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すっかり定着してしまい、逆に見過ごされることも多くなってきた「ねんきん定期
便」ですが、実は生命保険提案の格好の材料のひとつです。
今回は「ねんきん定期便」が届いた人へのアプローチを考えてみましょう。

「ねんきん定期便」は、年金記録の定期的な確認と年金制度への理解を深めてもらうため、2009
年4月より国民年金、厚生年金保険の被保険者全員に送付されているものです。
年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合には記録の訂正を申し出ることができますし、これ
までの加入実績に応じた年金額の目安が確認できます。

確かに、ねんきん定期便には将来の老齢年金の受取額が記載されています。
この点を話題にして「将来の老後生活のために個人年金に加入しませんか？」というアプロー
チも可能ですが、ここから万一の場合の遺族保障の話に展開することも可能です。
しかも、それほど難しいことではなく、

遺族厚生年金＝老齢厚生年金×3／4

という計算式を応用するだけです。

Aさんは「今年もねんきん定期便が
来たけど、毎年同じことしか書いて
いないよね」と、さほど興味を示す
様子もありません。
さて、ここから生命保険の販売にど
うつなげていけばよいのでしょう
か？

毎年の誕生月に日本年金機構から
送られてくる「ねんきん定期便」で
すが、老後の年金額の目安を知るだ
けでなく、万一の場合の遺族年金の
話に展開することも可能なことを覚
えておくとアプローチの幅が広がり
ます。

50歳未満の方には「これまでの加入実績に応じた年金額」が、50歳以上の
方には「現在の報酬額等が60歳まで変わらないと仮定した年金額」が記載
されています。

「ねんきん定期便」イコール「老後の年金」との考えを切り替えることに
よって、生命保険の基本である「遺族保障」のアプローチにつなげましょう。

case 8 ねんきん定期便を使った提案のヒント
（遺族年金）

23
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知識の再確認と実践への応用
●ねんきん定期便から遺族年金の年金額を算出する
前述のとおり、遺族厚生年金は老齢厚生年金の3／4が支給されるのが基本の考え方ですから、
ねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金の額」に3／4を乗じることで遺
族厚生年金が算出可能です。

【ねんきん定期便（50歳未満の方用）】

ただし、注意しなければならない点が1つだけあります。
それは、遺族厚生年金の場合、厚生年金への加入期間が300カ月（25年）未満の場合、300
カ月加入したものとして年金額を算出しなければならないということです。

したがって、（A）のように300カ月以上の場合には単純に3／4を乗じることで遺族厚生年金
の見込額が算出できますが、加入期間が300カ月に足りない場合には、（B）のように割戻しの
必要があります。

厚生年金加入月数

これまでの加入月数に
応じた厚生年金の額430,000

180

（A）

加入月数が300カ月以上の場合

老齢厚生年金見込額×3／4

（B）

加入月数が300カ月未満の場合

割戻し

老齢厚生年金見込額×300／厚生年金加入月数×3／4

厚生年金の加入月数が300カ月未満の方の場合、
300／厚生年金加入月数を乗ずるという割戻しの処理をお忘れなく！
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●実際の計算は…
たとえば、Aさんの厚生年金の加入期間が180カ月で、老齢厚生年金の見込額が43万円となっ
ていたとすれば、Aさんの遺族厚生年金は

43万円×300／180×3／4＝約53.7万円

となります。

●50歳未満は現時点、50歳以上は60歳からの遺族厚生年金額となる
ねんきん定期便に記載されている老齢厚生年金の額は50歳未満と50歳以上では少し違います。
計算されている遺族厚生年金額は「50歳未満の方は現時点」での遺族厚生年金額、「50歳以上
の方は60歳から」の遺族厚生年金額です。
したがって、50歳以上の方の場合は「60歳まで今と同じ条件で保険料を払い続けた前提での
試算」しかできませんが「60歳以降の遺族厚生年金」の概算は同様に算出できるわけです。
ねんきん定期便を活用することによって遺族年金の話に展開することができれば、死亡保障商
品の販売への移行も比較的容易になるのではないでしょうか。

●遺族年金だけでの生活は厳しい
Aさんの遺族厚生年金は約53.7万円ですが、月にすれば約4.5万円にすぎません。他の経済準
備があったとしても日々の生活を支える金額としては物足りません。具体的な金額を思い浮か
べていただくことで、現在の保障が十分でないことに気づかれるお客さまも少なくありません。

18歳年度末（障害等級1・2級の場合は20歳）までの子どもがいる場合には、
ここで算出した遺族厚生年金に遺族基礎年金が加算されます。

ここでの遺族厚生年金の計算は簡便な方法ですので、
正確な計算はきちんと行ってください。

ねんきん定期便は使える道具！
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女性の社会進出が当然の世の中になっていますが、まだまだ専業主婦の方も多いも
のです。今回は、専業主婦の方への保障提案にスポットを当ててみましょう。

2014年4月から制度が変わり、遺族基礎年金を受け取ることのできる対象者が「子ども、ま
たは、子どものいる妻」から、「子ども、または、子どものいる配偶者」になったため、Aさん
も奥さまに万一のことが起きた場合、遺族基礎年金を受け取ることができるようになりました。
しかし、遺族基礎年金の支給金額が経済的な安定をもたらすほどの水準でないことは説明する
までもありません。

それよりも、家事全般を一手に引き受けていた奥さまが亡くなったことによる混乱の方が心配
です。よく、「家事代行サービスを利用すればよい」というようなことを耳にしますが、プライ
バシーやセキュリティーの問題から、他人を自宅に入れることを嫌う人も多いものです。

会社員のAさんは、専業主婦の奥さ
まの保険について「専業主婦に保障
はいらない」と考えています。
さて、どんなアドバイスを心がけれ
ばよいのでしょう？

専業主婦の方が亡くなっても公的な
保障に過度な期待はできません。奥
さまに万一のことがあったときは、
家事労働の負担を誰がするのかな
ど、家族が混乱することも考えられ
ます。

（会社員） Aさん （専業主婦）奥さま

お子さま

個人宅でも防犯上の問題から
セキュリティー会社と契約している人も多くなっています。

case 11 専業主婦には保険はいらないと考えている人への提案

32
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知識の再確認と実践への応用
●専業主婦の家事労働を金銭換算すれば…
専業主婦の方への保障を考えるときに、よく引き合いに出されるのが「家事労働の金銭換算」
です。内閣府の調査によれば、専業主婦（無業有配偶者）の家事労働を数字に換算した場合、
年間で300万円程度と見込めるようです。

専業主婦の家事労働を300万円程度と評価することの是非は別にしても、専業主婦の方が亡く
なった場合にも「タダでは済まない」ということは理解が得られるのではないでしょうか。

●老後の年金はどのくらい？
（公財）生命保険文化センターの調査によると、豊かな老後生活をおくるためには毎月34.9万
円の生活費が必要という結果が出ています（「平成28年度 生活保障に関する調査」）。
専業主婦が老後に受け取ることのできる年金は、老齢基礎年金ですから、満額でも約78万円で
す。もちろん、結婚前に厚生年金に加入していた場合はその分の老齢厚生年金の上乗せはあり
ますが、老齢基礎年金だけで考えると月額７万円にも満たない金額ですので、ご主人の年金と
合わせても、豊かな老後をおくるには経済的に少々厳しい状況です。

【無業有配偶者の無償労働の貨幣評価（時系列、OC法）】

（注）OC法：無償労働を行うことにより、市場に労働を提供することを
　　見合わせたことによって失った賃金（逸失利益）で評価する方法。
 内閣府「家事活動等の評価について」

1996年
2001年
2006年
2011年

金額
303.9万円
311.5万円
300.2万円
304.1万円

年

0 20 40 60 80 100％

総数

女性

男性

9,860円

9,977円

9,742円

（注）家事とは、「炊事」「洗濯」「育児」「買い物」「掃除」「介護」「縫い物」「社会活動（子どもの PTA など）」をいいます。
エフピー教育出版「平成 26 年 サラリーマン世帯生活意識調査」

5,000円未満 5,000～1万円未満
3万円
以上

2～3万円
未満

1万5,000～
2万円未満

1万～
1万5,000円未満

【家事を外部業者に委託した場合にかかると思われる費用（1日あたり）】

15.9％

15.3％

16.5％ 30.8％ 34.6％ 10.4％ 4.1％ 3.6％

30.8％ 34.5％ 9.7％ 6.1％ 3.6％

30.8％ 34.5％ 10.1％ 5.1％ 3.6％

（平均）

家事を外部業者に委託した場合、1日あたり1万円程度
かかると思われるという意識調査結果もあります。

第２章　年金編
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●働く人が増えると保障が必要な人が増える…
Aさんの奥さまが、今後25年間、毎月10万円の給料で働き続けたとしましょう。
そのとき、受け取ることのできる老齢厚生年金は以下のとおりです（計算上、賞与は無視しま
す）。

10万円×5.481／1000×12カ月×25年間＝16.4万円
〔65歳から89歳（65歳時の女性の平均余命）までの受取額 16.4万円×24年間＝約394万円〕

＊10万円の給料に対する標準報酬月額は98,000円ですが、簡略化し10万円を平均標準報酬額
とみなしています。

＊65歳時の女性の平均余命：24.38年（厚生労働省「平成28年 簡易生命表」）

豊かな老後には、趣味や気の合う仲間といった精神面の充実は欠かせませんが、それも経済的
な裏付けがあってこそのものです。特に女性は男性よりも長生きですし、現在は専業主婦でも、
家庭環境が許せば働き始めようと考えている人も多いはずです。
もし、Aさんの奥さまが働くことになれば、その収入は家計に貢献することになります。奥さ
まも家計の経済面に対する責任を分担することになりますから、そこには「万一の保障に対す
るニーズ」が発生してくるのではないでしょうか。

10万円の給料で25年間働くことで394万円の年金額が増える計算で
すが、20万円の給料であれば800万円近い年金額になります。
これは賞与をもらわない前提ですから、賞与をもらえる会社で働く
ことができれば、「年金を1,000万円増やす」ということも、決して
難しいことではありません。

働く人が増えれば見込客が増える
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