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根拠条文について

本書において使用した根拠条文の絡称の主なものは次のどおりである。

国年法・・・・国民年金法

厚年法・・・・厚生年金保険法

盟主手法附・・・国民年金法F付貝IJ

厚年法附・・・厚生年金保険法附則

国年令・・・・富民年金法施行令

厚年令・・・・厚生年金保険法施行令

国年則・・・・国民年金法施行規則

厚年則・・・・厚生年金保険法施行規郎

1 6改附・・・国民年金法等の一部を改正する法律(平成 16年法律第 104号)附員IJ

記載例 r~年法 90条 1 項 5 号j の場合、国民年金法第 90 条第 1 項第 5 号であるこ

とを示している。
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