」

フィリピンへ進出されている事業主の皆さまへ
フィリピンの社会保障制度に加入したことのある皆さまへ
2018 年 8 月 1 日に日本とフィリピンとの間の社会保障協定が発効します。
対象となる制度は、次の年金制度のみです。
・日本については、国民年金、厚生年金保険が対象です。
・フィリピンについては、退職、障害、及び死亡または遺族に係る給付が対象です。

1

社会保障協定により、日本とフィリピンの制度への二重加入が解消されます。
（発効前からフィリピンに派遣されている方も対象となります。
）
＜5 年を超えないと見込まれる派遣の場合＞

＜5 年を超えると見込まれる派遣の場合＞

フィリピンの制度⇒加入免除

フィリピンの制度に加入

日本の制度に加入

日本の制度⇒加入免除※

フィリピンに派遣

（５年以下）

（５年を超える）
日本に帰国

フィリピンに派遣

日本に帰国

※ 申出により、日本の制度に継続して加入することもできます。

フィリピンに派遣される前に、日本の年金事務所で
「適用証明書」の交付を受けてください。

フィリピンに派遣される前に、日本の年金事務所に
「資格喪失届」を提出してください。

* フィリピンの年金制度に適用される場合、加入期間は 60 歳までとなりますが、60 歳以降も被用者または自営業者として就労を継続する場合に
限り、その就労を終えるまでまたは 65 歳まで保険料を納める必要があります。

２

社会保障協定により、日本とフィリピンの年金保険期間が通算できます。
日本の年金制度
老 齢 年 金
遺 族 年 金
障 害 年 金

３

フィリピンの年金制度
老齢、遺族、障害の
年金保険期間を相互に通算

退 職 年 金
遺 族 年 金
障 害 年 金

日本の年金保険期間のみでは年金の受給資格要

フィリピンの年金保険期間のみでは年金の受給

件を満たさない場合は、重複しないフィリピン

資格要件を満たさない場合は、重複しない日本

の年金保険期間を通算することができます。

の年金保険期間を通算することができます。

社会保障協定により、フィリピンの年金請求書を日本の年金事務所で、また、
日本の年金請求書をフィリピンの年金実施機関で受け付けることができます。
フィリピンの年金受給手続きについての留意点は主に以下のとおりです。
○ 老齢年金については、年金保険期間が 10 年以上ある場合、65 歳（退職していれば 60 歳）から給付を受け
取ることができます。
○ フィリピンの年金については、フィリピン国内の金融機関で口座開設等の手続きを行うことにより、日本国
内で受け取ることができます。

詳しくは、日本年金機構のホームページまたは年金事務所でご確認ください。
協定に関する申請書は、ホームページからも入手することができます。

日本年金機構

社会保障協定

検 索

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
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To employers in Japan sending workers to Philippines
To people who have coverage period under the Philippine pension system
The Agreement between Japan and the Republic of the Philippines on Social Security
becomes effective on 1 August 2018.
This Agreement covers only pension systems below;

・ For Japan, the National Pension and the Employees’ Pension Insurance
・ For Philippines, the retirement, disability, and death or survivorship benefits

1

The Agreement eliminates dual coverage by Japan and the Philippines. （This Agreement
also applies to detached workers already working in the Philippines before 1 August 2018.)
If you, an employee in Japan, are temporarily sent by
your employer to work in Philippines for not more than
5 years, you shall be continuously covered only by the
Japanese pension system.

If you, an employee in Japan, are sent by your
employer to work in Philippines for more than 5 years,
you shall be covered only by the Philippine pension
system. *

Exemption from coverage
by Philippine pension system

Coverage
by Philippine pension system

Continuous coverage
by Japanese pension system

Exemption from coverage
by Japanese pension system*

（not more than five years）
Return to Japan
Detachment to Philippines

（more than five years）
Detachment to Philippines
Return to Japan
* Upon request, you may continue to be covered
under the Japanese pension system

Before departure, please apply for a Certificate of Coverage at
Japan Pension Service (JPS) Branch Office, and receive the
Certificate

Before departure, please report at JPS Branch Office to end
coverage of Japanese system (Shikaku-Soshitsu-Todoke).

➢ With respect to the coverage by the Philippine pension system, a person shall be covered until the age of 60 years. However, only if a person continues
to work as an employee or a self-employed person even after reaching the age of 60, he/she has to pay the contributions up to the time of his/her
retirement or reaching the age of 65.

２

The Agreement totalizes your Japanese coverage period and Philippine coverage period.
Japanese pension system
Old-age pension
Survivors’ pension
Disability pension

Philippine pension system
Totalization of
coverage period for
old-age / survivors /
disability benefits

If your coverage period under the Japanese system is
not long enough to meet the qualification requirement
for benefits, your Philippine coverage period (the period
shall not overlap Japanese period) can be totalized to
fill the gap for the benefits.

３

Retirement pension
Survivorship pension
Disability pension

If your coverage period under the Philippine system is
not long enough to meet the qualification requirement
for benefits, your Japanese period (the period shall not
overlap Philippine coverage period) can be totalized to
fill the gap for the benefits.

The Agreement enables you to file an application for the Philippine pension benefits at
JPS Branch Office, or to file an application for Japanese benefits at competent pension
office in the Philippines such as Social Security System.

The outline of the Philippine pension benefit is as follows;
○ You can receive old-age benefits when you reach age 65 (60 if you are retired) with at least 10 years of coverage period.
○ You can receive the Philippine pension benefits in Japan, using a bank card. You need to open an account at a bank
designated by Philippine pension office.
For more information, please visit the JPS website or contact JPS Branch Office.
You can download the application forms on our website.

Japan Pension Service

Go

http://www.nenkin.go.jp/international/english/international/socialsecurity.html
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