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8-1. 障害年金の給付条件、給付内容
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年金の種類
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老齢

障害

基礎

厚生

遺族

年金

保険者の種類
（国民年金or厚生年金）

保険事故の種類



障害基礎年金の給付条件 20歳以降に障害を負った場合

出典 日本年金機構（2021）障害基礎年金の給付条件・請求時期・年金額. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

1. 初診日

すべての要件を
満たす場合

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2. 障害の状態

障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当している

3. 保険料納付済み月数

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料
納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある



障害基礎年金の給付条件 20歳より前に障害を負った場合（先天性も含む）

出典 日本年金機構（2021）障害基礎年金の給付条件・請求時期・年金額. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

1. 初診日

すべての要件を
満たす場合

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2. 障害の状態

障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当している

3. 保険料納付済み月数

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料
納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある

20歳前の初診日も可

障害認定日以後に20に達し
た場合は20歳の時点

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要



出典 厚生労働省, 日本年金機構. 『国民年金 障害基礎年金』2018年度版.

国民年金「障害等級」 1級

障害者手帳の等級とは異なる
改定が行われることがあるので注意



国民年金「障害等級」 2級

出典 厚生労働省, 日本年金機構. 『国民年金 障害基礎年金』2018年度版.



出典 厚生労働省, 日本年金機構. 『国民年金 障害基礎年金』2018年度版.

国民年金「障害等級」 その他の疾患



改定の例 視力障害の認定基準の改正

出典 日本年金機構（2021）令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます. 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html



改定の例 視力障害の認定基準の改正

出典 日本年金機構（2021）令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます. 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html



障害厚生年金の給付条件

出典 日本年金機構（2021）障害基礎年金の給付条件・請求時期・年金額. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

1. 初診日

すべての要件を
満たす場合

厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある

2. 障害の状態

障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している
障害が重くなったことで受け取ることができるようになる場合もある

3. 保険料納付済み月数

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料
納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること



障害厚生年金の障害等級表

1級、2級 障害基礎年金と同じ

3級
(厚生年金)

1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢の親指及び人差指を失ったもの又は親指もしくは人差指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
9.親指及び人差指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の十趾の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を
加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とす
る程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制
限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

出典 日本年金機構. 障害等級表. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html 2021年11月16日時点



障害手当金の給付条件

出典 日本年金機構（2021）障害基礎年金の給付条件・請求時期・年金額. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

1. 初診日

すべての要件を
満たす場合

厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある

2. 障害の状態

・初診日から5年以内に治っていること（症状が固定）
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること

3. 保険料納付済み月数

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料
納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること



障害手当金の障害等級表

障害手当金
(厚生年金)

1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5.両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9.脊柱の機能に障害を残すもの
10.一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14.一上肢の二指以上を失ったもの
15.一上肢の人差指を失ったもの
16.一上肢の三指以上の用を廃したもの
17.人差指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18.一上肢の親指の用を廃したもの
19.一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20.一下肢の五趾の用を廃したもの
21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度
の障害を残すもの
22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

出典 日本年金機構. 障害等級表. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html 2021年11月16日時点



障害年金の給付内容

出典 日本年金機構（2021）障害年金ガイド 令和3年度版.
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8-2. 遺族年金の給付条件、給付内容
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遺族基礎年金の給付条件

国民年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

1.死亡した人の条件

2.生計を維持されていたかどうかの条件

3.遺族のどこまでが受け取れるかに関する条件

出典 日本年金機構（2021）遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html



遺族基礎年金の給付条件

国民年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

1.死亡した人の条件

次のいずれかに該当する人が死亡した場合
a.国民年金の被保険者
b.国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいた人
老齢基礎年金の受給権者（老齢基礎年金の受給資格を満たした人を含む）

ただし、保険料納付済期間（免除期間を含む）の条件がある
a.b.亡くなった前日に保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
c.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上

出典 日本年金機構（2021）遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html



遺族基礎年金の給付条件

国民年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

2.生計を維持されていたかどうかの条件

• 同居
別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められる

• 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満

出典 日本年金機構（2021）遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html



遺族基礎年金の給付条件

国民年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

3.遺族のどこまでが受け取れるかに関する条件

出典 日本年金機構（2021）遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

子※のある配偶者 あるいは （その配偶者が亡くなった場合）子※

※子とは以下のいずれか
18歳になった年度の3月31日までにある人
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人



遺族基礎年金の年金額（2021年4月分から）

出典 日本年金機構（2021）遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

子のある配偶者が受け取るとき

780,900円＋子の加算額

子が受け取るとき
以下の金額を子の数で割った額

780,900円＋2人目以降の子の加算額

子の加算額

1人目の子 224,700円
2人目の子 224,700円
3人目以降の子 各74,900円



遺族厚生年金の給付条件

厚生年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

1.死亡した人の条件

2.生計を維持されていたかどうかの条件

3.遺族のどこまでが受け取れるかに関する条件

出典 日本年金機構（2021）遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html



遺族厚生年金の給付条件

厚生年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

1.死亡した人の条件

出典 日本年金機構（2021）遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

次のいずれかに該当する人が死亡した場合
a. 厚生年金保険の被保険者
b. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡
c. 1級・2級の障害厚生（共済）年金の受給者
d. 老齢厚生年金の受給権者、受給資格を満たした人

※ いずれも保険料納付済月数に関する条件あり



遺族厚生年金の給付条件

厚生年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

2.生計を維持されていたかどうかの条件

出典 日本年金機構（2021）遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

• 同居
別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められる

• 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満

遺族基礎年金と同じ



遺族厚生年金の給付条件

厚生年金の被保険者・受給者・受給権者が死亡した場合に、その人によって生計を維持さ
れていた遺族に給付

3.遺族のどこまでが受け取れるかに関する条件

出典 日本年金機構（2021）遺族年金ガイド令和3年度版.

30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給可能



遺族厚生年金の年金額

出典 日本年金機構（2021）遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分 ×3/4

※厚生年金の被保険者期間が300月（25年）未満の場合は、300月とみなして計算する

妻が残された場合、各種の加算がつくこともある
• 中高齢寡婦加算（40歳以上65歳未満の妻）
• 経過的寡婦加算



遺族の優先順位と受け取る遺族年金の種類の例

29
出典 日本年金機構（2021）遺族年金ガイド令和3年度版.
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8-3. 公的年金保険財政の考え方
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年金財政を考える上で重要な視点

あれだけ払ったのだから…掛け捨てのようになるのは嫌だ…とつい考えてしまうけれど…

次の三つの（シンプルな）視点が大事

1. 給付までの心理的距離
多くの場合、給付を受けるのは高齢になってから。
自分が障害を負う可能性を考えたことは？

2. 物価の変動（貨幣の価値は変わる）
今の1万円と40年後の1万円が同じ価値とは限らない

3. お金は何かを買うためのもの
お金があっても買うサービスがなければ…



医療保険の場合

介護保険の場合

年金保険の場合

給付までの心理的な距離

33

負担（保険料）と給付（保険金）の関係



物価の変動

社会保険として年金保険を運営する場合、
「今、毎月○万円保険料として拠出すれば、それはそのまま40年後にお返しします」
いわゆる「積み立て方式」の制度設計が可能か？

出典：厚生労働省. いっしょに検証！公的年金. http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/index.html



物価の変動

出典 日本銀行. https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/

2015年を100とした場合、
消費者物価指数は
1980年から2020年の40年間で
およそ1.35倍になっている

1980年の貨幣価値で
「2020年に月額1万円を払います！」
といっても、
いざ2020年になってみたら、
1980年の感覚でいうと
7380円くらいのものしか買えない

長期的にみて物価が上昇する場合、「40年後に積み立てた金額をお返しします」はあまり意味がない



物価の変動

出典 日本銀行. https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/

2015年を100とした場合、
消費者物価指数は
1980年から2020年の40年間で
およそ1.35倍になっている

1980年の貨幣価値で
「2020年に月額1万円を払います！」
といっても、
いざ2020年になってみたら、
1980年の感覚でいうと
7380円くらいのものしか買えない

こういう不確実性があるからこそ、稼得能力喪失（高齢、障害など）時の所得保障を社会保険として
行う意義があるともいえる



物価の変動

出典 日本銀行. https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/

2015年を100とした場合、
消費者物価指数は
1980年から2020年の40年間で
およそ1.35倍になっている

1980年の貨幣価値で
「2020年に月額1万円を払います！」
といっても、
いざ2020年になってみたら、
1980年の感覚でいうと
7380円くらいのものしか買えない

では、逆に物価が下落した場合は？
同じ1万円でもたくさんのものが買える
→ 「納めた保険料の割にたくさん年金もらっちゃったぜ、イェイ！」
→ こういう人がたくさんいる、というのは社会保険における公平性の観点からみてどうなのか
（若い世代もどんどん収入が増えるような状況なら不満は生まれないかもしれませんが…）



お金は何かを買うためのもの

買う財やサービスがなければお金を持っていても意味がない

たとえば髪を切りたくても、近くにない、あるいは値段が高い

参考 権丈善一（2017）ちょっと気になる社会保障 知識補給増補版. 

晩御飯の材料を買いたくても、近くに生鮮食品を買えるスーパーがない
届けてもらうにしても値段が高い

給付を増やすことに汲々とするあまり、経済を縮ませてしまっては本末転倒になる



日本の公的年金保険制度は

賦課方式 が基本

出典：厚生労働省. いっしょに検証！公的年金. http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/index.html

国民年金基金、確定型拠出年金などは積立方式

日本の公的年金保険制度は賦課方式？
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Output is centralアウトプットが大事
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• 年金を設計するただ２つだけの方法
• 現在の生産物を蓄える
• 将来の生産物に対する請求権を設定する

• 年金受給者は金銭に関心があるのではな
く、消費に関心がある（食料、衣類、医
療サービス）。このように鍵になる変数
は、将来の生産物である。

• 賦課方式と積立方式は、単に、将来の生
産物に対する請求権を組織的に設定する
ための財政上の仕組みが異なるに過ぎな
い。

• このように、２つのアプローチの違いを
誇張すべきではない。

• Two and only two ways of organizing 
pensions
• Store current production
• Build a claim to future production

• Pensioners are not interested in money, 
but in consumption (food, clothing, 
medical services). Thus the key variable 
is future output.

• PAYG and funding are merely different 
financial mechanisms for organizing 
claims on future output

• Thus the difference between the two 
approaches should not be exaggerated

出典：第12回社会保障制度改革国民会議（2013年5月17日） 厚生労働省提出資料「年金関連4法による改革の内容と残された課題」
元はIMFにおけるニコラス・バー氏の講演資料 赤字は大久保が付した



Solutions to problems of pension finance年金財政問題の解決策

41

• もし年金の支払いに問題がある場合、４
つそしてただ４つだけの解決策がある。
• 平均年金月額の引下げ
• 支給開始年齢の引上げ（年金引下げ
の別の手法）

• 保険料の引上げ
• 国民総生産の増大政策

• これらのアプローチが含まれていない年
金財政改善方策は、いずれも幻想である。

• If there are problems in paying for 
pensions there are four and only four
solutions
• Lower average monthly pensions
• Later retirement at the same monthly 

pension (another way of reducing 
pensions)

• Higher contributions
• Policies to increase national output

• Any proposal to improve pension 
finance that does not involve one or 
more of these approaches is illusory

出典：第12回社会保障制度改革国民会議（2013年5月17日） 厚生労働省提出資料「年金関連4法による改革の内容と残された課題」
元はIMFにおけるニコラス・バー氏の講演資料 赤字は大久保が付した
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年金の財政検証
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• 国民年金法第4条の3 および 厚生年金保険法第2条の4に基づく

• 少なくとも５年ごとに、国民年金・厚生年金の
財政見通しの作成
給付水準の自動調整（マクロ経済スライド）の開始・終了年度の見通しの作成

を行い、年金財政の健全性を検証する

→ 次の財政検証までに所得代替率（※）が50％を下回ると見込まれる場合には、給付水準
調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在り方について検討を行い、
所要の措置を講ずる

2009年 2014年 2019年

2020年年金改革



所得代替率とは

• 公的年金の給付水準を示す指標。
• 現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

様々な仮定をおいた上で、将来の所得代替率がどうなるか検証

いくらもらえるか、という額面の話ではなく、
その時期の賃金水準に比べてどの程度もらえるかを重視

出典 第9回社会保障審議会年金部会. 資料1 2019(令和元)年財政検証結果のポイント. 開催日: 2019年8月27日



所得代替率を計算する仮定

1. 人口

2. 労働力

3. 経済状況

4. その他

様々な仮定をおいた上で、将来の所得代替率がどうなるか検証



所得代替率を計算する仮定

1. 人口

出典 第9回社会保障審議会年金部会. 資料1 2019(令和元)年財政検証結果のポイント. 開催日: 2019年8月27日



所得代替率を計算する仮定

2. 労働力
3. 経済状況

出典 第9回社会保障審議会年金部会. 資料1 2019(令和元)年財政検証結果のポイント. 開催日: 2019年8月27日



2019年財政検証結果の概略

出典 第9回社会保障審議会年金部会. 資料2-1 国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し：2019（令和元）年財政検証結果. 開催日: 2019年8月27日



マクロ経済スライド

賃金・物価が上昇した場合、本来は年金額もそれに合わせて上昇させたい
しかし、それでは現役世代や将来世代の負担が重すぎるのではないか？
（高齢者の人口が多い上、かつてのような経済成長を前提とするわけにいかないので）
では、被保険者の減少分や平均余命の伸び分を想定して年金額の上昇幅を小さくしよう

出典 第9回社会保障審議会年金部会. 資料1 2019(令和元)年財政検証結果のポイント. 開催日: 2019年8月27日
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