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今日のセミナーの目的

今年度、二十歳になるみなさん
に絶対やって欲しいこと

国民年金

２０歳になったら

納められない場合は

なぜ手続きが必要なのか

年金の仕組

【クイズ１～4】

2

厚生年金は保険です

卒業後に就職したら

被用者保険の適用事業
所について（現行）

厚生年金は労使折半で
保険料を払います



3

日本に住所がある方にはもれなく送られてきます

※２０歳の誕生日の約２週間後

後日、年金手帳が送られてきます

国民年金加入のお知らせと納付書が送られてきます

国民年金保険料１６，５４０円（令和2年度）

保険料は・・・

納付する 免除する

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成
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国民年金には、所得に応じた免除制度があります！

市役所、町役場、年金事務所で手続きをします

学生証が必要です。

学生の場合

納められない
場合、

絶対にそのまま
放置

しないでね！

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



5参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成
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Ａ君は Ｂ君は

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



年金のしくみ
みんなで保険料を出し合って

きっかけ（保険事故）が発生したときに、

毎年決まった額のお金（保険金）を受け取れる

助け合いのしくみ
国が運営

こうてきねんきん

公的年金

出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？ 7

どういう場合に
受け取れるか？
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①年をとったとき

ろうれいねんきん

老齢年金

8出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



②けがや病気で
からだが不自由になったとき

しょうがいねんきん

障害年金

9出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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③家族のなかで働いている人が
亡くなったとき

いぞくねんきん

遺族年金

10出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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【クイズ１】 年金は
早くて何才からもらえるでしょうか？

① 0才

② ２０才

③ ６５才

11出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ１の答え

① 0才

12出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



【クイズ2】 年金は
長くていつまでもらえるでしょうか？

① ６０才まで

② ８０才まで

③ 死ぬまで

13出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ２の答え

③ 死ぬまで

14出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



【クイズ3】 年をとった時の年金は
何才からもらえる？

① ６０才～

② ６５才～

③ ７０才

15出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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クイズ３の答え

多くの人は

② 65才～
ですが、

① 60才から

③ 70才まで

の期間で選択できます

16出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



じゅみょう

【クイズ４】日本人の平均寿命は？

①７２才

②７７才

③８３才

17出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ４の答え

③８３才

18出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



世代と世代で助け合うしくみ

19出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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保
険
料

年金を支えるのは、だれ？

年 金

税

金

20出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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年金は本当に役立つの？

年をとったときの年金を計算してみよう！

21出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



これがわからないと、できない

・毎月いくらはらうの？

・いつからいつまではらうの？

・年金は死ぬまでもらえるけど、それっていつ？

・年金の金額は？

22出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



これがわからないと、できない

・毎月はらう保険料はいくら？

毎月 １６，５４０円（令和２年度）

・保険料はいつからいつまではらうの？

２０才～６０才まで

・年金は死ぬまでだけど、それっていつ？

平均寿命（じゅみょう）で考えよう

・年金の金額は？

65,141円（令和2年度）×12ヶ月＝７８１，６９２円

23参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



支払う保険料は、いくら？

【考えること】

・保険料 1か月 １６，５４０円（令和２年度）

・支払う期間 ２０才～６０才の40年間

【合計でいくら？】

１６，５４０円×１２か月×４０年間

＝７，９３９，２００円

24参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



ろうれい

老齢国民年金の受け取り額

• もらえる年数
じゅみょう ねんれい

平均寿命 － もらいはじめる年齢＝ １８ 年間
（ ８３ ）才 （ ６５ ）才

• １年分の年金は・・・・７８１，６９２円

• もらえる額
７８１，６９２円×１８年＝１４，０７０，４５６円

25参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



年金って役に立つ？

・支払う額 ７，９１５，２００円

・受け取る額 １４，０７０，４５６円

１．７７倍に

なった！
26参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



保
険
料

なぜでしょうか？

年 金

税

金
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1/21/2

参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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保険の考え方

28

「ALL FOR ONE. ONE FOR ALL.」
「万人は一人のために、

一人は万人のために」
（マーネス）共助の精神

•保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、
予測される事故発生の確率に見合った一定の保
険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対
して備える相互扶助の精神から生まれた助け合
いの制度です。

年金も保険です



初めての人には、年金手帳が会社から渡されます
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会社が厚生年金の加入の手続きをします

厚生年金保険料は会社と本人が半分づつ負担します

保険料：１８．３％を、本人と会社が９．１５％づつ負担
例：給料が毎月平均額２０万円の人は

本人が１８,３００円、会社が１８,３００円負担します

保険料は、毎月の給料から控除されます
参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



被用者保険の適用事業所について（現行）

• 常時１名以上使用されている、法人事業所（Ａ）・強制適用

• 常時5名以上使用されている、法定１６業種に該当する個
人の事業所（Ｂ） ・強制適用

• 上記以外（Ｃ）・・・強制適用外（労使合意により任意に適用
事業所になることが可能＝任意包括適用）

30
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５人未満の個人事業主の
事業所及び法定１６業種
以外で常時５人以上を使
用する事業所は厚生年
金に入れない事業者が
あります

法人・５人以上の個人事
業所で働いても、週30時
間未満で働く方は厚生年
金保険・健康保険（社会
保険）の加入の対象にな
らないのが一般的です※

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成
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国民年金保
険料16,540
円の金額は、
厚生年金５
等級（折半額
10,797円）と
あいち協会
健保８等級
（折半額
5,841円）を加
えた金額
（16,638円）と
ほぼ同じ。
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国民年金保険料16,540円は、厚生年金５等級
（折半額10,797円）あいち協会健保８等級（折半額
5,841円）を加えた金額（16,638円）とほぼ同じ。
標準報酬月額は118,000円（114,000円～122,000円）です

厚生年金に入れるのと、入れないとで
は、月給が同じ１２万円だとしても、厚
生年金に入れれば、16,638円で

が、厚生年金に入れ
なければ、国民年金16,540円払っても

更に
ということです



なぜ？そうなるのでしょうか

厚 生
年 金
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1/2 1/2

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



35参照：知っておきたい年金のはなし 厚生労働省 日本年金機構



みなさんのお祖父さん、
お祖母さんの生活を、
みなさんのお父さん、
お母さんでみなければ
ならなくなります。

もし年金がなかったら？

36参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



年金って、だれのため？

自分 家族

社会

年 金

37参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成
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年金を支えるのは、だれ？

年 金

38参照：知っておきたい年金のはなし 厚生労働省 日本年金機構
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本日の結論！二十歳になったら、必
ず年金の手続きをする
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年金払う意味は絶対あります。

「年金払う意味あるケー」
朝の某番組のコーナーで発せられる
言葉です。

何故なら、その朝の
番組の関係者は全て
年金を払っています
から！



困ったときは、社会保険労務士
に相談してください

40

ご清聴ありがとうございました！


