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わが国の最近の人口動向等

正解（4）	 正解率　55.0％	

解　説

（1）令和元年の簡易生命表によると，日本人の平均寿命は男子が 81.41 歳，女子が 87.45 歳

となっており，女性が男性を 6.04 歳上回っている。したがって，（1）は誤っている。　 

テキスト 1，第 1 章，2，1），1 参照

（2）令和元年の合計特殊出生率は，1.36 である。したがって，（2）は誤っている。　テキスト 1，

第 1 章，2，1），2 参照

（3）「国民生活基礎調査」による平成30年の高齢者世帯の平均所得金額の総額は312.6万円で，

種類別では「公的年金・恩給」が 199.0 万円（63.6％），である。したがって，（3）は誤っ

ている。　テキスト 1，第 1 章，2，2）参照

（4）「高齢社会白書」による令和元年の総人口に占める 65 歳以上の人の割合（高齢化率）は，

28.4％である。したがって，（4）は正しい。　テキスト 1，第 1 章，2，1），1 参照

（5）平成30年度の社会保障給付費の総額は，121.5兆円である。したがって，（5）は誤っている。　

テキスト 1，第 1 章，2，3），3 参照

（ 1）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。
本試験においては，新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は考慮しないで解

答してください。

［問１］ わが国の最近の人口動向等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 令和元年の簡易生命表によると，日本人の平均寿命は，女性が男性を７歳

以上上回っている。
（２） 令和元年の合計特殊出生率は，1.50を上回っている。
（３） 「国民生活基礎調査」による平成30年の高齢者世帯の所得を種類別にみる

と，「公的年金・恩給」の割合は70％を超えている。
（４） 「高齢社会白書」による令和元年の総人口に占める65歳以上の人の割合は，

30％を下回っている。
（５） 平成30年度の社会保障給付費の総額は，130兆円を超えている。

［問２］ わが国の公的年金制度の現況について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 令和元年度末の国民年金の第１号被保険者数は，1,400万人を上回っている。
（２） 令和元年度末の国民年金の第３号被保険者数は，前年度末より増加してい

る。
（３） 令和元年度末の第１号厚生年金被保険者における短時間労働者の被保険者

数は，50万人を上回っている。
（４） 令和元年度（現年度分）の国民年金保険料の納付率は，65％を下回ってい

る。
（５） 令和元年度末の公的年金の受給者数（実受給権者数）は，4,500万人を上回

っている。

農林中金アカデミー
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わが国の公的年金制度の現況

正解（1）	 正解率　24.9％	

解　説

（1）令和元年度末の国民年金の第 1 号被保険者数は，1,453 万人である。したがって，（1）

は正しい。　テキスト 1，第 1 章，1，2），2 参照

（2）令和元年度末の第 3 号被保険者数は 820 万人で，前年度末の 847 万人より減少している。

したがって，（2）は誤っている。　テキスト記載なし

（3）令和元年度末の第 1 号厚生年金被保険者における短時間労働者の被保険者数は 47 万人

である。したがって，（3）は誤っている。　テキスト記載なし

（4）令和元年度（現年度分）の国民年金保険料の納付率は，69.3％である。したがって，（4）

は誤っている。　テキスト 1，第 2 章，1，7），4 参照

（5）令和元年度末の公的年金の受給者数（実受給権者数）は，4,040 万人である。したがって，

（5）は誤っている。　テキスト 1，第 4 章，1，1）参照

（ 1）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。
本試験においては，新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は考慮しないで解

答してください。

［問１］ わが国の最近の人口動向等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 令和元年の簡易生命表によると，日本人の平均寿命は，女性が男性を７歳

以上上回っている。
（２） 令和元年の合計特殊出生率は，1.50を上回っている。
（３） 「国民生活基礎調査」による平成30年の高齢者世帯の所得を種類別にみる

と，「公的年金・恩給」の割合は70％を超えている。
（４） 「高齢社会白書」による令和元年の総人口に占める65歳以上の人の割合は，

30％を下回っている。
（５） 平成30年度の社会保障給付費の総額は，130兆円を超えている。

［問２］ わが国の公的年金制度の現況について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 令和元年度末の国民年金の第１号被保険者数は，1,400万人を上回っている。
（２） 令和元年度末の国民年金の第３号被保険者数は，前年度末より増加してい

る。
（３） 令和元年度末の第１号厚生年金被保険者における短時間労働者の被保険者

数は，50万人を上回っている。
（４） 令和元年度（現年度分）の国民年金保険料の納付率は，65％を下回ってい

る。
（５） 令和元年度末の公的年金の受給者数（実受給権者数）は，4,500万人を上回

っている。

農林中金アカデミー
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医 療 保 険 制 度 等

正解（1）	 正解率　65.6％	

解　説

（1）全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の保険料率は，都道府県により異なって

いる。したがって，（1）は誤っている。　テキスト 3，第 4 章，4 参照

（2）医師等にかかったときの窓口で支払う医療費の自己負担割合は，70 歳以上 75 歳未満で

現役並み所得者に該当しない者は，平成 26 年 4 月以降 70 歳に到達した者から 2 割である。

したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 3，第 4 章，4，1），2 参照

（3）高額療養費は，同一月内に支払った自己負担額が，所定額（高額療養費算定基準額）を

超えたときに支給される。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 3，第 4 章，4，1），

2 参照

（4）健康保険の標準報酬月額は，第 1 級の 58,000 円から第 50 級の 1,390,000 円までの 50 等

級に区分されている。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 3，第 4 章，4，1），

1 参照

（5）介護保険の第 1 号被保険者とは，市区町村の区域内に住所がある 65 歳以上の者をいう。

したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 3，第 4 章，5，2），1 参照

［問３］ 健康保険制度等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の保険料率は，日本全国同

じである。
（２） 70歳から75歳に達するまでの者（現役並み所得者を除く）の医療費の自己

負担割合は，２割である。
（３） 高額療養費は，同一月内に支払った自己負担額が所定額を超えたときに支

給される。
（４） 健康保険の標準報酬月額は，第１級の58,000円から第50級の1,390,000円ま

での50等級に区分されている。
（５） 介護保険の第１号被保険者とは，市区町村の区域内に住所がある65歳以上

の者をいう。

［問４］ 国民年金の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 第３号被保険者は，配偶者が厚生年金保険の被保険者でなくなった場合，

個人番号（マイナンバー）を活用した情報連携により第１号被保険者への種
別変更の届出を省略できる。

（２） 受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金保険の被保険者の被扶養
配偶者は，60歳未満であっても第３号被保険者に該当しない。

（３） 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者であって遺族基礎年
金の受給権者は，第１号被保険者である。

（４） 第３号被保険者である被扶養配偶者の認定基準では，障害基礎年金の収入
は年間収入に含まれる。

（５） 外国に赴任する第２号被保険者に同行している20歳以上60歳未満の被扶養
配偶者は，第３号被保険者になることができる。

［問５］ 国民年金の第１号被保険者の保険料等について，誤っているものを１つ
選びなさい。

（１） 令和４年度の保険料月額は，令和３年度より高額である。
（２） 保険料の納期限から２年を経過すると，保険料を納付することができない。
（３） 保険料を納付する義務があるのは，被保険者とその配偶者および世帯主で

ある。
（４） 口座振替で当月分の保険料を当月末に納付した場合，月額50円割引される。
（５） クレジットカードを利用して，２年分の保険料を一括前納することができ

る。

（ 2）農林中金アカデミー
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国 民 年 金 の 被 保 険 者

正解（1）	 正解率　61.9％	

解　説

（1）第 3 号被保険者は，配偶者が厚生年金保険の被保険者でなくなった場合，第 3 号被保険

者から第 1 号被保険者への種別変更の届出をしなければならない。したがって，（1）は誤っ

ている。　テキスト 1，第 2 章，1，5）参照

（2）受給資格期間を満たしている 65 歳以上の厚生年金保険の被保険者は第 2 号被保険者に

該当しないので，その被扶養配偶者は 60 歳未満であっても第 3 号被保険者に該当しない。

したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，2），1，（3）参照

（3）日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の自営業者であって遺族基礎年金の受給権

者は，国民年金の第 1 号被保険者である。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 1，

第 2 章，1，2），1，（1）参照

（4）第 3 号被保険者である被扶養配偶者の認定基準では，障害基礎年金の収入は年間収入

に含まれる。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，2），1，（3） 

参照

（5）第 2 号被保険者の被扶養配偶者であっても，外国に住所を有する者は，原則として第 3

号被保険者に該当しないこととされている。ただし，留学生や海外に赴任している第 2 号

被保険者に同行する被扶養配偶者は例外（海外特例要件）として，第 3 号被保険者（被扶

養者）になることができる。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，

2），1，（3）参照

［問３］ 健康保険制度等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の保険料率は，日本全国同

じである。
（２） 70歳から75歳に達するまでの者（現役並み所得者を除く）の医療費の自己

負担割合は，２割である。
（３） 高額療養費は，同一月内に支払った自己負担額が所定額を超えたときに支

給される。
（４） 健康保険の標準報酬月額は，第１級の58,000円から第50級の1,390,000円ま

での50等級に区分されている。
（５） 介護保険の第１号被保険者とは，市区町村の区域内に住所がある65歳以上

の者をいう。

［問４］ 国民年金の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 第３号被保険者は，配偶者が厚生年金保険の被保険者でなくなった場合，

個人番号（マイナンバー）を活用した情報連携により第１号被保険者への種
別変更の届出を省略できる。

（２） 受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金保険の被保険者の被扶養
配偶者は，60歳未満であっても第３号被保険者に該当しない。

（３） 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者であって遺族基礎年
金の受給権者は，第１号被保険者である。

（４） 第３号被保険者である被扶養配偶者の認定基準では，障害基礎年金の収入
は年間収入に含まれる。

（５） 外国に赴任する第２号被保険者に同行している20歳以上60歳未満の被扶養
配偶者は，第３号被保険者になることができる。

［問５］ 国民年金の第１号被保険者の保険料等について，誤っているものを１つ
選びなさい。

（１） 令和４年度の保険料月額は，令和３年度より高額である。
（２） 保険料の納期限から２年を経過すると，保険料を納付することができない。
（３） 保険料を納付する義務があるのは，被保険者とその配偶者および世帯主で

ある。
（４） 口座振替で当月分の保険料を当月末に納付した場合，月額50円割引される。
（５） クレジットカードを利用して，２年分の保険料を一括前納することができ

る。

（ 2）農林中金アカデミー
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国民年金の第 1号被保険者の保険料

正解（1）	 正解率　31.2％	

解　説

（1）令和 4 年度の保険料月額は 16,590 円，令和 3 年度は 16,610 円である。したがって，（1）

は誤っている。　テキスト記載なし

（2）保険料は納期限から 2 年を経過すると時効により納付することができない。したがって，

（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），4，（1）参照

（3）保険料の納付義務者は原則として被保険者本人であるが，本人に収入がないときなどは，

その配偶者または世帯主は連帯して納付する義務を負っている。したがって，（3）は誤っ

ていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），4，（1）参照

（4）口座振替で当月分の保険料を当月末に納付した場合，月額 50 円割引される。したがって，

（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），4，（2）参照

（5）保険料は，クレジットカードを利用して，2 年分の保険料を一括前納することができる。

したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），4，（3）参照

［問３］ 健康保険制度等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の保険料率は，日本全国同

じである。
（２） 70歳から75歳に達するまでの者（現役並み所得者を除く）の医療費の自己

負担割合は，２割である。
（３） 高額療養費は，同一月内に支払った自己負担額が所定額を超えたときに支

給される。
（４） 健康保険の標準報酬月額は，第１級の58,000円から第50級の1,390,000円ま

での50等級に区分されている。
（５） 介護保険の第１号被保険者とは，市区町村の区域内に住所がある65歳以上

の者をいう。

［問４］ 国民年金の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 第３号被保険者は，配偶者が厚生年金保険の被保険者でなくなった場合，

個人番号（マイナンバー）を活用した情報連携により第１号被保険者への種
別変更の届出を省略できる。

（２） 受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金保険の被保険者の被扶養
配偶者は，60歳未満であっても第３号被保険者に該当しない。

（３） 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者であって遺族基礎年
金の受給権者は，第１号被保険者である。

（４） 第３号被保険者である被扶養配偶者の認定基準では，障害基礎年金の収入
は年間収入に含まれる。

（５） 外国に赴任する第２号被保険者に同行している20歳以上60歳未満の被扶養
配偶者は，第３号被保険者になることができる。

［問５］ 国民年金の第１号被保険者の保険料等について，誤っているものを１つ
選びなさい。

（１） 令和４年度の保険料月額は，令和３年度より高額である。
（２） 保険料の納期限から２年を経過すると，保険料を納付することができない。
（３） 保険料を納付する義務があるのは，被保険者とその配偶者および世帯主で

ある。
（４） 口座振替で当月分の保険料を当月末に納付した場合，月額50円割引される。
（５） クレジットカードを利用して，２年分の保険料を一括前納することができ

る。

（ 2）農林中金アカデミー
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国民年金の保険料免除制度

正解（3）	 正解率　40.7％	

解　説

（1）学生納付特例制度の対象となっている者は，保険料半額免除制度の対象とされない。し

たがって，（1）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），6 参照

（2）第 1 号被保険者が，生活保護法による生活扶助を受けているときは，届け出ることで保

険料の納付が免除される（法定免除）。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 1，

第 2 章，1，7），5，（1）参照

（3）国民年金の第 1 号被保険者が出産する場合，出産予定日または出産日の属する月“の前

月”から出産予定月の翌々月までの各月（4 ヵ月間）の保険料の納付が全額免除される（単

胎妊娠の場合）。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 1，第 2 章，1，7），9 参照

（4）50 歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は，本人および配偶者の所得で判定される。

したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），7 参照

（5）過去 2 年（2 年 1 ヵ月前）まで遡って保険料免除の申請をすることができる。したがって，

（5）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，2，1），2 参照

（ 3）

［問６］ 国民年金の第１号被保険者に対する保険料免除制度等について，誤って
いるものを１つ選びなさい。

（１） 学生納付特例制度の対象となっている者は，保険料半額免除制度の対象と
されない。

（２） 生活保護法による生活扶助を受けている者は，法定免除者に該当する。
（３） 産前産後免除期間は，単胎妊娠の場合，出産予定日または出産日の属する

月から４ヵ月間である。
（４） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は，本人および配偶者の所得

で判定される。
（５） 過去２年（２年１ヵ月前）まで遡って保険料免除の申請をすることができ

る。

［問７］ 公的年金の被保険者資格の取得・喪失および被保険者期間について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 日本国内に住所を有する外国人留学生は，20歳に達したときに国民年金の
第１号被保険者の資格を取得する。

（２） 20歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は，資格を取得した
ときに国民年金の第２号被保険者となる。

（３） 被保険者が死亡したときは，死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失す
る。

（４） 月の末日に厚生年金保険の適用事業所を退職した場合，退職した月まで厚
生年金保険の被保険者期間に算入される。

（５） 厚生年金保険の被保険者は，65歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。

［問８］ 厚生年金保険の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 短時間労働者が被保険者となるには，賃金の月額が8.8万円以上あることが

必要である。
（２） 常時従業員を使用する法人事業所の代表者は，被保険者となる。
（３） 臨時的事業の事業所に継続して４ヵ月使用される見込みの者は，被保険者

とならない。
（４） ２ヵ月以内の期間を定めて使用されている者が，所定の期間を超えて引き

続き使用されることとなった場合は，そのときから原則として被保険者とな
る。

（５） 常時５人以上の従業員を使用する個人事業所の事業主は，被保険者となる。

農林中金アカデミー
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公的年金の被保険者の資格取得・喪失・被保険者期間

正解（5）	 正解率　59.3％	

解　説

（1）日本国内に住所を有する外国人留学生は，20 歳に達したときに国民年金の第 1 号被保険

者の資格を取得する。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，3），

1 参照

（2）20 歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は，資格を取得したときに国民年金

の第 2 号被保険者となる。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，3），

1 参照

（3）被保険者が死亡したときは，死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。したがっ

て，（3）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，4），1 参照

（4）月の末日に厚生年金保険の適用事業所を退職した場合，翌月 1 日が資格喪失日となりそ

の前月である退職した月まで被保険者期間に算入される。したがって，（4）は誤っていない。　

テキスト 1，第 2 章，2，5），1 参照

（5）厚生年金保険の被保険者は，70 歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。したがって，

（5）は誤っている。　テキスト 1，第 2 章，2，4），1，（2）参照

（ 3）

［問６］ 国民年金の第１号被保険者に対する保険料免除制度等について，誤って
いるものを１つ選びなさい。

（１） 学生納付特例制度の対象となっている者は，保険料半額免除制度の対象と
されない。

（２） 生活保護法による生活扶助を受けている者は，法定免除者に該当する。
（３） 産前産後免除期間は，単胎妊娠の場合，出産予定日または出産日の属する

月から４ヵ月間である。
（４） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は，本人および配偶者の所得

で判定される。
（５） 過去２年（２年１ヵ月前）まで遡って保険料免除の申請をすることができ

る。

［問７］ 公的年金の被保険者資格の取得・喪失および被保険者期間について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 日本国内に住所を有する外国人留学生は，20歳に達したときに国民年金の
第１号被保険者の資格を取得する。

（２） 20歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は，資格を取得した
ときに国民年金の第２号被保険者となる。

（３） 被保険者が死亡したときは，死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失す
る。

（４） 月の末日に厚生年金保険の適用事業所を退職した場合，退職した月まで厚
生年金保険の被保険者期間に算入される。

（５） 厚生年金保険の被保険者は，65歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。

［問８］ 厚生年金保険の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 短時間労働者が被保険者となるには，賃金の月額が8.8万円以上あることが

必要である。
（２） 常時従業員を使用する法人事業所の代表者は，被保険者となる。
（３） 臨時的事業の事業所に継続して４ヵ月使用される見込みの者は，被保険者

とならない。
（４） ２ヵ月以内の期間を定めて使用されている者が，所定の期間を超えて引き

続き使用されることとなった場合は，そのときから原則として被保険者とな
る。

（５） 常時５人以上の従業員を使用する個人事業所の事業主は，被保険者となる。

農林中金アカデミー
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厚生年金保険の被保険者

正解（5）	 正解率　58.2％	

解　説

（1）短時間労働者が被保険者となるには，① 1 週の所定労働時間が 20 時間以上あること，

②雇用期間が 1 年以上見込まれること，③賃金の月額が 8.8 万円以上であること，④学生

でないこと，⑤特定適用事業所，任意特定適用事業所，国・地方公共団体に属する事業所

に勤めていること，のすべての要件を満たす必要がある。したがって，（1）は誤っていない。　

テキスト 1，第 1 章，3，6），3，（1）参照

（2）常時従業員を使用する法人の代表者は，その法人に使用される者として被保険者となる。

したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，3），1 参照

（3）臨時的事業（6 ヵ月以内）に使用される者は被保険者とならない。したがって，（3）は誤っ

ていない。　テキスト 1，第 2 章，2，3），1 参照

（4）2 ヵ月以内の期間を定めて使用されている者が，所定の期間を超えて引き続き使用され

ることとなった場合は，そのときから原則として被保険者となる。したがって，（4）は誤っ

ていない。　テキスト 1，第 2 章，2，3），1 参照

（5）個人事業所の事業主は，本人が雇用主であり使用される者に該当しないため，従業員の

人数にかかわらず被保険者とならない。したがって，（5）は誤っている。　テキスト 1，

第 2 章，2，3），1 参照

（ 3）

［問６］ 国民年金の第１号被保険者に対する保険料免除制度等について，誤って
いるものを１つ選びなさい。

（１） 学生納付特例制度の対象となっている者は，保険料半額免除制度の対象と
されない。

（２） 生活保護法による生活扶助を受けている者は，法定免除者に該当する。
（３） 産前産後免除期間は，単胎妊娠の場合，出産予定日または出産日の属する

月から４ヵ月間である。
（４） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は，本人および配偶者の所得

で判定される。
（５） 過去２年（２年１ヵ月前）まで遡って保険料免除の申請をすることができ

る。

［問７］ 公的年金の被保険者資格の取得・喪失および被保険者期間について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 日本国内に住所を有する外国人留学生は，20歳に達したときに国民年金の
第１号被保険者の資格を取得する。

（２） 20歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は，資格を取得した
ときに国民年金の第２号被保険者となる。

（３） 被保険者が死亡したときは，死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失す
る。

（４） 月の末日に厚生年金保険の適用事業所を退職した場合，退職した月まで厚
生年金保険の被保険者期間に算入される。

（５） 厚生年金保険の被保険者は，65歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。

［問８］ 厚生年金保険の被保険者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 短時間労働者が被保険者となるには，賃金の月額が8.8万円以上あることが

必要である。
（２） 常時従業員を使用する法人事業所の代表者は，被保険者となる。
（３） 臨時的事業の事業所に継続して４ヵ月使用される見込みの者は，被保険者

とならない。
（４） ２ヵ月以内の期間を定めて使用されている者が，所定の期間を超えて引き

続き使用されることとなった場合は，そのときから原則として被保険者とな
る。

（５） 常時５人以上の従業員を使用する個人事業所の事業主は，被保険者となる。

農林中金アカデミー
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厚生年金保険の保険料（率）

正解（5）	 正解率　61.4％	

解　説

（1）第 1 号厚生年金被保険者と第 3 号厚生年金被保険者の令和 4 年 2 月分の保険料率は

18.3％で，同じである。したがって，（1）は誤っていない。テキスト 1，第 2 章，2，7），1，

（1）参照

（2）第 1 号厚生年金被保険者が 3 月末日に退職した場合，事業主は 2 月分と 3 月分の保険料

を 3 月分の報酬から控除することができる。したがって，（2）は誤っていない。テキスト 1，

第 2 章，2，5），1 参照

（3）第 1 号厚生年金被保険者の保険料は，事業主と被保険者が 2 分の 1 ずつを負担する。し

たがって，（3）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，7），1，（1）参照

（4）第 1 号厚生年金被保険者の産前産後休業期間中の保険料は，被保険者負担分・事業主負

担分とも免除される。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，7），2，

（3）参照

（5）第 1 号～第 4 号厚生年金被保険者のそれぞれの標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険

料率は，同じである。したがって，（5）は誤っている。　テキスト 1，第 2 章，2，7），1，

（1）参照

［問９］ 厚生年金保険の保険料（率）について，誤っているものを１つ選びなさ
い。

（１） 第１号厚生年金被保険者と第３号厚生年金被保険者の令和４年２月分の保
険料率は，同じである。

（２） 第１号厚生年金被保険者が３月末日に退職した場合，事業主は２月分と３
月分の保険料を３月分の報酬から控除することができる。

（３） 第１号厚生年金被保険者の保険料は，事業主と被保険者が２分の１ずつを
負担する。

（４） 第１号厚生年金被保険者の産前産後休業期間中の保険料は，被保険者負担
分・事業主負担分とも免除される。

（５） 第４号厚生年金被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料率は，
異なっている。

［問10］ 厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 昇給により標準報酬月額が２等級以上上がった場合，随時改定により標準
報酬月額は上がった月から改定される。

（２） 60歳以上の者で退職後継続再雇用（１日も空くことなく同じ会社に再雇用）
された場合，再雇用後の給与（報酬）に応じて標準報酬月額が決定される。

（３） 定時決定は，原則としてその年の４月から６月までの３ヵ月間に受けた報
酬の月平均額を基準に標準報酬月額が決定される。

（４） 賞与を受けた月の賞与額が150万円を超えるときは，標準賞与額は150万円
とされる。

（５） ３ヵ月ごとに年４回支払われる賞与は，標準報酬月額の対象とされる。

［問11］ 老齢基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金を受給している者は，老齢基礎年金の繰下げの申出をするこ

とができない。
（２） 保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合，

その期間は保険料納付済期間の２分の１相当分が老齢基礎年金の年金額に反
映される。

（３） 厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳前の期間は，老齢基礎年金の年金
額の基礎とされない。

（４） 保険料納付済期間と保険料４分の１免除期間を合算して480ヵ月を超える場
合，超えた保険料４分の１免除期間は原則として老齢基礎年金の年金額の基
礎とされる。

（５） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間は，保険料の追納が
なければ老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。

（ 4）農林中金アカデミー

−9−
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厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額

正解（1）	 正解率　42.9％	

解　説

（1）随時改定は，固定的賃金に変動があり，継続する 3 ヵ月間の報酬月額が原則として従前

の標準報酬月額と 2 等級以上の差が生じたとき，その 3 ヵ月の翌月から標準報酬月額が改

定される。したがって，（1）は誤っている。　テキスト 1，第 2 章，2，6），3，（3）参照

（2）60 歳以上の者で退職後 1 日も空くことなく継続再雇用された場合，使用関係が一旦中断

したものとみなされ，再雇用後の給与（報酬）に応じて標準報酬月額が決定される。したがっ

て，（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，4），2 参照

（3）定時決定は，毎年 7 月 1 日現在の被保険者を対象に，原則として，4 月，5 月，6 月の 

3 ヵ月間に受けた報酬の月平均額を基準に決定され，その年の 9 月から翌年 8 月までの標

準報酬月額とされる。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，6），3，

（2）参照

（4）賞与を受けた月の賞与額が 150 万円を超えるときは，標準賞与額は 150 万円とされる。

したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，7），1，（1）参照

（5）3 ヵ月ごとに年 4 回支払われる賞与は，標準報酬月額の対象とされる。したがって，（5）

は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，2，6），1 参照

［問９］ 厚生年金保険の保険料（率）について，誤っているものを１つ選びなさ
い。

（１） 第１号厚生年金被保険者と第３号厚生年金被保険者の令和４年２月分の保
険料率は，同じである。

（２） 第１号厚生年金被保険者が３月末日に退職した場合，事業主は２月分と３
月分の保険料を３月分の報酬から控除することができる。

（３） 第１号厚生年金被保険者の保険料は，事業主と被保険者が２分の１ずつを
負担する。

（４） 第１号厚生年金被保険者の産前産後休業期間中の保険料は，被保険者負担
分・事業主負担分とも免除される。

（５） 第４号厚生年金被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料率は，
異なっている。

［問10］ 厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 昇給により標準報酬月額が２等級以上上がった場合，随時改定により標準
報酬月額は上がった月から改定される。

（２） 60歳以上の者で退職後継続再雇用（１日も空くことなく同じ会社に再雇用）
された場合，再雇用後の給与（報酬）に応じて標準報酬月額が決定される。

（３） 定時決定は，原則としてその年の４月から６月までの３ヵ月間に受けた報
酬の月平均額を基準に標準報酬月額が決定される。

（４） 賞与を受けた月の賞与額が150万円を超えるときは，標準賞与額は150万円
とされる。

（５） ３ヵ月ごとに年４回支払われる賞与は，標準報酬月額の対象とされる。

［問11］ 老齢基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金を受給している者は，老齢基礎年金の繰下げの申出をするこ

とができない。
（２） 保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合，

その期間は保険料納付済期間の２分の１相当分が老齢基礎年金の年金額に反
映される。

（３） 厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳前の期間は，老齢基礎年金の年金
額の基礎とされない。

（４） 保険料納付済期間と保険料４分の１免除期間を合算して480ヵ月を超える場
合，超えた保険料４分の１免除期間は原則として老齢基礎年金の年金額の基
礎とされる。

（５） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間は，保険料の追納が
なければ老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。

（ 4）農林中金アカデミー
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老 齢 基 礎 年 金

正解（2）	 正解率　56.1％	

解　説

（1）付加年金を除く他の年金給付（障害基礎年金・遺族基礎年金など），老齢・退職給付を除

く被用者年金の年金給付（障害厚生年金・遺族厚生年金など）の受給権者は繰下げの申出

をすることができない。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，4，4），

4 参照

（2）保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合，その期間は

保険料未納期間となり老齢基礎年金の年金額に反映されない。したがって，（2）は誤って

いる。　テキスト 2，第 1 章，2，1），1 参照

（3）厚生年金保険の被保険者期間のうち 20 歳前の期間は，老齢基礎年金の年金額の基礎と

されない。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，2，1），3 参照

（4）保険料納付済期間と保険料 4 分の 1 免除期間を合算して 480 ヵ月を超える場合，原則

として超えた保険料 4 分の 1 免除期間は保険料納付済期間の 2 分の 1 相当分または 8 分

の 3 相当分が老齢基礎年金の年金額の基礎とされる。したがって，（4）は誤っていない。　 

テキスト 1，第 2 章，1，7），5 参照

（5）50 歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間は，保険料の追納がなければ老

齢基礎年金の年金額の基礎とされない。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 1，

第 2 章，1，7），6・7 参照

［問９］ 厚生年金保険の保険料（率）について，誤っているものを１つ選びなさ
い。

（１） 第１号厚生年金被保険者と第３号厚生年金被保険者の令和４年２月分の保
険料率は，同じである。

（２） 第１号厚生年金被保険者が３月末日に退職した場合，事業主は２月分と３
月分の保険料を３月分の報酬から控除することができる。

（３） 第１号厚生年金被保険者の保険料は，事業主と被保険者が２分の１ずつを
負担する。

（４） 第１号厚生年金被保険者の産前産後休業期間中の保険料は，被保険者負担
分・事業主負担分とも免除される。

（５） 第４号厚生年金被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料率は，
異なっている。

［問10］ 厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 昇給により標準報酬月額が２等級以上上がった場合，随時改定により標準
報酬月額は上がった月から改定される。

（２） 60歳以上の者で退職後継続再雇用（１日も空くことなく同じ会社に再雇用）
された場合，再雇用後の給与（報酬）に応じて標準報酬月額が決定される。

（３） 定時決定は，原則としてその年の４月から６月までの３ヵ月間に受けた報
酬の月平均額を基準に標準報酬月額が決定される。

（４） 賞与を受けた月の賞与額が150万円を超えるときは，標準賞与額は150万円
とされる。

（５） ３ヵ月ごとに年４回支払われる賞与は，標準報酬月額の対象とされる。

［問11］ 老齢基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金を受給している者は，老齢基礎年金の繰下げの申出をするこ

とができない。
（２） 保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合，

その期間は保険料納付済期間の２分の１相当分が老齢基礎年金の年金額に反
映される。

（３） 厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳前の期間は，老齢基礎年金の年金
額の基礎とされない。

（４） 保険料納付済期間と保険料４分の１免除期間を合算して480ヵ月を超える場
合，超えた保険料４分の１免除期間は原則として老齢基礎年金の年金額の基
礎とされる。

（５） 50歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間は，保険料の追納が
なければ老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。

（ 4）農林中金アカデミー
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老齢基礎年金の合算対象期間

正解（2）	 正解率　14.8％	

解　説

空欄（①～③）の中に（2）の語句または数値を入れた文章が最も適切である。　テキスト2，

第 1 章，2，1），3 参照（一部記載なし）

・昭和 61 年 3 月までに厚生年金保険から脱退手当金を受けた者の，脱退手当金の計算

の基礎となった昭和 36 年 4 月以降の期間（昭和 61 年 4 月から 65 歳に達する日の前

日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間がある場合に限る）

・日本の永住許可を取得した者の海外在住期間のうち，昭和 36 年 4 月から永住許可を

取得した日の前日までの 20 歳以上 60 歳未満の期間

（ 5）

［問12］ 老齢基礎年金の受給資格期間に関する下記の文章の空欄（①～③）の中
に入る最も適切な語句または数値の組合せを１つ選びなさい。

老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが，年金額には反映されない期
間として次のようなものがある。
・昭和61年３月までに厚生年金保険から脱退手当金を受けた者の，脱退手当金
の計算の基礎となった昭和36年４月以後の期間（（ ①　）から（ ②　）
歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間があ
る場合に限る）
・日本の永住許可を取得した者の海外在住期間のうち，（ ③　）から永住許
可を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間

（１） ①昭和61年４月　　②60 ③昭和61年４月
（２） ①昭和61年４月　　②65 ③昭和36年４月
（３） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和61年４月
（４） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和36年４月
（５） ①昭和36年４月　　②65 ③昭和36年４月

［問13］ 配偶者（妻）の老齢基礎年金に加算される振替加算について，正しいも
のを１つ選びなさい。

（１） 満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも，加算される。
（２） 昭和36年４月２日以後生まれの者には，加算されない。
（３） 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者には，加算されない。
（４） 受給権者（妻）の厚生年金保険の被保険者期間にかかわらず，加算される。
（５） 振替加算の額は，夫の生年月日に応じて定められている。

［問14］ 昭和36年４月１日生まれの民間会社のみに勤務した者に支給される特別
支給の老齢厚生年金について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある在職者（被保険者）は，報酬
比例部分の支給開始と同じ年齢から定額部分も支給される。

（２） 一般男子の場合，特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間を満たし，厚生年金保険の被保険者期間が１

ヵ月以上あれば支給される。
（４） 障害等級３級の状態にある在職者（被保険者）は，支給開始年齢について

の障害者特例の対象とされる。
（５） 女子の場合，60歳から報酬比例部分を繰上げ請求すると，老齢基礎年金も

60歳から繰上げ請求することになる。

農林中金アカデミー
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老齢基礎年金の振替加算

正解（1）	 正解率　56.1％	

解　説

（1）満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも，加算される。したがって，（1）は正しい。　

テキスト 2，第 1 章，4，2），2 参照

（2）昭和 41 年 4 月 2 日以後生まれの者には，加算されない。したがって，（2）は誤っている。　

テキスト 2，第 1 章，4，2），2 参照

（3）老齢厚生年金（加入期間が原則 20 年以上）または障害厚生年金の配偶者加給年金額の

対象となっていた配偶者（妻）が 65 歳から受給する老齢基礎年金に加算して支給される。

したがって，（3）は誤っている。　テキスト 2，第 1 章，4，2），1 参照

（4）配偶者（妻）が老齢厚生年金（被保険者期間が原則 20 年以上ある場合に限る）を受給

できる間は，支給停止され加算されない。したがって，（4）は誤っている。　テキスト 2，

第 1 章，4，2），2 参照

（5）振替加算の額は，配偶者（受給権者・妻）の生年月日に応じて定められている。したがっ

て，（5）は誤っている。　テキスト 2，第 1 章，4，2），3 参照

（ 5）

［問12］ 老齢基礎年金の受給資格期間に関する下記の文章の空欄（①～③）の中
に入る最も適切な語句または数値の組合せを１つ選びなさい。

老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが，年金額には反映されない期
間として次のようなものがある。
・昭和61年３月までに厚生年金保険から脱退手当金を受けた者の，脱退手当金
の計算の基礎となった昭和36年４月以後の期間（（ ①　）から（ ②　）
歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間があ
る場合に限る）
・日本の永住許可を取得した者の海外在住期間のうち，（ ③　）から永住許
可を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間

（１） ①昭和61年４月　　②60 ③昭和61年４月
（２） ①昭和61年４月　　②65 ③昭和36年４月
（３） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和61年４月
（４） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和36年４月
（５） ①昭和36年４月　　②65 ③昭和36年４月

［問13］ 配偶者（妻）の老齢基礎年金に加算される振替加算について，正しいも
のを１つ選びなさい。

（１） 満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも，加算される。
（２） 昭和36年４月２日以後生まれの者には，加算されない。
（３） 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者には，加算されない。
（４） 受給権者（妻）の厚生年金保険の被保険者期間にかかわらず，加算される。
（５） 振替加算の額は，夫の生年月日に応じて定められている。

［問14］ 昭和36年４月１日生まれの民間会社のみに勤務した者に支給される特別
支給の老齢厚生年金について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある在職者（被保険者）は，報酬
比例部分の支給開始と同じ年齢から定額部分も支給される。

（２） 一般男子の場合，特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間を満たし，厚生年金保険の被保険者期間が１

ヵ月以上あれば支給される。
（４） 障害等級３級の状態にある在職者（被保険者）は，支給開始年齢について

の障害者特例の対象とされる。
（５） 女子の場合，60歳から報酬比例部分を繰上げ請求すると，老齢基礎年金も

60歳から繰上げ請求することになる。

農林中金アカデミー
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特別支給の老齢厚生年金

正解（5）	 正解率　43.4％	

解　説

（1）第 1 号厚生年金被保険者期間が 44 年以上あり退職している者（被保険者でない者）は，

報酬比例部分の支給開始年齢と同じ年齢から定額部分・加給年金額（対象者がいれば）も

支給されるが，在職者（被保険者）には適用されない。したがって，（1）は誤っている。　

テキスト 2，第 2 章，2，2），3 参照

（2）一般男子の場合，報酬比例部分の支給開始年齢は 64 歳である。したがって，（2）は誤っ

ている。　テキスト 2，第 2 章，2，2），2 参照

（3）老齢基礎年金の受給資格期間を満たし，厚生年金保険の被保険者期間が 12 ヵ月以上あ

れば支給される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 2，第 2 章，2，1）参照

（4）障害等級 3 級以上の障害の状態にあり退職している者（被保険者でない者）は，支給開

始年齢について障害者特例の対象とされ，報酬比例部分の支給開始年齢以後の請求した月

の翌月分から定額部分（加給年金額）も支給される。したがって，（4）は誤っている。　

テキスト 2，第 2 章，2，2），3 参照

（5）経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金は，60 歳以降，報酬比例部分の支給開始年齢に達す

る前であれば請求することができる。この場合，老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなけ

ればならない。したがって，（5）は正しい。　テキスト 2，第 2 章，2，2），2 参照

（ 5）

［問12］ 老齢基礎年金の受給資格期間に関する下記の文章の空欄（①～③）の中
に入る最も適切な語句または数値の組合せを１つ選びなさい。

老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが，年金額には反映されない期
間として次のようなものがある。
・昭和61年３月までに厚生年金保険から脱退手当金を受けた者の，脱退手当金
の計算の基礎となった昭和36年４月以後の期間（（ ①　）から（ ②　）
歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間があ
る場合に限る）
・日本の永住許可を取得した者の海外在住期間のうち，（ ③　）から永住許
可を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間

（１） ①昭和61年４月　　②60 ③昭和61年４月
（２） ①昭和61年４月　　②65 ③昭和36年４月
（３） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和61年４月
（４） ①昭和36年４月　　②60 ③昭和36年４月
（５） ①昭和36年４月　　②65 ③昭和36年４月

［問13］ 配偶者（妻）の老齢基礎年金に加算される振替加算について，正しいも
のを１つ選びなさい。

（１） 満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも，加算される。
（２） 昭和36年４月２日以後生まれの者には，加算されない。
（３） 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者には，加算されない。
（４） 受給権者（妻）の厚生年金保険の被保険者期間にかかわらず，加算される。
（５） 振替加算の額は，夫の生年月日に応じて定められている。

［問14］ 昭和36年４月１日生まれの民間会社のみに勤務した者に支給される特別
支給の老齢厚生年金について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある在職者（被保険者）は，報酬
比例部分の支給開始と同じ年齢から定額部分も支給される。

（２） 一般男子の場合，特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間を満たし，厚生年金保険の被保険者期間が１

ヵ月以上あれば支給される。
（４） 障害等級３級の状態にある在職者（被保険者）は，支給開始年齢について

の障害者特例の対象とされる。
（５） 女子の場合，60歳から報酬比例部分を繰上げ請求すると，老齢基礎年金も

60歳から繰上げ請求することになる。

農林中金アカデミー
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雇用保険からの給付・給付金と老齢厚生年金との併給調整等

正解（3）	 正解率　36.0％	

解　説

（1）失業給付（基本手当）を受けるには 65 歳に達する日の前日までに離職していることが

必要である。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 3，第 2 章，1，2），1 参照

（2）失業給付（基本手当）と特別支給の老齢厚生年金を同時に受けられる場合，基本手当が

優先して支給され，その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止される。したがって，（2）

は誤っていない。　テキスト 3，第 2 章，1，3），1 参照

（3）65 歳以後に失業給付（基本手当）を受けられる場合，65 歳以後の老齢厚生年金と失業

給付（基本手当）は併給される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 3，第 2 章，

1，2），1 参照

（4）高年齢求職者給付金は，雇用保険の被保険者期間が 1 年以上のときは基本手当日額の 50

日分，1 年未満のときは 30 日分が支給される。したがって，（4）は誤っていない。　テキ

スト 3，第 2 章，1，2），1 参照

（5）高年齢求職者給付金は，一時金として支給される。したがって，（5）は誤っていない。　

テキスト 3，第 2 章，1，2），1 参照

［問15］ 雇用保険からの給付・給付金と老齢厚生年金との併給調整等について，
誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 失業給付（基本手当）を受けるには，65歳に達する日の前日までに離職し
ていることが必要である。

（２） 失業給付（基本手当）と特別支給の老齢厚生年金を同時に受けられる場合，
基本手当が優先して支給され，その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止さ
れる。

（３） 65歳以後に失業給付（基本手当）を受けられる場合，基本手当が優先して
支給され，その間65歳以後の老齢厚生年金は支給停止される。

（４） 高年齢求職者給付金は，雇用保険の被保険者期間が１年未満の場合，基本
手当日額の30日分が支給される。

（５） 高年齢求職者給付金は，一時金として支給される。

［問16］ 老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額について，誤っているもの
を１つ選びなさい。

（１） 配偶者の前年の年収が原則として130万円未満であることが，加算の要件と
される。

（２） 加給年金額が加算される年齢に達したときに対象となる配偶者が65歳に達
している場合，加算されない。

（３） 配偶者が障害等級３級の障害厚生年金を受給している場合は，支給停止さ
れる。

（４） 受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
（５） 配偶者が20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を受給し

ている場合は，支給停止される。

［問17］ 65歳以上の厚生年金保険の被保険者等の在職老齢年金制度について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 基本月額は，加給年金額，経過的加算を含めないで算出する。
（２） 総報酬月額相当額は，60歳台前半の在職老齢年金と同様の算式を用いて算

出する。
（３） 基本月額と総報酬月額相当額を合算して28万円を超える場合，超えた額の

２分の１に相当する額が支給停止される。
（４） 在職老齢年金として年金が一部支給されている間，加給年金額は支給停止

されずに全額が支給される。
（５） 引き続き適用事業所に使用される70歳以上の被保険者であった者にも，適

用される。

（ 6）農林中金アカデミー
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老齢厚生年金の加給年金額

正解（1）	 正解率　50.8％	

解　説

（1）配偶者加給年金額は，その者によって生計維持されている 65 歳未満の配偶者がいると

きに支給される。生計を維持されている者とは，受給権者と生計を同じくしている者で，

将来にわたって一定額（年収 850 万円・所得では 655.5 万円）以上の収入を得られない者

である。したがって，（1）は誤っている。　テキスト 2，第 2 章，4，1）参照

（2）配偶者加給年金額は，その者によって生計維持されている 65 歳未満の配偶者がいると

きに支給される。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，4，1）参照

（3）配偶者が原則として 20 年以上の特別支給の老齢厚生年金または障害厚生年金（1 級～ 

3 級）などを受給しているときは，支給停止され加算されない。したがって，（3）は誤っ

ていない。　テキスト 4，第 2 章，2，2）参照

（4）受給権者の生年月日（昭和 9 年 4 月 2 日以後生まれの者が対象）に応じた特別加算がある。

したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，4，2），2 参照

（5）配偶者が 20 年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を受給している場合

は，支給停止される。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，4，1）

参照

［問15］ 雇用保険からの給付・給付金と老齢厚生年金との併給調整等について，
誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 失業給付（基本手当）を受けるには，65歳に達する日の前日までに離職し
ていることが必要である。

（２） 失業給付（基本手当）と特別支給の老齢厚生年金を同時に受けられる場合，
基本手当が優先して支給され，その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止さ
れる。

（３） 65歳以後に失業給付（基本手当）を受けられる場合，基本手当が優先して
支給され，その間65歳以後の老齢厚生年金は支給停止される。

（４） 高年齢求職者給付金は，雇用保険の被保険者期間が１年未満の場合，基本
手当日額の30日分が支給される。

（５） 高年齢求職者給付金は，一時金として支給される。

［問16］ 老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額について，誤っているもの
を１つ選びなさい。

（１） 配偶者の前年の年収が原則として130万円未満であることが，加算の要件と
される。

（２） 加給年金額が加算される年齢に達したときに対象となる配偶者が65歳に達
している場合，加算されない。

（３） 配偶者が障害等級３級の障害厚生年金を受給している場合は，支給停止さ
れる。

（４） 受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
（５） 配偶者が20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を受給し

ている場合は，支給停止される。

［問17］ 65歳以上の厚生年金保険の被保険者等の在職老齢年金制度について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 基本月額は，加給年金額，経過的加算を含めないで算出する。
（２） 総報酬月額相当額は，60歳台前半の在職老齢年金と同様の算式を用いて算

出する。
（３） 基本月額と総報酬月額相当額を合算して28万円を超える場合，超えた額の

２分の１に相当する額が支給停止される。
（４） 在職老齢年金として年金が一部支給されている間，加給年金額は支給停止

されずに全額が支給される。
（５） 引き続き適用事業所に使用される70歳以上の被保険者であった者にも，適

用される。

（ 6）農林中金アカデミー
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65 歳以上の在職老齢年金

正解（3）	 正解率　36.0％	

解　説

（1）基本月額は，「年金額（報酬比例部分の額。加給年金額・経過的加算は含めない） 

× 1 ／ 12」で算出する。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 3，第 1 章，1，1），

1，（2）参照

（2）総報酬月額相当額は，60 歳台前半の在職老齢年金と同様の「その月の標準報酬月額＋そ

の月以前 1 年間の標準賞与額× 1 ／ 12」で算出する。したがって，（2）は誤っていない。　

テキスト 3，第 1 章，1，1），1，（2）参照

（3）基本月額と総報酬月額相当額を合算して 47 万円を超える場合，超えた額の 2 分の 1 に

相当する額が支給停止される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 3，第 1 章，1，

1），2 参照

（4）在職老齢年金として年金が一部でも支給されている間，加給年金額は減額されることな

く全額が支給される。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 3，第 1 章，1，1），

2 参照

（5）65 歳以上の在職老齢年金の仕組みは，適用事業所に引き続き使用される 70 歳以上の被

保険者であった者にも，適用される。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 3，

第 1 章，1，1），3 参照

［問15］ 雇用保険からの給付・給付金と老齢厚生年金との併給調整等について，
誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 失業給付（基本手当）を受けるには，65歳に達する日の前日までに離職し
ていることが必要である。

（２） 失業給付（基本手当）と特別支給の老齢厚生年金を同時に受けられる場合，
基本手当が優先して支給され，その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止さ
れる。

（３） 65歳以後に失業給付（基本手当）を受けられる場合，基本手当が優先して
支給され，その間65歳以後の老齢厚生年金は支給停止される。

（４） 高年齢求職者給付金は，雇用保険の被保険者期間が１年未満の場合，基本
手当日額の30日分が支給される。

（５） 高年齢求職者給付金は，一時金として支給される。

［問16］ 老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額について，誤っているもの
を１つ選びなさい。

（１） 配偶者の前年の年収が原則として130万円未満であることが，加算の要件と
される。

（２） 加給年金額が加算される年齢に達したときに対象となる配偶者が65歳に達
している場合，加算されない。

（３） 配偶者が障害等級３級の障害厚生年金を受給している場合は，支給停止さ
れる。

（４） 受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
（５） 配偶者が20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を受給し

ている場合は，支給停止される。

［問17］ 65歳以上の厚生年金保険の被保険者等の在職老齢年金制度について，誤
っているものを１つ選びなさい。

（１） 基本月額は，加給年金額，経過的加算を含めないで算出する。
（２） 総報酬月額相当額は，60歳台前半の在職老齢年金と同様の算式を用いて算

出する。
（３） 基本月額と総報酬月額相当額を合算して28万円を超える場合，超えた額の

２分の１に相当する額が支給停止される。
（４） 在職老齢年金として年金が一部支給されている間，加給年金額は支給停止

されずに全額が支給される。
（５） 引き続き適用事業所に使用される70歳以上の被保険者であった者にも，適

用される。

（ 6）農林中金アカデミー
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障 害 基 礎 年 金

正解（1）	 正解率　42.9％	

解　説

（1）初診日の前日において初診日の属する月の“前々月”までの全被保険者期間のうち 3 分

の 1 を超える保険料未納期間がなければ，保険料納付要件を満たしたものとされる。した

がって，（1）は誤っている。　テキスト 4，第 1 章，2，3），1 参照

（2）障害認定日に障害等級に該当しなかった者が，その後 65 歳に達する日の前日までの間

に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合，その期間内に請求することによ

り障害基礎年金が支給される。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 4，第 1 章，

2，4），2 参照

（3）初診日が20歳前にある障害についても，対象とされる。したがって，（3）は誤っていない。　

テキスト 4，第 1 章，7，1）参照

（4）受給権取得後に子が出生したときは，出生した日の属する月の翌月分から子の加算額が

加算される。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 4，第 1 章，3，1），1 参照

（5）配偶者加給年金額は障害厚生年金に加算されるもので，障害基礎年金にそのような制度

はない。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 4，第 1 章，3 参照

（ 7）

［問18］ 障害基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 初診日の前日において初診日の属する月の前月までの全被保険者期間のう

ち３分の１を超える保険料未納期間がなければ，保険料納付要件を満たした
ものとされる。

（２） 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が，その後65歳に達する日の前
日までの間に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合，その期
間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。

（３） 初診日が20歳前にある障害についても，対象とされる。
（４） 受給権取得後に子が出生したときは，出生した日の属する月の翌月分から

子の加算額が加算される。
（５） 受給権者に配偶者がいても，配偶者加給年金額は加算されない。

［問19］ 障害厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級および２級の障害厚生年金の受給権者には，原則として同じ

等級の障害基礎年金が支給される。
（２） 障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は，請求のあっ

た月の翌月分から行われる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，初診日の属する月までの厚生年金保険の被保険

者期間により計算される。
（４） 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であれば，

その障害認定日が国民年金の第１号被保険者期間中であっても対象とされる。
（５） 障害厚生年金の年金額を計算する場合，20歳未満の厚生年金保険の被保険

者期間も算入される。

［問20］ 遺族基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 50歳未満の国民年金保険料の納付猶予制度の適用を受けている期間中に死

亡した場合も，支給対象とされる。
（２） 被保険者の死亡当時に健常者であった子が，18歳到達の年度末に達する前

に障害等級２級の障害に該当した場合，20歳に達するまで支給される。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合，所定の保

険料納付要件を満たしていることが支給要件とされている。
（４） 被保険者が死亡した当時胎児であった子が生まれたときは，出生した日の

属する月の翌月分から支給される。
（５） 子のある夫に対する遺族基礎年金は，夫の年齢を問わず支給される。

農林中金アカデミー
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障 害 厚 生 年 金

正解（3）	 正解率　37.6％	

解　説

（1）障害等級 1 級または 2 級の障害の状態は，障害基礎年金・障害厚生年金とも同様なので，

障害厚生年金の受給権者には原則として同じ等級の障害基礎年金が支給される。したがっ

て，（1）は誤っていない。　テキスト 4，第 2 章，1 参照

（2）障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は，請求のあった月の翌月分

から行われる。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 4，第 2 章，6，2），2 参照

（3）障害厚生年金の年金額は，障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間に

より計算される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 4，第 2 章，2，1），2 参照

（4）初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあれば，障害認定日が国民年金の第 1 号被保

険者期間中であっても障害厚生年金の対象とされる。したがって，（4）は誤っていない。　

テキスト 4，第 2 章，1，1），1 参照

（5）障害厚生年金の年金額を計算する場合，20 歳未満の厚生年金保険の被保険者期間も算入

される。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 4，第 2 章，1，3），1，（2）参照

（ 7）

［問18］ 障害基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 初診日の前日において初診日の属する月の前月までの全被保険者期間のう

ち３分の１を超える保険料未納期間がなければ，保険料納付要件を満たした
ものとされる。

（２） 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が，その後65歳に達する日の前
日までの間に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合，その期
間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。

（３） 初診日が20歳前にある障害についても，対象とされる。
（４） 受給権取得後に子が出生したときは，出生した日の属する月の翌月分から

子の加算額が加算される。
（５） 受給権者に配偶者がいても，配偶者加給年金額は加算されない。

［問19］ 障害厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級および２級の障害厚生年金の受給権者には，原則として同じ

等級の障害基礎年金が支給される。
（２） 障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は，請求のあっ

た月の翌月分から行われる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，初診日の属する月までの厚生年金保険の被保険

者期間により計算される。
（４） 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であれば，

その障害認定日が国民年金の第１号被保険者期間中であっても対象とされる。
（５） 障害厚生年金の年金額を計算する場合，20歳未満の厚生年金保険の被保険

者期間も算入される。

［問20］ 遺族基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 50歳未満の国民年金保険料の納付猶予制度の適用を受けている期間中に死

亡した場合も，支給対象とされる。
（２） 被保険者の死亡当時に健常者であった子が，18歳到達の年度末に達する前

に障害等級２級の障害に該当した場合，20歳に達するまで支給される。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合，所定の保

険料納付要件を満たしていることが支給要件とされている。
（４） 被保険者が死亡した当時胎児であった子が生まれたときは，出生した日の

属する月の翌月分から支給される。
（５） 子のある夫に対する遺族基礎年金は，夫の年齢を問わず支給される。

農林中金アカデミー
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遺 族 基 礎 年 金

正解（3）	 正解率　39.2％	

解　説

（1）50 歳未満の国民年金保険料の納付猶予制度の適用を受けている期間中に死亡した場合

も，支給対象とされる。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），

7 参照

（2）被保険者の死亡当時に健常者であった子が，18 歳到達の年度末に達する前に障害等級 

2 級の障害に該当した場合，20 歳に達するまで支給される。したがって，（2）は誤ってい

ない。　テキスト 5，第 1 章，2，3），1 参照

（3）老齢基礎年金の受給資格期間が 25 年以上ある者が死亡した場合，その者の保険料納付

状況にかかわらず支給される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 5，第 1 章，2，

1），1 参照

（4）被保険者が死亡した当時胎児であった子が生まれたときは，出生した日の属する月の翌

月分から支給される。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 5，第 1 章，2，3），

1 参照

（5）子のある夫に対する遺族基礎年金は，夫の年齢を問わず支給される。したがって，（5）

は誤っていない。　テキスト 5，第 1 章，2，3），1 参照

（ 7）

［問18］ 障害基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 初診日の前日において初診日の属する月の前月までの全被保険者期間のう

ち３分の１を超える保険料未納期間がなければ，保険料納付要件を満たした
ものとされる。

（２） 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が，その後65歳に達する日の前
日までの間に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合，その期
間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。

（３） 初診日が20歳前にある障害についても，対象とされる。
（４） 受給権取得後に子が出生したときは，出生した日の属する月の翌月分から

子の加算額が加算される。
（５） 受給権者に配偶者がいても，配偶者加給年金額は加算されない。

［問19］ 障害厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級および２級の障害厚生年金の受給権者には，原則として同じ

等級の障害基礎年金が支給される。
（２） 障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は，請求のあっ

た月の翌月分から行われる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，初診日の属する月までの厚生年金保険の被保険

者期間により計算される。
（４） 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であれば，

その障害認定日が国民年金の第１号被保険者期間中であっても対象とされる。
（５） 障害厚生年金の年金額を計算する場合，20歳未満の厚生年金保険の被保険

者期間も算入される。

［問20］ 遺族基礎年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 50歳未満の国民年金保険料の納付猶予制度の適用を受けている期間中に死

亡した場合も，支給対象とされる。
（２） 被保険者の死亡当時に健常者であった子が，18歳到達の年度末に達する前

に障害等級２級の障害に該当した場合，20歳に達するまで支給される。
（３） 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合，所定の保

険料納付要件を満たしていることが支給要件とされている。
（４） 被保険者が死亡した当時胎児であった子が生まれたときは，出生した日の

属する月の翌月分から支給される。
（５） 子のある夫に対する遺族基礎年金は，夫の年齢を問わず支給される。

農林中金アカデミー
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遺 族 厚 生 年 金

正解（2）	 正解率　28.0％	

解　説

（1）障害等級 1 級または 2 級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに，支給される。し

たがって，（1）は誤っていない。　テキスト 5，第 2 章，2，1），1 参照

（2）老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者（いずれも受給資格期間が 25

年以上ある者）が死亡したときが，支給要件を満たした者の死亡に該当する（受給資格期

間が 10 年以上が老齢基礎（厚生）年金の支給要件）。したがって，（2）は誤っている。　

テキスト 5，第 2 章，2，1），1 参照

（3）夫が死亡した当時，30 歳未満の子のない妻の場合，受給権を取得した日から 5 年を経

過したときに失権する。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 5，第 2 章，3，2） 

参照

（4）遺族厚生年金を受給できる遺族は，被保険者または被保険者であった者の配偶者，子，

父母，孫または祖父母である。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 5，第 2 章，

2，3），1 参照

（5）退職した者が，被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から 5 年以内に死亡し

たときに支給される。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 5，第 2 章，2，1），

1 参照

［問21］ 遺族厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級または２級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに，支

給される。
（２）老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給できる者が死亡した場合，支給要件

を満たした者の死亡に該当する。
（３） 夫が死亡した当時，30歳未満の子のない妻の場合，受給権を取得した日か

ら５年を経過したときに失権する。
（４） 遺族厚生年金を受給できる遺族には，被保険者または被保険者であった者

の兄弟姉妹は含まれない。
（５） 退職した者が，被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から５年

以内に死亡したときに支給される。

［問22］ 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金の受給権者（妻）が厚生年金保険の被保険者の場合，支給停

止される。
（２） 国民年金の死亡一時金を受給しても，中高齢寡婦加算が加算された遺族厚

生年金を受給できる。
（３） 中高齢寡婦加算の額は，遺族基礎年金の年金額（基本額）と同額である。
（４） 老齢厚生年金の受給権者（夫）が死亡した場合，その被保険者期間にかか

わらず加算される。
（５） 夫が死亡した当時，子のない40歳以上の妻には，加算されない。

［問23］ 65歳以上の者に支給される年金給付の併給調整について，併給されない
組合せを１つ選びなさい。

（１） 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
（２） 「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」
（３） 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
（４） 「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
（５） 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

（ 8）農林中金アカデミー
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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

正解（2）	 正解率　45.5％	

解　説

（1）遺族厚生年金の受給権者（妻）が厚生年金保険の被保険者の場合でも，支給停止されず

に加算される。したがって，（1）は誤っている。　テキスト 5，第 2 章，3，2）参照

（2）国民年金の死亡一時金を受給しても，中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金を受給

できる。したがって，（2）は正しい。　テキスト 5，第 2 章，3，2）参照

（3）中高齢寡婦加算の額は，遺族基礎年金の年金額（基本額）の 4 分の 3 に相当する額である。

したがって，（3）は誤っている。　テキスト 5，第 2 章，3，2）参照

（4）老齢厚生年金の受給権者（夫）が死亡した場合，その受給資格期間が 25 年以上，かつ

厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20 年以上ある場合に加算される。したがって，

（4）は誤っている。　テキスト 5，第 2 章，3，2）参照

（5）夫の死亡の当時（子がいるときは遺族基礎年金の失権当時），40 歳以上の妻に対して 

65 歳に達するまでの間支給される。したがって，（5）は誤っている。　テキスト 5，第 2 章，

3，2）参照

［問21］ 遺族厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級または２級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに，支

給される。
（２）老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給できる者が死亡した場合，支給要件

を満たした者の死亡に該当する。
（３） 夫が死亡した当時，30歳未満の子のない妻の場合，受給権を取得した日か

ら５年を経過したときに失権する。
（４） 遺族厚生年金を受給できる遺族には，被保険者または被保険者であった者

の兄弟姉妹は含まれない。
（５） 退職した者が，被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から５年

以内に死亡したときに支給される。

［問22］ 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金の受給権者（妻）が厚生年金保険の被保険者の場合，支給停

止される。
（２） 国民年金の死亡一時金を受給しても，中高齢寡婦加算が加算された遺族厚

生年金を受給できる。
（３） 中高齢寡婦加算の額は，遺族基礎年金の年金額（基本額）と同額である。
（４） 老齢厚生年金の受給権者（夫）が死亡した場合，その被保険者期間にかか

わらず加算される。
（５） 夫が死亡した当時，子のない40歳以上の妻には，加算されない。

［問23］ 65歳以上の者に支給される年金給付の併給調整について，併給されない
組合せを１つ選びなさい。

（１） 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
（２） 「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」
（３） 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
（４） 「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
（５） 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

（ 8）農林中金アカデミー
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年 金 給 付 の 併 給 調 整

正解（2）	 正解率　56.1％	

解　説

（1）被用者年金は基礎年金の上乗せ給付と位置づけ，「老齢基礎年金と老齢厚生年金」のよ

うに，同一の支給事由によるものは，1 つの年金とみなして併給される。したがって，（1）

は併給される。　テキスト 5，第 2 章，3，5）参照

（2）「老齢基礎年金と障害厚生年金」は，支給事由が異なり，併給調整の例外にも該当しな

いので併給されない。したがって，（2）は併給されない。　テキスト 5，第 2 章，3，5） 

参照

（3）障害基礎年金は，65 歳以降，老齢厚生年金との併給を可能として，障害を有しながら

働いたことを年金制度上評価する仕組みとなっている。したがって，（3）は併給される。　

テキスト 5，第 2 章，3，5）参照

（4）障害基礎年金は，65 歳以降，遺族厚生年金との併給を可能として，障害を有しながら

働いたことを年金制度上評価する仕組みとなっている。したがって，（4）は併給される。　

テキスト 5，第 2 章，3，5）参照

（5）被用者年金は基礎年金の上乗せ給付と位置づけ，「遺族基礎年金と遺族厚生年金」のよ

うに，同一の支給事由によるものは，1 つの年金とみなして併給される。したがって，（5）

は併給される。　テキスト 5，第 2 章，3，5）参照

［問21］ 遺族厚生年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 障害等級１級または２級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに，支

給される。
（２）老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給できる者が死亡した場合，支給要件

を満たした者の死亡に該当する。
（３） 夫が死亡した当時，30歳未満の子のない妻の場合，受給権を取得した日か

ら５年を経過したときに失権する。
（４） 遺族厚生年金を受給できる遺族には，被保険者または被保険者であった者

の兄弟姉妹は含まれない。
（５） 退職した者が，被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から５年

以内に死亡したときに支給される。

［問22］ 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について，正しいものを１つ選びなさい。
（１） 遺族厚生年金の受給権者（妻）が厚生年金保険の被保険者の場合，支給停

止される。
（２） 国民年金の死亡一時金を受給しても，中高齢寡婦加算が加算された遺族厚

生年金を受給できる。
（３） 中高齢寡婦加算の額は，遺族基礎年金の年金額（基本額）と同額である。
（４） 老齢厚生年金の受給権者（夫）が死亡した場合，その被保険者期間にかか

わらず加算される。
（５） 夫が死亡した当時，子のない40歳以上の妻には，加算されない。

［問23］ 65歳以上の者に支給される年金給付の併給調整について，併給されない
組合せを１つ選びなさい。

（１） 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
（２） 「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」
（３） 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
（４） 「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
（５） 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

（ 8）農林中金アカデミー
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寡婦年金と死亡一時金

正解（1）	 正解率　8.5％	

解　説

（1）寡婦年金は，死亡した夫の“第 1 号被保険者としての”保険料納付済期間と保険料免除

期間を合算した期間が，10年以上あることが支給要件となっている。したがって，（1）は誤っ

ている。　テキスト 5，第 6 章，1，1）参照

（2）寡婦年金の支給要件を満たした妻が，子がいて夫の死亡により遺族基礎年金を受給した

場合でも，遺族基礎年金の失権が 65 歳前であれば遺族基礎年金の失権後かつ 60 歳以上 

65 歳未満の間，寡婦年金を受給することができる。したがって，（2）は誤っていない。　

テキスト 5，第 6 章，1，1）参照

（3）付加保険料を 3 年以上納付している場合，死亡一時金に一律 8,500 円が加算される。し

たがって，（3）は誤っていない。　テキスト 5，第 6 章，2，3）参照

（4）死亡一時金の支給要件となる死亡した者の保険料免除期間には，保険料全額免除期間は

含まれない。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 5，第 6 章，2，1）参照

（5）寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは，いずれかを選択して受給する。した

がって，（5）は誤っていない。　テキスト 5，第 6 章，2，4）参照

（ 9）

［問24］ 国民年金の寡婦年金と死亡一時金について，誤っているものを１つ選び
なさい。

（１） 寡婦年金は，死亡した夫の国民年金の被保険者としての保険料納付済期間
と保険料免除期間を合算した期間が，10年以上あることが支給要件となって
いる。

（２） 遺族基礎年金を受給したことのある妻も，寡婦年金を受給することができ
る。

（３） 付加保険料を３年以上納付している場合，死亡一時金に所定の額が加算さ
れる。

（４） 死亡一時金の支給要件となる死亡した者の保険料免除期間には，保険料全
額免除期間は含まれない。

（５） 寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは，いずれかを選択して受
給する。

［問25］ 令和３年度に日本年金機構から送付されている「ねんきん定期便」およ
び日本年金機構のサービスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 封書版の「ねんきん定期便」が送付されるいわゆる節目年齢は，35歳，45
歳，59歳である。

（２） 50歳以上60歳未満の者に通知される「ねんきん定期便」の老齢年金の見込
額は，現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算され
ている。

（３） 「ねんきんネット」を利用して「ねんきん定期便」のペーパーレス化を選
択した場合，ハガキ形式および封書版の「ねんきん定期便」は送付されない。

（４） 「ねんきんネット」の利用登録をすると，将来の老齢年金の見込額を試算
できる。

（５） 「ねんきんネット」のユーザＩＤを取得する際に使用するアクセスキーは，
「ねんきん定期便」に記載されている。

［問26］ 公的年金等の税制について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 被扶養配偶者である妻が拠出すべき個人型確定拠出年金の掛金を夫が支払

った場合，夫の所得控除の対象とならない。
（２） 夫の死亡により妻が未支給年金を受給した場合，未支給年金は相続税の課

税対象となる。
（３） 個人型確定拠出年金の加入者の掛金は，小規模企業共済等掛金控除の対象

となる。
（４） 確定給付企業年金の加入者の掛金は，生命保険料控除の対象となる。
（５） 老齢年金生活者支援給付金は，課税対象とならない。

農林中金アカデミー
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ねんきん定期便・ねんきんネット

正解（3）	 正解率　37.0％	

解　説

（1）封書版の「ねんきん定期便」が送付されるいわゆる節目年齢は，35 歳，45 歳，59 歳である。

したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 1，第 4 章，1，3），5 参照

（2）50 歳以上 60 歳未満の者に通知される「ねんきん定期便」の老齢年金の見込額は，現在

の加入条件で 60 歳まで継続して加入したものと仮定して計算されている。したがって，（2）

は誤っていない。　テキスト 1，第 4 章，1，3），5 参照

（3）「ねんきんネット」を利用して「ねんきん定期便」のペーパーレス化を選択した場合でも，

いわゆる節目年齢に封書版の「ねんきん定期便」は送付される。したがって，（3）は誤っ

ている。　テキスト 1，第 4 章，1，3），5 参照

（4）「ねんきんネット」の利用登録をすると，将来の老齢年金の見込額を試算できる。したがっ

て，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 4 章，1，3），4 参照

（5）「ねんきんネット」のユーザ ID を取得する際に使用するアクセスキーは，「ねんきん定

期便」に記載されている。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト記載なし

（ 9）

［問24］ 国民年金の寡婦年金と死亡一時金について，誤っているものを１つ選び
なさい。

（１） 寡婦年金は，死亡した夫の国民年金の被保険者としての保険料納付済期間
と保険料免除期間を合算した期間が，10年以上あることが支給要件となって
いる。

（２） 遺族基礎年金を受給したことのある妻も，寡婦年金を受給することができ
る。

（３） 付加保険料を３年以上納付している場合，死亡一時金に所定の額が加算さ
れる。

（４） 死亡一時金の支給要件となる死亡した者の保険料免除期間には，保険料全
額免除期間は含まれない。

（５） 寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは，いずれかを選択して受
給する。

［問25］ 令和３年度に日本年金機構から送付されている「ねんきん定期便」およ
び日本年金機構のサービスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 封書版の「ねんきん定期便」が送付されるいわゆる節目年齢は，35歳，45
歳，59歳である。

（２） 50歳以上60歳未満の者に通知される「ねんきん定期便」の老齢年金の見込
額は，現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算され
ている。

（３） 「ねんきんネット」を利用して「ねんきん定期便」のペーパーレス化を選
択した場合，ハガキ形式および封書版の「ねんきん定期便」は送付されない。

（４） 「ねんきんネット」の利用登録をすると，将来の老齢年金の見込額を試算
できる。

（５） 「ねんきんネット」のユーザＩＤを取得する際に使用するアクセスキーは，
「ねんきん定期便」に記載されている。

［問26］ 公的年金等の税制について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 被扶養配偶者である妻が拠出すべき個人型確定拠出年金の掛金を夫が支払

った場合，夫の所得控除の対象とならない。
（２） 夫の死亡により妻が未支給年金を受給した場合，未支給年金は相続税の課

税対象となる。
（３） 個人型確定拠出年金の加入者の掛金は，小規模企業共済等掛金控除の対象

となる。
（４） 確定給付企業年金の加入者の掛金は，生命保険料控除の対象となる。
（５） 老齢年金生活者支援給付金は，課税対象とならない。

農林中金アカデミー
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年 金 の 税 制

正解（2）	 正解率　46.0％	

解　説

（1）個人型確定拠出年金の加入者掛金は，加入者が拠出した場合のみ所得控除の対象となる。

したがって，（1）は誤っていない。　テキスト記載なし

（2）夫の死亡により妻が未支給年金を受給した場合，未支給年金は一時所得として所得税の

課税対象となる。したがって，（2）は誤っている。　テキスト記載なし

（3）個人型確定拠出年金の加入者の掛金は，小規模企業共済等掛金控除の対象となる。した

がって，（3）は誤っていない。　テキスト 5，巻末資料 1，2，（3）参照

（4）確定給付企業年金の加入者の掛金は，生命保険料控除の対象となる。したがって，（4）

は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，3，1），（2）参照

（5）年金生活者支援給付金は，障害・遺族年金生活者支援給付金のみならず，老齢・補足的

老齢年金生活者支援給付金も，非課税である。したがって，（5）は誤っていない。　テキ

スト 1，第 2 章，1，8），2，（4）参照

（ 9）

［問24］ 国民年金の寡婦年金と死亡一時金について，誤っているものを１つ選び
なさい。

（１） 寡婦年金は，死亡した夫の国民年金の被保険者としての保険料納付済期間
と保険料免除期間を合算した期間が，10年以上あることが支給要件となって
いる。

（２） 遺族基礎年金を受給したことのある妻も，寡婦年金を受給することができ
る。

（３） 付加保険料を３年以上納付している場合，死亡一時金に所定の額が加算さ
れる。

（４） 死亡一時金の支給要件となる死亡した者の保険料免除期間には，保険料全
額免除期間は含まれない。

（５） 寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは，いずれかを選択して受
給する。

［問25］ 令和３年度に日本年金機構から送付されている「ねんきん定期便」およ
び日本年金機構のサービスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 封書版の「ねんきん定期便」が送付されるいわゆる節目年齢は，35歳，45
歳，59歳である。

（２） 50歳以上60歳未満の者に通知される「ねんきん定期便」の老齢年金の見込
額は，現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算され
ている。

（３） 「ねんきんネット」を利用して「ねんきん定期便」のペーパーレス化を選
択した場合，ハガキ形式および封書版の「ねんきん定期便」は送付されない。

（４） 「ねんきんネット」の利用登録をすると，将来の老齢年金の見込額を試算
できる。

（５） 「ねんきんネット」のユーザＩＤを取得する際に使用するアクセスキーは，
「ねんきん定期便」に記載されている。

［問26］ 公的年金等の税制について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 被扶養配偶者である妻が拠出すべき個人型確定拠出年金の掛金を夫が支払

った場合，夫の所得控除の対象とならない。
（２） 夫の死亡により妻が未支給年金を受給した場合，未支給年金は相続税の課

税対象となる。
（３） 個人型確定拠出年金の加入者の掛金は，小規模企業共済等掛金控除の対象

となる。
（４） 確定給付企業年金の加入者の掛金は，生命保険料控除の対象となる。
（５） 老齢年金生活者支援給付金は，課税対象とならない。

農林中金アカデミー
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個 人 型 確 定 拠 出 年 金

正解（5）	 正解率　33.3％	

解　説

（1）掛金は，月額 5,000 円以上 1,000 円単位で，拠出限度額の範囲内で加入者が任意に設定

する。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，3，1），（1）参照

（2）掛金は，1 年に 1 回以上定期的に拠出する必要がある。したがって，（2）は誤っていない。　

テキスト 5，巻末資料 1，3，（1）参照

（3）60 歳から老齢給付金を受給するには，10 年以上の通算加入者等期間が必要である。し

たがって，（3）は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，3，1），（1）参照

（4）運営管理機関が徴収する口座管理手数料は，運営管理機関が任意に設定することができ

る。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト記載なし

（5）運営管理機関を変更する場合，変更前のプランで運用していた商品を一旦すべて売却（解

約）して現金化し，現金化した資産を移換する。したがって，（5）は誤っている。　テキ

スト記載なし

［問27］ 個人型確定拠出年金制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 掛金は，月額5,000円以上1,000円単位で，拠出限度額の範囲内で加入者が任

意に設定する。
（２） 掛金は，１年に１回以上定期的に拠出する必要がある。
（３） 60歳から老齢給付金を受給するには，10年以上の通算加入者等期間が必要

である。
（４） 運営管理機関が徴収する口座管理手数料は，運営管理機関が任意に設定す

ることができる。
（５） 運営管理機関を変更する場合，運用中の商品と同じ運用商品が移換先運営

管理機関にあれば，その商品は売却（解約）せずに移換できる。

［問28］ 確定給付企業年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 厚生年金適用事業所の事業主が，共同して実施することができる。
（２） 規約型企業年金は，生命保険会社や信託銀行等と契約を結び，母体企業の

外で年金資産を管理・運用し，給付を行う。
（３） 加入者が掛金を拠出できるよう年金規約で定めた場合でも，加入者の掛金

の拠出は任意である。
（４） 老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり，規約で定めれば障害給付金

や遺族給付金を給付することもできる。
（５） 加入者が掛金を拠出した場合，加入者はみずからが拠出した掛金相当額の

運用指図をすることができる。

［問29］ 年金生活者支援給付金（以下「給付金」という）について，誤っている
ものを１つ選びなさい。

（１） 老齢給付金を受給するには，前年または前々年の公的年金等の収入金額と
他の所得の合計額が一定の基準額以下であることが必要である。

（２） 老齢給付金を受給するには，同一世帯の全員が市町村民税非課税である必
要がある。

（３） 老齢給付金の額は，国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間の
月数に応じて計算される。

（４） 障害給付金を受給できる者に，18歳の年度末までにある子または20歳未満
で障害等級１級・２級に相当する障害を有する子がある場合，子の加算額が
加算される。

（５） 遺族給付金を子が受給する場合，給付基準額を子の数で除した額がそれぞ
れの子に給付される。

（ 10 ）農林中金アカデミー
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確 定 給 付 企 業 年 金

正解（5）	 正解率　43.9％	

解　説

（1）確定給付企業年金は，厚生年金適用事業所の事業主が，共同で実施することができる（「総

合型企業年金」と呼ばれる）。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト記載なし

（2）規約型企業年金は，生命保険会社や信託銀行等と契約を結び，母体企業の外で年金資産

を管理・運用し，給付を行う。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，

3，1），（2）参照

（3）加入者が掛金を拠出できるよう年金規約で定めた場合でも，加入者の掛金の拠出は任意

である。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，3，1），（2）参照

（4）老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり，規約で定めれば障害給付金や遺族給付金

を給付することもできる。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 3，第 3 章，3，1），

（2）参照

（5）加入者が掛金を拠出した場合でも，加入者はみずからが拠出した掛金相当額の運用指図

をすることはできない。したがって，（5）は誤っている。　テキスト記載なし

［問27］ 個人型確定拠出年金制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 掛金は，月額5,000円以上1,000円単位で，拠出限度額の範囲内で加入者が任

意に設定する。
（２） 掛金は，１年に１回以上定期的に拠出する必要がある。
（３） 60歳から老齢給付金を受給するには，10年以上の通算加入者等期間が必要

である。
（４） 運営管理機関が徴収する口座管理手数料は，運営管理機関が任意に設定す

ることができる。
（５） 運営管理機関を変更する場合，運用中の商品と同じ運用商品が移換先運営

管理機関にあれば，その商品は売却（解約）せずに移換できる。

［問28］ 確定給付企業年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 厚生年金適用事業所の事業主が，共同して実施することができる。
（２） 規約型企業年金は，生命保険会社や信託銀行等と契約を結び，母体企業の

外で年金資産を管理・運用し，給付を行う。
（３） 加入者が掛金を拠出できるよう年金規約で定めた場合でも，加入者の掛金

の拠出は任意である。
（４） 老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり，規約で定めれば障害給付金

や遺族給付金を給付することもできる。
（５） 加入者が掛金を拠出した場合，加入者はみずからが拠出した掛金相当額の

運用指図をすることができる。

［問29］ 年金生活者支援給付金（以下「給付金」という）について，誤っている
ものを１つ選びなさい。

（１） 老齢給付金を受給するには，前年または前々年の公的年金等の収入金額と
他の所得の合計額が一定の基準額以下であることが必要である。

（２） 老齢給付金を受給するには，同一世帯の全員が市町村民税非課税である必
要がある。

（３） 老齢給付金の額は，国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間の
月数に応じて計算される。

（４） 障害給付金を受給できる者に，18歳の年度末までにある子または20歳未満
で障害等級１級・２級に相当する障害を有する子がある場合，子の加算額が
加算される。

（５） 遺族給付金を子が受給する場合，給付基準額を子の数で除した額がそれぞ
れの子に給付される。

（ 10 ）農林中金アカデミー
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年金生活者支援給付金

正解（4）	 正解率　13.8％	

解　説

（1）前年または前々年の公的年金等の収入金額と他の所得の合計額が一定の基準額以下であ

ることが，老齢給付金の受給要件のひとつである。したがって，（1）は誤っていない。　

テキスト 3，年金相談事例 5 参照

（2）同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが，老齢給付金の受給要件のひとつであ

る。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 3，年金相談事例 5 参照

（3）老齢給付金の額は，国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間の月数に応じて

計算される。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト 3，年金相談事例 5 参照

（4）障害給付金に，子の加算額という制度はない。したがって，（4）は誤っている。　テキ

スト 3，年金相談事例 5 参照

（5）遺族給付金を子が受給する場合，給付基準額を子の数で除した額がそれぞれの子に給付

される。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト記載なし

［問27］ 個人型確定拠出年金制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 掛金は，月額5,000円以上1,000円単位で，拠出限度額の範囲内で加入者が任

意に設定する。
（２） 掛金は，１年に１回以上定期的に拠出する必要がある。
（３） 60歳から老齢給付金を受給するには，10年以上の通算加入者等期間が必要

である。
（４） 運営管理機関が徴収する口座管理手数料は，運営管理機関が任意に設定す

ることができる。
（５） 運営管理機関を変更する場合，運用中の商品と同じ運用商品が移換先運営

管理機関にあれば，その商品は売却（解約）せずに移換できる。

［問28］ 確定給付企業年金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 厚生年金適用事業所の事業主が，共同して実施することができる。
（２） 規約型企業年金は，生命保険会社や信託銀行等と契約を結び，母体企業の

外で年金資産を管理・運用し，給付を行う。
（３） 加入者が掛金を拠出できるよう年金規約で定めた場合でも，加入者の掛金

の拠出は任意である。
（４） 老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり，規約で定めれば障害給付金

や遺族給付金を給付することもできる。
（５） 加入者が掛金を拠出した場合，加入者はみずからが拠出した掛金相当額の

運用指図をすることができる。

［問29］ 年金生活者支援給付金（以下「給付金」という）について，誤っている
ものを１つ選びなさい。

（１） 老齢給付金を受給するには，前年または前々年の公的年金等の収入金額と
他の所得の合計額が一定の基準額以下であることが必要である。

（２） 老齢給付金を受給するには，同一世帯の全員が市町村民税非課税である必
要がある。

（３） 老齢給付金の額は，国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間の
月数に応じて計算される。

（４） 障害給付金を受給できる者に，18歳の年度末までにある子または20歳未満
で障害等級１級・２級に相当する障害を有する子がある場合，子の加算額が
加算される。

（５） 遺族給付金を子が受給する場合，給付基準額を子の数で除した額がそれぞ
れの子に給付される。

（ 10 ）農林中金アカデミー
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最 近 の 年 金 法 改 正

正解（3）	 正解率　30.2％	

解　説

（1）新たに国民年金の被保険者になった者に対する国民年金手帳の交付を廃止する。した

がって，（1）は誤っていない。　テキスト記載なし

（2）繰下げ支給の上限年齢を，75 歳に引き上げる。したがって，（2）は誤っていない。　 

テキスト 1，第 1 章，3，6），6，（3）参照

（3）短期滞在の外国人に対する公的年金の脱退一時金の支給上限年数を，3 年から 5 年に引

き上げる。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 3，第 4 章，1，2），1 参照

（4）65 歳以上で在職老齢年金を受給しながら働いている者の年金額を，毎年定時に改定する。

したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 1，第 1 章，3，6），6，（2）参照

（5）65 歳未満の在職老齢年金の支給停止の基準額 28 万円を 47 万円（令和 3 年度の額）に引

き上げる。したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 1，第 1 章，3，6），6，（2）参

照

（ 11 ）

［問30］ 令和２年６月５日公布のいわゆる年金制度改正法による改正内容につい
て，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 新たに国民年金の被保険者になった者に対する（国民）年金手帳の交付を
廃止する。

（２） 繰下げ支給の上限年齢を，75歳に引き上げる。
（３） 短期滞在の外国人に対する公的年金の脱退一時金の支給上限年数を，10年

に引き上げる。
（４） 65歳以上で在職老齢年金を受給しながら働いている者の年金額を，毎年定

時に改定する。
（５） 65歳未満の在職老齢年金の支給停止の基準額28万円を47万円（令和３年度

の額）に引き上げる。

農林中金アカデミー
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（ 12 ）農林中金アカデミー

［Ⅰ］次の事例にもとづいて，［問31］および［問32］に答えなさい。

年金相談会に参加されたＡさん夫婦（昭和61年４月結婚）から２人の年金に
ついて相談があった。夫婦それぞれの年金加入歴（予定を含む）は次のとおり
で，妻は加給年金額の対象となる要件を満たしている。
○夫（昭和34年９月12日生まれ）
・昭和57年４月～平成26年９月：Ｋ省（国家公務員共済）
・平成26年10月～平成27年３月：国民年金
・平成27年４月～65歳に達するまで：譁Ｓ社（厚生年金保険）
○妻（昭和38年４月１日生まれ）
・昭和56年４月～昭和60年10月：Ｔ市（地方公務員共済）
・昭和60年11月～昭和61年３月：未加入
・昭和61年４月～60歳に達するまで：国民年金

［問31］ Ａさん夫婦の老齢基礎年金の受給資格期間等について，誤っているもの
を１つ選びなさい。

（１） 夫：昭和57年４月～平成26年９月の期間は，すべて保険料納付済期間とな
る。

（２） 夫：平成27年４月～65歳に達するまでの期間のうち，保険料納付済期間は
53ヵ月である。

（３） 妻：昭和56年４月～昭和60年10月の期間のうち，合算対象期間は24ヵ月で
ある。

（４） 妻：昭和60年11月～昭和61年３月の期間は，受給資格期間に算入されない。
（５） 妻：昭和61年４月～60歳に達するまでの期間のうち，第３号被保険者期間

は437ヵ月である。

《事　　例》
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老齢基礎年金の受給資格期間

正解（3）	 正解率　36.0％	

解　説

（1）共済組合の加入期間のうち昭和 36 年 4 月以後かつ 20 歳以上 60 歳未満の期間なので，

保険料納付済期間となる。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，2，1），

1 参照

（2）平成 27 年 4 月から 60 歳に達するまでの期間（平成 27 年 4 月～令和元年 8 月）が保険

料納付済期間となり，その月数は 53 ヵ月である。したがって，（2）は誤っていない。　

テキスト 2，第 1 章，2，1），1 参照

（3）20 歳前の期間（昭和 56 年 4 月～昭和 58 年 2 月）が合算対象期間となり，その月数は

23 ヵ月である。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 2，第 1 章，2，1），3 参照

（4）未加入期間であり，合算対象期間にも該当しないので，受給資格期間に算入されない。

したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，2，1）参照

（5）昭和 61 年 4 月～平成 26 年 9 月の期間（342 ヵ月）と平成 27 年 4 月～ 60 歳到達月の前月（令

和 5 年 2 月・95 ヵ月）の合計 437 ヵ月が第 3 号被保険者となる。したがって，（5）は誤っ

ていない。　テキスト 2，第 1 章，2，1），1 参照

（ 12 ）農林中金アカデミー

［Ⅰ］次の事例にもとづいて，［問31］および［問32］に答えなさい。

年金相談会に参加されたＡさん夫婦（昭和61年４月結婚）から２人の年金に
ついて相談があった。夫婦それぞれの年金加入歴（予定を含む）は次のとおり
で，妻は加給年金額の対象となる要件を満たしている。
○夫（昭和34年９月12日生まれ）
・昭和57年４月～平成26年９月：Ｋ省（国家公務員共済）
・平成26年10月～平成27年３月：国民年金
・平成27年４月～65歳に達するまで：譁Ｓ社（厚生年金保険）
○妻（昭和38年４月１日生まれ）
・昭和56年４月～昭和60年10月：Ｔ市（地方公務員共済）
・昭和60年11月～昭和61年３月：未加入
・昭和61年４月～60歳に達するまで：国民年金

［問31］ Ａさん夫婦の老齢基礎年金の受給資格期間等について，誤っているもの
を１つ選びなさい。

（１） 夫：昭和57年４月～平成26年９月の期間は，すべて保険料納付済期間とな
る。

（２） 夫：平成27年４月～65歳に達するまでの期間のうち，保険料納付済期間は
53ヵ月である。

（３） 妻：昭和56年４月～昭和60年10月の期間のうち，合算対象期間は24ヵ月で
ある。

（４） 妻：昭和60年11月～昭和61年３月の期間は，受給資格期間に算入されない。
（５） 妻：昭和61年４月～60歳に達するまでの期間のうち，第３号被保険者期間

は437ヵ月である。

《事　　例》
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老 齢 給 付

正解（5）	 正解率　21.7％	

解　説

（1）夫の報酬比例部分の支給開始年齢は，64 歳である。したがって，（1）は誤っていない。　

テキスト 2，第 2 章，2，2），2

（2）夫は，定額部分は支給されない。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，

2，2），2 参照

（3）加給年金額は，65 歳到達月の翌月（令和 6 年 10 月）分から支給される。したがって，（3）

は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，4，1）参照

（4）共済組合の加入期間の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は，厚生年金保険の一般

男子と同じなので，妻の生年月日から特別支給の老齢厚生年金は，支給されない。したがっ

て，（4）は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，2，2），2 参照

（5）65 歳に達した月の翌月（令和 10 年 4 月）分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

したがって，（5）は誤っている。　テキスト 2，第 1 章，4，2），1 参照

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問32］ Ａさん夫婦の老齢給付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１） 夫：報酬比例部分の支給開始年齢は，64歳である。
（２） 夫：定額部分は支給されない。
（３） 夫：加給年金額は，令和６年10月分から支給される。
（４） 妻：特別支給の老齢厚生年金は，支給されない。
（５） 妻：令和10年５月分から，老齢基礎年金に振替加算が加算される。
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（ 14 ）農林中金アカデミー

［Ⅱ］次の事例にもとづいて，［問33］および［問34］に答えなさい。

Ｂ夫さん（昭和36年６月４日生まれ）は，妻（57歳，専業主婦）と２人暮ら
しである。Ｂ夫さんの年金加入歴（予定を含む）は，次のとおりである。

・昭和55年４月～平成元年３月：厚生年金保険（108ヵ月）
・平成元年４月～平成16年６月：国民年金，保険料納付（183ヵ月）
・平成16年７月～平成19年６月：国民年金，保険料全額免除期間（36ヵ月）
・平成19年７月～平成25年６月：国民年金，保険料半額免除期間（72ヵ月）
・平成25年７月～60歳に達するまで：国民年金，保険料４分の１免除期間
（95ヵ月）

［問33］ Ｂ夫さんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額の計算式について，
正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１）　780,900円×　

291ヵ月＋36ヵ月×　＋72ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（２）　780,900円×　

291ヵ月＋36ヵ月×　＋72ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（３）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（４）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（５）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 
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老齢基礎年金の年金額

正解（5）	 正解率　47.1％	

解　説

昭和 55 年 4 月～平成元年 3 月の厚生年金保険に加入した期間のうち，20 歳前の期間（昭

和 55 年 4 月～昭和 56 年 5 月：14 ヵ月）は合算対象期間となり老齢基礎年金の年金額に反

映されない。20 歳以後の期間（昭和 56 年 6 月～平成元年 3 月：94 ヵ月）が保険料納付済

期間となる。

平成 16 年 7 月からの保険料全額免除期間 36 ヵ月は 3 分の 1，平成 19 年 7 月からの保

険料半額免除期間のうち，平成 21 年 3 月までの 21 ヵ月は 3 分の 2，平成 21 年 4 月から

平成 25 年 6 月までの 51 ヵ月は 4 分の 3，平成 25 年 7 月から 60 歳に達するまでの保険料 

4 分の 1 免除期間 95 ヵ月は 8 分の 7 として計算する。

したがって，（5）は正しい。　テキスト 2，第 1 章，4，1），1 参照

（ 14 ）農林中金アカデミー

［Ⅱ］次の事例にもとづいて，［問33］および［問34］に答えなさい。

Ｂ夫さん（昭和36年６月４日生まれ）は，妻（57歳，専業主婦）と２人暮ら
しである。Ｂ夫さんの年金加入歴（予定を含む）は，次のとおりである。

・昭和55年４月～平成元年３月：厚生年金保険（108ヵ月）
・平成元年４月～平成16年６月：国民年金，保険料納付（183ヵ月）
・平成16年７月～平成19年６月：国民年金，保険料全額免除期間（36ヵ月）
・平成19年７月～平成25年６月：国民年金，保険料半額免除期間（72ヵ月）
・平成25年７月～60歳に達するまで：国民年金，保険料４分の１免除期間
（95ヵ月）

［問33］ Ｂ夫さんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額の計算式について，
正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１）　780,900円×　

291ヵ月＋36ヵ月×　＋72ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（２）　780,900円×　

291ヵ月＋36ヵ月×　＋72ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（３）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（４）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 

（５）　780,900円×　

277ヵ月＋36ヵ月×　＋21ヵ月×　＋51ヵ月×　＋95ヵ月×　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480ヵ月 
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国民年金保険料の追納および老齢給付等

正解（5）	 正解率　17.5％	

解　説

（1）保険料半額免除期間の一部は 10 年を経過していないので，今から追納することができ

る。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），8 参照

（2）老齢基礎年金の受給権者は保険料の追納はできないので，65 歳到達後は追納することが

できない。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 1，第 2 章，1，7），8 参照

（3）繰下げの申出は，66 歳到達日の令和 9 年 6 月 3 日から行うことができる。したがって，（3）

は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，4，4），4 参照

（4）令和 11 年 10 月に繰下げの申出を行った場合，年金額は 0.7％× 40 ヵ月（＝令和 8 年 

6 月～令和 11 年 9 月）＝ 28％増額される。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 2，

第 3 章，2，3），2 参照

（5）厚生年金保険の加入期間が 20 年に満たないので，加給年金額は加算されない。したがっ

て，（5）は誤っている。　テキスト 2，第 2 章，4，1）参照

（ 15 ） 農林中金アカデミー

［問34］ Ｂ夫さんの国民年金保険料の追納および老齢給付等について，誤ってい
るものを１つ選びなさい。

（１） 保険料半額免除期間の一部は，免除された保険料を今から追納することが
できる。

（２） 保険料４分の１免除期間の免除された保険料は，一部であっても65歳到達
後に追納することはできない。

（３） 老齢基礎年金の繰下げの申出ができるのは，令和９年６月３日からである。
（４） 令和11年10月に老齢厚生年金の繰下げの申出をした場合，年金額は28％増

額される。
（５） 令和８年７月分から，配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給

できる。
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（ 16 ）農林中金アカデミー

［Ⅲ］次の事例にもとづいて，［問35］および［問36］に答えなさい。

Ｃ夫さん（昭和34年３月31日生まれ）は，昭和56年４月に譁Ｚ商会に入社し，
63歳に達した日に同社を退職する予定である。

Ｃ夫さんの令和３年度基準（本来水準）の平均標準報酬月額は360,000円，
平均標準報酬額は480,000円とのことである。なお，妻（昭和37年９月１日生
まれ）は加給年金額（390,500円：令和３年度価格）の対象となる要件を満た
している。

［問35］ Ｃ夫さんが退職後受給できる特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）
の年金額について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,274,370円
（２） 1,277,001円
（３） 1,339,351円
（４） 1,664,870円
（５） 1,667,501円

［問36］ Ｃ夫さんが65歳から受給する老齢厚生年金に加算される経過的加算の計
算式について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（２） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（３） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（４） 1,628円×491ヵ月－780,900円×

（５） 1,628円×492ヵ月－780,900円×456ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

480ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

455ヵ月
480ヵ月

生年月日 総報酬制・実施前 総報酬制・実施後 
旧乗率 新乗率 旧乗率 新乗率 

 昭和21.4.2～ 7.50／1,000 7.125／1,000 5.769／1,000 5.481／1,000

《事　　例》
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老齢厚生年金の年金額の計算

正解（1）	 正解率　22.2％	

解　説

63 歳に達した日は令和 4 年 3 月 30 日で，この日に退職すると資格喪失日は同 3 月 31 日，

その前月（令和 4 年 2 月）までが被保険者期間となる。

総報酬制実施前の被保険者月数は昭和 56 年 4 月～平成 15 年 3 月の 264 ヵ月，実施後の

被保険者月数は平成 15 年 4 月～令和 4 年 2 月の 227 ヵ月となり，年金額は，

360,000 円× 7.125 ／ 1,000 × 264 ヵ月＋ 480,000 円× 5.481 ／ 1,000 × 227 ヵ月≒ 1,274,370 円 

となる。加給年金額は 65 歳から支給される。　テキスト 2，第 3 章，3，3），4 参照

（ 16 ）農林中金アカデミー

［Ⅲ］次の事例にもとづいて，［問35］および［問36］に答えなさい。

Ｃ夫さん（昭和34年３月31日生まれ）は，昭和56年４月に譁Ｚ商会に入社し，
63歳に達した日に同社を退職する予定である。

Ｃ夫さんの令和３年度基準（本来水準）の平均標準報酬月額は360,000円，
平均標準報酬額は480,000円とのことである。なお，妻（昭和37年９月１日生
まれ）は加給年金額（390,500円：令和３年度価格）の対象となる要件を満た
している。

［問35］ Ｃ夫さんが退職後受給できる特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）
の年金額について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,274,370円
（２） 1,277,001円
（３） 1,339,351円
（４） 1,664,870円
（５） 1,667,501円

［問36］ Ｃ夫さんが65歳から受給する老齢厚生年金に加算される経過的加算の計
算式について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（２） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（３） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（４） 1,628円×491ヵ月－780,900円×

（５） 1,628円×492ヵ月－780,900円×456ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

480ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

455ヵ月
480ヵ月

生年月日 総報酬制・実施前 総報酬制・実施後 
旧乗率 新乗率 旧乗率 新乗率 

 昭和21.4.2～ 7.50／1,000 7.125／1,000 5.769／1,000 5.481／1,000

《事　　例》
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老齢厚生年金に加算される経過的加算

正解（1）	 正解率　36.0％	

解　説

経過的加算の額＝定額部分の額（Ａ）−老齢基礎年金の額（Ｂ）

定額部分の額（Ａ）：1,628 円×被保険者月数（上限 480 ヵ月）

老齢基礎年金の額（Ｂ）：780,900 円× 20 歳以上 60 歳未満の厚生年金保険の被保険者月数

／ 480 ヵ月

被保険者期間の月数は昭和 56 年 4 月～令和 4 年 2 月の 491 ヵ月であるが，定額部分は

上限月数 480 ヵ月で計算する。

60 歳到達月の前月までの厚生年金保険の被保険者月数は，昭和 56 年 4 月～平成 31 年 

2 月の 455 ヵ月である。

したがって，（1）は正しい。　テキスト 2，第 3 章，3，2）参照

（ 16 ）農林中金アカデミー

［Ⅲ］次の事例にもとづいて，［問35］および［問36］に答えなさい。

Ｃ夫さん（昭和34年３月31日生まれ）は，昭和56年４月に譁Ｚ商会に入社し，
63歳に達した日に同社を退職する予定である。

Ｃ夫さんの令和３年度基準（本来水準）の平均標準報酬月額は360,000円，
平均標準報酬額は480,000円とのことである。なお，妻（昭和37年９月１日生
まれ）は加給年金額（390,500円：令和３年度価格）の対象となる要件を満た
している。

［問35］ Ｃ夫さんが退職後受給できる特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）
の年金額について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,274,370円
（２） 1,277,001円
（３） 1,339,351円
（４） 1,664,870円
（５） 1,667,501円

［問36］ Ｃ夫さんが65歳から受給する老齢厚生年金に加算される経過的加算の計
算式について，正しいものを１つ選びなさい（年金額は令和３年度価格）。

（１） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（２） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（３） 1,628円×480ヵ月－780,900円×

（４） 1,628円×491ヵ月－780,900円×

（５） 1,628円×492ヵ月－780,900円×456ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

480ヵ月
480ヵ月

456ヵ月
480ヵ月

455ヵ月
480ヵ月

生年月日 総報酬制・実施前 総報酬制・実施後 
旧乗率 新乗率 旧乗率 新乗率 

 昭和21.4.2～ 7.50／1,000 7.125／1,000 5.769／1,000 5.481／1,000

《事　　例》
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（ 17 ） 農林中金アカデミー

［Ⅳ］次の事例にもとづいて，［問37］および［問38］に答えなさい。

Ｄ夫さん（昭和34年２月15日生まれ）は，令和４年２月末日に44年11ヵ月勤
務した譁Ｙ産業を退職し，その後，令和４年４月１日より譁Ｘ運輸に70歳にな
るまで勤務できる予定である。
譁Ｙ産業での給与は，月額510,000円（標準報酬月額500,000円），賞与は６月

に720,000円，12月に930,000円が支給されており，ここ２年間は同額である。
譁Ｘ運輸での給与は，月額295,000円（標準報酬月額300,000円），賞与は６月

と12月にそれぞれ480,000円が支給される条件である。
なお，譁Ｙ産業退職後の年金額は，報酬比例部分1,290,000円，定額部分

780,000円，加給年金額390,000円とする。

［問37］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務したときの在職老齢年金に関する下記（①～
④）の記述について，正しいものの数を１つ選びなさい（令和４年４月以降
の制度で計算すること）。

①　令和４年５月の基本月額は，205,000円である。
②　令和４年５月の総報酬月額相当額は，432,500円である。
③　令和４年６月の支給停止額は，122,500円である。
④　令和４年12月の在職老齢年金の月額は，3,750円である。

（１） なし
（２） １つ
（３） ２つ
（４） ３つ
（５） ４つ

［問38］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務して雇用保険の高年齢雇用継続給付（基本給
付金）を受給する場合のアドバイスについて，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 基本給付金の月額は，44,250円である。
（２） 年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて，17,700円がさらに

支給停止される。
（３） 基本給付金は，70歳到達月まで支給される。
（４） 基本給付金と賃金の合計の上限額は，400,000円より高額である。
（５） 基本給付金は，60歳到達時の賃金に比べて61％未満の賃金で勤務した月で

なければ支給されない。

《事　　例》
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60 歳台前半の在職老齢年金

正解（1）	 正解率　12.7％	

解　説

基本月額＝年金額（加給年金額を除く）× 1 ／ 12

総報酬月額相当額＝その月の標準報酬月額＋その月以前 1 年間の標準賞与額× 1 ／ 12

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が 47 万円を超えるとき……（基本月額＋総報酬

月額相当額− 47 万円）× 1 ／ 2 で計算した額が支給停止される。

①　再就職して被保険者となるので定額部分（加給年金額）は支給停止され，令和 4 年 5 月

の基本月額は 1,290,000 円× 1 ／ 12 ＝ 107,500 円である（×）。　テキスト 3，第 1 章，1，1），

1 参照

②　令和 4 年 5 月の総報酬月額相当額は，300,000 円＋（720,000 円＋ 930,000 円）× 1 ／ 12

＝ 437,500 円である（×）。　テキスト 3，第 1 章，1，1），1 参照

③　令和 4 年 6 月の支給停止額は，総報酬月額相当額が 300,000 円＋（930,000 円＋ 480,000 円）

× 1 ／ 12 ＝ 417,500 円となり，（107,500 円＋ 417,500 円− 470,000 円）× 1 ／ 2 ＝ 27,500 円 

である（×）。　テキスト 3，第 1 章，1，1），1 参照

④　令和 4 年 12 月分の在職老齢年金の月額は，総報酬月額相当額が 300,000 円＋（480,000 円

＋ 480,000 円）× 1 ／ 12 ＝ 380,000 円となり，107,500 円−（107,500 円＋ 380,000 円−

470,000 円）× 1 ／ 2 ＝ 98,750 円である（×）。　テキスト 3，第 1 章，1，1），1 参照

したがって，（1）は正しい。

（ 17 ） 農林中金アカデミー

［Ⅳ］次の事例にもとづいて，［問37］および［問38］に答えなさい。

Ｄ夫さん（昭和34年２月15日生まれ）は，令和４年２月末日に44年11ヵ月勤
務した譁Ｙ産業を退職し，その後，令和４年４月１日より譁Ｘ運輸に70歳にな
るまで勤務できる予定である。
譁Ｙ産業での給与は，月額510,000円（標準報酬月額500,000円），賞与は６月

に720,000円，12月に930,000円が支給されており，ここ２年間は同額である。
譁Ｘ運輸での給与は，月額295,000円（標準報酬月額300,000円），賞与は６月

と12月にそれぞれ480,000円が支給される条件である。
なお，譁Ｙ産業退職後の年金額は，報酬比例部分1,290,000円，定額部分

780,000円，加給年金額390,000円とする。

［問37］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務したときの在職老齢年金に関する下記（①～
④）の記述について，正しいものの数を１つ選びなさい（令和４年４月以降
の制度で計算すること）。

①　令和４年５月の基本月額は，205,000円である。
②　令和４年５月の総報酬月額相当額は，432,500円である。
③　令和４年６月の支給停止額は，122,500円である。
④　令和４年12月の在職老齢年金の月額は，3,750円である。

（１） なし
（２） １つ
（３） ２つ
（４） ３つ
（５） ４つ

［問38］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務して雇用保険の高年齢雇用継続給付（基本給
付金）を受給する場合のアドバイスについて，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 基本給付金の月額は，44,250円である。
（２） 年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて，17,700円がさらに

支給停止される。
（３） 基本給付金は，70歳到達月まで支給される。
（４） 基本給付金と賃金の合計の上限額は，400,000円より高額である。
（５） 基本給付金は，60歳到達時の賃金に比べて61％未満の賃金で勤務した月で

なければ支給されない。

《事　　例》
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高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整

正解（1）	 正解率　29.1％	

解　説

（1）基本給付金の月額は，賃金は 61％未満（295,000 円÷ 510,000 円≒ 57.8％）に低下するので，

295,000 円× 15％＝ 44,250 円である。したがって，（1）は正しい。　テキスト 3，第 2 章，

2，1），2 参照

（2）標準報酬月額は 60 歳到達時の賃金に比べて 61％未満（300,000 円÷ 510,000 円≒ 58.8％）

に低下するので，年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて，300,000 円× 6％

＝ 18,000 円がさらに支給停止される。したがって，（2）は誤っている。　テキスト 3，第 2 章，

2，2）参照

（3）基本給付金は，雇用保険の被保険者期間が 5 年以上ある者が 60 歳から 65 歳到達月まで

の間に，60 歳到達時の賃金（みなし賃金月額／上限あり）に比べて 75％未満に低下した

賃金で勤務した月について支給される。したがって，（3）は誤っている。　テキスト 3，

第 2 章，2，1），1 参照

（4）基本給付金と賃金の合計額には上限額が設けられ，令和 2 年 8 月からの上限額は

365,114 円である。したがって，（4）は誤っている。　テキスト 3，第 2 章，2，1），1 参

照

（5）基本給付金は，60 歳到達時の賃金（みなし賃金月額／上限あり）に比べて 75％未満に

低下した賃金で勤務した月（65 歳到達月まで）について支給される。したがって，（5）は誤っ

ている。　テキスト 3，第 2 章，2，1），2 参照

（ 17 ） 農林中金アカデミー

［Ⅳ］次の事例にもとづいて，［問37］および［問38］に答えなさい。

Ｄ夫さん（昭和34年２月15日生まれ）は，令和４年２月末日に44年11ヵ月勤
務した譁Ｙ産業を退職し，その後，令和４年４月１日より譁Ｘ運輸に70歳にな
るまで勤務できる予定である。
譁Ｙ産業での給与は，月額510,000円（標準報酬月額500,000円），賞与は６月

に720,000円，12月に930,000円が支給されており，ここ２年間は同額である。
譁Ｘ運輸での給与は，月額295,000円（標準報酬月額300,000円），賞与は６月

と12月にそれぞれ480,000円が支給される条件である。
なお，譁Ｙ産業退職後の年金額は，報酬比例部分1,290,000円，定額部分

780,000円，加給年金額390,000円とする。

［問37］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務したときの在職老齢年金に関する下記（①～
④）の記述について，正しいものの数を１つ選びなさい（令和４年４月以降
の制度で計算すること）。

①　令和４年５月の基本月額は，205,000円である。
②　令和４年５月の総報酬月額相当額は，432,500円である。
③　令和４年６月の支給停止額は，122,500円である。
④　令和４年12月の在職老齢年金の月額は，3,750円である。

（１） なし
（２） １つ
（３） ２つ
（４） ３つ
（５） ４つ

［問38］ Ｄ夫さんが譁Ｘ運輸に勤務して雇用保険の高年齢雇用継続給付（基本給
付金）を受給する場合のアドバイスについて，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 基本給付金の月額は，44,250円である。
（２） 年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加えて，17,700円がさらに

支給停止される。
（３） 基本給付金は，70歳到達月まで支給される。
（４） 基本給付金と賃金の合計の上限額は，400,000円より高額である。
（５） 基本給付金は，60歳到達時の賃金に比べて61％未満の賃金で勤務した月で

なければ支給されない。

《事　　例》

−42−

JAJF 年金アドバイザー



（ 18 ）農林中金アカデミー

［Ⅴ］次の事例にもとづいて，［問39］および［問40］に答えなさい。

Ｅ夫さん（昭和35年５月５日生まれ）は，62歳に達した日に30年間勤務した
譁Ｗ社を退職する予定である。Ｅ夫さんの年金加入歴は通算して厚生年金保険
に39年１ヵ月，国民年金に２年11ヵ月である。
Ｅ夫さんの退職後の年金見込額は，報酬比例部分が1,500,000円，65歳からの

老齢厚生年金は1,539,573円（うち経過的加算39,573円），老齢基礎年金は
780,900円とのことである。なお，妻（昭和40年10月12日生まれ）は，加給年
金額の対象となる要件を満たしている。

［問39］ Ｅ夫さんが経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する場合のアドバ
イスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年10月に繰上げ請求すると，老齢基礎年金の年金額は15.5％減額さ
れる。

（２） 加給年金額は，令和７年６月分から支給される。
（３） 経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求すると，65歳からの老齢厚生年

金を繰り下げて受給できない。
（４） 老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになる。
（５） 繰上げ請求後に初診日のある傷病により障害等級２級に該当した場合，初

診日が65歳到達前であれば障害基礎年金が支給される。

［問40］ Ｅ夫さんが令和４年５月中に経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求
した場合の老齢厚生年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋
39,573円

（２） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（３） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）＋

39,573円
（４） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（５） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋

39,573円

《事　　例》
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経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金

正解（5）	 正解率　56.1％	

解　説

（1）令和 4 年 10 月中に繰上げ請求した場合，65 歳到達月の前月（令和 7 年 4 月）までの月

数は 31 ヵ月となり，老齢基礎年金は 15.5％（＝ 0.5％× 31 ヵ月）減額される。したがって，

（1）は誤っていない。　テキスト 2，第 1 章，4，4），1 参照

（2）加給年金額は，65 歳到達月の翌月である令和 7 年 6 月分から支給される。したがって，（2）

は誤っていない。　テキスト 2，第 2 章，4，1）参照

（3）経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求した者は，老齢厚生年金を繰下げ受給できな

い。したがって，（3）は誤っていない。　テキスト記載なし

（4）経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する場合，老齢基礎年金と同時に繰上げ請求

しなければならない。したがって，（4）は誤っていない。　テキスト 2，年金相談事例 6，

◆アドバイス参照

（5）繰上げ請求後に初診日のある傷病により障害等級に該当しても，障害基礎年金は請求で

きない。したがって，（5）は誤っている。　テキスト 2，年金相談事例 6，◆アドバイス

参照

＊昭和 37 年 4 月 2 日以後生まれの者につき，令和 4 年 4 月からの繰上げ減額率が 0.4％にな

る（予定。政令未公布）。E 夫さんは昭和 35 年生まれなので，繰上げ減額率は 0.5％である。

（ 18 ）農林中金アカデミー

［Ⅴ］次の事例にもとづいて，［問39］および［問40］に答えなさい。

Ｅ夫さん（昭和35年５月５日生まれ）は，62歳に達した日に30年間勤務した
譁Ｗ社を退職する予定である。Ｅ夫さんの年金加入歴は通算して厚生年金保険
に39年１ヵ月，国民年金に２年11ヵ月である。
Ｅ夫さんの退職後の年金見込額は，報酬比例部分が1,500,000円，65歳からの

老齢厚生年金は1,539,573円（うち経過的加算39,573円），老齢基礎年金は
780,900円とのことである。なお，妻（昭和40年10月12日生まれ）は，加給年
金額の対象となる要件を満たしている。

［問39］ Ｅ夫さんが経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する場合のアドバ
イスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年10月に繰上げ請求すると，老齢基礎年金の年金額は15.5％減額さ
れる。

（２） 加給年金額は，令和７年６月分から支給される。
（３） 経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求すると，65歳からの老齢厚生年

金を繰り下げて受給できない。
（４） 老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになる。
（５） 繰上げ請求後に初診日のある傷病により障害等級２級に該当した場合，初

診日が65歳到達前であれば障害基礎年金が支給される。

［問40］ Ｅ夫さんが令和４年５月中に経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求
した場合の老齢厚生年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋
39,573円

（２） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（３） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）＋

39,573円
（４） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（５） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋

39,573円

《事　　例》
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経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額計算

正解（3）	 正解率　43.4％	

解　説

年金額＝報酬比例部分の額−（報酬比例部分の減額分（A）＋経過的加算の減額分（B））

＋経過的加算の額

（Ａ）＝報酬比例部分の額× 0.5％×①

（Ｂ）＝経過的加算の額× 0.5％×②

①　繰上げ請求月から報酬比例部分の支給開始月の前月までの月数

②　繰上げ請求月から 65 歳到達月の前月までの月数

E 夫さんの場合，

報酬比例部分の支給開始年齢は 64 歳であり，①は 24 ヵ月（令和 4 年 5 月～令和 6 年 4 月），

②は 36 ヵ月（令和 4 年 5 月～令和 7 年 4 月）となり，年金額は（3）の計算式で算出される。

したがって，（3）は正しい。　テキスト 2，年金相談事例 6，4 参照

（ 18 ）農林中金アカデミー

［Ⅴ］次の事例にもとづいて，［問39］および［問40］に答えなさい。

Ｅ夫さん（昭和35年５月５日生まれ）は，62歳に達した日に30年間勤務した
譁Ｗ社を退職する予定である。Ｅ夫さんの年金加入歴は通算して厚生年金保険
に39年１ヵ月，国民年金に２年11ヵ月である。
Ｅ夫さんの退職後の年金見込額は，報酬比例部分が1,500,000円，65歳からの

老齢厚生年金は1,539,573円（うち経過的加算39,573円），老齢基礎年金は
780,900円とのことである。なお，妻（昭和40年10月12日生まれ）は，加給年
金額の対象となる要件を満たしている。

［問39］ Ｅ夫さんが経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する場合のアドバ
イスについて，誤っているものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年10月に繰上げ請求すると，老齢基礎年金の年金額は15.5％減額さ
れる。

（２） 加給年金額は，令和７年６月分から支給される。
（３） 経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求すると，65歳からの老齢厚生年

金を繰り下げて受給できない。
（４） 老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになる。
（５） 繰上げ請求後に初診日のある傷病により障害等級２級に該当した場合，初

診日が65歳到達前であれば障害基礎年金が支給される。

［問40］ Ｅ夫さんが令和４年５月中に経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求
した場合の老齢厚生年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋
39,573円

（２） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（３） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×24ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）＋

39,573円
（４） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×36ヵ月）
（５） 1,500,000円－（1,500,000円×0.5％×36ヵ月＋39,573円×0.5％×24ヵ月）＋

39,573円

《事　　例》
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（ 19 ） 農林中金アカデミー

［Ⅵ］次の事例にもとづいて，［問41］および［問42］に答えなさい。

Ｆ夫さん（昭和47年７月18日生まれ）は，令和２年９月５日に事故に遭い救
急搬送され，現在も治療中である。Ｆ夫さんの年金加入歴（予定を含む）は次
のとおりで，家族は妻（昭和51年９月12日生まれ，パート年収98万円），長女
（平成15年９月７日生まれ，健常者），次女（平成17年11月25日生まれ，障害等
級２級相当の障害がある），長男（平成19年３月10日生まれ，健常者）の５人
である。
・平成４年７月～平成８年３月：国民年金（保険料納付）
・平成８年４月～令和４年２月：厚生年金保険
・令和４年３月～：国民年金

［問41］ Ｆ夫さんが障害認定日（原則）に障害等級１級と認定された場合，受給
できる障害基礎年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選びなさ
い（年金額は令和３年度価格）。

（１） 780,900円×1.25＋224,700円×３人
（２） 780,900円×1.25＋224,700円×２人＋74,900円
（３） 780,900円×1.25＋224,700円×２人
（４） 780,900円×1.5＋224,700円×３人
（５） 780,900円×1.5＋224,700円×1.25×３人

［問42］ Ｆ夫さんが障害等級２級と認定された場合の障害給付等について，正し
いものを１つ選びなさい。

（１） 障害認定日は，原則として令和４年２月５日である。
（２） 長男が18歳の年度末を経過すると，障害基礎年金の子の加算額はなくなる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 障害厚生年金の年金額は，平成８年４月から障害認定日（原則）の属する

月までの月数により計算される。
（５） 障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額には，特別加算は加算されな

い。

《事　　例》
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障害基礎年金の年金額

正解（3）	 正解率　25.9％	

解　説

障害基礎年金の年金額は定額で，障害等級 2 級の年金額は満額の老齢基礎年金と同じ

780,900 円（令和 3 年度価格，以下同じ）で，1 級の年金額は 2 級の 1.25 倍に相当する額である。

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている 18 歳の年度末までにある子，または

20 歳未満で 1 級または 2 級の障害の状態にある子（いずれも現に婚姻していない子）がい

るときには，子の加算額が加算される。子の加算額は 1 人目，2 人目については 1 人につ

いて 224,700 円，3 人目からは 1 人について 74,900 円である。

F 夫さんの場合，障害認定日は令和 4 年 3 月 5 日となり，年金は令和 4 年 4 月分から支

給される。長女の 18 歳の年度末は令和 4 年 3 月，次女の 20 歳到達月は令和 7 年 11 月，

長男の 18 歳の年度末は令和 7 年 3 月につき，次女と長男の 2 人が子の加算額の対象となり，

年金額は（3）の計算式で算出される。

したがって，（3）は正しい。　テキスト 4，第 1 章，3，1）参照（ 19 ） 農林中金アカデミー

［Ⅵ］次の事例にもとづいて，［問41］および［問42］に答えなさい。

Ｆ夫さん（昭和47年７月18日生まれ）は，令和２年９月５日に事故に遭い救
急搬送され，現在も治療中である。Ｆ夫さんの年金加入歴（予定を含む）は次
のとおりで，家族は妻（昭和51年９月12日生まれ，パート年収98万円），長女
（平成15年９月７日生まれ，健常者），次女（平成17年11月25日生まれ，障害等
級２級相当の障害がある），長男（平成19年３月10日生まれ，健常者）の５人
である。
・平成４年７月～平成８年３月：国民年金（保険料納付）
・平成８年４月～令和４年２月：厚生年金保険
・令和４年３月～：国民年金

［問41］ Ｆ夫さんが障害認定日（原則）に障害等級１級と認定された場合，受給
できる障害基礎年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選びなさ
い（年金額は令和３年度価格）。

（１） 780,900円×1.25＋224,700円×３人
（２） 780,900円×1.25＋224,700円×２人＋74,900円
（３） 780,900円×1.25＋224,700円×２人
（４） 780,900円×1.5＋224,700円×３人
（５） 780,900円×1.5＋224,700円×1.25×３人

［問42］ Ｆ夫さんが障害等級２級と認定された場合の障害給付等について，正し
いものを１つ選びなさい。

（１） 障害認定日は，原則として令和４年２月５日である。
（２） 長男が18歳の年度末を経過すると，障害基礎年金の子の加算額はなくなる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 障害厚生年金の年金額は，平成８年４月から障害認定日（原則）の属する

月までの月数により計算される。
（５） 障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額には，特別加算は加算されな

い。

《事　　例》
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障 害 給 付

正解（5）	 正解率　13.8％	

解　説

（1）障害認定日（原則）は，令和 4 年 3 月 5 日である。したがって，（1）は誤っている。　

テキスト 4，第 1 章，2，2），1 参照

（2）次女が 20 歳に達するのは令和 7 年 11 月，長男の 18 歳の年度末は令和 7 年 3 月であり，

次女が 20 歳に達すると子の加算額はなくなる。したがって，（2）は誤っている。　テキ

スト 4，第 1 章，3，1）参照

（3）F夫さんの厚生年金保険の被保険者月数は311ヵ月（平成8年4月～令和4年2月）であり，

300ヵ月みなしでの計算は行われない。したがって，（3）は誤っている。　テキスト4，第2章，

2，1）参照

（4）障害厚生年金の年金額は，原則として障害認定日の属する月までの被保険者期間により

老齢厚生年金の報酬比例部分と同様に計算される。なお，F 夫さんは障害認定日前に退職

しているので令和4年2月までの被保険者月数で計算する。したがって，（4）は誤っている。　

テキスト 4，第 2 章，2，1），2 参照

（5）障害厚生年金（1 級または 2 級に限る）の受給権者に生計を維持されている 65 歳未満の

配偶者がいるときは，配偶者加給年金額として 224,700 円（令和 3 年度価格）が加算される。

老齢厚生年金と異なり，特別加算は加算されない。したがって，（5）は正しい。　テキスト 4，

第 2 章，2，2）参照

（ 19 ） 農林中金アカデミー

［Ⅵ］次の事例にもとづいて，［問41］および［問42］に答えなさい。

Ｆ夫さん（昭和47年７月18日生まれ）は，令和２年９月５日に事故に遭い救
急搬送され，現在も治療中である。Ｆ夫さんの年金加入歴（予定を含む）は次
のとおりで，家族は妻（昭和51年９月12日生まれ，パート年収98万円），長女
（平成15年９月７日生まれ，健常者），次女（平成17年11月25日生まれ，障害等
級２級相当の障害がある），長男（平成19年３月10日生まれ，健常者）の５人
である。
・平成４年７月～平成８年３月：国民年金（保険料納付）
・平成８年４月～令和４年２月：厚生年金保険
・令和４年３月～：国民年金

［問41］ Ｆ夫さんが障害認定日（原則）に障害等級１級と認定された場合，受給
できる障害基礎年金の年金額の計算式について，正しいものを１つ選びなさ
い（年金額は令和３年度価格）。

（１） 780,900円×1.25＋224,700円×３人
（２） 780,900円×1.25＋224,700円×２人＋74,900円
（３） 780,900円×1.25＋224,700円×２人
（４） 780,900円×1.5＋224,700円×３人
（５） 780,900円×1.5＋224,700円×1.25×３人

［問42］ Ｆ夫さんが障害等級２級と認定された場合の障害給付等について，正し
いものを１つ選びなさい。

（１） 障害認定日は，原則として令和４年２月５日である。
（２） 長男が18歳の年度末を経過すると，障害基礎年金の子の加算額はなくなる。
（３） 障害厚生年金の年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 障害厚生年金の年金額は，平成８年４月から障害認定日（原則）の属する

月までの月数により計算される。
（５） 障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額には，特別加算は加算されな

い。

《事　　例》
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（ 20 ）農林中金アカデミー

［Ⅶ］次の事例にもとづいて，［問43］および［問44］に答えなさい。

Ｇ子さん（昭和52年４月28日生まれ，平成13年10月結婚，専業主婦）の夫
（昭和50年７月18日生まれ）は，令和４年２月１日に病気（初診日は平成30年
11月15日）のため亡くなった。夫の年金加入歴は，次のとおりである。
・平成７年７月～平成22年７月：国民年金（保険料納付）
・平成22年８月～令和３年３月：厚生年金保険
・令和３年４月～令和４年１月：国民年金（保険料未納）
家族は，長女（平成14年９月23日生まれ，健常者），長男（平成19年８月３

日生まれ，障害等級２級相当の障害がある），次女（平成22年２月28日生まれ，
健常者）の３人である。

［問43］ Ｇ子さんおよび子に対する国民年金の遺族給付について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 遺族基礎年金は，子の加算額を含めて全額Ｇ子さんに支給される。
（２） Ｇ子さんが再婚しても，子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
（３） 遺族基礎年金には，２人分の子の加算額が加算される。
（４） 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間が36ヵ月以上あるの

で，死亡一時金が支給される。
（５） Ｇ子さんは，令和19年５月分から寡婦年金を受給できる。

［問44］ Ｇ子さんが受給できる遺族厚生年金について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１） 受給できるのは，Ｇ子さんが65歳に達するまでである。
（２） Ｇ子さんが厚生年金保険の被保険者となった場合，支給停止される。
（３） 年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 遺族基礎年金を受給した場合，遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は加算され

なくなる。
（５） Ｇ子さんが再婚しても，次女の18歳の年度末が終了するまでは失権しない。

《事　　例》
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国 民 年 金 の 遺 族 給 付

正解（4）	 正解率　33.9％	

解　説

（1）遺族基礎年金には 2 人分の子の加算額が加算され，子の加算額を含めて G 子さんに全額

支給される。したがって，（1）は誤っていない。　テキスト 5，第 1 章，2，3），1 参照

（2）G 子さんが再婚すると G 子さんが有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが，子の受給

権は消滅しない。したがって，（2）は誤っていない。　テキスト 5，第 4 章，1，2）参照

（3）18 歳の年度末までにある子（次女）および 20 歳未満で障害等級 2 級の障害の状態にあ

る子（長男）の分の子の加算額が加算される。したがって，（3）は誤っていない。　テキ

スト 5，第 1 章，2，3），1 参照

（4）死亡一時金は，遺族基礎年金を受けられるので支給されない。したがって，（4）は誤っ

ている。　テキスト 5，第 6 章，2，1）参照

（5）寡婦年金は国民年金の第 1 号被保険者としての保険料納付済期間が 10 年以上あるので，

遺族基礎年金の失権後，60 歳（令和 19 年 5 月分）から 65 歳に達するまでの間，支給される。

したがって，（5）は誤っていない。　テキスト 5，第 6 章，1 参照

（ 20 ）農林中金アカデミー

［Ⅶ］次の事例にもとづいて，［問43］および［問44］に答えなさい。

Ｇ子さん（昭和52年４月28日生まれ，平成13年10月結婚，専業主婦）の夫
（昭和50年７月18日生まれ）は，令和４年２月１日に病気（初診日は平成30年
11月15日）のため亡くなった。夫の年金加入歴は，次のとおりである。
・平成７年７月～平成22年７月：国民年金（保険料納付）
・平成22年８月～令和３年３月：厚生年金保険
・令和３年４月～令和４年１月：国民年金（保険料未納）
家族は，長女（平成14年９月23日生まれ，健常者），長男（平成19年８月３

日生まれ，障害等級２級相当の障害がある），次女（平成22年２月28日生まれ，
健常者）の３人である。

［問43］ Ｇ子さんおよび子に対する国民年金の遺族給付について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 遺族基礎年金は，子の加算額を含めて全額Ｇ子さんに支給される。
（２） Ｇ子さんが再婚しても，子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
（３） 遺族基礎年金には，２人分の子の加算額が加算される。
（４） 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間が36ヵ月以上あるの

で，死亡一時金が支給される。
（５） Ｇ子さんは，令和19年５月分から寡婦年金を受給できる。

［問44］ Ｇ子さんが受給できる遺族厚生年金について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１） 受給できるのは，Ｇ子さんが65歳に達するまでである。
（２） Ｇ子さんが厚生年金保険の被保険者となった場合，支給停止される。
（３） 年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 遺族基礎年金を受給した場合，遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は加算され

なくなる。
（５） Ｇ子さんが再婚しても，次女の18歳の年度末が終了するまでは失権しない。

《事　　例》
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遺 族 厚 生 年 金

正解（3）	 正解率　36.0％	

解　説

（1）G 子さんに対する遺族厚生年金は，失権事由に該当する場合を除き，終身支給される。

したがって，（1）は誤っている。テキスト 5，第 2 章，1，1）参照

（2）G 子さんに対する遺族厚生年金は，G 子さんが厚生年金保険の被保険者となっても支給

停止されない。したがって，（2）は誤っている。テキスト 5，第 4 章，2，1）参照

（3）短期要件に該当するので，遺族厚生年金の年金額は 300 ヵ月みなしで計算される。した

がって，（3）は正しい。　テキスト 5，第 2 章，3，1），1 参照

（4）遺族基礎年金の失権後，65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算される。したがって，（4）

は誤っている。　テキスト 5，第 2 章，3，2）参照

（5）G 子さんが再婚した場合，その時点で G 子さんの遺族厚生年金は失権する。したがって，

（5）は誤っている。　テキスト 5，第 4 章，2，2）参照

（ 20 ）農林中金アカデミー

［Ⅶ］次の事例にもとづいて，［問43］および［問44］に答えなさい。

Ｇ子さん（昭和52年４月28日生まれ，平成13年10月結婚，専業主婦）の夫
（昭和50年７月18日生まれ）は，令和４年２月１日に病気（初診日は平成30年
11月15日）のため亡くなった。夫の年金加入歴は，次のとおりである。
・平成７年７月～平成22年７月：国民年金（保険料納付）
・平成22年８月～令和３年３月：厚生年金保険
・令和３年４月～令和４年１月：国民年金（保険料未納）
家族は，長女（平成14年９月23日生まれ，健常者），長男（平成19年８月３

日生まれ，障害等級２級相当の障害がある），次女（平成22年２月28日生まれ，
健常者）の３人である。

［問43］ Ｇ子さんおよび子に対する国民年金の遺族給付について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１） 遺族基礎年金は，子の加算額を含めて全額Ｇ子さんに支給される。
（２） Ｇ子さんが再婚しても，子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
（３） 遺族基礎年金には，２人分の子の加算額が加算される。
（４） 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間が36ヵ月以上あるの

で，死亡一時金が支給される。
（５） Ｇ子さんは，令和19年５月分から寡婦年金を受給できる。

［問44］ Ｇ子さんが受給できる遺族厚生年金について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１） 受給できるのは，Ｇ子さんが65歳に達するまでである。
（２） Ｇ子さんが厚生年金保険の被保険者となった場合，支給停止される。
（３） 年金額は，300ヵ月みなしで計算される。
（４） 遺族基礎年金を受給した場合，遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は加算され

なくなる。
（５） Ｇ子さんが再婚しても，次女の18歳の年度末が終了するまでは失権しない。

《事　　例》
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（ 21 ） 農林中金アカデミー

［Ⅷ］次の事例にもとづいて，［問45］および［問46］に答えなさい。

大阪市内に転居してきたＨ夫さん（昭和32年７月１日生まれ）が，Ｖ農業協
同組合中央支店に来店され，住所変更と年金の受取口座の変更手続，およびも
うすぐ65歳になることから65歳到達時の手続について相談があったので，日本
年金機構の様式を前提にアドバイス等を行った。
現在，Ｈ夫さんは41年間加入した特別支給の老齢厚生年金（約120万円）を，

妻（昭和35年３月３日生まれ，専業主婦）は，10年間加入した特別支給の老齢
厚生年金を受給中である。なお，区役所には転入届を提出済みで，個人番号
（マイナンバー）は日本年金機構に収録済みである。

［問45］ Ｈ夫さんの住所および受取口座の変更手続に関するアドバイスについて，
適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 住所のみの変更であれば，原則届出は不要である。
（２） 「年金受給権者　受取機関変更届」（以下「変更届」という）の用紙は，日

本年金機構のWebサイトからダウンロードできる。
（３） １枚の変更届で，Ｈ夫さんと妻の年金受取口座の変更ができる。
（４） ねんきんネットを利用して，受取口座の変更はできない。
（５） 受取口座に指定できるのは，普通預（貯）金および当座預（貯）金である。

［問46］ Ｈ夫さんに65歳到達時に送付される「年金請求書（ハガキ形式）」に関
するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 提出期限は，令和４年６月30日である。
（２） 老齢基礎年金，老齢厚生年金とも65歳からの受給を希望する時は，提出不

要である。
（３） 提出が遅れると年金の支払が保留されることがある。
（４） 老齢厚生年金のみを繰下げ希望のときは，「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」

欄を〇で囲んで提出する。
（５） 提出（郵送）先は，日本年金機構本部である。

《事　　例》
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年金受給権者　受取機関変更届

正解（3）	 正解率　78.8％	

解　説

（1）市区役所または町村役場に転入届を提出済みで，日本年金機構に個人番号（マイナン

バー）が収録済のときは，住所のみの変更であれば，原則住所変更の届出は不要である。

したがって，（1）は適切である。　テキスト 5，第 8 章，2，1）参照

（2）変更届の用紙は，日本年金機構の Web サイトからダウンロードすることができる。し

たがって，（2）は適切である。　テキスト記載なし

（3）1 枚の変更届で，H 夫さんと妻の年金受取口座の変更はできない。受給権者ごとに変更

届を提出する必要がある。したがって，（3）は適切でない。　テキスト 5，第 8 章，2，3）

参照

（4）ねんきんネットを利用して，受取口座の変更はできない。したがって，（4）は適切である。　

テキスト 5，第 8 章，2 参照

（5）受取口座に指定できるのは，普通預（貯）金および当座預金である。したがって，（5）

は適切である。　テキスト 5，第 8 章，2，3）参照
（ 21 ） 農林中金アカデミー

［Ⅷ］次の事例にもとづいて，［問45］および［問46］に答えなさい。

大阪市内に転居してきたＨ夫さん（昭和32年７月１日生まれ）が，Ｖ農業協
同組合中央支店に来店され，住所変更と年金の受取口座の変更手続，およびも
うすぐ65歳になることから65歳到達時の手続について相談があったので，日本
年金機構の様式を前提にアドバイス等を行った。
現在，Ｈ夫さんは41年間加入した特別支給の老齢厚生年金（約120万円）を，

妻（昭和35年３月３日生まれ，専業主婦）は，10年間加入した特別支給の老齢
厚生年金を受給中である。なお，区役所には転入届を提出済みで，個人番号
（マイナンバー）は日本年金機構に収録済みである。

［問45］ Ｈ夫さんの住所および受取口座の変更手続に関するアドバイスについて，
適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 住所のみの変更であれば，原則届出は不要である。
（２） 「年金受給権者　受取機関変更届」（以下「変更届」という）の用紙は，日

本年金機構のWebサイトからダウンロードできる。
（３） １枚の変更届で，Ｈ夫さんと妻の年金受取口座の変更ができる。
（４） ねんきんネットを利用して，受取口座の変更はできない。
（５） 受取口座に指定できるのは，普通預（貯）金および当座預（貯）金である。

［問46］ Ｈ夫さんに65歳到達時に送付される「年金請求書（ハガキ形式）」に関
するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 提出期限は，令和４年６月30日である。
（２） 老齢基礎年金，老齢厚生年金とも65歳からの受給を希望する時は，提出不

要である。
（３） 提出が遅れると年金の支払が保留されることがある。
（４） 老齢厚生年金のみを繰下げ希望のときは，「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」

欄を〇で囲んで提出する。
（５） 提出（郵送）先は，日本年金機構本部である。

《事　　例》
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65 歳到達時の年金請求書

正解（2）	 正解率　63.0％	

解　説

（1）年金請求書（ハガキ形式）は，65 歳の誕生月（1 日生まれの者は誕生月の前月）の末日

（令和 4 年 6 月 30 日）までに提出（郵送）する。したがって，（1）は適切である。　テキ

スト記載なし

（2）老齢基礎年金，老齢厚生年金とも繰下げ希望の時は提出は不要であるが，そうでない時

は提出する。したがって，（2）は適切でない。　テキスト 3，第 5 章，1，2），1 参照

（3）提出が遅れると年金の支払が保留されることがある。したがって，（3）は適切である。　

テキスト記載なし

（4）老齢厚生年金のみを繰下げ希望のときは，「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄を〇で囲

んで提出する。したがって，（4）は適切である。　テキスト 3，第 5 章，1，2），1 参照

（5）提出（郵送）先は，日本年金機構本部である。したがって，（5）は適切である。　テキ

スト 3，第 5 章，1 参照

（ 21 ） 農林中金アカデミー

［Ⅷ］次の事例にもとづいて，［問45］および［問46］に答えなさい。

大阪市内に転居してきたＨ夫さん（昭和32年７月１日生まれ）が，Ｖ農業協
同組合中央支店に来店され，住所変更と年金の受取口座の変更手続，およびも
うすぐ65歳になることから65歳到達時の手続について相談があったので，日本
年金機構の様式を前提にアドバイス等を行った。
現在，Ｈ夫さんは41年間加入した特別支給の老齢厚生年金（約120万円）を，

妻（昭和35年３月３日生まれ，専業主婦）は，10年間加入した特別支給の老齢
厚生年金を受給中である。なお，区役所には転入届を提出済みで，個人番号
（マイナンバー）は日本年金機構に収録済みである。

［問45］ Ｈ夫さんの住所および受取口座の変更手続に関するアドバイスについて，
適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 住所のみの変更であれば，原則届出は不要である。
（２） 「年金受給権者　受取機関変更届」（以下「変更届」という）の用紙は，日

本年金機構のWebサイトからダウンロードできる。
（３） １枚の変更届で，Ｈ夫さんと妻の年金受取口座の変更ができる。
（４） ねんきんネットを利用して，受取口座の変更はできない。
（５） 受取口座に指定できるのは，普通預（貯）金および当座預（貯）金である。

［問46］ Ｈ夫さんに65歳到達時に送付される「年金請求書（ハガキ形式）」に関
するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 提出期限は，令和４年６月30日である。
（２） 老齢基礎年金，老齢厚生年金とも65歳からの受給を希望する時は，提出不

要である。
（３） 提出が遅れると年金の支払が保留されることがある。
（４） 老齢厚生年金のみを繰下げ希望のときは，「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」

欄を〇で囲んで提出する。
（５） 提出（郵送）先は，日本年金機構本部である。

《事　　例》
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（ 22 ）農林中金アカデミー

［Ⅸ］次の事例にもとづいて，［問47］および［問48］に答えなさい。

Ｉ夫さん（昭和34年１月21日生まれ）は，令和４年２月末日をもって譁Ｕ社
を退職する。Ｉ夫さんの厚生年金保険への年金加入歴（予定を含む）は，次の
とおりである。
・昭和52年４月～平成４年３月：譁Ｔ社
・平成４年４月～平成11年３月：譁Ｓ社（Ｓ社厚生年金基金にも加入）
・平成11年４月～平成29年６月：Ｒ商事譁
・平成29年７月～令和４年２月：譁Ｕ社（退職時の標準報酬月額は34万円）
譁Ｕ社は全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）に加入，Ｉ夫さんの

家族は妻（56歳・パート年収約100万円）と長男（25歳・会社員）の３人暮ら
しである。
なお，Ｉ夫さんと妻の個人番号（マイナンバー）は，日本年金機構に収録済

である。

［問47］ Ｉ夫さんの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢からの年金請求手続
等に関するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 年金請求手続は，譁Ｕ社の退職前でも行うことができる。
（２） 年金請求書には，戸籍謄本を添付する。
（３） 厚生年金基金の年金請求は，企業年金連合会に対して行う。
（４） ねんきんネットを利用して年金請求書を作成すれば，電子申請を行うこと

ができる。
（５） 年金事務所のほか，街角の年金相談センターでも年金請求手続を行うこと

ができる。

［問48］ Ｉ夫さんが退職後加入できる健康保険の任意継続被保険者について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年３月10日に申請をした場合，３月10日から任意継続被保険者にな
る。

（２） 保険料の納付期日は，翌月の10日（土，日，祝日のときは翌営業日）であ
る。

（３） 任意継続被保険者となれる期間は，退職日の翌日から２年間である。
（４） 保険料月額は，34万円に保険料率を乗じた額である。
（５） 医療費の自己負担割合は，現役並み所得者でない場合は２割である。

《事　　例》
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年 金 請 求 手 続

正解（4）	 正解率　56.1％	

解　説

（1）年金請求手続は，令和 4 年 1 月 20 日（63 歳に達した日）から行うことができるので，

㈱ U 社の退職前でも行うことができる。したがって，（1）は適切である。　テキスト記載

なし

（2）妻は，加給年金額の対象となるので，生計維持証明欄を記入し戸籍謄本を添付する。し

たがって，（2）は適切である。　テキスト 3，第 5 章，1，2），3 参照

（3）厚生年金基金への年金請求は，加入期間が 7 年なので，企業年金連合会に対して行う。

したがって，（3）は適切である。　テキスト 3，第 5 章，1，1）参照

（4）ねんきんネットの利用により年金請求書の作成支援が受けられるが，出来上がった届書

を印刷して紙ベースで提出する必要がある。したがって，（4）は適切でない。　テキスト 1，

第 4 章，1，3），4 参照

（5）年金事務所のほか，街角の年金相談センターでも年金請求手続を行うことができる。し

たがって，（5）は適切である。　テキスト 1，第 4 章，1，3），4 参照

（ 22 ）農林中金アカデミー

［Ⅸ］次の事例にもとづいて，［問47］および［問48］に答えなさい。

Ｉ夫さん（昭和34年１月21日生まれ）は，令和４年２月末日をもって譁Ｕ社
を退職する。Ｉ夫さんの厚生年金保険への年金加入歴（予定を含む）は，次の
とおりである。
・昭和52年４月～平成４年３月：譁Ｔ社
・平成４年４月～平成11年３月：譁Ｓ社（Ｓ社厚生年金基金にも加入）
・平成11年４月～平成29年６月：Ｒ商事譁
・平成29年７月～令和４年２月：譁Ｕ社（退職時の標準報酬月額は34万円）
譁Ｕ社は全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）に加入，Ｉ夫さんの

家族は妻（56歳・パート年収約100万円）と長男（25歳・会社員）の３人暮ら
しである。
なお，Ｉ夫さんと妻の個人番号（マイナンバー）は，日本年金機構に収録済

である。

［問47］ Ｉ夫さんの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢からの年金請求手続
等に関するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 年金請求手続は，譁Ｕ社の退職前でも行うことができる。
（２） 年金請求書には，戸籍謄本を添付する。
（３） 厚生年金基金の年金請求は，企業年金連合会に対して行う。
（４） ねんきんネットを利用して年金請求書を作成すれば，電子申請を行うこと

ができる。
（５） 年金事務所のほか，街角の年金相談センターでも年金請求手続を行うこと

ができる。

［問48］ Ｉ夫さんが退職後加入できる健康保険の任意継続被保険者について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年３月10日に申請をした場合，３月10日から任意継続被保険者にな
る。

（２） 保険料の納付期日は，翌月の10日（土，日，祝日のときは翌営業日）であ
る。

（３） 任意継続被保険者となれる期間は，退職日の翌日から２年間である。
（４） 保険料月額は，34万円に保険料率を乗じた額である。
（５） 医療費の自己負担割合は，現役並み所得者でない場合は２割である。

《事　　例》
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健康保険の任意継続被保険者

正解（3）	 正解率　51.9％	

解　説

（1）令和 4 年 3 月 1 日～令和 4 年 3 月 20 日に申請することで，3 月 1 日に遡って任意継続

被保険者になる。したがって，（1）は誤っている。　テキスト 3，第 4 章，4，1），1 参照　

テキスト記載なし

（2）保険料の納付期日は，その月の 10 日（土，日，祝日のときは翌営業日）である。したがっ

て，（2）は誤っている。　テキスト記載なし

（3）任意継続被保険者となれる期間は，退職日の翌日から 2 年間である。したがって，（3）

は正しい。　テキスト 3，第 4 章，4，1），1 参照

（4）退職時の標準報酬月額と 30 万円を比較して，低い額を基準に保険料率を乗じて計算す

る。I 夫さんの場合，保険料額は 30 万円に保険料率を乗じる。したがって，（4）は誤って

いる。　テキスト 3，第 4 章，4，1），1 参照

（5）医療費の自己負担割合は，本人・家族とも 3 割である。したがって，（5）は誤っている。　

テキスト 3，第 4 章，4，1），2 参照

（ 22 ）農林中金アカデミー

［Ⅸ］次の事例にもとづいて，［問47］および［問48］に答えなさい。

Ｉ夫さん（昭和34年１月21日生まれ）は，令和４年２月末日をもって譁Ｕ社
を退職する。Ｉ夫さんの厚生年金保険への年金加入歴（予定を含む）は，次の
とおりである。
・昭和52年４月～平成４年３月：譁Ｔ社
・平成４年４月～平成11年３月：譁Ｓ社（Ｓ社厚生年金基金にも加入）
・平成11年４月～平成29年６月：Ｒ商事譁
・平成29年７月～令和４年２月：譁Ｕ社（退職時の標準報酬月額は34万円）
譁Ｕ社は全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）に加入，Ｉ夫さんの

家族は妻（56歳・パート年収約100万円）と長男（25歳・会社員）の３人暮ら
しである。
なお，Ｉ夫さんと妻の個人番号（マイナンバー）は，日本年金機構に収録済

である。

［問47］ Ｉ夫さんの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢からの年金請求手続
等に関するアドバイスについて，適切でないものを１つ選びなさい。

（１） 年金請求手続は，譁Ｕ社の退職前でも行うことができる。
（２） 年金請求書には，戸籍謄本を添付する。
（３） 厚生年金基金の年金請求は，企業年金連合会に対して行う。
（４） ねんきんネットを利用して年金請求書を作成すれば，電子申請を行うこと

ができる。
（５） 年金事務所のほか，街角の年金相談センターでも年金請求手続を行うこと

ができる。

［問48］ Ｉ夫さんが退職後加入できる健康保険の任意継続被保険者について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） 令和４年３月10日に申請をした場合，３月10日から任意継続被保険者にな
る。

（２） 保険料の納付期日は，翌月の10日（土，日，祝日のときは翌営業日）であ
る。

（３） 任意継続被保険者となれる期間は，退職日の翌日から２年間である。
（４） 保険料月額は，34万円に保険料率を乗じた額である。
（５） 医療費の自己負担割合は，現役並み所得者でない場合は２割である。
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（ 23 ）

［Ⅹ］次の事例にもとづいて，［問49］および［問50］に答えなさい。

Ｊ夫さん（昭和31年４月30日生まれ）は，令和４年４月末日付で27年６ヵ月
勤務した譁Ｑ社を退職し，退職一時金として，1,300万円が支給される予定で
ある。

また，退職後の年金額は，次のとおりとのことである。
・老齢厚生年金：172万円（加給年金額を含む）
・老齢基礎年金：78万円
・企業年金基金：50万円
現在，妻（昭和35年３月10日生まれ，専業主婦）と２人暮らしである。なお，

日本年金機構には「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出済みであ
る。

［問49］ Ｊ夫さんの退職一時金に係る課税対象となる退職所得金額について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） ０円（課税対象とならない）
（２） 125,000円
（３） 250,000円
（４） 300,000円
（５） 600,000円

［問50］ Ｊ夫さんが事例の年金を受給した場合，令和５年分（１年間）の公的年
金等に係る雑所得の金額について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 95万円
（２） 140万円
（３） 160万円
（４） 190万円
（５） 197.5万円

 
公的年金等の収入金額 

（Ａ）  
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 

1,000万円以下の場合の公的年金等控除額 
　　 130万円以下 60万円 

65歳以上は最低110万円 
130万円超　330万円以下 

（Ａ）×25％＋27.5万円 
330万円超　410万円以下 
410万円超　770万円以下 （Ａ）×15％＋68.5万円 

農林中金アカデミー
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課税対象となる退職所得金額

正解（1）	 正解率　45.5％	

解　説

（退職一時金の額−退職所得控除額）× 1 ／ 2 ＝退職所得金額

勤続年数が 20 年を超えるときは，「800 万円＋ 70 万円×（勤続年数− 20 年）」で計算する。

なお，勤続年数の 1 年未満の端数の月は 1 年に切り上げて計算する。

退職所得控除額：800 万円＋ 70 万円×（28 年− 20 年）＝ 1,360 万円

課税対象となる退職所得金額：（1,300 万円− 1,360 万円）× 1 ／ 2 ＝− 30 万円（課税対

象とならない）

したがって，（1）は正しい。　テキスト記載なし

（ 23 ）

［Ⅹ］次の事例にもとづいて，［問49］および［問50］に答えなさい。

Ｊ夫さん（昭和31年４月30日生まれ）は，令和４年４月末日付で27年６ヵ月
勤務した譁Ｑ社を退職し，退職一時金として，1,300万円が支給される予定で
ある。

また，退職後の年金額は，次のとおりとのことである。
・老齢厚生年金：172万円（加給年金額を含む）
・老齢基礎年金：78万円
・企業年金基金：50万円
現在，妻（昭和35年３月10日生まれ，専業主婦）と２人暮らしである。なお，

日本年金機構には「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出済みであ
る。

［問49］ Ｊ夫さんの退職一時金に係る課税対象となる退職所得金額について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） ０円（課税対象とならない）
（２） 125,000円
（３） 250,000円
（４） 300,000円
（５） 600,000円

［問50］ Ｊ夫さんが事例の年金を受給した場合，令和５年分（１年間）の公的年
金等に係る雑所得の金額について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 95万円
（２） 140万円
（３） 160万円
（４） 190万円
（５） 197.5万円

 
公的年金等の収入金額 

（Ａ）  
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 

1,000万円以下の場合の公的年金等控除額 
　　 130万円以下 60万円 

65歳以上は最低110万円 
130万円超　330万円以下 

（Ａ）×25％＋27.5万円 
330万円超　410万円以下 
410万円超　770万円以下 （Ａ）×15％＋68.5万円 

農林中金アカデミー
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公的年金にかかる雑所得の金額

正解（4）	 正解率　41.8％	

解　説

・公的年金等控除額：（172万円＋78万円＋50万円）×25％＋27.5万円＝102.5万円＜110万円

・雑所得の金額：（172 万円＋ 78 万円＋ 50 万円）− 110 万円＝ 190 万円

したがって，（4）は正しい。　テキスト 1，第 3 章，2，11 参照

（ 23 ）

［Ⅹ］次の事例にもとづいて，［問49］および［問50］に答えなさい。

Ｊ夫さん（昭和31年４月30日生まれ）は，令和４年４月末日付で27年６ヵ月
勤務した譁Ｑ社を退職し，退職一時金として，1,300万円が支給される予定で
ある。

また，退職後の年金額は，次のとおりとのことである。
・老齢厚生年金：172万円（加給年金額を含む）
・老齢基礎年金：78万円
・企業年金基金：50万円
現在，妻（昭和35年３月10日生まれ，専業主婦）と２人暮らしである。なお，

日本年金機構には「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出済みであ
る。

［問49］ Ｊ夫さんの退職一時金に係る課税対象となる退職所得金額について，正
しいものを１つ選びなさい。

（１） ０円（課税対象とならない）
（２） 125,000円
（３） 250,000円
（４） 300,000円
（５） 600,000円

［問50］ Ｊ夫さんが事例の年金を受給した場合，令和５年分（１年間）の公的年
金等に係る雑所得の金額について，正しいものを１つ選びなさい。

（１） 95万円
（２） 140万円
（３） 160万円
（４） 190万円
（５） 197.5万円

 
公的年金等の収入金額 

（Ａ）  
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 

1,000万円以下の場合の公的年金等控除額 
　　 130万円以下 60万円 

65歳以上は最低110万円 
130万円超　330万円以下 

（Ａ）×25％＋27.5万円 
330万円超　410万円以下 
410万円超　770万円以下 （Ａ）×15％＋68.5万円 

農林中金アカデミー
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ４ 問11 ２ 問21 ２ 問31 ３ 問41 ３

問２ １ 問12 ２ 問22 ２ 問32 ５ 問42 ５

問３ １ 問13 １ 問23 ２ 問33 ５ 問43 ４

問４ １ 問14 ５ 問24 １ 問34 ５ 問44 ３

問５ １ 問15 ３ 問25 ３ 問35 １ 問45 ３

問６ ３ 問16 １ 問26 ２ 問36 １ 問46 ２

問７ ５ 問17 ３ 問27 ５ 問37 １ 問47 ４

問８ ５ 問18 １ 問28 ５ 問38 １ 問48 ３

問９ ５ 問19 ３ 問29 ４ 問39 ５ 問49 １

問10 １ 問20 ３ 問30 ３ 問40 ３ 問50 ４

JAJF 年金アドバイザー

正解一覧表


