
 

日本年金機構・豊橋年金事務所では、学生の方を対象に国民年金相談会を下記日本年金機構・豊橋年金事務所では、学生の方を対象に国民年金相談会を下記日本年金機構・豊橋年金事務所では、学生の方を対象に国民年金相談会を下記日本年金機構・豊橋年金事務所では、学生の方を対象に国民年金相談会を下記

のとおり開催します。のとおり開催します。のとおり開催します。のとおり開催します。２０歳になったら、国民年金の加入手続きが必要となり２０歳になったら、国民年金の加入手続きが必要となり２０歳になったら、国民年金の加入手続きが必要となり２０歳になったら、国民年金の加入手続きが必要となり

ます。学生の場合は、「学生納付特例制度」があります。ます。学生の場合は、「学生納付特例制度」があります。ます。学生の場合は、「学生納付特例制度」があります。ます。学生の場合は、「学生納付特例制度」があります。その他、卒業後の若その他、卒業後の若その他、卒業後の若その他、卒業後の若

年者納付猶予制度や将来の年金額など気軽に聞いてください。年者納付猶予制度や将来の年金額など気軽に聞いてください。年者納付猶予制度や将来の年金額など気軽に聞いてください。年者納付猶予制度や将来の年金額など気軽に聞いてください。    

記記記記    

開催日時開催日時開催日時開催日時    ：：：：    平成２平成２平成２平成２６６６６年年年年５５５５月月月月２１２１２１２１日（日（日（日（水水水水））））        

１０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００    

開催場所開催場所開催場所開催場所    ：：：：    豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学        スチューデント・コモンズⅡスチューデント・コモンズⅡスチューデント・コモンズⅡスチューデント・コモンズⅡ    

持ち物持ち物持ち物持ち物        ：：：：    年金手帳、学生証年金手帳、学生証年金手帳、学生証年金手帳、学生証または在学証明書または在学証明書または在学証明書または在学証明書    

相談内容相談内容相談内容相談内容    ：：：：    ・国民年金・国民年金・国民年金・国民年金保険料学生納付特例申請書の受付保険料学生納付特例申請書の受付保険料学生納付特例申請書の受付保険料学生納付特例申請書の受付    

                            ・卒業後の若年者納付猶予制度について・卒業後の若年者納付猶予制度について・卒業後の若年者納付猶予制度について・卒業後の若年者納付猶予制度について    

                            ・追納制度について・追納制度について・追納制度について・追納制度について    

                            ・将来の年金額について・将来の年金額について・将来の年金額について・将来の年金額について        などなどなどなど    

※手続きをしていないと、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、※手続きをしていないと、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、※手続きをしていないと、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、※手続きをしていないと、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年障害基礎年障害基礎年障害基礎年

金金金金を受けることができなくなります。を受けることができなくなります。を受けることができなくなります。を受けることができなくなります。    

平成平成平成平成 26262626 年年年年 4444 月からは法律が改正され、保険料の納付期限から月からは法律が改正され、保険料の納付期限から月からは法律が改正され、保険料の納付期限から月からは法律が改正され、保険料の納付期限から 2222 年を経過していない期年を経過していない期年を経過していない期年を経過していない期

間（申請時点から間（申請時点から間（申請時点から間（申請時点から 2222 年年年年 1111 ヵ月前までの期間）について、さかのぼって免除等を申請できるヵ月前までの期間）について、さかのぼって免除等を申請できるヵ月前までの期間）について、さかのぼって免除等を申請できるヵ月前までの期間）について、さかのぼって免除等を申請できる

ようになりました。ようになりました。ようになりました。ようになりました。    

（問合せ）（問合せ）（問合せ）（問合せ）    学生課学生係（⑤番窓口）学生課学生係（⑤番窓口）学生課学生係（⑤番窓口）学生課学生係（⑤番窓口）    

    



    

National Pension Fee CNational Pension Fee CNational Pension Fee CNational Pension Fee Consultation onsultation onsultation onsultation     

 

 

Japan Pension Service (Toyohashi office) will hold Japan Pension Service (Toyohashi office) will hold Japan Pension Service (Toyohashi office) will hold Japan Pension Service (Toyohashi office) will hold ““““National Pension Fee National Pension Fee National Pension Fee National Pension Fee 

ConsultationConsultationConsultationConsultation””””at Toyohashi University of Technology. When you become 20 at Toyohashi University of Technology. When you become 20 at Toyohashi University of Technology. When you become 20 at Toyohashi University of Technology. When you become 20 

years old, you are obliged to join the National Pension system. However, in case of years old, you are obliged to join the National Pension system. However, in case of years old, you are obliged to join the National Pension system. However, in case of years old, you are obliged to join the National Pension system. However, in case of 

students, students, students, students, ““““exemption for studentexemption for studentexemption for studentexemption for student””””    can be applied. Please ask the pension staff can be applied. Please ask the pension staff can be applied. Please ask the pension staff can be applied. Please ask the pension staff 

anything you want to know about National Pension. anything you want to know about National Pension. anything you want to know about National Pension. anything you want to know about National Pension.     

    

NotesNotesNotesNotes    

    

Date & TimeDate & TimeDate & TimeDate & Time    ：：：：    MayMayMayMay    ２１２１２１２１    (Wed(Wed(Wed(Wed), 201), 201), 201), 201４４４４        

                                                                        １０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００    

    

PlacePlacePlacePlace        ：：：：                            Student Commons Student Commons Student Commons Student Commons ⅡⅡⅡⅡ, Toyohashi University of , Toyohashi University of , Toyohashi University of , Toyohashi University of     

TechnologyTechnologyTechnologyTechnology    

    

Required itemsRequired itemsRequired itemsRequired items    ：：：：National Pension National Pension National Pension National Pension BBBBook, Student ook, Student ook, Student ook, Student CCCCardardardard    orororor    Certificate ofCertificate ofCertificate ofCertificate of 

Enrollmennrollmennrollmennrollment    

    

ConsultationsConsultationsConsultationsConsultations    ：：：：    ・・・・Student Exemption of the NationaStudent Exemption of the NationaStudent Exemption of the NationaStudent Exemption of the National l l l     

Pension Pension Pension Pension     

                                ・・・・Postponement of the pension payment for Postponement of the pension payment for Postponement of the pension payment for Postponement of the pension payment for     

younger people (after graduation)younger people (after graduation)younger people (after graduation)younger people (after graduation)    

                                                    ・・・・Late Payment systemLate Payment systemLate Payment systemLate Payment system    

                                                    ・・・・Your future pension amount  etcYour future pension amount  etcYour future pension amount  etcYour future pension amount  etc…………    

    

※※※※Without necessary procedures for National Pension, you can not receive Without necessary procedures for National Pension, you can not receive Without necessary procedures for National Pension, you can not receive Without necessary procedures for National Pension, you can not receive ““““basicbasicbasicbasic    

pension for disabledpension for disabledpension for disabledpension for disabled””””    even if you become eligible for this pension in even if you become eligible for this pension in even if you become eligible for this pension in even if you become eligible for this pension in         

the future.the future.the future.the future.    

    

（（（（InquiryInquiryInquiryInquiry））））    Student Affairs DivisionStudent Affairs DivisionStudent Affairs DivisionStudent Affairs Division（（（（Counter Counter Counter Counter ⑤）⑤）⑤）⑤）    

National Pension Book 

Those who have joined National 
Pension in Japan were given this 
blue book.  

**  Some international students  
who haven’t joined National Pension in Japan  
don’t have to take the procedure below  ** 


