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個人型年金の概要と移換に係る取扱 

 

１．個人型年金の概要 

ア．加入者（毎月掛金の拠出ができる者） 

ａ.国民年金の第１号被保険者の場合 

確定拠出年金法（以下「法」という）第６２条第１項第１号に基づき日本国内に住所を有する２０歳

以上６０歳未満の自営業者・農業者とその家族、自由業者､学生などが加入者となることができます（第

１号加入者）。 

国民年金の任意加入被保険者は、加入できません。 

また、農業者年金の被保険者および国民年金の保険料を全額免除されている者（注１）または半額（平成

１８年７月１日から「一部の額」）を免除されている者(注２)は加入できません。 

 

(注１)国民年金法第８９条第２号（生活保護）､第９０条第１項（申請免除）又は第９０条の３第１項

（学生免除）の規定により保険料の納付が全額免除された者。 

なお、保険料の納付が全額免除された者のうち、国民年金法第８９条第１号に規定する障害基礎

年金の受給権者等、国民年金法第８９条第３号に規定するハンセン病療養所、国立保養所等の施

設に入所している者は、個人型年金の加入者となることができます。 

(注２)国民年金法第９０条の２第１項（平成１８年７月１日から「第１項から第３項まで」）の規定に

より保険料の半額（平成１８年７月１日から「一部の額」）が免除された者。 

 

ｂ.国民年金の第２号被保険者の場合 

法第６２条第１項第２号に基づき６０歳未満の厚生年金保険被保険者(注３)のうち､以下①②③の者を

除き加入者となることができます（第２号加入者）。 

ただし、勤務する事業所が個人型年金実施事業所として国民年金基金連合会に登録されていることが

必要です。 

 

(注３)第２号被保険者である国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員と私立学校教職員

共済制度の加入者は、厚生年金保険被保険者ではないため個人型年金に加入できません。 

 

①企業型年金加入者 

 

②令第３５条第１号、第２号、令附則第２条第４項により企業等で実施している企業年金等（厚生年

金基金､石炭鉱業年金基金､確定給付企業年金､適格退職年金）の加入者又は加入対象者である者（加

入待期者を含む）（注４）。 

 

③令第３５条第３号および規則第３８条により企業型年金を実施している企業等に勤務している者(注

５)。 

 

(注４)企業等に勤務する者が一定の職種等により適用される就業規則等が異なる場合などで特定の職

種の者のみを実施している企業年金等に加入できることとした場合に当該特定の職種の者は以

下「加入対象者である者」といい、他の職種の者は「加入対象者でない者」という。 

また企業年金等に加入することができる加入資格に一定の勤続年数等に到達したときに加入者

になることができるものとした場合には、当該勤続年数等に到達するまでは以下「加入待機者」

という。 

(注５)①一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならない者（加入待期

者）、②加入選択制により企業型年金加入者とならないことを選択した者。 

ただし、企業型年金規約により企業型年金の加入対象者でない者は個人型年金に加入できます。 
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イ．運用指図者（掛金の拠出をせず､個人別管理資産の運用指図のみ行う者） 

ａ．法第６４条第１項に基づき以下に該当し､個人型年金加入者の資格を喪失した者（個人別管理資産が

ある者に限る）は運用指図者とします。 

①６０歳に達したとき 

②国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（第１号被保険者で日本国内に住所を有しなくなった

場合など死亡または６０歳に達したとき以外の事由による場合） 

③国民年金の第３号被保険者となったとき 

④国民年金の保険料を全額免除されたとき（国民年金法第８９条第２号､第９０条第１項又は第９０

条の３第１項の規定による）（注６）または半額(平成１８年７月１日から｢一部の額｣)免除されたと

き（国民年金法第９０条の２第１項の規定による。平成１８年７月１日から「第１項から第３項

までの規定による。」） 

⑤農業者年金の被保険者となったとき 

⑥国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者となっ

たとき 

⑦企業等で実施している企業年金（厚生年金基金､確定給付企業年金､適格退職年金､石炭鉱業年金基

金）の加入者又は加入対象者（加入資格の待期者）となったとき 

 

(注６)保険料の納付が全額免除された者のうち、国民年金法第８９条第１号に規定する障害基礎年金

の受給権者等、国民年金法第８９条第３号に規定するハンセン病療養所、国立保養所等の施設に

入所した者は、引き続き個人型年金の加入者となることができます。 

 

ｂ．法第６４条第２項に基づき、企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者（いずれも個人別管

理資産がある者に限る）は運用指図者となることができます。 

 

ウ．個人型年金に関連する各機関の役割 

ａ.国民年金基金連合会 

個人型年金を実施するため法律で指定された組織で以下の業務を行います。 

①加入者の資格の確認に係る業務 

②掛金の限度額の管理に係る業務 

③加入者からの掛金の収納に係る業務 

④個人型年金に係る規約の策定 

⑤加入者等に間する原簿を備え、これに加入者等の氏名､住所､資格の取得･喪失年月日等の記録､保存

業務 

 

ｂ.国民年金基金 

加入者･運用指図者（以下「加入者等」といいます）､登録事業所を管理する４７の地域型基金（都道

府県ごとに１基金）と１７の職能型基金（医師会､税理士会等の業種ごとに設立された基金）があり､管

轄基金（加入者等又は登録事業所の住所地･所在地を管轄する地域型基金及び所属する同業種団体の職能

型基金）といい、国民年金基金連合会より委託を受けて以下の業務を行います。 

①届出の入力･通知書の送付に関する事務 

②相談･照会に関する事務 

③その他付随する事務 

 

ｃ.受付金融機関 

加入者等からの各種届を国民年金基金連合会（国民年金基金へ業務を委託）へ送付する窓口となる銀

行、生・損保、証券等の金融機関や郵便局で以下の業務を行います。 

①加入申出書､事業所登録申請書の受付 

②その他各種諸変更届等の受付 
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ｄ.事務委託先金融機関 

国民年金基金連合会の委託を受けて以下の業務を行います。いわゆる資産管理機関です。 

①積立金の管理に関する事務 

②積立金の運用に関する契約に係る預金通帳､有価証券その他これに類するものの保管に関する事務 

③給付金裁定に基づく給付金支給事務 

 

平成１７年１０月現在、以下の６つの信託銀行です。 

・ 三菱ＵＦＪ信託銀行 

・ 三井アセット信託銀行 

・ 住友信託銀行 

・ 資産管理サービス信託銀行 

・ りそな信託銀行 

・ 野村信託銀行 

 

ｅ.記録関連運営管理機関 

記録関連業務を行う運営管理機関で､企業型年金と同様以下の業務を行います。 

①加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関わる事項の記録、保存及び通知 

②加入者等が行った運用の指図のとりまとめ及びその内容の資産管理機関（事務委託先金融機関）ま

たは連合会への通知 

③給付を受ける権利の裁定 

 

平成１７年１０月現在、以下の４つの機関です。 

・ 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社（略称：ＪＩＳ＆Ｔ） 

・ 損保ジャパンＤＣ証券株式会社 

・ 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社（略称：ＮＲＫ） 

・ ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 

 

ｆ.運用関連運営管理機関 

運用関連業務を行う運営管理機関で､企業型年金と同様以下の業務を行います。 

①運用商品の選定、及び加入者等への提示 

②商品の運用に関する情報の提供 

 

平成１７年１０月現在、１６３の銀行、生・損保、証券等の金融機関と郵便局で、ほとんどが受付金

融機関と同じです。 

 

ｇ．特定運営管理機関 

国民年金基金連合会の委託を受けて以下の業務を行います（ＪＩＳ＆Ｔが受託）。 

①自動移換（注７）に係る業務 

②「その他の者」（注７）に係る業務 

 

(注７)法第８３条第１項に基づき企業型年金実施事業所を６０歳に達する前に退職し、資格喪失日の

属する月の翌月から６ヶ月以内にそれまで運用していた資産（「個人別管理資産」といいます）

を他の企業型年金または個人型年金へ移換しなかった場合は、移換手続をとらないまま６ヶ月を

経過した際に企業型年金の個人別管理資産と個人記録は自動的に特定運営管理機関に移換され

ます。これを「自動移換」といいます。 

また、自動移換された者を「その他の者」といいます。 

詳細は、「２．」を参照してください。 

 

エ．個人型年金実施事業所の登録 
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第２号被保険者が個人型年金に加入するためには、勤務している事業所が個人型年金を実施する事業所

をとして国民年金基金連合会に事前に登録（登録事業所）されていることが必要です。 

ａ.登録方法 

事業主は、受付金融機関（経由、管轄基金）に以下の書類を提出します。 

管轄基金での締切日は、毎月２０日です。 

①「事業所登録申請書」 

事業所の名称、所在地、代表者名、掛金納付方法（事業主払込または個人払込）、掛金引落機関等

の記載の他、管轄基金を職能型基金とするときは基金名を記載します。 

管轄基金は、原則として事業所所在地の地域型基金となります。 

②「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」 

掛金納付方法で事業主払込を選択した場合に事業主の指定する口座から口座振替により掛金納付

を行うために必要です。事業主は掛金を加入者から給与天引き等により集めます。 

③「個人型年金において個人払込を行う理由書」 

給与天引き等による事業主経由の掛金納付を希望しない加入者が掛金納付方法で個人払込を選択

した場合に必要です。事業主払込としない理由を記載します。 

 

ｂ.事業所登録通知 

登録が完了すると国民年金基金連合会では毎月第６営業日に以下①の書類を印刷し、②とともに事業

主宛に送付します。 

①「事業所登録通知書」 

登録事業所番号等が通知されます。 

②「事業主の手引き」 

登録事業所としての注意事項が記載されたパンフレット 

 

オ．掛金の限度額 

個人型年金の掛金額は、５，０００円以上、１，０００円単位で任意に設定できます。 

年度単位（４月から翌３月）に１回のみ掛金額を変更することができます。 

掛金の限度額は、被保険者種別によって以下のとおりです。 

①第１号加入者：月額６８，０００円 

国民年金基金に加入している者または国民年金の付加保険料（４００円）を納付し

ている者は、掛金または保険料と合わせて６８，０００円が限度です。 

②第２号加入者：月額１８，０００円 

 

カ．加入申出の手続 

個人型年金への加入を希望する者は、「個人型年金加入申出書」を受付金融機関（経由、管轄基金）に提

出します。管轄基金での締切日が、毎月２０日であるため受付金融機関ごとに別途締切日を設けています。 

「個人型年金加入申出書」は、第１号被保険者用と第２号被保険者用の２種類あります。 

第２号被保険者用は、勤務している事業所が取りまとめて提出することも可能です。 

 

ａ.「個人型年金加入申出書」の他に必要に応じて以下の書類を添付して提出する。 

①掛金の納付を預金口座振替依頼により行うとき 

「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」 

②第１号被保険者が障害基礎年金等を受給しているとき 

「年金証書」又は「準ずる書類」 

③第１号被保険者が国民年金法第８９条第３号の施設に入所しているとき 

「当該施設長の証明書」 

 

④企業型年金加入者であった者 

「個人別管理資産移換依頼書」 
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⑤第２号被保険者である者 

「第２号加入者に係る事業主の証明書」 

⑥共済資格等（注８）に該当する者 

「共済資格等該当・不該当届」 

 

（注８）共済資格等は以下の資格をいう。 

・中小企業退職金共済契約等の被共済者 

・特定退職金共済契約の被共済者 

・社会福祉施設職員等退職手当共済契約の被共済職員 

・外国保険被保険者等 

・厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用される者 

・小規模企業共済契約者 

 

ｂ.「個人型年金加入確認通知」又は「加入者資格不該当通知」の送付 

国民年金基金連合会では毎月第６営業日に以下の書類を印刷し、加入申出者宛に送付します。 

①「個人型年金加入確認通知」（加入者となることができるとき） 

「個人型年金加入確認通知書」の他､「加入者の手引き」､「個人型年金規約」､「基礎年金番号に関

するお知らせ」（該当者のみ）を送付します。 

②「加入者資格不該当通知」（加入者となることができないとき） 

「加入者資格不該当通知書」の他、「加入不該当理由毎の対処方法」を送付します。 

 

ｃ．加入の申出手続と掛金の引落時期 

加入者となることができる者の不備のない書類が毎月２０日までに管轄基金に提出された場合は、翌

月２６日（金融機関休業日の場合は、翌営業日）に指定された預金口座から掛金が引落しされます。 

 

キ．掛金の納付 

ａ.納付方法 

第１号加入者は､すべて本人名義の預金口座からの引落しとなります。 

第２号加入者は､事業主払込又は個人払込のいずれかを選択することができます。 

なお、国民年金のような前納､追納の制度はなく､口座引落日に引落しができなかった場合はその月の

掛金は拠出されなかったものとされます。 

 

ｂ.掛金額の変更 

毎年４月から翌年３月までの間のうち､年に１回のみ変更できる。 

掛金額を変更する場合は､「加入者掛金額変更届」を受付金融機関（経由、管轄基金）に提出します。 

 

ｃ.掛金の拠出の停止 

加入者が掛金の拠出を停止する場合は､加入者の資格を喪失し､運用指図者となる必要があります。 

運用指図者となった後に、拠出を再開する場合はあらためて加入申出の手続が必要です。 

 

ク．加入者又は運用指図者に係る手数料 

①国民基金連合会の手数料として加入者となった時又は運用指図者になったときに２，０００円（非課税） 

加入者となるとき初回の掛金から控除し、運用指図者となるときは個人別管理資産から控除します。 

②国民年基金連合会が加入者の掛金の収納等に係る手数料として毎月１００円（非課税） 

月々の掛金から控除します。 

③受付金融機関および記録関連運営管理機関の手数料として毎月３００円から４００円程度（受付金融機

関により異なります。税込み） 

加入者は月々の掛金から控除し、運用指図者は受付金融機関が定めた毎年一定の時期に個人別管理資産

から控除します 
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加入者に係る手数料は、掛金が拠出されない場合でも必要です。 

④事務委託先金融機関の手数料として毎月６３円（税込み） 

加入者となるときは月々の掛金から控除し、運用指図者となるときは定期的に個人別管理資産から控除

します。 

加入者に係る手数料は、掛金の拠出がされない場合でも必要です。 

 

２．企業型年金からの自動移換（いわゆる「強制移換」） 

ア.自動移換とは（個人型年金側からは「自動受換」といいます） 

企業型年金の加入者が６０歳到達前に資格喪失し､資格喪失日の翌月から６ヶ月以内に他の企業型年金

の加入者または個人型年金の加入者若しくは運用指図者となって個人別管理資産を移換しなかった場合、

または企業型年金の解散後に個人別管理資産を移換しなかった場合は、個人別管理資産と個人記録が確定

拠出年金法第８３条に基づき自動移換されます（実務上の移換は現金化が必要であるため資格喪失日の翌

月から７ヶ月経過後になります）。 

自動移換された者を「その他の者」といい、移換された個人別管理資産は、国民年金基金連合会から委

託された特定運営管理機関が現金で管理することになります。 

「その他の者」は掛金の拠出および資産運用もできません。 

自動移換の手続が完了すると特定運営管理機関から本人宛に「移換通知書」が送付され、個人別管理資

産と手数料ならびに今後の手続方法が通知されます。 

 

イ.自動移換された者（「その他の者」）の移換手続（個人型年金側では「特定受換」といいます） 

「その他の者」が掛金の拠出または資産運用を行うためには、特定運営管理機関から企業型確定拠出年

金または個人型年金へ資産を移換する必要があります。 

個人型年金への移換（「特定受換」）の手続きは、「その他の者」が「個人別管理資産移換依頼書」を記入

し、受付金融機関（経由、管轄基金）に提出します。 

個人型年金への移換の詳細については「４．ア.およびイ．」の手続と同様です。 

また、企業型年金への移換の詳細については「６．」を確認ください。 

 

ウ.特定運営管理機関の手数料（税込み） 

①自動移換され、「その他の者」になった場合の手数料は、３，１５０円です。 

②「その他の者」が個人型年金の加入者もしくは運用指図者となる場合、または企業型年金の加入者と

なった場合に個人別管理資産を移換する手数料は、１，０５０円（平成１７年１０月改定、従来は５，

０４０円）です。 

③なお、平成１８年２月から「その他の者」の期間に応じて新たに月額５０円の管理手数料が必要にな

ります。 

管理手数料は、自動移換された日の属する月の４ヵ月後から徴収されます。 

平成１７年１０月以前に自動移換された方は平成１８年２月から、平成１７年１１月に自動移換され

た方は平成１８年３月から徴収されます。 

 

３．確定拠出年金の企業型年金から個人型年金への移換手続 

企業型年金の加入者が６０歳到達前に資格喪失し､資格喪失日の翌月から６ヶ月以内に、又は企業型年金

の終了時に加入者であった者が、それぞれ個人型年金に個人別管理資産を移換（個人型年金側からは「任

意受換」といいます）し、個人型年金での掛金の拠出または運用指図を希望する場合の手続は以下のとお

りです。 

なお、任意受換の処理の完了には企業型年金側での資産売却（現金化）等を含めて１～２ヶ月程度の期

間が必要です。 

 

ア．加入者となる場合（掛金の拠出を行う場合） 

ａ.以下の書類を受付金融機関（経由、管轄基金）に提出します。 

①「個人別管理資産移換依頼書」 
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②「個人型年金加入申出書」（第１号被保険者用又は第２号被保険者用） 

上記の他､第１号被保険者又は第２号被保険者に係る証明書等の添付書類が必要です（上記「１．カ．」

参照）。 

 

ｂ.以下の任意受換可否の通知を任意受換申出者に送付します。 

①資産および個人記録の移動ができ、加入者資格が得られた場合 

「移換完了通知書」（連合会から送付） 

「個人型年金加入確認通知書（加入者用）」(基金から送付)等 

②資産および個人記録の移動ができたが、加入者資格が得られなかった場合 

「移換完了通知書」（連合会から送付） 

「個人型年金加入確認通知書（運用指図者用）」(連合会から送付) 

「加入者資格不該当通知書」、「加入不該当理由毎の対処方法」(以上は基金から送付) 

③移換元に個人記録がなく､資産､個人記録とも移動できなかった場合 

「移換不能通知」（連合会から送付） 

④資産がなく､個人記録のみ移動した場合 

「記録引継ぎのお知らせ（兼運用指図者資格不該当通知書）」（連合会から送付） 

⑤資産が少なく､国民年金基金連合会の手数料徴収により資産がなくなり､個人記録のみ移動した場合 

「移換手続完了のお知らせ」（連合会から送付） 

 

イ．運用指図者となる場合（掛金の拠出を行わず、運用指図のみ行う場合） 

ａ.以下の書類を受付金融機関（経由、管轄基金または住所地が海外のときは国民年金基金連合会）に提

出します。 

受付金融機関での受付年月日が運用指図者の資格取得日となります。 

・「個人別管理資産移換依頼書」 

 

ｂ.以下の任意受換可否の通知を任意受換申出者に送付します。 

①資産および個人記録の移動ができた場合 

・「移換完了通知書」（連合会から送付） 

・「個人型年金加入確認通知書（運用指図者用）」(基金から送付)等 

②移換元に個人記録がなく､資産､個人記録とも移動できなかった場合 

・「移換不能通知」（連合会から送付） 

③資産がなく､個人記録のみ移動した場合 

・「記録引継ぎのお知らせ（兼運用指図者資格不該当通知書）」（連合会から送付） 

④資産が少なく､国民年金基金連合会の手数料徴収により資産がなくなり､個人記録のみ移動した場合 

・「移換手続完了のお知らせ」（連合会から送付） 

 

ウ．移換に係る手数料（非課税） 

確定拠出年金の企業型年金から個人型年金への移換時（加入者または運用指図者になるとき）に国民年

金基金連合会の手数料として２，０００円が徴収されます。 

移換された資産が少なく、手数料が徴収できないときは、移換と同時に加入の申出をした場合は、翌月

の掛金から徴収されます。 

運用指図者となる申出をした場合は、不足分は徴収されません。 

 

４．個人型年金の資格喪失の手続 

個人型年金加入者または運用指図者（いずれも個人別管理資産がある者に限る）が資格を喪失した場合の

手続は以下のとおりです。 

必要な書類は加入の申出の手続等と異なり、管轄基金での締切日は設けられていませんので、事由発生後

速やかに受付金融機関に提出してください。 
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ア.加入者、運用指図者に共通する喪失事由ごとの手続 

①死亡したときは、「加入者等死亡届」を提出。 

資格喪失日は、死亡した日の翌日です。 

②６０歳に達したときは、国民年金基金連合会が自動的に資格喪失処理を行うため手続不要です。 

資格喪失日は、６０歳の誕生日の前日です。 

 

イ.加入者の喪失手続 

以下の事由によるとき「加入者資格喪失届」を受付金融機関（経由、管轄基金）に提出します。 

加入者が第２号被保険者の場合は、勤務している事業所が取りまとめて提出することも可能です。 

「加入者資格喪失届」は、加入者が資格を喪失して運用指図者となるための届書です。 

①国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（第１号被保険者のときのみ） 

資格喪失日は、国民年金の被保険者資格を喪失した日です。喪失日に運用指図者となります。 

②第３号被保険者となったとき 

資格喪失日は、第３号被保険者となった日です。喪失日に運用指図者となります。 

③国民年金基金連合会に申し出て運用指図者となったとき 

資格喪失日は、運用指図者となることを申し出た日です。 

④国民年金の保険料を免除されたとき（第１号被保険者のときのみ） 

資格喪失日は、免除になった日の属する月の初日です。喪失日に運用指図者となります。 

⑤農業者年金基金の被保険者となったとき 

資格喪失日は、農業者年金基金の被保険者となった日です。喪失日に運用指図者となります。 

⑥国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者となっ

たとき 

資格喪失日は、共済組合または共済制度に加入した日です。喪失日に運用指図者となります。 

⑦企業年金制度（厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金）の対象者とな

ったとき 

資格喪失日は、企業年金制度に加入した日です。喪失日に運用指図者となります。 

⑧企業型確定拠出年金の加入者となったとき 

資格喪失日は、企業型確定拠出年金に加入した日です。喪失日に運用指図者となります。 

 

ウ.運用指図者の喪失手続 

個人型年金に個人別管理資産がなくなったときは、国民年金基金連合会が自動的に資格喪失処理を行う

ため手続不要です。 

 

エ.第２号加入者が事業所を退職したときの手続 

第２号加入者が事業所を退職したことによって、ただちに個人型年金の加入者資格を喪失するものでは

ありませんが、以下の手続が必要になります。 

①第２号加入者に係る登録事業所の手続 

退職した第２号加入者に係る「退職者に係る掛金引落停止依頼書」を登録事業所の管轄基金へ提出し

ます。これにより、掛金の引落しが停止されます。 

②第２号加入者の手続 

退職したときは速やかに以下の書類を提出します。 

・第１号被保険者になったときは、「加入者被保険者種別変更届」および事業主払込であったときは、

「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」 

・転職し、転職先が事業所登録をしている、または同時に事業所登録するときは、「加入者登録事業

所変更届」 

・運用指図者になるときは、「加入者資格喪失届」 

 

オ.資格喪失年月と掛金の引落時期 

資格喪失日が属する月の掛金は拠出する資格がありません。 
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資格喪失月中の手続が遅延し、掛金が引落された場合は引落された預金口座に還付されます。 

還付が発生した場合は、還付金から国民年金基金連合会の手数料として１，０００円（非課税）が徴収

されます。 

 

５．脱退一時金の請求 

法附則第３条第１項に基づき以下のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記

録関連運営管理機関に､個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給の

請求をすることができる。 

①６０歳未満であること。 

②企業型年金の加入者でないこと。 

③個人型年金の加入者となることができる第１号被保険者又は第２号被保険者でないこと。 

④障害給付金の受給権者でないこと。 

⑤企業型年金の加入者期間（制度移換による通算加入者等期間に算入された期間を含む）と個人型年金

の加入者が掛金を納付した期間を合算した期間が１月以上３年以下であること。 

⑥最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して２年を経過していな

いこと。 

なお､企業型年金加入者であった者（未移換者､強制移換によるその他の者を含む）が請求する場合は、

法附則第３条第３項により個人型年金運用指図者となる申出と同時に行う必要がある。 

 

ア．個人型年金運用指図者以外の者は、以下の書類を受付金融機関（経由、国民年金基金連合会）に提出し、

請求する。 

 

ａ.すべての請求者に必須の書類 

①「脱退一時金裁定請求書兼個人別管理資産移換依頼書」 

②戸籍謄本若しくは抄本又は市町村長の証明書（受付金融機関の受付年月日から３ヶ月以内に発行さ

れたもの） 

 

ｂ.請求者が第３号被保険者であるときの必要書類 

第３号被保険者であることを証明できる配偶者の健康保険被保険者証の写し、共済組合員証の写し､

又は事業主の証明書のいずれか 

 

ｃ.請求者が第２号被保険者であるときの必要書類 

転職又は再就職した先の企業の事業主による「脱退一時金の支給の請求に係る証明書」 

 

ｄ.請求者が国民年金保険料の納付を免除されているとき（障害基礎年金の受給権者、国民年金法第８９

条第３号の施設に入所している者を除く）に必要な書類 

・国民年金保険料免除申請承認通知書の写し 

 

ｅ.請求者が海外に居住することとなったために国民年金の被保険者の資格を喪失したときに必要な書類 

・住民票の除票（受付金融機関の受付年月日から３ヶ月以内に発行されたもの 

 

イ．脱退一時金決定通知書等の送付 

特定運営管理機関は､脱退一時金の裁定が完了後､裁定結果を以下の書類で請求者に通知する。 

支給が決定された場合は､「脱退一時金裁定請求書兼個人別管理資産移換依頼書」に記載された口座に

振り込む。 

ａ.脱退一時金の支給が可能となった場合 

・「脱退一時金決定通知書」 

 

ｂ.脱退一時金の支給が不可となった場合 
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・「脱退一時金不支給決定通知書」 

 

ｄ.脱退一時金請求時の手数料（個人別管理資産から控除） 

特定運営管理機関の手数料として３，９９０円 

 

６．個人型年金（加入者､運用指図者）または自動移換された者（その他の者）から企業型年金への移換手続 

ア．企業型年金加入時に同時に移換手続を行う場合 

「加入通知書兼運用指図書」を提出する際に「異動事由」を「Ａ１（個人型年金からの移換金がある）」

とし、「移換金の運用割合」を設定する。 

また、併せて「移換届出書」を提出する。 

 

ａ.「移換届出書」記入の留意点 

①「基礎年金番号」、｢性別｣､｢生年月日｣について 

移換元の個人型年金記録関連運営管理機関から移換先の企業型年金記録関連運営管理機関に個人記

録および個人別管理資産を移換する際は「基礎年金番号」、｢性別｣､｢生年月日｣に基づいて行われる。

いずれかが相違する場合は移換ができないので､特に「基礎年金番号」、｢生年月日｣は年金手帳、「個

人型年金加入確認通知書」等で確認のうえ記入する。 

②「移換元制度内容」の「記録関連運営管理機関名称および住所」について 

個人型年金の加入者又は運用指図者であった場合は、個人型年金の加入者または運用指図者となっ

た際に送付された「個人型年金加入確認通知書」の「取引内容についての問い合わせ」に記載され

ている記録関連運営管理機関の名称､住所を記入する（ＮＲＫまたはＪＩＳ＆Ｔのときは名称にチェ

ック）。また、自動移換された者は、「ＪＩＳ＆Ｔ」にチェックする。 

③「移換元制度内容」の「自動移換」について 

以前に企業型年金の加入者であった者が６０歳到達前に資格喪失し､資格喪失日の翌月から６ヶ月

以内に他の企業型年金の加入者または個人型年金の加入者若しくは運用指図者とならず、または企

業型年金の解散後に個人別管理資産を移換しなかった場合に自動移換された者は､「はい」にチェッ

クする。上記以外の者は､「いいえ」にチェックする。 

 

ｂ.個人型年金加入者であった場合の留意点 

（1）個人型年金の加入資格喪失手続 

個人型年金と企業型年金の同時加入はできないため､個人型年金については移換前に「加入資格喪

失届」（個人型年金専用帳票、受付金融機関で入手）を提出して､個人型年金運用指図者になってい

る必要がある。「加入資格喪失届」は、加入者の資格を喪失して運用指図者となるための届書に位置

付けられる。 

「加入資格喪失届」は、受付金融機関へ提出する。また､加入者が第２号加入者であった場合は､

個人型年金加入者として勤務していた事業所の事業主が取りまとめて受付金融機関へ提出すること

もできる。 

「加入資格喪失届」の記入上の留意点は以下のとおり。 

①「喪失理由」について 

「１３」（企業型確定拠出年金の加入者となったため）を記入する。 

 

②「理由が起きた年月日」について 

企業型年金への加入年月日を記入する。 

 

（2）個人型年金の掛金相当額の還付 

企業型年金への加入年月日が個人型年金の資格喪失日となるが､個人型年金の資格喪失手続が資

格喪失月の月末までにできなかった場合は､個人型年金としての掛金が引落（資格喪失月の翌月２６

日引落）される。 

この場合は､個人別管理資産を企業型年金へ移換する際に掛金引落し口座へ還付する。 
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振込結果は､個人型年金記録関連運営管理機関から還付対象者に｢還付金振込通知書｣で通知され

る。 

なお､加入者が第２号加入者で、事業主払込の場合に所定の期日までに事業主から退職者に係る

｢掛金引落停止依頼書｣が提出されると掛金の引落しが一時停止されるため、原則として還付は発生

しない。 

 

還付についての留意点は以下のとおり。 

①還付金の額は､還付の対象となった月に納付された掛金額に相当する額であるが､資産売却に

より必ずしも掛金額と一致するわけではない。 

②還付金の振込は､事業主払込の場合は事業主の掛金引落し口座となる。 

③還付に係る手数料は､国民年金基金連合会の手数料として１，０００円の他、事務委託先金融

機関ごとに別途定められた手数料が控除される。 

 

イ．企業型年金加入後に移換手続を行う場合 

「移換届出書」と「移換金運用割合指図書(移換届出書別紙)」を提出する。 

 

ａ.「移換届出書」と「移換金運用割合指図書(移換届出書別紙)」記入の留意点 

「移換届出書」の留意点は上記｢ア．ａ.｣と同様 

「移換金運用割合指図書(移換届出書別紙)」の留意点は以下のとおり 

①「加入者番号」について 

「加入者番号」の標記を二重線で抹消し､｢従業員番号｣としたうえで､所定枠内に従業員番号を記入

する。 

②｢異動事由｣について 

｢Ａ１:個人型年金からの移換｣にチェックする。 

③｢移換金運用割合｣の｢商品コード｣､｢商品名｣､｢移換金運用割合｣について 

プランに提示されている運用商品のうち､移換金について運用する商品のみ｢商品コード｣､｢商品名｣､

｢移換金運用割合｣を記入する。 

なお、｢移換金運用割合｣は合計が１００％となるよう運用商品ごとに設定する。 

 

ｂ.個人型年金加入者であった場合の留意点 

上記｢ア．ｂ.｣と同様 

 

ウ．移換手続後の事業主および加入者宛通知 

事業主には､加入者の属性変更時と同様のお知らせをＮＲＫから送付し､加入者には移換金による買付

完了後､「個人別管理資産移換完了のお知らせ」を送付する。 

以上 


