条第１項第３号に掲げる者 

 前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収

入によって生計を維持していたことを証する書類 

 

（標準年金額） 

第４８条 標準年金額は、給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」とい

う。）の支給が開始されるとき（以下「年金支給開始時」という。）の仮想個人勘定残高

を、毎年、その年の前年の１２月末日以前５年間に発行された国債（期間１０年のもの

に限る。）の応募者利回りの平均値（０．１％単位とし、０．１％未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）又はその年の前年の１２月末日以前１年間に発行された国債（期

間１０年のものに限る。）の応募者利回りの平均値（０．１％単位とし、０．１％未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）のいずれか低い率（４．０％を上回る場合にあ
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っては、４．０％とし、０．０％を下回る場合にあっては、０．０％とする。（以下「指

標利率」という。）に応じて別表第２に定める率（残余保証期間は第５８条第１項に規定

する老齢給付期間の支給期間とする。）で除して得た額とし、その年の４月から１年間適

用する。 

 

（端数処理） 

第４９条 年金給付及び給付のうち一時金として支給されるもの（以下「一時金給付」とい

う。）の額に１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。 

２ 給付の額を計算する過程において、１円未満の端数が生じたときは、これを１円に切り

上げる。 

 

（支給期間） 

第５０条 基金の年金給付の種類は、第５８条第１項に係る５年確定年金、１０年確定年

金、１５年確定年金及び２０年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の

翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

 

（支払日及び支払方法） 

第５１条 年金給付の支払日は、年１回の２月１日（当該日が金融機関の休業日である場

合には翌営業日とする。）とし、当該支払日にその前月分までをまとめて支払う。 

２ 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後１月以内に支払う。 

３ 前２項の給付の支払は、基金が加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ

指定した金融機関の口座に、給付の額を振り込むことによって行う。 

 

（給付の制限） 

第５２条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金を支給しな

い。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の

犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 

２ 加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為又は重大な過失により、死亡

又は死亡の原因となった事故を生じさせたときは、給付の全部又は一部を行わない。 

３ 受給権者が、正当な理由がなくて法第９８条の規定による書類その他の物件の提出の

求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。 

４ 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由に

より実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。 

（１）窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加

え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱し

たこと。 

（２）秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 

（３）正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事

業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 
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５ 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当

していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。 

 

（未支給の給付） 

第５３条 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給付でまだそ

の者に支給しなかったもの（以下この条において「未支給給付」という。）があるときは、

その者に係る第６８条第１項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を

請求することができる。 

２ 未支給給付を受けるべき者の順位は、第６８条第１項各号の順位とし、同項第２号に

掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。 

３ 第１項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかった

ときは、その者に係る第６８条第１項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求

することができる。 

４ 第１項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び

住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによ

って行う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、

第４７条第３項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。 

（１）第６８条第１項第１号及び第２号に掲げる者 

 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の

死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証す

る書類）その他当該事実を証する書類 

（２）第６８条第１項第３号に掲げる者 

 前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入

によって生計を維持していたことを証する書類 

５ 未支給給付を受けるべき同順位の者が２人以上あるときは、その１人のした未支給給

付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その１人に対して

した未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。 

 

（時効） 

第５４条 受給権の消滅時効については、民法（明治２９年法律第８９号）の規定を適用

する。 

 

（受給権の譲渡等の禁止等） 

第５５条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、

国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押さえる場合は、この限りでない。 

 

（給付に関する通知等） 
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第５６条 基金は、第４７条第１項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分を

したときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 
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第２節 老齢給付金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第５７条 加入者期間が１０年以上である加入者又は加入者であった者が、６５歳（６０

歳に達したときに加入者でない者にあっては、６０歳）に達したときは、その者に老齢給

付金を年金として支給する。 

２ 前項の場合のほか、加入者期間が１０年以上である加入者が、６０歳に達した日以後

に実施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。

ただし、加入者の資格を喪失した後引き続き加入者となった者については、この限りで

ない。 

 

（老齢給付金の支給期間及び年金額） 

第５８条 老齢給付金の支給期間は、次の各号に掲げる期間のうち、老齢給付金の裁定請

求のときに受給権者が選択した期間とする。 

（１）５年 

（２）１０年 

（３）１５年 

（４）２０年 

２ 老齢給付金の額は、標準年金額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の額は、当該老齢給付金の支給を開始した月の

翌月以後最初に到来する４月から１年ごとに改定するものとし、改定後の額は、標準年

金額に、年金支給開始時における仮想個人勘定残高を、改定時に適用される指標利率に

応じて別表第２に定める率（残余保証期間は老齢給付金の支給期間とする。）で除して得

た額が標準年金額を上回る額を加算した額とする。 

 

（支給の繰下げ） 

第５９条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、次

の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に規定する日まで当該老齢給付金の支給を繰

り下げることを申し出ることができる。 

（１）第４１条第５号の規定に該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、

引き続き実施事業所に使用されているもの 

実施事業所に使用されなくなる日 

（２）前号に規定する者以外の者 

６５歳に達する日 

２ 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第５０条の規

定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。 

３ 第１項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、前条の規定

を適用して計算される額とする。 
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（一時金として支給する老齢給付金） 

第６０条 老齢給付金の受給権者は、当該受給権の裁定を請求するとき、又は老齢給付金

の支給を開始してから５年を経過した日以後、老齢給付金を一時金として支給すること

を請求することができる。ただし、次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、

老齢給付金の支給を開始してから５年を経過する日までの間においても、当該請求をす

ることができる。 

（１）受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火

災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい

損害を受けたこと。 

（２）受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 

（３）受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 

（４）その他前３号に準ずる事情 

２ 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、老齢給付金の支給を開始し

てから５年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあ

っては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提

出しなければならない。 

３ 第１項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、

次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。 

（１）老齢給付金の支給開始前に一時金として支給することを請求したとき。 

一時金の支給を請求したときの仮想個人勘定残高 

（２）老齢給付金の支給開始後に一時金として支給することを請求したとき。 

老齢給付金の受給権者が支給を受けている老齢給付金の額に、当該額の算出に用

いた指標利率及び老齢給付金の残余保証期間（老齢給付金の支給期間から既に老齢

給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。以下同じ。）に応じて別表第２に

定める率を乗じて得た額 

 

（失権） 

第６１条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

消滅する。 

（１）老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 

（２）第５８条第１項の規定に基づき受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了

したとき。 

（３）老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 
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第３節 脱退一時金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第６２条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退

一時金を一時金として支給する。 

（１）加入者期間が３年以上１０年未満で、加入者の資格を喪失したとき（死亡による

資格喪失を除く。次号において同じ。）。 

（２）６５歳未満、かつ、加入者期間が１０年以上で、第５７条第２項に該当すること

なく加入者の資格を喪失したとき。 

 

（一時金額） 

第６３条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失したときの仮想個人勘定残高とする。 

 

（支給の繰下げ） 

第６４条 第６２条第１号に係る脱退一時金の受給権者のうち、第４１条第５号の規定に

該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、引き続き実施事業所に使用さ

れているものは、実施事業所に使用されなくなる日まで当該脱退一時金の支給を繰り下

げることを申し出ることができる。 

２ 第６２条第２号に係る脱退一時金の受給権者（第４１条第３号に該当して加入者の資

格を喪失した者を除く。）は、６５歳（６０歳に達する前に加入者の資格を喪失した者に

あっては、６０歳）に達するまで当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出るこ

とができる。 

３ 第１項又は前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、脱退一時金の

支給を申し出ることができる。 

４ 前項の規定により脱退一時金の支給を申し出た場合の脱退一時金の額は、脱退一時金

の支給を申し出たときの仮想個人勘定残高とする。 

 

（支給の効果） 

第６５条 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加入者であっ

た期間は、加入者期間に算入しない。 

 

（失権） 

第６６条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

消滅する。 

（１）脱退一時金の受給権者が死亡したとき。 

（２）脱退一時金の受給権者（第６２条第２号に該当したことにより脱退一時金の受給

権者となった者に限る。）が老齢給付金の受給権者となったとき。 

（３）再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加

入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。 
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第４節 遺族給付金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第６７条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金と

して支給する。 

（１）加入者期間が３年以上の加入者 

（２）第６４条第１項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

（３）第６４条第２項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

（４）第５９条第１項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 

（５）老齢給付金の支給を受けている者 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第６８条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合にお

いて、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第２号に

掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。 

（１）配偶者（婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） 

（２）子（給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。）、

父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 

（３）前２号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生

計を維持していたその他の親族 

２ 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人のした

遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その１人

に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。 

 

（一時金額） 

第６９条 遺族給付金の額は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。 

（１）第６７条第１号、第２号、第３号又は第４号に掲げる者が死亡したとき。 

給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高 

（２）第６７条第５号に掲げる者が死亡したとき。 

給付対象者が支給を受けていた老齢給付金の額に、当該額の算出に用いた指標利

率及び老齢給付金の残余保証期間に応じて別表第２に定める率を乗じて得た額 
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第７章 掛 金 

 

（掛金） 

第７０条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、掛金を拠出す

る。 

 

（標準掛金） 

第７１条 掛金のうち、標準掛金の額は、毎月末日現在における各加入者の標準給与の額

に１．４％を乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（特別掛金） 

第７２条 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額を平成２９年１１月から３０

年で償却するため、毎月末日現在における各加入者の標準給与の額に０．１％を乗じて

得た額を合算した額とする。 

 

（事務費掛金） 

第７３条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、毎月末日現

在における各加入者の標準給与の額に０．３％を乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（掛金の負担割合） 

第７４条 事業主は、掛金の全額を負担する。 

 

（掛金の納付） 

第７５条 事業主は、毎月の掛金をその月の翌月の末日（以下「納付期限」という。）まで

に基金に納付するものとする。 

２ 各加入者に係る掛金の額に、１円未満の端数が生じた場合はこれを１円に切り上げる。 

３ 第１項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定

して、これを督促しなければならない。 

４ 前項の規定により督促を受けた事業主が、督促状に指定された期限までに掛金を納付

しなかった場合、当該事業主は、当該事業主が納付すべき掛金の額につき、民法第４０

４条及び第４１９条の規定により算定した損害賠償の額（以下この条において「遅延損

害金」という。）を、掛金と併せて納付する。ただし、掛金を納付しないことにつきやむ

を得ない事情があると認められる場合、又は遅延損害金が１００円未満となる場合は、

この限りでない。 

５ 前項の場合において、督促状に指定された期限までに掛金の一部が納付されたときは、

当該納付の日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となる掛金は、当該納付された

掛金の額を控除した額とする。 

６ 前２項の規定により計算した遅延損害金に、１００円未満の端数が生じた場合はこれ

を切り捨てる。 
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（財政再計算） 

第７６条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも５

年ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。 

２ 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第

５０条に定める場合は、掛金の額を再計算する。 

 

（積立金の額の評価） 

第７７条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。 
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第８章 積立金の積立て 

 

（継続基準の財政検証） 

第７８条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、

責任準備金の額（法第６０条第２項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。）から

許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日

として掛金の額を再計算する。 

２ 前項の許容繰越不足金の額は、責任準備金の額に１００分の１５を乗じて得た額とす

る。 

３ 第１項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々

事業年度の初日までに適用する。 

 

（非継続基準の財政検証） 

第７９条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積

立基準額を下回る場合には、規則第５８条の規定により必要な額を翌々事業年度から特

例掛金として拠出する。 

２ 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日（以下この条において「基

準日」という。）までの加入者期間に係る給付（以下「最低保全給付」という。）の額の

合計額の現価とする。 

３ 前項の現価を算定するに当たっては、直前の財政計算の基準日前５年間における再評

価率及び指標利率の実績値の平均値を計算の基礎として用いる。 

４ 第２項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

（１）基準日において、年金給付の支給を受けている者 

当該年金給付 

（２）基準日において、老齢給付金の受給権者であって第５９条第１項の規定に基づき

その老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 

その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求

するとした場合における年金として支給される老齢給付金（老齢給付金の支給期間

２０年の額とする。以下この条において同じ。） 

（３）基準日において、第６２条第１号に係る脱退一時金の受給権者であって、第６４

条第１項の規定に基づきその脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される

脱退一時金 

（４）基準日において、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要

件を満たす者（加入者及び第６２条第２号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた

者を除く。） 

その者が６５歳（６０歳に達する前に加入者の資格を喪失した者にあっては、６

０歳）に達したときに年金として支給される老齢給付金 
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（５）基準日において加入者である者であって、加入者期間が１０年以上であるもの 

標準的な退職年齢に達した日（基準日における年齢がこの年齢以上の場合にあっ

ては基準日。以下「標準資格喪失日」という。）に加入者の資格を喪失したとする場

合に支給されることとなる老齢給付金に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ａ／Ｂ 

Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金 

（６）基準日において加入者である者であって、前号に規定する者以外のもの 

標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる脱

退一時金（標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に老齢給付金の受給資格

が得られる場合には、一時金として支給する老齢給付金。以下この号において同じ。）

に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ａ／Ｂ 

Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金 

５ 前項第５号の標準的な退職年齢は、６２歳とする。 

６ 給付改善等（規則第５４条第２項に規定する給付改善等をいう。以下同じ。）を行う場

合にあっては、最低保全給付の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該

給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数

（その期間に１年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。）を５から

減じた数（当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。）を５で除して得た数を乗

じて得た額を、第４項第５号及び第６号の規定に基づき計算した額から控除する。 

 

（臨時拠出による特例掛金） 

第８０条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、

事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な

掛金の額を特例掛金として拠出する。 
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第９章 積立金の運用 

 

（基金資産運用契約） 

第８１条 基金は、法第６６条第１項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要す

る費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基

金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引

業者とそれぞれ締結するものとする。 

２ 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第６６条第２

項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものと

する。 

３ 第１項の年金信託契約の内容は、令第４０条第１項及び規則第７１条に規定するもの

のほか、次の各号に該当するものでなければならない。 

（１）基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の

遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

（２）信託金と支払金は相殺しないものであること。 

４ 第１項の生命保険契約の内容は、令第４１条並びに規則第７２条及び第７３条に規定

するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。 

（１）基金に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の

遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

（２）保険料と保険金は相殺しないものであること。 

５ 第１項の投資一任契約の内容は、令第４１条に規定するものでなければならない。 

６ 第２項の年金特定信託契約の内容は、令第４０条第２項に規定するもののほか、第３

項の規定を準用する。 

 

（運用管理規程） 

第８２条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。 

（１）基金資産運用契約の相手方（以下「運用受託機関」という。）の名称 

（２）信託金又は保険料の払込割合 

（３）支払金又は保険金の負担割合 

（４）掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関 

（５）資産額の変更の手続き 

（６）第４項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの 

２ 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第１号及び第６

号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。 

３ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。 

４ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率

的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、

前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。 

５ 理事長は、前２項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、
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その承認を得なければならない。 

 

（積立金の運用） 

第８３条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 

 

（運用の基本方針及び運用指針） 

第８４条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用

しなければならない。 

２ 基本方針は、法令に反するものであってはならない。 

３ 基金は、第１項に規定する運用の基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機

関に交付しなければならない。ただし、生命保険契約であって、当該契約の全部におい

て保険業法（平成７年法律第１０５号）第１１６条第１項に規定する責任準備金の計算

の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。 

 

（分散投資義務） 

第８５条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めな

ければならない。 

 

（政策的資産構成割合） 

第８６条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなけ

ればならない。 

２ 基金は、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置く

よう努めなければならない。 

 

（資産状況の確認） 

第８７条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構

成割合を確認しなければならない。 

 

（基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止） 

第８８条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 
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第１０章 年金通算 

 

（中途脱退者の選択） 

第８９条 基金は、基金の中途脱退者（基金の加入者の資格を喪失した者であって、第６

２条に該当するものをいう。以下同じ。）に対して、次のいずれかを選択させ、その選択

に従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退

一時金相当額の移換をする。 

（１）速やかに、脱退一時金を受給すること。 

（２）第９３条第１項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会

（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）

へ移換することを申し出ること。 

（３）基金の加入者の資格を喪失した日から起算して１年を経過したときに脱退一時金

を受給すること。 

（４）第９３条第１項の規定に基づき、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。 

（５）第６４条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。 

２ 前項第３号、第４号又は第５号を選択した基金の中途脱退者が、基金の加入者の資格

を喪失した日から起算して１年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又

は次条第１項、第９１条第１項、第９２条第１項若しくは第９３条第１項の規定により

脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわ

らず、基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。 

 

（他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換） 

第９０条 基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金（以下この条において「移換先確

定給付企業年金」という。）の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企

業年金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることが

できる旨が定められているときは、基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関

等（資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。）への脱退一時金相当額の移

換を申し出ることができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等

に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日まで

に申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属す

る月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者

に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換） 
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第９１条 基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金（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年法律第６３号。以下

「平成２５年改正法」という。）附則第３条第１１号に規定する存続厚生年金基金をいう。

以下同じ。）の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約にお

いて、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定めら

れているときは、基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出る

ことができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一

時金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して

３月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災

その他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由

がやんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、中途脱退者に係る

脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） 

第９２条 基金の中途脱退者は、企業型年金（確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）

第２条第２項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。）の企業型年金加入者（同法第２

条第８項に規定する企業型年金加入者をいう。）又は個人型年金（同法第２条第３項に規

定する個人型年金をいう。）の個人型年金加入者（同法第２条第１０項に規定する個人型

年金加入者をいう。以下同じ。）の資格を取得したときは、基金に当該企業型年金の資産

管理機関（同法第２条第７項第１号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。）又は

同法第２条第５項に規定する連合会（以下この条において「国民年金基金連合会」とい

う。）への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基

金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移

換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日まで

に申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属す

る月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者

に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（連合会への脱退一時金相当額の移換） 

第９３条 基金の中途脱退者は、基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出るこ

とができる。 
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２ 基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、

当該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日まで

に申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属す

る月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者

に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（中途脱退者への基金の説明義務） 

第９４条 基金は、基金の中途脱退者に対して、第９０条第１項、第９１条第１項、第９

２条第１項又は前条第１項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱

退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。 
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第１１章 解散及び清算 

 

（解散） 

第９５条 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに解散する。 

（１）法第８５条第１項の認可があったとき。 

（２）法第１０２条第６項の規定による基金の解散の命令があったとき。 

 

（解散時の掛金の一括拠出） 

第９６条 基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解

散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主

は、当該下回る額を掛金として一括拠出する。 

２ 前項に規定する掛金は、当該下回る額を、解散日現在における実施事業所の加入者の

標準給与の総額に応じて按分した額を、解散日現在における実施事業所の事業主が負担

する。 

 

（支給義務の消滅） 

第９７条 基金は、基金が解散したときは、基金の加入者であった者に係る給付の支給に

関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給し

ていないものの支給、又は第９０条第２項、第９１条第２項、第９２条第２項若しくは

第９３条第２項の規定により解散した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額で

まだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 

 

（清算人） 

第９８条 基金が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、代議員会において

他人を選任したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 

（１）前項の規定により清算人となる者がないとき。 

（２）基金が第９５条第２号の規定により解散したとき。 

（３）清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 

３ 清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 

 

（残余財産の分配） 

第９９条 基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、解散した日におい

て基金が給付の支給に関する義務を負っていた者（以下「終了制度加入者等」という。）

に分配しなければならない。 

２ 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する

額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）残余財産の額が、基金が解散した日（以下この条において「終了日」という。）を

事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額（以下この条において「終了日
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の最低積立基準額」という。）を上回る場合 

次に掲げる額を合算した額 

イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

ロ 残余財産の額から終了日の最低積立基準額を控除した額に、次の（イ）に掲

げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

（イ）各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

（ロ）終了日の最低積立基準額 

（２）残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合 

残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

ロ 終了日の最低積立基準額 

３ 第１項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全

額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 

 

（連合会への残余財産の移換） 

第１００条 終了制度加入者等（基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関

する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。）は、清算人に、残

余財産（前条第 1 項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以

下この条及び次条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があったときは、基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。 

３ 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第１項の規定の適用

については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。 

 

 （国民年金基金連合会への残余財産の移換） 

第１００条の２ 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算

人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があったときは、基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産

を移換する。 

３ 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第９９条第 1

項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたもの

とみなす。 
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第１２章 福祉事業 

 

（福祉事業） 

第１０１条 基金は、加入者等の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に関する事業を

行う。 

 （１）加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給 

   ア.成人祝 

   イ.結婚祝金 

   ウ.就学祝金 

   エ.死亡弔慰金 

 （２）加入者に対する災害見舞金の支給 

 （３）加入者等への広宣活動 

２ 前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 
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第１３章 雑 則 

 

（業務の委託） 

第１０２条 基金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に次に掲げる業務を委託する。 

（１）給付の支給に関する業務 

（２）掛金の額の計算に関する業務 

（３）年金数理に関する業務 

（４）加入者等の記録の管理に関する業務 

２ 基金は、前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社に委託することができる。 

（１）年金資産及び年金債務の将来予測（運用の基本方針の策定のために必要な年金資

産分析（リスク・リターン分析等）及び関連業務（最適資産構成に関する相談・助

言等）を含む。） 

（２）年金財政に関するコンサルティング業務 

（３）年金資産の運用に関するコンサルティング業務 

３ 基金は、前２項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要とな

る加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。 

 

（事業年度） 

第１０３条 基金の事業年度は４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

 

（業務概況の周知） 

第１０４条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度１回以上、当該時点におけ

る次の各号に掲げる事項（第２号から第６号までに掲げる事項にあっては、当該時点に

おける直近の概況。以下この条において「周知事項」という。）を加入者に周知させなけ

ればならない。 

（１）給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 

（２）加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 

（３）給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 

（４）事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 

（５）積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立て

の概況 

（６）積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 

（７）基本方針の概要 

（８）年金資産管理運用委員会の議事の概要 

（９）その他基金の事業に係る重要事項 

２ 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法によるも

のとする。 

（１）常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法  
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（２）書面を加入者に交付する方法 

（３）磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業

所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 

（４）その他周知が確実に行われる方法 

３ 基金は、周知事項について、加入者以外の者であって基金が給付の支給に関する義務

を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。 

 

（届出） 

第１０５条 受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定に

よる死亡の届出義務者は、受給権者の死亡を証する書類を添付して３０日以内にその旨

を基金に届け出なければならない。 

２ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。 

 

（報告書の提出） 

第１０６条 基金は、毎事業年度終了後４月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書

を作成し、地方厚生（支）局長に提出するものとする。 

２ 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。 

（１）加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項 

（２）給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項 

（３）積立金の運用に関する事項 

３ 第１項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）貸借対照表 

（２）損益計算書 

（３）積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並び

に積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 

４ 基金は、第１項の書類を、常時、基金の事務所に備え付けて置くものとする。 

５ 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することがで

きる。この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならな

い。 

 

（年金数理関係書類の年金数理人による確認） 

第１０７条 基金が厚生労働大臣（規則第１２１条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が

地方厚生（支）局長に委任されている場合にあっては、地方厚生（支）局長）に提出す

る規則第１１６条第１項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が

適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したもので

なければならない。 

 

（実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出） 

第１０８条 基金の実施事業所が減少する場合（基金の実施事業所の事業主が、分割若し
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くは事業の譲渡により基金の他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部若

しくは一部を承継させる場合、及び加入者の一部をこの基金の実施事業所以外に転籍さ

せるなど不当に加入者を減少させることにより、実施事業所が減少することに準ずるも

のとして代議員会で認めた場合を含む。以下この条において同じ。）において、当該減少

に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実

施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の第１号に掲げる額に第２

号に掲げる額を加算した額と第３号に掲げる額のうちいずれか大きい額を、掛金として

一括して拠出しなければならない。 

（１）特別掛金額の予想額の現価 

（２）繰越不足金 

（３）最低積立基準額に対する積立不足額 

２ 前項各号に掲げる額は、次の各号により計算される額とする。 

（１）前項第１号に掲げる額 

基金の実施事業所が減少する場合に該当した日（以下「減少日」という。）直前の

財政決算日（減少日が直前の財政決算日から４月を経過していない場合は前々事業

年度の財政決算日とし、財政決算日以降に財政計算を行っている場合は当該財政計

算の計算基準日とする。以下この項において同じ。）における当該減少に係る加入者

の標準給与の額の１２倍に、減少日直前の財政決算日の特別掛金収入現価算出に用

いる特別掛金率と、減少日における残余償却年数に応じて別表第３に定める率を乗

じて得た額 

（２）前項第２号に掲げる額 

減少日直前の財政決算日の繰越不足金（規則第１１２条第２項の規定により繰り

越した不足金をいう。）の額に、減少日直前の財政決算日から減少日の属する月の前

月の末日までの月数に対応する予定利率による利息に相当する額を合算した額に、

減少日直前の財政決算日における基金の標準給与の総額に対する当該減少に係る加

入者の標準給与の割合を乗じて得た額 

（３）前項第３号に掲げる額 

減少日直前の財政決算日における最低積立基準額から純資産額を控除した額に、

減少日直前の財政決算日から減少日前月の末日までの月数に対応する最低積立基準

額の算出に用いている利率による利息に相当する額を合算した額に、減少日直前の

財政決算日における基金の標準給与の総額に対する当該減少に係る加入者の標準給

与の割合を乗じて得た額 

３ 第１項の掛金は、当該減少に係る実施事業所の事業主が全額を負担する。 

 

 

（実施事業所の減少の特例） 

第１０９条 基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受け

て、実施事業所を減少させることができる。 

（１）減少させようとする実施事業所（以下「特例減少事業所」という。）の事業主が１



 - 36 - 

年分に相当する額（当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を

納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当

する額を除く。）を超えて掛金の納付を怠ったこと。 

（２）基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第６条に規

定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。 

２ 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事

業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。 

３ 第１項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増

加することとなる場合にあっては、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により

算定した額を、掛金として一括して拠出する。 

４ 第１項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の４分の３以上の多

数による議決を経て行う。 

 

（分割時又は権利義務移転時の資産分割） 

第１１０条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転（以下この条において「権

利義務移転等」という。）のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のう

ち、権利義務移転等に係る者の積立金の額を移換するものとする。 

（１）法第７７条に規定する基金の分割 

（２）法第７９条第１項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務の移転（同項に

規定する政令で定める場合を除く。） 

（３）平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第２条の規定による改正前の法（以下「改正前法」という。）第１０７条第

１項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転（同項に規定する政令で定める

場合を除く。） 

２ 前項の権利義務移転等に係る者の積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権

利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの方法による額とする。 

（１）規則第８７条の２第１項第１号による方法 

（２）規則第８７条の２第１項第２号による方法 

３ 前項第１号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第

１号に掲げる額を第２号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 

（１）権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の

計算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、

権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日（以下この条において「基

準日」という。）における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額（規則第８

７条の２第１項第１号イからニまでのうち、権利義務移転等を行うときに基金が選

択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。） 

（２）基準日における、基金の移換額算定基礎額 

４ 第２項第２号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合

の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 
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（１）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額

算定基礎額を上回る場合 

権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げ

る額で除して得た率を乗じて得た額 

イ 基準日における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における、基金の移換額算定基礎額 

（２）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額

算定基礎額以下の場合 

次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロを合算した額 

イ 基準日における受給権者及び加入者期間が１０年以上である加入者であった

者（以下この号において「受給権者等」という。） 

基準日における権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただ

し、基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等

の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の

額に、次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た

額とする。 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、基金の受給権者等の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における加入者（受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。） 

権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イ（ロ）に定める

額を控除した額に、次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率

を乗じて得た額 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、基金の加入者の移換額算定基礎額 

 

（法令等の適用） 

第１１１条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続

きその他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところ

による。 
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附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成２９年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

第 1条の２ この規約は、認可の日から施行し、平成３０年３月１日から適用する。 

 

（存続厚生年金基金からの移行） 

第２条 基金は、平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前法第１１２条第４項の規定に基づき、同項の規定により消滅した鹿

児島県病院厚生年金基金（鹿基第１１９６号。以下「旧基金」という。）に係る権利義務

を承継する。 

２ 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者（施行日に旧基金の加入員

の資格を喪失する者及び年金受給待期脱退者を含む。以下「承継受給権者」という。）は、

支給に関する権利義務を承継された給付について、基金の受給権者となり、その給付（そ

の者の遺族に係る給付を含む。）の内容については、なお従前の例による。ただし、年金

給付の支払日については、当該承継受給権者から申出があった場合を除き、第５１条第

１項の規定による。 

３ 当該権利義務の承継に係る旧基金が、平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた改正前法第１１２条第４項の規定により消滅した

ときは、基金は、平成２５年改正法附則第８条に規定する責任準備金に相当する額（以

下「最低責任準備金」という。）を政府に納付する。 

 

（代議員及び役員の選任及び任期に関する経過措置） 

第３条 施行日の前日において、旧基金の代議員、理事又は監事である者（以下「代議員

等」という。）は、第２章及び第３章の規定にかかわらず、施行日以降引き続き、基金の

代議員等となる。 

２ 前項の規定により、施行日に基金の代議員等となった者の任期は、第８条第１項及び

第２７条第１項の規定にかかわらず、旧基金の代議員等の任期満了日となる平成３２年

４月１６日までとする。 

 

（資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置） 

第４条 第３９条及び第４０条の規定にかかわらず、施行日において旧基金の加入員であ

る者（施行日に当該加入員の資格を喪失する者を除く。以下「承継加入者」という。）は、

施行日に、加入者の資格を取得する。 

２ 承継加入者のうち、施行日に第３９条に定める加入者の資格を有さない者は、施行日

に加入者の資格を喪失する。 

３ 承継加入者（前項及び次条第２項に掲げる者を除く。）については、施行日前の旧基金

における加算適用加入員期間を、施行日に、第４２条に規定する加入者期間に合算する。 

４ 承継受給権者（次条第３項に掲げる者を除く。）が、基金の加入者の資格を取得した場
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合は、旧基金における加算適用加入員期間を合算しない。 

 

（承継加入者のうち施行日以降も引き続き加入者である者に関する経過措置） 

第５条 承継加入者のうち、施行日以降も引き続き加入者である者（次項及び第３項に定

める者を除く。）については、第６章に基づく給付を行い、旧基金の基本年金額に相当す

る部分の給付から平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた改正前法第１１０条の２第１項に定める厚生年金代行給付（以下「厚生

年金代行給付」という。）を除いた給付（以下「基本部分に相当する年金給付」という。）

は行わない。 

２ 第６章及び附則第２条第２項の規定にかかわらず、承継加入者のうち、施行日以降も

引き続き加入者である者であって、施行日において旧基金の第１種退職年金の受給権者

であるものについては、次の各号に定める給付を行うものとする。 

（１）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約（施行日の

前日において効力を有するものをいう。以下同じ。）に基づき算定される基本部分に

相当する年金給付 

（２）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約に基づき算

定される加算年金額に相当する部分の給付 

（３）第６章に基づく給付 

３ 第６章及び附則第２条第２項の規定にかかわらず、承継加入者のうち、施行日以降も

引き続き加入者である者であって、施行日において旧基金の第２種退職年金の受給権者

であるものについては、次の各号に定める給付を行うものとする。 

（１）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約に基づき算

定される基本部分に相当する年金給付 

（２）第６章に基づく給付 

 

（承継加入者のうち施行日に加入者の資格を喪失する者に関する経過措置） 

第６条 承継加入者のうち、附則第４条第２項の規定により施行日に加入者の資格を喪失

する者（承継受給権者に限る。）に係る給付（その者の遺族に係る給付を含む。）の内容

については、施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとみなして、旧基金の規約の例

による。 

２ 承継加入者のうち、附則第４条第２項の規定により施行日に本制度の資格を喪失する

者（承継受給権者を除く。）に係る給付（その者の遺族に係る給付を含む。）の内容は、

基本上乗せ年金額（旧基金の基本年金額に相当する額から次の各号に定める額を合算し

た額を控除した額をいう。以下同じ。）に、施行日における年齢及びその者の老齢厚生年

金の支給開始年齢（性別及び生年月日に応じて附則別表第１に定める年齢をいう。以下

同じ。）に応じて附則別表第２に定める率並びに４．７１３５を乗じて得た額とする。 

（１）平成１５年４月１日前の旧基金の加入員であった全期間の平均標準報酬月額の１，

０００分の７．１２５（附則別表第３の左欄に掲げる者については、同表の右欄の

ように読み替える。）に相当する額に、平成１５年４月１日前の旧基金の加入員であ
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った期間の月数を乗じて得た額 

（２）平成１５年４月１日から旧基金が平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第１条の規定による改正前の厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）附則第３２条第１項の認可を受けた日までの間

（以下「総報酬制導入期間」という。）における旧基金の加入員であった期間の平均

標準給与額の１，０００分の５．４８１（附則別表第４の左欄に掲げる者について

は、同表の右欄のように読み替える。）に相当する額に、総報酬制導入期間における

旧基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額 

 

（旧基金の受給待期脱退者に関する経過措置） 

第７条 附則第２条第１項の規定に基づき、旧基金の支給に関する権利義務を承継した場

合において、当該権利義務を承継したときにおける旧基金の受給待期脱退者が６０歳（施

行日において６０歳以上の者にあっては、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢）に達

するまでに申し出た場合にあっては、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分に相

当する年金給付に代えて、基本上乗せ年金額に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢

及びその者が申し出たときの年齢に応じて附則別表第２に定める率を乗じて得た額を、

６０歳に達したとき（施行日において６０歳以上の者にあっては、当該申し出たとき）

から年金として５年間支給する。 

２ 前項の申出を行った者（施行日において６０歳以上の者を除く。）が、６０歳に達する

前に一時金の支給を申し出た場合又は死亡した場合は、同項に定める年金給付に代えて、

同項の規定により計算される年金額に、その者が申し出たとき又は死亡したときの年齢

に応じて附則別表第５に定める率を乗じて得た額を、一時金としてその者又はその者の

遺族に支給する。 

３ 第１項の申出を行った者が、６０歳に達したとき（施行日において６０歳以上の者に

あっては、同項の申出を行ったとき）に一時金の支給を申し出た場合又は当該年金給付

の受給中に死亡した場合は、同項に定める年金給付に代えて、同項の規定により計算さ

れる年金額に、残余期間（５年からその者が年金の支給を受けた期間を控除した期間を

いう。以下同じ。）に応じて附則別表第６に定める率を乗じて得た額を、一時金としてそ

の者又はその者の遺族に支給する。 

 

（旧基金の受給者に関する経過措置） 

第８条 附則第２条第１項の規定に基づき、旧基金の支給に関する権利義務を承継した場

合において、当該権利義務を承継したときにおける旧基金の受給者（附則第５条第２項

及び第３項に該当する者並びに附則第６条第１項に該当する者を含む。）が申し出た場合

にあっては、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分に相当する年金給付に代えて、

基本上乗せ年金額に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢及びその者が申し出たとき

の年齢に応じて附則別表第２に定める率を乗じて得た額を、年金として５年間支給する。 

２ 前項の申出を行った者が、同項に定める年金の支給を申し出たときに当該年金の支給

に代えて一時金の支給を申し出た場合又は当該年金給付の受給中に死亡した場合は、同
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項に定める年金額に、残余期間に応じて附則別表第６に定める率を乗じて得た額を、一

時金としてその者又はその者の遺族に支給する。 

 

 （端数処理に関する経過措置） 

第９条 第４９条の端数処理は、附則第６条に規定する給付、附則第７条に規定する給付

及び前条に規定する給付ごとに、これを行う。 

 

（仮想個人勘定残高に関する経過措置） 

第１０条 第４４条第１項の規定にかかわらず、附則第５条に定める者に係る施行日の前

日における仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に規定す

る額とする。 

（１）附則第５条第１項又は第３項に掲げる者 

施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に、旧基金の規約に基づき

算定される仮想個人勘定残高に１．２５を乗じて得た額 

（２）附則第５条第２項に掲げる者 

０円 

２ 施行日から平成３０年３月末日までの期間における利息相当額の算定にあたっては、

第４４条第１項中「前事業年度末」とあるのは「平成２９年１０月末日」と読み替える。 

 

（再評価率及び指標利率に関する経過措置） 

第１１条 第４４条第２項の規定にかかわらず、施行日から平成３０年３月末日まで適用

する再評価率は、０．０％とする。 

２ 第４８条の規定にかかわらず、施行日から平成３０年３月末日まで適用する指標利率

は、０．０％とする。 

３ 前２項による再評価率及び指標利率は、第７９条第２項に定める最低積立基準額を算

定する場合には適用しないものとする。 

 

（支払期日に関する特例） 

第１２条 附則第２条第２項の規定に基づき基金の受給権者とされた者（附則第７条第１

項又は附則第８条第１項に規定する申出を行った者を除く。）に支給する旧基金から承継

した給付であって、第１号に定める給付のうち第２号に定める給付以外の給付の支払期

日は、２月及び８月の各２０日（当該支払日が金融機関の休業日である場合は前営業日

とする。）とし、それぞれの支払日にその１０月前から５月前までの分を支払う。 

（１）旧基金の基本年金額のうち代行年金に相当する部分の給付 

（２）平成１４年３月以前に旧基金の受給権を取得した承継受給権者のうち、男子にあ

っては昭和２８年４月２日以降に生まれた者又は女子にあっては昭和３３年４月２

日以降に生まれた者が、６０歳に達した日の属する月の翌月からその者が６５歳（厚

生年金保険法附則第８条の２の規定に該当する者にあっては、同条に定める年齢。）

に達した日（当該達した日までにその者が死亡したときは死亡した日）の属する月
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までの期間に支給する代行年金に相当する給付 

 

（確定給付企業年金に移行する場合における不足金の徴収） 

第１３条 平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された改正前法第１１２条第４項の規定に基づき、確定給付企業年金に移行する際に、当

該移行する日における年金給付等積立金の額が、当該移行する日において旧基金が年金た

る給付（厚生年金代行給付に限る。）の支給に関する義務を負っている者に係る最低責任

準備金を下回るときは、基金は、当該下回る額を、基金の実施事業所の事業主から特別掛

金として一括して徴収する。 

２ 前項に規定する特別掛金の徴収は、当該特別掛金の額を、当該移行する日における実

施事業所の加入者の報酬標準給与の月額に応じて按分した額を、当該実施事業所の事業主

が負担することにより行う。 

３ 前２項に定めるところにより、基金が当該特別掛金の納入の告知をしたときは、事業

主は、納入告知書に定める納付期限までに当該特別掛金を納付しなければならない。 

 

（財政再計算に関する経過措置） 

第１４条 第７６条第１項に基づく初回の財政再計算は、平成３３年３月末日を基準日と

して行うものとする。 

 

（積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置） 

第１５条 第７９条の適用にあたり、附則第２条第１項の規定により旧基金に係る給付の

支給に関する権利義務を承継された者について、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の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備等及び経過措置に関する省令（平成２６年厚生労働省令第２０号）第３４条第１項

の規定を適用するものとする。 

２ 前項において規則第５８条第１号の表に定める不足額は、当該権利義務を承継された

者及び当該権利義務を承継された者以外の者に係る最低積立基準額の比率に応じて按分

するものとする。 

 

（最低保全給付に関する経過措置） 

第１６条 附則第２条第１項の規定により基金が旧基金に係る給付の支給に関する権利義

務を承継した場合であって、第７９条の非継続基準の財政検証における最低保全給付の

額又は同条第１項の特例掛金を算定するときの、当該権利義務を承継された者に係る第

７９条第４項各号の最低保全給付の額は、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、

当該権利義務の承継により増加することとなる最低保全給付の額に、施行日から基準日

（第７９条第２項に規定する基準日をいう。）までの年数（その期間に１年に満たない端

数があるときは、これを切り捨てる。）を５から減じた数（当該数が零未満となる場合に

あっては、零とする。）を５で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。 
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（連合会に関する経過措置） 

第１７条 第８９条第１項第２号に規定する連合会は、平成２５年改正法附則第７０条に

規定する連合会の設立までの間、同法附則第３条第１３号に規定する存続連合会とする。 

 

（事業年度に関する経過措置） 

第１８条 第１０３条の規定にかかわらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まり、平

成３１年３月末日に終了する。 

 

（実施事業所の減少に係る一括拠出に関する経過措置） 

第１９条 施行日以後、基金の最初の事業年度に係る財政決算日から４月を経過するまで

における第１０８条第１項各号に掲げる額は、同条第２項の規定にかかわらず、次の各

号により計算される額とする。 

（１）第１０８条第１項第１号に掲げる額 

施行日における、第１０８条第２項第１号に定める減少に係る加入者の標準給与

の額の１２倍に、０．１％及び減少日における残余償却年数に応じて別表第３に定

める率を乗じて得た額 

（２）第１０８条第１項第２号に掲げる額 

 零 

（３）第１０８条第１項第３号に掲げる額 

施行日において適用する掛金の額の計算の計算基準日（以下「発足時掛金計算基

準日」という。）における、最低積立基準額から純資産額（発足時掛金計算の算定の

基礎となった純資産額とする。）を控除した額に、発足時掛金計算基準日から減少日

前月の末日までの期間に対応する最低積立基準額の算出に用いる利率による付利率

による利息に相当する額を合算した額に、施行日現在における基金の標準給与の総

額に対する当該減少に係る加入者の標準給与の割合を乗じて得た額 
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附則別表第１ 

 

生年月日別支給開始年齢 

男 子 女 子 
支給開始 

年齢 

昭和 28年 4月 1日までに生まれた者 昭和 33年 4月 1日までに生まれた者 ６０歳 

昭和 28年 4月 2日から昭和 30年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 33年 4月 2日から昭和 35年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６１歳 

昭和 30年 4月 2日から昭和 32年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 35年 4月 2日から昭和 37年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６２歳 

昭和 32年 4月 2日から昭和 34年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 37年 4月 2日から昭和 39年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６３歳 

昭和 34年 4月 2日から昭和 36年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 39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 
６４歳 

昭和 36年 4月 2日以降に生まれた者 昭和 41年 4月 2日以降に生まれた者 ６５歳 
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附則別表第２ 

 

５年確定年金給付乗率                      （利率２．０％） 

施行時年齢 

申出時年齢 

老齢厚生年金の支給開始年齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

 ６０歳以下 3.1055 2.8987 2.7015 2.5133 2.3340 2.1632 

６１歳 3.0367 3.0367 2.8300 2.6330 2.4451 2.2662 

６２ 2.9667 2.9667 2.9667 2.7601 2.5632 2.3756 

６３ 2.8951 2.8951 2.8951 2.8951 2.6885 2.4918 

６４ 2.8218 2.8218 2.8218 2.8218 2.8218 2.6153 

６５ 2.7467 2.7467 2.7467 2.7467 2.7467 2.7467 

６６ 2.6701 2.6701 2.6701 2.6701 2.6701 2.6701 

６７ 2.5921 2.5921 2.5921 2.5921 2.5921 2.5921 

６８ 2.5127 2.5127 2.5127 2.5127 2.5127 2.5127 

６９ 2.4319 2.4319 2.4319 2.4319 2.4319 2.4319 

７０ 2.3497 2.3497 2.3497 2.3497 2.3497 2.3497 

７１ 2.2662 2.2662 2.2662 2.2662 2.2662 2.2662 

７２ 2.1818 2.1818 2.1818 2.1818 2.1818 2.1818 

７３ 2.0966 2.0966 2.0966 2.0966 2.0966 2.0966 

７４ 2.0108 2.0108 2.0108 2.0108 2.0108 2.0108 

７５ 1.9248 1.9248 1.9248 1.9248 1.9248 1.9248 

７６ 1.8392 1.8392 1.8392 1.8392 1.8392 1.8392 

７７ 1.7543 1.7543 1.7543 1.7543 1.7543 1.7543 

７８ 1.6706 1.6706 1.6706 1.6706 1.6706 1.6706 

７９ 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885 

８０ 1.5083 1.5083 1.5083 1.5083 1.5083 1.5083 

８１ 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 

８２ 1.3538 1.3538 1.3538 1.3538 1.3538 1.3538 

８３ 1.2795 1.2795 1.2795 1.2795 1.2795 1.2795 

８４ 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 

８５ 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 
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施行時年齢 

申出時年齢 

老齢厚生年金の支給開始年齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

８６歳 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 

８７ 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 

８８ 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 

８９ 0.8947 0.8947 0.8947 0.8947 0.8947 0.8947 

９０ 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 

９１ 0.7878 0.7878 0.7878 0.7878 0.7878 0.7878 

９２ 0.7390 0.7390 0.7390 0.7390 0.7390 0.7390 

９３ 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 

９４ 0.6496 0.6496 0.6496 0.6496 0.6496 0.6496 

９５ 0.6086 0.6086 0.6086 0.6086 0.6086 0.6086 

９６ 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 

９７ 0.5337 0.5337 0.5337 0.5337 0.5337 0.5337 

９８ 0.4995 0.4995 0.4995 0.4995 0.4995 0.4995 

９９ 0.4675 0.4675 0.4675 0.4675 0.4675 0.4675 

１００ 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 

１０１ 0.4093 0.4093 0.4093 0.4093 0.4093 0.4093 

１０２ 0.3830 0.3830 0.3830 0.3830 0.3830 0.3830 

１０３ 0.3585 0.3585 0.3585 0.3585 0.3585 0.3585 

１０４ 0.3355 0.3355 0.3355 0.3355 0.3355 0.3355 

１０５ 0.3139 0.3139 0.3139 0.3139 0.3139 0.3139 

１０６ 0.2935 0.2935 0.2935 0.2935 0.2935 0.2935 

１０７ 0.2737 0.2737 0.2737 0.2737 0.2737 0.2737 

１０８ 0.2537 0.2537 0.2537 0.2537 0.2537 0.2537 

１０９ 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 

１１０ 0.1945 0.1945 0.1945 0.1945 0.1945 0.1945 

１１１ 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 

１１２歳以上 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

（注）年齢に１歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ歳Ｂ月の率＝Ａ歳の率＋{(Ａ＋１)歳の率－Ａ歳の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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附則別表第３ 

 

生年月日別給付乗率 

昭和 2年 4月 1日までに生まれた者 1,000分の 10.0 

昭和 2年 4月 2日から昭和 3年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.86 

昭和 3年 4月 2日から昭和 4年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.72 

昭和 4年 4月 2日から昭和 5年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.58 

昭和 5年 4月 2日から昭和 6年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.44 

昭和 6年 4月 2日から昭和 7年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.31 

昭和 7年 4月 2日から昭和 8年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.17 

昭和 8年 4月 2日から昭和 9年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.04 

昭和 9年 4月 2日から昭和 10年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.91 

昭和 10年 4月 2日から昭和 11年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.79 

昭和 11年 4月 2日から昭和 12年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.66 

昭和 12年 4月 2日から昭和 13年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.54 

昭和 13年 4月 2日から昭和 14年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.41 

昭和 14年 4月 2日から昭和 15年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.29 

昭和 15年 4月 2日から昭和 16年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.771 

昭和 16年 4月 2日から昭和 17年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.657 

昭和 17年 4月 2日から昭和 18年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.543 

昭和 18年 4月 2日から昭和 19年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.439 

昭和 19年 4月 2日から昭和 20年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.334 

昭和 20年 4月 2日から昭和 21年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.230 
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附則別表第４ 

 

生年月日別給付乗率 

昭和 2年 4月 1日までに生まれた者 1,000分の 10.00 

昭和 2年 4月 2日から昭和 3年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.86 

昭和 3年 4月 2日から昭和 4年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.72 

昭和 4年 4月 2日から昭和 5年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.58 

昭和 5年 4月 2日から昭和 6年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.44 

昭和 6年 4月 2日から昭和 7年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.31 

昭和 7年 4月 2日から昭和 8年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.17 

昭和 8年 4月 2日から昭和 9年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.954 

昭和 9年 4月 2日から昭和 10年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.854 

昭和 10年 4月 2日から昭和 11年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.762 

昭和 11年 4月 2日から昭和 12年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.662 

昭和 12年 4月 2日から昭和 13年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.569 

昭和 13年 4月 2日から昭和 14年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.469 

昭和 14年 4月 2日から昭和 15年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.377 

昭和 15年 4月 2日から昭和 16年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.978 

昭和 16年 4月 2日から昭和 17年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.890 

昭和 17年 4月 2日から昭和 18年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.802 

昭和 18年 4月 2日から昭和 19年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.722 

昭和 19年 4月 2日から昭和 20年 4月 1日間での間に生まれた者 1,000分の 5.642 

昭和 20年 4月 2日から昭和 21年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.562 
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附則別表第５ 

 

年齢別年金現価率                         （利率２．０％） 

年齢 率 年齢 率 

１５歳 1.9335 ４１歳 3.2355 

１６ 1.9721 ４２ 3.3002 

１７ 2.0116 ４３ 3.3662 

１８ 2.0518 ４４ 3.4335 

１９ 2.0928 ４５ 3.5022 

２０ 2.1347 ４６ 3.5722 

２１ 2.1774 ４７ 3.6437 

２２ 2.2209 ４８ 3.7166 

２３ 2.2654 ４９ 3.7909 

２４ 2.3107 ５０ 3.8667 

２５ 2.3569 ５１ 3.9440 

２６ 2.4040 ５２ 4.0229 

２７ 2.4521 ５３ 4.1034 

２８ 2.5011 ５４ 4.1855 

２９ 2.5512 ５５ 4.2692 

３０ 2.6022 ５６ 4.3545 

３１ 2.6542 ５７ 4.4416 

３２ 2.7073 ５８ 4.5305 

３３ 2.7615 ５９ 4.6211 

３４ 2.8167 ６０歳以上 4.7135 

３５ 2.8730   

３６ 2.9305   

３７ 2.9891   

３８ 3.0489   

３９ 3.1099   

４０ 3.1721   

（注）年齢に１歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ歳Ｂ月の率＝Ａ歳の率＋｛（Ａ＋１）歳の率－Ａ歳の率 ｝×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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附則別表第６ 

 

残余期間別年金現価率    （利率２．０％） 

残余期間 率 

５年 4.7135 

４ 3.8077 

３ 2.8839 

２ 1.9416 

１ 0.9804 

０ 0.0000 

（注）残余期間に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋｛（Ａ＋１）年の率－Ａ年の率 ｝×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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附 則 （厚生労働省発年 0403第 9号 2018年(平成 30年)4月 3日）          

 この規約は、認可の日から施行し、平成 30年 3月 1日から適用する。 

（加入者期間） 

第 42条（略） 

２ 加入者の資格を喪失した後に、再び加入者の資格を取得した者（以下「再加入者」と 

いう。）については、前後の加入者期間を合算しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、再加入者のうち、事業主が同じである実施事業所間又は人 

 事交流若しくは資本関係等経営上の関係を有すると認められる実施事業所間の異動によ 

 り加入者の資格を喪失した日にその資格を取得した者、又は同じ実施事業所において 60 

 歳以上で加入者の資格を喪失した日にその資格を取得した者については、次に掲げる者 

 を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。 

 (1) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者（給付を受ける権利（以下「受給 

  権」という。）を有する者をいう。以下同じ。）となった者であって当該脱退一時金の 

  全部を支給されたもの 

 (2) 再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付 

  金の全部を支給されたもの 

 (3) 再加入者となる前に第 90条第 2項、第 91条第 2項、第 92条第 2項又は第 93条第 

  2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者 

（裁定） 

第 47条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。 

２～４（略） 

（支給要件及び支給の方法） 

第 57条（略） 

２ 前項の場合のほか、加入者期間が 10年以上である加入者が、60歳に達した日以降に実 

 施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。た 

 だし、加入者の資格を喪失した後引き続き加入者となった者については、この限りでな 

 い。 

（失権） 

第 66条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消 

 滅する。 

 (1)・(2)（略） 

 (3) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入 

  者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

（業務概況の周知） 

第 104条 基金は、基金の業務の概況について毎事業年度 1回以上、当該時点における次 

 の各号に掲げる事項（第 2号から第 6号までに掲げる事項にあっては、当該時点におけ 
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 る直近の概況。以下この条において「周知事項」という。）を加入者に周知させなければ 

ならない。 

(1) 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 

(2) 加入者の数及び給付の種類ごとの受給者の数 

(3) 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給状況 

(4) 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 

(5) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての 

 概況 

(6) 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 

(7) 基本方針の概要 

(8) 年金資産管理運用委員会の議事の概要 

(9) その他基金の事業に係る重要事項 

２～３（略） 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

（選定代議員の選定） 

第 14条 事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了によ 

 る選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 

２ 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行う 

 こととし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの方法を希望しない事業主は選定行 

 為を現に役員又は職員でない者に委任しなければならない。 

 (1) 事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補を指名する方法 

 (2) 各事業主が独自の選定代議員候補を指名する方法 

３ 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しな 

 ければならない。 

４ 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所 

 の名称を文書で理事長に通知しなければならない。 

５ 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければなら 

 ない。 

６ 前項の規定による公告の方法は、第 5条第 1項の規定を準用する。 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

（定足数） 

第 18条 代議員会は、代議員の定数（第 20条の規定により議決権を行使することができ 

 ない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することがで 

 きない。 

２ 代議員会に出席することのできない代議員は、第 17条第 1項の規定によりあらかじめ 
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 通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権 

 を行使することができる。 

（会議録） 

第 23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しな 

 ければならない。 

 (1) 開会の日時及び場所 

 (2) 代議員の定数 

 (3) 出席した代議員の氏名、第 18条第 2項の規定により書面により議決権又は選挙権を 

  行使した代議員の氏名及び第 21条の規定により代理された代議員の氏名 

 (4) 議事の経過の要領 

 (5) 議決した事項及び可否の数 

 (6) その他必要な事項 

２～４（略） 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

（政策的資産構成割合） 

第 86条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなけれ 

 ばならない。 

２ （略） 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 5月 1日から施行する。 

（中途脱退者の選択） 

第 89条 基金は、基金の中途脱退者（基金の加入者の資格を喪失した者であって、第 62 

 条に該当するものをいう。以下同じ。）に対して、次のいずれかを選択させ、その選択に 

 従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給繰下げ又は脱退一時 

 金相当額の移換をする。 

 (1) 速やかに、脱退一時金を受給すること。 

 (2) 第 93条第 1項の規定に基づき、速やかに脱退一時金相当額を企業年金連合会（法第 

  91条の２第 1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）へ移換す 

  ることを申し出ること。 

 (3) 基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1年を経過したときに脱退一時金を 

  受給すること。 

 (4) 第 93条第 1項の規定に基づき、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1年 

  を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。 

 (5) 第 64条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。 

２ （略） 

（中途脱退者への基金の説明義務） 
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第 94条 基金は、基金の中途脱退者に対して、第 90条第 1項、第 91条第 1項、第 92条 

 第 1項又は前条第 1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一 

 時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 11月 1日から施行する。 

（選定代議員の選定） 

第 14条 事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了によ 

 る選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 

２ 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行う 

 こととし、事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法を基本とし、 

 当該方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければ 

 ならない。 

３～６（略） 

（選定代議員の選出規程） 

第 14条の２ この規約に定めるもののほか、選定代議員の選出に関して必要な事項は、代 

 議員会の議決を経て別に定める。 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 11月 1日から施行する。 

（定足数） 

第 18条 代議員会は、代議員の定数（第 20条の規定により議決権を行使することができ 

 ない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することがで 

 きない。 

２ 代議員会に出席することのできない代議員は、第 17条第 1項の規定によりあらかじめ 

 通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権 

 を行使することができる。ただし、代議員会の開会の日の前日までに基金に到着した書 

 面に限る。 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 11月 1日から適用する。 

別表第１ 実施事業所の名称及び所在地の一部変更 

 

附 則                                       

 この規約は、平成 30年 12月 4日から適用する。 

別表第１ 実施事業所の名称及び所在地の一部変更 

 

附 則                                       

 この規約は、令和 1年 8月 1日から施行する。 
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（福祉事業） 

第 101 条 基金は、加入者等の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に関する事業を行

う。 

 （１）加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給。 

   ア.成人祝 

   イ.結婚祝金 

   ウ.就学祝金 

   エ.死亡弔慰金 

 （２）加入者に対する災害見舞金の支給 

 （３）加入者等への広宣活動 

２ 前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

附 則                                       

 この規約は、届出の日に施行し、令和 1年 7月 29日から適用する。 

別紙第１ 実施事業所の名称及び所在地の一部変更 

 

附 則                                      

 この規約は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

（代議員の定数） 

第７条 基金の代議員の定数は、１６人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下、「事 

 業主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者 

 のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。 

 

附 則                                       

 この規約は、届出の日に施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

別表第１ 実施事業所の名称及び所在地の一部変更 

 

附 則                                       

 この規約は、令和 3年 9月 1日から施行する。 

（年金数理関係書類の年金数理人による確認） 

第１０７条 基金が厚生労働大臣（規則第１２１条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が

地方厚生（支）局長に委任されている場合にあっては、地方厚生（支）局長）に提出す

る規則第１１６条第１項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が

適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したもので

なければならない。 

 

附 則                                       

 この規約は、届出の日に施行し、令和 3年 5月 1日から適用する。 

別表第１ 実施事業所の名称及び所在地の一部変更 
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附 則                                       

 この規約は、令和 4年 5月 1日から施行する。 

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） 

第９２条 基金の中途脱退者は、企業型年金（確定拠出年金法（平成 13 年法律第 88 号）

第２条第２項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。）の企業型年金加入者（同法第２

条第８項に規定する企業型年金加入者をいう。）又は個人型年金（同法第２条第３項に規

定する個人型年金をいう。）の個人型年金加入者（同法第２条第１０項に規定する個人型

年金加入者をいう。以下同じ。）の資格を取得したときは、基金に当該企業型年金の資産

管理機関（同法第２条第７項第１号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。）又は、

同法第２条第５項に規定する連合会（以下この条において「国民年金基金連合会」とい

う。）への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２～４ （略） 

（連合会への残余財産の移換） 

第１００条 終了制度加入者等（基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関

する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。）は、清算人に、残

余財産（前条第１項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以

下この条及び次条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。 

２～３ （略） 

（国民年金基金連合会への残余財産の移換） 

第１００条の２ 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算

人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があったときは、基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産

を移換する。 

３ 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第９９条第

１項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたも

のとみなす。 
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 泉町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地

【平成29年11月】
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

有限会社 陽光 鹿児島県 鹿児島市 西田

医療法人 本木下クリニック 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 高治会 内科有馬病院 鹿児島県 鹿児島市 平之町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 坂口病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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【平成30年11月変更】

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地



 - 61 - 

 

 

 

 

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

有限会社 陽光 鹿児島県 鹿児島市 西田

医療法人 本木下クリニック 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 高治会 内科有馬病院 鹿児島県 鹿児島市 平之町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 坂口病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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【平成30年12月変更】

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

有限会社 陽光 鹿児島県 鹿児島市 西田

医療法人 本木下クリニック 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 坂口病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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【令和1年7月変更】

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

有限会社 陽光 鹿児島県 鹿児島市 西田

医療法人 本木下クリニック 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

名称 所在地



 - 68 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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【令和2年9月変更】

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

医療法人 本木下クリニック 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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【令和3年10月変更】

実施事業所の名称及び所在地

医療法人 永光会 あいらの森ホスピタル 鹿児島県 姶良郡

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 鹿児島県 姶良市

社会医療法人 青雲会 介護老人保健施設　青雲荘 鹿児島県 姶良市

医療法人 栄和会 寺田病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 慈和会 大口病院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 鳥神会 寺師医院 鹿児島県 伊佐市

医療法人 吉祥会 吉井中央病院 鹿児島県 出水市

有限会社 エイトワン 鹿児島県 出水市

医療法人 杏林会 丸田病院 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 浩成会 久米クリニック 鹿児島県 いちき串木野市

医療法人 三心会 西田病院 鹿児島県 指宿市

医療法人 光智会 産科婦人科のぼり病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

有限会社 パール企画 鹿児島県 鹿児島市 荒田

医療法人 恵徳会 小田代病院 鹿児島県 鹿児島市 荒田

社会医療法人 愛仁会 植村病院 鹿児島県 鹿児島市 伊敷

公益財団法人 慈愛会 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町

医療法人 共助会 鹿児島県 鹿児島市 犬迫町

医療法人 腎愛会 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

株式会社 ユーエスケイ企画 鹿児島県 鹿児島市 宇宿

医療法人 潤愛会 鮫島病院 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

医療法人 悠久会 高見馬場Junクリニック 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

有限会社 在宅介護福祉サービス 鹿児島県 鹿児島市 加治屋町

たちばないいやまクリニック 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町

医療法人 隆仁会 納病院 鹿児島県 鹿児島市 高麗町

医療法人 愛育会 愛育病院 鹿児島県 鹿児島市 小松原

医療法人 健幸会 天辰病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘

医療法人 有隣会 伊敷病院 鹿児島県 鹿児島市 下伊敷

医療法人 慈圭会 八反丸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 鹿児島県 鹿児島市 下竜尾町

医療法人 寛容会 森口病院 鹿児島県 鹿児島市 下田町

医療法人 愛人会 川島病院 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

有限会社 愛 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央

一般社団法人 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県 鹿児島市 中山町

公益社団法人 いちょうの樹 鹿児島県 鹿児島市 永吉

医療法人 神愛会 神園医院 鹿児島県 鹿児島市 南林寺町

別表第１

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 仁風会 日高病院 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

有限会社 西千石メディコ 鹿児島県 鹿児島市 西千石町

医療法人 慈恵会 土橋病院 鹿児島県 鹿児島市 西田

鹿児島県病院企業年金基金 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 鹿児島市 東千石町

社会医療法人 博愛会 相良病院 鹿児島県 鹿児島市 松原町

医療法人 陽善会 坂之上病院 鹿児島県 鹿児島市 光山

医療法人 日章会 南鹿児島さくら病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 恵山会 共立病院 鹿児島県 鹿児島市 南郡元町

医療法人 尚愛会 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

有限会社 明和メディカル 鹿児島県 鹿児島市 山之口町

医療法人 和敬会 平和台病院 鹿児島県 鹿屋市

有限会社 三和 鹿児島県 鹿屋市

医療法人 協愛会 協愛病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 松城会 隼人温泉病院 鹿児島県 霧島市

医療法人 大成会 大庭医院 鹿児島県 霧島市

医療法人 クオラ 鹿児島県 薩摩郡

株式会社 ｹｲ･ﾂｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿児島県 薩摩郡

医療法人 恵泉会 上小鶴外科・胃腸科 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 大誠会 若松記念病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 育生会 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 樟南会 中郷病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 恵愛会 上村病院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 愛甲会 愛甲医院 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 明芳会 クリニックのぞみ 鹿児島県 薩摩川内市

医療法人 松風会 松下医院 鹿児島県 志布志市

医療法人 参篤会 高原病院 鹿児島県 曽於市

医療法人 桑波田診療所 鹿児島県 垂水市

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 鹿児島県 西之表市

医療法人 健誠会 湯田内科病院 鹿児島県 日置市

医療法人 昭泉会 外科馬場病院 鹿児島県 日置市

医療法人 厚生会 小原病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 明星会 園田病院 鹿児島県 枕崎市

名称 所在地
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実施事業所の名称及び所在地

医療法人 敬生会 久木田整形外科病院 鹿児島県 枕崎市

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 鹿児島県 枕崎市

医療法人 至誠会 中村温泉病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 三浦商事 鹿児島県 南九州市

医療法人 蒼風会 こだま病院 鹿児島県 南九州市

有限会社 圭友 鹿児島県 南九州市

名称 所在地
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別表第２ 

 

年金現価率 

残余保証期間 
指標利率 

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 

２０年 20.0000  19.7915 19.5861 19.3836 19.1841 

１９ 19.0000  18.8113 18.6253 18.4418 18.2608 

１８ 18.0000 17.8301 17.6625 17.4971 17.3339 

１７ 17.0000 16.8480 16.6978 16.5496 16.4032 

１６ 16.0000 15.8648 15.7312 15.5992 15.4688 

１５ 15.0000 14.8807 14.7627 14.6460 14.5307 

１４ 14.0000 13.8956 13.7922 13.6900 13.5888 

１３ 13.0000 12.9095 12.8198 12.7310 12.6432 

１２ 12.0000 11.9224 11.8454 11.7692 11.6937 

１１ 11.0000 10.9343 10.8691 10.8045 10.7405 

１０ 10.0000 9.9452 9.8909 9.8370 9.7835 

 ９ 9.0000  8.9552 8.9107 8.8665 8.8226 

 ８ 8.0000  7.9641 7.9285 7.8931 7.8579 

 ７ 7.0000  6.9721 6.9443 6.9168 6.8893 

 ６ 6.0000  5.9791 5.9582 5.9375 5.9169 

 ５ 5.0000  4.9850 4.9701 4.9553 4.9406 

 ４ 4.0000  3.9900 3.9801 3.9702 3.9603 

 ３ 3.0000  2.9940 2.9880 2.9821 2.9762 

 ２ 2.0000  1.9970 1.9940 1.9910 1.9881 

 １ 1.0000  0.9990 0.9980 0.9970 0.9960 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 

２０年 18.9874 18.7936 18.6025 18.4142 18.2286 

１９ 18.0824 17.9063 17.7327 17.5615 17.3926 

１８ 17.1728 17.0138 16.8569 16.7020 16.5491 

１７ 16.2586 16.1159 15.9749 15.8356 15.6981 

１６ 15.3399 15.2126 15.0867 14.9623 14.8394 

１５ 14.4166 14.3038 14.1923 14.0820 13.9729 

１４ 13.4887 13.3897 13.2916 13.1947 13.0987 

１３ 12.5562 12.4700 12.3847 12.3002 12.2166 

１２ 11.6189 11.5448 11.4714 11.3986 11.3265 

１１ 10.6770 10.6141 10.5517 10.4898 10.4285 

１０ 9.7304 9.6778 9.6255 9.5737 9.5223 

 ９ 8.7791 8.7358 8.6929 8.6503 8.6080 

 ８ 7.8230 7.7882 7.7538 7.7195 7.6855 

 ７ 6.8621 6.8350 6.8080 6.7813 6.7547 

 ６ 5.8964 5.8760 5.8557 5.8355 5.8154 

 ５ 4.9259 4.9112 4.8967 4.8822 4.8678 

 ４ 3.9505 3.9407 3.9310 3.9213 3.9116 

 ３ 2.9702 2.9644 2.9585 2.9526 2.9468 

 ２ 1.9851 1.9821 1.9792 1.9763 1.9733 

 １ 0.9950 0.9940 0.9930 0.9921 0.9911 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

 

 

 

  



 - 77 - 

 

 

 

残余保証期間 
指標利率 

1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 

２０年 18.0456 17.8651 17.6873 17.5120 17.3391 

１９ 17.2260 17.0617 16.8995 16.7396 16.5818 

１８ 16.3983 16.2493 16.1023 15.9572 15.8140 

１７ 15.5623 15.4281 15.2956 15.1647 15.0354 

１６ 14.7179 14.5978 14.4791 14.3618 14.2459 

１５ 13.8651 13.7584 13.6529 13.5485 13.4453 

１４ 13.0037 12.9097 12.8167 12.7246 12.6335 

１３ 12.1337 12.0517 11.9705 11.8901 11.8104 

１２ 11.2551 11.1843 11.1141 11.0446 10.9758 

１１ 10.3676 10.3073 10.2475 10.1882 10.1294 

１０ 9.4713 9.4207 9.3705 9.3207 9.2712 

 ９ 8.5660 8.5243 8.4829 8.4418 8.4010 

 ８ 7.6517 7.6181 7.5847 7.5516 7.5186 

 ７ 6.7282 6.7019 6.6757 6.6497 6.6239 

 ６ 5.7955 5.7756 5.7559 5.7362 5.7166 

 ５ 4.8534 4.8391 4.8249 4.8108 4.7967 

 ４ 3.9020 3.8924 3.8828 3.8733 3.8638 

 ３ 2.9410 2.9352 2.9294 2.9237 2.9179 

 ２ 1.9704 1.9675 1.9646 1.9617 1.9588 

 １ 0.9901 0.9891 0.9881 0.9872 0.9862 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

1.50% 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 

２０年 17.1686 17.0006 16.8349 16.6715 16.5103 

１９ 16.4262 16.2726 16.1211 15.9716 15.8240 

１８ 15.6726 15.5330 15.3951 15.2590 15.1247 

１７ 14.9076 14.7815 14.6568 14.5337 14.4121 

１６ 14.1313 14.0180 13.9060 13.7953 13.6859 

１５ 13.3432 13.2423 13.1424 13.0436 12.9459 

１４ 12.5434 12.4541 12.3658 12.2784 12.1919 

１３ 11.7315 11.6534 11.5760 11.4994 11.4235 

１２ 10.9075 10.8399 10.7728 10.7064 10.6406 

１１ 10.0711 10.0133 9.9560 9.8991 9.8428 

１０ 9.2222 9.1735 9.1252 9.0773 9.0298 

 ９ 8.3605 8.3203 8.2804 8.2407 8.2013 

 ８ 7.4859 7.4534 7.4211 7.3890 7.3572 

 ７ 6.5982 6.5727 6.5473 6.5220 6.4969 

 ６ 5.6972 5.6778 5.6586 5.6394 5.6204 

 ５ 4.7826 4.7687 4.7548 4.7409 4.7272 

 ４ 3.8544 3.8450 3.8356 3.8263 3.8170 

 ３ 2.9122 2.9065 2.9008 2.8952 2.8895 

 ２ 1.9559 1.9530 1.9501 1.9473 1.9444 

 １ 0.9852 0.9843 0.9833 0.9823 0.9814 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 

２０年 16.3514 16.1947 16.0402 15.8878 15.7374 

１９ 15.6785 15.5348 15.3931 15.2532 15.1151 

１８ 14.9920 14.8610 14.7317 14.6040 14.4779 

１７ 14.2919 14.1731 14.0558 13.9399 13.8254 

１６ 13.5777 13.4708 13.3650 13.2605 13.1572 

１５ 12.8493 12.7537 12.6591 12.5655 12.4729 

１４ 12.1062 12.0215 11.9376 11.8545 11.7723 

１３ 11.3484 11.2739 11.2002 11.1272 11.0548 

１２ 10.5753 10.5107 10.4466 10.3831 10.3202 

１１ 9.7868 9.7314 9.6764 9.6219 9.5678 

１０ 8.9826 8.9358 8.8893 8.8432 8.7975 

 ９ 8.1622 8.1234 8.0849 8.0466 8.0086 

 ８ 7.3255 7.2940 7.2627 7.2317 7.2008 

 ７ 6.4720 6.4472 6.4225 6.3980 6.3736 

 ６ 5.6014 5.5826 5.5638 5.5452 5.5266 

 ５ 4.7135 4.6998 4.6862 4.6727 4.6592 

 ４ 3.8077 3.7985 3.7893 3.7802 3.7711 

 ３ 2.8839 2.8783 2.8727 2.8671 2.8616 

 ２ 1.9416 1.9387 1.9359 1.9331 1.9302 

 １ 0.9804 0.9794 0.9785 0.9775 0.9766 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 

２０年 15.5892 15.4429 15.2986 15.1563 15.0160 

１９ 14.9789 14.8444 14.7117 14.5807 14.4514 

１８ 14.3534 14.2304 14.1089 13.9890 13.8705 

１７ 13.7122 13.6004 13.4899 13.3807 13.2728 

１６ 13.0550 12.9540 12.8541 12.7553 12.6577 

１５ 12.3814 12.2908 12.2012 12.1125 12.0247 

１４ 11.6909 11.6103 11.5306 11.4516 11.3735 

１３ 10.9832 10.9122 10.8419 10.7723 10.7033 

１２ 10.2578 10.1959 10.1346 10.0739 10.0137 

１１ 9.5142 9.4610 9.4083 9.3560 9.3041 

１０ 8.7521 8.7070 8.6623 8.6179 8.5739 

 ９ 7.9709 7.9334 7.8962 7.8592 7.8225 

 ８ 7.1701 7.1397 7.1094 7.0793 7.0494 

 ７ 6.3494 6.3253 6.3013 6.2775 6.2538 

 ６ 5.5081 5.4898 5.4715 5.4533 5.4352 

 ５ 4.6458 4.6325 4.6192 4.6060 4.5928 

 ４ 3.7620 3.7529 3.7439 3.7349 3.7260 

 ３ 2.8560 2.8505 2.8450 2.8395 2.8341 

 ２ 1.9274 1.9246 1.9218 1.9190 1.9162 

 １ 0.9756 0.9747 0.9737 0.9728 0.9718 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

 

  



 - 81 - 

 

 

 

残余保証期間 
指標利率 

3.00% 3.10% 3.20% 3.30% 3.40% 

２０年 14.8775 14.7409 14.6061 14.4731 14.3419 

１９ 14.3238 14.1978 14.0735 13.9507 13.8295 

１８ 13.7535 13.6380 13.5238 13.4111 13.2997 

１７ 13.1661 13.0607 12.9566 12.8536 12.7519 

１６ 12.5611 12.4656 12.3712 12.2778 12.1854 

１５ 11.9379 11.8520 11.7671 11.6830 11.5998 

１４ 11.2961 11.2195 11.1436 11.0685 10.9941 

１３ 10.6350 10.5673 10.5002 10.4338 10.3679 

１２ 9.9540 9.8948 9.8362 9.7781 9.7205 

１１ 9.2526 9.2016 9.1510 9.1008 9.0509 

１０ 8.5302 8.4868 8.4438 8.4011 8.3587 

 ９ 7.7861 7.7499 7.7140 7.6783 7.6429 

 ８ 7.0197 6.9902 6.9608 6.9317 6.9027 

 ７ 6.2303 6.2069 6.1836 6.1604 6.1374 

 ６ 5.4172 5.3993 5.3815 5.3637 5.3461 

 ５ 4.5797 4.5667 4.5537 4.5407 4.5279 

 ４ 3.7171 3.7082 3.6994 3.6906 3.6818 

 ３ 2.8286 2.8232 2.8178 2.8124 2.8070 

 ２ 1.9135 1.9107 1.9079 1.9052 1.9024 

 １ 0.9709 0.9699 0.9690 0.9681 0.9671 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

3.50% 3.60% 3.70% 3.80% 3.90% 

２０年 14.2124 14.0847 13.9586 13.8342 13.7115 

１９ 13.7098 13.5917 13.4751 13.3599 13.2462 

１８ 13.1897 13.0810 12.9737 12.8676 12.7628 

１７ 12.6513 12.5519 12.4537 12.3566 12.2606 

１６ 12.0941 12.0038 11.9145 11.8261 11.7387 

１５ 11.5174 11.4359 11.3553 11.2755 11.1965 

１４ 10.9205 10.8476 10.7754 10.7040 10.6332 

１３ 10.3027 10.2381 10.1741 10.1107 10.0479 

１２ 9.6633 9.6067 9.5506 9.4949 9.4398 

１１ 9.0016 8.9526 8.9039 8.8557 8.8079 

１０ 8.3166 8.2748 8.2334 8.1923 8.1514 

 ９ 7.6077 7.5727 7.5380 7.5036 7.4693 

 ８ 6.8740 6.8454 6.8169 6.7887 6.7606 

 ７ 6.1145 6.0918 6.0692 6.0467 6.0243 

 ６ 5.3286 5.3111 5.2937 5.2764 5.2592 

 ５ 4.5151 4.5023 4.4896 4.4769 4.4644 

 ４ 3.6731 3.6644 3.6557 3.6471 3.6385 

 ３ 2.8016 2.7963 2.7910 2.7857 2.7804 

 ２ 1.8997 1.8970 1.8942 1.8915 1.8888 

 １ 0.9662 0.9653 0.9643 0.9634 0.9625 

 ０ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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残余保証期間 
指標利率 

4.00% 

２０年 13.5903 

１９ 13.1339 

１８ 12.6593 

１７ 12.1657 

１６ 11.6523 

１５ 11.1184 

１４ 10.5631 

１３ 9.9856 

１２ 9.3851 

１１ 8.7605 

１０ 8.1109 

 ９ 7.4353 

 ８ 6.7327 

 ７ 6.0021 

 ６ 5.2421 

 ５ 4.4518 

 ４ 3.6299 

 ３ 2.7751 

 ２ 1.8861 

 １ 0.9615 

 ０ 0.0000 

（注）残余保証期間に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋{(Ａ＋１)年の率－Ａ年の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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別表第３ 

 

残余償却年数別年金現価率      （利率２．０％） 

残余償却年数 率 

  ０年 0.00000 

 １ 0.99020 

 ２ 1.96098 

 ３ 2.91272 

 ４ 3.84581 

 ５ 4.76059 

 ６ 5.65745 

 ７ 6.53671 

 ８ 7.39874 

 ９ 8.24386 

１０ 9.07241 

１１ 9.88472 

１２ 10.68109 

１３ 11.46186 

１４ 12.22731 

１５ 12.97776 

１６ 13.71349 

１７ 14.43479 

１８ 15.14195 

１９ 15.83525 

２０ 16.51495 

２１ 17.18132 

２２ 17.83463 

２３ 18.47513 

２４ 19.10306 

２５ 19.71869 

２６ 20.32225 

２７ 20.91397 

２８ 21.49409 

２９ 22.06283 

３０ 22.62042 

（注）残余償却年数に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋{(Ａ＋１)年の率－Ａ年の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第６位四捨五入） 

 


