障害年金関係通知と疑義照会選集
（平成24年9月版）
（日本年金機構 業務処理マニュアル 年金給付編（平成24年9月版）にて、各項目とびらの
参照一覧にリストされているものを中心に）
2013年10月 榊原社労士事務所編

Ⅰ-４ 障害基礎年金請求書
通知
平成6年3月31日
平成7年3月29日
平成14年3月15日
平成19年2月21日
平成19年7月5日
平成19年7月6日
平成19年7月6日
平成21年1月21日
平成21年5月20日
平成23年3月23日

庁文発
第1411号
庁文発
第1934号
庁保発
第12号
庁保険発
第0221001号
事務連絡
庁保発
第0706001号
年発
第0706003号
事務連絡
庁文発
第0520001号
年発0323
第1号～第3号

国民年金事業の推進について(通知)
国民年金第三号被保険者に係る特例届出の勧奨事務の実施につい
て
国民年金･厚生年金保険障害認定基準の改正について
＋ H22年11月1日改正基準 ＋ H23年9月1日改正基準（新旧表）
配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金、厚生年金保険及び
船員保険における秘密の保持の配慮について
年金時効特例法に関する質疑応答集の送付について
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等
に関する法律等の施行について（通知）
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等
に関する法律等の施行について（通知）
年金証書等へ印刷している時効に係る文章の変更について
障害年金の請求に関する事務の取扱等について
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

疑義照会
障害福祉年金の請求について
障害状態認定調書の【連絡事項】欄への追記について （一覧表型）
障害認定調書の取扱いについて （一覧表型）
様式『障害状態認定調書』の中に定時及び解除等を記載する欄の追
加について （一覧表型）
「病歴状況等申立書」の追加について （一覧表型）
障害基礎年金の納付要件について（３）
障害基礎年金の納付要件について（２）
「障害状況認定調書」について （一覧表型）
遡及請求により、５年以上遡及する場合の診断書について （一覧表
型）

平成18年10年24日
平成18年11月
平成18年11月

【分類３】
通番24
通番23

平成18年11月

通番22

平成18年11月
平成18年8年24日
平成18年8年24日
平成19年4月

通番21
【分類３】
【分類３】
通番26

平成19年4月

通番25

平成19年4月27日
平成19年7月27日
平成19年10月30日
平成19年11月13日
平成19年12月6日

070416-039
【分類３】
【分類３】
071112-201
070515-080

平成19年12月10日

【分類３】

平成20年12月11日

080529-259

平成21年7月17日

090602-198

平成22年3月2日

2010-108

平成22年3月10日

2010-183

障害基礎年金の納付要件について
２０歳到達前に初診がある場合の障害基礎年金の支給停止期間に
ついて

平成22年3月25日

2010-197

拘留者障害基礎年金の職権支給停止・支払保留について

「慢性疲労症候群」の障害認定基準について
障害基礎年金の納付要件について
障害福祉年金の請求について
障害基礎年金の納付要件について
障害基礎年金における「直近１年」の納付要件について
障害基礎年金の受給権発生当時に胎児であった子が出生し、その
後認知し、出生において生計維持関係が認められない場合であって
も、子は加算額の対象となるか。
障害年金の額改定請求ができる時期について
ポリオ後症候群が疑われる場合のポリオによる２０歳前障害基礎年
金の裁定の可否について

平成22年4月1日
平成22年6月8日

2010-168
2010-166

平成22年6月17日

2010-441

平成22年6月18日

2010-351

平成22年6月30日

2010-528

平成22年7月30日

2010-122

平成22年8月19日

2010-810

平成22年8月19日

2010-717

平成22年9月9日

2010-792

平成22年9月16日
平成22年9月24日
平成22年9月30日

2010-884
2010-476
2010-595

平成22年10月13日

2010-848

平成22年10月14日

2010-936

平成22年10月22日

2010-994

平成22年10月22日

2010-763

平成22年10月22日
平成22年10月28日

2010-762
2010-905

平成22年11月9日

2010-1046

平成22年11月26日

2010-1094

平成22年11月12日

2010-1097

平成22年12月2日

2010-1151

平成22年12月16日

2010-1153

平成23年1月14日

2010-967

平成23年1月14日
平成23年1月14日

2010-222
2010-1251

平成23年1月28日

2011-25

平成23年1月28日

2010-1253

平成23年1月28日

2010-956

平成23年2月21日
平成23年2月21日
平成23年2月21日

2011-58
2011-26
2010-908

平成23年2月23日

2011-109

平成23年2月25日
平成23年3月22日

2011-110
2011-143

平成23年3月22日

2011-145

平成23年3月24日
平成23年4月1日

2011-153
2011-156

平成23年4月21日

2011-198

障害基礎年金の納付要件について
旧法国年障害年金の６５歳以降の事後重症請求について
税制改正に伴う国民年金法に係る所得額の計算方法の変更の有無
について
障害基礎年金の子の加算改定について
20歳前傷病による障害基礎年金と労働者災害補償保険法による給
付との調整について
２０歳前障害基礎年金の取扱いについて（庁文発第０５２０００１号関
連）
老齢基礎繰上げ請求者の障害基礎年金請求について
平成２２年６月４日給付指２０１０－１０５（指示・依頼）に係る取扱い
について
＋平成２２年６月４日給付指２０１０－１０５（指示・依頼）
２０歳前初診にかかる障害基礎年金の２０歳時に遡及して請求書受
付の可否について
死亡一時金受給後の障害基礎年金の請求について
障害基礎年金の請求及び納付要件について
マニュアル記載の障害基礎年金請求時添付書類について
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の解釈について（上肢の障
害・指の欠損）
ＤＶ被害者から障害基礎年金請求がなされた場合の受付及び裁定
庁について
死亡失権処理について
旧法国年老齢年金繰上げ受給者にかかる旧法国年障害年金の６５
歳以降の事後重症請求ついて
障害福祉年金の請求について
3号期間にかかる障害基礎年金の納付要件について
昭和61年の法律改正前に｢不在確認｣を理由として失権扱いとなった
障害福祉年金について
障害基礎年金の納付要件について
障害基礎年金 新規裁定時の診断書コード傷病名コードの登録につ
いて
パソコン等で作成された診断書について
障害基礎年金（いわゆる谷間の年金）の納付要件について（疑義照
会（回答）票№2010-108 への疑義について）
No.2010-222｢外国籍（永住者）の障害年金請求について｣の回答と、
国民年金法昭和56 年改正附則第３条第５項の関係について
外国籍（永住者）の障害年金請求について
外国籍（永住者）の障害基礎年金請求について
精神障害で障害年金を受給している者が、現在は精神障害状態で
はないと申し立てた場合の対応について
障害基礎年金の納付要件について
障害基礎年金の定時決定における所得状況届の長期未提出者につ
いての所得審査の取扱について
視野の測定に使用する指標について
アスペルガー障害及び広汎性発達障害について
障害年金における広汎性発達障害の初診日の取り扱いについて
障害基礎年金（3 級停止中）の受給権者が新たに別の20歳前障害の
事後重症によって1級に該当した場合の取扱について
障害基礎年金にかかる未支給年金請求の可否について
障害基礎年金の納付要件について
知的障害による障害基礎年金（６３５０）２級受給中の方に、耳の障害
（２０歳前事後重症）による２級相当の障害が発生した場合の併合認
定について
障害基礎年金の納付要件について
２０歳前の障害基礎年金について
加算額の対象者である子の、障害状態１，２級の状態にあることの確
認に係る診断書の取り扱いについて

平成23年6月21日
平成23年6月21日
平成23年6月23日

2011-213
2011-279
2011-264

平成23年7月27日

2011-288

平成23年8月10日

2011-301

平成23年8月12日
平成23年8月23日
平成23年8月26日
平成23年9月28日

2011-267
2011-318
2011-309
2011-343

平成23年11月30日

2010-535

平成23年12月27日

2011-367

平成24年2月17日

2012-8

障害基礎年金の加算額対象者について
人工透析療法をしている者の障害認定について
国民年金障害基礎年金の納付要件について
障害不該当により支給停止中の障害基礎年金受給権者が、新たな
傷病による障害基礎年金２級に該当した場合の処理について
老齢基礎年金繰上げ受給者からの障害基礎年金失権の取消申立に
ついて
障害基礎年金にかかる処分通知書について
発達障害の初診日の取扱いについて
外国籍（永住者以外）の方からの障害年金請求について
障害基礎年金・所得状況届における長期未提出者の取扱いについ
改定請求書にかかる取り扱いについて
2011.11.30差替え
言語機能の障害認定基準の取扱いについて
海外からの転入により所得申告が不要な方に係る障害基礎年金の
所得審査について

Ⅰ-５ 障害給付年金請求書（障害厚生）
通知

平成17年6月24日

庁文発
第1411号
庁文発
第1934号
事務連絡

平成17年8月9日

事務連絡

平成6年3月31日
平成7年3月29日

平成19年2月21日
平成19年7月5日
平成19年7月6日
平成19年7月6日
平成21年5月20日
平成23年3月23日

国民年金事業の推進について(通知)
国民年金第三号被保険者に係る特例届出の勧奨事務の実施につい
て
サービススタンダードに係る実施状況の報告方法等について
社会保険業務センターにおける障害厚生年金の裁定に係る遅延通
知等の取扱いについて
配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金、厚生年金保険及び
船員保険における秘密の保持の配慮について
年金時効特例法に関する質疑応答集の送付について
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等
に関する法律等の施行について（通知）
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等
に関する法律等の施行について（通知）

庁保険発
第0221001号
事務連絡
年発
第0706003号
庁保発
第0706001号
庁文発
障害年金の請求に関する事務の取扱等について
第0520001号
年発0323
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて
第1号～第3号

疑義照会
平成23年7月15日
平成23年7月1日
平成23年7月1日

2011-293
2011-285
2011-276

平成23年4月20日

2011-205

平成23年2月21日
平成23年2月21日
平成23年2月8日
平成23年2月4日
平成23年1月18日
平成22年8月9日
平成20年1月29日
2007年11月
平成18年12月15日

2010-1248
2010-1247
2011-70
2011-69
2010-1249
2010-752
070807-079
通番27
【分類４】

厚生年金保険法第75条と障害初診日について
障害手当金と障害厚生年金の事後重症請求について
障害基礎年金及び障害厚生年金の初診日の取扱いについて
障害厚生年金「加給年金額対象者不該当届」の生計維持関係認定
日の解釈について
てんかんにかかる新認定基準について
切断と機能障害が併存している場合の障害認定日について
障害厚生年金の年金額改定について
障害手当金と労災の障害補償年金との調整について(差替）
３級１４号の年金と障害手当金について
障害手当金の裁定取り消しについて
保険給付を受ける権利である５年の取扱いについて
書類の回送について （一覧表型）
不支給・却下通知の文面について

Ⅳ-２ 障害給付年金請求書（障害厚生）の進達
通知
平成18年2月17日
平成18年2月17日
平成18年12月21日

庁保発
第0217001号
庁保険発
第0217001号
事務連絡

ポリオ後症候群に係る障害認定について
ポリオ後症候群に係る障害認定の取扱いについて
ポリオ後症候群に係る障害認定の協議について

疑義照会
平成22年10月14日

2010-1003

両心室補助人工心臓を装着した日と障害認定日について

平成22年9月17日
平成21年12月3日

2010-589
項番15

脳血管障害に係る障害認定日について
各種届書様式（死亡届等）の様式について

Ⅶ-１ 特別障害給付金請求書
通知
平成17年5月13日
平成17年8月8日
平成18年3月29日
平成19年11月27日
疑義照会
平成23年1月14日
平成18年11月22日

庁保険発
第0513001号
庁保険発
第0808001号
庁保険発
第0329001号
保険発
第1127001号
2010-716
分類３

特別障害給付金に係る事務の取扱いについて（通知）
「特別障害給付金に係る事務の取扱いについて」の一部改正につい
て
特別障害給付金事務取扱要領の一部改正について（通知）
特別障害給付金事務取扱要領の一部改正について(通知)
特別障害給付金の支給調整について
特別障害給付金請求者の納付記録の取扱いについて

Ⅶ-２ 特別障害給付金諸変更等の事務処理
通知
平成17年5月13日
平成17年8月8日
平成18年3月27日
平成18年3月29日
平成19年11月27日

庁保険発
第0513001号
庁保険発
第0808001号
庁保発
第0327002号
庁保険発
第0329001号
保険発
第1127001号

特別障害給付金に係る事務の取扱いについて（通知）
「特別障害給付金に係る事務の取扱いについて」の一部改正につい
て
老齢福祉年金市町村事務処理基準及び特別障害給付金市町村事
務処理基準の一部改正について
特別障害給付金事務取扱要領の一部改正について（通知）
「特別障害給付金事務取扱要領の一部改正について(通知)」

疑義照会
平成23年4月8日

2011-142

特別障害給付金返納債権の時効について

(様式第１)

疑義照会(回答)票
照 会 日
平成２２年１月２９日
照会部署名 宮城事務センター年金給付Ｇ
照会担当者
木村 正寿
連 絡 先

業務実施部署の長の確認

加藤 久美子

（案件）
（受付番号）
No.２０１０―１０８

障害基礎年金の納付要件について

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。
（内容）
業務処理マニュアル １－４－６頁～１－４－７頁、障害基礎年金請求書
昭和６１年３月以前に初診があり、当時の障害年金の納付要件は該当しないた
め、平成６年改正法附則６条にて決定する際、２０才前に厚生年金の加入期間
がある者の場合、その厚生年金の加入期間は納付要件に算入できるかどうか。
関連条文（昭和６０年改正法附則第８条第２項、昭和６０年改正法附則第８条
第１項及び２項）を確認する限り算入できないと思われますが、算入できない
との取り扱いでよろしいでしょうか。
（回答）
昭和６１年３月前に初診日があり、当時の障害年金の支給要件を満たさない
者について、平成６年国民年金改正法附則第６条において、初診日の前日にお
いて、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間があるこ
とを規定している。
一方、昭和６０年改正法附則第８条第２項の規定において厚生年金保険の被保
険者期間のうち、昭和３６年４月１日から施行日（昭和６１年４月 1 日）の前
日までの期間について、国民年金の被保険者期間とみなすことを規定している
が、２０歳に達した日の属する月前の期間を当該国民年金の被保険者期間から
除くとされている。
したがって、貴見のとおり取り扱っても差し支えないと考える。

回答部署名
連

絡

回答日
平成２２年３月２日
年金給付部給付指導グループ
回答作成者
岡 健太郎

先

主管担当部署の長の確認
（軽微なものについてはグループ長）

笠井

