






業務処理名

表紙

目次

加除 一 覧 表
【社会保障協定］

目次
頁

力日

，、、d

，、、，

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 共通編 9 ，町、，， 10 

｜｜ 

除
備考

枚数 頁 枚数

~、，， l差替

2 ，、』， 2差替

9 ，、、， 10 l差替

4 4 

（平成28年8月1日改正分加除）

加除担当者

平成 年 月 日

氏名 正n

確認
欄



改正箇所一覧（社会保障協定） （男IJ添）

業務処理名 ページ 項 目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 一 ※平成28年4月の組織改編に伴い、本マーユアル中の

／ ／ ／  

組織改編

「ブロック本部」、本部の所管部署の表記については、原
則、以下のとおり読み替えをしてください。
0「ブロック本部Jは「地域部」へ
0本部の所管部署 「国瞭GJは「事業企画部国隠事業
GJへ

書類の提出・受付・返戻 10 3. (3) 並星誕は、笠藍自の所属長から提出されたチェック ブロック部は、ブロック管内の所属長から提出された 2 

等にかかる取扱い シートを確認のうえとりまとめ、毎月20日までに機構本 チェツクシートを確認のうえとりまとめ、毎月20日までに
部＇1ス空誼撞畠に提出する。 機構本部品宜管理盤に提出する。

3. (4) なお、チェックシートによる確認の結果、取組ができて なお、チェツクシートによる確認の結果、取組ができて
いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任 いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任
意書式）を作成し、並星盤及び本部リスク統括部に提出 意書式）を作成し、ブロック本部及び本部品質管理部に
する。 提出する。

4. (2) 上記（，）以外の事務センターの業務を年金事務所に 上記（1）以外の事務センターの業務を年金事務所に
おいて行う場合、・・・（略） ・・・別添様式により本部事務 おいて行う場合、 ・・・ （略）・・・別添様式により機構本部
センター統括部の許可を必要とするものとする。 の許可を必要とするものとする。

本部事務センター統括部は、この許可を行った場合、 機構本部！玄、この許可を行った場合、その内容を速や
その内容を速やかに封t，綾部待遇じて事務センター長へ かにブロック本部存過して事務センター長へ通知するも
通知するものとする。 のとする。

本部事務センター統括部により許可された業務につい 機権本部により許可された業務については、 ．．．
ては、・・・（略）。 （略）。

E，・



業務処理名

表紙

加除一覧表
【社会保障協定］

目次
頁

力日

，、、，

24 ，、、， 25-1 

25-14 ，、、， 25-15 

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 共通編 25-24 ，、、，25-25 

30 ，旬、d 31-7 

35 ，、、， 35-1 

除
備考

頁 枚数

1 ，、、， 1差替

1 24 ，、、， 25-1 l差替

1125-14 ，、、， 25-15 l差替

1包5-24，、、，25-26 2差替

4 30 ，、、，， 31-7 4差替

1 35 ，、、， 35-1 l差替

9 10 

（平成28年8月31日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 印

確認
欄

一



改正箇所一覧（社会保障協定） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

受付処理簿 24 受付進捗管理シ （差替） （差替） ｜制度改正

ステムの登録処 フロー図中 フロー図中
理 毘主量 第＝者委員会

25”14 7. (1) 0「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認悶査申

／ ／ ／  
③外部送付中 立書J等を地方厚生局に送付する場合に登録する。
・手順

+Point 「国民年金原簿及び厚生年金保院原簿の訂Eに関する
事務処理要領」（要領第169号）参照。

。見出し （削除） ④第ニ委送付中

・手順 （削除） 第三者委員会に届書等を送付する場合に登録する。

・Point （削除） 第三者委員会の関連の処理の流れは，5. （，）第三者
委員会関係の届書等を参照。

．見出し ＠処理済 ⑤処理済

25-15 包処理不要 ＠処理不要

盟国送済 ｜盟国送済

25-24 14.個別の届書 （，）訂正請求関係の届書 （，）第二者委員会関係の届書等
等の取扱い
・見出し 訂正請求における「年金記録訂正鵠求書兼年金記録に 第三者委員会に送付する「年金記録に係る確認申立
・手順 係る確認調査申立書」及び「取下書」の取扱いは、 「国民 書J（以下「申立書」という。）の取扱いは以下のとおり。

年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する事務
処理要領J（要領第169号）を参照する。

・見出し （削除） ①第二者委員会への送付

・手順 事務センターが申立書を第三者委員会に送付する場合
は、処理状態等「第三委送付」を登録する。
原本を第三者委員会に送付し、写しを保管する。

。見出し （削除） ｜②審議結果を受領した時の登録

・手順 申立書の写しのバーコードにより、処理状態等「受付Jを
登録する。
また、審譜結果により、以下の処理を行う。

1,3 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（受付処理簿） ・見出し （削除） 0記録訂正なしの場合 制度改正 (1) 

・手順 処理状態等「処理済」を登録する。

・見出し （削除） 0記録訂Eあり、本人勧奨不要の場合
． 

・手順 ア記録訂正の処理票（被保険者記録補正依頼・回答票
兼楠正処理票）Iこバーコードを貼付し、新規受付畳録を
行う。また、照会／情報更新画面の関連届書情報に申立
書のバーコードを登録する。
イ．記録訂正の処理終了後、処理票及び申立書の処理
状態等「処理済Jを登録する。

・見出し （削除） 0記録訂正あり、本人勧奨必要の場合

・手順 ア．記録訂正の処理票（被保険者記録補正依頼・回答票
兼補正処理票）！こバーコードを貼付し、新規受付登録を
行う。また、照会／情報更新画面の関連届書情報に申立
書のバーコードを畳録する。
イ．記録訂正の処理終了後、処理票の処理状態等『処
理済」を登録する。
ウ．本人に勧奨を行う場合は、申立書の処理状態等「本
人照会日Jを登録する。

。Point メモ欄に本人への送付物を登録する。
勧奨後、再三督促しても回答がない場合は、処理状態
等『記録照会済J及び「処理済Jを登録し、メモ欄に事蹟
を登録する。

・見出し （削除） 0本人勧奨の確認

．手順 本人勧奨を行った申立書については、検索画面で設当
者を検索し、定期的に進捗状況を確認する。

31-1～7 届書コード一覧 （差替） （差替）

受付控え 35 , .受付控えの交 窓タン口ダでー受ド付実控施え要を領即J時交付する場合等は、『サービスス 窓口で受付控えを即時交付する場合等は、「サービスス

付 夕 、『固E差金厘撞且I.E.厘主主金盤 タンダード実施要領J、「隼金記録に盛盈自立工に誼主~
．手順 陸直筆宣証正に国主~蔓濫盟理霊鍾 l文は下記の『3. あっ:lt&Iこ国主~霊位筆蔓蓋圭鐘マーュZlレ ｜文は下記

対象書類以外Jに基づき手作業で作成する。 の「3.対象書類以外JIこ基づき手作業で作成する。

+Point 「差金記鐘E正誼墨壷護主企記鐘に盛~盛翠掴査自立 年金肥録に係る確認申立書の受付控えついては、L主
壷止の受付控えl三ついては、「国民年金原簿及び厚生年 金記鐘lこ盛益虫主主に誼~盈畠2:ltl』lこ閏主~霊位筆
盆盤睦厘箪Q2ll正！こ閏玄~蔓蓋盟理霊鍾 l〔霊舘筆16 蔓蓋圭錨マーュZl~ I圭童図。
9呈｝壷盟a
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業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（受付控え） 35 2.対象書類 【窓口受付】 【窓口受付】 制度改正 (1) 

．手順 ②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書
立書

【送付受付】 【送付受付】
②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書
立書

:S,'J 



加除一覧表
【社会保障協定］

業務処理名 目次
力日

頁

表紙 ，、、，

目次 ，句、，

略称・用語の説明／各協定において適用調整の
対象となる制度及び年金加入期開通算措置の ，、、， 2 (1) 

有無

第1章社会保障協定の概要 概 3 ，、、， 4 

第2章 適用関係 適 29 ，句、， 30 

適 78-7 ，、、d 80 
第2章資料

適 347 ，、、， 362 

奇右 36-5 ，、、， 36-6 
第3章 給付関係

給 70-11 ，、、d 73 

第3章 様式 給 741 ~、， 770 

平成

氏名

除
備考

確認

頁 枚数 欄

，、、， 1差替

一2 ，、、， 2差替

一
2 ，句、， 2 (1) 2差替

3 ，、、， 4 l差替

29 ，、、， 30 l差替

2 79 ，、、， 80 l差替

一8 ，、、， 追加

1 36-5 ，、、， 36-6 l差替

3 70-11 ，、、， 73 2差替
ト－ーー一一

15 741 ，、、， 745 3差替

14 

（平成28年10月7日改正分加除）

加 除 担 当 者

年 月 日

印



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

改正箇所一覧（社会保障協定） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 第2章適用関係 インド協定に係る様式 ・・・・・・・・・ 適－347

／／／／  

｜事企指
2016-38※ 

第3章給付関係 インド協定に関する様式 ・・・・・・・・・給－741

各協定において適用調 2 インド協定 2 

整の対象となる制度及 平成28年10月
び年金加入期間通算措 年金制度

置の有無 年金制度
あり※7

2(1) 本7 インド協定において、日本の年金加入期間に通算

ノ－－－－－－－－
することができる制度は、被用者年金（EPS）のみであ
り、被用者積立基金（EPF）の期間は含まれない。

社会保障協定の概要 概－4 ＜適用調整の規 国際線航空機の乗務員 国際線航空機の乗務員 3 

定及び取扱い＞ （合衆国・ベルギー・スペイン・アイルランド・ハンガリ一二 （合衆国・ベルギー・スペイン・アイルランド・ハンガリー協

規定 玉与E協定のみ） 定のみ）

特例加入被保険者資格 適－29 4.入力処理 ①公的年金制度が対象となる相手国 ①ドイ公ツ的、年金制度が対象となる相手国 4 

取得申出書 ・手順 ドイツ、イギリス、韓国、カナダ、オーストラリア、スペイ イギリス、韓国、カナダ、オーストラリア、スペイ

ン、アイルランド、ブラジル......1.与E ン、アイルランド、ブラジル

資料1 適ー78-7 ＜インド協定＞ （新規追加）

／ ／／／  
各協定の規定の考え方及
ぴ適用liE明書交付前の国
際事業Gへの進逮要否

資料2 適ー79 インド協定

／ ／／／  
国民年金任意加入被保
険者に関する取り扱い

資料3 適－80 インド協定

／ ／／／  
随伴配偶者及び子の取り 第11条
扱い

インド協定｜』係る様式 適－347～362 様式 （新規追加）

／ ／／／  

2 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ベ。ーシ、． 項目 改正後 現行 改正理由 別添

相手国法令による不服 給－36-5 1. (2) （相手国実施機関等の連絡先等） （相手国実施機関等の連絡先等） 高企指 5 

申立て ②不服申立ての － （略） ・・・ ・（略） ・・・ 2016-38※ 

受付 ＜ドイツ＞＜アメリカ＞＜ベルギー＞＜フランス＞＜カ ＜ドイツ＞＜アメリカ＞＜ベルギー＞＜フランス＞＜カ

4砂手順 ナダ＞＜オーストラリア＞＜オランダ＞＜チエコ＞＜ス ナダ＞＜オーストラリア＞＜オランダ＞＜チエコ＞＜ス

ペイン＞＜アイルランド＞＜ブラジル＞＜スイス＞＜ハ ペイン＞＜アイルランド＞＜ブラジル＞＜スイス＞＜ハ

ンガリー＞ζ:i~I::注｛2016~10.EI盟査｝ ンガリー＞ {2015~2.EI週五｝

資料1 給ー70ー12～13 インド （新規追加）

ノ ／／／
協定固ごとに異なる事項

資料2 給－71 額を計算する場 理論的加入期間に基づく按分率により給付の額の計算 理論的加入期間に基づく按分率により給付の額の計算
協定国ごとの綾分$の適 合の按分率の適 をするものとされた社会保障協定 をするものとされた社会保障協定
用 用

合衆国、カナダ、ブラジルd.与E 合衆国、カナダ、ブラジル

{3箇匿｝ (3箇所）

資料3 給ー72 インド協定

／ ／／／  
協定相手国ごとの受給資
格要件及び支給額の計算 O、O、×、×、0
に相手国期間を算入する
給付

インド協定に関する稼 給－741～765 様式 （新規追加）

ノ ／／／
式

2 2 
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