疑義照会・平成26年《本省年金局～日本年金機構》
（受付II匝）
照会日

受付番号

平成26年1月23日 2014-1
平成26年2月4目 2014-2
平成26年2月5日 2014-3
平成26年2月17日 2014-4
平成26年2月18日 給付企 ー13
平成26年2月18日 給付企 －14
平成26年2月25日 2014-5
平成26年3月3目 2014－園001
平成26年3月5日 2014-7
平成26年3月11日 2014－厚適1
平成26年3月11日 2014－厚適2
平成26年3月19日 給付企 ー15
平成26年3月19日 201 ←9
平成26年3月25日 2014-10
平成26年3月31日 記管2014-1
平成26年4月9目 2014-12
平成26年4月9日 2014-13
平成26年4月11日 2014-14
平成26年4月23日 2014一国001
平成26年5月2日 2014-15
平成26年5月7日 201 ←16
平成26年5月14日 2014-17
平成26年5月15日 2014厚適5
平成26年5月20日 給付企 －17
平成26年5月22日 給付企 ー18

平成26年5月22日 給付企 －19
平成26年6月3日 2014-19

2016H28年5月18日年金局開示／榊原社労土事務所編
内容
回答日
給与額につき係争中である場合の保険料徴収の取
平成26年1月31日
｜扱いについて
任意未加入期聞の始期と終期が問 一月となる場合
平成26年3月19目
の合算対象期聞の取扱いについて
合算表示付与者の被保険者記録の補.iE Iこ伴う年金
平成26年3月4日
給付の取扱いについて
老齢基礎年金受給者の申請免除（全額免除）遡及承
平成26年8月11日
認による年金額への 反映時 期について
移行退職共済年金の受給権者が｜日法該当者である
平成26年g月17目
｜場合の遺族厚生年金の先充ての取扱い
障害共済年金（農林共済）の遡及決定時における年
平成26年4月22日
金額改定の取扱い
ニ親等の傍系血族聞の内縁関係について（個別案
平成26年3月7日
｜件）
「寡夫』であって所得が1 2 5万円以下の者に係
平成26年3月6目
る国民年金保険料免除の取り扱いについて
第二号改定者にとって70歳以よとなる期間の
平成26年6月3日
「離婚時みなし被保険者期間1について
報酬の範囲（財形給付金制度）について
平成26年4月2日
平成26年4月2日
｜永年勤続表彰金について
国民年金・厚生年金保険障害語定基準の 一 部改正
平成26年3月4日
に係るQ&Aについて
ニ親等の傍系血族聞の内縁関係について（個別案
平成26年3月28日
｜件）
老齢基礎年金受給権者死亡による遺族基礎年金と
平成26年3月31日
｜錆掴車祉による遺族厚生年金について
重複付番の解消を行う際の統合基準の改正につい
平成26年4月11日
て
失諒宣告を受けた者の死亡 一時金の請求期間の取
平成26年4月10日
｜揖い等について
成年後見人及びその代理人（復代理人）による標準
平成26年9月16日
｜報酬の改定請求（合意分割）について
旧令共済期間判明時の処理誤りに伴う年金給付に
平成26年6月16日
ついて
付加保険料の納付申出者が遡及して法定免除に該
平成26年6月2日
当し、 納付申出した場合の取り扱いについて
勧奨退職の退職共済年金受給者（統合共済）で、 か
つ、 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有してい
平成26年10月6日
る場合の 一 部繰上げの老齢基礎年金の請求の可否
について
共済期間収録誤りが判明した場合の年金給付につ
平成26年7月16日
いて
ニ親等の傍系血族聞の内緑関係について （個別案
平成26年5月21日
｜件）
l..aNI'
平成26年7月14日
者届における続柄闇係の確認書類について
東日本文震災により行方不明となった者の死亡ー
平成26年6月12日
時金の請求期聞の取扱い等について
昭和34年1月以後の期聞がすべて掛金（保険料）
平成26年10月30日
徴収権の時効消滅期間である場合の移行退職共済
｜年金の決定
旧農林共済組合から支給を受けた退職 一時金の返
還義務が生じたことに伴いみなし厚生年金被保険
平成26年8月25日
者期聞を有した者が障害厚生年金の受給権者であ
る場合の取扱い
年金給付関係の事務処理韻りに対する対処方法に
平成26年6月6日
ついて
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『65 歳より訟に老齢基礎年金の受給権が発生す
る者の振替加算の加算にかかる事務処理』につい｜平成26年11月14日
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(2016H28年5月 1
8日現在 5件未決）

