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ABSTRACT 
The history of Pension Policy of our country dates back to a military pension of 1875. But, it is 

1944 that "Welfare annuity insurance" for current general office workers started. And "National 

Pension Law" that I intended for all nations, and the nation could receive a pension was established 

in 1959. And it was carried out in earnest from April, 1961.  

The "pension insurance for the whole nation" system of our country was established. However, 

such a public pension system faces a crisis of the collapse now. The biggest factor is low birthrate 

and aging. The pension policy of our country adopts "a pay-as-you-go financing plan" not "an 

accumulation method".  

I decided to consider the present conditions and the problem that a public pension system faced 

first. I look only a pension in the face and there is not it and should examine the taxation system 

and medical care, care, welfare from every angle.  
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１．はじめに 

  わが国の年金制度の歴史は明治 8（1875）年の軍人恩給にまで遡るが、現行の一般サラリーマンを対象とし

た「厚生年金保険」がスタートしたのは昭和 19（1944）年のこと。そして、全国民を対象とし、将来すべての国民

が年金を受給できるようにした「国民年金法」が昭和 34（1959）年 11 月に制定され、同 36（1961）年 4 月から本

格実施された。ここに、わが国の「国民皆年金」体制が確立されたわけである。 

  しかし、こうした公的年金制度が今、崩壊の危機に直面している。その最大の要因が少子高齢化だ。わが

国の年金制度は「積立方式」でなく「賦課方式」を採用している。つまり自分が納めた保険料が積み立てられ、

将来それを財源に年金を受給するのではなく、今納めている保険料は現在年金を受給している高齢者のため

に使われている。年金を受給する高齢者が少なく、保険料を納める若い働き手が多かった昭和 30（1955）年代、

40 年代はそれでよかったが、少子化が進む一方で６５歳以上の老齢人口が 3000 万人を超えるようになってき

た今日、制度そのものを支えられなくなってきたというのが現状だ。 
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  昨年の民自公の３党が合意した「税と社会保障の一体改革」のもとに発足した「社会保障改革国民会議」が、

タイムリミットとされる８月２１日までに、どんな抜本改革を打ち出すのか注目されるところだが、その前に公的年

金制度が直面している現状と課題について、考察してみることにした。 

 

２．公的年金のしくみ 

  わが国の公的年金は３階建てになっている。１階部分はすべての国民共通の「国民年金保険」、２階部分は

サラリーマンが加入する「厚生年金保険」又は公務員や教職員が加入する「各種共済年金」、３階部分は通常

の年金に上乗せを求めて加入する国民年金基金などの「基金」である。これから年金制度について考える際、

ベースとなるのでそれぞれの制度の概要を紹介しておきたい。 

 

2-1.国民年金 

２０歳以上６０歳未満の日本に居住するすべての人が加入対象（強制加入）。加入者（被保険者）には３種類

あり、自営業者や学生などは第１号被保険者、会社員や公務員は第２号被保険者、会社員や公務員の妻で専

業主婦をしている人は第３号被保険者と区別されている。 

国民年金の保険料は月額１４，９８０円（平成２４年度）。２０歳から６０歳になるまで４０年間、保険料を納めた

人が受給できる老齢基礎年金の満額は年額７８６、５００円となっている。支給開始年齢は６５歳だが、申請すれ

ば６０歳から繰り上げ受給することができる。その場合、１か月繰り上げるごとに０．５％減額される。 

 

2-2.厚生年金、共済年金 

被用者年金と呼ばれ、会社員は厚生年金、公務員や学校の教職員はそれぞれの共済組合に加入する。また

同時に、これらの人は国民年金にも加入（第２号被保険者）していることになる。従って、６５歳になれば国民年

金から老齢基礎年金を受給するのに加え、老齢厚生年金、または老齢共済年金を受給することができる。 

厚生年金の保険料は国民年金のように定額でなく、毎月の給料（標準報酬月額という）に一定の料率（平成２４

（2012）年度は１６．７６６％）を乗じた金額を労使で折半する。 

 

2-3.３階部分にあたる基金 

将来、少しでも多くの年金を受給できるよう①②の年金にプラスして加入するもので、国民年金基金、厚生

年金基金などがある。企業単独、または同業者などが集まって基金を設立するケースもあり、別途保険料を徴

収して運用している。 

 

３．少子高齢化がもたらすもの 

先に述べたように、わが国の公的年金制度は「積立方式」でなく「賦課方式」を採用している。年金受給者が

少なく、保険料を納める若い働き手が多い時代は財源にゆとりがあるが、少子高齢化が進むと逆にひっ迫して

くる。 
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 具体的に例を挙げると、昭和４０（1965）年には９．１人で１人の年金受給者を支えていたが、最近では３人で

１人を担ぐ「騎馬戦型」になっている。そして、さらに高齢化が進む４０年後には１人で１人の受給者を支える、

いわゆる「肩車型」になると予想されている。もはや現役世代だけに頼っていては、年金制度の崩壊は避けら

れない。 

現に学習院大学の鈴木亘教授は、国が何の対策も取らなければ１１０兆円とも１２０兆円ともいわれる厚生年

金の積立金もあっという間に目減りし、２０数年後には枯渇すると警告している。それでは年金制度崩壊を回避

するためにどんな対応策が考えられ、実施されようとしているのか。次の項で見てみよう。 

 

４．年金制度の崩壊を回避するために 

 

４-1.保険料の引き上げ 

  第一に考えられるのは保険料の引き上げだろう。実はこの保険料の引き上げは、平成１６（2004）年の年金

改革で平成２９（2017）年まで毎年引き上げられることが決定、現在進行中だ。厚生年金の保険料は平成１６

（2004）年から毎年、０．３５４％引き上げられ、平成２９（2017）年の保険料率は１８．３％（労使で折半）になる予

定だ。一方、国民年金の保険料も毎年２８０円引き上げられ、平成２９（2017）年度には１万６９００円になる。 

  

４-2.支給開始年齢の引き上げ 

  厚生年金の支給開始年齢は現在６５歳からと決められている。しかし、かつては６０歳から支給されていたた

め、経過的措置として１歳ずつ段階的に引き上げられつつあるのが現状。完全に６５歳支給に移行するのは昭

和３６（1961）年４月２日生まれ以降の男性（女性は５年遅れの昭和４１（1966）年４月２日生まれの人）からだ。 

 支給開始年齢の引き上げは、年金の財源の枯渇を引き延ばす効果があるが、近年、６５歳支給をさらに６８歳

に引き上げようという動きがある。一昨年秋、厚労省がそうした案を打ち出したが、世論の反発が大きく棚上げ

状態になっている。 

この４月から高年齢者雇用安定法により、年金の支給開始年齢に合わせて６５歳までの雇用確保が義務付

けられたばかり。さらなる年金支給開始年齢の引き上げは、再び定年年齢の引き上げ、または定年制の廃止と

いった問題を提起することになろう。 

 

４-3.年金支給額の引き下げ 

  国民年金の老齢基礎年金は、２０歳から６０歳まで４０年間保険料を納めて年額７８６，５００円（月額６．５５万

円）が支給される。この額で老後の生活を維持していくのはかなり厳しく、この年金額を引き下げることは世論

の反発もあり難しいだろう。逆に、満額の基礎年金をもらえない低年金者には消費税が１０％に引き上げられた

後の平成２７（2017）年１０月から、保険料の納付期間に応じて月額５０００円を加算する法律が昨年１２月に成

立しているくらいだ。 

  しかし一方で、現在の年金受給者は「もらい過ぎ」という声も上がっている。夫が平均的な給料で４０年間勤

務、妻は専業主婦というモデルケースで、この夫婦が老後にもらう年金（国民年金と厚生年金の合計）は月額２
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３．２万円、年額にすると２７８．４万円になる。 

  「月２３万円ではぎりぎりの生活。これ以上引き下げられたら死活問題だ」という年金受給者に対して、増え

続ける非正規雇用者のほとんどは年収２００万円を下回る。この現状を見ると「今の年金受給者はもらい過ぎ」と

いう声が上がるのも分からないではない。 

  保険料の引き上げと引き換えに、年金受給額の引き下げも検討課題になってくるだろう。   

 

４-4.消費税の引き上げ 

  昨年、民自公の３党合意により消費税の引き上げが国会を通過した。平成２６（2014）年４月に３％、翌２７

（2015）年４月にさらに２％引き上げて１０％にするというものだ。引き上げる５％分は、年金をはじめ医療、介護

など社会保障関係にあてるという。 

 しかし、これくらいの引き上げではとても現在の年金制度、医療制度を維持していくことはできない。少なくとも

さらに数％以上の引き上げが必要だ。 

 

５．優遇される生活保護と年金との関係 

  年金崩壊を回避するための方策をいろいろ見てきたが最近、クローズアップされてきたのが生活保護との

関係だ。 

  生活保護は高齢で働けない人、働きたくても病気で働けない人、母子家庭で子育てのため働きに出られな

い母親など、さまざまな理由で収入を得られない人達の最後のセーフティーネットである。 

  その額はそれぞれの事情や家族構成、地域によって異なるが、生活扶助で月額７，８万円、住宅扶助で４，

５万円、合わせて１２万円から１３万円の生活保護費を受けている人もいる。 

 国民年金に加入している自営業を営む人が４０年間、保険料を納め続けて受給できる老齢基礎年金は、これ

までにも示してきたように年額７８６，５００円、月額６．５５万円である。つまり、保険料を全く納めなくて生活保護

を受けた方が受給額だけをとってみれば得ということだ。しかも生活保護を受けている人は、医療費も無料とい

う特典もある。 

  これらの矛盾を今後、どう解決していくのか。年金、医療、介護、子育て支援、税制など総合的な対策が喫

緊の課題となっている。 

 

６．おわりに 

  公的年金制度の現状と直面している課題についてみてきた。年金制度の改革には痛みを伴うケースがほと

んどで、そこには俗にいう「得する人」と「損をする人」が発生する。したがって、どんなに良いと思われる改正も

必ず反対意見が出てくるため、これまでは小手先の手直しに終始し、抜本的な改正は先送りされ続けてきた。

しかし、もう猶予はない。わが国の社会福祉制度全般を睨んだ根本的な制度改革が、早急に求められている。 

 将来の年金制度の破たんを想定させるひとつの事例がある。国民年金の保険料未納者が増加し続けている

ことだ。国民年金の保険料を直接納付するのは、自営業者や２０歳を過ぎた学生などの第１号被保険者である。
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サラリーマンや公務員などの第２号被保険者は毎月の給料から天引きされるので、未納ということは通常ありえ

ない。しかし、自ら納入しなければならない第１号被保険者にとっては、何十年先の年金よりも現在の生活が第

一ということで滞納してしまうことになる。 

 厚生労働省が平成２３年度に行った実態調査によると、第１号被保険者１７３７万人のうち、保険料の完納者

は６６８万人で３８％に過ぎない。一部納入者１７６万人を合わせても４８．６％で、５０％を下回っているのが実情

だ。また、所得が少なくて納付を免除されている人、学生で特例免除されている人は合わせて４００万人を超え

る。 

 保険料の未納者、滞納者、あるいは免除者は将来、年金を受給できても満額はもらえず低年金者になるか、

最悪の場合「無年金者」となる。結果として、前項で触れた生活保護受給の予備軍とならざるを得ない。今、生

活保護の受給者が２１４万人（平成２４（1949）年１０月現在）を突破し、６か月連続で過去最高を記録したと騒い

でいるが、この状態を放置すれば４００万人にも５００万人にも膨れ上がってしまうだろう。そこに投入されるのは

税金である。 

 こうした状況を打開するにはどうしたらよいのか。ひとつは国民年金の保険料の徴収率を高めることだ。生活

が苦しくて本当に保険料が払えないのか、払う余裕があるのに今の生活を謳歌したいために納付しないのか、

見極める必要がある。個人情報を把握し一元化しようという「国民総背番号制」の導入が議論されている理由の

ひとつでもある。 

 一方で、税金ですべてを賄おうという考え方がある。最低保障年金の導入だ。民主党は先の政権奪取の際

のマニフェストに、一定の年齢に達した全国民に月額７万円の年金を支給することを掲げた。一見、支持され

そうな案に見えるが、民主党のこの政策の実現には、今回の消費税１０％への引き上げに加えて、さらに７％の

引き上げが必要と言われている。他に医療や介護など社会保障費の増大を考えると、非現実的と言わざるを

得ない  

 保険料の引き上げには限度があり、税金の投入にも財源が限られる。そうなると、先に述べてきたように支給

開始年齢の引き上げや支給年金額の引き下げなど、総合的に検討していく必要がある。 

 また、年金だけを直視するのでは無く、税制や医療、介護、生活保護などあらゆる角度から検討し、制度改革

を行う必要がある。そして、痛みを伴う改革にはしっかりとその意義を説明し、国民的合意を取り付けなければ

ならない。 

 少子高齢化の進展と所得格差が拡大している今日、国民全体に「小さな政府」を選択するのか「大きな政府」

を選択するのかを迫っている。少子高齢時代の年金制度はいかにあるべきか。年金制度の抜本改革はもはや

先送りしている余裕はなく、決断、実行の時を迎えていると言えよう。 
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