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５．年金・手当  

 

（１） 年金 

事    業 内          容 対 象 者 

国民年金 

（現制度） 

老齢基礎年金 

国民年金の保険料を納めた期間（厚生年金保険や共済組合の加入期間を

含む）や保険料の納付を免除された期間等を合わせて、25年以上（注 1）

ある方が、原則として65歳になったときに受けられます。 

（注 1 昭和 5年 4月１日以前生まれの方は生年月日により、21～24

年に短縮されます。） 

66 歳以降の繰下げ、及び 60～64歳の繰上げ支給も請求できますが、詳

しくはお問い合わせください。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

障害基礎年金 国民年金に加入している間または、加入していたことがある方で日本国

内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の間に初診日のある病気やケガ

で重い障害が残ったときに受けられます。 

 ただし、一定の保険料を納めていることが必要です。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

特別障害給付金  国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年

金を受給していない障害者の方を対象に福祉的措置として、平成 17 年 4

月 1日に施行されました。 

 

〈支給の対象となる方〉 

国民年金の任意加入対象者とされていた方で、当時、任意加入していな

かった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎

年金の 1級・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前

日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 

任意加入対象者とされていた方は以下のとおりです。 

①昭和61年 3月以前に被用者年金制度に加入していた方の配偶者 

②平成 3年 3月以前の学生（定時制、夜間部及び通信制を除く。） 

 

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給すること

ができる方は対象となりません。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 
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事    業 内          容 対 象 者 

遺族基礎年金  国民年金の加入者（厚生年金保険や共済組合の加入者を含む）及び60歳

以上65歳未満で日本国内に住んでいる方ならびに老齢基礎年金の受給権

者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したときに、その方に

よって生計を維持されていた子のある配偶者又は子が受けられます。ただ

し、一定の保険料を納めていることが必要です。 

子は18歳到達年度の年度末を経過してない方又は20歳未満の障害のあ

る方 

※その他に、寡婦年金、死亡一時金等があります。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

（旧制度） 

老齢年金 

 国民年金の保険料を納めた期間や保険料納付が免除された期間等を合わ

せて、25年以上（注 1）ある大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた方、ま

たは昭和 61 年 3 月 31 日以前に他制度の老齢給付の受給資格が発生した

方が原則として65歳になったときに受けられます。 

（注 1 昭和 5年 4月 1日以前生まれの方は生年月日により、10～24

年に短縮されます。） 

66 歳以降の繰下げ、及び 60～64歳の繰上げ支給も請求できますが、

詳しくはお問い合わせください。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

老齢福祉年金 昭和 36年 4月 1日時点において 50歳を超えている方、またはその時

点において 45 歳以上 50 歳未満の老齢年金の受給資格要件を満たさない

方で、保険料を納めた期間が 1 年未満であり、国民年金の保険料を納めた

期間と保険料を免除された期間を合わせて4年1ヶ月～7年1ヶ月以上の

期間がある方が 70 歳になったときに受けることができ、年額 399,700

円の年金が支給されます。ただし、所得額等により支給が停止されること

があります。 

《問い合わせ先》 

市区町村の国民年金担当課（P116～参照） 

厚生年金保険 

（現制度） 

老齢厚生年金 

厚生年金保険に加入したことがある方で、国民年金の老齢基礎年金の受

給資格を満たした方が、65歳になったときに受けられます。 

ただし、厚生年金保険の加入期間が１年以上ある方は、当分の間、60歳

から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。昭和28年

（女子は昭和33年）4月 2日以降に生まれた方は、生年月日に応じて受給

開始年齢が61歳以降になりますが、60歳から受給開始年齢の前月までに

請求することにより、「繰上げ受給の老齢厚生年金」（注１）を受けること

ができます。 

（注１ 年金額は生涯にわたって減額されます。） 

※在職中の方については、年金額と給料・賞与により、年金の一部又は、

全額が停止となる場合があります。 

※厚生年金保険の加入は、70歳までです。 

※雇用保険法による失業給付（基本手当）を受給している間は、65歳前老

齢厚生年金の支給は停止されます。また、高年齢雇用継続給付を受給し

ている間は、65歳前老齢厚生年金の一部が支給停止されます。 
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事    業 内          容 対 象 者 

《問い合わせ先》 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

障害厚生年金 厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気やケガで重い障害が残

ったときに受けられます。ただし、一定の保険料を納めていることが必要

です。 

《問い合わせ先》 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

遺族厚生年金 厚生年金保険に加入している方、老齢厚生年金の資格期間を満たした方

等が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族（配偶者、

子、父母、孫、祖父母）が受けられます。ただし、厚生年金保険加入中の

方が死亡したときには、一定の保険料を納めていることが必要です。なお、

夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻は 5年間の有期給付です。 

※子、孫は、18歳到達年度の年度末を経過してない方又は20歳未満の障

害のある方 

※夫、父母又は祖父母は55歳以上（支給開始は60歳から） 

《問い合わせ先》 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

（旧制度） 

老齢年金 

厚生年金保険の加入期間が20年以上であるか、40歳（女子は35歳）以

降の加入期間が 15年以上であり、大正 15年 4月 1日以前に生まれた方、

または昭和 61 年 3 月 31 日以前に旧厚生年金保険法、他制度の老齢給付

の受給資格が発生した方で、60歳（女子は55歳）以上の方が受けられま

す。 

《問い合わせ先》 

日本年金機構 年金事務所（P123参照） 

以上のほか、公務員の方については、共済組合の制度があります。 

また、旧制度においては、国民年金、厚生年金保険、共済組合等のそれぞれの加入が 1年以

上ある期間を通算して年金を受ける通算老齢年金があります。 
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（２）手当   

 

事    業 内          容 対 象 者 

特別障害者手当

の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において

常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に手当を支

給します。 

・身体障害 2級（一部を除く。）以上の障害を重複して

有する方 

・身体障害２級（一部を除く。）以上の障害を有し、 

IQ20以下の方、又は常時介護が必要な精神障害を有

する方 

・身体障害 2級（一部を除く。）以上の障害を有する方

又は IQ20 以下の方若しくは常時介護が必要な精神

障害を有する方で、他に身体障害 3級相当の障害を 2

つ以上有する方 

・身体障害 2級（一部を除く。）以上の障害を有する方

又はIQ20以下の方、若しくは、これと同程度の障害

又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介

護が必要な方 

→国手当額 月額 26,620円 

 上記のうち次の方には県の手当を加算 

・身体障害 1～2級の障害を有し、かつ IQ35以下の方   

月額 6,850円 

・身体障害 1～2級の障害を有する方又は IQ35以下の

方 月額 1,050円 

 《支給時期》2、5、8、11月 

 ※所得制限があります。 

重度の障害のあ

る方 

 

施設入所（特別養

護老人ホームを

含む。）されてい

る方及び長期入

院されている方

は除きます。 

《問い合わせ先》 

市区町村の障害者福祉担当課（P116～参照） 

在宅重度障害者

手当の支給 

 

 

 

 

 

 

在宅の重度障害者の方に手当を支給します。ただし、

特別障害者手当、経過的福祉手当の受給者は除きます。 

・身体障害 1～2級で IQ35以下と判定されている方 

  月額 1５,５00円 

・身体障害 1～2級又は IQ35以下と判定されている方 

 身体障害 3級で IQ50以下と判定されている方 

  月額６,７５0円 

 ※ただし、65歳以上で新たに障害者となられた方は

対象外 

 《支給時期》4、8、12月 

 ※所得制限があります。 

重度の障害の

ある方 

施設入所（介護

保 険 施 設 を 含

む。）されている

方、長期入院され

ている方及び特

別障害者手当・経

過的福祉手当を

受給されている

方は除きます。 

《問い合わせ先》 

市区町村の障害者福祉担当課（P116～参照） 

 


