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平成25年度中に予定されている
年金額の改定について

※�地方公務員等共済制度が適用されていた方は昭和37年以前、沖縄の年金制度が適用されていた方は昭和
41年以前になります。

　本年１月、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」（生鮮食品を含む総合指数）の対
前年比変動率が0.0％となった旨、発表されました。
　その結果、平成25年4月の年金額については、年金額の改定は行われないこととなり、平成24
年度と同じ額となります。

■ �平成２５年４月の年金額は据置き

　平成24年の法律改正により、年金額の計算の基礎となっている組合員期間に国家公務員の共
済制度が施行された昭和34年以前（※）の公務員期間（「追加費用対象期間」といいます。）のある方
の共済年金の額については、制度切替前後の年金掛金の本人負担の差を考慮して、世代間の公平
を図るため、平成25年10月の定期支給期分から、追加費用対象期間の長さに応じて、最大で年金
額の10％を引き下げることとなりました。

■ �昭和34年以前の公務員期間のある方の年金額の改定（10月定期支給期分から）

共済
年金

共済
年金

　平成24年の法律改正により、現在の特例水準（本来の年金額より２．５％高い
水準）の年金額について、平成２５年12月定期支給期分から年金額の引き下げ
が行われます。（詳しくは５頁をご覧ください。）

１０月

１２月定期支給
から

　平成24年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が0.0％となったこ
とから、平成25年4月の年金額の改定は行われず、平成24年度と同じ額となり
ます。

４月

６月定期支給
から

　平成24年の法律改正により、昭和３４年以前の公務員期間があり、年金の額
が230万円を超えている方の年金額は、平成25年10月定期支給期分から年
金額の引き下げが行われます。（詳しくは２～4頁をご覧ください。）

８月

１０月定期支給
から

追加費用対象期間
のある方

追加費用対象期間
のない方

国等の負担
（追加費用）

保険料等
の負担

保険料等の負担

昭和34年
過去 現在

追加費用対象期間 共済期間

平成２５年４月の年金額は据置き

昭和３４年以前の公務員期間のある方の年金額の改定

特例水準の解消による年金額の改定
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　年金額の計算の基礎になっている組合員期間に追加費用対象期間がある方のうち、支給されて
いる年金額が２３０万円を超えている方が改定の対象となります。
（注）�年金額２３０万円には、①日本年金機構が支給する基礎年金の額、②地方公務員等共済制度から支給する�

共済年金の額も含まれます。

　※�追加費用対象期間がない方、追加費用対象期間があっても年金額が２３０万円以下の方は�
改定の対象にはなりません。

改定の対象となる方

　次の①～③の方法により計算した結果、最も多い額が改定後の年金額となります。
①　�現在の年金額（日本年金機構から基礎年金が支給されているときは、共済年金＋基礎年金
の額。次の②も同様です。）から、追加費用対象期間に係る部分の２７％を減額した額

②　現在の年金額から、全体の年金額の１０％を控除した額
③　２３０万円

改定後の年金額

【計算例】�昭和３４年以前の公務員期間があり、退職共済年金と老齢基礎年金を受給している
方の場合

現在の年金額　　　　退職共済年金２１０万円（日本年金機構から老齢基礎年金６０万円）
退職共済年金の額の計算の基礎となっている組合員期間　　　３５年（420月）
追加費用対象期間（昭和３４年以前の公務員期間）　　　　　　� 7年（84月）
追加費用対象期間に係る部分　　　　（２１０万円＋６０万円）×84月／420月＝５４万円

　退職共済年金２１０万円＋老齢基礎年金６０万円＝２７０万円となり、２３０万円を上回ってい
ますので、年金額が改定されます。

●上記①により計算した額
　２７０万円（退職共済年金＋老齢基礎年金）－５４万円（追加費用対象期間に係る部分）×２７％
　≒２５５万円
●上記②により計算した額
　２７０万円（退職共済年金＋老齢基礎年金）－２７０万円×１０％＝２４３万円
●上記③の額　　２３０万円

　この計算例の場合、①～③により計算した額を比較しますと、①により計算した額が最も多
い額になりますので、改定後の年金額は、退職共済年金は約１９５万円（老齢基礎年金は６０万
円のまま）となります。

（注）�１．�上記の計算例はあくまで大体の目安です。正式な年金額は９月上旬にお送りする「年金額改定通
知書」でご確認ください。

� ２．�基礎年金のほかに、国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済制度から２以上の年金が支給
されている場合は、これらの年金額も合計した額が２３０万円を超えるときに、追加費用対象期間の
ある年金について改定が行われます。（追加費用対象期間のない年金については、改定は行われま
せん。）

� � 　それぞれの年金額の改定の計算方法は上記の計算例と同様ですが、改定後のそれぞれの年金の合
計額が２３０万円を下回ったときは、その合計額が２３０万円となるように年金額の調整が行われます。
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　１０月定期支給期分以降の年金額の改定は、追加費用対象期間（昭和３４年以前の
公務員期間）が年金額の計算の基礎となっている場合で、国家公務員共済組合連合会、
地方公務員等共済制度から支給される共済年金、日本年金機構から支給される基礎
年金の合計額が230万円を超える場合に行われます（厚生年金は合計額の対象にな
りません）。
　ご質問のケースでは合計額が１８０万円となりますので、年金額の改定はありません。

答え

国家公務員共済組合連合会から共済年金120万円、日本年金機構から
厚生年金１００万円、老齢基礎年金６０万円の年金を受給していますが、
１０月定期支給期分以降の年金額は改定されますか。

質問
１

　年金額が改定される方には、９月上旬に「年金額改定通知書」を、10月の定期支給
期前に「年金支払通知書」（10月定期支給期分のみ記載）をお送りします。答え

年金額が改定される場合、今後、どのような連絡があるのでしょうか。
質問
３

　３頁の計算例（追加費用対象期間に係る部分）をご覧ください。また、年金証書記号
番号を教えていただければ、当会でも対応いたします。年金証書記号番号は、年金証書
や毎年６月上旬にお送りしている「年金支払通知書」に記載していますので、そちらを
ご確認ください。

答え

昭和34年以前の公務員であった期間はわかりますが、それに対応する�
年金額はどのように計算すればよいですか。

質問
２

　平成２５年10月定期支給期（平成25年8月分）以降の年金額から引き下げられます。

実施時期

６月上旬 追加費用対象期間があり、平成25年10月定期支給期分以降の年金額が改定さ
れる場合のある方に、平成25年8月定期支給期分までの支払額等を記載した
「年金支払通知書」（６頁参照）をお送りします。

９月上旬 追加費用対象期間があり、平成25年10月定期支給期分以降の年金額が改定さ
れる方に「年金額改定通知書」等をお送りします。

10月上旬 平成25年10月定期支給期分の支払額等を記載した「年金支払通知書」（６頁参
照）をお送りします。

今後のお知らせ

●お問い合わせの多いご質問例●



「
共
済
年
金
だ
よ
り
」№
107

5

　平成２５年１２月定期支給期（平成２５年１０月分）以降の年金額から引き下げられます。

実施時期

６月上旬 平成25年10月定期支給期分までの支払額等を記載した「年金支払通知書」（６
頁参照）をお送りします。
※�追加費用対象期間があり、平成25年10月定期支給期分以降の年金額が改定される場合
のある方は除きます。

12月上旬 「年金額改定通知書」及び平成25年12月定期支給期分以降の支払額等を記載
した「年金支払通知書」（６頁参照）をお送りします。

今後のお知らせ

　年金額は、物価が上昇すれば、増額し、物価が低下すれば、減額する仕組みを基本としています。
　一方、現在の年金額は、過去に物価が下落したにもかかわらず、特例措置として年金額を据え置
いたことで、本来の年金額より２.５％高い水準（これを「特例水準」といいます。）となっています。
　平成24年の法律改正により、この特例水準について、平成２５年１０月、平成２６年４月及び平成
２７年４月に段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の若
い世代にも考慮して、世代間の公平性を図ることとなりました。
　このため、共済年金の額について、平成２５年１２月の定期支給期分から、マイナス１％改定する
こととなりました。

■ �特例水準の解消による年金額の改定（１２月定期支給期分から）

24 25年度 年度25 26 2723222120191817161514131211

特例法による据置き

３年間で解消
（年金額の引き下げ）

差
2.5％

差
1.7％ 現在支給されている年金額の水準

本来の年金額の水準

特例水準

本来水準
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平成25年度の「年金支払通知書」について

　６月にお送りする「年金支払通知書」には、例年、６月・８月・10月・12月・２月・４月の定期支給期の支
払額等を記載しています。
　平成25年度は、年金額の改定が予定されているため、例年と異なり、以下の内容で、各定期支
給期の金額をお知らせいたします。

■ �平成25年度にお送りする「年金支払通知書」の表示等について

①「支給額」欄…各定期支給で支払われる支給年金額の2か月分を表示しています。
（年金は後払いとなっていますので、6月定期支給期の場合は、4月分・5月分を支給するこ
ととなります。）

②「介護保険、国保・後期高齢」欄…�介護保険料、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険料
が年金から徴収される方は、その金額を表示しています。（※）

③「所得税額」欄…�年金から所得税（復興特別所得税を含む。）が源泉徴収されている方は、その�
所得税額を表示しています。
遺族(共済)年金、障害(共済)年金は、非課税のため所得税は表示されません。

④「個人住民税額」欄…個人住民税が年金から徴収される方は、その金額を表示しています。（※）
⑤「控除額」欄…過払金額を年金から控除している場合などのとき、表示しています。
⑥「差引支払額」欄…�支給額から介護保険料等、所得税額、個人住民税額、控除額を差し引いた後

の金額を表示しています。この金額が指定された口座に振り込まれます。
※市区町村からの依頼により65歳以上の年金受給者の方の年金から徴収されます。
　但し、日本年金機構から支給される老齢基礎年金等を受給されている方は除きます。

■ �「年金支払通知書」各欄の見方

【追加費用対象期間があり、平成25年10月定期支給期分以降の年金額が改定される場合のある方】
送付時期 表示内容

平成25年  6  月 ６月定期支給期・８月定期支給期分の金額

平成25年10月 10月定期支給期分の金額

平成25年12月 12月定期支給期・平成26年２月定期支給期・同年４月定期支給期分の金額

【上記に該当しない方】
送付時期 表示内容

平成25年  6  月 ６月定期支給期・８月定期支給期・10月定期支給期分の金額

平成25年12月 12月定期支給期・平成26年２月定期支給期・同年４月定期支給期分の金額

見　本
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　「年金加入期間確認通知書」等の各種証明書の再発行のご依頼につきましては、２４時間受付の専用電話による『各種証明書等
の再発行自動受付サービス』を開始いたしましたので、ご利用ください。
　携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけますが、おかけになる電話機や回線により利用できない場合があります。

再発行を希望されるときは…
❶�年金証書記号番号　Ａ︲□□︲□□︲□□□□□□︲□�をメモして、
❷�再発行自動受付専用電話　☎03-5212-2243�へダイヤルしてください。
❸�音声ガイダンスにしたがって、電話機のボタンを押してください。

再発行する証明書等につきましては、概ね1週間程度で、登録ご住所あてにお送りいたします。

■ �ご予約方法

■ �開催日程

平成25年度�全国年金相談会のご案内
　年金に関する様々なご相談に応じるため、今年度は
全国３５会場で「年金相談会」を開催いたします。
　「年金相談会」は、事前のご予約が必要です。
　会場等の都合により定員になり次第締め切らせて
いただきますので、お早めにご予約ください。

予約受付専用電話　03︲3265︲9708
受付時間　�10：00～12：00　13：00～18：00

(土日祝日、年末年始を除く)

電話でのご予約

便箋等に｢年金相談会の予約｣と明記し、
①開催地、開催日、希望時間（午前・午後）
②氏名（フリガナ）
③生年月日
④住所、日中連絡がとれる電話番号
⑤年金証書記号番号
⑥相談内容

をご記入いただき、下記あてにお送りください。

【文書送付先】
〒102-8082
東京都千代田区九段南1-1-10　九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会�年金部�年金相談室�予約受付係

文書でのご予約

ホーム ▶ 共済年金 ▶ 年金相談・年金試算 の『年金相談
会予約フォーム』より必要事項をご入力ください。

KKRホームページからのご予約

KKRホームページ
http://www.kkr.or.jp/ 検 索

北海道地区
北海道旭川市 � 8� 月� 2� 日（金） ワシントンホテル旭川
北海道札幌市 10月11日（金） KKRホテル札幌
東北地区
秋田県秋田市 � 6� 月21日（金） ルポールみずほ
山形県山形市 � 8� 月23日（金） ホテルメトロポリタン山形
青森県青森市 � 9� 月� 5� 日（木） アップルパレス青森　
岩手県盛岡市 � 9� 月� 6� 日（金） エスポワールいわて
宮城県仙台市 10月18日（金） KKRホテル仙台
福島県福島市 11月15日（金） ホテルサンルートプラザ福島
関東地区
東京都立川市 � 7� 月19日（金） ザ・クレストホテル立川
埼玉県さいたま市 � 7� 月23日（火） ホテルブリランテ武蔵野
神奈川県横浜市 � 1� 月17日（金） KKRポートヒル横浜　
茨城県水戸市 � 1� 月24日（金） ホテルレイクビュー水戸
群馬県高崎市 � 2� 月14日（金） ホテルルートイン高崎駅西口
栃木県宇都宮市 � 2� 月21日（金） ニューみくら
千葉県千葉市 � 2� 月28日（金） ホテルプラザ菜の花
東海・信越・北陸地区
岐阜県岐阜市 � 7� 月12日（金） ホテルグランヴェール岐山
愛知県名古屋市 10月18日（金） KKRホテル名古屋
石川県金沢市 10月25日（金） KKRホテル金沢
福井県福井市 11月29日（金） ターミナルホテルフクイ
静岡県静岡市 � 1� 月31日（金） もくせい会館
近畿地区
滋賀県大津市 � 8� 月30日（金） KKRホテルびわこ
和歌山県和歌山市 � 9� 月13日（金） シティイン和歌山　
京都府京都市 10月� 4� 日（金） KKR京都くに荘
大阪府大阪市 11月� 8� 日（金） KKRホテル大阪
中国地区
山口県山口市 � 9� 月20日（金） セントコア山口
鳥取県鳥取市 � 9� 月27日（金） 白兎会館
広島県広島市 10月11日（金） KKRホテル広島
四国地区
高知県高知市 � 8� 月� 9� 日（金） 高知共済会館
香川県高松市 10月� 4� 日（金） ルポール讃岐
愛媛県松山市 12月20日（金） エスポワール愛媛文教会館
九州地区
福岡県福岡市 10月25日（金） KKRホテル博多
熊本県熊本市 11月� 8� 日（金） KKRホテル熊本
宮崎県宮崎市 11月22日（金） ひまわり荘
鹿児島県鹿児島市 12月� 6� 日（金） KKR鹿児島敬天閣
沖縄地区
沖縄県那覇市 11月15日（金） サザンプラザ海邦

各種証明書等�再発行受付サービスを始めました

1
年金加入期間確認通知書

2
年金額改定通知書

3
年金支払通知書

4
扶養親族等申告書

5
源泉徴収票

再発行受付が
できる証明書等



＜表紙「写真」の募集＞
　平成２５年１０月号と平成２６年1月号の本誌の表紙写真を募集します。１０月号、1月号にふさわしい各地
の風景等の写真がございましたらご応募ください。写真は、Ｌまたは２Ｌサイズのプリントで、撮影日時及び場所、
タイトル、年金証書記号番号、住所、氏名、年齢を明記して、連合会年金部�年金相談室までお送りください。
　なお、写真の返却はいたしません。また、１０月号の応募の締切は６月３０日、１月号の応募の締切は８月３１日
です。

素敵な恋人たち

神奈川県　加藤　敏夫�さん（78歳） 東京都　北村　富次郎�さん（81歳）

話すことを忘れたのかと思うほど寡黙な人た
ちから「せんせい、これはどの色？」と言う声が
した。特別養護老人ホームで絵手紙のボランティ
アを始めてからほぼ半年を過ぎたころである。
「この色とこの色を混ぜるといいよ。でもいろ
いろ混ぜると色が汚れるからね」「ありがとう」と
会話は成立するが、塗った色は自分好み、気分
次第である。でもそれでいい。考えて言葉に出
せたことが素晴らしい。その日はみんなの作品
を褒めちぎった。
「せんせい、褒め方じょうずね」と笑っている。
そう、その笑顔がいい。
当初は怪訝な顔で迎えられ、先が案じられた

が、手の不自由な人には手を添え、耳の不自由
な人には耳元でゆっくり一人ひとりの反応を確
かめながら進めている。
回を重ねるにつれ会話が増え、お互いの作品
を褒めあうようにもなった。
だが感情の起伏は大きく、時には季節の花や風
景などの写真と雑談を交えながらご機嫌を伺う。
手本を真似て原画に色を塗る。そんな単純な

ことでも喜んでくれる人がいる。
福祉ボランティアは、ちょっとした思いやり

や働きかけが、お互いの喜びにつながることが
ある。私たちは「ビックリさせない」「急がせない」
「自尊心を傷つけない」を合い言葉に、お茶目な
恋人たちの笑顔に会いたいから、しばらくボラ
ンティアを続けていこうと考えている。

私は七十五歳まで日本舞踊を教えていました
が、踊りの先生の職業病とも言われている膝関節
症となり、踊りの道は閉ざされてしまいました。
そして模索しながらたどりついたのが、パソ
コンでした。ＡＢＣさえ分からぬ儘に、七十九
歳の誕生日の記念にパソコンを自分で買ってき
ました。周囲のどうせ途中で投げ出すさ、の冷
ややかな視線を感じながら、私の猛勉強が始ま
りました。
地元のシルバー人材センターの講習会に一年
近く通い、更に自宅で個人指導をお願いした結
果、今では流行のブログやら、写真の投稿まで
出来るようになりました。もともと文章を作る
のは好きだったので、毎日のブログ更新は楽し
みの一つです。
お読み頂いた人たちから貴方の書いた物、
とても面白いよと言う事で、私もその気になっ
て本腰をいれて書いた物が、自分自身の若き日
の憧れとも言える純真無垢な、青年男女の恋愛
小説となりました。
緑豊かな田園を背景に、手も握れぬ儘に出征
する若者に手渡す一羽の折り鶴に託す乙女の想
い・・・自分には無かった青春を一冊の本にまと
めて、平成二十五年一月に全国発売する事にな
りました。
自分が勉強すると共に、若い感覚を甦らせて、
気持ちまで若返る気がします。良いライフワーク
に巡り合えて、楽しい毎日を過ごしております。

八十歳で恋愛小説を処女出版

こ こ ろ 国家公務員共済組合連合会　年金部
［お問い合わせ先］　�〒102-8082�東京都千代田区九段南1-1-10　九段合同庁舎

�☎�03（3265）8141（代表）
　◆お問い合わせの際は、必ず年金証書記号番号をお知らせください。
　◆電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

KKRホームページアドレス　http://www.kkr.or.jp/
（年金相談や各種届出用紙のダウンロード等にご利用ください） 検 索

届出が遅れますと、年金が払い過ぎになり、さかのぼって返済していただく場合がありますので、ご注意ください。

●�共済組合の長期組合員となられたとき
●�厚生年金保険または私立学校教職員共済制度に加入されたとき
●�国会議員や地方議会議員となられたとき
●�65歳までの退職共済年金を受給されている方がハローワークに求職の申込みをされたとき
●�加給年金額対象者である配偶者または子に異動があったとき　など

こんなときには
届出を!


