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≪≪通知≫
【国民年金適用・保険料】
種類 通知書名 出力（発送）契機 頁

①定時…年２回（４月・７月）
②随時…資格取得など被保険者の異動
③再発行…納付書紛失
③再発行…納付書紛失
④過年度…未納者対策として機構本部より
⑤振替不能分…振替不能分を機構本部より

領収済通知書 毎月月末までに収納された督促保険料について、指
定期間を超えて払い込みをされた場合に延滞金を調
査決定して発行される。

2

国民年金保険料免除理由該
当通知書

被保険者より国民年金保険料免除理由該当届（法定
免除）の提出があり、免除が認められたとき。

3

国民年金保険料免除理由消
滅通知書

被保険者より国民年金保険料免除理由消滅届（法定
免除）の提出の提出があり、免除理油が消滅してい
ると認められたとき。

4

被保険者より国民年金保険料免除・納付猶予申請書
の提出があり、承認されたとき。

5

〃 （手作成） 6

被保険者より国民年金保険料免除・納付猶予申請書
の提出があり、承認されなかったとき。

7

〃 （手作成） 8

被保険者より国民年金保険料免除・納付猶予取消申
請書の提出があり、承認されたとき。

9

〃 （手作成） 10

被保険者より、学生納付特例申請書の提出があり、
承認されたとき。

11

〃 （手作成） 12

被保険者より、学生納付特例申請書の提出があり、
承認されなかったとき。

13

〃 （手作成） 14

国民年金付加保険料納付申
出受理通知書

被保険者より付加保険料納付申出書を受理したと
き。

15

付加保険料を納付する被保険者に該当しなくなった
とき。（事務センター）

16

〃（年金事務所） 17

国民年金付加保険料納付被
保険者非該当通知書

付加保険料を納付する被保険者に該当しなくなった
とき。

18

納付書

学生納付
特例

付加

免除・納
付猶予

領収（納付受託）済通知書 1

国民年金保険料免除・納付
猶予申請承認通知書

国民年金保険料免除・納付
猶予申請却下通知書

国民年金保険料免除・納付
猶予取消承認通知書

国民年金保険料学生納付特
例申請承認通知書

国民年金保険料学生納付特
例申請却下通知書

国民年金付加保険料納付被
保険者非該当通知書
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
国民保険料の口座振替開始
（変更）のお知らせ

被保険者より、口座振替開始（変更）申出書の提出
があり、口座振替を開始するとき。

19

国民保険料口座振替額通知
書

口座振替を利用している方に対し、年１回口座振込
日及び保険料額を通知する。

21

国民年金保険料口座振替停
止のお知らせ

被保険者より、口座振替辞退申出書の提出があり、
口座振替を停止するとき。

23

国民年金保険料口座振替不
能のお知らせ

被保険者より、口座振替開始（変更）申出書の提出
があったものの口座振替不能となったとき。（不能
理由等を出力）

24

国民年金保険料クレジット
カード納付のお知らせ

被保険者より、クレジットカード納付開始（変
更）・納付辞退申出書の提出があり結果を通知する
とき。（納付開始（変更）・納付辞退の内容によっ
て、印字される内容は相違）

25

国民年金保険料クレジット
納付額通知書

クレジット納付を利用している方に対し、年１回納
付予定日及び保険料額を通知する。

27

クレジットカードの有効性
確認結果のお知らせ

被保険者より、クレジットカード納付開始（変更）
申出があったもののクレジットカードが有効でない
とき。

29

追納 国民年金保険料追納申込承
認通知書

被保険者より、国民年金保険料追納申込書の提出が
あり、承認されたとき。

30

国民年金保険料過誤納額還
付・充当通知書・還付請求
書

資格喪失・資格記録訂正・免除該当・重複納付等に
より、過誤納付があったとき。

31

国民年金過誤納保険料充当
通知書

過誤納付保険料を未納期間に充当したとき。 32

国民年金未納保険料納付勧
奨通知書（最終催告状）

国民年金保険料の滞納者の市区町村から提供を受け
た所得情報及び個別訪問等による納付督励の結果を
踏まえ、十分な納付負担能力がありながら、度重な
る納付督励等を行っても納付の履行がないとき。

33

督促状 最終催告状を発送した後も納付の履行がない場合
や、納付計画の提出はあるものの、履行がない場
合、納付期限（指定期限）の指定をして送付する。

34

差押予告通知書 督促状を発送した後に、納付又は納付意思が確認で
きない場合、引き続き納付の履行がない場合に、財
産の差押を実施する旨を伝えるときに送付する。

35

国民年金第３号被保険者資
格該当通知書

被保険者より国民年金第３号被保険者資格取得・種
別変更・種別確認届の提出があり、３号被保険者資
格該当と認められたとき。

36

国民年金任意加入被保険者
資格取得申出受理通知書

被保険者より国民年金任意加入被保険者資格取得申
出書の提出があり、任意加入資格を取得したとき。

37

国民年金被保険者期間満了喪失月の翌月に送付され
る。
＜期間満了日＞
・第１号被保険者及び第３号被保険者の場合は６０
歳到達日

・６５歳以上任意加入被保険者の場合は喪失予定年
月・６５歳未満の任意加入被保険者の場合は６５歳到
達日

還付・充
当

督促・差
押

口座振
替・クレ
ジット

国民年金についてのお知ら
せ

※国民年金被保険者資格喪
失通知書（ハガキ）

38

資格取得
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
9月30日までに納付有者。11月上旬発送 39

10月1日～12月31日までにその年始めて納付 2月上
旬発送

41

再交付用（インサーター） 43

再交付用（一括再発行はがき） 45

【年金受給者】
種類 通知書名 出力（発送）契機 頁

国民年金・厚生年金保険
年金証書・決定通知書

新規決定時 47

共済年金証書・決定通知書 〃 49

国民年金証書・決定通知書 〃（障害） 51

国民年金証書・決定通知書 新規決定時 52

厚生年金保険 年金証書・
決定通知書

〃 53

船員保険年金証書 〃 54

遡って支払う場合等（次回以降も調整有の場合等） 55

遡って支払う場合等（今回のみ調整の場合等） 57

支給額等が変更になった時 59

出力イメージ 61

通知書文言一覧 63

改定通知 国民年金・厚生年金保険
年金額改定通知書

年金額の改定があったとき 71

厚生年金保険 年金額改定
通知書

〃 73

共済年金額改定通知書 〃 75

船員保険年金額改定通知書 〃 77

船員保険年金額改定通知書
（旧法）

〃 79

額変通知

年金証書

初回支払
通知

控除証明
書

国民年金・厚生年金保険
決定通知書・支給額変更通
知書

国民年金・厚生年金保険
初回支払額のお知らせ

社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
改定通知 国民年金・厚生年金保険

年金額改定通知書
年金額の改定があったとき(振込通知書兼) 81

厚生年金保険 年金額改定
通知書

〃 83

共済年金額改定通知書 〃 85

年金振込通知書（年金額改
定なし）

年１通知 6月上旬
銀行／ゆうちょ銀行共通

87

年金振込通知書（年金額改
定あり）

年１通知 6月上旬 (別途改定通知送付）
銀行／ゆうちょ銀行共通

89

年金振込通知書 随時 振込額・振込先金融機関変更時
銀行／ゆうちょ銀行共通

91

定時 6月上旬
銀行／ゆうちょ銀行共通

93

随時 振込額・振込先金融機関変更時
銀行／ゆうちょ銀行共通

95

国民年金・厚生年金送金通
知書

ゆうちょ銀行（郵便局）での窓口払いのとき 97

厚生年金送金通知書 〃 99

国民年金送金通知書 〃 101

年１通知 6月上旬（単一基礎）
銀行／ゆうちょ銀行共通（銀行見本）

103

〃 （ゆうちょ見本） 105

随時 振込額・振込先金融機関変更時
銀行/ゆうちょ銀行共通

107

未支給年金・保険給付決定
通知書

未支給年金の給付が決定したとき 109

未支給年金・保険給付不該
当通知書

未支給年金の給付が無い場合 111

未支給年金・保険給付送金
通知書

支払日の前（受取金融機関がゆうちょの場合） 113

未支給年金・保険給付振込
通知書

〃 （受取金融機関が銀行等の場合） 115

翌月上旬共済年金支払時に支払（受取金融機関が銀
行等の場合）

117

〃 （受取金融機関がゆうちょの場合） 119

現況時の診断書の審査終了後 121

〃 年金コード２６・６３（２０歳前障害者） 123

未支給

振込通知

事前通知

国民年金（基礎年金）の支
払いに関する通知書

国民年金（基礎年金）の支
払いに関する通知書

船員保険年金振込通知書
（旧法）

次回の診断書の提出につい
て （お知らせ）
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
毎年１月３１日までに交付
課税対象年金（老齢・退職）のみ

125

年金給付の決定変更に伴い過年分の支払が行われた
場合その支払月の上旬

127

公的年金等の源泉徴収票
(遡及裁定時の過年分源泉)

過年に遡って年金の新規決定が行われた場合で初回
支払月の上旬

129

失権 年金失権通知書 失権したとき 131

機構本部で再決定処理（65歳諸変更再決定を除
く。）を行った時効特例給付該当の「年金証書・決
定通知書」に同封する。

133

機構本部で65歳諸変更再決定を行った時効特例給付
該当の「決定通知書・支給額変更通知書」に同封す
る。

135

未支給の時効特例給付該当者に対し送付する「未支
給決定通知者」に同封する。

137

国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 時効
特例給付支払決定通知書
（表面）

時効特例給付が決定したとき（特例法1条・2条、付
則2条、受給者用・未支給者用）

139

国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 時効
特例給付支払決定通知書
（裏面）

〃 （決定通知書の裏面。各制度共通） 143

時効特例給付支払内訳書
（新法）

時効特例給付支払決定通知書に添付 145

〃 （旧法） 〃 147

時効特例給付支払内訳書・
遅延特別加算金支払内訳書
（新法）

時効特例給付と遅延加算金を同時に支払う場合に決
定通知書に添付

149

〃 （旧法） 〃 151

「時効特例給付」及び「遅
延特別加算金」のお支払に
ついて（お知らせ）

時効特例給付と遅延加算金を同時に支払う場合の送
付状

153

国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 時効
特例給付不支給決定通知書
（表面）

時効特例給付が無い場合（受給者・未支給者） 155

国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 時効
特例給付不支給決定通知書
（裏面）

〃 （決定通知書の裏面。各制度共通） 157

国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 遅延
特別加算金支払決定通知書

遅延加算金が決定したとき 159

〃 （未支給年金） 〃 （未支給） 161

源泉 公的年金等の源泉徴収票

時効特
例・遅延
加算金

時効特例給付のお支払いに
ついて（お知らせ）
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
国民年金・厚生年金保険・
船員保険・共済年金 遅延
特別加算金不支給決定通知
書

遅延加算金が無い場合 163

〃 （未支給年金） 〃 （未支給） 165

年金額等について 源泉徴収票が送付されない障害年金や遺族年金につ
いて支払（支給）額についての証明の依頼があった
とき。

167

年金額等について（回答） 額変の再交付できない場合に年金額の証明の依頼が
あったととき（年金額歴史画面の額を証明）

168

別紙 必要に応じて年金額等について（回答）の説明文書
として添付

169

【その他】
種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
障害手当
金

厚生年金保険障害手当金決
定通知書

障害手当金が決定したとき 171

国民年金・厚生年金送金通
知書

海外居住の年金受給者への送金時（短期以外新法) 173

厚生年金送金通知書 〃 （旧法厚生年金） 174

国民年金送金通知書 〃・旧法国年・旧法短期） 175

国民年金・厚生年金保険
脱退一時金支給決定通知書

脱退一時金の支給が決定したとき 177

国民年金・厚生年金保険
脱退一時金不支給通知書

脱退一時金の給付がされないとき 179

国民年金・厚生年金保険
脱退一時金送金通知書

脱一を送金したとき 183

払い過ぎとなっている年金
の返納について（お知ら
せ）

納入告知書（領収済通知書）に同封 185

返納金がある場合（厚生年金勘定） 186

〃 （国民年金勘定） 187

〃 （基礎年金勘定） 188

過払額の充当について 死亡者に過払があり、当該遺族年金で返納する場合 189

返納金の分割納付について 分割返納金の納付遅れがあった場合 190

給付証明

領収済通知書

債権

脱一

海外送金
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【【基礎年金番号・期間】
種類 通知書名 出力（発送）契機 頁

年金加入期間確認通知書 請求書により求めた場合 191

被保険者記録照会回答票
（096-1）

電話・インターネットによる見込額試算結果に同封
等

193

基礎年金番号通知書（共済
加入者）

共済からの情報提供により基礎年金番号を払い出し
た場合

195

基礎年金番号についてのお
問い合わせ

基礎年金番号通知書に同封 197

「ねんきんネットご利用に
伴うユーザＩＤ・パスワー
ドのお知らせ」

ＩＤ・パスワードの発行申し込みがあった場合 199

「ねんきんネットお申し込
みの審査結果について」

ＩＤ・パスワード申し込んだが発行できなかった場
合

203

発送用封筒 207

年金見込額のお知らせ（出
力イメージ）

年金見込額を依頼した方へ送付 209

年金加入記録のお知らせ
（出力イメージ）

年金見込額のお知らせに同封 210

年金見込額試算結果につい
て

受給要件を満たしていなかった場合（年金加入記録
のお知らせも同封）

211

年金見込額試算について インターネット申込み分で本人確認できない場合 212

年金見込額のお知らせ 送
付用封筒

213

「ねんきん定期便」本体
（５８歳通知）（平成２３
年度）

平成２３年度誕生月（５８歳または、５０歳以上で
全期間再交付希望者）

215

リーフレット 〃 平成２３年度定期便に同封 223

送付状 〃 平成２３年度定期便に同封 227

ねんきん定期便本体（５０
歳以上・特定年齢以外）
（平成２３年度）

平成２３年度誕生月（５０歳以上・特定年齢以外） 229

リーフレット 〃 平成２３年度定期便に同封 233

送付状 〃 平成２３年度定期便に同封 237

ねんきん定期便本体（３５
歳・４５歳）（平成２３年
度）

平成２３年度誕生月（３５歳・４５歳）（平成２３
年度）

239

リーフレット 〃 平成２３年度定期便に同封 249

ねんきん
ネットＩ
Ｄ・パス
ワード

見込み額

定期便
（２３年
度）

基礎年金
番号
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種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
送付状 〃 平成２３年度定期便に同封 253

ねんきん定期便本体（５０
歳未満・特定年齢以外）
（平成２３年度）

平成２３年度誕生月（５０歳未満・特定年齢以外） 255

リーフレット 〃 平成２３年度定期便に同封 261

送付状 〃 平成２３年度定期便に同封 265

ねんきん定期便本体（在
老） （平成２３年度）

平成２３年度誕生月（年金受給者で現役被保険者） 267

リーフレット 〃 平成２３年度定期便に同封 271

送付状 〃 平成２３年度定期便に同封 273

ねんきん定期便本体（在
老・全期間再交付） （平
成２３年度）

年金受給者で現役被保険者の再交付（全期間表示） 275

リーフレット 〃 再交付（全期間）に同封 283

送付状 〃 再交付（全期間）に同封 287

回答票 平成２３年度定期便共通（送付時同封） 289

返信用封筒（平成２３年
度）

平成２３年度定期便共通（送付時同封） 291

平成２３年度定期便送付時（３５歳・４５歳・５８
歳または再交付で全期間希望者）

293

平成２３年度定期便送付時（上記以外の方） 295

「ねんきん定期便」本体
（５８歳通知）（平成２２
年度）

平成２２年度誕生月（５８歳または、５０歳以上で
全期間再交付希望者）

297

リーフレット 〃 平成２２年度定期便に同封 305

送付状 〃 平成２２年度定期便に同封 309

ねんきん定期便本体（５０
歳以上・特定年齢以外）
（平成２２年度）

平成２２年度誕生月（５０歳以上・特定年齢以外） 311

リーフレット 〃 平成２２年度定期便に同封 315

送付状 〃 平成２２年度定期便に同封 319

定期便
（２２年
度）

発送用封筒（平成２３年
度）

- 目次 - 8 -



種種類 通知書名 出力（発送）契機 頁
ねんきん定期便本体（３５
歳・４５歳）（平成２２年
度）

平成２２年度誕生月（３５歳・４５歳）（平成２２
年度）

321

リーフレット 〃 平成２２年度定期便に同封 331

送付状 〃 平成２２年度定期便に同封 335

ねんきん定期便本体（５０
歳未満・特定年齢以外）
（平成２２年度）

平成２２年度誕生月（５０歳未満・特定年齢以外） 337

リーフレット 〃 平成２２年度定期便に同封 343

送付状 〃 平成２２年度定期便に同封 347

ねんきん定期便本体（在
老） （平成２２年度）

平成２２年度誕生月（年金受給者で現役被保険者） 349

リーフレット 〃 平成２２年度定期便に同封 353

送付状 〃 平成２２年度定期便に同封 355

ねんきん定期便本体（在
老・全期間再交付） （平
成２２年度）

年金受給者で現役被保険者の再交付（全期間表示） 357

リーフレット 〃 再交付（全期間）に同封 365

送付状 〃 再交付（全期間）に同封 369

回答票 平成２２年度定期便共通（送付時同封） 371

返信用封筒（平成２２年
度）

平成２２年度定期便共通（送付時同封） 373

平成２２年度定期便送付時（３５歳・４５歳・５８
歳または再交付で全期間希望者）

375

平成２２年度定期便送付時（上記以外の方） 377

発送用封筒（平成２２年
度）

- 目次 - 9 -



 

-
 
1
 
-



 

-
 
2
 
-



- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



-
 
5
1
 
-



-
 
5
2
 
-



-
 
5
3
 
-



-
 
5
4
 
-



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 171 -



- 173 -



- 174 -



- 191 -



- 192 -



�

¶

- 193 -



����L·µS�¸¹-ñb�

�
�� ®�Dºm»-�¼ªFZ[\]��¯./012�
@�C9����D8

�����������sQ��M�Q�sk�J`TU8
� � 6�������������������������������8
� ������������������������Ei�K�Q��������8

@�C9���R<�%�D8
������<�)^_?>K�oM� ¡¢����RM£�¡¢�;���R¤¥¦§$¨©ª���
�R;ou«^_K¬P;<VWM¬_HQ���RQ�R�Pab¬PHM®_`EQ������Q8
�����sL���RQ�R��sPaW`TU8
V�?M9���R<�%�DQ�sL�����sPaW`IjU8

@¯C9�������)�sD8
����<�)^_?>K�sk@8 C°<±²J?>`TU8

 
Ô� ®½^_(Ö¯./012�
9³D́ oib�µ<=>?LM¶·¸�< 5=X¹Q�$º<»¢J?>K�soib¼R<�½^_`TU8
¬Q¼RM�so¾¿Ja>V�À�JK�ÁM�µk�½J?>`TU8

 
H� ®¾+,"�¯./012�
£÷ ®̈�.[(Ö¯/012�
��ÂÃÄ��sQ��MÅÃ�s<=>?LÃÄ�QÆ?M� 4������s<=>?L�ÇÈ¹ÉÊQ
���QËTb�ÌQÍ�`EQ�skRSJ?�½J?>`TU8
@Î�ÃÄÏn�sQ����ÂkÐÃJK�skÑÒUC8
8
£  ®̈��äå(Ö¯./012�
ÉÊQ-.���QÅ�`EQ��ÂÆ:ÓÔ�sQRSk�½J?>`TU8

8
£� ®̈Ð ¢- Häå(Ö¯.:®¿�äå(Ö¯.:®Ð¢- �äå(Ö¯./012�
��Â 6 ÕQ 4 ÓÔ�sM��ÂÖ:ÓÔ�s×Ø 6 ÕQ 3 ÓÔ�s@®_Ù_ÅÃ�skÑÒUCQRSk8
�½J?>`TU8
6ÕQ 4ÓÔ�µ��������86 ÕQ 3ÃÄ�Q�µQ¬Pk^J`TU8
Ö:ÓÔ�µ�����������8Ö:ÃÄ�Q�µQ¬Pk^J`TU8
6ÕQ 3ÓÔ�µ��������86 ÕQ 4ÃÄ�Q�µQ¬Pk^J`TU8

 
£� ®̈À��.ÁG(Ö�¯./012�
ÉÊQ-.���QÅ�`EQÎ�ÃÄÏn�sPÚ��ÃÄÛÜ�sQRSk�½J?>`TU8

 
Ð� ®Â��"���¯-®^_�æ¯./012�
������Q�4������s@Ý°-$<Þ�Tb����`KL�ß<àá^_b����CQ�s<
=>?LMâã ä3� 4�`EQ�sLå�sQ 4ÕQ 6æPJMâã ä3� 6�Hç. 4� 4�`EQ�sL
å�sQ 7ÕQ äæPJ?èéJ`TQEM®Qèé^_K�µká>K�����sk�½J?>`TU8

 
í� ®Ã"�^_�æ]o¯./012�
êÊLMëÊQ�ì��Q9ÃÄ��µDH9Î�ÃÄÏn�µ;D`EQRSMíÊQ������Q�)
�s×ØîÊQ����Q�)�sQRSk�½J?>`TU8

 
ì� ®Ä+,"�-}~(Ö¯./012�
ÉÊQ-.���QÅ�`EQ�ì��Q�)�s@��ÂïÃ�skÑÒUCQRSk�½J?>`TU8

 
t� ®ÅZ[\]�^_(Ö¯./012�
���R;H����	
<ðñòó^_?>b�)�µETUç.ô�XÅ<õªJK���R;Q�)�
µLMðñòó^_?>a>¼RoiW`TU8

 
u� ®Æ]o^_�æ¯./012�
���R;�)�µkÑvK���)�sQRS�µETUNO��Qö[<L/÷57�@422�CX¹Q�s
oøùETU8

 
�� ®ÇÈÉ¯./012�
@�C9úõûü�D8

¬Q�sL�����sPaW`IjU8
aFM ý 37� 6� 5�Xf<�`_K�LMâã ä3� 6� 3�XÅ<úõûü�köþK�sQ��M
âã 4ä � 6 �XfQ�sLMâã ä3 � 6 �Xf<�ì��Q��ÂÃÄ��s`KL��ÂÓÔ�sk8
�Tb¼R<MNO����Qö[��QRé���sPaW`TU8

@�C9���úõ�¸�D8
¬Q�sL�����sPaW`IjU8

- 194 -



- 195 -



- 196 -



-
 
1
9
7
 
-



^£»¤¥®�
�����jHäåPQ\`UVA

��ìu�uíÑí +*���#����H�í�ÔÐ

	ª�
<©��X�®�¦$§����)¨i© ����êñÈ�V

Q������������������1

ª

ª^«Z5A

ª^«Z5A

^«Z5A

n('

C�ì¯lT}\��ï23l��o
^M,-Í�K�A

- 275 -



n()

q$I ®����zo�Áy��®�
!ê�C�Â�¸�Ã°�

u
�y#ÄÅÙ��ÂTØC�§G��_Æ�zñá`UV

ÇÈ®�/�ÕÕ:,�8�ÕÕ®��nopqrs<T�_Æ

êñÈ�V

- 276 -



É > ? N Ê

	 ª�
<©��X�®�¦$§����h¨�© ����êñÈ�V

^. A ^. A

	 JK,�{H234�J~z�T}¯IØ^µdFGØ��A�Ë¼%ÌÍÈÉR`TbÎÖÏ-ÐD°°RªP%}Rz~�/�J<P��ÈÉ
I�R�%}\`U�T�|ÑêñÈ�V

�¤¥ -dÒ�D Y
Ó~��JÔÜ
ÕÖ×�ÎØyz

CL�
ÙÖ×�	¯z

CL�
ÚdÒLM

Q������������������1Ûn(i
- 277 -



íÊLM�Q	��
PQ���Ì�)�µk�½J?>`TU
������k��K�LM�)�µ<Lé)^_`IjU
aFM��)�Ql�<=>?LM-.�QÅ��`EQ�µk�½J?>`TU�

�ÊLM���Ì<�)JK���k�½J?>`TU
§¨$.�	©����0+*+B"����ª«0"�+¬��/®¯0 !#°1

�ÊLM�)JK���Ìk�½J?>`TU

,ÊLM���)�sQ��MïÃ�skÔ>K�sk�½J?>`TU
-.�¸-Ql�kàáJ?>bKvMÃÄ�<V�?L�µ<./^_a>¼RoiW`TU

�Ç�{H·ÕT�R)p��hqp��N�ÜcMl�ÝM8ÞMl�ßÀ
[àáâ��
PÅ�ãäl^¿ÀC�23Ùå�æÜHdÒyI
©ç�èi¥ï23lTQ��A��

¿ÀC�23Ùå�æÜHdÒyI�R»ºéÙw�é��
zñy�q���hT»±ÀêC�Ü�ìáRëz�ìyI�R�®k`UV

è)¥ï23lHíîÈÉI�Rãäl��T�òóPyICF%'ipïª�N�)p��h
qp��N��

ðdÒñòH¥�Ió

ñ ò ô v l

è'¥ï23l

è)¥ï23l

èi¥ï23l

n(h

îÊLM�ì���)�sQ° k�½J?>`TUÃÄ��µ<L0�ÌÕkÅÃJ?>K1>K�
µ2Ñ3`TU
¯4#ÓÔMÖ:ÓÔFVØ�4#ÓÔk56^_K¼RLMÓÔ<VW7:^_K��ÂkÃÄJ?
>b¼R<®QÃÄ��µoS¹^_`TU
ÎÏ;@Î�ÃÄÏnMÚ��ÃÄÛÜCkÐÃJa�K�s<=>?LM���s<Lé)^_`
ToM��:<L./^_`IjU

% ÃÄ�8°<��ÂkÃvK¼REi�?2@9:;<2¶�CM�=	>;HÃÄ<>Tbðñ
oòó^_b`E�hQ�skùTbKvM-.�¸-EL9ïÃ�µD<S¹^_?>b¼RoiW`
TU

�ÊLM»¢JK��@�$ºC�a�k�½JM�ì��<�)Q¼RLM�)��@9������
�D;Ck�½J?>`TU
���`KL�ßº���o�Q������<��^_?>a>¼R<LM®_Ù_9������D

`KL9����DP�½J?>`TU

êÊLM�������)�sM�ÊLM�����)�sQ° k�½J?>`TU

9�)�µDLMå!Q�)�µQRSk�½J?>`TU9�)�sDLMêELÝ°�M�EL��
PJ?�)JK�sQ�)�µkMâã"��¯�`EL¯ÕQ#æJMâã"��#�Hç.¯�¯
�`EL$ÕQ"æJ?�½J`TU@%Ý°�`KL��PJ?�)JK�oa>�LM9�)�µD
P9�)�sDL¶·�µ<aW`TUC
������Q�)�OLMç.�#�#�VW"$(H&'(<(�¹)H_?>`TU

��9������DÊQ*+�°<LM������<�)J?>K�sQ��M������<�)J
?>K�µk±²J?>`TU

- 278 -



ñòCD
hL

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

õö¼½
õö÷A
JK5

�L qL }L �L YL 'pL ''L ')L 'L )L iL

õö¼½L5P234JK5�Lòøù

	 úû$�^üýA�LH¥�I®�¿ÀC�23HdÒyI�Q�LPQ\`U%���C�`z®å�æÜHdÒyI�R
L��Ø���Húû$�^üýAT��ÈÉI�`U�T�þC�dÒ���P}��I�_ÆêñÈ�V

õö¼½
õö÷A
JK5

	 �iwºå�æb����	�
		ú
[àÝ�å�æ���s�234JK5®�q§$b(úT��ÈÉ`UV

	/CD<®�hL°©_CiL`T�'CDPyI�y`UV..?AP�)pCD 'L � P�)'C'L

Q������������������1Ûn(�¿- 279 -



õö¼½L5Põö÷A5H¥�I

?@ñA�:PLMÃv?>K1B��ÂQ:¤MöþCb��Q:kDhTbP�<M®QSéQ�P
TbKvQñAEiWM[Ea�QçFkGHWQV>�hQIEGÕJK�:@J�C<ü?LvK2Q
ETU

?@ñA�:LM`KM)�JK¸<Dh^_ML�M�hQ¸�QñAk�<h�M<DvN^_`
TU%

`KMå!QñA< IapOoi�KP�<2gh^_`TU
PJBLM����	
Q�RS�T@UVVWXYYZZZ[\]\̂ _\[̀ a[bWYc9dj�jh�e<>TbfghDE
i>K1þ

`TU

	.É:,¿H«~�ÈÉRõö¼½L5Ê
P��OCD`T®��L°©�L`T�¼½�P��õö¼½L5PyI��L°©�oÈÉ`UV
P���CD��®�OL°©�L`T�¼½�P��õö¼½L5PyI�L°©�oÈÉ`UV

J�C?@ñA�:<LM¹8PY8oiWM�Q?@ñA�:QGÕELM������Q¹8@jk:CL"�l'MY8
����@jm:CLnlop'Pa�?FW@�Ì<VWqaW`TCMå!QñA@[E;CPJ?¹8krÁbMib>LY8

kYAb:oZcs_?>KPJ?2M?@ñA�:LM®_Ù_Q8Ì:@¹8krÁb¼Rt"�l'MY8kYAb¼
Rtnlop'CPJ?DhJ?>`TU
aFM?@ñA�:¤��ÂuQpv<=>?LM����	
Q�RS�T@UVVWXYYZZZ[\]\̂ _\[̀ a[bWYcE
i>K1þ`TU

?@ñA�:Q��PabñAPLM��M[EM	�ûüa�Q��k�sKM���o��Q��
PJ?�$�VWöþbT�?Q2Qk>>Mº��M�ì�k�ÔTbÅQ2QPaW`TUñA<
LM��<8HKM��¤��M�»h��a�Q�PJ?Z[^_b2Q2ü¸Q¸�<èéJ?Ñ
3`ToM�!�¤���M�� �a�Q¡¸<öþb2QLÑ3`IjU

ç.�$�#�HMwEH2@������¤����QL�Q��ÂP¶uQC��ÂkFZc
>>K1�M��:<SéTb¬P<a�?>`ToM��ÂQSéQ��Pab?@wE:LMå!<
Zcs_KwE:Qp'ïxQyµkHWz?K:ETU
aFM?@wE:Q¹8@jk:CL�A�$'l'Pa�?FWMå!QwEQ:o¹8krÁ?Z
cs_?>KPJ?2M?@wE:L�$'l'PJ?DhJ?>`TU@J�C

��ÂLM	����Q?@ñA�:FVØ?@wE:<M®Qü¸Q��Âuk¢·?Sé^_M�$�
P����E£ÖJ?|tJ`TU@�'ïxQyµQC¤><=>?LMF»v¥<V�?|t�¦oqa
bKvM9dj�jh�eDEL�'ïxQyµ<=>?M$'�XYQ¼RLHz?M$'�krÁb¼R
LHW¹)?�½J?>`TUC
`KM����o|tTb��ÂL�§M<L�$�o[E;H�ÔJM�$�o`Pv?���@�C
<ÃÄJ`TU
aFMç.&�#�VWM¨©ª$�<Fþb������o|tTb��ÂLÓÔ^_?>`TQEM�
�ÂÃÄ:<LÑ`_?>`IjU

n(q¿

J�Cç.{�6�Hç.37�4�`EQsLMwE;H9Ï���ÂDk
|t>K1>?FW`JKoM¬_LM��}~<
2��JM|tQ¡ç�Q�-HPH_K��EMÏ���ÂL��:SéQ��PLaHa>@?@wE<LaHa>C
KvM9?@ñA�:P��ÂÃÄ:Q����D<LlmJ?FW`IjU

?@ñA�:P?@wE:LMiaK�o������`KL����<�)J?>K�s<»¢^_
K��a�Q�$�HQ��<���DhJK2QEiWM����	
o%�J?>bl�ETU

- 280 -



'L
CD

)L iLhL �L qL }L �L YL ��L ��L �QL

LòJKøù

�JK -jk ÕZ
YßÀ
JK�
?Ü

Ù�J

JK�LMÜ�{�

	 JK,�{H234�J~z�T}¯IØ^µdFGØ��A�Ë¼%ÌÍÈÉR`TbÎÖÏ-ÐD°°RªP%}Rz~�/�J<P��ÈÉ
I�R�%}\`U�T�|ÑêñÈ�V

	/CD<®�hL°©_CiL`T�'CDPyI�y`UV..?AP�)pCD 'L � P�)'C'L

Q������������������1
Ûn(��

	 ���'C�s���C�234�JKøù�u
H¥�I®�CD��T�èyI�RØ�%}\��L]
�JKøù%_ÆTQ��%}\`UVÅ���LòJKøùN®/���<%��ÈÉ`UV

- 281 -



n(q�

	 ���[\sHJKÈÉz�T}¯IØ�Â���HbÎiÏ-ÐD°°RªP%}Rz~�/�J<P��ÈÉR�%}\`U�T

�|ÑêñÈ�V.����JK§G®/�ÕÕ:,�8�ÕÕ®��nopqrs<T�_ÆT`UV

- 282 -



	 UTHè�l�é»`�¢�I
�ÈÉI�R{|H¥�I®�
 zH
¢yû�zñêäå®
}\`�ÕV

[./ØÉ<Ù/!\<% [./ØÉ<Ù/!\<%

�ÕÕ:,�
��K

�Ç�H[R
§G�_Æ

^"ç}\A

�Ç�°
©��#

�ÇC�íî
H[R
]½8_Æ

§G��
^_Æ$OA

^"çQyA

�#�äåQy

�

/�ÕÕ:,�<¦$§���

q
Q������������������1

	 UTHè�l�é»`�¢�I�ÈÉI�R{|H¥�I®� zH
¢yû�zñêäå®}\`�ÕV

�ÕÕ�ò�Ü���#���
��#�
+�y`UV


�\yzØ� õöl

C�HdÒyI�R�%àdÒyI�z�

��§G�&'�P(�ÉR�

�/�ÕÕ�ò�<^�)`z®*+)�,-A

�/C�§G�_Æ�
<©�<^*)�,-A

� C�§G�.�/«H�áI�ªÉ`T�0�HC�§G�_ÆyI�zñêz~
H�¦��H}R
<©��
�\yI`�\`yzV

� ªÉ©�
<©���_Æ�zñ�/ØÉ<Ù/!\<%}R1���#��zñ�z
��*'�2ê���C�§G%�3yI�`UV

� `ñ�#�ûÈÉI�Q��®�·¸�ª�/�ÕÕ:,�<H�,yI
\`U/C
�dÒ§G �#4<H[\��#�zñ`U[*
+��zy`UV

-
 
2
8
3
 
-



ªÉ`T�C�dÒ,-H¥�I

ªÉ`T�234JK5H¥�I

7ßC�Ù8�C��ì¯yI�R�

kà�?MXYQÅòESéJK2QETU

� Ä���Â:kÑv?SéJ?>`TU

� ÅÃQ¼R<LÄ(:k�ÔJ?MÐÃQ¼R<L�é:k�éJ?
é�J?>`TU

� ��ÂQ��kÓÔ^_K�s<=>?LM��ÃÄQ��Â:k�
<é�J?>`TU

kà�?MXYQÅòESéJK2QETU

������Q��Â<=>?LM����P�$�o£ÖJ?|
tJ?>`ToM¬¬EL������o|tJK:<=>?SéJ
?>`TU
aFMç.&�#�VWM¨©ª$�s�L��Â@��|tÕC
oÓÔ^_?>`TQEM��ÂÃÄ:<LÑ`_?FW`IjU

� �������)�s<=>?LMÓÔ��Â²�$�o�����
�<ÃÄTb��Â:ckÔ>?SéJ?>`TU@9������Q
?@ñA�:P��ÂÃÄ:Q����ETDEF½JJ?>b��
ÂÃÄ:2¶�<SéJ?>`TUC

Å¯¡����R²ÆÇMÆÈMÉÈÈc×Ø¥¦���R<�)^_?>

K�s<=>?LM

J?>`TU

ÊË��¤ÌÍ��kö[J?>b�LMÎÏMNO��köþ
H_bV�<a�K¸<M��HkÐÑJ?>K1Ba�M
Ò
Ó<�ÔaöC�¦kÐjE>K1B¬PPaW`TUPJBLF
½BQ���¢º`EF�>RsIB1^>U

« ïÃ�µLÃÄ��µ<LÑ`_`IjU@446ÓÔ;M��
ÓÔQ�µLMÓÔ^_KÕWQ��ÂkÃÄJ?>b¼R<S¹
^_`TUC

« ÅÃLÃÄ��µ<S¹J?>`TU

« �¯�����@�������Q�Ö×ØÙ�Ei�?M/
÷PJ?�+�¯'l'ïxQ�C�ÌLMâã"��#�<Ú
u^_K�ÌETU®_XÅ<=�`J?LM������Û�
��R;Q�)�QØÙ�LM���)Q���EiWMÜJ�
<VW�)Tb¬PQE�K�sETU
aFM�¯�����Q�sLM��ÂÃÄQøùLiW`I
joM�������Æ©@������Û���R;Q���
�Co|tJ?FW`TQEM��ÂÃÄ��µPJ?Sé^
_MNO����Q��:<./^_`TU

«

pqû��oF�3��Ý
Þ6B1^>U

« ¬_`EM�¯�����Q��oß_K¼RM��X¹à
áJK�sL9��ÂïÃ�sDPa�?>`JKoMP�'}
ChL°©�/èi¥ï23l��?9û<�yI�zñáÉ�� )C
�hÓ×yz,-H¥�IØ�/234JK�,-<PQ\� »±Àê
C��C�5Q�HÌÍÈÉRªPPQ¯I
\`UV
��QÞ6;<=�`J?LMF½BQ���¢º`EF�>
RsIB1^>U

-
 
2
8
4
 
-



«
LMF»v¥Q��o�Q����

��<��^_?>a>¼RETU

YN^
Ó~��JÔQ�H¥�IA

:N^��C��JKøùH¥�IA

¿ÀC�À�H¥�I

;N^dÒ,-�ZH¥�IA

Ý°�@������CÛ��@����CEi�K
�<=>?LMÏn<VbSéQâãM�)�soå!
Q�)�µVWBa�?>b¼RoiW`TU
������Q�)�sQ��M������<�)J?
>K�sL@�C<±²J?>`TUK1JM������o
ä�å¹@������o�<äs�?��[Ä�¢k�<å
¹CJK¼REM®Q�¢æ�oçèJ?>b¼RL�½̂ _̀ I
jU

<N8=N^dÒ,-H¥�IA

±²� ³ ´ µ $.¶�·¸¹!"

º»"!¼´½¾E°1

´ �¿À! !�ÁÂ(>;#°ÃÄ9®¯

�� !�ÁÂ$Å�	©������ 

!+!ÁÂE°(.8�ÁÂ�ÆÇ�	Å

È?�	ÉÊ.ËÌÉÊ����� !"

9!w`a�$Å��Í �Î¡�Ï�ÐÑ

Ò(>;#°�E.ÓÔ�·¸¹*º�!Ã

+¥ÅAÕUa������ !"ÁÂ¡

_Ö�®¯��#°(Å×¡�ØE$>;#Ù

Ú1

>
�������)�sQ��M������<�)J?
>K�sETU
K1JM������oä�å¹@������o�<äs�
?��[Ä�¢k�<å¹CJK¼REM®Q�¢æ�oçèJ
?>b¼RL�½̂ _̀ IjU

t F»v¥@`KLü¸QF»v¥Co�)^
_?>b������éF�>RsIB1^>U

-dÒ�D ÚdÒLMY
Ó~��JÔÜ
ÕÖ×�ÎØyz

CL�
ÙÖ×�	¯z

CL�
�¤¥

É > ? N Ê

P� h� h� ' P� ��'p� ' '�'

)

i

h

¿C

�C

¿C

�C

èi¥ï23l

¿ÀC�23

+*?@»º

è'¥ï23l

P�'q� h� '

P� 'p� '

P� ��'p� '

P�'q� h� '

P�}� h� '

hq

'p)

üN

C��DHdÒyQêQ¯zCL
����yI�`UV��dÒE
T}R�®üNPQ\`UV

	 ª�
<©��X�®�¦$§����h¨�© ����êñÈ�V

��)�Ìo9��DQ¼RMíÊ9�)�µD
LM PaW`TU
�
PQÃÄ��<=>?LM9¬_`EQ�ì��
��ÂQÃÄ��ETDE
Þ6B1^>U

ÚN^dÒLMH¥�IA

}�

'�

rL-�üý

^À�dÒ,- P� h� h� ' P� ��'p� ' A

^..A ^..A«�ì��QÃÄÛïÃQPêLMdj�jh�e@8ì

$�S�TC9¬_`EQ�ì����ÂQÃÄ��

ETDk
iB1^>U@�ì��Q�)�soib

�<Q3íÄJ?>`TUC

« ������a�Q?@ñA�:LMdj�jh�e

@8ì$�S�TC9������Q?@ñA�:P

��ÂÃÄ:Q����ETÂk
iB1^>U@��

����Q�)�soib�<Q3íÄJ?>`TUC�

« ïÃ�µLÃÄ�;�µS<LÑ`_`I
jU@446ÓÔ;M��ÓÔQ�µLMÓÔ
^_KÕWQ��ÂkÃÄJ?>b¼R<S
¹^_`TUC
« ÅÃLÃÄ��µ<S¹J?>`TU
« ÎÏ;@Î�ÃÄÏnMÚ��ÃÄÛÜC
kÐÃJa�K�s<=>?LM���)
�s<Lé)^_`ToM��:<L./^
_`IjU

�ì��QÃÄ��µFVØ������Û���
�Q�)�µQRSkFGHIJ?>`TU@ïÃ�
sLÑ`_?>`IjC

-
 
2
8
5
 
-



C�ì¯lT}\��ï23l��o
^M,-Í�K�A

ª�/�ÕÕ:,�<®�P� C L ����C�dÒ§GHÀR��ÈÉI�`UV

^	£»¤¥®�
�����jHäåPQ\`UVA

9dj�jh�eDLML�M�ìQ��<M���)l�k
Þ6>K1BPP2<M���

Ì<�Tb
��k�v?>K1B¬Pk�MPJ?M����	
o����"H��kö

þM���)�s¤�)å�<ñ·K��:a�Q��<>TbðñkFíWTb2QETU

FGHIJK��l�<92_D¤9�WDoi�K¼RLM¶�Q9���)l� AB�D<

?FGHIB1^>U@92_D¤9�WDo�>¼R<LMABQøùLiW`IjUC

Å�Q9dj�jh�eDQAB�¤9����l����DEM����l�k���Q�LM

�M����	
oF��J?FW`TQEM¬Q9dj�jh�eD<LM���Q��l�L

./^_?FW`IjU��o�èJ`JKHM����	
H��âãkF�þJ`TQEM0

J·HBF��B1^bV�F�>>KJ`TU

�
,
S

Q������������������1

b	)�T(U �Voyz/�ÕÕ®��<�¢£¤��®�����êñÈ�Vú

- 287 -



�ÇC�íî^ A�W X© �H

)�T(yI�zñ�Y�Z��/q$I ®��[ %(<H}R

/�ÕÕ®��<\I$��]��y`UV

�§Y�^�ÕÕ®�� [ %( © �A%��ÈÉ`U�T

/�zo¹G^)�T(U �
&'��A<\I$��]��y`UV

Q
�/�ÕÕ®��<[ %(��zo¹G®^���°©Ø

¢£¤T`UVÇyê®Ç_¦
H§ yI�R/^���°©

�` a{eTÛ¢£¤<H)�T(yIêñÈ�V

Ë¼TUb]Dc de�&mh�§] f s^q$I ®��

TgTØá4TÎØTRf s)¡�(A��zo®T`�

ÕVEhKqp ^	A[\ÎØyzf s)¡�(Ù^����

f s)¡�(�ÒüyIêñÈ�V

Q
�ªÉ©�f s)¡�(�
&'TQ��®�/�zo

¹G^)�T(U �
&'TQ��A<°©¢£¤T`UV

	EhKqp P®��ÜiTq$I ®���zoURz~HjkUR;mMl
`z®l úsD�%Ml�ªPTUV

	m�H` aun%TÛTR/)�T(U <�ìo,�®

Çøpq��irLTUV
e~H¢£¤�
+��zy`UV

^,��Ø�W X© �Tzo¹G%µ¶TUVzñy�` a

un�TÛH®��-ÐD°°\`UVA

/hrq$f&b <%

��ÈÉ`U�T�

/ù~I�zo¹GÈÉ

R�<\I$��]��y

`UV

�§Y�%��ÈÉ`U�T�

P�äåQË¼^ÀêC�¤¥�f s)¡�(

ÜA�ÒüyY�¦�/¢£¤{|�_Æ<\I$��]��y`UV

�]���®_ÆY�%��ÈÉ�Y��s�Ht�u~IÛêª

PT/` aunTÛ¢£¤^$OA<Y�%��ÈÉ`UV

- 288 -



�

- 289 -



îÊ���?@ñA�:<9ýoiWM������
Q�)�sQ¼RL9��DM����Q�
)�sQ¼RL9��D<�kÄþ?B1^
>U�ì��QÃÄ��Q9ýQ¼R<LÁ�
�Â<�kÄþ?B1^>U

êÊ���9�WDoibP:s_bl�Q;ü�s
kl)J?B1^>UPJBsHa>¼R
<LM9������<D`KL9���Q
=²>?@c<DP>�Kl)E2â
ETU

�Ê���9�WDQ°A<=>?ME�b1þPJ
Bl)J?B1^>U@?@ñA�:Q9ý
Q¼R<LMü¸Må!<öþC�?>K�
[:;M�ì��QÃÄ��Q9ýQ¼R<
LMü¸Q�º¤ü¸Q��ûBQl���
;<=>?
l)�>`TUC

D¡à`7��%jv=ÊUc21ai]/F:
D�ÖRB=:

Ë��"���/^_`21abF:º
u»-t?v�

Ë+,"�/^_`21abF:
%ÌA?�%À�-bUV£��$
����
F:DjA1-ÙÚÜÝ
Ûi�
%��"���%Z[\]�/^_`21ab
-ÍÎ�£��$����¨F:ÍÎ�
-ºu»-t?v�

µº-D�`¢3DÞ1`ABC

-
 
2
9
0
 
-



�ÕÕ:,��mo,- �)^:�[q�A

�
(
I
¢
K
 
#
 
¡

^~û�A

�...�

·
¸

 
J

~ûìo,-
P�Q�CÖL
Ö��`T

ð ¡��¢Räå®}\`�Õ ó

4�ìÎ�£��

��¤Á¥

¨ Æ

��Q�


+�

ª�,-H®/C�dÒ
§G �#4<�i�9�
®�,yQ�TêñÈ�V

�� � ¦ � �� �

-
 
2
9
1
 
-



- 292 -



� �

/�ÕÕ:,�<TUV
}Qz��C�dÒ§G�
9á�zy`UV


9á���·¸H����ìÎ���%
·`
�TQ��H®�
�M�
°á�zy`U%�
/!ã<�/AByz<Ü�,-H§ �zñ��,
�çHÅ�``§(�H¨©êñÈ�V

Î¡Q
<©�
4��J
��

ª�,sH}IJ��_ÆêñÈ�V
9á���·¸H����ìÎ���%
·`�TQ��H®�
�

M�
°á�zy`U%�/!ã<�/AByz<Ü�,-H§ �zñ��,�çHÅ�``§(�H¨©êñÈ�V
���������33
+*���#����Ö���QO

É.�.Ê

- 293 -



É.�.Ê

- 294 -



� �

/�ÕÕ:,�<TUV
}Qz��C�dÒ§G�
9á�zy`UV


9á���·¸H����ìÎ���%
·`
�TQ��H®�
�M�
°á�zy`U%�
/!ã<�/AByz<Ü�,-H§ �zñ��,
�çHÅ�``§(�H¨©êñÈ�V

É.�.Ê

Î¡Q
<©�

ª�,sH}IJ��_ÆêñÈ�V
9á���·¸H����ìÎ���%
·`�TQ��H®�
�

M�
°á�zy`U%�/!ã<�/AByz<Ü�,-H§ �zñ��,�çHÅ�``§(�H¨©êñÈ�V

4��J
��

É.�.Ê

���������33
+*���#����Ö���QO

- 295 -



23


	もくじ
	国民年金適用・保険料
	領収（納付受託）済通知書
	領収済通知書

	年金受給者
	国民年金・厚生年金保険年金証書・決定通知書
	共済年金証書・決定通知書
	国民年金証書・決定通知書（障害）
	国民年金証書・決定通知書
	厚生年金保険年金証書・決定通知書
	船員保険年金証書
	国民年金・厚生年金保険初回支払額のお知らせ

	その他
	厚生年金保険障害手当金決定通知書
	国民年金・厚生年金送金通知書
	厚生年金送金通知書

	基礎年金番号・期間
	年金加入期間確認通知書
	被保険者記録照会回答票（096-1）
	基礎年金番号通知書（共済加入者）
	基礎年金番号についてのお問い合わせ
	ねんきん定期便本体（在老・全期間再交付） （平成２３年度）
	リーフレット
	送付状

	回答票
	返信用封筒（平成２３年度）
	発送用封筒（平成２３年度）




