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2012,9.27 青木 満男 

厚生年金の今日までの主な経過と斜めからの視点 

スマイル会でご報告と思ったのは 
昨年、鈴木 亘氏（学習院大学教授、日銀 OB）の著書「年金は本当にもらえる

のか？」（2010.7.10 刊 ちくま新書）を読み、その中に 
  「本来、2008 年度において 670 兆円の厚生年金積立金があるはずなのに、

実際には 130 兆円しかなく、差し引き 540 兆円が“大盤振る舞い”と“無

駄遣い”で浪費されてきたのです」 
の記述があり、これを当時中村嘉孝氏に雑談で話したところ、勉強してスマイ 
ル会で報告したらと言われていたのが本日のご報告となりました。 
 
あとは、厚生年金について、断片的な記憶、知識しかなかったので、今まで 
の主な経過を整理して見ました（“主な”は私個人の感覚なので抜けているとこ

ろ、記述が簡単すぎるところも有ると思いますがご勘弁下さい） 
今後の年金をどうするかについては、素人の考えの及ぶところでなく、専門家

が色々考えておられ、政党間で問題になっているものもあり、触れません。 
 

[厚生年金の今日までの主な経過] 
（表１ 厚生年金 収支状況の推移） 

現在公的年金制度として、 
 厚生年金、国民年金、共済組合（国家公務員、地方公務員）、私立学校教職員

共済組合がある。  厚生年金、国民年金の歴史をたどると（主題は厚生年

金とするので、国民年金は創設時のみ） 
S17(1942)  労働者年金保険発足（対象：男子） 
       （制度としては船員保険の S15/ 6 月が最初） 
S19(1944)  名称が厚生年金保険に（女子及び一般職員も対象） 
S23(1948)  保険料率下げ 男子 9.4→3%へ（被保険者と事業主の負担能力を

考慮） 
S29(1954)  制度改正（男子の支給開始年齢 55→60 歳へ） 
       老齢年金受給者が初発生 
 

S36(1961)  国民年金（国民皆保険）実施 
農民、自営業者、零細事業所の被用者、専業主婦等既存の年金制度で 
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カバーされない全ての国民（20 歳以上 60 歳未満）を対象 
  保険料月 100 円（35 歳以降 150 円） 

（2012 年度には月額 15,000 円） 
年金支給：65 歳から 納付 25 年以上対象。40 年拠出で月額 3,500 
円（2012 年度では 40 年拠出で月額 65,500 円） 
三分の一国庫負担 
皆年金実施は世界で 12 番目 

 
S48(1973)  制度改正（5 万円年金） 
     標準的な年金月額を 5 万円程度とした。 
   ・賃金再評価制の導入 

・物価スライドの導入＝消費者物価指数が 1 年度又は 2 年度以上の間に

５％を超える変動をした場合に年金額を改定 
・ 給付水準＝標準報酬月額の 60％を目標とする。 
   

S57(1982)  国籍要件撤廃 
  
S61(1986)  [ 基礎年金導入 ] 
   基礎年金保険料を払い、基礎年金をもらっているとの感覚の人はいない。 
   非常に分かりにくい。 
  [厚生省の説明]  国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけ

られ、各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等

の被用者年金は基礎年金に上乗せする２階部分の報酬比例年金として再編

成された。基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が頭割り（1
人あたりの＠は同じ H24 年度 15,075 円）で持ち寄る拠出金により全国民

が公平に負担することになり、制度の基盤の安定が図られた。 
（表２ 各年金の構成図） 
（表３ 年金の徴収、支払の流れ：湯本氏） 

 
  [湯本氏]  基礎年金導入の背景には、種々の要因（高齢化、従業員数の減

少、未納未払いの増加等）によって年金支給財源に窮しつつあった国民年

金に対して、比較的余裕のある厚生・共済各年金が資金援助を行う（つま

り、サラリーマンから自営業者等への所得移転が行われる）メカニズムを

作ろうという意図があったことは知る人ぞ知る事実である。   
(湯本氏｢日本の財政｣ 142P) 



                                －３－  
（注 1）2011 年度の国民年金納付率 58.6%で過去最低)  差押え昨年 5 千件 
(注 2) 厚生年金、国民年金の積立金残高とその予想 
    厚生年金(1985 年 50.7 兆円   2105 年 132.4 兆円   2.6 倍) 
       国民年金( 〃      2.6          〃     19.5        7.5 倍)  

 
・専業主婦の基礎年金  

専業主婦も加入を義務づけ（夫がサラリーマン 第３号被保険者）、その

保険料負担は、夫の加入する被用者年金制度で負担することになった。 
（湯本氏）サラリーマンの妻は、年間所得が一定限度（現在 130 万円）を超

えない限り、自らは保険料を支払うことなく基礎年金を受け取る資格を取

得する。ところが、自営業者の妻は夫とともに国民年金に加入し保険料を

支払わねばならない。この件は政治問題化して未解決のままになっている。 
 

・年金給付水準の適正化 
S60 年には、被保険者の加入期間の伸びにより、将来給付水準が標準報

酬月額の 83%に達することが分かったため、厚生年金の報酬比例部分の

算定方法を改め、乗率を 1000 分の 10 から 1000 分の 7.5 に低減 
 

・老齢厚生年金の支給年齢を 65 歳～に引上げ 
但し、当分の間暫定的に従来とおり 60 歳～支払。これを“特別支給の老 
齢厚生年金“という。H6,H11 年の改正で無くなるスケジュールが決定 

 
H 6(1994)  制度改正 
 ・定額部分の支給開始年齢引上げ    

男子：定額部分を 2001 年度より 3 年ごとに１歳ずつ引上げ。2013 年に

65 歳に（女子は 5 年遅れで実施） 
・可処分所得スライドの導入（税、保険料を控除して手取りで比較） 

 ・ボーナスからも保険料 1％徴収（料率は 14.5→16.5%にアップ）  
 
H 9(1997) 日本鉄道共済、日本たばこ産業共済、NTT 共済が厚生年金に統合 
 
H12(2000) 制度改正 
  現行制度のままでは、将来保険料率は 35%まで上昇する。抑えるために 
 ・給付乗率を 7.5/1000→7.125/1000 に変更（5%ダウン） 
・裁定後の賃金スライド制（年金の受領額を現役労働者の賃金の上昇にそっ 
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て上昇させる）の凍結。年金受給者は原則物価スライドのみに。 

・報酬比例部分の支給開始年齢引上げ。2013～2025 年度で 60→65 歳へ引上 
げる   

・被雇用者の保険料負担を 65→70 歳に引上げ 
 

H13(2001) 厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始。“年金資金運用基金” 
  を設立。S60 年までは余裕資金は全額資金運用部に預託され財政投融資の 
  原資として運用されていた。 

S61(1986)年金福祉事業団は、資金運用部から預託した資金を一部引っ張っ 
てきて、住宅融資や財テクを始めた。 
  （高橋東洋大教授：最初は調子良かったが、運用成績が悪いときは野

村證券に損失補てんさせていた。事件が明るみに出、補填でき

なくなり、15 年間の成績は５勝 10 敗 1.7 兆円の損失） 
運用基金の設立により年金福祉事業団（S36 年設立）は H13 年(2001)解散。 
“年金資金運用基金”は 2006/4 月に“積立金管理運用独立行政法人”へ改 
組            (表 5 自主運用後の年金積立金の運用実績) 
 

 
H15(2003)  保険料徴収対象は給与→給与＋賞与に 

保険料率は 17.35→13.58％に下げた 
 
H16(2004)   [ 制度改革（“100 年安心プラン” 自公政権がこの改革により、

今後 100 年間、年金財政は安泰であると高らかに宣言したもの）] 
 ・ 保険料水準固定方式の導入  毎年 0.354%アップするが 

   最終的な保険料水準（最高）を厚生年金で 18.3%（H16 年   13.5%） 
                                  国民年金で 16,900 円( 〃   13,300 円） 
   とし、H29(2017)年以降は引き上げない。 
                          (表４ 厚生年金、国民年金の保険料の引上げ予定)  
 
  ・「マクロ経済スライドの導入」 

    継続性に重点をおき、被保険者数の減少 
        (注)高齢者 1 人に対し、現役世代は 1965 年 9.1 人 現在 2.4 人 

2050 年 1.2 人（高齢化率 40%） 
による総収入の減や平均寿命の伸び（2060 年の男平均寿命 84.2 歳） 
による年金額の増加を、それらの予測数字により自動的に抑制する。  
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このシステムを「マクロ経済スライド」と呼ぶ。 

  これにより、標準的な年金の給付水準は年金を受給し始める時点（65
歳）で現役サラリーマンの賃金の 59.3%から 50.2%(平成 35 年)に下が

る見込みとなった。50%を下限。 
               （表 6 標準的な年金受給世帯の年金額） 
  このシステムは年金受給者にも物価スライドからの控除で適用される。  
  控除率（スライド調整率という）は-0.9%(被保険者数の減少と平均寿

命の伸び見込みから算出) 
    物価上昇率＋0.9%の場合 物価ｽﾗｲﾄﾞは本来+0.9 だが控除-0.9 で 0 に 
                   なり、年金額はそのまま 
        +0.5%の場合 0.5-0.9 だがﾏｲﾅｽにはならず 0 に 
        -0.5%の場合 物価ｽﾗｲﾄﾞの-0.5 のみで、控除の追加なし 

デフレ時には適用しないルールで、H16 年導入後平成 24 年度まで、 
このマクロ経済スライド制は発動されたことはない。 
この制度は H35 年（2023 年）に給付水準が目論見の 50.2%まで下が

れば終わるが、そうでない場合は継続適用される。 
（この制度作成の経済前提は 消費者物価上昇率 1.0% 賃金上昇率

2.1%  積立金の運用利率 3.2%と想定） 
    （デフレでも発動できるよう、改定を厚労省は検討中） 

 
・ 基礎年金の国庫負担割合引上げ 

平成 21 年度から、３分の１から２分の１への引上げが決定。財源（約 
2.5 兆円）の余裕なく、21~23 年度は埋蔵金から、平成 24 年度は「つな

ぎ国債」(赤字国債の一種)で。償還は今後の消費税の増税分を充てる。 
 

・本改正により、 積立金は 100 年後に給付費（2105 年 157 兆円見込み）

の 1 年分程度を確保できる。 
 

H21（2009）[財政検証]（５年に一度、厚生労働省が年金財政の維持可能性を

チェック・公表するもので、今回は 2009.2.23 の公表） 
  [厚生労働省の説明]   厳しい出生率の動向や現下の厳しい経済状況を織

り込む一方、長期的には再び安定的な成長軌道に復帰する姿を想定した。

最終的には所得代替率は 50.1%になると試算され、年金の長期的な給付と

負担の均衡が確保されていることが確認された。 
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     2009 年の財政検証で用いられた経済状況等の想定値 

 
 
 
 
 

    3.2% 2.1% 1.0%は 2004 年の制度改定に使用の想定値 
 
 [鈴木教授のコメント]  “百年安心プラン”をたった５年で取り下げる  
   ことが出来ないので粉飾決算し大丈夫としている。見通しが非常に甘 
   い。最大の問題は運用利回りで 4.1%という驚愕の高利回りに変更さ 

れている。年 0.9%の差であるが、百年近い長期間の複利計算では想 
像を絶する額（100 年で約 2.4 倍）となる。 
自分の計算では積立金は 2055 年に枯渇する。 
民主党は野党時代、長妻昭氏等がこの問題を激しく追及していたが、 
政権獲得後は全く音沙汰がない。 
自分（鈴木教授）の改革案としては、下記の①又は②の実施が必要 
① 2017 年で打ち止(18.3%)めになっている保険料率を再引上げ。 

2035 年に 22.5%にする 
② マクロ経済スライドを 2028~2048 年間追加実施する。これによ

り所得代替率は 40%まで下がる。 
 
 

[参考]    
(1)2001～2011 年の 11 年間の年金積立金の運用収益率は平均 1.3% 
  コストを引いた純益率は 1.05% 
(2)厚労省調査による実質賃金指数 規模 30 人以上 (2005 年＝100) 

     2001 年=101.1  2005=100  2010=96.4  2011=96.6  
  (3)消費者総合物価指数 
    2004 年＝100.3 2005＝100.0 2010＝99.6  2011=99.3 
    (4)野田総理、現行の年金制度について国会答弁「将来にわたり給付と 

負担の均衡が計られている｣ 
 

 
 

 2010 年 2011～2015 年 2016 年以降 
運用利回り 1.8% 3.2→2.9 3.2→4.1 
賃金上昇率 3.4 2.1→2.7 2.1→2.5 
物価上昇率 0.2 1.0→1.9 1.0 変らず 
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[ 物価スライド ] 

H23(2011)  4 月～物価スライドに基づくマイナス改 定（－0.4%）を実施。 
 2010 年の全国消費者物価指数が前年比―0.4%であったため 。 
H24(2012)  4 月～マイナス改定（－0.3%）実施 
 

[ 年金に関する最近の動き ] 
H24.3.30 に政府が提出した消費税関連法案の中の年金関係で、H24.6.15 自公

と合意が成立したもの 
   （同法案は 6 月に衆院通過、8/10 参院可決成立) 

・ 年金受給資格に必要な期間を 25 年→10 年に短縮 
・ パート社員を年金に入りやすくする（加入要件を緩める。対象者は 25

万人程度に） 
（民主党は当初目標 370 万人を法案提出時に 45 万人に絞り込んだが更

に減。保険料の半分を負担する中小企業経営者の反発で） 
・ 厚生年金と公務員の共済年金の統合（H27/10 月予定） 

具体的内容は、Ｈ24.7.5 政府の有識者会議が最終報告を提出。政府はこ

れに沿った内容の関連法案を今年度中に提出の予定だが、「官に甘い」

との批判がある。                   (H24.7.6 朝日新聞 別紙) 
  
棚上げ、見送りとなったもの 
  ・ 最低保証年金の導入 

・ 年収 77 万円以下の低所得者の基礎年金に月額 6,000 円加算→年金枠外

の福祉的措置として最大 5,000 円支給に 
・ 高所得者の基礎年金を最大半減  
                               

 
            参考書籍 
湯本雅士 日本の財政         高橋洋一 日本は財政危機ではない 
西沢和彦 年金制度は誰のものか    中垣陽子 社会保障を問いなおす               

〃   税と社会保障の抜本改革   厚生省  厚生年金白書 
鈴木 亘 年金は本当にもらえるのか？  〃   厚生労働白書  
〃   財政危機と社会保障 

厚労省  平成 21 年財政検証結果レポート   
〃   平成 21 年厚生年金保険 国民年金事業年報 
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鈴木教授の言う[年金の大盤振る舞いと無駄遣い]について 

[大盤振る舞い] 
 鈴木学習院大学教授の著書「年金は本当にもらえるのか？」（ちくま新書 

2010.7.10 刊）によれば、厚生年金積立金は 2008 年度 670 兆円あるべきもの

が、130 兆円しかない。これは大盤振る舞いと無駄遣いの結果である。 と

の記述がある。 
 その後の同氏の著書[財政危機と社会保障]（講談社現代新書 2010.9.20 発刊） 
 によると、その金額は更に増え、 
  “厚生労働省自身の最新の計算によれば、本来、2009 年時点で厚生年金積

立金は 830 兆円あるべきなのに、140 兆円しかない” 
 と更に浪費された金額は増加（積立金は 540→690 兆円減）している。 
            
 同教授によれば 
大盤振る舞いとは、歴代の政権が人気取りのために行ったもので、特に田中 
角栄が首相(1972 年 7 月～1974 年 11 月)になった 1970 年代前半に始まった 
大盤振る舞いは大規模だった。 
大盤振る舞いとは 
 1.年金支給額を、彼らが支払ってきた保険料をはるかにしのぐ水準に設定。 
 2.勤労者の保険料を、彼らが老後に受け取る年金額から考えるとはるかに

低い水準に据え置き続けた 
ことで、1970 年代の現役層の殆どは、現在高齢者で年金受給者である。 
60 歳以上の高齢者が保有する家計金融資産は約 800 兆円。借金を引いた純家 
計金融資産では高齢者が日本全体の 80%を保有。持ち家などの実物資産を考 
えると、この世代への富の集中は明白である。 
 （安い保険料負担により、彼等の資産の蓄積がなされた） 
高齢者の逃げ得を許さない早目の年金改革が求められる。 

（以上鈴木教授の意見） 
 

同教授の考えを検証 
① 1970 年（S45）を 100 として、１人あたりの保険料収入と年金支給額を

指数で見ると、この 20 年では保険料負担の伸びがはるかに大きい 
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 1970 年 1979 1985 1991  1994  2000  2006 
保険料収入 100 482 830   1340  1503  1876 1870 
年金支給額 100 604 847   1020  1170  1229 1147 

   1985 年（S60 年）までは、年金支給額の方が伸びが大きいが、1986 年

からは逆転し現在に至っている。 
 
②  表―１（厚生年金保険 収支状況の推移）から見ると 

S45~H6 の 20 年間の保険料収入 164 兆円 
      〃    保険給付費（基礎年金勘定への繰り入れを含む） 
                   173 兆円 
  この期間の保険料を倍にし、給付費を半額にしても 250 兆円しか出てこな 

い。 
 

①、②の数値から鈴木教授の記述には納得できない。 
 

[無駄遣い] 

「厚生労働省の反省点と今後の基本方針」 
H22 年(2010)版厚生労働白書 第１章厚生労働省の反省点 の中で以下述べて

いる。 
「2004(H16)年の制度改正の際、そしてその後も社会保険庁を主として職員 
 の使命感、責任感の欠如、組織のガバナンスの欠如、無駄遣い（年金給付 

以外に年金保険料を使っている）等で厳しい批判を受けた。それを受け、“年 
金保険料は年金給付及び年金給付に関係する経費以外には充てない“ 
ことを基本方針とし、2013 年度までに流用を行わない予算の作成、執行が 
できるよう取り組んでいく」 
   （注）年金給付に関する経費：～H9 年までは国庫負担であったが 

H10 年から国の厳しい財政事情から保険料から支出する財政

上の特例措置が続いていた。 
 
上記方針に沿い処置したものとして 
・ 大規模年金保養基地（グリーンピア）の処分 

S48(1973)年から着手、1988 年までに 13 ヶ所設置。2001 年 12 月に廃止

の閣議決定。2005 年 12 月までに処分完了。 
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(注)Wikipediaや他の著作にも上記の建設費は1,953億円 処分 

 収入 48 億円とあり   
   13 ヶ所のうち、8 ヶ所が歴代厚生大臣の地元 

・ グリーンピア以外の福祉施設 
厚生年金休暇センター      17 ヶ所 
厚生年金健康福祉センター  22 
厚生年金スポーツセンター   4 
厚生年金会館          21 
以上は 2010 年までに全て譲渡か廃止 
    （注）2004.2.24 の朝日新聞によれば、社会保険庁が民間基準に

準拠して決算すると、厚生年金会館 21 施設で、2002 年

度 25 億円の赤字） 
（厚生年金病院 7 ヶ所は、現在厚生年金事業振興団が管轄、今後どうす

るかは未定）    
・ 年金住宅融資事業の廃止（既往の融資債権の管理回収事業は独立行政法

人福祉医療機構が承継 
 

インターネットで「社会保険庁の無駄ずかい」を見ると 
・Wikipedia によると、年金給付以外に使われたのは、56 年間で 6 兆 

7878 億円とのニュース 
・ ”社会保険庁の無駄遣い” の記事（IT 企業社長 2007.6.11）では無駄遣い総 

額は S20~H17 年間（60 年間）で 6.4 兆円とあり。  
その内容は 

  グリーンピア              3,781 億円 
  公用車購入 1,337 台            24 億 
  職員レクリエーション費用・福利厚生代   総額不明 

  （職員のプロ野球観戦、ミュージカル鑑賞、旧各社会保険事務所の

マッサージ機器、研修所との名目でレクリエーション施設建設） 
図書費（監修料受領と不必要な部数の購入）    6 億円  
 

・ 社会保険庁の「社会保険庁をめぐる不祥事案に関する調査報告書の公表

に当たって」(H17.1.14)によれば、無駄ずかいの記述はなく 
金銭が関わる不祥事として 上記の図書費関連と金銭登録機（ｶﾜｸﾞﾁ技

研）の不適切購入を詳細に報告 
(図書費=監修料では、給与の一部自主返納 542 人 1.5 億円) 



 
－11－  

[その他] 
(1) 横領 2007.5 月判明 社会保険庁職員  50 人  1.7 億円 

地方自治体職員  101 人   2.4 億円 
 
(2) 無駄遣い とはいえないが、過去の年金減額不実施（消費者物価指数のマ 

イナスに応じる物価スライド適用）も年金積立金減の一因である。自民党 
政権の選挙対策からと言われているが、現在各人が規定より＋2.5%の年金 
を受領している。 
 スライド規定に反する減額不実施の始まり   H12 年 

  その解消目標                H24~26 年 
 開始から解消までの間、全て＋2.5%ではないので、簡略化して 10 年間と 

すると  ＋2.5%×10 年＝＋25% 
年金収入 300 万円の人は 75 万円のもらい過ぎとなる。 
総額を簡単に推計すると、中間年の H19 年の厚生年金支給額は 約 34 兆 
円で、この 25% 8.5 兆円は規定より払い過ぎで、年金積立金減の一因あ 
り,後世の人に負担がいく。  
本件の是正については、法案は提出されているが、審議に入ってない。 
公明党が慎重姿勢のため。 
  H24.8.25 日経社説[ 国会は「年金のもらいすぎ」正す約束果たせ ] 
  との記事（払いすぎは 7 兆円とあり）  

                             以上 


