
公的年金の水準の確保に向けて

厚生労働省年金局長 高橋俊之

１．勤労者皆保険（被用者保険の適用拡大）
２．調整期間一致と基礎年金４５年化
３．健康寿命の伸長と年金

２０２１年１１月３０日 年金の日



１．勤労者皆保険

（被用者保険の適用拡大）
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■骨太２０１８（経済財政運営と改革の基本方針2018） 平成３０年６月１５日 閣議決定

働き方の多様化を踏まえ、勤労者が広く被用者保険でカバーされる勤労者皆保険制度185の実現を目
指して検討を行う。その際、これまでの被用者保険の適用拡大及びそれが労働者の就業行動に与えた
影響についての効果検証を行う。年金受給開始年齢の柔軟化や在職老齢年金制度の見直し等により、
高齢者の勤労に中立的な公的年金制度を整備する。

185 被用者保険の更なる適用拡大。
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■岸田総理大臣 所信表明演説 令和３年１０月８日

第四の柱は、人生百年時代の不安解消です。
将来への不安が、消費の抑制を生み、経済成長の阻害要因となっています。
兼業、副業、あるいは学びなおし、フリーランスといった、多様で柔軟な働き方が拡大をしていま

す。大切なのは、どんな働き方をしても、セーフティーネットが確保されることです。働き方に中立
的な社会保障や税制を整備し、勤労者皆保険の実現に向けて取り組みます。
人生百年時代を見据えて、子供から子育て世代、年寄りまで全ての方が安心できる、全世代型社会

保障の構築を進めます。

勤労者皆保険（被用者保険の適用拡大）

■2016(平成28）年10月26日、自由民主党財政再建特命委員会 2020年以降の経済財政構想小委員会 「人生100年時代の社会保障へ」
（小泉進次郎小委員長、村井英樹事務局長）
今後は、いかなる雇用形態であっても、企業で働く方は全員社会保険に加入できるようにして、充実した社会保障を受けられるように

すべきだ。いわば「勤労者皆社会保険制度（仮称）」の実現である。
■2018（平成3 0）年5 月2 9 日、自由民主党人生１００年時代戦略本部提言 「2024 年問題」：人生100 年時代を生きる将来世代の未来
を見据えて－「選択する社会保障」－ （本部長：岸田文雄政調会長、事務局長：小泉進次郎議員）

社会保険の適用拡大：「勤労者皆社会保険制度（仮称）」の実現
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１．被用者にふさわしい保障の実現
• 被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっている者に対して、被用者による支えあいの仕組み
である厚生年金による保障（報酬比例の上乗せ給付）や、健康保険による保障（病気や出産に対する
傷病手当金や出産手当金の支給）が確保される。

• 保険料についても、被用者保険では労使折半の負担となる。

２．働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築
• 労働者の働き方や、企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取扱いによって選択を歪め
られたり、不公平を生じたりすることがないようにする。

• 適用拡大などを通じて働き方に中立的な制度が実現すれば、働きたい人の能力発揮の機会や企業運営に
必要な労働力が確保されやすくなることが期待できる。

３．社会保障の機能強化
• 適用拡大によって厚生年金の適用対象となった者は、国民年金のような未納もなく、基礎年金に加え、報
酬比例給付による保障を受けられるようになり、無年金・低年金を防ぐことができる。

• 適用拡大は、どのような働き方でも共通に保障される基礎年金の水準の確保につながり、所得再分配機能
の維持に資する。

（2014年・2019年の財政検証の試算でも、基礎年金水準の確保の効果が示された。）

被用者保険の適用拡大の意義



週30時間

以上

（従来）

（１）2012（平成２４）年改正（ 2016年10月～）

①週労働時間20時間以上

②月額賃金8.8万円以上（年収換算で
約106万円以上）
（所定労働時間や所定内賃金で判断し、
残業時間(代)等を含まない）

③勤務期間１年以上見込み

④学生は適用除外

⑤ 従業員500人超の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労
働者の数で算定）

（２）前回2016（平成28）年の改正（2017年４月～）

⑤ 500人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意で、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

（３） 今回2020（令和２）年の改正

被用者保険の適用拡大（令和２年年金制度改正）

③ 勤務期間１年以上見込み

→(2022年10月～）撤廃
（フルタイムの被保険者と同様の２ヶ月超の
要件を適用）

⑤ 従業員 500人超の企業等

→（2022年10月～）100人超規模の企業に適用

→（2024年10月～） 50人超規模の企業に適用

１．短時間労働者への適用拡大

※週の所定内
労働時間の
4分の3以上

※適用拡大の趣旨をご理解いただいて、2022年、2024年の円滑な施行に向けて取り組む。

※令和２年改正法では、被用者保険の適用範囲について、附則に検討規定が置かれた。

※特に、当分の間の経過措置となっている企業規模要件については、できる限り早期の撤廃に向け、
速やかに検討を開始する旨、国会の附帯決議があり、２０２５年の次期年金法改正の検討課題。
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現行

強制適用事業所 … 約244万事業所
任意包括適用事業所 … 約9.6万事業所

（2021年6月末現在）

２．個人事業所の非適用業種の見直し

今回改正（2022年10月～）
○法律・会計事務を取り扱う士業を
適用業種に追加（法定１７業種に）

（弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査

士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・
弁理士・公証人・海事代理士）

・法定１６業種は、昭和２８年以来、改正されていなかった。
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① 常時１名以上使用される者がいる
法人事業所

② 常時５名以上使用される者がいる
個人の事業所（法定１６業種のみ）

③ 上記以外 ⇒ 強制適用外
（労使合意により任意に適用事業所と
なることは可能＝任意包括適用）

⇒ 強制適用

 個人事業所の非適用業種

農業・林業・漁業

宿泊業、飲食サービス業

洗濯・理美容・浴場業、娯楽業、警備業

デザイン業、経営コンサルタント業

政治・経済・文化団体、宗教 等

※被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立ち、個人事業所に係る適用業種の見直しも含
めた更なる適用拡大に向け、検討を促進するべき旨、令和２年改正法の国会の附帯決議があり、
２０２５年の次期年金法改正の検討課題。



被用者保険の適用拡大のメリット

年金が“２階建て”になり
保障がワイドになります！

年金の３つの保障が充実！ あんしんの医療保険が
さらに充実！

メリット
医 療

メリット
年金

詳しくは、
社会保険適用拡大特設サイトへ！

6

https//www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

専門家活用支援事業もご案内しています



被用者保険の適用拡大のメリット

保険料は口座振替から給料天引きに！

※金額は、年収106万円（月収8.8万円）の例です。

パート・アルバイトの方

これまで口座振替などの方法で支払っていた国民
年金・国民健康保険料が、厚生年金保険料・健康
保険料に変わり、給料からの天引きになります。
なお、保険料の半分は会社が負担します。

配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方

扶養基準（130万円）を
意識せず働ける！

これからは、年収106万円
(月額8.8万円)を超える等の
各種要件を満たした場合に、
厚生年金保険、健康保険に
加入し保険料負担(労使折半)
が新たに発生するものの、
その分保障も充実します。

本人
２２，５００円/月本人負担なし

￥

130万円
超

●保険料のご負担

●年金支給

基礎年金（終身） 基礎年金（終身）

年金は増額しません 変化なし

※金額は、年収130万円の例です。

本人
12,500円/月

本人負担なし ￥

106万円
超

●保険料のご負担

●年金支給

基礎年金（終身） 基礎年金（終身）

年金が増額！ 厚生年金（終身）

会社
12,500円/月

これまで これから

国民年金・国民
健康保険加入

厚生年金保険
・健康保険加入

￥

※金額は、年収106（月8.8）万円の例です。
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２．調整期間の一致と基礎年金４５年化

～基礎年金の水準確保と所得再分配機能の強化～
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所得代替率

ケースⅡ ５１．６％ （ 2046(令和28) 年度） ｛基礎：26.6％(2046)、比例：25.0％(2023)｝ ０．６％

ケースⅠ ５１．９％ （ 2046（令和28） 年度） ｛基礎：26.7％(2046)、比例：25.3％(調整なし)｝ ０．９％

ケースⅢ ５０．８％ （ 2047(令和29) 年度） ｛基礎：26.2％(2047)、比例：24.6％(2025)｝ ０．４％

ケースⅣ （ ５０．０％ ） （ 2044（令和26） 年度） ０．２％

（注）４６．５％ （ 2053（令和35） 年度） ｛基礎：23.4％(2053)、比例：23.1％(2030)｝

50%

45%

高

低

経済前提
給付水準調整終了後の標準
的な厚生年金の所得代替率

給付水準調整の
終了年度

ケースⅥ （ ５０．０％ ） （ 2043（令和25） 年度） （機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続けた場合） ▲０．５％

（※）機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2052年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。
その後、保険料と国庫負担で賄うことのできる給付水準は、所得代替率38％～36％程度。

40%

55%

ケースⅤ （ ５０．０％ ） （ 2043(令和25) 年度） ０．０％

（注）４４．５％ （ 2058(令和40) 年度） ｛基礎：21.9％(2058)、比例：22.6％(2032)｝

注：所得代替率50％を下回る場合は、50％で給付水準調整を終了し、給付及び負担の在り方について検討を行うことと
されているが、仮に、財政のバランスが取れるまで機械的に給付水準調整を進めた場合。

給付水準の調整終了年度と所得代替率の見通し（2019（令和元）年財政検証）

※所得代替率 … 公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

所得代替率 ＝（夫婦２人の基礎年金 ＋ 夫の厚生年金）／ 現役男子の平均手取り収入額
2019年度： ６１．７％ １３．０万円 ９．０万円 ３５．７万円

経済成長率
（実質）

2029年度以降
20～30年

経済成長と労
働参加が進ま
ないケース
内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

経済成長と労
働参加が一
定程度進む
ケース
内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

経済成長と
労働参加が
進むケース
内閣府試
算の成長
実現ケース
に接続

ケースⅣでは2044年、ケースⅤでは2043年に
50％を下回り、その前に制度改正が必要となる

ケースⅢでは2025年、ケースⅣでは2030年
に比例部分の調整が終了し、以後は基礎
部分のみ調整が進むようになる

今回は、ケースⅢで、所得代替率50%を確保できた。



○ １階部分と２階部分のマクロ経済スライド調整は、
同時に終了することを想定

2004年財政再計算

○ デフレ下でマクロ経済スライドが発動されなかったこと
により、１階部分の調整期間が２階部分より長期化。

2019年財政検証

2004年財政再計算
厚生年金（２階部分） 2004年→2023年（19年間）
基礎年金（１階部分） 2004年→2023年（19年間）

１階部分のマクロ経済スライド調整期間の長期化への対応

2019年財政検証（ケースⅢ）
厚生年金（２階部分） 2019年→2025年（６年間）
基礎年金（１階部分） 2019年→2047年（28年間）

国年勘定

厚年勘定

１号
被保
険者

２号被
保険者
・事業主

保険料

保険料

基
礎
年
金
勘
定

基礎
年金
受給
権者

年金
給付

基礎年金
拠出金

基礎年金
拠出金

国庫負担１／２

積立金

積立金

厚生年金
受給権者

先に不足 マクロ調整が
長くかかる

マクロ調整が
早く終わる

減

増

人数割で
拠出

○ 現行の仕組みは、国民年金勘定と厚生年金勘定を区分し、それぞれが積立金を持ち、双方が人数割で基礎年金拠出金を
拠出して給付費を賄っている。
⇒ 財政力が相対的に弱い国民年金勘定の積立金が不足し、基礎年金の調整が長期化し、報酬比例部分の調整は短縮する。

１階部分のマクロ経済スライド調整が２階部分よりも長期化する原因
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保険料 ＝ 賃金に比例

個々の世帯（個人）でみれば、現役時代の賃金水準が低いほど、年金の現役時賃金に対する比率は上がる

公的年金の負担と給付の構造（所得再分配の仕組み）

月収 0.5W 月収 W月収 0.5W 月収 W

賃金が１／２になれば
保険料も１／２

賃金が１／２でも
給付は１／２以上

基礎年金
（定額）

厚生年金
（賃金に比例）

==

給付＝厚生年金（賃金に比例）＋ 基礎年金（定額）

○ 厚生年金制度の持つ所得再分配機能 （例えば、賃金水準が１／２になれば、保険料は１／２になるが、
基礎年金額は賃金の多寡で変わらないため、年金額は１／２よりも大きい。）

〇 基礎年金のマクロ経済スライドの長期化により、この所得再分配機能が低下する。

モデル年金
の賃金
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○ 2004（平成16）年改正時の財政再計算では、基礎年金と報酬比例のマクロ経済スライドの調整期間は一致していた
が、基礎年金は国民年金勘定の財政均衡により、報酬比例は厚生年金勘定の財政均衡により調整期間が決定される
仕組みであるため、その後の経済状況の変化等により乖離が生じ、基礎年金の調整期間は長期化。

○ その結果、基礎年金と報酬比例のバランスが偏り、厚生年金の所得再分配機能が低下するおそれが生じている。

○ 所得再分配機能の低下を防止するためには基礎年金と報酬比例の調整期間を一致させることが必要。

2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049

2019年財政検証
ケースⅢ

基礎年金
（2人分）

報酬比例

所得代替率

61.7%

25.3%

マクロ経済スライド調整期間
（28年間）

（6年間）

2004年財政再計算
基準ケース

59.3%

マクロ経済スライド調整期間
（19年間）

50.2%

25.7% 21.8%

36.4% （28年間）

33.7% 28.4%

基礎年金
（2人分）

報酬比例

所得代替率 50.8%

26.2%

61.7%

25.3%

36.4%基礎年金
（2人分）

報酬比例

所得代替率 ○%

○%

○%

基礎・比例の
調整期間を

一致させた場合

24.6%

調整期間一致

基礎年金と報酬比例のマクロ経済スライド調整期間の一致とは

基礎年金

報酬比例

＜バランスの偏り＞
（基礎年金の割合の低下)

基礎年金

報酬比例

＜バランスの維持＞

基礎年金

報酬比例

基礎年金

報酬比例
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国庫負担分

厚生年金の保険料
18.3％固定

②保険料固定方式の下での総給付費の低下の防止

①厚生年金の所得再分配機能の低下の防止

基礎年金と報酬比例のマクロ経済スライド調整期間の一致による効果

国庫負担分

保険料負担分

報酬比例
（保険料負担分）

保険料負担分

報酬比例
（保険料負担分）

基礎年金
基礎年金

＝ 基礎年金水準が低下すると、
国庫負担も低下し、基礎
年金・報酬比例を合算した
総給付費も低下

低所得層 中所得層 高所得層

○基礎年金水準の低下の防止により、厚生年金の所得再分配機能の低下を防ぎ、低中所得層の年金水準の低下を防ぐ

○基礎年金水準の低下に伴う国庫負担の低下の防止により、給付原資の全体の縮小を防ぎ、ほぼ全ての層で年金水準
の低下を防ぐ

再分配
機能の
低下

低所得 → 高所得 低所得 → 高所得

基礎年金

報酬比例

基礎年金

報酬比例

基礎年金水準が低下すると、
保険料財源は、報酬比例へ
シフト（保険料は不変）
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モデル年金の3.4倍
(夫婦年収1790万円）
未満は年金額が増



所得代替率と給付水準調整期間の見通し

注：人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位）

現行制度（法改正後） ： 2019（令和元）年財政検証に、2020（令和２）年年金改正法を反映したもの

追加試算① ： 基礎・比例のマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合

追加試算② ： ①の調整期間一致に加え、基礎年金を45年加入（20～64歳）とし、延長期間（60～64歳）に係る給付に２分の１
国庫負担がある場合

追加試算③ ： ①の調整期間一致に加え、基礎年金を45年加入（20～64歳）とし、延長期間（60～64歳）に係る給付に国庫負担
がなく、全て保険料財源で賄う場合

※ 基礎・比例のマクロ経済スライドの調整期間を一致させるために必要となる基礎年金拠出金の仕組みの見直しについては、具体的な前提を
おいていないが、どのように見直した場合でもマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合の給付と負担への影響は同じとなる。

ケースⅤ

ケースⅢ
51.0％ （2046）

比例：24.5％ （2025）
基礎：26.5％ （2046）

44.7％ （2057）

比例：22.5％ （2032）
基礎：22.2％ （2057）

50.0％ （2039）

比例：20.3％ （2039）
基礎：29.6％ （2039）

55.6％ （2033）

比例：22.6％ （2033）
基礎：32.9％ （2033）

現行制度（法改正後）
（40年加入）

追加試算①
調整期間一致
（40年加入）

56.2％ （2039）

比例：22.9％ （2039）
基礎：33.3％ （2039）

62.5％ （2033）

比例：25.4％ （2033）
基礎：37.0％ （2033）

追加試算②
調整期間一致

＋45年加入（国庫あり）

53.8％ （2042）

比例：21.9％ （2042）
基礎：31.9％ （2042）

60.5％ （2035）

比例：24.6％ （2035）
基礎：35.8％ （2035）

追加試算③
調整期間一致

＋45年加入（国庫なし）

うち40年分

55.5％
比例：22.6％
基礎：32.9％

うち40年分

53.7％
比例：21.9％
基礎：3１.9％

うち40年分

49.9％
比例：20.3％
基礎：29.6％

うち40年分

47.8％
比例：19.5％
基礎：28.4％

給付水準調整終了後の
所得代替率

給付水準調整
の終了年度

2019年度

61.7％

比例：25.3％
基礎：36.4％

2020年12月25日
年金数理部会資料より

14



基礎年金（40年）

厚生年金（報酬比例）

５９

６９

２０

基礎年金（45年）

厚生年金（報酬比例） ６９

２０

厚生年金に加入していても１階部分の
給付に結び付かない期間

※20歳前とあわせて厚年で40年を上限
に、経過的加算の対象になりうる

現行

延長後

○健康寿命と就労期間の延伸を踏まえ、基礎年金の拠出期間を45年に延長し、60歳台前半の方々に、支
える側に回っていただき、基礎年金の底上げを図る。

○厚生年金については、69歳まで被保険者であるが、現状では、１階部分の給付に結び付くのは40年間
に限られており、所得再分配効果の高い１階部分を充実する。

○延長部分の国庫負担２分の１相当分の財源を、どのようにして確保するか。

基礎年金の拠出期間の４５年（２０歳～６４歳）への延長の意義

基礎年金
基本部分
（40年）

基礎年金
延長部分
（5年）

＋

1号被保険者 2号被保険者 3号被保険者

負担
国民年金
保険料
※５年分を
追加負担

現在の厚生年金保険料（70
歳未満加入）と同じ
※追加負担なし（２階から
１階への財源移行で賄う）

給付 40年分の基礎年金と同じ１年当たり単価に
より、５年分を加算して増額

６４５９

基礎年金の45年化により、
１階部分が増える

15



調整期間一致の仕組みを検討する際の背景

３．厚生年金と国民年金を一体的に考える必要性の高まり

①被用者における国民年金（第1号被保険者期間）の意義

⇒ 就業前の学生期間、失業期間、育児、介護、傷病の治療、職業訓練等により就業を中断している期間を保
障する国民年金は、厚生年金に加入できない期間をカバーする制度としての意義がある

②国民年金の加入者像の変化

⇒ 自営業の減少、被用者保険を適用されていない被用者の増加、フリーランスの増加、学生の加入者の増加、
雇用の流動化が、①の意義を強化

※ 国民年金加入者の構成割合 被用者40.3％、無職34.2％、自営業23.7％ （再掲）学生18.4％

③2004年改正により、給付水準を調整する財政フレームを導入した中で、共通の給付である基礎年金の給付水準
や、国庫負担の低下を防止することは、厚生年金の被用者にもメリットがある

２．2004年改正による年金財政の構造の変化

⇒ 2004年改正前は、各制度の財政見通しに応じて保険料を引き上げる仕組みだったため、国民年金、厚生年
金それぞれの財政状況は他方の給付と負担に影響しなかった。
しかし、2004年改正で保険料の上限を固定し、マクロ経済スライドで給付額を調整する仕組みとなった結果、

国民年金の財政状況で基礎年金水準が決まり、厚生年金の給付水準や国庫負担にも影響を及ぼすことに
なった。
国民年金だけでなく公的年金全体の財政状況で基礎年金の給付水準を決定する仕組みに見直す必要があ

り、その方が、「全員共通の基礎年金を全体で支える」という基礎年金の理念と整合的ではないか。

１．積立金を活用する時期への移行

⇒ 調整期間がずれてしまう要因は、現行の仕組みが、国民年金勘定と厚生年金勘定を区分し、それぞれが積
立金を持ち、双方が現在の人数割で基礎年金拠出金を拠出して給付費を賄っていることにある。

基礎年金拠出金の財源に、保険料に加え積立金も活用する時期における拠出金の分担の在り方について
は、現行の加入者割に加え、積立金で賄う分は、積立金の規模を考慮することが整合的ではないか。

16



老齢基礎年金の算定基礎となる加入履歴

○老齢基礎年金の算定基礎となる期間が国民年金第１号被保険者期間のみである者は、６５歳の
受給権者の３．６％となっている（全受給者の場合、９．５％）。

○残りの ９６．４％（全受給者の場合、９０．５％）は、厚生年金の加入履歴がある者である。

＜老齢基礎年金の算定基礎となる加入履歴＞

（出典）平成３０年度の基礎年金受給権者データを基に作成
※ 未納期間及び納付猶予期間については、第１号期間に含めず集計している。また、共済期間は第２号期間としている。

また、昭和６０年改正以前は、国民年金の被保険者期間は第１号期間、厚生年金及び共済年金の被保険者期間を第２号期間としている。
※ 昭和６０年改正以前に国民年金に任意加入していた専業主婦は第１号期間に含まれていることに留意。

６５歳の受給権者数 受給権者数全体

１号期間のみ 5万人 3.6% 312万人 9.5%

２号期間又は３号期間のみ 34万人 26.3% 806万人 24.7%

１号期間と２号又は３号期間の両方を保有 91万人 70.1% 2,148万人 65.8%

計 129万人 100.0% 3,266万人 100.0%
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３．健康寿命の延伸と年金
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平均余命の伸長

【65歳平均余命の伸長】

基礎年金創設時
（1986年）

約45年後（予測）
（2065年）

女性 18.94年 男性 15.52年

現 在
（2020年） 女性 24.91年 男性 20.05年

女性 27.94年 男性 22.60年

+4.53年+5.97年

+2.55年+3.03年

約35年前

出典：厚生労働省「完全生命表」「簡易生命表」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来
推計人口（平成29年推計）」

65歳の女性は何歳まで生きる？

65歳の男性は何歳まで生きる？
70歳 80歳 90歳 100歳

94％ 74％ 37％ 4％

70歳 80歳 90歳 100歳

98％ 88％ 62％ 16％

※ 2020年に65歳の場合

出典：厚生労働省「簡易生命表」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計
人口（平成29年推計）」より試算したもの。
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2050年

こ
れ
以
降

大
き
な
変
化
は

な
く
な
る

従来良くある図・・「高齢者１人を支える現役世代の人数」を65歳で固定してみた図

1975年 2015年

20～64歳
人口

65歳以上
人口

（データ出所）総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」

人口構成の変化のとらえかた

見方を変えた図・・「非就業者1人を支える就業者の人数」
1975年

非就業者

就業者

2015年 2050年

「支える人（働いている人）」と
「支えられる人（働いていない人）」
という視点で見ると、
実は昔も将来も、１人を支える人数は
それほど変化があるわけではない。

1.02人0.88人

20

年齢を固定して区分すると
高齢者1人を支える
現役世代の人数は
急速に減少する。

ただし、2050年頃以降は
大きな変化はなくなる

1.09人

（データ出所）総務省「人口推計」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
総務省「労働力調査」、労働政策・研修機構「2018年度労働力需給の推計」
なお、2050年の就業者数については、男女別・年令階級別将来推計人口に同就業率（ただし、労働力需給推計
の最終年度が2040年度であるため、2040年度以降一定と仮定）を乗じることにより推計



平均余命の延伸による生涯の年金受給総額への効果

21

○現在２０歳の世代は、現在６５歳の世代に比べ、平均余命が１３％増加し、その分、
年金受給期間が延びる。

○このため、マクロ経済スライドにより所得代替率は１７％低下するが、生涯の受給額の
総額という観点で見ると、平均余命までの累計の年金受給総額（賃金換算）は、４％の
低下にとどまる。（ケースⅢの場合の試算）

平均余命
（６５歳）

６５歳時点
所得代替率

平均余命までの累計

賃金換算（注２）

1954年度生（６５歳）

（2019年度65歳到達）
22.3年 61.7％ 142月

1979年度生（４０歳）

（2044年度65歳到達）
24.2年 （＋ 8％） 51.8％ （▲16％） 132月 （▲ 7％）

1999年度生（２０歳）

（2064年度65歳到達）
25.2年 （＋13％） 51.0％ （▲17％） 136月 （▲ 4％）

注１ 年金月額、年金受給総額については、各時点の名目額を物価上昇率で2019年度時点に割り戻した実質額
注２ 賃金換算は、年金受給総額が手取り賃金に換算して何月分に相当するかを示したもの。平均余命までの所得代替率の累計と一致する。
注３ （ ）は1954年度生まれ（2019年度に65歳）と比較した伸び率
注４ 平均余命は男女平均

〔ケースⅢ〕



現在と同じ所得代替率を確保できる受給開始時期の選択

1954(昭和29)年度生
（2019年度 65歳）

1999(平成11)年度生
（2019年度 20歳）

就労延長により2019年度
の所得代替率（61.7％）

を確保する場合

所得代替率

就労期間
（拠出期間）

平均受給期間

６１．７％

４０年
（20歳～60歳）

２２年４月
（65歳～87歳4月）

５０．８％

４０年
（20歳～60歳）

２５年３月
（65歳～90歳3月）

６１．７％

４６年９月
（20歳～66歳9月）

２３年６月
（66歳9月～90歳3月）

モデル年金
（４０年拠出）

モデル年金
（４０年拠出）

約３年延長（平均余命の伸び）

受給開始時期 ６５歳 ６５歳 ６６歳９月

22約１年延長

繰下げ
増額

拠出期間
の延長

所得代替率
が同じ

○ 現在20歳の世代は、66歳9月まで就労し、繰下げ受給を選択して年金を増額すれば、現行制度
のままでも、現在（2019年度）の65歳の世代と同じ所得代替率61.7％を確保できる試算。

○ ７０歳までの繰り下げで、４２％の増額、７５歳までの繰り下げで、８４％の増額。

２０１９年財政検証
ケースⅢ



これ以上の支給開始年齢の引上げをせずに、繰り下げ受給をお薦めしている理由

年金額年金額保
険
料
収
入

固定

国
庫
負
担

積
立
金 現在の

高齢世代分
将来世代分

年齢引上げした
場合の削減分

年金額年金額保
険
料
収
入

固定

国
庫
負
担

積
立
金 現在の

高齢世代分
将来世代分

【現行制度（支給開始年齢の引上げなし）】

【仮に、支給開始年齢を引き上げた場合】

マクロ経済スライドによる調整は、現在の受給者にも、
将来の受給者にも、同様に適用される

支給開始年齢を引き上げると、
将来世代から削減された財源の一部が、
マクロ経済スライドの早期終了により、
現在の高齢者世代にも分けられる

○ 個々人が繰下受給により増額する場合は、繰下の効果が、直接、その個人に還元される（７０歳で４２％増額）

○ 一方、保険料の上限を固定し、マクロ経済スライドにより給付水準を調整する財政枠組の下では、支給開始年齢
を引き上げると、将来世代から削減された財源の一部が、マクロ経済スライドの早期終了により、現在の高齢者
にも分けられることになる。

繰下受給による
増額の効果は、
その個人に還元
される
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人口構造・就労構造の変化に対応した年金制度の対応
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65歳到達年度

生年度

1990
(平2)
大15

1995
（平7）
昭5

2000
(平12)
昭10

2005
(平17)
昭15

2010
(平22)
昭20

2015
(平27)
昭25

2020
(令2)
昭30

2025
(令7）
昭35

2030
(令12)
昭40

2035
(令17)
昭45

2040
(令22)
昭50

2045
(令27)
昭55

2050
(令32)
昭60

昭60年改正
給付乗率の引下げ
10/1000→7.5/1000

平6年改正 支給開始年齢引上げ
（定額部分 60→65）

男性

女性

平12年改正 支給開始年齢引上げ
（報酬比例部分 60→65）

男性

女性

2011年まで20年かけて
32年加入から40年加入にあわせた

給付乗率の調整を実施

2030年まで25年かけて
60歳から65歳への支給開始年齢

の引上げを実施

昭21.4生

昭41.4生

昭29.4生

平16年改正
マクロ経済スライド導入

昭16.4生

昭28.4生

昭2.4生

概ね昭12生以降に適用
それ以前は経過措置平12年改正

給付乗率５％適正化

平28年改正
キャリーオーバー制導入

 平均余命の延伸 →受給期間が伸びる

 出生率の低下 →支える人口が減少

 健康寿命の延伸 →年金を必要とせず働ける年齢が伸びる

 高齢者・女性の就労の増 →支え手の減少が緩和

マクロ経済スライド調整を
行いつつ、就労期間を伸ばし、

45年加入が標準の時代へ
次期制度改正の検討課題

調整期間一致・45年化など



年金制度の課題への取り組み
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現行制度の的確な事業運営

令和２年改正の施行

次期制度改正に向けた検討

・厚生年金保険の適用促進、 ・国民年金保険料の納付促進、
・正確な給付 ・わかりやすい情報提供、
・効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）、・情報システムの改善 等

・被用者保険の適用拡大、
・在職中の年金受給の在り方の見直し（在職老齢年金、在職定時改定）、
・受給開始時期の選択肢の拡大、
・確定拠出年金の加入可能要件の見直し、拠出限度額の見直し 等

（2024年 財政検証、2025年 法案提出に向けて）

・被用者保険の適用拡大、
・マクロ経済スライドの調整期間一致
・基礎年金の45年化
・遺族年金、障害年金の見直し
・その他
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ご静聴ありがとうございました



医療介護福祉政策研究フォーラム理事長
国際医療福祉大学院教授

中村秀一

元年金課長として思うこと

年金綜合研究所
シンポジウム

2021年11月30日

1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○今年は皆年金が達成しして50年の記念すべき年。



自己紹介

1973年（昭和48年） 厚生省入省：老人福祉課

環境庁、在スウェーデン日本国大使館、北海道庁の勤務

１990～92年 老人福祉課長

1993〜95年 年金課長
保険局企画課長、大臣官房政策課長、審議官（医療保険担当）などを経て

2002～05年 老健局長

2005～08年 社会・援護局長

2008～10年 社会保険診療報酬支払基金理事長

2010～14年 内閣官房社会保障改革担当室長

2



元年金課長として思うこと
Ⅰ 年金行政との関わり

①年金担当以前

②年金課長として

③その後の関わり

Ⅱ 年金改正を担当して
Ⅲ 年金について考える

①社会保障について

②高齢者の暮らし

③医療・介護の保険料負担

④「中福祉」の維持には「高負担」が避けられない



Ⅰ 年金行政と私



給付の大幅改善以後

1973年改正 ５万円年金と賃金・物価スライド制の導入

1976年改正 ９万円年金

1979年 年金制度基本問題懇談会報告書（支給開始年齢、提起）

1980年改正 １３万円年金と遺族年金の改善（支給開始年齢❌）

1984年 昭和70年までに公的年金制度一元化・閣議決定

1985年改正 基礎年金の導入、厚生年金法の改正、国家公務

員共済組合法等の改正

1989年改正 完全物価スライド制の導入（支給開始年齢❌）

被用者年金制度間調整法制定

年金関係の動き



1990年〜

1993年 制度間調整法の延長

1994年改正 厚生年金定額部分の支給開始年齢の引き上げ

ネット賃金スライド制、ボーナスからも特別保険料

1997年 鉄道、たばこ、電々共済を厚生年金に統合

2000年改正 厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ

保険料（月収制→総報酬制13.58%)

2002年 農林共済を厚生年金に統合

年金関係の動き



2004年改正以後

2004年改正 保険料の上限固定、給付水準のマクロ経済調整
2006年 「消えた年金記録問題」
2009年 第１回年金財政検証
2010年 日本年金機構発足
2012年 社会保障・税一体改革関連法（年金関連・４本）

2014年 第２回年金財政検証
2015年 厚生年金と共済年金の統合
2016年 年金制度改正（適用拡大、年金額改定ルールの見直し）

2019年 第３回年金財政検証
2020年 年金制度改正（適用拡大、受給開始時期の選択肢の拡大）

年金関係の動き

民主党政権



①年金担当以前



厚生省入省前後

○学生時代：賦課方式への転換の議論が盛ん
（伊東光晴教授）

○1973年厚生省入省（福祉元年）

○吉村仁・官房総務課長（1976年）
・「現役世代の６割の年金水準の年金」と説明

・吉武係長が感心（＊2004年改正時の年金局長）

年金との関わり



スウェーデン駐在・帰国

○1981〜84年 在スウェーデン日本国大使館勤務
・スウェーデンの年金制度を学ぶ（２階建ての年金制度）

・1982年 社会民主党政権復帰（1976年に下野）

「年金を守れ」が選挙公約

○1985年の年金改正
・山口新一郎年金局長

年金との関わり



②年金課長として



年金課長として（1992〜95年）

○「年金をしたことがないから年金課長にした」

（古川貞二郎官房長）

○1994年の年金改正の課題

・厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

・「ネットスライド制」の導入

・保険料率の引き上げ

○被用者年金の一元化

○沖縄厚生年金の格差是正問題

年金との関わり



○細川連立政権の成立（1993年）

・1989年改正の支給開始年齢引き上げを反対した野党

（社会、公明、民社）が与党に

・連立政権下での政策決定（与党年金プロジェクトチーム）

・野党自民党は「基礎年金国庫負担２分の１」を主張

○年金改正法案提出後、自社さ政権が成立

・野党新進党が「基礎年金国庫負担２分の１」とするよう

逆提案→附則に規定することで決着

年金との関わり



附則に検討規定

「政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、1995年以

降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事

業の財政の将来見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費

用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負

担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に

基づいて、必要な措置を講ずるものとする。」

①

② ③ ④

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ



③その後の関わり



政策課長として（1999年〜01年）

○小渕政権で経済再生最優先

○年金保険料の引き上げ凍結（1999年改正）

○経済戦略会議、税方式を提案

○ステークホルダー

→税方式、積立方式、厚生年金の民営化を提案

年金との関わり



基礎年金

基礎年金
国庫負担
1/3

2階部分=厚生年金

経済戦略会議の見直し案（年金）

21世紀の早い時点で負担割合
を高める

将来的には税方式へ移行

段階的に公的関与を縮小
30年後に完全民営化を目指す
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基礎年金

基礎年金
国庫負担
1/3

2階部分=厚生年金

ステークホルダ―の意見（年金）

日経連：全額税方式
（財源は目的間接税）

経済同友会：私的年金

経団連：将来的に民営化を

日経連：報酬比例、社会保険
方式、積立方式

経団連：税方式へ移行

経済同友会：消費税。給付は
生活保護の水準と同レベル

連合：国庫負担割合を1/2に引き上げ。
その後できるだけ早く税方式へ転換（労使折半原則を実質的に確保）

連合：現行制度の枠組みを
維持。賦課方式。公的年金
の一元化に向けて検討

18



社会保障構造の在り方に関する有識者会議

○社会保障構造の在り方に関する有識者会議

（2000年1月～10月：小渕内閣・森内閣）

・官邸で総理が設置した初めての有識者会議

・「負担」のあり方：保険料と税

○内閣総理大臣の主宰により２０００年1月から開催
• 少子高齢化が進行する中で、社会保障制度が将来にわたり安定した効率的なものとな

るよう、年金、医療、介護など総合的に、かつ、給付と負担を一体的に捉えて検討

• 関係大臣6名と有識者19名の25名で構成

19

年金との関わり



20

21世紀の社会保障の国民の選択

2000 2025

給付と負担
78兆円

国民所得比
20  1/2%

負担を増大させても給付を確保

・給付と負担が現在の約1.5倍

・現在のイギリスとドイツ、フランス
の間の水準

負担を増大させずに給付を見直し

・厚生年金の給付総額をさらに４分 の１削減

・推計医療費81兆円と給付費42兆 円の間に
おおよそ40兆円のギャ ップ

選
択
の
幅
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社会保障の進むべき途

• 将来に向けてある程度の負担の増加は避けられない
ものの、できる限り負担増、特に現役の負担増を抑え
る。

• なお増加する負担については保険料と公費負担で
賄う必要。公費負担を賄う税制の在り方についても
検討。

規模の増大は抑制されるものの、持続可能で、必
要な給付が確実に行われる強固な社会保障



内閣官房社会保障改革担当室長として
2010〜14年

○民主党政権下で検討開始

○「社会保障と税の一体改革」の枠組み

○野党の協力が必要

○民主党の「新しい年金制度」が争点

年金との関わり



マニフェスト2007のイメージ
図

現役時代に納めた保険料

年
金
受
給
額

現在のイメージ図

＜民主党マニフェスト2009（抄）
＞

現役時代に納めた保険料

年
金
受
給
額

＜民主党マニフェスト2007（抄）
＞ ○全ての人が同じ年金制度に加入し、職業を

移動しても面倒な手続きが不要となるよう
に、年金制度を例外なく一元化する。

○全ての人が「所得が同じなら、同じ保険
料」を負担し、納めた保険料を基に受給額
を計算する「所得比例年金」を創設する。

○消費税を財源とする「最低保障年金」を創
設し、全ての人が７万円以上の年金を受け
取れるようにする。「所得比例年金」を一
定額以上受給できる人には、「最低保障年
金」を減額する。

○全ての年金を例外なく一元化します。
○基礎（最低保障）部分の財源はすべて税
とし、高額所得者に対する給付の一部な
いし全部を制限します。

○所得比例部分の負担と給付は、現行水準
を維持します。

○消費税は全額年金財源（基礎部分）に充
当します。

所得比例年金 所得比例年金

最低保障年金

最低保障年金

23



Ⅱ 年金改正を担当して



年金改正を担当して

①改革には時間がかかる

②先送りされがちな財源の確保

③皆年金という高いハードル

④雇用との関係が重要

⑤政争の具とせず超党派で取り組む



①改革には時間がかかる

（例）支給開始年齢の引き上げ（提起から完成まで50年）

1979年 最初の提案（年金制度基本問題懇談会報告書）
1980年改正 実現できず
1989年改正 実現できず
1994年改正 厚生年金定額部分の支給開始年齢の引き上げ
2000年改正 厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ
2025年 男子の支給開始年齢65歳、完成
2030年 女子の支給開始年齢65歳、完成



②先送りされがちな財源の確保

（例）基礎年金国庫負担２分の１への引上げ

1993年 野党自民党、引き上げを主張（与党となり実現を迫られる）

1994年 年金改正法案に附則で検討規定を盛り込む
2009年 基礎年金国庫負担、２分の１に引き上げ（財源なし）
2012年 消費税率引き上げ法案、成立
2014年４月 消費税率８％への引き上げ（財源の確保が完成）

＊財源の裏打ちのない「公約」が横行しがち。
＊消費税率の引き上げは「３党合意」の成果



③皆年金という高いハードル

○1995年、日独年金通算協定の交渉のため訪独

・ドイツ側に「第３号被保険者問題」を説明するも

理解されず。

・ドイツ側の反応：？

「収入のない専業主婦に年金権を与える必要はない」

→ドイツの年金は職域年金であったと再認識

○日本：皆年金制度ゆえの困難性があることを自覚



日独年金通算協定の交渉

○1970年頃、デュッセルドルフの日本人会から年金通算について

の陳情あり。 （起案者：横尾和子係長）

○日独年金通算協定の交渉が始まるが進展せず

（年に１回のペース）

○厚生大臣が海外出張の際、ドイツを訪問する理由が「年金通算

協定」の交渉促進のため。

○在スウェーデン時代に、スウェーデンは欧米各国と通算協定を

締結。→なぜ日本は締結できないか、かねてから疑問



○1995年に交渉のために訪独を命じられる（ボンにて交渉）

（当時、横尾さんは社会保険庁長官）

○従来の対処方針を全面的に見直し、協定全文の協議を行う。

○ドイツ側より要請があり、5月に再度、訪独。

その際、ベルリン、ブラウンシュヴァイクも訪問（保険者所在地）

○日独年金協定は1998年4月に署名、2000年2月に発効



④雇用との関係が重要

○1989年改正は雇用（＝労働省）との連携がなく、支給開始年齢

の引上げは失敗。

○1994年改正はその反省から雇用との調整に注力

60歳まで ：雇用が中心

60歳台前半：雇用＋年金（「部分年金」）

65歳から ：年金が中心

○「人生80年時代の年金」→「人生100年時代の年金」



⑤政争の具とせず超党派で取り組む

○1994年改正→ほとんどすべての政党が与党として関与
年金審議会での検討：自民党政権
改正法案・国会提出：８会派連立政権（社会・公明・民社が与党）
法案成立時 ：自社さ政権

○2012年改正（年金４法案）
・「社会保障と税の一体改革」の枠組み
・与党の民主党と野党の自民・公明の３党が合意



「スウェーデン方式」について

○スウェーデンの年金改革（1994年）

・２階建て年金→所得比例年金（一本化）＋最低保障年金

・「（概念的）給付建て部分」＋「給付建て部分」

○社民党政権で年金改革を検討するが実現せず。

非社民党政権下で超党派の委員会で検討し、合意

○日本では「スウェーデン方式」として注目される。



Ⅲ 年金について考える



①社会保障について
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社会保障とは



社会保障給付費（2020年度）

126.8兆円、対GDP比22.2%

５７.７兆円（45.5％）
４０.６兆円（32.0％） 12.3兆円（9.7％）

16.2兆円（12.8％）

医療＋介護 52.9兆円（41.7%)
37

福祉＋介護
28.5兆円
（22.5%)



この30年間の社会保障の動向

１９９０ ２０２０ 増加割合

給付総額 ４７．４（100.0％） １２６．８（100.0％） ２．６７倍

年金 ２４．０（50.7％） ５７．７（45.5％） ２．４０倍

医療 １８．６（39.1％） ４０．６（32.0％） ２．１９倍

福祉その他 ４．８（10.2 ％） ２８．５（22.5％） ５．９３倍

対GDP比 １０．５０％ ２２．２％ ２．１１倍
38



１９９０年以降
福祉は充実

９０年代以降
高齢者介護等
の充実

・「ゴールドプラン」1990年～

・福祉8法の改正

・介護保険の創設2000年～

・「エンゼルプラン」1995年～

・障害者プラン1996年～
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『21世紀福祉ビジョン』
（1994年・細川政権下）

〇厚生省が設置した

「高齢社会福祉ビジョン懇談会」の報告書

（宮崎勇座長）

『21世紀福祉ビジョン～少子・高齢社会に向けて～』

（1994年3月28日）

1955年以降、初めての
非自民党政権



『21世紀福祉ビジョン』
（1994年・細川政権下）

〇厚生省が設置した

「高齢社会福祉ビジョン懇談会」の報告書

（宮崎勇座長）

『21世紀福祉ビジョン～少子・高齢社会に向けて～』

（1994年3月28日）

1955年以降、初めての
非自民党政権



年金、医療、福祉のバランスの
とれた社会保障の給付構造

〇年金制度の安定化、医療制度の安定化、効率化

を図るとともに福祉等の水準を思い切って引き

上げる

〇年金、医療、福祉等のバランスのとれた社会保

障へと転換

５：４：１→５：３：２
医療のスリム化
福祉の充実



社会保障の財源構造の在り方

〇間接税の増収措置が講じられる場合には、その

一定程度を社会保障の経費に充当することを検

討

〇その際、当面の方向としては、緊急の課題であ

る介護対策の充実等に充てていくことが適切

「消費税率の引上げ」を意味する

社会保障の財源の確保

介護を最優先に位置づけ



21世紀に向けた
介護システムの構築

①高齢者の介護に必要なサービスを総合的に提供

②最適なサービスを選べる利用型サービス

③健全な競争により、質の高いサービス

④介護費用を国民全体の公平な負担

⑤施設・在宅を通じて費用負担の公平化

介護保険に向けて
舵を切った



厚生労働省ホームページ

５

５

３

１
２

４

1990年 5:4:1

現在 5:3:2
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年金給付額の推移
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「福祉元年」

1981年
「年金」が「医療」を抜く

単位：億円



社会保障給付費に占める年金の割合

－
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２００３年、０4年がピーク52.3％

2019年 44.7％

1972年 23.5％

1990年 50.1％
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社会保障給付費：部門別シェアの推移
2003年52.3％がピーク

2004年以降、年金のシェアが低下年金

医療

福祉その他
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社会保障給付費と年金給付費の比較
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社会保障給付費と年金給付費の比較
（対GDP）
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一人当たりGDP

1989年 日本4位（スイス、ルクセンブルグ、スウェーデン）

＄２４，８３１

2000年 日本2位（ルクセンブルグ）

＄３８，５３６

2010年 日本18位

＄４４，６７４

2017年 日本25位
＄３８，４４９

2022年 日本31位

$39,390

吉野太喜『平成の通信簿』2019年3月
文春新書

The Economist Pocket World in Figures
202２ Edition
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１９９０ ２０２０ ２０４０

給付総額 ４７．４（100.0％） １２６．８（100.0％） １９０．０（100.0％）

年金 ２４．０（50.7％） ５７．７（45.5％） ７３．２（38.5％）

医療 １８．６（39.1％） ４０．６（32.0％） ６８．５（36.0％）

福祉その他 ４．８（10.2 ％） ２８．５（22.5％） ４８．３（25.4％）

対GDP比 １０．５０％ ２２．２％ ２４．０％

2.67倍

2.40倍

2.19倍

5.93倍

2.11倍

1.49倍

1.26倍

1.68倍

1.69倍

1.08倍

うち介護 12.3(9.7%)       うち介護 25.8(13.5%) 2.09倍

社会保障給付費（1990年〜2040年）
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2040年の年金（単純な推計）

【年金給付費】

2018年度 56.7兆円 （対GDP比 10.1%)→a

2040年度 73.2兆円 （対GDP比 9.3%)→b b/a=0.92

【65歳以上人口】

2018年 3,557万人 c

2040年 3,921万人 d   d/c=1.10

【2040年の年金】

一人当たりの年金（対GDP比）は2018年の83.7%の水準



②高齢者の暮らし



2019年 国民生活基礎調査の概況 55



2017年所得再分配調査結果

〇2019年9月6日公表

〇全世帯平均

当初所得 429.2万円

再分配所得 499.9万円（＋16.4％）

〇ジニ係数 当初所得 ０．５５９４

再分配所得 ０．３７２１
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厚生労働省・所得再分配調査

負担

給付
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厚生労働省・所得再分配調査

負担 給付

このライン以上の所得層
では負担が給付を上回る
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高齢者世帯

〇当初所得 100.4万円

再分配所得 365.4万円（3.64倍）

〇ジニ係数 当初所得 ０．7828

再分配所得 ０．3688

〇社会保障給付の内訳

年金68.4％、医療22.7％、介護7.9％

その他1.0％

59



60



61



厚生労働省・所得再分配調査
62



所得再分配によるジニ係数の変化

厚生労働省・所得再分配調査

2005年 2017年2008年 2011年 2014年
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日本：ジ二係数の変化（1962～2017）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

当初所得 再分配所得
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各国のジニ係数（2018年）

0.504 0.505 0.513 0.5
0.529

0.426

0.339

0.39
0.366

0.289 0.301
0.275

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

当初所得 再分配後
20172015 2017

高高やや高 低
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ジニ係数の各国比較

当初所得 再分配後所得 年

イギリス 0.513 0.366 2018

アメリカ 0.505 0.390 2017

ドイツ 0.500 0.289 2017

フランス 0.529 0.301 2018

スウェーデン 0.428 0.275 2018

デンマーク 0.446 0.264 2017

日本 0.504 0.339 2015

出典：OECD.Stat

高

高

低

低

やや高

66



生活保護について

2021年10月６日
厚生労働省被保護調査



被保護世帯の過半が高齢者世帯
（2021年７月）

56%

4%

13%

12%

15%
高齢者世帯
母子世帯
障害者世帯
傷病者世帯
その他の世帯

2021年10月６日
厚生労働省被保護調査



2021年3月 全国社会・援護局関係主管課長会議資料69

高齢者の伸びが大きい



高齢者の保護率のみ
上昇が続く

ntent/12201000/000755811

2021年3月 全国社会・援護局関係主管課長会議資料70



③医療・介護の保険料負担



今井澄著

『理想の医療を語れますか』
2002年4月5日発行
東洋経済新報社刊

254頁

年金という幹に
医療・介護の枝が
伸びる。
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国

25%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号保険料

33%

第１号保険料

17%

介護保険の仕組み

年金から天引き

医療保険の保険者
から徴収

市町村負担は
12.5%のみ

第１号保険料の水準が
当該市町村の介護保険の
規模を決定する。
→第２号保険料と
国＋都道府県の税財源は
自動的に決まる仕組み
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国

25%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号保険料

33%

第１号保険料

17%

第１号保険保険料の
水準：市町村が決定

65歳以上人口と
40〜64歳人口との
割合で配分

介護保険の財源構成
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介護保険料の推移

2,911
3,293

4,090 4,160

4,972

5,514
5,869 6,014

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021

（単位：円）

2021年5月14日厚生労働省発表資料から作成75



介護保険料の伸び率の変化

13.1

24.2

1.7

19.5

10.9
6.4

2.5

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021

平均伸び率
10.9%

（単位：％）
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医療費と介護費（2018年度）

65歳未満医療費
17兆1,121億円
39.4％

65歳以上医療費
26兆2,828億円
60.6％

介護費
9兆6,266億円

医療＋介護＝53兆215億円

65歳以上の費用＝35兆9,094億円
全体の67.7％

65歳以上が医療費の
6割を占める。

医療費（43兆3,949億円）
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一人当たり保険料・保険料率

2018年度 2040年度

協会けんぽ 10.0％ 11.8％

（1.18倍）

後期高齢者 5,800円 8,200円

（1.41倍）

介護保険（1号保険料）

約5,900円 約9,200円

（1.55倍）
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保険料（後期高齢者＋介護）

（2018年） （2040年）

１１，７００円 １７，４００円
(１．４８倍)

＋５，７００円
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④「中福祉」の維持には
「高負担」が必要



一人当たりGDP

39,290

62,795

42,994
47,063

41,464

54,608

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

単位：＄

81The Economist Pocket World in Figures 2021 



高齢化率

28.4

16.6
18.7

21.7 20.8 20.3

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

The Economist Pocket World in Figures 2021 



各国の社会支出（対GDP比：2019年）

22.3
18.7 20.5

25.5 25.9

31

Japan USA UK Sweden Germany France
2017年

Data extracted from OECD.Stat83

https://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx


高齢・遺族給付の対GDP比（2017年）

9.4

7.1

5.6

10.2

13.6

7.2

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

Data extracted from OECD.Stat

https://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx


高齢・遺族給付（高齢化調整後）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

＊高齢・遺族給付（対GDP比）/高齢化率（％）



各国の年金水準

0
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80

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

Gross Relative Pension Level Net Relative Pension Level
OECD Pension at a Glance 2019
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１９９０ ２０２０ ２０４０

給付総額 ４７．４（100.0％） １２６．８（100.0％） １９０．０（100.0％）

年金 ２４．０（50.7％） ５７．７（45.5％） ７３．２（38.5％）

医療 １８．６（39.1％） ４０．６（32.0％） ６８．５（36.0％）

福祉その他 ４．８（10.2 ％） ２８．５（22.5％） ４８．３（25.4％）

対GDP比 １０．５０％ ２２．２％ ２４．０％

2.67倍

2.40倍

2.19倍

5.93倍

2.11倍

1.49倍

1.26倍

1.68倍

1.69倍

1.08倍

うち介護 12.3(9.7%)       うち介護 25.8(13.5%) 2.09倍

社会保障給付費（1990年〜2040年）
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国民負担率の推移

国民負担率 税負担 社会保障負担 財政赤字
1970年 24.3％ 18.9％ 5.4％ 0.5％
1975年 25.7％ 18.3％ 7.5％ 7.5％
1980年 30.5％ 21.7％ 8.8％ 8.7％
1985年 33.9％ 24.0％ 10.0％ 5.1％
1990年 38.4％ 27.7％ 10.6％ 0.1％
1995年 35.7％ 23.3％ 12.4％ 9.1％
2000年 35.6％ 22.6％ 13.0％ 9.5％
2005年 36.2％ 22.4％ 13.8％ 5.6％
2010年 37.2％ 21.4％ 15.8％ 10.9％
2015年 42.3％ 25.2% 17.1% 6.1%
2020年 46.1％ 26.３％ 19.9％ 20.3％
2021年 44.3％ 25.4％ 18.9％ 12.2％

＋20.0 ＋6.5 ＋13.5
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2021年4月15日 財政制度分科会資料
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財務省 日本の財政関係資料（2021年4月）
93



ポスト一体改革の論議を

○2010年に検討が開始された「社会保障と税の一体改革」は

2019年10月に消費税率10％引上げで、制度的には完了

・年金制度については2004年改正フレームの完成を目指す。

○安倍内閣の末期（＋菅内閣）で全世代型社会保障への転換が

提起されたが、未完成のままとなっている。

○2040年を見据えた改革が求められるが、年金改革は不可避と

考える。



ご清聴、ありがとうございました。
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