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●　このたび、iDeCo（個人型確定拠出年金（以下「個人型
年金」と称します。））の加入者となる従業員を使用する事
業所（個人型年金規約に基づき「登録事業所」と称します。）
として、登録させていただきました。

●　この手引きは、個人型年金に加入する貴事業所の従業員
のため、登録事業所の事業主のみなさまにご協力いただき
たい事項をご説明するために作成したものです。

 
●　事業主のみなさまにご協力いただきたい事項は主に下記

の５つの事務です。
１、事業主証明書の発行（新規加入時、転職時等に随時）
２、個人型年金の掛金の源泉控除及び納付（毎月）
３、源泉徴収・年末調整（毎月、年末調整時）
４、年１回の現況届（年１回（毎年６月頃））
５、事業主に係る事項に変更（事業所名称の変更等）があ

った際の届出（変更の際に随時）

●　それぞれの場面で必要となる具体的な手続きや、留意す
べき事項、加入者のみなさまにお伝えいただきたい事項を
この手引きにまとめております。必要に応じてこちらの手
引きをご参照いただきますようお願いいたします。

●　また、この手引きとともに「事業所登録通知書」をお送
りしておりますが、「事業所登録通知書」に記載された「登
録事業所番号」は、貴事業所の従業員が新規に加入の申込
みをするときや、事業主のみなさまや加入者が様々な届出
をする際に必要になりますので、お手元にお控えいただく
とともに、貴事業所の加入者および加入しようとしている
従業員に周知してください。

●　なお、新規の加入申出や、諸届出は原則として国民年金
基金連合会から委託を受けて受付業務を行う金融機関（「受
付金融機関」と称します。）に提出することになっています。

事業主のみなさまへ
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●　貴事業所の従業員のため、事業主のみなさまのご協力を
お願いいたします。

●　手続きに関する事業主のみなさまからのお問い合わせや
ご相談は下記までお願いいたします。

国民年金基金連合会　確定拠出年金部
TEL 03（5411）6129
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●　60歳未満の厚生年金保険の被保険者（企業型確定拠出年金（以
下、「企業型年金」といいます。）の加入者の場合には、個人型
年金への同時加入が可能である旨を企業型年金規約に定めてい
る企業型年金の加入者に限ります。）は、個人型年金に加入する
ことができます（この加入者を「第２号加入者」といいます）。

●　加入希望者は、加入の申請に当たって、その所属する事業所
から事業主証明書（「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事
業主の証明書（K－101）」）を発行してもらうことが必要にな
ります（※）。

（※）第２号加入者は、他の企業年金制度への加入状況や共済組
合員の資格の有無等により、以下のとおり掛金の限度額に違
いがあります。そのため、加入希望者が希望する掛金額がそ
れぞれの限度額を超えていないかどうか確認することを目的
として、法令上、事業主に証明を行っていただくこととなっ
ています。

①第２号加入者（②、③に該当しない方）：23,000円／月
②第２号加入者（個人型年金への同時加入が可能である旨を企
業型年金規約に定めている企業型年金の加入者の方（下記③
に該当する方を除きます））：20,000円／月
③第２号加入者（私立学校教職員共済の加入者、石炭鉱業年金
基金の坑内員・坑外員、確定給付企業年金の加入者、厚生年
金基金の加入員、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員
共済組合の組合員の方）：12,000円／月

１.  個人型年金の加入申込と
　   事業主証明書について

●　事業主証明書の様式は、加入希望者が受付金融機関（国民年
金基金連合会から委託を受けて受付業務を行う金融機関）から
取り寄せます。
※　受付金融機関によって様式が若干異なりますので予めご承
知置きください（記載が必要な内容は同一です）。

●　加入希望者は、氏名や基礎年金番号等を記入した事業主証明
書を、所属する事業所に提出することとなっています。事業主
のみなさまにおかれましては、事業主証明書に事業主名称や事
業所登録番号等必要事項を記入し、押印の上、加入希望者に返
却してください。

（1）加入申込と事業主証明書

（2）事業主証明書への事業主の記載

●　第２号加入者の加入時以外にも、以下の場合には事業主によ
る証明が必要となります。

　※　詳細は「こんなときには届け出を」解説ページで説明します。
①．年１回の現況届（第２号加入者の加入資格に関する届
出）を提出する場合

　⇒（10頁）
②．第２号加入者が他の登録事業所から転職してきたとき
　⇒（21頁）
③．第１号加入者（自営業者等）又は第３号加入者（専業主
婦等）で個人型年金に加入していた方を採用したとき

　⇒（22頁）
④．同一事業所内で他の企業年金等への加入状況に変更があ
った場合

　⇒「確定給付企業年金等の導入」（20頁）

（3）事業主による証明が必要となる他の場合
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●　第２号加入者は、個人型年金の毎月の掛金について「事業主
払込」または「個人払込」のいずれかの方法により、翌月の26日（金
融機関の休業日の場合は翌営業日）に納付します。

●　「事業主払込」とは、第２号加入者が、所属する事業所を経由
して、国民年金基金連合会に掛金を納付する方法をいいます。
具体的には、事業所が第２号加入者の給与から掛金の天引きを
行った上で、事業所の口座から、口座振替により、掛金の納付
を行います。
※　関係法令により口座振替による支出ができない事業主（国

や地方公共団体等）の「事業主払込」については、『6. 共済組
合員を擁する事業主の注意事項について』（28頁）を参照して
ください。

●　「個人払込」とは、第２号加入者本人名義の口座から、口座振
替により、国民年金基金連合会に掛金を納付する方法をいいます。

2.  掛金の納付について

（1）掛金納付方法の種類

●　加入者が「個人払込」を選択している場合、当該加入者の掛
金納付にかかる事業主の事務はございません。

●　加入者が「事業主払込」を選択している場合、国民年金基金
連合会から事業所宛に当該事業所に所属する「事業主払込」を
選択している加入者分をまとめた「個人型年金掛金納付結果通
知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」をお送りし、前月の引
落結果明細と当月の引落予定明細をお知らせします。

（3）掛金の納付方法と事業主の事務

●　以下のように、通常どおりに掛金の収納ができない場合は、
別途手続きが必要になりますのでご留意ください。
※　詳細は「こんなときには届出を」の解説ページをご確認く

ださい。
Ⅰ．掛金額の変更がある場合
　⇒「加入者が掛金額を変更するとき（26頁）」
Ⅱ．加入者である従業員が異動・退職した場合
　⇒「退職時に必要な事業主の手続き（23頁）」
Ⅲ．休職等により給料から掛金の控除ができない場合

⇒「「事業主払込」を選択している加入者が、休業等により掛
金の納付を行うことができないとき（27頁）」

（4）「事業主払込」にかかる留意事項

●　１つの事業所において、「事業主払込」と「個人払込」を併用
することも可能です。払込方法ごとに登録事業所番号が振り出
されますので、その場合、２つの登録事業所番号が併存するこ
とになります。

●　取り扱い上は、１つの事業所でありながら全く異なる事業所
としての扱いとなります（後述の掛金に関する国民年金基金連
合会からの通知書がそれぞれに送付される等）。そのため、登録
事業所番号を混同しないようご留意ください。

（2）掛金納付方法の併用
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されますので、その場合、２つの登録事業所番号が併存するこ
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●　個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得
控除の対象となります。また、所得税法上、小規模企業共済等
掛金は源泉徴収による徴収税額の計算において考慮する必要が
あります。
●　そのため、第２号加入者が「事業主払込」を選択している場合、
当該第２号加入者の給与から掛金の天引きを行う事業主は、そ
の給与から個人型年金の掛金額を控除した上で、給与等の源泉
徴収税額を算出いただくこととなります。
（具体的には、給与等の金額に相当する金額から、社会保険料の
金額と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に
相当する金額の給与等の支払があったものとみなして、税額を
計算することとなります）。
●　第２号加入者が「個人払込」を選択している場合には、当該
第２号加入者の毎月の源泉徴収にかかる事業主の事務はござい
ません。

3.  源泉徴収・年末調整について

（1）毎月の源泉徴収

●　第２号加入者が「事業主払込」「個人払込」のいずれを選択し
ている場合においても、年末調整にかかる事業主の事務がござ
います。

①「事業主払込」の場合の年末調整
●　「事業主払込」を選択している第２号加入者の年末調整は、事
業主が把握している毎月の源泉徴収によって把握いただいてい
る納付済掛金額に基づいて行われます。

●　そのため、事業主のみなさまにおかれましては、確実に毎月
の掛金控除額を把握いただくよう、お願いいたします。

②「個人払込」の場合の年末調整
●　「個人払込」を選択した第２号加入者の方に対して、国民年金
基金連合会から毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」
が送られます（※）。

●　「個人払込」を選択した第２号加入者の年末調整は、本人から
提出された「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて行
われます。

●　そのため、「個人払込」をしている従業員（加入者）がいる事
業所は、年末調整を行う際、「小規模企業共済等掛金払込証明書」
を必ず提出するよう指導してください。

（※）　初回の掛金の納付が10月以降の加入者の場合、同証明書の
発行は翌年の１月になりますので、年末調整に間に合わないと
きは、確定申告が必要になります。

（2）年末調整について
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●　第２号加入者は、企業の従業員として個人型年金に加入でき
る資格や限度額に変動がなかったかどうかについて、年１回届
け出ることが法令上、定められています。
●　「第２号加入者の届出書（事業主取りまとめ）兼第２号加入
者に係る事業主の証明書」において、事業所における確定給付
企業年金等の実施状況や第２号加入者の当該企業年金制度の加
入資格の有無について、事業主の方に証明をしていただきます。

（1）年１回の現況届と事業主の事務

●　この届出は、毎年６月頃、第２号加入者の加入記録を管理す
る各記録関連運営管理機関（※）から事業主に郵送で通知され
ます。事業主は、証明事項を記載の上、各記録関連運営管理機
関に返送してください。
（※）　記録関連運営管理機関は以下の４社となります。第２号
加入者の選択した受付金融機関によって記録運営管理機関は
異なるため、場合によっては、１つの登録事業所番号で最大
４通の通知が送られることになります。

　　Ⅰ．日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社（NRK）
Ⅱ．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（JIS&T）

　　Ⅲ．損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社
　　Ⅳ．ＳＢＩベネフィットシステムズ株式会社

●　具体的な届出の書式および届出の期日については、各記録関
連運営管理機関から、事業主の方にお知らせいたします。

●　届出期日の１ヶ月前までに、各記録関連運営管理機関から事
業主の方に、届出が必要となる加入者のリストが送られます。

●　届出期日までに提出されない場合、当該加入者の掛金引落し
が停止となることがありますので、ご注意ください。

（3）「第２号加入者の届出書（事業主取りまとめ）
　　兼第２号加入者に係る事業主の証明書」の受取
　　と提出

●　具体的には、以下に掲げる事項について事業主の方に証明し
ていただくことになります。
　＜個人型年金の加入資格の確認を目的とした証明＞
　Ⅰ．事業所における企業型年金の実施状況
　Ⅱ．第２号加入者の企業型年金加入者の資格の有無
※　個人型年金への同時加入が可能である旨を定めた企業型
年金の加入者の方の場合は、その旨

　Ⅲ．第２号加入者が事業所に在籍することの確認
　＜個人型年金の限度額の確認を目的とした証明＞
　Ⅰ．確定給付企業年金の加入者の資格の有無
　Ⅱ．厚生年金基金の加入員の資格の有無
　Ⅲ．国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の資格の有無
　Ⅳ．私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無
　Ⅴ．石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無

（2）証明事項

4.  年１回の現況届について
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5.  こんなときには届出を（届出一覧）

届出が必要なとき 届出の種類 頁
▼ ▼ ▼

届出が必要なとき 届出の種類 頁
▼ ▼ ▼

1 16

１6

■登録事業所名称･所在地等変更届
　（K－０１９）

4 ■事業所登録廃止届（K－０２１）
　◎加入者資格喪失届（K－０１５）等登録事業所を廃止するとき

2

■加入者被保険者種別変更届
　（K－010B）
■事業主の証明書が必要です。
◎登録事業所掛金引落機関情報登録・
　変更届（K－020）

第１号加入者（自営業者等）
又は第３号加入者（専業主
婦等）で個人型年金に加入
していた方を採用したとき

4 ■加入者掛金額変更届（K－００９B）加入者が掛金額を変更する
とき

（■は必須、◎は場合により必要になります。該当のページを参照してください。）

（1）事業主に関する事項の変更 （2）加入者に関する事項の変更

■登録事業所掛金引落機関情報登録・
　変更届（K－020）
■預金口座振替依頼書（K－007）

2
掛金の引落口座や金融機関
を変更するとき

16

18

1 ■加入者登録事業所変更届（K－011）
■事業主の証明書が必要です。

第２号加入者が他の登録事
業所から転職してきたとき ２1

２2

3

◎加入者資格喪失届（K－015）
◎加入者登録事業所変更届（K－011）
◎加入者被保険者種別変更届（K－010A）
◎加入者被保険者種別変更届（K－010C）
◎加入者掛金引落機関変更届（K－006）

加入者が退職することとな
ったとき

２3

26

5 27

■加入者掛金納付方法変更届兼
　事業所登録申請書（K－０0８）
　◎預金口座振替依頼書

3
掛金納付の方法を変更する
とき

事業所の名称または所在地
が変わったとき

「事業主払込」を選択して
いる加入者が、休業等によ
り掛金の納付を行うことが
できないとき

◎加入者掛金納付方法変更届兼
　事業所登録申請書（K－008）
◎加入者資格喪失届（K－015）
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◎ A企業で、個人型年金の第２号加入者であった方が

転 職 し た 場 合 等 に 必 要 な 手 続 き

 （1）B企業（公務員のケースを含む）に転職した場合

（2）  自営業者（第1号被保険者）または専業主婦（第3号被保険者）になった場合

B企業に
企業年金
等「あり」

又は「なし」

個人型年金への
加入資格なし

個人型年金への
加入資格あり

（※1）

個人型年金の加入者
資格を喪失

個人型年金の資産を
企業型年金へ移換希望

個人型年金の掛金拠出
を継続希望

個人型年金の掛金拠出
を希望せず、運用を継
続希望

個人型年金の掛金拠出を
継続希望（ただし、この
時点までに拠出した個人
型年金の資産については
企業型へ移換希望）

個人型年金への
加入資格あり

企業型
年金
あり

企業型
年金
なし

加　入　継　続

新　規　加　入

資　格　喪　失

A企業で加入者であった者が拠出を希望する場合

A企業で運用指図者であった者が拠出を希望する場合

A企業で加入者であった者が拠出を希望しない場合

ここでは
○企業型年金とは、企業型確定拠出年金をさします。
○企業年金等とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」
　および「石炭鉱業年金基金」を指します。

加入者資格喪失届（※2）
B企業型年金への移換手続き

加入者資格喪失届
B企業型年金への移換手続き

B企業型年金への移換手続き

必要な手続き 申出後のステータス

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者資格喪失届

加入者被保険者種別変更届

個人型年金加入申出書

加入者資格喪失届

※1： 企業型年金規約で、個人型年金への同時加入を認めている場合
※2： 「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」の添付が必要
※3： 「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」または

 「第2号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）」の添付が必要

B企業型年金の加入者

B企業型年金の加入者

個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の運用指図者

個人型年金の加入者

個人型年金の加入者

個人型年金の運用指図者

個人型年金の掛金拠出
を継続

企業型
年金
なし

加入者資格喪失届 個人型年金の運用指図者個人型年金の掛金拠出
を希望しない

企業型
年金
あり
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◎ A企業で、個人型年金の第２号加入者であった方が

転 職 し た 場 合 等 に 必 要 な 手 続 き

 （1）B企業（公務員のケースを含む）に転職した場合

（2）  自営業者（第1号被保険者）または専業主婦（第3号被保険者）になった場合

B企業に
企業年金
等「あり」

又は「なし」

個人型年金への
加入資格なし

個人型年金への
加入資格あり

（※1）

個人型年金の加入者
資格を喪失

個人型年金の資産を
企業型年金へ移換希望

個人型年金の掛金拠出
を継続希望

個人型年金の掛金拠出
を希望せず、運用を継
続希望

個人型年金の掛金拠出を
継続希望（ただし、この
時点までに拠出した個人
型年金の資産については
企業型へ移換希望）

個人型年金への
加入資格あり

企業型
年金
あり

企業型
年金
なし

加　入　継　続

新　規　加　入

資　格　喪　失

A企業で加入者であった者が拠出を希望する場合

A企業で運用指図者であった者が拠出を希望する場合

A企業で加入者であった者が拠出を希望しない場合

ここでは
○企業型年金とは、企業型確定拠出年金をさします。
○企業年金等とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」
　および「石炭鉱業年金基金」を指します。

加入者資格喪失届（※2）
B企業型年金への移換手続き

加入者資格喪失届
B企業型年金への移換手続き

B企業型年金への移換手続き

必要な手続き 申出後のステータス

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者登録事業所変更届（※3）

加入者資格喪失届

加入者被保険者種別変更届

個人型年金加入申出書

加入者資格喪失届

※1： 企業型年金規約で、個人型年金への同時加入を認めている場合
※2： 「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」の添付が必要
※3： 「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」または

 「第2号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）」の添付が必要

B企業型年金の加入者

B企業型年金の加入者

個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の加入者

B企業型年金の加入者
個人型年金の運用指図者

個人型年金の加入者

個人型年金の加入者

個人型年金の運用指図者

個人型年金の掛金拠出
を継続

企業型
年金
なし

加入者資格喪失届 個人型年金の運用指図者個人型年金の掛金拠出
を希望しない

企業型
年金
あり
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●　事業所の名称、所在地等が変更された場合、「登録事業所名称・
所在地等変更届（K－019）」に必要事項を記入して、受付金融
機関へ提出してください。
●　なお、この場合は個々の加入者から事業所の名称・所在地等

の変更に関する届出は不要です。

❶　事業所の名称または所在地が変わったとき

●　加入者の掛金を給与天引きし、納付していただいている事業
所において、掛金引落口座を変更される場合は、「登録事業所掛
金引落機関情報登録・変更届（K－020）」に必要事項を記入し、

「預金口座振替依頼書（K－007）」を添付して、受付金融機関
へ提出してください。

❷　掛金の引落口座や金融機関を変更するとき

●　変更前の納付方法により、必要な手続きが異なります。
　ケースに応じて必要な届出書等をご提出ください。

（ア）． 「個人払込」から「事業主払込」に変更するとき

（1） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号が既にあ
る場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」

　この場合、既に登録されている「事業主払込」用の登録事業
所番号を「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」に
記入いただき、変更申出者から受付金融機関に提出いただくよ

❸　掛金納付の方法を変更するとき

（1）事業主に関する事項の変更 うお願いします。
※　共済組合員の場合は「加入者掛金納付方法変更届（K-008B）」
を提出して下さい。

（2） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号がない場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」
　「預金口座振替依頼書」（振替口座は事業主口座）

　この場合、「事業主払込」用の登録事業所番号を新たに登録す
る必要があります。「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申
請書」の同番号欄への記入は不要です。事業主の署名・捺印のうえ、
変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付
金融機関に提出いただくようお願いします。
※　共済組合員の場合は、まず、「事業主払込」用の登録事業所
番号を取得していただく必要があります。詳細は、「６.共済組
合員を擁する事業所の注意事項（28頁）」ご参照ください。

（イ） 「事業主払込」から「個人払込」に変更するとき

（1） 「個人払込」に対応する登録事業所番号が既にある
場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」
　「預金口座振替依頼書」（振替口座は個人口座）

　この場合、既に登録されている「個人払込」用の登録事業所
番号を「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」に記
入いただき、事業主の署名・捺印のうえ、変更申出者から同届
と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付金融機関に提出いた
だくようお願いします。
※　共済組合員の場合は「加入者掛金納付方法変更届（K-008B）」
を提出して下さい。
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●　事業所の名称、所在地等が変更された場合、「登録事業所名称・
所在地等変更届（K－019）」に必要事項を記入して、受付金融
機関へ提出してください。

●　なお、この場合は個々の加入者から事業所の名称・所在地等
の変更に関する届出は不要です。

❶　事業所の名称または所在地が変わったとき

●　加入者の掛金を給与天引きし、納付していただいている事業
所において、掛金引落口座を変更される場合は、「登録事業所掛
金引落機関情報登録・変更届（K－020）」に必要事項を記入し、

「預金口座振替依頼書（K－007）」を添付して、受付金融機関
へ提出してください。

❷　掛金の引落口座や金融機関を変更するとき

●　変更前の納付方法により、必要な手続きが異なります。
　ケースに応じて必要な届出書等をご提出ください。

（ア）． 「個人払込」から「事業主払込」に変更するとき

（1） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号が既にあ
る場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」

　この場合、既に登録されている「事業主払込」用の登録事業
所番号を「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」に
記入いただき、変更申出者から受付金融機関に提出いただくよ

❸　掛金納付の方法を変更するとき

（1）事業主に関する事項の変更 うお願いします。
※　共済組合員の場合は「加入者掛金納付方法変更届（K-008B）」
を提出して下さい。

（2） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号がない場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」
　「預金口座振替依頼書」（振替口座は事業主口座）

　この場合、「事業主払込」用の登録事業所番号を新たに登録す
る必要があります。「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申
請書」の同番号欄への記入は不要です。事業主の署名・捺印のうえ、
変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付
金融機関に提出いただくようお願いします。
※　共済組合員の場合は、まず、「事業主払込」用の登録事業所
番号を取得していただく必要があります。詳細は、「６.共済組
合員を擁する事業所の注意事項（28頁）」ご参照ください。

（イ） 「事業主払込」から「個人払込」に変更するとき

（1） 「個人払込」に対応する登録事業所番号が既にある
場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K-008）」
　「預金口座振替依頼書」（振替口座は個人口座）

　この場合、既に登録されている「個人払込」用の登録事業所
番号を「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」に記
入いただき、事業主の署名・捺印のうえ、変更申出者から同届
と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付金融機関に提出いた
だくようお願いします。
※　共済組合員の場合は「加入者掛金納付方法変更届（K-008B）」
を提出して下さい。
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（2） 「個人払込」に対応する登録事業所番号がない場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K－008）」
　「預金口座振替依頼書（K－007）」（振替口座は個人口座）

　この場合、「個人払込」用の登録事業所番号を新たに登録する
必要があります。「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請
書」の同番号欄への記入は不要です。事業主の署名・捺印のうえ、
変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付
金融機関に提出いただくようお願いします。
※共済組合員の場合は、まず、「個人主払込」用の登録事業所番
号を取得していただく必要があります。詳細は、「６.共済組合
員を擁する事業所の注意事項（28頁）」ご参照ください。

●　状況により、必要な手続きが異なります。。

（ア）． 企業の合併（相手方が存続会社）

（1） 企業型年金を実施していない事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－021）」に、必要事項を記入し、受
付金融機関へ提出してください。
●　合併後の新会社（以下、「新会社」という）に移行する加入者が、
引き続き加入者でいるためには、新会社が作成する次の書類の
提出が必要です。
・「加入者登録事業所変更届（K－011）」
・「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書（K

－101）」
　事業主払込を行っていた場合で、合併先の事業所が個人払込
の場合は、加入者一人一人の「加入者掛金引落金融機関変更届

❹　登録事業所を廃止するとき（事業所の合併や企業
　年金制度の導入に伴う変更）

（K－006）」を取りまとめて提出してください。
●　「事業所登録廃止届（K－021）」、「加入者登録事業所変更届
（K－011）」（加入者人数分）と「事業所登録申請書兼第２号加
入者に係る事業主の証明書（K－101）」（加入者人数分）の提出は、
受付金融機関に一括で提出してください。
　なお、事業所の合併に伴い、掛金の納付方法を事業主払込か
ら個人払込へ変更することとなる場合、「加入者掛金引落金融機
関変更届」（加入者人数分）をあわせて受付金融機関に一括で提
出してください。

（2） 企業型年金を実施している事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－021）」に必要事項を記入し、受付
金融機関へ提出してください。

●　この場合、合併先の企業において、個人型年金への同時加入
が可能である旨が定められていない企業型年金の加入対象とな
る方は、個人型年金の加入者の資格を喪失します。速やかに「加
入者資格喪失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した理由お
よび喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付金融機関に
提出するよう指導してください。

●　なお、この場合、これまで積み立てた資産と記録を合併先企
業の企業型年金へ移換させる必要があります。詳細の手続に関
しては、合併先の企業にお問い合わせください。

●　一方、合併先の企業において、①企業型年金の加入者になれな
い方、または、②個人型年金への同時加入が可能である旨が定め
られている企業型年金の加入者は、個人型年金の加入者として
引き続き掛金の拠出および運用の指図を行うことができます。
　なお、②の方は、これまで積み立てた資産と記録を合併先企業
の企業型年金へ移換させることができます。
　ただし、掛金の拠出を継続する場合、「加入者登録事業所変更
届（K－011）」と合併先の企業が証明した「事業所登録申請書
兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K－101）」の提出が必
要です。合併先の事業所の担当部署と連絡をとり、適切に手続
きを行ってください。
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（2） 「個人払込」に対応する登録事業所番号がない場合

・必要となる書類
　「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書（K－008）」
　「預金口座振替依頼書（K－007）」（振替口座は個人口座）

　この場合、「個人払込」用の登録事業所番号を新たに登録する
必要があります。「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請
書」の同番号欄への記入は不要です。事業主の署名・捺印のうえ、
変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付
金融機関に提出いただくようお願いします。
※共済組合員の場合は、まず、「個人主払込」用の登録事業所番
号を取得していただく必要があります。詳細は、「６.共済組合
員を擁する事業所の注意事項（28頁）」ご参照ください。

●　状況により、必要な手続きが異なります。。

（ア）． 企業の合併（相手方が存続会社）

（1） 企業型年金を実施していない事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－021）」に、必要事項を記入し、受
付金融機関へ提出してください。

●　合併後の新会社（以下、「新会社」という）に移行する加入者が、
引き続き加入者でいるためには、新会社が作成する次の書類の
提出が必要です。
・「加入者登録事業所変更届（K－011）」
・「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書（K

－101）」
　事業主払込を行っていた場合で、合併先の事業所が個人払込
の場合は、加入者一人一人の「加入者掛金引落金融機関変更届

❹　登録事業所を廃止するとき（事業所の合併や企業
　年金制度の導入に伴う変更）

（K－006）」を取りまとめて提出してください。
●　「事業所登録廃止届（K－021）」、「加入者登録事業所変更届
（K－011）」（加入者人数分）と「事業所登録申請書兼第２号加
入者に係る事業主の証明書（K－101）」（加入者人数分）の提出は、
受付金融機関に一括で提出してください。
　なお、事業所の合併に伴い、掛金の納付方法を事業主払込か
ら個人払込へ変更することとなる場合、「加入者掛金引落金融機
関変更届」（加入者人数分）をあわせて受付金融機関に一括で提
出してください。

（2） 企業型年金を実施している事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－021）」に必要事項を記入し、受付
金融機関へ提出してください。
●　この場合、合併先の企業において、個人型年金への同時加入
が可能である旨が定められていない企業型年金の加入対象とな
る方は、個人型年金の加入者の資格を喪失します。速やかに「加
入者資格喪失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した理由お
よび喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付金融機関に
提出するよう指導してください。
●　なお、この場合、これまで積み立てた資産と記録を合併先企
業の企業型年金へ移換させる必要があります。詳細の手続に関
しては、合併先の企業にお問い合わせください。
●　一方、合併先の企業において、①企業型年金の加入者になれな
い方、または、②個人型年金への同時加入が可能である旨が定め
られている企業型年金の加入者は、個人型年金の加入者として
引き続き掛金の拠出および運用の指図を行うことができます。
　なお、②の方は、これまで積み立てた資産と記録を合併先企業
の企業型年金へ移換させることができます。
　ただし、掛金の拠出を継続する場合、「加入者登録事業所変更
届（K－011）」と合併先の企業が証明した「事業所登録申請書
兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K－101）」の提出が必
要です。合併先の事業所の担当部署と連絡をとり、適切に手続
きを行ってください。
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●　企業の従業員である加入者（第２号加入者）は、勤め先を退
職することにより、ただちに個人型年金加入者の資格を喪失す
ることになるわけではありません。

●　新しい勤め先（事業所）において、引き続き個人型年金の第
２号加入者としての資格要件を満たしていれば、第２号加入者
として掛金の拠出を続けることができます。

●　国民年金基金連合会は、転職した第２号加入者の新しい勤め
先の情報がなければ、掛金を収納することができません。

●　転職して来られた従業員が、前の企業でも個人型年金の第２
号加入者であった場合、速やかに「加入者登録事業所変更届

（K－011）」を提出するよう指導していただくとともに、「事業

所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K－101）」

を発行していただくようご協力をお願いします。

ご注意いただきたいこと

（イ） 企業型年金の導入
●　貴事業所において企業型年金（個人型年金への同時加入を認
めていない企業型年金に限ります。）を導入することになり、加
入者全員がその制度の対象となる場合は、「事業所登録廃止届

（K－021）」に、必要事項を記入し、受付金融機関へ提出して
ください。
●　この場合、企業型年金の加入対象者となる方は、個人型年金
の加入者の資格がなくなりますので、速やかに「加入者資格喪
失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した理由および喪失年
月日を明らかにする書類を添付して受付金融機関に提出するよ
う指導してください。
　また、個人型年金で積み立てた資産と記録を企業型年金へ移
換させる必要があります。移換手続きにつきましては、企業型
年金の運営管理機関にお尋ねください。
●　なお、導入する企業型年金の加入対象とならない方がいる場
合には、その方は引き続き個人型年金に加入することができま
すので、上記の「事業所登録廃止届（K－021）」は提出不要です。

（ウ） 確定給付企業年金等の導入
●　この場合、個人型年金に加入している従業員の方の加入資格
はなくなりませんので、「事業所登録廃止届（K－021）」をご
提出いただく必要はございません。ただし、第２号加入者とし
ての掛金限度額が変更になりますので、次の手続きが必要とな
ります。
●　貴事業所において確定給付企業年金等の企業年金制度を導入
することになった場合、「加入者他年金加入状況等変更届（K－
028）」と「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の
証明書（K－101）」を受付金融機関に提出するよう指導してく
ださい。
※　企業型年金（個人型年金への同時加入を認めている企業型
年金に限ります。）を新規で導入された場合も、同様の取扱と
なります。
※　「加入者他年金加入状況等変更届（K－028）」は、企業年
金等の加入状況に変更があった場合にご提出いただくもので、
併せて、限度額の変更に伴う毎月の掛金額変更も可能です。

●　第２号加入者が転職後の企業において引き続き個人型年金の
第２号加入者として掛金の拠出を続けるためには、新しい職場
（事業所）の「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の
証明書」（「個人型年金の加入申込と事業主証明書について（4頁
から5頁）」を参照してください。）が必要です。

●　第２号加入者は、「加入者登録事業所変更届（K－011）」を
受付金融機関に提出しなければなりませんが、この届出に「事
業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書」の添付
が必要となります。

❶　第２号加入者が他の登録事業所から転職してきた
　とき

（2）加入者に関する事項の変更
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●　企業の従業員である加入者（第２号加入者）は、勤め先を退
職することにより、ただちに個人型年金加入者の資格を喪失す
ることになるわけではありません。
●　新しい勤め先（事業所）において、引き続き個人型年金の第
２号加入者としての資格要件を満たしていれば、第２号加入者
として掛金の拠出を続けることができます。
●　国民年金基金連合会は、転職した第２号加入者の新しい勤め
先の情報がなければ、掛金を収納することができません。
●　転職して来られた従業員が、前の企業でも個人型年金の第２
号加入者であった場合、速やかに「加入者登録事業所変更届

（K－011）」を提出するよう指導していただくとともに、「事業

所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K－101）」

を発行していただくようご協力をお願いします。

ご注意いただきたいこと

（イ） 企業型年金の導入
●　貴事業所において企業型年金（個人型年金への同時加入を認
めていない企業型年金に限ります。）を導入することになり、加
入者全員がその制度の対象となる場合は、「事業所登録廃止届

（K－021）」に、必要事項を記入し、受付金融機関へ提出して
ください。

●　この場合、企業型年金の加入対象者となる方は、個人型年金
の加入者の資格がなくなりますので、速やかに「加入者資格喪
失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した理由および喪失年
月日を明らかにする書類を添付して受付金融機関に提出するよ
う指導してください。
　また、個人型年金で積み立てた資産と記録を企業型年金へ移
換させる必要があります。移換手続きにつきましては、企業型
年金の運営管理機関にお尋ねください。

●　なお、導入する企業型年金の加入対象とならない方がいる場
合には、その方は引き続き個人型年金に加入することができま
すので、上記の「事業所登録廃止届（K－021）」は提出不要です。

（ウ） 確定給付企業年金等の導入
●　この場合、個人型年金に加入している従業員の方の加入資格
はなくなりませんので、「事業所登録廃止届（K－021）」をご
提出いただく必要はございません。ただし、第２号加入者とし
ての掛金限度額が変更になりますので、次の手続きが必要とな
ります。

●　貴事業所において確定給付企業年金等の企業年金制度を導入
することになった場合、「加入者他年金加入状況等変更届（K－
028）」と「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の
証明書（K－101）」を受付金融機関に提出するよう指導してく
ださい。
※　企業型年金（個人型年金への同時加入を認めている企業型
年金に限ります。）を新規で導入された場合も、同様の取扱と
なります。

※　「加入者他年金加入状況等変更届（K－028）」は、企業年
金等の加入状況に変更があった場合にご提出いただくもので、
併せて、限度額の変更に伴う毎月の掛金額変更も可能です。

●　第２号加入者が転職後の企業において引き続き個人型年金の
第２号加入者として掛金の拠出を続けるためには、新しい職場
（事業所）の「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の
証明書」（「個人型年金の加入申込と事業主証明書について（4頁
から5頁）」を参照してください。）が必要です。
●　第２号加入者は、「加入者登録事業所変更届（K－011）」を
受付金融機関に提出しなければなりませんが、この届出に「事
業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書」の添付
が必要となります。

❶　第２号加入者が他の登録事業所から転職してきた
　とき

（2）加入者に関する事項の変更
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●　加入者は、国民年金の被保険者資格の種別が変更（このケー
スでは第１号被保険者又は第３号被保険者から第２号被保険者）
になります。
●　国民年金基金連合会での資格確認の結果、日本年金機構の記
録と一致しない場合、掛金の引落が停止されます。加入者は速
やかに「加入者被保険者種別変更届（K－010Ｂ）」を提出しな
ければ、掛金の拠出を続けることができなくなります。
●　採用された従業員が、第１号加入者又は第３号加入者であっ
た場合、速やかに「加入者被保険者種別変更届」を提出するよ
う指導していただくとともに、「事業所登録申請書兼第２号加入
者に係る事業主の証明書（K－101）」を提出していただくよう
ご協力をお願いします。
●　なお、第１号加入者又は第３号加入者であったときに、第２
号加入者の拠出限度額を超える掛金を拠出していた場合は、第
２号加入者としての限度額以内に収まるよう、掛金額の変更も
同時に行わなければなりません。被保険者資格種別の変更に伴
う掛金額の変更は、「加入者被保険者種別変更届（K－010B）」
で手続きすることができます。
●　変更後の掛金納付方法が事業主払込の場合で、事業主払込が
事業主にとって初めての場合は、「登録事業所掛金引落機関情報
登録・変更届（K－020）」もあわせて提出してください。

ご注意いただきたいこと

●　当該加入者が引き続き加入者として掛金の拠出を続けていく
ためには、勤務先の「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る
事業主の証明書（K－101）」（「個人型年金の加入申込と事業主
証明書について（4頁から5頁）」を参照してください。）が必要です。

❷　第１号加入者（自営業者等）又は第３号加入者
（専業主婦等）で個人型年金に加入していた方を
採用したとき

●　退職した後の状況によっては、個人型年金の加入者の資格を
喪失しないケースもあります。ケースに応じて速やかにその旨
を個人型年金を取扱う受付金融機関経由で国民年金基金連合会
に届け出るよう加入者を指導してください。

ご注意いただきたいこと

❸　加入者が退職することとなったとき

（ア） 退職時に必要な事業主の手続き
●　加入者が退職した場合は、速やかにその旨を国民年金基金連
合会へ届け出てください。国民年金基金連合会では、加入者か
ら資格の喪失等の届出がなければ、退職の事実を把握すること
ができません。仮に退職者が「事業主払込」を選択していた場
合には、引き続き掛金の口座振替の処理を行います。

●　そのため、「事業主払込」を実施している事業所は、退職した
従業員の掛金の引落しを止めるために、以下のようなスケジュ
ールで「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を国民
年金基金連合会（事務処理センター）に直接提出していただく
必要があります。
※　「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」は、国民
年金基金連合会のホームページ（http://npfa.or.jp/401K）規約・
諸様式から印刷できます。また、書類の送付先は、帳票下部
に記載されておりますのでご確認ください。

･･･退職者の退職日が月末である場合
→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を翌月中
に提出。（翌月の掛金は引落とされ、翌々月から引落し停止）

･･･退職者の退職日が月末でない場合
→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を当月中
に提出。（掛金は、翌月から引落し停止）
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●　加入者は、国民年金の被保険者資格の種別が変更（このケー
スでは第１号被保険者又は第３号被保険者から第２号被保険者）
になります。

●　国民年金基金連合会での資格確認の結果、日本年金機構の記
録と一致しない場合、掛金の引落が停止されます。加入者は速
やかに「加入者被保険者種別変更届（K－010Ｂ）」を提出しな
ければ、掛金の拠出を続けることができなくなります。

●　採用された従業員が、第１号加入者又は第３号加入者であっ
た場合、速やかに「加入者被保険者種別変更届」を提出するよ
う指導していただくとともに、「事業所登録申請書兼第２号加入
者に係る事業主の証明書（K－101）」を提出していただくよう
ご協力をお願いします。

●　なお、第１号加入者又は第３号加入者であったときに、第２
号加入者の拠出限度額を超える掛金を拠出していた場合は、第
２号加入者としての限度額以内に収まるよう、掛金額の変更も
同時に行わなければなりません。被保険者資格種別の変更に伴
う掛金額の変更は、「加入者被保険者種別変更届（K－010B）」
で手続きすることができます。

●　変更後の掛金納付方法が事業主払込の場合で、事業主払込が
事業主にとって初めての場合は、「登録事業所掛金引落機関情報
登録・変更届（K－020）」もあわせて提出してください。

ご注意いただきたいこと

●　当該加入者が引き続き加入者として掛金の拠出を続けていく
ためには、勤務先の「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る
事業主の証明書（K－101）」（「個人型年金の加入申込と事業主
証明書について（4頁から5頁）」を参照してください。）が必要です。

❷　第１号加入者（自営業者等）又は第３号加入者
（専業主婦等）で個人型年金に加入していた方を
採用したとき

●　退職した後の状況によっては、個人型年金の加入者の資格を
喪失しないケースもあります。ケースに応じて速やかにその旨
を個人型年金を取扱う受付金融機関経由で国民年金基金連合会
に届け出るよう加入者を指導してください。

ご注意いただきたいこと

❸　加入者が退職することとなったとき

（ア） 退職時に必要な事業主の手続き
●　加入者が退職した場合は、速やかにその旨を国民年金基金連
合会へ届け出てください。国民年金基金連合会では、加入者か
ら資格の喪失等の届出がなければ、退職の事実を把握すること
ができません。仮に退職者が「事業主払込」を選択していた場
合には、引き続き掛金の口座振替の処理を行います。
●　そのため、「事業主払込」を実施している事業所は、退職した
従業員の掛金の引落しを止めるために、以下のようなスケジュ
ールで「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を国民
年金基金連合会（事務処理センター）に直接提出していただく
必要があります。
※　「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」は、国民
年金基金連合会のホームページ（http://npfa.or.jp/401K）規約・
諸様式から印刷できます。また、書類の送付先は、帳票下部
に記載されておりますのでご確認ください。

･･･退職者の退職日が月末である場合
→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を翌月中
に提出。（翌月の掛金は引落とされ、翌々月から引落し停止）

･･･退職者の退職日が月末でない場合
→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を当月中
に提出。（掛金は、翌月から引落し停止）
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（イ） 退職時に必要な加入者の手続き
●　退職したあとの状況により、必要な手続きが異なります。そ
れぞれの場合に応じて、退職した加入者が適切に届出をするよ
う指導してください。

（1） 転職先に企業型年金の制度があり、その対象者と
なる場合

①　個人型年金への同時加入が可能である旨が定められていない
企業型年金の加入者となる場合
●　個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速やかに
「加入者資格喪失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した
理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付金
融機関に提出するよう指導してください。
●　このケースの場合は、これまで個人型年金で積み立ててき
た年金資産（個人別管理資産）を転職先の企業型年金へ移換
させる必要があります。手続の詳細に関しては、転職先の企
業型年金の実施事業所に問い合わせるよう指導してください。

②　個人型年金への同時加入が可能である旨が定められている企
業型年金の加入者となる場合
●　転職先の企業において、個人型年金への同時加入が可能で
ある旨が定められている企業型年金の加入者は、個人型年金
の加入者として引き続き掛金の拠出および運用の指図を行う
ことができます。
●　ただし、掛金の拠出を継続する場合は、「加入者登録事業所

変更届（K－011）」を提出するとともに、転職先の事業所に、
「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K
－101）」を発行していただくよう指導してください。

（2） その他の場合

●　以下の場合は引き続き、個人型年金の加入者として掛金を
拠出することができます。
・企業型年金の制度がない事業所に転職する場合
・国家公務員、地方公務員または私立学校の教職員となる場合
・自営業者等になる場合
・専業主婦等になる場合

（提出書類・添付書類について）
●　転職後の状態によって届け出・添付書類は異なります。詳
細は下表をご参照ください。

●　転職元の事業主のみなさまにおかれては、加入者に適切な
書類を提出するよう指導いただくようお願いいたします。

企業型年金の制
度がない事業所
に転職する場合

加入者登録事業所変更届
（K－011）

加入者登録事業所変更届
（K－011）

加入者被保険者種別変更
届（K－010A）

加入者被保険者種別変更
届（K－010C）

事業所登録申請書
兼第２号加入者に
係る事業主の証明
書（K－101）
第２号加入者に係
る事業主の証明書
（共済組合員用）
（K－101B）
加入者掛金引落機
関変更届（K－006）
※転職元で「事業
主払込」を選択
していた場合に
限る
加入者掛金引落機
関変更届（K－006）
※転職元で「事業
主払込」を選択
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届け出
（受付金融機関に提出） 添付書類

国家公務員、地
方公務員または
私立学校の教職
員となる場合
自営業者等にな
る場合

専業主婦等にな
る場合
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（イ） 退職時に必要な加入者の手続き
●　退職したあとの状況により、必要な手続きが異なります。そ
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う指導してください。
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なる場合

①　個人型年金への同時加入が可能である旨が定められていない
企業型年金の加入者となる場合
●　個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速やかに
「加入者資格喪失届（K－015）」を加入者の資格を喪失した
理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付金
融機関に提出するよう指導してください。
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た年金資産（個人別管理資産）を転職先の企業型年金へ移換
させる必要があります。手続の詳細に関しては、転職先の企
業型年金の実施事業所に問い合わせるよう指導してください。

②　個人型年金への同時加入が可能である旨が定められている企
業型年金の加入者となる場合
●　転職先の企業において、個人型年金への同時加入が可能で
ある旨が定められている企業型年金の加入者は、個人型年金
の加入者として引き続き掛金の拠出および運用の指図を行う
ことができます。
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していた場合に
限る
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●　加入者は、毎年４月から翌年３月までの間で年１回に限り、

掛金額を変更することができます。

●　加入者が掛金額を変更したい場合は、「加入者掛金額変更届

（K－009B）」を受付金融機関に提出することになります。他方、

事業主が「事業主払込」を行っている場合、給与天引きの関係上、

掛金額変更の情報が必要になりますが、国民年金基金連合会か

ら掛金額通知書が送付されるまでは、加入者から事業主の方に

対して掛金額変更の報告がなされなければ、事業主はその変更

の事実を知ることができません。

●　そのため、事業主において給与事務スケジュールの関係上、

事前に掛金額の変更を把握する必要がある場合には、受付金融

機関へ提出する「加入者掛金額変更届（K-009B）」の写しを給

与担当の部署へ提出するなどの社内ルールで対応していただく

ことが必要となります。

❹　加入者が掛金額を変更するとき

●　「事業主払込」を行う加入者が、休職等の理由により、掛金を

給与天引できなくなるようなケースでは、当該加入者に対し、

以下の書類を受付金融機関に提出するようご指導ください。

　（加入者が掛金の納付継続を希望している場合）

　・掛金の納付方法を「個人払込」に変更してください。

　　「加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書（K－008）」

　（加入者が掛金の納付継続を希望しない場合）

・加入者資格を喪失する手続きをし、「運用指図者」として運用

を継続してください。

　　「加入者資格喪失届（K－015）」

※　「事業主払込」を行う共済組合員が異動等やむを得ない理由

により掛金の納付ができない月が発生した場合の取扱は、

「６．共済組合員を擁する事業所の注意事項について（28頁）」

を参照してください。

❺　「事業主払込」を選択している加入者が、休業
等により掛金の納付を行うことができないとき
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6.　共済組合員を擁する事業所の
　　注意事項について

●　事務処理を円滑に進めることを目的に、一部の帳票につきま
して、一般事業所の第２号加入者と区別し、共済組合員専用の
帳票を準備しておりますので、混同しないようご指導ください。

【共済組合員専用帳票】
　・事業所登録申請書（事前登録用）（K－029）
　・個人型年金加入申出書（共済組合員用）（K－001D）
　・第２号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）
　　（K－101B）
　・預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書（共済事業所用）
　　（K－007B）
　・加入者掛金納付方法変更届（共済組合員用）（K－008B）
※　共済組合員ではない職員の方は、上記帳票ではなく、一般

事業所の第２号加入者と同じ帳票を使用していただきますの
で、ご注意ください。

（1） 共済組合員の方専用の帳票について

（2） 事業所登録に関する手続きについて

●　一般事業所における事業所登録は、最初の加入者が発生した
際の「個人型年金加入申出書（２号被保険者用）」と同時にご提
出いただく「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の
証明書」により、国民年金基金連合会で登録作業を実施してお
りますが、共済組合員を擁する事業所の場合は、一般事業所と
は異なり、初回の加入者の加入申出書を提出する前に事業所登
録を完了しておいていただく必要があります。
　「事業所登録申請書 （事前登録用）（K－029）」を以下の届書
送付先にご提出いただき、事前に事業所登録番号の発行を受け
てください。

●　事業所登録番号は、「共済組合員」・「共済組合員ではない職員」
別に払出すことも可能です。なお、「事業主払込」・「個人払込」
は別に払い出すこととなりますので、必要に応じて複数の事業
所登録番号の払出を受けてください。
※　「共済組合員」・「共済組合員ではない職員」の事業所登録番

号を一つにまとめた場合、年一回の現況届（及び事業主払込
時の毎月の掛金に係る通知）には、「共済組合員」・「共済組合
員ではない職員」が混在した形で通知されます。

※　共済組合員ではない職員の方の事業所登録につきましては、
一般事業主と同じ取扱となるため、「事業所登録申請書 （事前
登録用）」（K－029）は使用しません。

（3） 事業所登録番号の種類等について

＜届書送付先＞
〒135-0016
東京都江東区東陽２－４－２　新宮ビルＢ１階
りらいあコミュニケーションズ内　国民年金基金連合会
事業所登録受付担当　宛
※　「第２号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）」の

該当箇所に、上記申請に基づき通知された事業所登録番号を
ご記入のうえ、申出者にお渡しください。

●　追加で事業所登録番号の発行を受けたい場合は、新たに登録
したい掛金納付方法をご記入いただいた「事業所登録申請書（事
前登録用）（K－029）」をご提出ください。
※　新しい事業所登録番号で事業主の証明を実施する場合は、

上記申請に基づく事業所登録番号の通知を受けてからご対応
ください。
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MEMO

●　共済組合員を擁する事業所が「事業主払込」の事業所登録を
するケースで、当該事業所が、関係法令により口座振替による
支出ができない場合は、口座振替ではなく、国民年金基金連合
会が用意する口座に振込む方法によって従業員の方の掛金を納
付いただくことも可能です。

（5） 事業主払込（振込）について

●　やむを得ない理由で納付されなかった掛金については、加入
者が国民年金基金連合会に「調整月納付に係る届書」を提出す
ることによって、同一年内の９月または12月に事業主払込によ
り掛金の納付を行うことができます。

（6） 「事業主払込」を選択している加入者が、異動や
休業等やむを得ない理由により掛金の納付を行うこ
とができなかったとき

●　共済組合員の方の掛金額上限は12,000円、共済組合員ではな
い職員の方の掛金額上限は23,000円となります。
●　共済組合員ではない職員の方が共済組合員となった場合には、
掛金限度額も変更されます。事業主のみなさまは、事業主証明
の際、掛金額の上限が12,000円を超えていないかどうか、ご確
認ください。⇒（4頁）

（4） 掛金限度額の違いについて
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