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厚生労働省は、2004年度年金改革について

「持続可能な安心できる年金制度構築に向け

て （厚生労働省案）を公表した(2003.11.17。」 ）

これに基づき2004年度の通常国会に年金改革法

律案が提出されよう。これに準じて地方公務員

共済組合等の年金制度改定も行われる。

この案に対して、労働組合の連合や国民が比

較的冷静なのに対して、経済財政諮問会議で民

間議員（経営者、学者等）や日本経団連など経

営者側の20％保険料は高すぎるとの反発が突出

しているが特徴である。

本稿は、働く者一人ひとりが将来の自分たち

の年金をどう考えるのかの判断の一助となれば

幸いである。以下では、厚生労働省案を紹介し

ながらその内容を検討してみたい。

１．公的年金制度の体系

公的年金制度の改革については、①基礎年金

の税方式への転換、②一本の所得比例年金と税

財源による最低保障年金の組み合わせ等の抜本

的改革の議論があった。しかしこれら改革案は、

導入に当たっての制約があり、現実的な選択肢

にならないとして、今後の検討課題とされた。

その結果、基礎年金と報酬比例の二階建て方式

を企業年金で補完する現行の公的年金制度を前

提に、その下での改革を行うとした。したがっ

て抜本的年金改革にはなっていない。

今回の衆議院選挙は年金選挙であり、抜本的

年金改革の提案もあったが、財源確保の具体的

増税案、所得補足に不可欠な納税者番号制・社

会保障番号制の早期導入の主張はみられなかっ

た。そうなれば現行の年金制度体系の下での改

革を進めるしかないのは当然の結果であろう。

もともと政権交代の度ごとに、国民一人ひと

り老後生活に係る公的年金制度を抜本的に変え

るのは望ましくない。今後の年金制度のあり方

は、増税案や社会保障番号制・納税者番号制に

ついて国民合意を形成し、スウェーデンのよう

に与野党で論議の場をつくり、広く国民の意見

を聴取して改革案が成案されることを望みたい。

２．公的年金の給付と負担

公的年金の給付と負担については、①少子化

等の進行の中で、社会全体の所得や賃金の変動

に柔軟に対応でき長期の安定を確保する、②将

来の現役世代の負担を過重にしないことと高齢

者の生活を支える年金給付水準確保の適切なバ

ランスをとる、としている。

そのために、①基礎年金の国庫負担の２分の

１への引き上げ、②凍結中の保険料負担の引き

上げ、③将来に向け年金積立金水準の抑制、④

最終保険料水準の固定と現役世代との比較での
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適切な給付水準の確保が必要であるとしている。

今回の年金改革案は、負担の引き上げと給付の

引き下げとなっており、保険料負担者と年金受

給者双方の不満があるところである。これにつ

いて働く者一人ひとりがこれでよいのかを真剣

に議論する必要がある。

年金積立金については、従来は将来のすべて

の期間について、給付と負担を均衡させるため

約140兆円の積立金の維持が必要であるとして

いた。今後は、100年程度で給付と負担を均衡

させるため、積立金水準を抑制し、最終年度の

積立金水準を給付費の１年分程度（約32兆円、

基礎年金・厚生年金、2003年度）とするとした。

これは従来の厚生労働省の年金積立金維持方針

を基本的に転換させたものであり、自民党厚生

族からも批判を浴びた。これについて早速、丹

羽元厚生大臣は、国庫負担の２分の１への引き

上げの財源が消費税の増税で行われるまでの間、

年金積立金を早めに取り崩し、それに充当すべ

きとしている（東京新聞、2003.11.29。）

（1）国庫負担の２分の１への引き上げ

2000年の年金改正時に法律上、基礎年金の国

庫負担の２分の１への引き上げが明記されてお

り、今回はその引き上げの具体的道筋を明らか

にすべきとした。2004年度に一挙に引き上げる

か、５年間かけて段階的に実施するかの二つの

方法を提示した。２分の１引き上げには約2.7

兆円の財源が必要であり、税制改正で早期に財

源確保に着手すべきとしている。与党は２分の

１の引き上げで合意しているが、財源確保につ

いては消費税引き上げか、所得税減税の中止と

年金積立金の取り崩しかで不合意である。消費

税増税を財政再建に充当したい財務省は、年金

給付水準の大幅カットを主張し、国庫負担引き

上げに反対である。小泉首相は、複数年度、単

年度にこだわらないとしているが、財源確保の

方策は一切示していない。国民年金法付則の

「2004年度までに安定した財源を確保し、国庫

負担の割合の２分の１への引き上げを図るもの

とする」との規定に基づき、消費税の見直しを

前提に、その引き上げ等の具体的方策を打ち出

すべきである。

（2）保険料引き上げの凍結解除

厚生年金・国民年金保険料も、法律で５年ご

との年金財政再計算時に見直すことになってい

る。2000年度年金改正では、当時の経済状況を

考慮し、政治決定で保険料の引き上げが凍結さ

れ、厚生年金保険料13.58％、国民年金保険料

１万3300円は据え置かれた。

この凍結解除で、①厚生年金保険料は2005年

10月から毎年度、率で0.354％（総報酬ベー

ス 、額で毎月650円程度、ボーナス時１回につ）

き1150円程度の引き上げとなり、2022年度以降

は20％に固定される、②国年金保険料は、2005

年度から、毎年600円（2003年度価格）引き上

げられ、2011年度以降１万7300円で固定される。

将来も現行の保険料のままだと、基礎年金の

国庫負担２分の１の場合でも、既裁定年金も含

めて直ちに年金水準の３割程度の抑制が必要で

あるとされる（新人口推計の中位推計、1999年

度ベース 。新規裁定年金、既裁定年金の３割）

カットは事実上不可能であり、厚生年金、国民

年金とも保険料の段階的引き上げは避けられな

い。

（3）物価スライドの特例措置の解除

過去の物価下落の際に、本来はマイナスの物

価スライドを実施し、年金給付を引き下げるの

が制度の趣旨であった。しかし政治決定で当時

の経済社会情勢を考慮し、マイナスの物価スラ
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イドは行わなかった。厚生労働省はその分1.7

％高い水準の年金が支給されているため年金給

付をカットすべきと主張している。すでに2003

年度に2002年度の－0.9％の物価下落分は年金

給付の引き下げが実施されており、それ以前の

1999年－0.3％、2000年－0.7％、2001年－0.7

％の物価下落分はやむをえないであろう。

（4）保険料水準の固定方式

将来の現役世代の過重な保険料負担を回避す

るため、最終的な保険料水準を法定し、社会全

体の所得や賃金の変動に応じて、給付水準を自

動的に調整する保険料水準固定方式を提案して

いる。この保険料を一定水準に固定するととも

に給付水準を自動調整する仕組みは、スウェー

デンがモデルにされている。これが今回の年金

改革の最大のポイントである。

①保険料水準の固定

2025年の厚生年金の最終保険料水準は20％

（本人負担は10％ 、国民年金の最終保険料水）

準は１万7000円台（2004年度価格）に設定され

ている。20％にした理由は、欧州諸国の保険料

水準、日本の有識者調査結果（2003年3月実

施）を参考に、少子化の中での年金給付水準を

維持するためとされている。

厚生年金保険料は、毎年度0.354％（総報酬

ベース、労使折半 、額にして年１万100円（ボ）

ーナス込み、労使折半）引き上げられる。これ

との均衡で国民年金保険料も毎年度600円(2004

年度価格）ずつ引き上げる。また最終保険料水

準と毎年度ごとの保険料水準は法律で定められ

る。経済界は20％水準は高すぎる15％程度にす

べきとしているが、フランス、ドイツ、スウェ

ーデンはすでに20％を超えており、経済界が国

際競争力に耐えられないというのは理由がない。

坂口厚生労働大臣が、欧州諸国並の負担に耐え

うるような経済社会の構造改革が必要であると

しているのは、妥当な考え方であろう。

②給付水準の自動調整

少子化により公的年金の被保険者が減少する

一方、高齢化で年金受給者は増大する。これが

年金財政を危機に陥れる。今回の年金改革では、

被保険者の減少率と高齢者の平均余命の伸び率

を反映したマクロ経済スライド方式を導入し、

年金給付水準を引き下げるとしている。ただし

現役世代の手取り賃金に対する年金額の比率を

引き下げるが、年金額の名目額は下げないとし

て、一定の歯止めをかけている。

現役世代の可処分所得の水準と高齢夫婦世帯

の消費支出の水準との比較を参考に、モデル年

金額の所得代替率は50％を下限とし、50％台半

ばをめざすとしている。標準試算では、2013年

でマクロ経済スライド調整が終了し、最終の所

得代替率は54.7％となる見込である。ただし経

済状況が好転すれば改善される仕組みがある。

選挙マニフェストでは、自民党は50％、民主

党は50～55％、公明党は50～50％台半ばを主張

していたが、各党の責任が問われよう。

③マクロ経済スライド

現行の公的年金は、ａ）新規裁定の場合、厚

生年金給付は1人あたりの賃金の伸び率に応じ

て改定（賃金スライド 、基礎年金も同様な水）

準で政策改定、ｂ）既裁定の場合、両方とも物

価の伸びに応じて改定（物価スライド）されて

きた。今後は、現行のスライドに、被保険者数

の減少と高齢者の平均余命の伸びを加味するマ

クロ経済スライド方式を導入するとしている。

つまり被保険者数が増加し平均余命が伸びれば、

スライド調整率が大きくなり、その分、新裁定

年金、既裁定年金も給付額をカットすることに

なる。図式化すると次ページのようになる。

つまり新規裁定年金、既裁定年金とも従来
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新規裁定年金（厚生・基礎年金）

年金改定率 ＝ １人あたり賃金の伸び率（実績値) － スライド調整率

既裁定年金（厚生・基礎年金）

年金改定率 ＝ 物価上昇率 － スライド調整率

・１人あたり賃金の伸び率は、短期間で変動することから、その伸びを平準化するため３年間の平均値

をスライド指標とする。

・物価スライドは、直近の状況を反映させるため、前年の消費者物価の伸び率により、翌年度の年金額

の改定を行う。

・名目賃金の伸び率が、物価の伸び率を下回った場合（実質賃金上昇率がマイナスの場合 、既裁定者）

の年金改定率は賃金スライドし、新規裁定者と既裁定者の年金改定率を合わせる。

スライド調整率 ＝ 公的年金被保険者数の + 平均的年金受給期間（平均
0.9％ 減少率(実績値）0.6％ 余命)の伸び率の一定率 0.3％

・公的年金受給者数の減少率は、2004年～2025年の平均では－0.6％程度とされる。なお公的年金被保

険者数の変動率は、３年間の平均値とする。

・平均的年金受給期間（平均余命）の伸び率は、2000年～2025年では0.3％程度とされるので、これを

スライド調整率に加えると－３％の調整率となる。平均余命の伸び率は、実績値ではなく、長期的

トレンドに従った伸びの見込値を考慮した一定数値とする。

と比べて、年金給付水準か９％分カットされる。

その際、高齢者の生活に配慮し、マクロ経済ス

ライド調整後の年金改定率はマイナスにしない、

すなわち前年度の年金額を下回らない調整（年

金改定率は名目年金を下限とする）とする。そ

の下限の水準は、現役世代の平均的なボーナス

込みの手取り賃金に対する新規裁定年金額の比

率(所得代替率)で50％とするということである。

またマクロ経済スライドは、直ちに運用を始

め、最終的な保険料水準による負担の範囲内で

年金財政が安定するまでの間、適用し、その後

は、通常の年金改定方法に復帰する。厚生労働

省の試算では、標準試算では2013年にスライド

調整期間は終了する。今の40歳代以下の人たち

が年金受給を開始する頃には、年金改定は通常

の賃金スライド、物価スライドに復帰するとさ

れている。

（5）2025年の年金受給水準

厚生労働省は、マクロ経済スライドの適用に

よる2025年の年金給付水準（世帯別類型）の試

算を公表している。年金額は40年間フルタイム

で就労の場合のモデル年金額、パートタイムは

平均被保険者期間25年８月の平均年金額であり、

実態は１人ひとりそれぞれ異なり、モデル年金

以下の高齢者も多いことに留意が必要である。

次ページの表でみるように、いずれの世帯類

型でも、2025年には年金額は高くなるが、所得

代替率は一様に低下することになっている。

３．短時間労働者への厚生年金適用拡大

増大する短時間労働者に対する厚生年金の適

用拡大も、今回の年金改革のポイントの一つで

ある。

短時間労働者に対しては、①就労形態の多様
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2

025年の年金給付水準（世帯類型別）

年金額・代替率 現在（1991年） 2025年

世帯類型 年金額 代替率 年金額 代替率

夫片稼ぎ（妻専業主婦） 23.8万円 59.4％ 27.1万円 54.7％

共稼ぎ（妻もフルタイム） 30.2万円 46.7％ 34.4万円 43.0％

妻が子育て後フルタイム 27.9万円 50.0％ 31.8万円 46.0％

妻が子育て後パート 24.9万円 56.3％ 29.3万円 49.3％

妻が子育て後専業主婦 24.9万円 56.3％ 28.3万円 51.8％

男性単身（フルタイム） 17.1万円 42.7％ 19.5万円 39.3％

女性単身（フルタイム） 13.1万円 53.3％ 14.9万円 49.1％

注1）夫の年金額は2000年改正時の平均標準報酬36.7万円、妻の年金額は2001年時の女性の平均標準報酬額22.4万、

パートタイム時の年金は、現在の平均8.0万円で計算。

2）2025年の年金額は、現在水準のものを試算の前提を用いてスライドして算出。2025年の年金額算定のための

平均手取り報酬額は、2005年時点の名目額を物価で現在価値に割り戻し算出。

3）片働き夫、共稼ぎ夫婦、男性・女性単身は40年就労、妻のフルタイム、パートタイム、子育て後の専業主婦

の就労期間はそれぞれの平均。

4）試算の基準ケースの場合。経済好転等ケース、経済悪化等ケースは省略。それぞれの年金額算定の基礎とな

る平均手取り報酬額も省略。

化に対応し、年金制度を個人の働き方に中立的

な仕組みにする、②被用者としての年金保障を

充実させるため、厚生年金の適用拡大を図ると

している。

（1）適用基準

適用基準は、雇用保険と同様に、適用事業所

における週の所定労働時間が、一般的な正規労

働者の週の所定労働時間の20時間以上の者を対

象にするとしている。これによると約300万人

が対象に入ってくる。しかし飲食業など短時間

労働者の多い事業所の経営者から強い反発があ

り、勤務時間を20時間内に納めようとの動きも

出てきている。

そこで、企業への影響、事務負担、保険料負

担増などを考慮し、経過措置等を講じるとして

いるが、所得税の非課税限度額103万円、配偶

者控除103万円、配偶者の健康保険・厚生年金

の被扶養者130万円などの見直しを合わせて実

施する必要があろう。

（2）給付と負担

厚生年金の給付と負担は、①短時間労働者は

低い賃金で就労している者が多いため、保険料

負担は、現行の標準報酬の下限である月額９万

8000円とは別に、特別の低い標準報酬区分を設

定して適用する、②適用拡大に当たって、標準

報酬の算定基礎日数も実態に合わせて見直すと

している。

厚生年金保険料の事業主負担（13.58％の労

使折半）が新たに発生するため、事業主が強く

反対しているが、アメリカ、フランスは収入が

あればすべて適用、ドイツは年収約50万円以上、

週15時間以上、イギリスは年収約70万円以上、
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スウェーデンは年収約12万円以上は適用となっ

ており、日本が遅れているのである。

４．第３号被保険者制度の見直し

（1）第３号被保険者の縮小

第３号被保険者（専業主婦）は保険料を負担

していないのに基礎年金が受給できるのは不公

平であるとの批判が、第１号被保険者（自営業

者等 、共稼ぎの女性（第２号被保険者）から）

強く出されていた。この第３号被保険者の見直

しも今回の年金改革のポイントの一つである。

しかし第３号被保険者に基礎年金部分の保険

料負担を求める案は、基礎年金給付の受益に応

じた負担は応能負担の年金原則に反する、事業

主に追加負担を求められるかなどの問題がある

として採用されなかった。また第３号被保険者

の年金給付を削減する案も、高齢期の基礎的費

用をまかなう基礎年金の趣旨に反するとして否

定された。結局、第３号被保険者に多い短時間

労働者に対する厚生年金適用拡大により第３号

被保険者を縮小する改革案で終わった。

（2）夫婦間の年金分割

夫婦間の年金分割については、①世帯単位で

の給付と負担の均衡、②個人単位での給付と負

担の関係の見直し、③女性の貢献の明確化など

の観点から導入を図るとした。

具体的には、①第２号被保険者が納付した保

険料について、給付算定上夫婦が共同して負担

したものと見なし納付記録を分割する、②この

記録に基づき夫婦それぞれに基礎年金と厚生年

金の給付を行う、③第３号被保険者が就労する

場合は分割した納付記録に実際の就労による納

付記録が継続され、年金給付が保障される、④

遺族年金は、分割された第２号被保険者の保険

料納付記録を前提にその額を算出するため、死

亡した者の老齢基礎年金の４分の３の水準で計

算される遺族厚生年金の水準が下がるため年金

分割の対象外とする、などとしている。年金分

割は、夫の報酬比例部分の一部が妻に移転する

だけであり、旧世帯単位でみて年金額が増える

ことはない。

①婚姻中の年金分割

婚姻中の分割については、ａ）夫婦がともに

65歳に到達した時点で、年金分割の効力を発生

させる、ｂ）保険料納付記録の分割は、今後の

第３号被保険者期間について行うとしている。

過去の保険料納付記録の分割は行われない、あ

くまで今後の第３号被保険者に限られているこ

とに注意が必要である。

②離婚時の年金分割

離婚時の分割は、ａ）受給権の発生前も含め、

婚姻期間中の保険料納付記録を分割する、ｂ）

離婚時の年金分割は、夫婦の合意がある場合は、

保険料納付記録の分割が行える、ｃ）夫婦間に

争いがある場合は、司法上の解決の仕組みも検

討する、ｄ）分割合意を確認するため公正証書

の提出などを求める、ｅ）分割請求は、離婚成

立後２年間とする、ｆ）当事者双方の婚姻期間

中の標準報酬合計の２分の１を限度として分割

を認める、ｇ）対象とする離婚は、制度実施日

以降に成立した離婚とし、対象とする婚姻期間

は、制度実施日以前の婚姻期間も対象とするな

どとなっている。この分割も今後新たに離婚す

る場合に限られていることに注意が必要である。

ただしその際は過去の納付記録は分割される。

５．国民年金保険料の徴収強化

（1）多段階免除制の導入

国民年金の未加入者64万人、未納者327万人
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となり、国民年金加入者に占める割合は約17.5

％となり、国民年金の空洞化が進んでいる。こ

の空洞化の解消も今回の年金改革のポイントの

一つであった。

しかし今回の改革では、保険料について被保

険者の負担能力に応じた設定を行い、被保険者

が納付しやすい環境整備を図るとして、現行で

は全額免除と半額免除の２段階制に、所得水準

に応じた多段階の免除制を導入することで終わ

った。これでは空洞化を解消できない。

（2）免除基準・納付猶予制

現行制度では、就職困難や失業のため所得が

低い若年者は、収入のある親と同居していると

免除にはならない。今後は、これら若年者は、

同居世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者

の所得要件で10年間は保険料納付を猶予し追納

できるとした。

その他、①保険料の口座利用による前納者へ

の保険料の割引制度、②被保険者に保険料拠出

の実績・年金額等の年金個人情報の通知、③第

３被保険者の過去の未届け期間についての特例

届け出の容認、などを行うとした。この第３号

被保険者の過去の特例届け出制は極めて重要で

あり、これによって保険料納付者も増えよう。

国民年金未納者に対しては、生命保険料、個

人年金保険料の税制上の保険料控除を認めない

案が議論されたが、自民党がこれを否定し、制

度化されなかった（2003.11.28。）

私的年金等の保険料負担能力がありながら、

国民年金保険料を未納にしているのは意図的で

ある。これら未納者は保険料控除はできないよ

うにすべきは当然であり、運転免許やパスポー

トの発給についても、保険料納付を条件とすべ

きであろう。

６．その他の課題

①60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の受

給者が就労し、被保険者となった場合、一律に

２割の年金額の支給停止を行う仕組みの廃止、

②厚生年金の被保険者資格の70歳以降の延長と

在職中の保険料負担、③本人の老齢厚生年金の

全額受給を基本に、現行の遺族年金額との差額

を遺族厚生年金として支給、④子供のいない若

齢期の遺族配偶者の女性は、20歳代については

５年間の有期給付、⑤障害者の就労を年金制度

上評価し、障害基礎年金と老齢厚生年金、遺族

厚生年金の併給実施、⑥子供が３歳になるまで

の期間への保険料免除制の拡充、育児休業期間

前の標準報酬で保険料納付が行われたものとし

ての取り扱いなどの見直しも行われる。

④は、従来は生涯遺族年金の給付が受けられ

たが、５年間に限定された。対象の女性にとっ

ては苦しいだろう。⑥は、育児休業期間中の保

険料免除の拡大であり望ましい。

おわりに

以上が2004年度年金改革の主要な課題である。

今回の年金改革は、日本経済が未曾有のデフレ

下にある中の改革であり、保険料アップと年金

給付カットの異常な調整である。公的年金財政

にとっての最高の妙薬は経済成長の伸長である。

この異常時での年金改革の給付と負担の厳し

い調整を固定的に考えず、経済状況の好転によ

る新たな負担と給付の再調整が行われることを

期待したい。ともあれ、厚生労働省案に対する

国民一人ひとりの論議が求められている。来年

の参議院選挙は、国民一人ひとりが意見反映で

きるチャンスがあり、年金改革の行方を左右で

きる。いっそうの年金改革の論議を期待したい。

（たかぎ けんじ・(財)地方自治総合研究所研究員）

2004年度「年金改革」の課題 7


