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国家公務員共済組合連合会
このたびの能登半島地震によ八被害を受けら
れた皆様に心よりお見鋸い申し上げます。
被害を受けられた年金受給者の皆様には、万全
の態勢で対応させていただきます。

麟騒綴鰹

く重要ノ

平/式19年度の年金客頁は据置き‥
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平成19年4月からの主な法律改正について
退職共済年金の繰下げ支給制度‥
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平成19年4月「日以後65歳を迎える遺族共済年金受給者の皆様へ
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離婚暗の共済年金の分割制度にかかる手続きの流れ‥
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全国年金相談開催案内・
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読者のひろば・表紙写真募集・あ問い合ねせ先・
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「白壁に映える花菖蒲」静岡県掛111市落合記久子!神奈111県)

平成19年度の年金額は、総務省が発表した平成18年平均の全国消費者物価指数の対前年比変
動率(プラス0・3%)より対前年度比名目手取り賃金変動率(平成15年度から平成17年度の実質賃金変
動率等を基に計算した率で、これが0・0%)が下回ったため、法律の規定によ1)、名目手取り賃金変動
率(0.0%)で改定することとなりましたので、平成18年度と同額となりました。
なお、現在の年金額は、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分1.7%を据え置いている額
であるため、今後、物価及び賃金が上昇した場合であっても、法律の規定により、かさ上げされている
1・7%分が解消されるまで年金額は据え置かれることにな1)ます。

通常、65歳に達した月の翌月から受給することとされている「本来支給の退職共済年金」について、
受給権者の方の申出により、その支給開始年齢を繰下げて受給できる制度(退職共済年金の繰下げ支
給制度)が実施されました。
繰下げ加算額
退職共済年金

繰下げ希望により請求
待機 (年金受給広し)

老齢基礎年金(Ⅹ)
▲
65歳

▲
66歳一

米老齢基礎年金にも別
途支給繰下げ制度が
設けられています。

平成19年4月1日以後に「本来支給の退職共済年金」の受給権を取得する方(a)で、その受給権を取
得してから「年を経過するまで「本来支給の退職共済年金」を請求していないことが条件です。
(a) 本来支給の退職共済年金の受給権を取得した時点で次のいずれかの年金の受給権を取得して
いる方、または本来支給の退職共済年金の受給権を取得してから1年を経過するまでの間に、次の
いずれかの年金の受給権を取得することとなる方は、繰下げ支給の申出を行うことはできません。
①障害共済年金及び遺族共済年金(昭和61年3月以前の旧共済法による障害年金及び遺族
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年金を含みます。)
① 他の年金制度による障害給付(国民年金制度による障害年金及び障害基礎年金は除かれ
ます。)及び遺族給付
通常は65歳で「本来支給の退職共済年金」の受給権を取得しますので、その後66歳に低るまでの間に、
この年金を請求していなければ繰下げ支給の申出を行うことができます。
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繰下げ支給の申出を行った場合の年金額は、繰下げしなかったとした場合の額に「繰下げ加算額」を
加算した額となります。
年金額二厚生年金相当額十職域加算額十経過的加算額十繰下げ加算額(十加給年金額)
繰下げ加算額は、繰下げし甘かったとした場合の年金額(加給年金額は除きます。)に、本来支給の退
職共済年金の受給権取得月(通常は65歳に達した月)から繰下げ支給の申出を行った月の前月までの
期間月数(最大60月)のⅠ月につき0・7%の増額率を乗じて計算します。
繰下げ加算額=65歳から年金を受給していたとした場合の額(厚生年金相当額(@@)+経過的加算額
十職域加算額(注1)X増額率(8・4%一42%)
(a) 65歳以後繰下げ支給の申出を行うまでの間に、公務員等(共済年金加入)や会社員(厚生年金加入)
として勤務し賃金等在得ていた方の場合は、その期間(き月)において年金を受給していたとした場合
に支給停止されることとなる額を控除した実際の支給額に置換えて計算します。にれにより年金額に

対する増額割合は、上記の増額率とぼ一致せず減少します。)
Ⅹ 加給年金額は繰下げ加算の対象とぼなりません。また、65歳以後繰下げ支給の申出を行うまでの間
は加給年金額も受給できません。

(例)68歳に繰下げ支給の申出を行う場合
受給権者 昭和17年4月15日生
特別支給の退職共済年金
(3日年加入)・
"本来支給の退職共済年引 繰下げ支給の申出
受給権取得

繰下げしない場合の年金額(平成19年5月か6)
年 金 額二厚生年金相当額 (969,348.27円)十経過的加算額 (79,872.09円)
十職域加算額 (168，476・15円)チ1，217，700円
繰下げによる年金額(平成22年5月か6)
繰下げ加算額二[厚生年金相当額(969.348.27円)十経過的加算額(79,872.09円)
十職域加算額(168,476.15円)]X7ノ「，000x36月(増額率25.2%)
=306.859.52円
金

年

額二厚生年金栢当額(969,348.27円)十経過的加算額(79,872.09円)
十職域加算額(168，476・15円)十繰下げ加算額(306，859・52円)チ1，524，600円

頂デ 65歳に達する誕生月の2か月前に連合会からど案内します。
65歳以後も岱務員として在職中の方
1匹ぎ 勤務先の共済組合へお申出ください。
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65歳前に退職して年金を受給されている方

轡

平成19年4月から、65歳以上の遺族(配偶者)に対する遺族共済年金と退職共済年金の受給権を有
する方の年金は、自分自身が納付した退職共済年金保険料を年金額へ反映させるため、今までのように
選択するのではなく、自身の退職共済年金を優先的に支給し、現在の制度で遺族と芯った揚合に受給で
きる額(遺族共済年金全額又は遺族共済年金の巨/3+退職共済年金の1/2の合算額のいずれか高いほ
う)が退職共済年金よ0高い揚合にま、退職共済年金との差額を遺族共済年金として支給する仕組みへ
見直されることになりました。
なお、対象者の方住1)には、松的年金の受給状況を調査するため、「遺族共済年金受給者の公的年金
受給調査票」を誕生月の巨か月前に送付しますので、誕生月の前月20日までに提出をお願いします。
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[朽U]退職共済年金、老齢基礎年金および遺族共済年金を受給している場合
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次のいずれか有利な受給方法を選択
(老齢基礎年金まどれを選択しても受給可)
(A)

(B)

退職共済年金(全額)

遺族共済年金(全額)

老齢基礎年金

老齢基礎年金
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(C)

遺族共済年金巨ノ3
退職共済年金「ノ2
老齢基礎年金

退職共済年金を優先的に支給し、
差額があれまその差額を遺族共済年金として支給は2)
遺族共済年金(基本額)と
・退職共済年金(全額)との差額
"・」
遺族共済年金(差額)

遺族共済年金(全額)吟魅、、
魔有利芯ものが---"ふ

セ・"""紋
"遺族土済年金受織瞬灘扮
偶ノⅩ鰯@・"-"・"

吐片・好・"綴麒

退職共済年金(全額)

厘族共済年金の2/3・"(基本額)"
十退職土済年金の「ノ2磯"

"磁
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老齢基礎年金

(注1)平成19年3月31日時点において、65歳以上で既に遺族共済年金の受給権を取得している方
には、この新たな受給方法は適用されません。
(注日当会の年金の他に老齢厚生年金及び遺族厚生年金等を併給中の方も同様に年金保険者間で
調整されることになります。
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離婚時の共済年金の分割制度は、平成19午4月1臼以後に離婚をした場合において、離婚をした当事者間
の合意又は裁判手続によp)按分割合を定めたときに、婚姻期間の標準報酬総額を当事者間で分割すること
ができる制度です。
そのため、平成18牢10月から、当宇者又はその一方からによる按分割合を定めるために必要な梢報の提供
請求の受付を行っています。
次に基本的な手続きの流れと主なポイントをご紹介します。
ポイント

Ⅰ

情報提供の請求及び通知
(平成18年「0月一)

1・情報提供の請求
情報提供の請求は、「年金分割のための情報提供請求書」により、
当事者の二人が共同で行うことも一人だけで行うこともできます。ただし
一人で請求した場合に相手方の記録が特定できない場合などは、情報
の提供ができないことがあります。また、既に情報提供されているときは、
その情報提供があった日から3か月を経過していない場合は、原則として
再び請求することはできません。

2・情報提供請求者への情報の提供1通知)
情報の提供は、「年金分割のための情報通知書」により通知しますが

情報提供請求者への情報の提供
(通知)

請求方法によって、次のように異なっています。
G当事者の二人が共同で請求した場合
当事者それぞれに通知します。
り当事者の一人が単独で請求した場合
ア・離婚をしているときは、請求者と請求をしていないその相手方

@
^@

，Ⅰ

3・按分割合について
当事者間の話合い
Ⅰ

にも通知します。
イ・離婚をしていないときは、請求者のみに通知します。

3・按分割合について当事者間の話合い
年金分割の請求を行う場合には、当事者双方の婚姻期間中の標準
報酬総額をどのような割合で付け合うか定めてぃることが必要です。
4・な正証書の作成等

"庶ミコ

公証人が作成した公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書に
よって、合意した接分割合等を明らかにすることが必要となります。

ー

14・公正証書の作成等
(平成19年4月一)

5・裁判所への申立て
当事者の一方の方が家庭裁判所に対して申立てをし、以下の裁判
手続によって接分割合を定めることができます。
乙家事審判手続・②家事調停手続色人事訴訟手続
6・年金分割の請求
年金分割の請求は、当事者の一方だけで行うことができます"ただし、
原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、請求
することができません。

標準報酬の改定等を行い、改定等後の標準報酬について、年全分
割の請求者とその相手方に対して通知します。

年金分割にかかる情報提供に閲する照会先について
ホ国家公務員共済組合の組合員及びその配偶者の方‥
現在所属されている各省庁の共済組合
水組合員であった方(既に退職してぃる方)及びその日已1男者の方
国家公務員共済組合連合会年金部

電話03-3265-8141(代表)

﹁共済年金だより﹂№89
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7・標準報酬の改定等1通知)

標準報酬の改定等
(通知)

麟

現在、退職共済年金や障害共済年金等の年金を受けている方が、民間会社等に就職し、「厚生年金保
険の被保険者等」(ナ)となったときは、在職中の標準報酬月額等に応じて停止額の計算を行った結果、
年金額の一部が支給停止となる場合があります。

女厚生年金の被保険者等とは、次のような方をいいます。
●厚生年金保険の被保険者
●私立学校教職員共済制度の加人者
●国会議員
●地方議会議員

りま す
■ 新たに対象となる方は、平成19年4月「日以後70歳に達する方(昭和12年4
月2日以後の生まれの方)で、70歳以後も厚生年金適用事業所に勤務する方ま
たは私立学校教職員として勤務する方(特定教職員等)です。
■ 70歳未満で民間会社等に勤務し、既に年金の一部支給停止が適用されている
方のうち、平成19年4月「日以後70歳に達し、それ以後も勤務するような場合は、
引き続き年金の一部支給停止が適用されます。

70歳以後も民間会社等に勤務される方については、連合会への届出及び年金の ;
一部支給停止額の算定方式が「厚生年金保険の被保険者等」と同じ扱いとなります。

屯""Ⅰ""""Ⅰ""""や"'㌧"""Ⅰ"""も""""""""""㌔"'"㌔"""む"";9"屯"""Ⅰ""や""'も心""""㌔""㌔""勺

電子申請による受付を一時休止いたします。
なお、インターネツトによる各種届出用紙のダウンロード、年金相談・年金相談予約・年金額簡易
試算などは従来どおり亡利用できます。
﹁共済年金だより﹂№89

「共済年金だより」N0・88の8頁に誤りがありました。あ詫びして次のとおり訂正いたします。
8頁、「平成19年年金カレンダー」の9月の定期支給関係欄の「(8月定期支給か5)」を「(10月定
期支給か6)」に、「「月の定期支給関係欄の「(「0月定期支給か5)」を「(12月定期支給か5)」に
訂正いたします。

0

連合会でま、年金受給者の皆様や組合員の方を対象に、年金に関する様々低巳相談に応じるため、東京
に年金相談室を常設しているまか、例年全国き地で年金相談を開催しております。
平成19年度の年金相談につきましては、全国29地区で開催いたします。(開催日程は別表のとありです)
各会場とも開催地巳との予約制となっております。年金柏談予約は開催日の1週間前まで受け付けて
おります。

広お、開催日程等につきましてぼ、当会のホームページにも掲載しております。

一

また、諸事青により開催日程が変更となる場合もありますので、巳承知おきください。変更となった場合は、

変更後の開催日程等を当会の爪ムペジに掲載いたします。ア

ノノ

別表平成19年度 年金相談開催日程

開催地
秋田市

開催日

開催場所

7月12日(木)爪きみ会館

盛岡市7月13日(金)エスポヮ一ルいねて

新潟市7月19日(木)1新潟会館

開催地開催日

開催場所

金沢市10月25日(木)

lKKR木テル金沢

高松市

11月「日(木)lくKR高松さぬき荘

大津市

11月「日(木)KKR木テルびねこ

高崎市7月20日(金)高崎ア一パン爪テル

京都市11月2日(金)KKR京都くに荘

神月市

9月2フ日(木)チワノ木丁ル神戸

熊本市「「月9日(金)

KKR爪テル熊本

大阪市

9月28日(金)

Klくロ爪テルオーヴカ

つくぼ市Ⅱ月9日(金)

ォ一クラフロソテイァ爪テルつく1弍

広島市

10月4日(木)

KKR木テル広島

ホな;エ市

11月15日(木)ワンラポ一むらくも

札幌市10月5日(金)KlくH木テル札幌

さいたま市

「Ⅰ月17日(土)フラヴホテル浦和

岐阜市10月Ⅱ日(木)ホテ順う"ノウ1-川支山

干葉市「「月22日(木)八一テイー爪テル千葉

名古屋市10月12日(金)くKR爪テル名古屋

横浜市11月30日(金)KKRポートヒル横浜

福岡市

「0月1三日(金)

KKR爪テル博多

高知市12月6日(木)

仙台市

「0月19日(金)

Klく円木テル仙台

静岡市

Ⅰ月25日(金)静岡ヒクトリヤホテル

旭川市10月19日(金)KKR旭川大雪荘

宮崎市

3月27日(木)KKR宮崎ひむか

富山市10月三4日(水)KlくR富山銀嶺

鹿児島市3月28日(金)KKR鹿児島敬天閣

コソフォートホテル信訂失口馬尺有百

那覇市10月三5日(木)八，タ荘

予 約 を され まず皆 繍 へ
連絡事項(年金柑談を亡予約される前に必すお読み下さい。)
⑥年金相談予約方法
①電話で予約される場合予約専用電話旦三二三呂旦巨二旦70旦巨事種堕旦車三，(土日祝日除く)
受付時間は午前10時一12時、午後Ⅰ時˜6時までとなります。
②インターネツトで予約される場合「KKRホームページ(http://www.lく火「0「lP)」からの予約と芯ります。
(2)氏名(フリカナ)(3)生年月日(4)住所(5)連絡先電話番号(6)年金証書記号番号(7)相談内容
を記人して下記宛にお送りください。
〒102-8082東京都千代田区九段南1-Ⅰ-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
⑨年金相談を予約された皆様には、別途、開催日にあねせて亡自宅に相談会の案内を送付させていただきます。

﹁土落年金だより﹂№的

③文書で予約される場合「年金相談予約」と明記し、(1)開催地、開催日、希望暗間(午前午後)

繭峨

韓
雛
率

者のひろば

蘇 率 珠

「東房ヨマラソン」KKR爪テル東男ミさん ・

「身の丈チヤレンジ」

おセ据舌になりました 1
、ンルバー人材センターの会員になって、早くも
10年が過ぎた。研修を終え会員証を手にしたとき、
よっしゃ今日から高齢者仲間と一緒に仕事ができ

昨年、東京都心を駆け抜ける「東京マラソン」第 1
一回の開催が決定し、制限時間も7時間に緩和され、
私も走れる様な気がして申し込んだところ、運よく

るぞと嬉しくなった。肩書き不要で経験と知識を社
会に還元し、健康で意欲的にチヤレンジとなれば 1

フルマラソンの2万5千名に人った。
大会の三日前に行き、初めての東京ドームで受付

OB人生捨てたものではない。身の丈に合った「三

を行った。前日の早朝に一度は走ってみたいと思っ
ていた皇居のぉ堀端を皆さんに交じって4周して
体調の良さに安心した。当日の朝、富m県の同年代 1
さんと亡一緒に出かけるとき、KKR木テル東京の
フロント係さんが「頑張ってきてね一」と励ましの
言葉に元気を頂き勇気が湧いた。スタート地点は

せん」が肝要だ。
忘れ得ぬ初仕事は、町1揚に隣接する広い荒地
の整理。自転車に軍手やゴム長など七つ道具を積み、
早春の道を走って通った10日間。除草と雑木の枝
を切ったり、廃棄材の片付けに精をだす。土や木に

小雨に霞もかか0人々の波、荷預もようやく済ませ
て一番後から気楽にスタートした。観客席より石原

親しみ、小鳥のさえずりを聴きつつ愛妻弁当をぱく
つく。青空を眺め大気在吸っての仕事が楽しくなり、
自然ってこんなにいいものかと心が満ちて舌た。
無事に終了したとき工場の経営者に「きれいにし

都知事さんや河野衆議院議長さんが笑顔で手を振
り々見送ってくださった。日比谷公園で10キロの
皆さんがゴールを終えられ、遅い私達も品川を折り
返して日比谷から歌に良く聴く有楽町一数寄屋橋
一銀座一日本橋一浅草雷門を折0返して築地一佃
大橋一晴海一有明一東京ビツクヴイトに辿り着いた。'

てくれて有り難う」とねぎらねれ、達成感ともども
嬉しかった。
そして老人福祉施設の宿直、スポーツ施設の管
理業務と幅が広くなり「やる気こそ進歩」で頑張っ
ている。会員仲間と現職のころの話に花が咲くこと
も多い。知恵とエ夫は、若い世代に負けぬと互いに
意気盛んだ。人所の方や利用者そして施設の職員と、
自然に交流でき社会勉強になる。
苦楽あってこそ人生は、肝も据ねり耐久カが増す
ものだ。まさに晴耕雨読の実践という次第で、身も
心も若返る思いを味ねえる。「耐えてこそ花は咲く」

普段の自分のぺ一スを守ったので歩くこともなく
制限内に楽しくゴールさせていただくことができま
した。これも悪天候のなか長時間笑顔で支えてく
ださった「万名を超えるポランティアさん、沿道か
ら心温かく元気づけてくれた声援のぉかげです。
私にとって一生の想い出に残る「東京マラソン」に 1
なることでしょう。1ちなみに、歩数計を着けてみま
したら、荷預けからゴールまで、6万3干数歩の5時

の心で一日一日を積み重ねる私だ。張り合いを感

間30分台)=後も東京マラソンに参加することを
励みに、鍛えて健康維持を図ることを目的にと思っ

じる日々に余福が生まれる。

ています。

愛知県 安藤 ィ麦雄 (75歳) 鳥取県 平山 賢;台 (72歳)

[表紙写真募集]
平成19年10月号と平成20年1月号の本誌の表紙写真を募集します。10月号、1月号に爪さねしい各地の風景
等の写真が亡ざいましたら亡投稿ください。
ど投稿写真は、」又は2Lワイズのフリントで、撮影日時及び場所、タイトル、年金証書記号番号、郵便番号、住所
氏名、年齢を明記して、連合会年金部年金相談室まで送付ください。応募写真の返却はいたしません。なお、10月
号の応募締切りは6月日9日、1月号の応募締切引ま8月31日です。
[お問い合わせ先]

〒102-8082東京都千代田区九段南1-l-10九段合同庁舎

国家ヱミ務員去去済%且合テ車合会 1E金部 (03)3三65-8141(代麸刃
最近、間違い電話が多く甘っていますので、おかけ間違いのないよう十分亡注意ください。
電話での照会は、午前9時からお願いします。
音種届出用紙をお持ちでない場合は、当会に連絡していただければ、送付いたします。
お問い合ねせには、必ず、年金証書記号番号をお知らせください。

連合会木一ムページアドレス:httⅠⅣwww・kk「・0「・旧
(年金相談や各種届出用紙のダウンロード等に亡利用ください)

