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目的・趣旨

外国籍の被保険者について、ローマ字氏名により記録を管理するため、厚生年金保険の被保険者資格取得

届等を提出する際に、併せて「ローマ字氏名届jの提出を義務付けるための省令改正が平成26年7月7B

公布(平成26年 1OFl1 B施行)されました。

本取扱いについて、事務処理要領を作成しましたので、平成26年 10月以降、この要領に基づき事務処

理をお願いするものです。

ポイント(肉容)

0平成26年7Fl14日[事企情 2014-34】でお示しした、「厚生年金保険法施行規則及び国民年金j去施行規

則の一部を改正する省令の施行について(年管発071 1第3号)Jに基づき、 rrローマ字氏名届」提出の

制度化にかかる事務処理J(別添1)を作成しました。

0平成26年 10月1日以降、外国籍の被保険者から厚生年金資格取得届等が提出された場合の取扱いにつ

いては、本処理要領(見Ij添1)に基づき事務処理を行ってください。

-厚生年金資格取得居、氏名変更届と併せて提出

事業主から外国籍の者について、被保険者資格取得届、氏名変受届が提出される際、『厚生年金被保険者

ローマ字氏名届J(別紙1)の提出を求める。

-国民年金第3号被保険者関係届と併せて提出

事業主から外国籍の者について、第3号被保険者関係居{資格取得、氏名変更)が提出される際、 F国民

年金第3号被保険者ローマ字氏名溜J(別紙2)の提出を求める。

0平成26年6月25B【事企指2014-40]により、各事務センター及び年金事務所よりいただいた意見に

つきましては、別添2のとおり回答いたしますので、ご確認ください。

0制度周知用のポスター(見lJ添3) を作成しましたので、年金事務所等で印刷のうえ、以下のとおり掲示を

お綴いいたします。

【掲示開始年月日】平成26年9月16日 [掲示終了殿限】掲示隠始から 1年間

{優先l順位と掲示枚数】必須 1枚 【サイズ】 A2版又はA3版

{帳票管理番号]2014同 008



※なお、本実自主要領に基づき、業務処理要領【マニュアル}及び業務取扱要領を関係部より 11月頃に別途発

出する予定です。
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見1]添 1

「ローマ字氏名届J提出の制度佑にかかる事務処理について

1.概要等

「住民基本台帳j去の一部を改正する法律J(平成21年法律第77号)Iこよ

り、平成24年7月以降、我が聞に入国・在留する外国人は、住民基本台帳

法(昭和42年法律第81号〉の適用対象者に加えられることとなった。

この改正に伴い、市区町村で行う住民基本台帳上の外冨人氏名の管理につ

いては、日本人と異なり、原則、アルファベットで行い、漢字氏名を有する

外箇人は、併記!こより漢字氏名及び通称名で行うことが認められた。また、

アルファベットで管理する氏名は、フリガナを{寸さなくても差支えないこと

とされだ。

日本年金機構では、平成25年7月から、外国籍の被保険者にかかる厚生

年金保践の被保険者資格取得届等を事業主が提出する際に r}フルファベット

氏名登録〔変更〉申出雲」を任意で提出してもらい、外冨人氏名管理システ

ム(以下「外国人システムJという。〉にアルファベット氏名〈二ローマ字

氏名〉を登録し管理を行っている。

今般、外国籍の被保険者の年金記録をさらに適切に管理するために省令改

正を行い、平成26年10月から外国籍の被保険者が厚生年金被保験者資格取

得居、氏名変隻題、思民年金第3号被保険者関係届を提出する際lこ、併せて

提出する「ローマ字氏名届Jを定め、外国籍の被保険者のローマ字氏名を外

国人システムに登録し管理(特別永住者の 部を除く〉する。

〈注1)外国人住民とは、日本の冨籍を育しない蓄のうち、①中長期在留者、

②特別永住者、③一時庇護許可者又は仮滞在許司者、④出生による経

過i帯夜番又は国籍喪失による経過滞在者のいずれかに該当する者で

あって、市区町村の区域内に住所を有するものをいう。

(注2)外冨人の住民票には、ローマ字氏名、生年月日(西暦〕、性部及び

住所等の纂本事項に加え、国籍等、注 1 のG)~@の区分及び在留期間

等が記載されている。

(注3)住民主基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。〉

における外国人!こ関する氏名や住所の管理は、平成25年7尽から実

施されている。

(j主4)社会保践オンラインシステムでは、漢字氏名を有する外国人は漢字

氏名及び力ナ氏名、その他の外国人はカナ氏名のみを管理レている。
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別添 1

工事務処理

1.対象となる届出

事業主は、外国籍の被保険者にかかる下記のけ)~ (3)の届出をする際

には、併せて「ローマ字氏名届J(注〉を提出することとなる。

(1) 厚生年金保険被保験者資格取得届

(2) 厚生年金保険被保険者氏名変更届

(3) 国民年金第3号被保険者関係届〈資格取得、氏名変更〉

j主〉特別永住者のうち、氏名に漢字を使用する者であって、ローマ字により

氏名を表記することにより著しい不利益を被るおそれがあることその

他の特別の事情があるとレて住渓禁にローマ字表記されていない蓄に

ついては、「ローマ字氏名扇Jの「理由記入欄Jに理由を記載し届出す

る。(以下、同じ〉

2.年金事務所の事務処理

(1)窓口受付・内容確認

事業主から外国籍の被保験者に係る上記1 (1) ~ (3)の届出が提出さ

れた際には、併せて「ローマ字氏名届」が提出されているか確認を行う。

また、提出された「ローマ字氏名届」について記入漏れがないかを確認する。

併せて、「ローマ字氏名届」のローマ字氏名記入欄のフリガナと資格取得局

等の氏名織に司ーのフリガナが記入されているか縫認(漢字氏名、通称名が

ある場合は、同様に確認〉し、記入がない場合等は事業主に確認する。

※国民年金第3号被保験者関係届(資格取得、氏名変更〉については、当該

屈の外国人区分欄の記載内容により外国籍の被保験者か否かの判断をする。

※提出されだ上記1 (1) ~ (3)の届出又は「ローマ字氏名届JIこ記入漏

れ等があるときは、その湯で記入等の補正を求めることとし、その1穏で補正

できない不備があるときは、当該外宮籍の被保険者にかかる全ての届出を返

戻(注〕する。

注〕厚生年金保践被保験者資格取得届について、複数名の届出がある揚合に

ついては、事業主に「ローマ字氏名届」の提出が必要なことを説明レだ上、

該当者の欄を=重線で抹消し、抹消した蓄の分は受理しない。(抹消した該

当者の欄の右の余白に「ローマ字氏名局未提出のため抹消Jと記入の上、確

認した自信及び事跡を残しておく。〉

(2)外国人システムによる氏名索引(f寸番済蓄の確認〉
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511]添 1

事業主から提出された「ローマ字氏名窟Jに基礎年金番号の記入がない揚

合は、外国人システムにより氏名索引を行い、疑重複蓄の育無を確認するこ

と。なお、同一人であるかの判定は、[記管指2014-18)rお客様からの串

出によらない墓礎年金番号室複l!2消の回一人判定基準j の一部改正(指示・

盛翠Lにより行うこと。

① i喜一人がいない揚合

ア 氏名、生年月日及び性別(以下 r3項目Jという。〉が一致する基礎年

金番号がない湯合

「ローマ字氏名届」の余白仁、「該当者なしj と記入すること。

イ 3演目が一致する纂礎年金番号がある揚合

「ローマ字氏名届」の余白iこr3項芭一致者あり」の文言及び疑霊複相手

の基礎年金番号を記入すること。

② iヨ一人がいる場合

「ローマ字氏名窟」に該当する基礎年金番号を記入の上、余白に「該当者あ

り」と記入すること。

(3)事務センターへの回他

内容確認を終えた「ローマ字氏名窟Jは、バーコードを貼付の上、受付進

捗管理システムに必要事項を登録し、事務センターに回付すること。

3.事務センターの事務処理

(1) 内容確認等

年金事務所から冨付された「ローマ字氏名届」に記入漏れ寄がないか確認

すること。

なお、事業主から震接、ローマ字氏名登録串出書の提出が行われた揚合は、

前記2(1)の取扱いと毘様lこ確認すること。

※窟出に記載されたローマ字が不明確な揚合については、{主基ネットで氏

名索引を行い、正しいローマ字を確認すること。

提出された上記1 (1) ~ (3)の箇出に記載されている基礎年金番号、

生年月日、性別及び氏名と「ローマ字氏名窟」の基礎年金番号、生年月日、

性別及び氏名(カナ氏名、漢字氏名または通称名のいずれか〉が相違してい

ないか確認を行う。
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別添 1

(2)社会保険オンラインシステムへの資格取得窟等の入力処理

内容確認等を終えた資格取得届等については、業務取扱要領に基づき入

力処理を行うこと。

資格取得届の入力処理の結果、基礎年金番号が払い出され疋揚合は、資

格取得層及び「ローマ字氏名届」に基礎年金番号を記入すること。

(3)社会保険オンラインシステムによる疑重復調査

資格取得届の入力処理の結果、「基礎年金番号確認のお願いJ(以下「調

査票」という。〉が出力された場合は、調査票のお側余白にローマ字氏名、

国籍、夜留区分及び力ナ記入区分を記入の上、本人宛に送信すること。

※ 外国人システムへの登録は、当該調査の回答後に行うこと。

※ 調査の結果、重複{寸番苦言であることが確認できた場合は、業務取扱要領

に基づき、社会保隙オンラインシステムで確認のお願い登録処理後、外冨

人システムヘ登録を行うこと。

(4)外国人システムへの入力等

「ローマ字氏名届Jの外国人システムへの入力及び後処理については主AA
26年6月 31B [事企指2013-44)r外冨人に係るローマ字氏名の管理

にかかる事務の取扱いに関する実施婆領J(指示・依頼〉に沿って実施する

こと。(特別永住者の一部を除く〉

<入力における注意点>

国籍等:rローマ字氏名届」には、国籍の記載がないため入力不要。

在留区分:住民票「無Jは「短期在留者等j、住民票「有」は「中長賂在留

者等Jをま選択。

届書区分:全て「資格取得扇等」を選択。

4.その他

既資洛取得者分の届出があっ疋I易会(氏名変更居時を除く〉については、上

記2及び31こ沿って処理することo

4
 



72073 

担当者
グループ長

課長

ローマ字氏名届

年金手帳の基礎年金番号 生年月日(西暦) f生別 住民票の有無

年 月 自
1 男 1 無

2 女 2 有

被保険者氏名

フリガナ}

氏 。T百二型車同……………悶開問問問問山 川町……m …一……町一一向………問問問問 悶悶町一………… M阿 川"..._"'--""山山川…叩川山山山…….，"'"，. 川向町"""，...……."."."."."."'"'"'"'".~'".. ……回目白問問問問阿川町問問 問一回目白問問問問 問………
名l
配マ
入字
4閲

厚生年金保険被保険者

※当該被保険者がローマ字氏名をお持ちでない場合は、その理由をチヱツヴ(〆)してください。

ロ短期在留者であるため

口海外に住所在有している者であるため

ロ在留力ード(または特別永住者aiE明書)にローマ字氏名が記載されてい怠いため

口その他理由{

。

犯j蕗

{フリガナj

入字 自衛j-----一一一一一………一一 下革rr 一一一一一一一一一………
欄，.
名

フソ;指す}

包 沼

4入閤綜名
目高j'_"._'H……ー-_...………一一 一 下草r..---.....-..- 叩仰向問問問問問一日 …_.~.._..._......~晶

※「漢字氏名Jr通称名」をお持ちの方l立、下記の織に記入してください(記入は任意です)

/主務セ付ンタ E¥

[記入上白注意1
1 r住民漢の有無Jl臨l立、該当する番号をOで阻んでください。

E フリガナは、被保険者資格取得届に記入したものと同じフリガナを記入してください。
3 ローマ字氏名は、夜留カード若し〈は特別永住者aiE明書又は住民票に記載されているローマ字

氏名を大文字で記入してください。なお、ローマ字氏名をお持ちでない方については、 fローマ字

氏名欄JIこ被保険者資格取得届等に記載したカナ氏名を記入のうえ、「理密記入1闇jにその理闘
を記入してください。

4 事業主白押印については、署名(自筆)の場合は省略できます。

/2 金吉務自¥

干

(
地

称

名

号

在所所築家
e

提出日月年平成

名所業事

⑩ 民主業事

番話電

国1- @ 1 



回忌刊

厚生年金保険被保険者

。
被保険者氏名

1 無

@有

臼本で住民登録されていない方は
r1 無」を、されている方l孟r2有」

をOで限んで〈だ吉い.

グループ長
線畏

72073 

担当者

在留力問ド{または特8U永住者鑑明書)または住 加…一一一一…ー…同一…m 一一一一一回目剛

HONG KILDONG 
畏寵に記載されているローマ字氏名を大文字で

記入してください.

※rj，車字氏名Jr通称名」をお持ちの方l立、下記の欄に記入してください(記入!主任意です)。 ※当該被保険者がローマ字氏名をお持ちでない場合!立、その理由をチエツヴ(〆)してくださL

渓フ');ガナ} コウ キッドウ 密口短期在留者であるため

g人a白:!=' I(氏r----- I(名-I-~枕 闘 口海外に住所を有している者であるため

4間氏名 ;司円日 周縁玉 目 口在留日(またl害発~IJ ;j(住者証明書)にローマ字氏名が記載されていないため

4関 口ヨの他理由(
〈フリnナ} 告ロウ ¥ 

健治 ジュウキ 住民獲に漢字氏名の記載が

儲(氏) イ主 義名 山 3駐車B与 実 晶る方1;1:、記入してください・ 口開上該蜘当す得時t¥間¥m C さ量寝、~該取被当に保すよ除るり者型、車がロ闘ー在をマ留チ字力:t~氏開';1'7ド名等(を〆をお〕持持してっちてくでだいなさないいい場.等合(，a入l主任意です) 意】 の

友 の有無J線 lま
ロ九住民票に通称名の記欝があ は、被保険

平成 26年OF!~る方i主、記入してください・ v 氏名は、奈留カード若しくは特別永住者証明書見1;1;住民票に記載されているロ マ字
〒 100-8945 I (記入lt任慈てす) 文字で記入してください。なお、ローマ字氏名をお持ちでない方については、「ローマ字

国エ削除」に被保険者資格取得届等に記載したカナ氏名を記入のうえ、「現宗記入欄JIこその理由
署長業所所在地 千代感区霞ヶi努1-2-2 を記入してください。

4 事業主の押印については、署名(自筆)の場合は省絡できます。
事業所名称 年金サービス株式会社 /年金 Z務官¥

事灘主聞を押印してください. 受

事業主氏名 年金 良一 ⑮略 ただし、事操業が署名した場

電話番号 03 - 1234 - 5678 
合は押印不要です.

~ I ~ I 



72074 

担当者
グループ長

際長

ローマ字氏名庖

年金手帳の基礎年金番号 生年月日(西陵} 性月1) 住民粟の有無

年 月 臼
1 男 1 無

2 女 2 有

被保険者氏名

{フリガナ}

氏ロ 日ニ守手7 一一一…一一一一一一一 阿川町山 一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一……一一一一一一一
名 l
記マ
入学
t閉

国民年金第3号被保検者

口短期在留者であるため

口海外に住所を有している者であるため

口在留カード(または特別永住者証明書)にローマ字氏名が記載されていないため

口その他理由(

※ローマ字氏名をお持ちでない場合は、その理由をチヱツウ(〆)してください。

理
由
記
入
繍

司zx 
/

/

 

[記入上の注意】

1 f住民議の有無」棉|は、該当する番号音Oで閲んでください。

2 フリガナは、被保険者資格取得届に記入したものと詞じフリガナを記入Lてください。
3 ローマ字氏名は、在留カード若しくは特別永住者証明書又は住民票に記載されているローマ字

氏名を大文字で記入してください。なお、ローマ字氏名をお持ちでない方については、「ローマ字

氏名欄」に被保険者資格取得庖等に記載した力ナ氏名を記入のうえ、「遼由記入欄」にその淫由
を記入してください

4 ご本人が白色署名(自筆)古れる場合には、押印1;1:不要です。

/:金 Z務官¥
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※「漢字氏名Jf通称名』をお持ちの方は、下記の1聞に記入してください(記入は任意です)
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ヲ百芳子

容"

チャン ユーリン
在留カード(または特別永住者liE籾書〕または住

一州民恵に記載されているローマ字氏名在大文字で
YULIAN 時間同一 i記入してください.之HANG

※r;，草字氏名Jr遇称名Jをお持ちの方i立、下記の欄に記入してください(記入lま任意です)。
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※ローマ字氏名をお持ちでない場合は、その理由をチエツウ(〆)してください巴

忽j艮F:チヨウ
ギョウレン

入 学 〈名〉

槻~r-' ~長 謹
フリナ)

ジュウキ ハナコ

人称{氏)

性 基
て宮γ一一

蒋欄名 子

ロ短期在留者であるため

ロ海外に住所在有している者であるため

日五留カード(またはヰ妨')永住者証明書)1こローマ字氏名が記載されていないため
まの他理由(

住民票に漢字氏名の記載が v， 
ある方I卓、記入して〈ださい.
(記入i主任意です)

在留カード等を持っていない等の理闘により、

ローマ字氏名をお持ちでない場合I弘該当

する理由をチヱツヲ(〆)して〈だ古い.

""意】
の有無Ji聞は、該当する番号をO
は、被保殺者資格取得庖に記入し

氏名l立、在留カード若し〈は特別永住者証明書又は住民票!こ記載されているローす字
文字で記入してください。なお、ローマ字氏名をお持ちでない方については、「ローマ字

に被保険者資絡取得届等に記載したカナ氏名を記入のうえ、「理由記入欄」にその理由

干 203-0033

住民灘に遜称名の記織があ

る方は、記入して〈だ古い。
(記入I主任意です)

第3号被探険者住所 i 譲京詔1杉主主区高井戸窃 3-5-24

i撃議議官錦管 、押印i立不要です。

金事務所
付郎 /z務セ付J7¥富3号被県験者氏名 i 伎言基 裕子

電話番号 03 



rローマ字氏名届j提出の制度化にかかる事務の取扱い Q&A 

平成26年 9月

事業企画部

厚生年金保険部

国民年金部



{事業主同IjQ&A】

間1 rローマ字氏名窟」に記入するローマ字氏名は、本人からの申出で良い

のか。

〈答〉

外国籍の被保隙者の方の記録を適正に管理するため、在留カード(特別永

住者証明書〉、住民票に記載されている「ローマ字氏名Jを島出ください。

※在留力一ド及び住民票に記載されている「ローマ字氏名」については、婚

姻等により変更となる揚合を隙けば表記が変わることが無いため、仮に外

国籍の被保険者の万が別の事業所iこ勤務する際に喜基礎年金番号を覚えて

いなかった場合であっても、機構j~~で過去の記録を探すことがE能となる。

※在留カードについては、常時、携帯することが義務位けられている。 (1

6歳未満を除く。〕

問2 rローマ字氏名盾jの通称名記入摘は、住民票ヘ記載されている通称を

記入すればよいのか。

〈答〉住民票に記載されている「通称名」を届出いただくことになります。

|間3 通称のみ変更する揚合は、通称変更の手続きも必要なのか。

(答〕機構では、お届けいただいた「通称名」ち管理しています。 r通称名j

が変更となった場合にも扇出てください。

|間4 在留カードと住民票の表記が異なる揚合はどうすればよいのか。

(答〉制度上は発生しないケースと考えられますが、在留力ードと住民票の表

記が巽なる場合については、パスポートからの転記誤り等が考えられます

ので、ご本人に市町村ヘ確認していただく必要があります。

※外国籍の万の住居地の窟出は、在留カードを市町村ヘ持参し、住民基本台

帳制度における転入局・転居届と一括して行うこととなっている。

一2-



間5 外国籍の方が新規取得をする揚合は、基礎年金番号が無いため、新規取

得届と同時の扇出ができない。

(答〉年金制度に全く加入しだことが無い外国籍の方が、新たに厚生年金lこ加

入される揚合については、基礎年金番号が付番されていません。機構(事

務センター〉で資格取得処理を行い基礎年金番号が付番されますので、資

裕取得届と毘時にローマ字氏名届〔基礎年金番号欄は空欄のまま〉を提出

してください。

間6 rローマ字氏名届」に、ローマ字氏名が確認できる書類を添{すする必要

はあるのか。

(答〉不婆です。

i間ア 篭子申請、電子媒体申請には対応レているのか。

(答) rローマ字氏名扇Jについては、資格取得局等と一緒に提出していただ

くこととなりますので、

・電子申請については、資格取得届等の添付書類扱いとして図像ファイjレ(p

DF形式)による提出を司能としています。

-亀子媒体申請については、資格取得窟等と併せて「ローマ字氏名局」を届

出い1三だくこととなります。

間8 rローマ字氏名届」の提出の義務化により、健康保隙註の氏名はどうな

るのか。

〈答〉健康保験証や通知書の氏名等は、引き続きカナ氏名の表示となります。

間9 既資格取得者分(氏名変更局時を除く〕について「ローマ字氏名届Jを

提出する!I){I要はあるのか。

q
d
 



(答〉任意の届出となります。

外国籍の被保験者の記録を適正に管理するだめ、提出lこご協力ください。

[個人番号制度との関係]

ローマ字氏名を登録いだだくことで、機構が外国籍の被保際者の住民票

コードを把握することが可能となります。個人審号の{寸番については、住

民票コードを基に個人番号を照会、収録することを予定していますので、

個人番号導入詩の混乱を抑えることが司能となります。

なお、個人番号制度導入後についても、個人番号を使って機構が「ロー

マ字氏名Jを把握することが可能となりますが、短期在留者及び海外lこ住

所を有している者については、個人番号が{寸香されませんので「ローマ字

氏名」を届出していだだく必要があります。

間10 氏名や言語などから、外冨籍の者であるとは判断できず、届出が漏れ

だ揚合は法令違反となるのか。

(答〉通常の注意力をもって、対象者の氏名や言語などから、外国籍の者であ

るとことが般的に明らかでないケースであれば、届出をしなかっだから

といって、法令違反を間われることにはなりません。

※事後で判明したi暴合については、速やかに届出をしてください。

間11 透常外国籍の者であると判断できる場合に、届出をしなかっ1三揚合、
罰射の対象となるのか。

(答〉苅象となります。

-4 -



[職員向IjQ&A】

題1 資格取得窟等に記載されている氏名から外国籍の者と判断できない揚

合はどうするのか。

(答〉

[外国籍の者と疑われる揚合(倒:氏名の表示が全てカタカナ表記されている)]

WMで基礎年金番号ファイル(制度.基礎年金番き/020)を確認し「外

箇籍」表示の有無により判断してください。

なお、国民年金第3告被保険者関係届の外国人区分欄の1又1621こ印がある

揚合については、事業主に確認を行ってください。

[上記以外]

そのまま資格取得届等の入力処理を行ってください。

間2 外国籍の蓄の資格取得居等の提出の際に、「ローマ字氏名届jの提出が

無い揚合については事業主に返戻する取扱いで畏いのか。

(笛〕提出があった資格取得畠等と併せて返戻してください。

間3 既資格取得者分(氏名変更局時を除く〉の提出があつだ揚合はどうする

のか。

(答〉外国人氏名管理システムヘローマ字氏名を登録してください。

間4 ミドルネームの記載位置が資格取得届等と「ローマ字氏名題」で異なっ

ている揚合はどうすればいいか。まだ、外題人氏名管理システムへの入力

はどうするのか。

(きき〉資格取得届等のミドルネームの記載位置は統一されていません。しかし、

外国人氏名管理システムへの入力にあたっては、住民票のローマ字氏名の

記載と一致させる必要があるため、住民基本台帳ネットワークシステム〈以

下「住基ネットj という。〉ヘ照会(氏名検索〉を行い、ローマ字氏名届

のローマ字氏名の記載を修正後、入力処理を行ってください。

r
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|問5 Iローマ字氏名届」は管理帳票となるのか。

〈答〉現持点で管理帳票とする予定はありません。届書については、機構ホー

ムページからダウンロードできるようにする予定です。

問6 国民年金第3号被保験者関係届に被保線香運称名を記載する欄がある

が、当該届書の通称名の記載は必要ないのか。また、今後様式変更を行う

予定はあるのか。

〈答〉通称名については、原則、ローマ字氏名届!こち記載していただくことに

なります。だだし、ローマ字氏名患の通称名欄に記載がなく、国民年金第3

号被保険者関係届の通称名欄に記載がある揚合は、国民年金第3号被保験

者関係属の通称名により処理を行います。

なお、国民年金第3号被保険者関係届の様式変更を行う予定はありません。

閉ア 厚生年金等再取得となる外国籍の者の揚合、当該蓄は既に外国人管理シ

ステムに登録を行っている者となるが、再取得時に「ローマ字氏名届」の

提出がなければ返戻となるのか。

〈答〉返戻となります。

間8 すでに外国人管理システムに登録されている者から、ローマ字氏名届の

提出があった場合の処理はどうなるのか。

(答〕管理している童話意内容に変更がなければ入力処理は不要です。

|間9 年金手帳の表記方法についてもアルファペット表記となるのか。

(答〉変更する予定はありません。

年金手帳等の表記を7フルファベットに蛮更するにあだり、現行のシステム

にて対応するためには、大規模なシステム改修を行うl必要である定め、費用

対効果の観点から、システム更改に併せて実施することを検討しています。

6 



間10 rローマ字氏名居」に「ギリシャ文字J rハングル文字J rアラブ文

学」が記載されていだ揚合はどうするのか。

(答〉ローマ字iこて提出するよう、事業主!こ返戻してください。

間11 ローマ字氏名について、別様式(ローマ字氏名居〉ではなく、資格取
得庖等にローマ字氏名を記載することに変更する予定はあるのか。

(答〉変更する予定はありません。

現行システムで「ローマ字氏名」に対応するためには、大規模なシステム

改修を行う必婆があります。費用対効果の観点から、システム更改に併せて

対応することを様討しています。

|筒12 事業主への周知はどのように行うのか。

(答〉平成26年9月の納入告知書による周知及び機構ホームページによる周知

を行うことを予定しています。

また、本部から各経済毘体、国共、地共、私学の各共済組合に周知のための

協力依頼を行うことを予定しています。

間13 rローマ字氏名届jは受位進捗管理システムのコードの届書番号はい

くつになるのか。

〈答〉厚生年金保験被保験者ローマ字氏名届は「ア2073J

国民年金第3号被保践者ローマ字氏名届は r72074J

となります。

届書番号は、局書にち記載されます。

i間14 rローマ字氏名窟」の処理について、外部委託することは可能か。

(答〉住基ネットへの照会業務を除さ、外部委託することは弓能です。

ただし、外部委託にあたっては仕様書等への項巨記載が必要となりますの

で、外部委託業者での実施は次期契約更己主以降となります。

-7 -



現番i取りまとめB本部

1 I北海道

2 I北海道

3 I北海道

fローマ字氏名局」提出の制度化にかかる事務に関する意見

該当苗所 意毘等 修正案{ある場合) 図書

現行の届書様式にローマ字氏名畳録欄等の外閲

「ローマ字氏名届」提出由制度化にかかる事務の|対車となる届出に静せて「ローマ字氏名題」の提|現行の閣出様式にローマ字氏名畳錦繍を段け、 |人被保険者特制記入欄を設時ことによって、

雅弘足立で拠る届出 |提i提i議諜鰐i菜鰐i程鵠i諜鰭器諮;詰摂zFF考詰鵠主記諮謂錦j詰留銀B諒鎮臨z罷鵠掛4諜器獄2嬰官:5;沼話z車ニ!陣堂錯翻需震諦麟2暫鵠離苦器醍斡z詰鰐E幹官手諒窓2rFF??戸戸叩る砧制悶よβ拘う引比lに悶=

す。

世民票または特別永伎者証明書にローマ字氏名
が車記されていない者となります.

J提出不聾とする「著しい不利益」及び「特別の事
「ローマ字氏名厨J提出の制度化にかかる事務の l
取扱いについて(東)2P |情Jとはどのようなも由か。品わせてr提出の不

該当する者については、ローマ字正名周回『理由
記入概JIこ〆を記入し提出していただくことになり
ます。(事務処理要領由記瞳を修正しました。)

問務処理 1対車となる置出，ぉ |ま:はどニで(事業主、年金事務所)判断するの なお、ローマ字氏名題由提出にあたり住民袈また
は特別永住者鉦明書由躍付を求めないため、

【事聾主向けQ&A]P3問6

ローマ字氏名記載の有無については事聾主が確
認することとなります。

制度化するにあたり、他の届出と陪械に器付書類
を不要としています。

届書に記載されたローマ字氏名由スペースの位

一時が臨時る書類i鮒 は 不 問 l添付書類と山事舗2013-44]実施要領4買 j封f22h犠2説巳22E認ま
るが、記載が誤っていた場合、同一人判定が困難|白取扱いで示されたとおり、在留カードのコピーまiしてください。
となり、年金記録由適切な管理を臣的とする当シ|たは生民軍由写し(コピー可)白話村を求めること i
ステムが機能しないとする。 I※佳基ネットの樟諜は「ワイルドカード横車JIこより

探し出すことま可能と思われます巴
「ワイルドカード揖車」で見つからない唱合につ

いては、記酷誤りの可能性が疑われます。
検車方去 25年12月9日[基シ指2013-95]参照

[職員向けQ&Al
4 I北関東信越 Ir，12rローマ字氏名船田蕗提出がない場合は |喜2fg宇品室長者提出されない可能性坤122ア氏名厨のみ控目提出e最初Iま指導由形 i臣殿、返毘となります・

返震となることについて I'':;'C''~-''''O ，，，.，...........>J'，，， 

[織員向IすQ&Al d土地栴外属人が多く、必要散が多いと思われるた
5 I北関東・惜越|問5 rローマ字氏名届JI主管理帳票とする予定カ!曲、官理帳築にできないか固(太田事務所)

ないことについて Z 

1/9 

職員向けQ&A閉5のとおり

今桂田届出動等により、管理帳票とするか苦かに
ついて検討します。



[職員向けQ&Al 原目3lj号、ロ被ー保マ険字者氏関名係置属に記載とあるが、国民年金

閣Qロ&ーのAマ両10l字方6氏にの名記記届入載、いを国た藍民だ亘年くしこ金まと軍しとた3な号。り被ま保す険。者期保
第 にも記入はお願いしたい.

6 北関東・信越 問6 国民年金詰3号被探険者隣保屈の盟称名
れ(外ぞ面れ人用氏量名が管遣理うシたスめテ}ム入力払 WM入力、そ由記載について

る問[職者7員由慨向「にロけ外ーQ&マ閲A字人】氏官名甥眉シス」白テ添ム付にな畳し録者を拡行軍っ震てとい

H26.4即時点で昔懐有。(同事業所での再取得で
あったため)

施来行ませ規ん則。白地吸いとなるので、省略することは出7 北閲覧信越
窓済マ字で口氏「等畳名で録外屈照国は会不人結管要果理でJ良シがスい『一テか致ムと』思在し確わて箆れいしれま、すば既。、にロ畳ー録

なることについて

氏名閤のスペースについて、分かりゃすいように

8 北関東・宮越
【別紙2記入例1 『(スAペ』等ルで)示してはどうか。 項番3参照
ローマ字氏名記入欄について (A"'M 0000 000 0000 000 

(スペース) A A A 

寸和一Z帥E君同主盟一誤字て一主認息革切官一一路し唯官溜一邸官E官そfもそ 『『お理記持由入ち記ょでλのな4注い闘意方の』の抹4間届四消出『3lまr不N なお、ローJIこマ訂字正正す名を
ローマ字氏名患の提出を省略することは出来ませ

9 構関東 聾ですa
ん。

る固 (事務担理要領由記載を暢正しました。)

P22(1つ2)年富呂「金田E口事躍畳事務付と務所;主・担向由)車現事確J務認処理 全艦い名のてや扇のか貫に扇不与。吉出備支たとが払取なあ厨樽るれも閣と置ば、に戻取取不す得得備る閣届がこだもなと垣けにくで農とななもする、ιるがロと月そーな額れマっ置で字て良軍氏い
氏みま箇ローた名、人合マ.シ吏取わ字ス直得せ氏テ届局てム名由に送届に記基農も由載縫畳を記内す年録載容る金さ漏のれ。番れEて号Eに認いがよがる記っ場取て載合れ、吉取なはれ得涯いて場届戻お合や(り届外の

項番4を参照

10 南関東
な除合別おくでに)、つ取と祝併いり賀扱せて桔うはてこ取ロ、とそ得ーとの者マし他て字かく由氏らだ地届名さの出届い届との。ロ出提ー(出民マが名字あ車正っ車名た騒届場をは

『籍ロのー被マ楳字験氏者名に閣かにか不る備全がてあのる届とき出はを涯、当毘該す外る国。』 る探が険、料取館得求居にを間謹に撰合すわるなこくとなにるよおりそ、提れ出漏れや
がある。 出)不要とする。

厚年lま畳付進捗管現システムでは、事業所ごとに

被と事陪埠業織険所に者盟設理由け整記る号理。欄番号を取を得記載属す等ると閉様に設ける。11 南関東 『別紙11 ま理畳た録した、す特塙るに合。電に子、基媒礎体年で金は新規取由得権者を大量に処 欄を正名変更届 樟討しましたが、お示ししている様式としました.
番号 認作業に時間 る。

を有している。
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12 南関東 『別紙111別紙21'住民車田有冊」欄
色スEコ鹿ポ税イ臨式吋ー屯時る調。ま蹴臨告本時す人占時…怠比星日域一曲主はすI'll:る人ト滋の陣かド諸?噛島パま

住合一また基致!ま、怪コと世ーな童所っドでをたを記記記場入入入合しすすにてるる佳も欄欄基らをうをコ。設設ー(外けけドか、、国住性ら人確所民シ票認とス居で『テ有所きム』るが由で。異場不) 事告短い求て業期めは主在る.力圏平《こ外、成と世国は2業4人出年員、来7海に月ま対外せ(住し居んて毘住，築者住(住コ以民基ー外草法ドのコは曹ー外平団ド国成J長人の2田5提に年4つ出37 ) 

なる場合は、住所を記入してもらう。{外国人シス
れ月ド(}て特以い別降ま永にす住日.者本続に明居書住)しのて情い報るを塙基官li久世留カーテムで不一致となった場合に、住所地を確認でき =住民畳録さ

る。)

.，アルファベ「ロッート届マ字jで眉は」で、「!パスポート」が吉まれ
ていたが、 立不可となる由か。

13 南関東 住『『字別3者氏紙ロ証名1ーを明』マの大書字『文又記氏字は入名で生上I記立民由、入票連在しに意留てき』カく欄さだーいさドさ若いれ。して』くは特別永いるローマ 入てもス(・事ロ、テいしーパ業てムるマス主く。由だ字)ポ向エ(さ氏ーたけラい名だトQー。で記し&と」は、をAな入住追ロ問っ欄基ー加て1白でにマいす下は字ロるるにー「韮パ「}マ記※ス字が全ポ畳あてー録る大人トなj文外がい字吉国もで人まの記れシで
実施要領由記轄を博正しました。

アルファペット氏名届で氏名の壌目が不明瞭な時
がよくあり、外国人システムで不一世となるケース

注※意す書べて告を大ロ文ー字マで字左氏首名記入欄白下に加える。14 南関東 『別紙111別紙21rローマ字氏名記入欄J が晶る。そのため、氏名記入欄をマス臣にしてー 項番3参照
文字ずつ大文字で記入させるようにしてもらいた

詰めで記入してください白

い。

15 南関東 事業主向けQ&A問4

ポま添し1;1:，なたー付パい、ト書外こIスま類と国ポ確とにー人認Lなシてト書っをス、類て優在テとい先ム留なるすカでる.ーる不の軍べドか一にまき栢致)たかつと遣は(立しそ住っても民たいそ軍場るもを合場パ添に合ス付、

環番13参照

世も探の基険にに者つ照かい会)をてし示のたし対場て処合欲方、し世法い基(。照の会畳先錯は誤事世と業み主らかれ被る

情-す報でをに再、度外提国出人さシせスるテ理ム由にを畳ご録教さ示れいてたいだる者苦た由 壇醤7参照

い.

16 南関東 職員向けQ&A問7 -以下の取得扇町場合でも「ローマ字氏名届Jの
ず外に医処人理シをス行テムいに、外畳国録人情シ報スがテあムるに場畳合録はが追な戻いせ唱 な-.67お00措車、ロ以以ー上上マ迫取字臓待氏再(名健雇届揮用にの時つみのい)庖のて届出の際→届出品要

提673出00号l語措t種必以以別要上よ確か退取認職得っ再(健躍保用の時み〉の場合

告にIま遅毘すること.
出の際→箆出不

要
.3号種別確認の届出回際→届出不聾
となります。

「ローマ字民名届」の保存期間は3年でよいでしょ

17 南関東 p1f 1 概要等」
う示[総か・怯務。指頼2013-30]文書こよ管る理とに「年関金す記る録意や見照会(指

)の考え方j 年金額 ご指摘のとおり

存に直期接間関車需!こがTアなルいフ届ァ書JIこ該当し‘毘宜し控由怪
ベット民名畳録(変更)申出

害JI;l:3年となっている。

pMnサ事務処理」
既あっ資た格場取合得、者届分書(に第詑3号融植上探回険問者題)がと無してけ提れ出ばがWM 

4既資そ格の取他得者分の届出があった場合(氏名変更
での確認無しに外国人システムへの入力をしても

18 南関東 良いかつ(茸3号住所藍直届の処理由聖書‘ WM上 処理聾領白とおり

届'1す時るを除こと〈。)については、上記2且び31こ沿って処 1号もしくは2寺町舘当者分が稀にではあるが見
畳けられる固ただし提出されたローマ字民名眉主
てのWM確認は業務量的に困難ι思われる.) 



19 南関東 事業主向けQA.P3間7 畳付を可能とします。

能でよろしいか。

20 南関東 事業主向けQA.P3問7 樺が電設子無フ労ァ務け申イれ請士ルでばので社軍提の会躍出盾憧で代出よ険行在ろ労者行し務棚うい場士田か合が作。器に成お材日い書付て類、、記と社し名会て押保函印 明電ロー書子マ証に苧よ明氏り書提名が出届付代白さ行酒れし慢るてたフいァめるイ、社ル畳会に付保はを検可、提労能出務と代し士ま行白証

すa

21 南関東 事業主向けQA.P3問7 .侮

いEま樺すファイル(PDF形式)による提出を可能として
が、 JPEG形式では提出不可なのでしょう JPEG静式による提出も可能です。

か。

22 南関東 別紙様1に厚つ生い年て金探険被保険者ローマ学氏名置
の式て

害箇くで所畳あ付にる畳日以付付上印印畳を〉付押の日印欄告すが明る設確べけにきらすとれ考るてえたいまめなす統い。一がし、た周 く畳村日付印〉の欄は設ける。 畳付日付欄を設けました.

23 南関東 職員向けQ&A罰4
「盾害の悶ーマと字は民「名ロ由ー記マ字載を睦正届桂Jと」いとあうこるとがで、
ここで言う周書 氏名 記載を修正しました。
よろしいか。
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外め国知に籍して、の記い被入た探よだ険〈由者よ注うの意に年のお金願3記にい録つし音いた適てい切制.に度管描理する 制知度施他行、機に4あったては、経済団体等への事前隠

24 南関東 ローマ字正名届について
た周 施行時に 由 、 構HP、納入告知書へのリーフレット同

また、週称名が買更となった場合でも届出いた 封、本指示・依頼に基づく各拠点へのポスター掲

だくことも周知していただきたい。 器等位より事業主への島知を行います。

25 南関東 ローマ字氏名居について
外廓語表記白チラシや記入例の作成をお願いし 検討しましたが、外国語器示のチラシ等拙作成し
fこL'. ないこととしました。

26 南関東 [記入上田珪意】
ミ由ド表ル記ネとー一ム致がすあるるよ塙う合には記、住民票やとを在注留意カ喚ーiド

記致 入するこ 起 検討しましたが、お示ししている様式としました。
Lていただきたい。

27 中部 記で3年(竹あ金入事内る事漏務容かれ務セ確霊等所ン認宜がかタ圭・ーなら審主の回い査晶事付かこ務さ確ふれ処認たの理r上ロー、聞マ出字内氏容名が屑適Jに正
記あ入るか謂どれう等かをは確判認断しでてきおるりた、そめれ、臨を時もっすてべ適き正とで考

実施要領由記載を修正しました。
えるた。だ審き査たをいす。るのであれば、基準を明確にして
L、 。

28 中部 語付書類について
添の確付認書類は必は不要となっているが、アルファベット等

要ではないか。誤りやすい字句などが パスポート在留カード等白牢添付 項番3参照
晶るため(Iと丁、DとOなど)

き届る出よはう必な須濡と付の書こ類とがでああるが、ロ マ字削確認で
カ る場合は、届出がなくても

中部 届の提出について
聞はな掲し・3号簡などとで畳は付なでくき、な確い↓か。(届出が必要で 施行規則の取扱いとなるので、省略することは出

29 、というこ 、 認できる揺村書類が

構あっ側たの場童合はという意味合い)話ロー付マ書字類畳で録も事削起機り
来ません.

畳録のためで品れば、
るのではないか?

年金手根はカナ韮示となる旨の畢示をしたほうが

30 中部 樟式について よいのではないか?アルファペット正名届を提出 「年金手帳田謹記はカナになりますJr謹示はアル
設討しましたが、お示ししている措式としましたaしたことによりアルファベット表示なると思ってしま ファベット!こなりませんjなど

わないか?



31 中部 職員向lすQ&A間6且び問11
関定か連ならみしすとれる回眉ば答記書さ入のれ格、て作式い成置るす買がるに、閣事つ書業いが主て増及、変加び更し被筏す保める険て予者 引り、き格続式き藍施亘行を規行則うの。改正を行うよう調整をはか 項番1参照

鰭雑となる白

32 中部 事業主向lすQ&A問8及び職員向lナQ&A問9 事帳うをロ行業がーう主ロマなー及字どマび特氏字被段名車埠の閣記険配のと者慮趣ながをる旨「お」健昔よ願前麗ういな面慌す誤に険る解押証。をし及出生びしじ年たな金広い手報よ 1員番24参照

今聞をのに防よ省る止令誤す改畳る正録たにめを砕防蕗う止村目すを的求るをこ鑑めとるみ、こる世とと民が、車不必と鮮要の明と不考な
在図書を下記ドだ等くによの修うロ正おー願マい字し氏ま名すが。確認33 中部 事業主向けQ&A問6

届醤
宙カー で音る書類を 現番3参照

聾合
える

添付いた うお願 。

34 近畿 意題慣方こ】jにとれ![もこ別轟ま代兼務々でわねの】のっにる庖て「な一ア害(っつ廃ル(たの[フi恒tと届ァLい宜ベて害う]ッ)と理と、トし[今解正韓て回で名務統よの(】合変)ろ「としロ更しなてーい)る欲l冒マで場しj字す【合し怪か氏、。、名。両 ご毘解のとおり

平トす氏る成名事田(前年変宜1更R毘)2届照7日」会提{(品出指管回示指制・怯2度0輯1化4)』に14か]fアルファベッ 弘品拘執主関開主る主仰…喧与議示向諮醐謀官吋そー総の主d向婦て監思部Z摘、Z出Eの2E叫T鵬5ぷ2品、5 、 藍直点及び回笹については、本指示・依頼により
35 近嘩 かる事務に関 確認繍います。

する

します。

36 近臨 Q&A(案)由r事業主向けQ&AJ由開9
既い持広ま資でく展すき格開なが取しい、得協怪こ者と力童にがをのつ想求届い定め出てさるではれこあ、るとれ怪がた童ば必め実で要、効の題で提性知あ出が・る広晶とと報な考まをっえり幅て期ま 調番24参照

す。

37 近謹
P2 r2年金事務所由事務処理 (1)窓口畳付・向 概ローマ字氏落名眉語帽E不話間判断料比 ψ亭 厚分繍生年金保険被楳険者資格取樽扇に外国人臣 項番1参照
容確認J 告設けるべき。



38 近瞳
P2 n事務処瑳 1対象となる届出;主)

著「・しの・・い纂・、不情ロ利ーが益マあ音字る被と!こるしよており住そ指民れ名票がを謹にあロる記ーこすとマるそ字こ由畢と他に視のよさり特れ
~IJ 項番2参照

てー出ししは、たな不事い聾務も。の」処とに理あつ在るい行がてえ具はる体、よ的rうロなにー基しマ準て字いや氏た例名だを周き示たJLのい、提統。

P.2 II. 1. ;，主)特別永住者のうち~提出は
畳方j付去を由ご際教に示、局くだ出さ不い要.な方を判断する具体的な

39 近瞳 不要。 ローマ事氏名扇不要の唱吉田資格取得届等の畳 処理要領由記載を修正しました。

2. (1)(特別立性者由一部を除<J 付方法をご教示ください。

得異用そ国動で、の氏民行届た年名わとめ金変3れ部、草更て毘複3)い号に毘写るつ被年でのい金保晶がてる曹険実はた者3態号め、資位と被、格し置窓保て商探口役あ時検畳者り厨付の賀ま(被I格資すま厚扶格.闘聾年取慌適者届
アルファベット氏名字(変氏更名)届のマニュアルに詑載

40 近韓 P.2 "2(1)窓口畳付・内容確認 済みです。(口ーマ 屈に変更されても引き
のみの形式的不備が書〈尭生しがちです。 続きマニュアルには記載されます。)

すお要願が領い、厚にしも年ま窓す適口。用確田認マのニ記ュア載ルlまにさもれ記て酷いいるたとこだろくでよう

お願

41 近畿
P.2 "2(1)出下からB{i'目以降 資格取得眉等由備考欄に、「ローマ字氏名箆J桂

項書4を参照
職員向lナQ&AP.5問2 日提出、と記斡白うえ先に畳付・処理を行う.

Lていただきたい。

原則として「その他」に該当するケースはありませ

42 近畿
別紙1・2 ローマ字民名届 正当な現由として例を具体的にご教示いただきた ん。

理由記入品1口その他理由 い。 届書「理由記入榔」由〆誤りの塙合を除昔、本部
に協鑓してください。

別紙"厚生匁金需険被保険者ローマ字氏名
ロ氏設向名庖容マ欄書に字つにに氏い厚記名て載生複を年し保た数金有カ回探ナし眉険て正書被い名を保なを作険い記成者場入す資合」ると格、こあ「取ロとる得はーが庖事マ、字当閉じ

厚氏名生年を県金有保し険て被い慢な役い者理資由格華取帯届に.ロ マ字
43 近瞳 厨J【詑入上回注意13

容業 をチヱツクする概を設 l)1i醤7参照

所要由、、負とこす担のる増よべうやきな事と場務考合処え、理まロす由ー煩。マ雑緊化にもつながるた
け、ローマ字氏名厨については濡付不要とする。

め 民名扇町器付は
不
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金「外被国慌籍険j呈示由有無により!こ判は断「外とあ臣るが、隠毘年
者記録的輯い者 国籍」呈示がさ

44 近睡 職員向けQ&A問1 れないため、提出とが韓起務こが晶る対重患者について提 職員向IナQ&A問1を多照
出告求めないこ ると考えられる。確認方法
lまWMのみでよいのか。

「民名由華示がカタカナ韮記されを想て定いる等Jと晶る

がかとがJ。拠考等点えJとはどのようなケース しているの
45 近龍 職員向けQ&A/oj1 にられよっるて。特異にな謹った字取世扱いとなってしまうこ 職員向けQ&A問1の記載を藍更しました固

字につ世い用て閏聾の理外L国、人である
こにと示がし考てえいらたれだるきケたーいス。 具体的

46 近睦 職員向lナQ&A問1および問7 山訟摺一法陰1「外L繰a一聞E紘I誰一2品EL5岬tt暴fF同4151金龍一品1寺F 事吾いて務かは処に‘つ理佳い誤基てりネ確とッな認トるをに可行照能っ会性てをがく行だ疑いさわ帰いれ化白るし場て合いにつるか

趨厚該行っj生外のて年国提い金人出る等I~が者書既なと取になけ外得るれ国とがばな人、遅っ再管撲た取理と外得シな国時スる人テiとこがムあ「ロいりにーまる畳マす場録字。合を氏、当名
ただし、嘱託再盟用等で閉じ事業主から再度取

47 近睦 職員向けQ&A問7 得扇が提出される塙合については、「ローマ字民 Jj;番7参照
名厨Jの提出は不要とする。

48 近酷 職員向IナQ&AP.7問14
等の平フ「ロァ実へ成ーベ施田のマ・ノ項年I字まト氏次1目氏0名期記月名載契四[届宜約仕がj豆の措貰必)外届直害要部」以にのに量記た降つ託載めといなにさ、て外るれつはと部いて、あて垂いrりロ、る託ま仕ー「業すア棉マ者がル字害で、 眉いり「アまてjル!すこはフ差の平ァしで成ベ替、田ッ件えト年た数氏1仕を名0月様計(聖か書上更らでしのて}契扇霊い約」る託を手事がr続ロ務可きーセ能をマン行で字タすっ氏ーて.名におお

氏名庖JIこ読替え対応し、ただける由か。

別r~紙2
配偶者が届け出がる脳こ出と人もと想な定るさこれとるをた明め記.し第た3方号が 被慢験者住所吟茸3号被保険者住所

49 中国 国民年金軍3号被保険者ローマ平氏名届Jの 被埠験者本人 様式を修正しました。
扇出入欄

よい。 被嘩険者氏名功第3骨被探険者氏名

50 四国
(隣国意見と問時) -添村漏れ時の返漢による苦情対応等のため、事

-賀拍車樽届の語什書類として明記する。 項番24参照.[職員向IすQ&Al問2、問7 前周知が必要。



51 四国 .(案)rr. 2 -事業主への確認方法等が不明瞭。 -確認方法、手般についてマニュアル整備を行う。 マニュアル等由記載について樟討します。

出『ロこJーれにマまよ字るでアの民ル名Tアフ届ルァJフベでァッのベトロ畢ッート記マ氏か字名ら畢畳、記省録令と(蛮立!こっ更よて)り申い ローマ字た方とアがルいフいァのベでッはトのな遣いいのついての説明

52 九州 事務所処理聾領
を加え か。

検討しましたが藍更していません。
る。 (ローマ字読みと理乱するため)

車読方法りづ(AらBいC由畢で記は)にな藍い置はないということだ
が、わか か。 例「ローマ字韮記J=rABC 墨田eJ等

在ポな記っー留入てカト例にいー記るやにが載Q特‘さ&樟別れA式で立ては性い中、る田証rロ[明ロ記ー書入ママ、上字住字由民民」記連名票入意で以に]も外のつ良に3いいパにてとスは、パスポート由記載内容でも可であれば、こそとのl立旨でをき
53 九州 「ローマ字氏名趨J犠式中の【記入上回，主意1 様式中の【記入上回，主意}の31こ加える 項醤13参照

ないか。
パスポートが宮まれていない。

9/9 



平成26年10月より

平成26年10月より、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出
する際には、 「ローマ字氏名届Jの提出ち合わせて必要になりました。外国籍
の方の年金記録を適正に管理していくため、忘れずに提出をお願いします。

[これまでの手続き】

厚生年金保険被保険者資格取得届等

+ 
アルファペット氏名(変更)届(外国籍の方について任意提出)

{平成26年 10月か5の手続き】

厚生年金保険被保険者資格取得腫等(※)

+ 
ローマ字託名麗{件警護憲撃的万立ついて諜翻金蝿鰻翻}

※他に厚生年金保険被保険者氏名変更居、国民年金第3号被保険者関係屈が対象となります。
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O届出にあたっての留意事項
1.届出には、在留力ード、住民票の主宰し等に記載のある氏名を記入してください。

2.届出後ち、機構から送付する通知書や健康保険被保険者証は力ナ氏名で表示されます。

3.既に被保険者である外国籍の方についても、ローマ字氏名盾の提出にご協力をお願いします。


