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医療保険制度制度の改正（オンライン資格確認の導入）

令和２年１０月１日を施行日として、マイナンバーカードを健康保険証（健康保険の被保険
者証等）として利用できるようにするための改正が行われています。 全国的な実際の運用は
令和３年10月から開始されました。
※全国すべての医療機関等での利用は令和５年３月末予定。

＜マイナンバーカードの健康保険証利用のイメージ（厚労省資料）＞



健康保険被保険者証について保険者から被保険者に対して直接交付が可能に

健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主
から被保険者に交付すること等が義務付けられているが、テレワークの普及等に対応した
柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保
険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正を行うも
の。

令和３年10月1日から施行



高年齢被保険者の特例の創設

雇用保険法の改正（高年齢被保険者の特例の創設） ①

複数の事業主に雇用される６５歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。
※事業主には保険料負担義務発生 【令和４年１月１日施行】

確認 非正規労働者への雇用保険の適用基準

① １週間の所定労働時間が２０時間以上
かつ

② ３１日以上雇用される見込み

雇用保険の適用において、複数の事業主の適用事業の労働時間を通算
する規定はない。
したがって、複数の事業主の適用事業に雇用される者について、所定労働
時間が、Ａ事業で週１０時間、Ｂ事業で週１２時間であるような場合には、その
者は雇用保険の被保険者になれない。

６５歳以上の者に限り、その者の申出により、労働時間の合算を認める
→合算して１週間の所定労働時間が２０時間以上であれば、 ①の要件を満たす

改正（令和４年１月１日施行）

確認



雇用保険法の改正（高年齢被保険者の特例の創設） ①-2

＜考えられる枠組み（イメージ）／厚労省資料＞



高年齢雇用継続給付の縮小

雇用保険法の改正（高年齢雇用継続給付の縮小） ②

【令和７年４月１日施行】

６０歳以上６５歳未満の被保険者が、６０歳到達時点等の賃金と比較し、その75%未満
の賃金の場合に、現時点の賃金の最大15%が支給されるが、この率を改正する。

高年齢雇用継続給付の給付率

最高１５％

最高の率となるのは、
支給対象月の賃金が
６１％未満に低下した
場合

高年齢雇用継続給付の給付率

最高１０％

最高の率となるのは、
支給対象月の賃金が
６４％未満に低下した
場合

＜改正のポイント＞

（令和７年４月～）（～令和７年３月）現 行 改正後



育児・介護休業法の改正 ①



育児・介護休業法の改正 ②



育児・介護休業法の改正 ③



育児・介護休業法の改正 ③





育児・介護休業法の改正 ④



育児休業給付に関する所要の規定の整備

育児・介護休業法の改正 ⑤

新制度が雇用保険の育児休業給付金（給付率：１８０日間までは６７%）の対象となるよう、雇用保

険法において所要の規定の整備を行う。 【雇用保険法の改正：公布後１年６か月以内の政令で定める日から施行】



育児休業給付に関する所要の規定の整備

育児・介護休業法の改正 ⑤-2



育児・介護休業法の改正⑥

従業員数１,０００人超の企業で、育児休業取得状況の公表が義務になります。
【育児・介護休業法の改正：令和５年４月１日施行】

育児休業の取得の状況の公表の義務付け

従業員１,０００人超の企業を対象として、育児休業の取得の状況について公表を義
務付け。

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取
得率」と定める予定【省令事項】



傷病手当金の支給期間の通算化

医療保険制度の改正 ①

➡がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働く
ケースが存在し、治療と仕事の両立の観点からも、より柔軟な所得保障を行うことが可能とな
るよう、支給期間が通算化された。

傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を
延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

【健康保険法、船員保険法の改正：令和４年１月１日施行】



育児休業中の保険料の免除要件の見直し

医療保険制度の改正 ②

短期の育児休業の取得に対応して、月内に２週間以上の育児休業を取得した場合
には当該月の保険料を免除することとする。
これとともに

賞与に係る保険料については１月を超える育児休業を取得している場合に限り、免
除の対象とすることとする。

【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等：令和４年10月１日施行】

次ページで、厚労省の説明資料を紹介



医療保険制度の改正 ②-2

現 行（課 題） 改正後（解決策）

厚労省資料



後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し

医療保険制度の改正 ③

後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、
一定所得以上＊であるものについて、窓口負担割合を２割とする。

＊課税所得が28万円以上かつ年収２００万円以上（単身世帯の場合。複数世帯の
場合は後期高齢者の年収合計が３２０万円以上）

＜配慮措置＞
長期頻回受診患者等への配慮措置として、２割負担への変更により影響が大

きい外来患者について、施行後３年間、１月分の負担増を、最大でも３,０００円に
収まるような措置を導入する

【高齢者医療確保法の改正
：令和４年10月１日から令和５年３月１日までの間において政令で定める日施行】



任意継続被保険者制度の見直し

医療保険制度の改正 ④

任意継続被保険者について、保険料の算定基礎の見直しを行うとともに、申請によ
る資格喪失を可能とする。

【健康保険法の改正：令和４年１月１日施行】

資格喪失事由として、以下を追加する。
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生
労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合
において、その申出が受理された日の属する月の末日
が到来したとき。(任意脱退が可能)



短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき
事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ

【現行「５００人超」 →令和４年１０月から「１００人超」
→令和６年１０月から「５０人超」 】

※適用拡大前の基準で適用対
象となる労働者の数で算定

20
時
間

30
時
間

（週所定労働時間）

（従
業
員
数
）

◆ 改正のイメージ（参照：厚労省資料） ◆

被用者保険の適用拡大①

年金制度の改正 ①



＜短時間労働者への被用者保険の適用の５要件の整理＞
（企業規模要件のほか、もう一点改正あり）

いわゆる４分の３基準を満たさない短時間労働者の被用者保
険の適用要件は、次の５つ。そのうち、２つについて改正。
①企業規模要件
⇒５０人超規模の企業まで適用するスケジュールを明記
（前述のとおり）

②労働時間要件（週２０時間以上）⇒現状維持とする
③賃金要件（月８.８万円以上）⇒現状維持とする
④勤務期間要件（１年以上）
⇒実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被
保険者と同様の２か月超の要件を適用する【令和４年１０月～】

⑤学生除外要件⇒現状維持とする

年金制度の改正 ①-2



Copyright (C)  PSR Network. All Rights Reserved.

５人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、
公認会計士、税理士、社会保険労務士等の資格を有
する者（政令で規定）が法令の規定に基づき行う法律
又は会計に係る業務を行う事業を追加【令和４年１０月～】

適用業種（現・１６業種）

適用業種 適用業種に、
弁護士・社会
保険労務士
等の法律・会
計に係る業
務を取り扱う
事業（士業）
を追加

◆ 改正のイメージ（参照：厚労省資料） ◆

被用者保険の適用拡大②

年金制度の改正



高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するた
め、在職中の老齢厚生年金受給者（６５歳以上）の
年金額を毎年定時に改定する仕組みを導入

【令和４年４月～】

在職中の年金受給の在り方の見直し

◆ 改正のイメージ（参照：厚労省資料） ◆

現行

年金制度の改正 ②



在職中毎年
１回の改定

・標準報酬月額20万円で１年間就労した場合
⇒＋13,000円程度/年（＋1,100円程度/月）

改正後

年金制度の改正 ②-2



６０歳台前半の在職老齢年金制度について、支給
停止とならない範囲を拡大
➔支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基
準を、現行の２８万円から「４７万円（令和２年度
額）」に引き上げ 【令和４年４月～】

現 行

①賃金（賞与の月額換算もプラス）
＋ ②年金月額
が、２８万円超え
➡年金を支給停止
（①が２８万以下で②が４７万
円以下のケースでは、超える
額の２分の１を支給停止）

改正後

①賃金（賞与の月額換算もプラス）
＋ ②年金月額
が、４７万円（法定額は４８万円）超え
➡年金を支給停止
（超える額の２分の１を支給停止）

◆ ６０歳台前半の在職老齢年金制度の改正の概要 ◆

在職中の年金受給の在り方の見直し

年金制度の改正 ③



◆ ６０歳台前半の在職老齢年金制度の改正のイメージ ◆

年金制度の改正 ③-2



現在「６０歳から７０歳の間」となっている老齢厚生年
金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「６０
歳から７５歳の間」に拡大

【令和４年４月～】

◆ 改正のイメージ（参照：厚労省資料） ◆

受給開始時期の選択肢の拡大

死亡するまで

原則的な支給開
始年齢の引き上
げは行わない

繰上げ減額率につ
いては、改正予定
（政令事項）

年金制度の改正 ④



＜繰上げ減額率と繰下げ増額率（令和４年４月～）＞

●繰上げ減額率＝0.5％＊×繰り上げた月数（60歳～64歳）
＊繰上げ減額率は、令和４年４月１日以降に60歳に到達する方（昭
和３７年４月２日以後生まれの方）を対象として、１月あたり0.4％
に改正予定【政令事項】。

●繰下げ増額率＝0.7％×繰り下げた月数（66歳～75歳）

（ ）改正予定

年金制度の改正 ④-2



① 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ
【令和４年５月～】

◆ 改正の内容（参照：厚労省資料） ◆

確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

年金制度の改正⑤



② 確定拠出年金のうち企業型ＤＣ加入者のｉＤｅＣｏ加
入の要件を緩和 【令和４年10月～】

企業型ＤＣ加入者のうちｉＤｅＣｏ（月額2.0万
円以内）に加入できるのは、
●現行では、ｉＤｅＣｏの加入を認める労使合意
に基づく規約の定めがあって事業主掛金の上
限を月額5.5万円から3.5万円に引き下げた企
業の従業員に限られている。
しかし、ほとんど活用されていない現状にあ
ることから、
●掛金の合算管理の仕組みを構築することで、
規約の定めや事業主掛金の上限の引下げが
なくても、全体の拠出限度額から事業主掛金
を控除した残余の範囲内で、ｉＤｅＣｏ（月額2.0
万円以内）に加入できるように改善を図る。

見直し内容

◆ 改正の内容（参照：厚労省資料） ◆

確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

年金制度の改正⑤－2



③ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を拡大
【令和４年４月～】

〈補足〉 確定給付企業年金の支給開始時期の設定が可
能な範囲も改正された【施行済（令和２年６月）～】

・ ・ ・ ・

◆ 改正の内容（参照：厚労省資料） ◆

確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

年金制度の改正⑤－3


