第１章
（目
第１条

総

則

的）
この厚生年金基金（以下「基金」という。）は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確

保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 63 号。以下「平成 25
年改正法」という。
）及び厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号。以下「法」という。）に
基づき、この基金の加入員の老齢、脱退又は死亡について給付を行い、もって加入員及びその
遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

（法令の規定に関する読替え）
第１条の２ この規約において引用する次の表の左欄に掲げる法令の規定は、右欄に掲げる法令
の規定に読み替えるものとする。

左欄
法

右欄

第８１条の３

平成２５年

第８１条の３

第８５条の３

改正法附則

第８５条の３

第１００条の１０第１項（第３４

第５条第１

第１００条の１０第１項（第３４

号に係る部分に限る。）

項第１号に

号に係る部分に限る。）

第１０６条から第１１０条まで

よりなお効

第１０６条から第１１０条まで

第１１４条から第１２０条の４

力を有する

第１１４条から第１２０条の４

まで

ものとされ

まで

第１２１条（改正前厚生年金保険

た、同法附

第１２１条（改正前厚生年金保険

法第１４７条の５第１項におい

則第３条第

法第１４７条の５第１項におい

て準用する場合を含む。
）

１号に規定

て準用する場合を含む。
）

第１２２条から第１３０条まで

する改正前

第１２２条から第１３０条まで

第１３０条の２第１項、第２項

厚生年金保

第１３０条の２第１項、第２項

（改正前厚生年金保険法第１３

険法(以下

（改正前厚生年金保険法第１３

６条の３第２項において準用す

「改正前厚

６条の３第２項において準用す

る場合を含む。）及び第３項

生年金保険

る場合を含む。）及び第３項

第１３０条の３から第１３６条

法」とい

第１３０条の３から第１３６条

の５まで

う。)

の５まで

第１３８条から第１４６条の２

第１３８条から第１４６条の２

まで

まで

第１４７条の２から第１４８条

第１４７条の２から第１４８条

まで

まで

第１７０条から第１７４条まで

第１７０条から第１７４条まで

第１７６条から第１７７条まで

第１７６条から第１７７条まで

第１７７条の２第１項

第１７７条の２第１項

第１７８条

第１７８条

第１７９条第１項から第４項ま

第１７９条第１項から第４項ま

で及び第５項（第１号及び第４号

で及び第５項（第１号及び第４号

に係る部分に限る。）

に係る部分に限る。）

第１８０条から第１８１条まで

第１８０条から第１８１条まで

附則第３０条第１項及び第２項、

附則第３０条第１項及び第２項、

第３１条並びに第３２条

第３１条並びに第３２条

法第１３６条において準用する法第３６条

平成２５年改正法附則第５条第１項第１号に

第１項及び第２項、第３７条、第３９条第２

よりなお効力を有するものとされた、改正前厚

項前段並びに第４０条から第４１条まで

生年金保険法第１３６条において準用する改
正前厚生年金保険法第３６条第１項及び第２
項、第３７条、第３９条第２項前段並びに第４
０条から第４１条まで

法第１４１条第１項において準用する法第

平成２５年改正法附則第５条第１項第１号に

８３条、第８４条、第８５条及び第８６条か

よりなお効力を有するものとされた、改正前厚

ら第８９条まで

生年金保険法第１４１条第１項において準用
する改正前厚生年金保険法第８３条、第８４
条、第８５条及び第８６条から第８９条まで

法第１４８条第２項及び第１７８条第２項

平成２５年改正法附則第５条第１項第１号に

において準用する法第１００条第２項にお

よりなお効力を有するものとされた、改正前厚

いて準用する法第９６条第２項

生年金保険法第１４８条第２項及び第１７８
条第２項において準用する改正前厚生年金保
険法第１００条第２項において準用する改正
前厚生年金保険法第９６条第２項

法第１４８条第２項及び第１７８条第２項

平成２５年改正法附則第５条第１項第１号に

において準用する法第１００条第３項の規

よりなお効力を有するものとされた、改正前厚

定並びに法第１７４条において準用する法

生年金保険法第１４８条第２項及び第１７８

第９８条第１項から第３項まで及び第４項

条第２項において準用する改正前厚生年金保

本文

険法第１００条第３項の規定並びに改正前厚
生年金保険法第１７４条において準用する改
正前厚生年金保険法第９８条第１項から第３
項まで及び第４項本文

厚生年金基金

第１条から第２４条の２ま

公的年金制度の

第１条から第２４条の２ま

令（昭和４１

で

健全性及び信頼

で

年政令第３２

第２４条の３（第１号に係

性の確保のため

第２４条の３（第１号に係

４号。以下「基

る部分に限り、基金令第５

の厚生年金保険

る部分に限り、廃止前厚生

金令」とい

８条において準用する場合

法等の一部を改

年金基金令第５８条におい

う。）

を含む。）

正する法律の施

て準用する場合を含む。
）

第２５条から第２９条まで

行に伴う経過措

第２５条から第２９条まで

第３０条第１項（基金令第

置に関する政令

第３０条第１項（廃止前厚

３１条第２項において準用

（平成２６年政

生年金基金令第３１条第２

する場合を含む。）、第２項

令第７４号。以

項において準用する場合を

及び第３項

下「平成２６年

含む。）、第２項及び第３項

第３１条から第４１条の３

経過措置政令」

第３１条から第４１条の３

の３まで

という。）第３条

の３まで

第４１条の３の４（基金令

第２項によりな

第４１条の３の４（廃止前

第４１条の７において準用

お効力を有する

厚生年金基金令第４１条の

する場合を含む。）

ものとされた、

７において準用する場合を

同政令第２条第

含む。）

第４１条の３の５及び第４

８号に規定する

第４１条の３の５及び第４

１条の４

廃止前厚生年金

１条の４

第４１条の５（第３号を除

基金令(以下「廃

第４１条の５（第３号を除

く。）

止前厚生年金基

く。）

第４１条の６

金令」という。)

第４１条の６

第４２条から第４８条まで

第４２条から第４８条まで

第５５条の２第１項（第１

第５５条の２第１項(第１

号に係る部分に限り、同条

号に係る部分に限り、同条

第２項において準用する場

第２項において準用する場

合を含む。)

合を含む。)

第５５条の３

第５５条の３

第５５条の４第１項及び第

第５５条の４第１項及び第

２項

２項

第５６条から第６０条まで

第５６条から第６０条まで

第６０条の２（第５項を除

第６０条の２（第５項を除

く。）

く。）

第６０条の３

第６０条の３

第６２条

第６２条

第６３条

第６３条

附則第２条、第５条、第７

附則第２条、第５条、第７

条及び第８条

条及び第８条

厚生年金基金

第１章（第１条及び第６６

公的年金制度の

第１章（第１条及び第６６

規則（昭和４

条を除く。）

健全性及び信頼

条を除く。）

１年厚生省令

第３章（第７４条の３第３

性の確保のため

第３章（第７４条の３第３

第３４号。以

項及び第４項、第７５条第

の厚生年金保険

項及び第４項、第７５条第

下「基金規則」 １項（第１号及び第１７号

法等の一部を改

１項（第１号及び第１７号

という。）

に係る部分に限る。）、第７

正する法律の施

に係る部分に限る。）、第７

６条、第８１条から第８３

行に伴う厚生労

６条、第８１条から第８３

条まで並びに第８８条を除

働省関係省令の

条まで並びに第８８条を除

く。）

整備等及び経過

く。）

附則第２項及び第７項

措置に関する省

附則第２項及び第７項

令（平成２６年
厚生労働省令第
２０号）第１７
条によりなお効
力を有するもの
とされた、同省
令同条に規定す
る廃止前厚生年
金基金規則

（名

称）

第２条 この基金は、日本産業機械工業厚生年金基金という。

（事務所）
第３条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
東京都港区西新橋二丁目６番１号

小川ビル

（設立事業所の範囲）
第４条 この基金の設立事業所（この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下
同じ。）となることができる適用事業所の範囲は、全国の次に掲げる業種に属する適用事業所
とする。
（１）内燃機関を除く原動機、ボイラ、鉱山機械、建設機械、化学機械（パルプ、製紙機械、
合成樹脂加工機械を含む）
、風水力機械、運搬機械、動力伝導装置（歯車を除く）の製造を
主たる業とする事業所
（２）前号に掲げる事業又は、事業所に関して組織される団体若しくは法人の事業所

（設立事業所の名称及び所在地）
第５条 この基金の設立事業所の名称及び所在地は、別表第１のとおりとする。

（公告の方法）
第６条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書を
もって掲示する。
２．基金令第３条、第４条、第 41 条の２、第 42 条、第 43 条及び第 47 条第２項に規定する事項
は、前項の規定によるほか、官報に掲載する。

