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ティスプレイ画面上の

入力及び出力形式の

説明

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕
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照会（入カガイドパターン）画面に入力する事項及び照会回答票に出力される事項

は、次のとおり表示する。

-- ー・一 ---
表示 説明 備考． ディスプレイ画面フォーマ ッ トに

「9」と表示しているのは、 「O」~ 「9」 （本要領の表示） （実際の画面）， までの数字の入力または出力を示す。 999 → 123 ． 「9」を羅列している場合は、入力ま

たは出力の桁数を示す。． ディスプレイ画面フォーマ ッ トに

「X」と表示しているのは、英数、カナ、 （本要領の表示） （実際の画面）

X 記号の入力または出力を示す。 XXX → ABl ． 「X」を羅列している場合は、入力ま

たは出力の桁数を示す。． ディスプレイ画面フォーマ ッ トに

「zg」と表示しているのは、数字の入力 （本要領の表示） （実際の画面）

zg または出力を示すが、ゼロサプレス（数 zzzg → 0012 → 12 
字列の上位の「O」は削除する。）を示す。． 「z」及び「9」を羅列している場合

は、入力または出力の最大桁数を示す。． ディスプレイ画面フォーマ ッ トに

「X」と表示しているのは、漢字の入力 （本要領の表示） （実際の画面）

X または出力を示す。 XXX → 高井戸． 「X」を羅列している場合は、入力

または出力の桁数を示す。
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＊新法＊年金額歴史回答票（船保） 画面 9

選択 届書コード 020大区分 2小区分 07 操作番号 9 999/999 

フリがナ：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 基礎年金番号：9999-999999 年金コード ：9999

氏名 ：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 生年月日 ：X99. 99. 99 

原因：XXX発生：X99.99. 99改定：X99. 99. 99'99-99裁定： X99. 99. 99担保：9XX XX 
...~II,_ー ',3\= II 

＝ 郵番：999-9999市区町村：9999-999 進達庁：9999 時効：X99. 99 xxxx 
住所： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ヽ ***** 年金額歴史 ***** 改定数：zzg

④ ' 項番 zzg変更年月 X99. 99 XXXXX zz9 x 99. 99 xxxxx zz9 x 99. 99 xxxxx 

船保上 マル特 船保上 マル特 船保上 マル特

基本額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

増額加 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

選択基準 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

よ 停止額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

年金額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

項番 zzg変更年月 X99. 99 XXXXX zz9 x 99. 99 xxxxx zz9 x 99. 99 xxxxx 
基本額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

増額加 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

選択基準 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

停止額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

年金額 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 

項番 項目 記載例 入力及び出力内容

① フリガナ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ネンキン タロり

② 氏名 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 年金 太郎

③ 郵番 999-9999 168-8505 

④ 項番 zzg ⇒ 008 8 



画面の照写順書

（新法）

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕
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新法年金に係る裁定原簿等の各部（特別部 ・基礎部 ・厚年部）画面の照写順序は以

下の表に記すとおりである。

t — r千 -．，←□ ••`— `•9 -'  

画面照写順序I 
“-← →一

I 

特硯：独自硯存者I ， 給付状況
I 基硯：基礎硯存者特失：独自失権者

i l _ 
！ ・上--‘ ` ― 基失：基礎失権者特平：独自平月

項
厚硯：上乗せ硯存者船上硯：闇保上硯存

〇 ＝ 支綸中 厚失：上乗せ失権者者 備考
番 △ ＝ 支絵停止 厚平：上乗せ 閤上失．：紬保上失権

I X = 失権 者
＇ I 

給：総付記録

I 船保 2画 6画 7画1画 3画 4画 5画
.̀ 特別 基礎 厚年

上 面 面 面 面 面 面 面 -. 

1 

゜
厚現 厚平 共通 給

;2 △ 厚硯 厚平 共通 給
ヽ
-

1 3 厚失 厚平 共通 給
ぐ

X 

:4 

゜
基硯 共通 給

5 

゜゚
基硯 厚硯 厚平 共通 絵

、 6

゜
△ 基硯 厚親 厚平 共通 給

； 1 7 
△ 基硯 共通 給

, 8 △ 

゜
厚硯 厚平 基硯 共通 給

， △ △ 基硯 厚硯 厚平 共通 給 船保上以外

（特別、基礎、 厚
10 X 基失 共通 給 年）の順序

11 X 

゜
厚硯 厚平 基失 共通 給

'12 X △ 厚硯 厚平 基失 共通 給

13 X X 基失 厚失 厚平 共通 給

1, 14 

゜
特硯 特平 共通 給

15 

゜
△ 特硯 特平 基硯 共通 絵

‘‘̀  

16 △ 特硯 特平 共通 給

:17 △ 

゜
基硯 特硯 特平 共通 絵

1 8 △ △ 基親 特親 特平 共通 絵
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画面照写順序
一 ~・ー・

l ＇ 給付状況 特硯：独自硯存者

＇ 基現：基礎硯存者 特失：強自失権者

基失：基礎失権者 特平：独自平月

項
厚現： J:乗せ硯存者船上硯：闇保J:硯存

〇 ＝ 支給中 厚失：上乗せ失権者者 備考
番

△ ＝ 支給停止 厚平：上乗せ 船J:失：船保上失権
X ＝ 失権 者

給：給付記録

特別 基礎 厚年
船保 l画 2画 3画 4画 5画 6画 7画

上 面 面 面 面 面 面 面
- -一,--

19 X 特失 特平 共通 給

20 X 

゜゚
基硯 厚硯 厚平 特失 特平 共通 給

船保上以外

21 X △ △ 基現 厚硯 厚平 特失 特平 共通 綸 （特別、基礎、厚

22 X X 基失 特失 特平 共通 給
年）のJI厠芋

23 X X X 基失 厚失 厚平 特失 特平 共通 給

24 

゜
船上

共通
硯

25 △ 
船上

共通
硯 船保上の順序

26 X 
船上

共通
失

-8 -



被保険者記録照会

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕

-9 -



第1節被保険者記録照会

1.厚生年金保険

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕

-19 -



2
0
1
3
.
0
9
 

操作番号 9

-

2
1

ー

健保厚年 被保険者記録照会回答票（資格画面）

選択 届書Jード 021大区分 1小区分

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 性別 XX XX 照会区分

氏名 XXXXXXXXXXXX生年月日 XX 99. 99. 99 基礎年金番号 9999-999999XX

旧台XXX新番9沖縄9カセット9999-9999 整備99-9 X X XX [ -99参99元99諸99代99婚99]

年番・年金コード 整理記号番号 適用種別 整理記号番号 適用種別

発生月改定月事由 得喪 日種別月・賞原因 月数 得喪日種別月・賞原因

9999-999999-9999 9999—XXXXXX-999999 XXXXXXXXXX 9999-XXXXXX-999999 XXXXXXXXXX 

X99. 99 X99. 99 99 イッカッテキョウー9999 ィッカッテキ3ウー9999

キキンー9999 キキンー9999

X 99. 99. 99 XH Z999千円 XXXX 999月 X 99. 99. 99 HX Z999千円

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
合計 zzgzzg;ggg月 実 期 間 zzg月 3加 zzgzzg;ggg月戦加 zgZZ9/999月

xxxx 

99以降 ZZ9ZZ9/999月

画面 9

999/999 

月数

999月



項番 項 目 説 明 関連（備考）

〔現画面〕 現在照写されている画面が何画面目であるかを表示する。

〔総画面〕 資格記録、 一時金記録、参考記録、重複取消元記録、諸変更記録、代

行返上記録が何画面にわたって収録されているかを表示する。

1 性別 性別を表示する。

(70以上表示） 70歳以上被用者記録がある場合、「 70上」を表示する。

2 照会区分 照会区分コード

1.....．脱退手当金支給記録、厚生年金保険法第 75条該当記録及び

共済移管記録が収録されている場合は、当該記録の期間の削

除等を、また被保険者期間が重複している場合は、仮の二以

22 

上勤務処理を行った資格記録及び裳与記録を照写する。

2....．． 喪失被保険者ファイルに収録されている全ての資格記録及

び貰与記録を照写する。

3 氏名 被保険者の氏名を表示する。



1項番
--. ーし ニー

項 目 I 説 明 関連（備考）
I 

4 氏名区分 カナ氏名を次のように何に基づいて被保険者原節に収録したかを表示 照会区分入力を省略した場合は、

する。 照会区分コード「l」の照写を行う。

区分表示 収録したカナ氏名

1 資格取得届または氏名変更（訂正）届によるもの

2 裁定原簿または失権原簿によるも

3 昭和 54年の算定基礎届等によるもの

5 保留分カナ氏名

7 保留分漢字氏名をカナ氏名に変換したもの 区分表示「8」「9」は、厚生年金の
8 年金手帳記号番号払出簿及び被保険者名節等によるもの 未統合手帳記号番号のうち、 氏名が

年金手帳記号番号払出薄及び被保険者名海に一部判別で 収録されていない記録を日本年金機

23 

， きない文字があるため、 一部を＊ （アスタリスク）にて表 構で補正収録を行なったもの。

示しているもの

スペース
被保険者原薄の氏名、生年月日のいずれかが裁定原簿と相

違している受給権者または受給権者であった者

5 生年月日 被保険者の生年月日を表示する。

6 基礎年金番号 年金手帳の基礎年金番号を表示する。 （例） 0101 - 012031 
I I I l 

I l 

課所符号 一連番号

課所符号は「第 2部—第 1 2奎

コード一覧表」を参照

（自動払出表示） 昭和63年2月以降新規資格取得処理にて払い出された手番についてピ

リオ ドを表示する。



I 
9 ^“•• I ・ • 

項番 項 目 説 明 関連（備考）

（手番表示） 当該番号が厚生年金保険年金手帳記号番号である場合、 「＊」を表示する。

7 旧台 法律施行準備期間等の記録があることを次の区分により表示する。

1.....．昭和 17年 1月1日から昭和 17年5月31日までに資格を取

得し、昭和 17年 6月30日までに資格を喪失している記録

がある。

2......昭和 19年法律改正による法律の施行準備期間（昭和 19年

6月 1日～昭和 19年 9月30日）の記録がある。

3.....．昭和 28年法律改正による法律の施行準備期間（昭和 28年

9月 1日～昭和 28年 10月31日）の記録がある。

4...... 「l」と「2」の記録がある。

5...... 「l」と「3」の記録がある。

6...... 「2」と「3」の記録がある。

24 

7.....．昭和 17年 1月から昭和 22年 8月までの問における団体郵

便年金の加入記録がある。

8.....．仮台帳による記録がある。

9...... 「7」と 「8」の両方に該当する記録がある。

ただし、「l」から 「9」までの組合せによって複数（例えば、 3*8)で 新年金手帳記号とは昭和 32年 7

表示されるものがある。 月以降に払出された記号である。

8 新番 1.....．新年金手帳記号であっても、昭和 32年 7月以前の記録があ

ること。

， 沖縄 4.....．昭和 45年 1月 1日において、現に沖縄の厚生年金保険法の

被保険者であった者であり、同日前引き続き 5年間同法の

施行地に住所を有していたこと。



項番 項目 説 明 関連（備考）

沖縄

（つづき）

10 Iカセット

11 I整備

5.....．昭和 45年 4月 1日において、現に沖縄の厚生年金保険法の

被保険者であった者であり、かつ昭和 36年 4月 1日から昭

和 45年 3月 31日までの間引き続き同法の施行地に住所を

有していたこと。

6...... 「4」と「5」の両方に該当していること。

旧台帳をマイクロフィルムに収録しているカセットの番号を表示する。 I 1234-9999で入っているものは、

資格記録に収録されている。

裁定原簿と被保険者原縛との統合処理の結果を表示する。 I 当該表示の末尾（整備 99-9)に1、
2または 3が付された被保険者原薄

に対する確認の必要が生じた場合に

ついては、記録管理部記録業務グル

ープに照会すること。
［ゞ

゜
（共済表示） 共済画面がある場合「共済有」を表示する。

12 | - 一時金記録が何画面目にあるかを表示する。

13 I参 参考記録が何画面目にあるかを表示する。

14 I元 重複取消元記録が何画面目にあるかを表示する。

15 I諸 諸変更記録が何画面目にあるかを表示する。

16 I代 代行返上記録が何画面目にあるかを表示する。



項番 項 目 説 明 | r 関連（備考）

17 婚 婚姻記録が何画面目にあるかを表示する。

18 I年番 ・年金コード 年金の決定を受けた年金の年金証書の基礎年金番号 ・年金コードが表示 （例）

される。 0123 - 456789 - 01 23 
I I 日 デ| 

課所符号 一連番号 年金区分
種別

基礎年金番号 年金コー ド

| 
19 I発生月 | 年金証書の基礎年金番号・年金コードごとにその受給権が発生した年

月を表示する。

2
6
 

20 I改定月

21 I事由

年金証囲の基礎年金番号 ・年金コードごとに失権の年月を表示する。

年金証書の基礎年金番号・年金コードごとにその受給権の失権事由を 失権事由は 「第 2 部—第 1 2章

表示する。 1コード一覧衷」を参照

（｛列） 0101ーイロ/1-000001
ヒT -」ヒ←」 l l l 

課所符号記号 番号
l I ―_ l 

整理記号

課所符号は「第 2部—第 1 2章

コード一覧泰」を参照



I項番 1 項 一目

22 賂理記号番号

23 I適用種別

説

事業所挫理記号番号を表示する。

共済期間の場合、区分を表示する。

JR 

NTT 

JT 
）ウリン

）ウリンケイゾク

一般厚年の場合は、スペースとする

明
I I 

関連（備考）

24 I得喪日

2
7
 

25 I種別

26 I月 ・裳

被保険者の資格取得、種別変更、標準報酬月額変更、資格喪失の年月 標準報酬月額の変更については、

日、または質与支払年月日を表示する。 1同一の月額の場合は省略される。

被保険者の種別を次の区分により表示する。 資格喪失のときはスペースとな

; ：： ： ： ： ：： :::：：: Iる。
3....・． 第 3種被保険者

4...・．．第4種被保険者

5.....．特例第 1種被保険者

6.....．特例第2種被保険者

7.....．特例第3種被保険者

5H....．特例第 1種被保険者（基金代行返上済）

6H.....特例第 2種被保険者（基金代行返上済）

7H....．特例第 3種被保険者（基金代行返上済）

標準報酬月額または標準賀与額を千円単位として表示する。

虹育特例記録が収録されている場合は、標準報酬月額に「＊」を表示する。 I 資格喪失のときはスペースとな

る。



-

2
8
 
-

2013.09 

項番 項 目 説 明 i 関連 （備考）
l 

27 原因 被保険者記録が追加された事由を表示する。

（カット合算表示） (1) 被保険者期間が重複しており、機械的に仮の二以上勤務処理を行 機械的に行われるカッ ト合算処理

った場合にピリオドを表示する。 の内容については 「 国民年金 年
(2) 質与記録を別事業所へ機械的に移動処理を行った場合にピリオド ‘ 厚生年金保険

を表示する。 金給付関係業務取扱要領（裁定編）

第 2章第 3節」を参照

28 月数 得喪日から次の得喪日までの被保険者であった期間 （以下「実期間」

という）の月数を表示する。ただし、同月内に、取得記録が複数あると

きは、最終記録のみ表示する。

（警告表示） 36月以上報酬月額に変更のないものについて次に該当するとき「＊」を （例）対象記録の前記録
表示する (4種は対象外とする）。 対象記録の後記録
(1) 対象記録の前記録が29.4.30以前で、後記録が29.6.1以降のとき。 5-34 ・ 10 ・ 1 1 018 3 
(2) 対象記録の前記録が 29.5. 1,-.._,,35_ 4. 30で月額が 018千円、後記録 *5-38 ・ 10 ・ 1 1 026 3 

が 35.6. 1,......,40. 5. 31のとき。

(3) 対象記録の前記録が29.5.1~35. 4. 30 で月額が 018 千円以外のとき。



~ 今

項番 項 目 説 明 関連（備考）

28 月数

（警告表示） (4) 対象記録の前記録が 35.5.1,..._,40.4.30で月額が 036千円、後記録

（つづき） が40.5. 1,...,_,44_ 11. 30のとき。

(5) 対象記録の前記録が 35.5. 1~40.4. 30 で月額が 036 千円以外のと

き。

(6) 対象記録の前記録が40.5. 1,....,44_ 10. 31で月額が 060千円、後記録

が40.6.1--..,44_ 11.30のとき。

(7) 対象記録の前記録が40.5. 1 ------44. 10. 31で月額が060千円以外のと

き。

(8) 対象記録の前記録が44.11.1,--..,48.10.31で月額が010千円以上の

とき。

29 

29 キキン 基金番号を表示する。

30 イカン 共済組合移管期間があることを次の区分により表示する。

01.....農林漁業団体職員共済組合へ昭和 34年 1月2日以前の全被

保険者期間を移管したこと。

02....．国家公務員共済組合へ昭和 36年 10月2日に、 表示のある

事業所の被保険者期間のみを移管したこと。

03.....地方公務員等共済組合へ昭和 37年 12月2日以前の全被保

険者期間を移管したこと。

04.....地方団体関係団体職員共済組合へ昭和 39年 10月2日以前

の全被保険者期間を移管したこと。

05.....国家公務員共済組合へ昭和40年6月1日に表示のある事業

所の被保険者期間のみを移管したこと。

06....．地方公務員等共済組合へ昭和 42年 7月31日に、表示のあ

る事業所の被保険者期間のみを移管したこと。



第 1節

新法（共通）

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕

-589 -



佳苓E計柑•i清七北］甲

共通 受給権者扶養情報照会回答票 画面9

選択 届書コード 020大区分 2小区分 17 操作番号 9 999/999 

フリカげ：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx基礎年金番号：9999-999999 年金コード：9999X 
氏名：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 生年月日： X99. 99. 99 

該当 申告配偶 障害なし普通障害同居特障特別障害 年少扶養本人 変更

年月 書者扶特老扶特老扶特老扶特老普同特障老 年月日

X 99. 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X 99. 99. 99 
限度額判定 X 99. 99 課税者 16歳未満の扶養親族数 9

,

5

9

1

,

 

X99. 99 

X 99. 99 

X 99. 99 

X 99. 99 

X 99. 99 

9 9 9 9 9 9 
限度額判定 X99. 99 

9 9 9 9 9 9 
限度額判定 X 99. 99 

9 9 9 9 9 9 

限度額判定 X99. 99 

9 9 9 9 9 9 

限度額判定 X 99. 99 

9 9 9 9 9 9 

限度額判定 X 99. 99 

，
 ，
 
，
 ，
 
，
 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

課税者 16歳未満の扶養親族数 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

課税者 16歳未満の扶養親族数 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

課税者 16歳未満の扶養親族数 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

課税者 16歳未満の扶養親族数 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

課税者 16歳未満の扶養親族数 9

9 X 99. 99. 99 

9 X 99. 99. 99 

9 X 99. 99. 99 

9 X 99. 99. 99 

9 X 99. 99. 99 



-

5
9
2
 -

2014.03 

~a .. ー'・-

項番 項 目 説 明 関連（備考）

〔総画面〕 扶蓑情報記録が何画面にわたって収録されているかを表示

〔現画面〕 現在照写されている画面が何画面目であるかを表示する。

1 定常項目 受給権者原簿記録の定常項目を参照

2 扶養情報等 （該当年月）

扶養情報が遥用される定期支払年月

（申告書）

3.....．扶養親族等申告書の提出あり

4.....．扶狡親族等申告書の提出なし

（配偶者）

0.....．再交付抑止なし

l.．． ．．．2~8以外の配偶者控除を行う

2...... 3,..__,8以外の老人控除対象配偶者控除を行う

3...... 4,-...,3以外の普通障害配偶者控除を行う

4...... 5,....__,3以外の普通障害者の老人控除配偶者控除を行う

5.．．．．． 6~8以外のその他特別障害配偶者控除を行う

6...... 7......,8以外のその他特別障害者の老人控除対象配偶者控除

を行う

7...... 8以外の同居特別配偶者控除を行う

8.....．同居特別障害の老人控除対象配偶者控除を行う



項番 項 目 説 明 関連 （備 考）

2 扶挫梢報等 （障害なし）

（つづき） 扶．．．．．障害なし扶挫親族数（特定 ・老人扶旅親族を除く）

特． ．．．． 障害なし特定扶旋親族数

老 ．． ．．．障害なし老人扶養親族数

（普通障害者）

扶 ．．． ．．．普通障害者の扶槌親族数（特定 ・老人 ・年少扶挫親族をを

除く）

特．．．．．普通障害者の特定扶養親族数

老．．． ．． 普通障害者の老人扶養親族数

I593I 

（同居特障）

扶 ．．． ．． 同居特別障害者の扶養親族数（特定 ・老人 ・年少扶槌親族

を除く）

特 ．．．．． 同居特別障害者の特定扶挫親族数

老 ．．．．．同居特別障害者の老人扶旋親族数

（特別障害）

扶 ．．．． ．その他特別障害者の扶養親族数（特定 ・老人扶養親族を除

く）

特 ．． ．．．その他特別障害者の特定扶旋親族数

老 ．．． ．． その他特別障害者の老人扶養親族数



項番 項 目 説 明 関連（備考）

2 扶挫情報等 （年少扶挫） 年少扶務者は 16歳未満の扶狡親

（つづき） 普．．．．．普通障害者の年少扶雅親族数 族であり、平成 23年以降は障害等が

同．．．．．同居特別障害者の年少扶養親族数 ない場合は扶務控除対象者から除外

特 ．．．． ．その他特別障害者の年少扶挫親族数 される。

（本人障害）

0.....．障害なし

1.....．普通障害者控除を行う

1.....．特別障害者控除を行う

（本人老年）

I594, 

「表示なし」

（変更年月日）

扶務情報が変更となった年月日

（限度額判定）

(1) 限度額判定年月、限度額判定結果を表示する

(2) 限度額判定結果は、非課税者、課税者、未判定者を表示する

(16歳未満の扶旋親族）

16歳未満の扶養親族数を再掲する。



第 1節

コード名称及び説明

(5 0音順）

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ティスプレイ画面の様式及びその説明〕
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ぁ 厄―
項目名 コード及び説明

アルファベット符号 厚生年金保険 線合管掌事業所の整理記号

A 51 Q 67 ¥b 83 

B 52 R 68 Y2 84 

C 53 s 69 R 85 

D 54 T 70 ＼も 86 

E 55 ¥V 73 A3 87 

F 56 X 74 K3 88 

G 57 y 75 s3 89 

H 58 A2 77 T3 90 

K 61 K2 78 N3 91 

L 62 S2 79 H3 92 

M 63 T2 80 ¥｛3 93 

N 64 N2 81 y3 94 
p 66 H2 82 R3 95 

＼も 96 

案内表示 表示

゜
内容

支払案内書に基づき、郵便局（ゆうち ょ銀行）で現金

支払いとなるもの

支払案内書に基づき、貯金通帳に預入となるもの（オ

ンライン化されていない郵便局（ゆうちょ銀行））

支払案内書に基づき、貯金通帳に預入となるもの（オ

ンライン化されている郵便局（ゆうちょ銀行））

日本年金機構からゆうちょ銀行へ磁気テープにより

支払案内するデータに基づき、郵便局（ゆうちょ銀行）

で現金支払となるもの

日本年金機構からゆうちょ銀行へ磁気テープにより

支払案内するデータに基づき、貯金通帳に預入となる

もの（オンライン化されていない郵便局（ゆうちょ銀

行））

日本年金機構からゆうちょ銀行へ磁気テープにより

5 I支払案内するデータに基づき、貯金通帳に預入となる

もの（オンライン化されている郵便局（ゆうちょ銀行））

ー

2
 

3
 

4
 

2014.01 -1683 -



第 2節諸変更原因コード

1.新法・国年短態・

旧法厚年／船保・旧法国年

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ティスプレイ画面の様式及びその説明〕

-1789 -



.. 

新法 国年短期 旧法厚年・船保 旧法国年
原因

CODE 事由 CODE 事由 CODE 事由 CODE 事由

01 新規決定（機械）

10 年金証書再発行 10 年金証曹再発行 10 年金証書再発行 10 年金証書再発行

02 新規決定（手作業）

03 源泉徴収票再発行 源泉徴収票再発行 源泉徴収票再発行

04 改定通知書再発行 改定通知書再発行 改定通知書再発行 改定通知書再発行

再賂入 再整入 再整入 再賂入

01 被保険者記録の訂正・追加削

除

02 受給権者生年月日訂正

,1791, 

03 受給権発生年月日の訂正

04 追族年金の加対者の脱淵

05 追族年金の受給権者数の訂

正

07 失権処理の誤り

09 辿族年金の長期・短期選択の

変更

10 その他

11 老基受発後の 3号特例納付

による納付記録の訂正、追

加、削除

12 中国残留邦人の特例措置に

よる額改定（免除申請）

13 中固残留邦人の特例措置に

よる額改定（追納申請）



第 2節諸変更原因コード

2.三共済

年金相談関係業務取扱要領

〔第2部 ディスプレイ画面の様式及びその説明〕

-1821 -



原因 CODE 事由 原因 CODE 事由

01 年金証書再交付 20 支払通知書再発行（当初分）、支払保留

03 源泉徴収票再発行 01 振込不能・住所不明

04 改定通知書再発行 02 死亡の疑い（死亡の連絡あり）

06 準確源泉徴収票発行 03 失権事故

10 支払案内書再発行（当初分） 04 その他

年金決定原疱取消 05 併給事故（生存調査による不明）

11 支払案内書再発行（再発行分） 06 失業給付受給

12 支払案内書再発行（再再発行分）、金融機関一括変更 07 支払限度額超過

11 金融機関（日銀銀行番号）一括変更 09 長期差止

21 金融機関（本支店名カナ） 一括変更 21 支払通知書再発行（再発行分）、支払保留解除

ー1823-

13 郵政支払先一括変更 22 支払通知書再発行（再再発行分）

11 郵政局コード収録 23 加給年金額等一時差止 ・解除

21 金融機関（郵政支払先郵便番号）一括変更 01 現況での未確認による加給年金額等一時差止

14 住所地一括変更 02 配偶者加給金停止未届による加給年金額等一時差止

31 住所一括変更（受給権者市区町村コード） 51 23-01による加給金差止の解除

32 住所一括変更（失権届出者市区町村コード） 52 配偶者加給金停止未届による加給年金額等一時差止解除

41 住所適正化BMP

15 01 退職共済年金の65歳到達による決定（賂理番号入力）

16 差止解除（整理番号入力）

18 課税該当（撒理番号入力）

19 改定取消

00 改定取消

01 同ーサイクル改定取消
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