
文書の作成・官公署への届出（イベント発生時）
No 作成 法律 様式 届出 期限 備考
1 会社の設立等
Ａ 継続事業（適用事業）の場合

適用事業報告 労基則 57 様式第２３号の２ 労基署 遅滞なく
建設物・機械等設置届 安衛法 88 1 様式第２０号 労基署 ３０日前まで建設物・機械等を設置するとき

雇用保険適用事業所設置届 雇保則 141 － 職安 １０日以内
登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等を
添付

雇用保険事業所非該当承認申請書 速やかに 小規模な出張所等の場合
雇用保険被保険者資格取得届 雇保則 6 様式第２号 職安 翌月10日迄
雇用保険被保険者転勤届 雇保則 13 様式第１０号 職安 １０日以内
労働保険　保険関係成立届 徴収則 4 2 様式第１号 労基署/職安 １０日以内 （ケースにより届出先が異なる）
労働保険　継続事業一括申請書 徴収則 10 様式第５号 労基署/職安 １ヶ所でまとめて処理するとき

労働保険　概算保険料申告書 徴収則 24 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

健康保険・厚生年金保険　新規適用届
健保則
厚年則

19
13

大臣/健保 ５日以内

健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取得届
健保則
厚年則

24
15

様式第３号
様式第７号

健保
機構

５日以内

健康保険　被扶養者届 健保則 38 － 大臣/健保 ５日以内
健康保険一括適用承認申請書 健保則 23 機構/健保 １ヶ所でまとめて処理するとき
厚生年金保険一括適用承認申請書 厚年則 14.2 機構 １ヶ所でまとめて処理するとき
健康保険・厚生年金保険　事業所関係変更（訂正）届 機構/健保
労災保険　特別加入申請書（中小事業主等） 労災則 46.19 1 告示様式第３４号 労基署
労働保険　代理人選任届 徴収則 73 様式第２３号 労基署/職安
労働者災害補償保険代理人選任届 労災則 3
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届 雇保則 143

Ｂ 有期事業（適用事業）の場合
適用事業報告（上記Ａ-1と同じ）

共同企業体代表者（変更）届 安衛法 5 1 様式第１号 労基署
仕事開始の
１４日前ま

ジョイントベンチャー

建設物・機械等設置届（上記Ａ-2と同じ）

建設工事・土石採取計画届 安衛法 88 3/4 様式第２１号 大臣/労基署
３０/１４日
前まで

規模により届出先等が違う

特定元方事業者等の事業開始報告 安衛則 664 － 労基署 遅滞なく
建設業、造船業で同一場所で元請負人と下請
負人が作業するとき

労働保険　保険関係成立届（有期事業用） 徴収則 4 2 様式第１号 労基署 １０日以内
建設、立木の伐採事業
有期事業の一括届済みのときは不要

労働保険　下請負人を事業主とする認可申請書 徴収則 8 様式第４号 労基署 １０日以内

労働保険　概算保険料申告書（有期事業用） 徴収則 24 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

２０日以内
建設、立木の伐採事業
有期事業の一括届済みのときは不要

労働保険　一括有期事業開始届 徴収則 6 3 様式第３号 労基署 １０日以内
C 継続事業（任意適用事業）の場合

労災保険　任意加入申請書 整備則 1 様式第１号 労基署
雇用保険　任意加入申請書 徴収則 附2 様式第１号 職安
特例による保険給付申請書 整備則 7 保険関係成立前の業務・通勤災害への給付
健康保険任意適用申請書 健保則 21
厚生年金保険任意適用申請書 厚年則 13.3

条項



2 社員の雇入れ
Ａ 常用労働者の雇入れ

労働者名簿 労基則 53 様式第１９号
賃金台帳 労基則 54 様式第２０号
（児童）使用許可申請書 年少則 1 様式第１号（年少 労基署（許
（年少者）年齢証明書 労基法 57
雇用保険被保険者資格取得届 雇保則 6 様式第２号 職安 翌月10日迄

健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取得届
健保則
厚年則

24
15

様式第３号
様式第７号

機構/健保 ５日以内

健康保険　被扶養者（異動）届 健保則 38 － 大臣/健保 ５日以内
国民年金第３号被保険者資格取得・種別変更・種別
確認（３号該当）届

国年則 6.2 機構 １４日以内 健康保険　被扶養者（異動）届に含まれる

健康保険・厚生年金保険　被保険者所属選択・二以
上事業所勤務届

健保則
厚年則

2/37
1/2

機構/健保 １０日以内

厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書 厚年則 4 機構
厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得（申
出・申請）書

厚年則 5.2 機構

B 日雇労働者の雇入れ
C 外国人労働者の雇入れ

雇い入れ又は離職したとき（外国人雇用状況届出
書）

雇策法 28 様式第３号 職安
雇入：翌月１０日　離職：１０日
雇保被保険者以外　雇入・離職：翌月末

3 社員の転勤
Ａ 転勤元

健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届
健保則
厚年則

29
22

様式第８号
様式第１１号

健保
機構

５日以内

B 転勤先
雇用保険被保険者転勤届 雇保則 13 様式第１０号 職安 １０日以内

健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取得届
健保則
厚年則

24
15

様式第３号
様式第７号

健保
機構

５日以内

健康保険　被扶養者届 健保則 38 － 大臣/健保 ５日以内

3 社員の退職・解雇
Ａ 退職

退職時の証明書 労基法 22 1 － － 遅滞なく
健康管理手帳交付申請書 安衛則 53 様式第７号 労働局長
雇用保険被保険者資格喪失届 雇保則 7 様式第４号 職安 1０日以内
雇用保険被保険者離職証明書 雇保則 7 様式第５号 職安 1０日以内
保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 雇保則 14.4 様式第１０号の２ 職安 １０日以内

健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届
健保則
厚年則

29
22

様式第８号
様式第１１号

健保
機構

５日以内

健康保険被保険者証回収不能届・健康保険被保険
者証滅失届

健保則

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 健保則 42 様式第５号の４ 健保 ２０日以内
厚生年金保険第４種被保険者資格取得申出書 厚年則 7 様式第３号 機構 ６ヶ月以内
国民年金被保険者資格取得届（申出）書・種別変更
（第１号被保険者該当）届

国年則 6.2 市町村 １４日以内

国民年金第３号被保険者資格取得・種別変更・種別
確認（３号該当）届

国年則 機構 １４日以内



多数離職届 高年則 6.2 様式第１号 職安 １ヶ月前
B 解雇

解雇予告・解雇制限除外認定申請書 労規則 7 様式第２号 労基署
解雇予告除外認定申請書 労規則 7 様式第３号 労基署
解雇理由の証明書 労基法 22 2 － － 遅滞なく

4 制度からの脱退
Ａ 事業所

雇用保険被保険者資格喪失届 雇保則 7 様式第４号 職安 1０日以内
労働保険　保険関係消滅申請書 整備則 3 様式第２７号 労基署/職安 （ケースにより届出先が異なる）

労働保険　確定保険料申告書 徴収則 33 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

労働保険料還付請求書 徴収則 36 様式第８号
労働局資金
前渡官吏
（労基署）

５０日以内

健康保険・厚生年金保険　任意適用取消申請書
健保則
厚年則

22
14

様式第２号
様式第６号

健保
機構

厚生年金保険第４種被保険者資格取得申出書 厚年則 7 様式第３号 機構 ６ヶ月以内
B 個人

厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書 厚年則 5 様式第２号 機構
厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格喪失（申
出・申請）書

厚年則 5.3 機構

厚生年金保険第４種被保険者資格喪失申出書 厚年則 8 様式第４号 機構

5 会社解散・事業終了
Ａ 継続事業（適用事業）の場合

雇用保険適用事業所廃止届 雇保則 141 職安 1０日以内

労働保険　確定保険料申告書 徴収則 33 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

労働保険料還付請求書 徴収則 36 様式第８号
労働局資金
前渡官吏
（労基署）

５０日以内

健康保険・厚生年金保険　適用事業所全員資格喪失届
健保則
厚年則

20
13.2

健保
機構

５日以内

Ｂ 有期事業（適用事業）の場合

労働保険　確定保険料申告書 徴収則 33 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

労働保険料還付請求書 徴収則 36 様式第８号
労働局資金
前渡官吏
（労基署）

５０日以内

労働保険　一括有期事業報告書 徴収則 34 様式第７号
労働局歳入
徴収官

５０日以内 有期事業



文書の作成・官公署への届出（定期・変更）
No 作成 法律 様式 届出 期限 備考
1 定期

労働保険　概算・確定保険料申告書 徴収則 24/33 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

労働保険　一括有期事業開始届 徴収則 6 3 様式第３号 労基署 １０日以内 有期事業

労働保険　一括有期事業報告書 徴収則 34 様式第７号
労働局歳入
徴収官

7月１０日/
５０日以内

有期事業

健康保険・厚生年金保険　被保険者報酬月額算定基礎届
健保則
厚年則

25
18

様式第４号
様式第８号

健保
機構

７月１０日

健康保険・厚生年金保険　被保険者賞与支払届
健保則
厚年則

27
19.5

様式第６号
様式第９号の２

健保
機構

５日以内

労働保険　印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書徴収則 54/55 様式第１５号 職安 翌月末日
健康保険印紙受払等報告書 健保則 149 様式第１８号 健保 翌月末日

預金管理状況報告 労基則 57 3 様式第２４号 労基署 ４月末
安全衛生教育実施結果報告 安衛則 40.3 様式第４号の５ 労基署 ４月３０日
障害者雇用状況報告書 障害則 7/8 職安 ７月１５日 労働者の数が常時５６人以上である事業主
高年齢者雇用状況報告書 高年則 50 様式第２号 職安 ７月１５日

2 変更
Ａ 賃金の変動

労働保険　増加概算保険料申告書 徴収則 25 様式第６号 ３０日以内

健康保険・厚生年金保険　被保険者報酬月額変更届
健保則
厚年則

26
19

様式第５号
様式第９号

健保
機構

速やかに

育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出
健保則
厚年則

26.2
19.2

健保
機構

速やかに

B 氏名・住所・被扶養者の変更
被保険者氏名変更届 雇保則 14 様式第４号 職安 速やかに

健康保険・厚生年金保険　被保険者氏名変更届
健保則
厚年則

28
21

様式第７号
様式第１０号の２

健保
機構

遅滞なく

厚生年金保険　被保険者住所変更届 厚年則 21.2 様式第１０号の３ 機構 速やかに
厚生年金保険　高齢任意加入被保険者氏名変更届 厚年則 5.4 機構 １０日以内
厚生年金保険　高齢任意加入被保険者住所変更届 厚年則 5.5 機構 １０日以内
厚生年金保険　第４種被保険者氏名変更届 厚年則 9 様式第４号の２ 機構 １０日以内
厚生年金保険　第４種被保険者住所変更届 厚年則 9.2 様式第４号の３ 機構 １０日以内
厚生年金保険種別変更届 厚年則 20 様式第１０号 機構 ５日以内
被扶養者（異動）届 健保則 38 健保 ５日以内

C 事業主・事業所の氏名・住所・事業の種類の変更
雇用保険　事業主事業所各種変更届 雇保則 142 職安 １０日以内
労働保険　名称、所在地等変更届 徴収則 5 様式第２号 労基署/職安 １０日以内
労働保険　名称、継続被一括事業名称・所在地変更届徴収則 10 様式第５号 労基署/職安 遅滞なく

健康保険・厚生年金保険　氏名等の変更の届出書
健保則
厚年則

30
23

－
健保
機構

５日以内

健康保険・厚生年金保険　適用事業所所在地・名称
変更（訂正）届

健保則
厚年則

30
23

－
健保
機構

５日以内

健康保険・厚生年金保険　事業主の変更の届出書
健保則
厚年則

31
24

－
健保
機構

５日以内

D 代理人の変更

条項



労働者災害補償保険代理人解任届 労災則 3 労基署
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人解任届 雇保則 143 職安
労働保険　代理人解任届 徴収則 73 様式第２３号 労基署/職安

E 一括

労働保険　確定保険料申告書 徴収則 33 様式第６号
労働局/銀行
/（労基署）

５０日以内

労働保険　増加概算保険料申告書 徴収則 25 様式第６号 ３０日以内
労働保険　継続事業一括申請書 徴収則 10 様式第５号 労基署/職安



文書の作成・官公署への届出（給付）
No 作成 法律 様式 届出 期限 備考
1 業務災害（通勤災害もほぼ同じ）
Ａ 傷病を被る

療養補償給付たる療養の給付請求書 労災則 12 様式第５号 病院(労基署)
療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等
（変更）届

労災則 12 様式第６号 病院(労基署)

療養補償給付たる療養の費用請求書 労災則 12.2 様式第７号 労基署
第三者行為災害届 労災則 22 労基署 遅滞なく
事業主責任災害損害賠償受領届 労災則 附 45 様式第３７号の３ 労基署

B 傷病のため休業（４日以上）する
休業補償給付支給請求書 労災則 13 様式第８号 労基署
傷病の状態等に関する届
傷病の状態等に関する報告書

労災則 19.2
様式第16号の２
様式第16号の１１

労基署
療養開始後１年６ヶ月経過時
療養開始後１年６ヶ月経過後毎年１月

年金たる保険給付の受給権者の定期報告書 労災則 21 様式第１８号 労基署
６月３０日/
１０月３１日

届け出期限は生年月日による

年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の
払渡金融機関等変更届

労災則
21.2
21.3

様式第１９号 労基署

厚生年金保険等の受給関係変更届 労災則 21.2 様式第２０号 労基署
年金等受給権者死亡届 労災則 21.2 労基署 遅滞なく
業務傷病に関する重大過失認定申請書 労基則 41 様式第１５号 労基署（認 事業主が休業補償の支払いを免除

C 障害が残る
障害補償給付支給請求書 労災則 14.2 様式第１０号 労基署
障害補償給付変更請求書 労災則 14.3 様式第１１号 労基署

年金たる保険給付の受給権者の定期報告書 労災則 21 様式第１８号 労基署
６月３０日/
１０月３１日

届け出期限は生年月日による

年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の
払渡金融機関等変更届

労災則
21.2
21.3

様式第１９号 労基署

厚生年金保険等の受給関係変更届 労災則 21.2 様式第２０号 労基署
年金等受給権者死亡届 労災則 21.2 労基署 遅滞なく
障害補償年金前払一時金請求書 労災則 附則 26 労基署
外科後処置申請書
義肢等舗装具購入・修理費用支給申請書
障害補償年金差額一時金支給請求書 労災則 附則 21 様式第３７号の２ 労基署
（要件により、下記私傷病のＣにおける厚生年金保険則が同じく適用される）

D 死亡した
遺族補償年金支給請求書 労災則 15.2 様式第１２号 労基署
遺族補償年金転給等請求書 労災則 15.3/4 様式第１３号 労基署
遺族補償年金支給停止申請書 労災則 15.6 様式第１４号 労基署
遺族補償年金受給権者失権届 労災則 21.2 様式第２１号 労基署
遺族補償年金算定基礎変更届 労災則 21.2 様式第２２号 労基署

年金たる保険給付の受給権者の定期報告書 労災則 21 様式第１８号 労基署
６月３０日/
１０月３１日

届け出期限は生年月日による

年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の
払渡金融機関等変更届

労災則
21.2
21.3

様式第１９号 労基署

厚生年金保険等の受給関係変更届 労災則 21.2 様式第２０号 労基署
年金等受給権者死亡届 労災則 21.2 労基署 遅滞なく
遺族補償一時金支給請求書 労災則 16 様式第１５号 労基署
遺族補償年金前払一時金請求書 労災則 附則 60 労基署

条項



葬祭料請求書 労災則 17.2 様式第１６号 労基署
障害補償年金差額一時金支給請求書 労災則 附則 21 様式第３７号の２ 労基署
（要件により、下記私傷病のＤにおける厚生年金保険則が同じく適用される）

2 私傷病
Ａ 傷病を被る

第三者の行為による傷病届 健保則 65/73 協会/健保
療養費支給申請書 健保則 66 協会/健保
移送費支給申請書 健保則 82 協会/健保
家族療養費支給申請書 健保則 90 協会/健保
家族移送費支給申請書 健保則 95 協会/健保
高額療養費支給申請書 健保則 109 協会/健保
高額介護合算療養費支給申請書 健保則 109.10 協会/健保

B 傷病のため休業（４日以上）する

傷病手当金支給申請書 健保則 84 協会/健保
１年６ヶ月間、出産手当金が優先
年金支給されるときは調整

C 障害が残る

障害給付裁定請求書 厚年則 44 年金事務所
障害基礎年金、厚生年金の支給要件に該当
するとき

年金受給選択申出書 厚年則 45 年金事務所
加給年金額対象者不該当届 厚年則 46 年金事務所
障害厚生年金額改定請求書 厚年則 47 年金事務所
障害厚生年金障害不該当届 厚年則 48 年金事務所
業務上障害補償の該当届 厚年則 49 年金事務所
加給年金額支給停止事由該当届（消滅届） 厚年則 49.2 年金事務所
支給停止事由消滅届 厚年則 50 年金事務所
加給年金額支給停止事由消滅届 厚年則 50.3 年金事務所
加給年金額の対象者がある受給権者等の届出 厚年則 51.3 年金事務所
受給権者に係る障害の現状に関する届出 厚年則 51.4 年金事務所
氏名変更届 厚年則 53 年金事務所
住所・支払機関変更届 厚年則 54/55 年金事務所
年金証書再交付申請書 厚年則 56 年金事務所
年金受給権者死亡届 厚年則 57 年金事務所

障害給付裁定請求書 国年則 31 年金事務所
年金受給選択申出書 国年則 32 年金事務所
年金額改定請求書 国年則 33 年金事務所
胎児出生届 国年則 33.3 年金事務所
加算額対象者の届出 国年則 33.4 年金事務所
加算額対象者の障害該当届 国年則 33.5 年金事務所
加算額対象者不該当届 国年則 33.6 年金事務所
障害状態不該当届 国年則 33.7 年金事務所
支給停止事由該当届 国年則 34 年金事務所
支給停止事由消滅届 国年則 35 年金事務所
氏名変更届 国年則 38 年金事務所
住所・支払機関変更届 国年則 38 年金事務所
年金証書再交付申請書 国年則 38 年金事務所
年金受給権者死亡届 国年則 38 年金事務所

特別一時金裁定請求書 国年則 63.3 年金事務所



D 死亡した
埋葬料支給申請書 健保則 85 協会/健保
埋葬費支給申請書 健保則 85 協会/健保
家族埋葬料支給申請書 健保則 96 協会/健保

遺族給付裁定請求書 厚年則 60 年金事務所
遺族基礎年金、厚生年金の支給要件に該当
するとき

胎児の出生による裁定請求の特例 厚年則 60.2 年金事務所
年金受給選択申出書 厚年則 61 年金事務所
（胎児の出生による）年金額改定請求書 厚年則 62 年金事務所
年金受給権者の障害該当届 厚年則 62.2 年金事務所
失権届 厚年則 63 年金事務所
支給停止事由消滅届 厚年則 65 年金事務所
年金受給権者の所在不明による支給停止（支給停
止解除）申請書

厚年則 66/67 年金事務所

支給停止事由該当届 厚年則 67.2 年金事務所
現況届 厚年則 68
氏名変更届 厚年則 70 年金事務所
住所・支払機関変更届 厚年則 71/72 年金事務所
年金証書再交付申請書 厚年則 73 年金事務所
年金受給権者死亡届 厚年則 74 年金事務所

遺族給付裁定請求書 国年則 39 年金事務所
年金受給選択申出書 国年則 41 年金事務所
年金額改定請求書 国年則 42 年金事務所
加算額対象者不該当届 国年則 43 年金事務所
障害該当届 国年則 44 年金事務所
支給停止事由該当届 国年則 45 年金事務所
支給停止事由消滅届 国年則 48 年金事務所
年金受給権者の所在不明による支給停止（支給停
止解除）申請書

国年則 49/50 年金事務所

失権届 国年則 52 年金事務所
氏名変更届 国年則 53 年金事務所
住所・支払機関変更届 国年則 53 年金事務所
年金証書再交付申請書 国年則 53 年金事務所
年金受給権者死亡届 国年則 53 年金事務所

寡婦年金裁定請求書 国年則 60.2 年金事務所
年金受給選択申出書 国年則 60.3 年金事務所
支給停止事由該当届 国年則 60.4 年金事務所
支給停止事由消滅届 国年則 60.5 年金事務所
失権届 国年則 60.7 年金事務所
氏名変更届 国年則 60.8 年金事務所
住所・支払機関変更届 国年則 60.8 年金事務所
年金証書再交付申請書 国年則 60.8 年金事務所
年金受給権者死亡届 国年則 60.8 年金事務所

死亡一時金裁定請求書 国年則 61 年金事務所

3 出産・子ども



Ａ 出産
出産育児一時金支給申請書 健保則 86 協会/健保
出産育児一時金内払金支給依頼書・差額申請書 健保則 86 協会/健保
出産手当金支給申請書 健保則 87 協会/健保
家族出産育児一時金請求書 健保則 97 協会/健保
育児休業取得者申出書 健保則 135 協会/健保

B 子ども手当
子ども手当認定申請書 子ども法 7
子ども手当額改定認定請求書 子ども法 8
子ども手当現況届 子ども法 27 ６月１日

3 失業等
Ａ 失業・再就職

受給期間延長申請書 雇保則 31 様式第１６号 職安
失業認定申告書 雇保則 22 様式第１４号 職安
公共職業訓練等受講届・通所届 雇保則 21 様式第１２号 職安
公共職業訓練等受講証明書 雇保則 25 様式第１５号 職安
払渡希望金融機関指定届 雇保則 45 様式第１８号 職安
傷病手当支給申請書 雇保則 63 様式第２２号 職安
就業手当支給申請書 雇保則 82.5 様式第２９号 職安
再就職手当支給申請書 雇保則 82.7 様式第２９号の２ 職安
常用就職支度手当支給申請書 雇保則 84 様式第２９号の３ 職安
移転費支給申請書 雇保則 92 様式第３０号 職安
広域求職活動費支給申請書 雇保則 99 様式第３３号 職安
教育訓練給付金支給申請書 雇保則 101.2.8 様式第３３号の２ 職安

B 雇用継続
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年
齢雇用継続給付支給申請書

雇保則 101.5 様式第３３号の３ 職安

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 雇保則 101.5 様式第３３号の４ 職安
育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給
付金支給申請書

雇保則 101.1 様式第３３号の５ 職安

介護休業給付金支給申請書 雇保則 101.2 様式第３３号の６ 職安
保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 雇保則 14.2 様式第１０号の２ 職安 １０日以内

4 老齢
Ａ 特別支給

支給停止事由該当届 厚年則 年金事務所 高年齢雇用継続給付を受けるとき
（その他は、下記老齢厚生年金と同じ）

B 老齢厚生年金
老齢給付裁定請求書 厚年則 30 年金事務所
年金受給選択申出書 厚年則 30.5 年金事務所
胎児出生届 厚年則 31 年金事務所
加給年金額加算事由該当届 厚年則 31.2 年金事務所
加給年金額対象者の障害状態該当届 厚年則 31.3 年金事務所
障害者特例請求書 厚年則 31.4 年金事務所
加給年金額対象者不該当届 厚年則 32 年金事務所
支給停止事由該当届 厚年則 33 年金事務所
加給年金対象者の生計維持確認届 厚年則 年金事務所
加給年金額支給停止事由該当届（消滅届） 厚年則 33.2 年金事務所
障害者特例不該当届 厚年則 33.3 年金事務所



支給停止事由消滅届 厚年則 34 年金事務所
加給年金額支給停止事由消滅届 厚年則 34.2 年金事務所
加給年金額の対象者がある受給権者等の届出 厚年則 35.3 年金事務所
受給権者に係る障害の現状に関する届出 厚年則 35.4 年金事務所
氏名変更届 厚年則 37 年金事務所
住所・支払機関変更届 厚年則 38/39 年金事務所
年金証書再交付申請書 厚年則 40 年金事務所
年金受給権者死亡届 厚年則 41 年金事務所

C 老齢基礎年金
老齢給付裁定請求書 国年則 16 年金事務所
年金受給選択申出書 国年則 17 年金事務所
加算事由該当届 国年則 17.3 年金事務所
加算事由不該当届 国年則 17.4 年金事務所
加算の支給停止事由該当届 国年則 17.5 年金事務所
支給停止事由該当届 国年則 17.6 年金事務所
支給停止事由消滅届 国年則 17.7 年金事務所
氏名変更届 国年則 19 年金事務所
住所・支払機関変更届 国年則 20/21 年金事務所
年金証書再交付申請書 国年則 22 年金事務所
年金受給権者死亡届 国年則 24 年金事務所 １４日以内

5 その他
Ａ 未支給の保険給付

未支給の保険給付支給請求書 労災則 10 様式第４号 労基署
未支給失業等給付請求書 雇保則 17.2 様式第１０号の４ 職安

未支給年金（保険給付）請求書 厚年則
42/58
/75

年金事務所

未支給年金（保険給付）請求書 国年則 25
B 脱退

脱退一時金裁定請求書 厚年則 76.2 年金事務所
脱退一時金受給権者死亡届 厚年則 76.3 年金事務所
未支給の脱退一時金請求書 厚年則 76.4 年金事務所
脱退手当金裁定請求書 厚年則 77 年金事務所
未支給の脱退手当金請求書 厚年則 77.2 年金事務所
脱退一時金裁定請求書 国年則 63 年金事務所

C 離婚
標準報酬改定請求書 厚年則 78.11 年金事務所
３号分割標準報酬改定請求書 厚年則 78.19 年金事務所


