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要約  

本稿の目的は、国民年金の未納問題に着目するとともに、その解決策として、すべての

非正規雇用者に対する厚生年金適用拡大を提言することである。1961年に国民皆年金・皆
保険制度が成立してから今日まで、年金制度は長生きリスクに対する保険として重要な役

割を果たしてきた。しかし、50 年もの歳月の経過は少子高齢化や非正規雇用者の増加とい
った雇用形態の多様化など、日本の人口形態や就業形態に変化を加えるには十分であり、

公的年金制度は幾度となく制度改正を強いられてきた。2011 年現在においても、公的年金
制度は財政問題、国民年金保険料の未納問題、第 3 号被保険者問題といった様々な問題を
抱えており、これらの問題の解決に向けて新たな改正が必要だと言えるだろう。そして先

述の通り本稿では、公的年金制度が抱える問題の中でも特に国民年金の未納問題に着目

し、その解決策を考案することを目的とする。現在、税と社会保障の一体改革では非正規

雇用者の厚生年金適用条件として、週労働 20 時間以上という案が浮上しているが、本稿
ではその条件をさらに緩和し、すべての非正規雇用者に適用拡大することを提言する。 
	 第 1 では、公的年金制度の概要と就業形態の多様化、国民年金の未納率の現状と要因に
触れたうえで、国民年金の未納率と就業形態の多様化の関係性について言及している。現

行の公的年金制度では、職種に応じて被保険者が第 1 号・第 2 号・第 3 号に分けられる。
このうちで国民年金保険料を支払っているのは第 1 号被保険者であり、制度の設立当初は
自営業者の割合が高かったのに対し、就業形態の多様化とともに現在では非正規雇用者の

割合が年々増加傾向にある。実際、平成 20 年度国民年金被保険者実態調査の結果から、
経済的困窮が未納の要因として 70％近くを占めているということ、非正規雇用者の完納率
とりわけ低いということが示されており、近年の国民年金未納率上昇の原因として、非正

規雇用者の存在が大きな影響力を持っているのと言えるのではないかと考えた。 
	 第 2 章では、国民年金の未納要因として考えられる様々な要素が、実際に未納に対して
有意に影響力を持つものなのかという実証分析や、非正規雇用者に厚生年金の適用拡大を

実施した場合に考えられる老後所得の分析や、海外比較をしている先行研究について言及

している。 
	 第 3 章では、国民年金の未納要因に関する実証分析を行っている。特に、未納の要因と
して生活保護の保護率を加えたことに意義がある。 
	 第 4 章では、政策提言としてすべての非正規雇用者に対する厚生年金適用拡大の実施を
挙げ、その効果について言及している。すべての非正規雇用者に対して厚生年金適用を行

った場合、税と社会保障の一体改革で議論されている非正規雇用者への厚生年金適用拡大

の条件と比較して、企業側が保険料負担を免れるように非正規雇用者の労働時間を調整で

きるという問題がなくなる。またそれと関連して、適用されるべき事業所の適用逃れを防

ぐことができるようになるため、非正規雇用と正規雇用が同一の年金へ加入することがで

きる。また、厚生年金保険料は給料から天引きであるため、未納要因として挙げられる非

正規雇用者が国民年金から厚生年金に切り替えられることで国民年金の納付率が引き上げ

られると考えられる。さらに、非正規雇用者が厚生年金に適用されることで、彼らの高齢

期の年金受給額が大幅に上昇するだろう。以上の点から、飲食業界など、パート労働者を

多く雇っている業界においては企業の保険料負担が増加する分批判は多いと考えられる
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が、国民年金の未納率を引き下げ、高齢期の年金受給額を引き上げることにつながるとい

う観点から有効な政策であるというのが本稿の主張である。 
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はじめに  

	 現在の日本において高齢化の進行は一つの大きな問題となっている。それは、人々の寿

命が延びていく一方で、どのように高齢者を支えていくかという整備が追いついていない

点である。2010 年度の高齢化率は 23.1%となっており、2050 年には高齢化率が 40%を越
えるのではないかといった予測もなされている2。今後の日本社会において、高齢化とその

対応は避けられない問題といえる。 
	 では、高齢者の生活はどのようにして支えられているのだろうか。現金給付として老後

の所得保障を担っているのは、公的年金制度である。日本の公的年金制度は、1961年に国
民皆年金・皆保険制度が成立し、主に長生きリスクに対する保険として今日まで至ってい

る。公的年金の給付費は約 50 兆円であり、社会保障給付費全体の約半分を占めている3。

高齢化が進行している日本社会において、公的年金制度は非常に重要な役割を果たしてい

ると言え、制度を維持していくために、今後も納付と給付のバランスの調整が必要である

といえる。しかし、保険料の増加や給付の抑制について人々の賛同を得るのは難しく、利

害関係も絡むため、制度改革を先送りにしているのが現状である。 
	 日本の公的年金制度は、二つのタイプの働き方のモデルを想定して構築されてきた。そ

れは、（１）男性正社員とその妻、（２）自営業者（及び（１）に該当しない者）であ

る。この制度設計は、人口が増加し続け、経済成長が維持していた期間は、うまく機能し

ていた。しかし、バブル崩壊後による景気の低迷の中で、日本の雇用慣習であった終身雇

用制度や年功序列賃金制が崩れ、非正規労働者の増加が目立ってきている。また、合計特

殊出生率が 2005 年に 1.26 を記録したことからも分かるように、日本の人口は今後減少し
ていくと推計されている。現行の年金制度の問題点は、昨今の就業構造や人口構造の変動

に十分対応しきれていない点にあると考えられる。 
	 世間では、保険料の未納が多いから年金制度が破綻する、民営化すれば年金の記録漏れ

が無くなり安心であるといった、的を射ていない意見があふれている。また、国民の間に

漠然とした年金に対する不信感が存在することも否めない。その一方で、年金制度の仕組

み自体を理解している少なく、個人の損得勘定のみで議論されることも少なくない。 
	 私たちが着目したのは、国民年金の保険料の納付率である。国民年金の保険料の未納・

滞納という行動は、現行の日本の公的年金制度全体で見た場合には、大きな影響を及ぼさ

ない。しかし、国民年金の保険料の未納・滞納という現象には現行の公的年金制度に対す

る問題点が存在する。本論文では国民年金の現状とその問題点を分析する。そして、保険

料を払わないインセンティブを明らかにした上で、それらを防止し、よりよい公的年金制

度の持続のための政策提言へと繋げていく。 
 
 
 
 

                                                        
2 政策統括官共生社会政策担当	 平成 23年版	 高齢社会白書（概要版） 
3 平成 21年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 
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第1章	 現状・問題意識  

第1節	 現状・問題意識  
	 第 1 項	 公的年金の現状  

	 急速に少子高齢化が進行している日本において、公的年金制度は老後の所得保障として

ますます重要度を増している。年金記録問題や保険料の天下り施設への流用などから、国

民の年金制度に対する不信感が高まっているが、現状はどのようになっているのだろう

か。 
年金制度の変遷としては、1961年にすべての国民が何らかの年金制度に加入する国民年金
保険が成立し、1985 年には全国民に共通する基礎年金が成立し、1990 年代以降は、進行
する高齢化への対応と給付の抑制という形で、制度を維持している。現行の制度の下で

は、被保険者は、第 1号被保険者、第 2号被保険者、第 3号被保険者の 3種類に分けられ
ている。図 1は日本の公的年金制度の概略図である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  1	 日本の公的年金の現行制度  
出典：厚生労働省	 日本の年金制度のあらまし（2011.10.28アクセス） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/ 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文  17h – 18th	 Dec. 2011 

8 
 

第 2 号被保険者とは、厚生年金に加入する民間企業勤務のサラリーマンと、共済年金に
加入する公務員のことを指し、保険料は給料の一定割合4が天引きされる形となっている。

対象者は厚生年金が約 3440 万人、共済年金が約 450 万人となっている。第 3 号被保険者
は第 2 号被保険者に扶養されている 20 歳以上 60 歳未満の配偶者（年収 130 万円未満の
人）が該当し、対象者は約 1050 万人であり、大半を専業主婦が占めている。第 1 号被保
険者は、第 2 号被保険者にも第 3 号被保険者に該当しない者が対象となる。自営業者や農
業従事者とその家族、学生、無職の人、非正規雇用者などが含まれ、対象者は約 2000 万
人、2011 年度の保険料は月額約 15000 円となっている。非正規雇用者に関しては、週労
働時間が正社員の 4分の 3（30時間）以上の場合のみ、厚生年金への加入義務が生じる。 
給付は、原則 65 歳から全ての被保険者に基礎年金（満額約 66000 円）が給付され、第 2
号被保険者には基礎年金に上乗せした報酬比例部分（二階部分）が受け取れ、さらに、共

済年金には職域加算部分（三階部分）が上乗せされる。報酬比例部分とは、現役時代の給

与に比例してもらえる額、職域加算部分とは共済組合独自の年金として、報酬比例部分の

２０％に相当する額のことである5。また、日本の公的年金制度の下では、20歳以上 60歳
未満の者が強制加入となっており、25 年以上保険料を納めなければ、老齢年金の給付を一
切受け取ることができないという原則となっている。 
 
 

	 第 2 項	 被保険者の推移と非正規雇用  

	 次に被保険者数がここ近年でどのように変化しているのか見てみる。被保険者の推移を

表したのが図 2 である。この図から、各被保険者の割合はさほど変化していないと言える
ものの、被保険者の絶対数が減少している上、第 1 号、第 2 号、第 3 号被保険者それぞれ
の絶対数が一様に減少傾向にあることがわかる。これはいわゆる団塊の世代6が 60 歳に到
達し、被保険者から抜けたことが原因であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 保険料率は厚生年金が収入の 16.1%、共済年金が収入の 15.5%となっている。 
5 厚生労働省	 厚生年金、国民年金の財政	 用語集 
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-f01.html 
6 一般に、第一次ベビーブーム（1947~1949 年）に生まれた世代を指す。団塊の世代という呼び名は、堺屋太一によ
る同名の小説から名付けられている。 
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図  2	 公的年金	 加入者数の推移  
出典：厚生労働省	 平成 21年度厚生年金保険・国民年金保険事業年報 

 
	 一方で労働市場においては、1990年代前半のバブル崩壊や経済のグローバル化の影響も
あり、企業は賃金コスト削減を一つの大きなインセンティブとして、非正規社員を多く雇

用するようになった。図 3 は近年の正規雇用者数と非正規雇用者数の推移を表しており、
このグラフから、労働者における正規労働者の割合が減り、非正規社員の割合が増加する

傾向にあることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  3	 正規雇用者数と非正規雇用者数の推移  
出典：総務省統計局	 平成 22年労働力調査詳細集計 
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平成22年平均の雇用者（役員を除く）は5111万人と，前年に比べ９万人の増加となった。このう

ち正規の職員・従業員は3355万人と25万人減少し，３年連続の減少となった。一方，パート・アル

バイト，派遣社員，契約社員などの非正規の職員・従業員は1755万人と34万人増加し，２年ぶりの

増加となった。 

男女別にみると，男性は正規の職員・従業員が2309万人と，前年に比べ25万人減少し，３年連続

の減少となった。一方，非正規の職員・従業員は539万人と12万人増加し，２年ぶりの増加となっ

た。 

女性は正規の職員・従業員が1046万人と，前年と同数となった。一方，非正規の職員・従業員は

1218万人と，前年に比べ22万人増加し，２年ぶりの増加となった。 
（図Ⅱ‐１，表Ⅱ‐１） 

 

図Ⅱ‐１ 正規，非正規の職員･従業員の推移 
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それでは、公的年金制度において非正規雇用者は現行制度の下では、どのように分類され

ており、どのような状況にあるのだろうか。先にも述べたが、非正規雇用者に関しては、

週労働時間が正社員の 4 分の 3（30 時間）未満の場合は、基本的に第 1 号被保険者とな
る。図 4 は第１号被保険者就業状況割合の推移を表したものである。この図からわかるこ
とは、近年の傾向として、自営業者が減少し、常用雇用や臨時・パートの割合が増えてい

ることである。第１号被保険者全体の人数は大きく変化していないものの、その内訳の動

向をみると、自営業者から非正規雇用者にシフトしているのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  4	 第 1 号被保険者就業状況割合の推移  
出典：平成 20年	 国民年金被保険者実態調査 

 
次に就業状況別の国民年金の保険料の納付状況を見てみる（図 5）。この図から、自営業
者及び家族従業者においては、完納者の割合が比較的高く（それぞれ 57.6％・64.6％）、
滞納者の割合は低い（それぞれ 21.0％・17.0％）。その一方で、臨時・パートの完納者の
割合は低く（34.5％）、滞納者の割合は高い（25.3％）。ということがわかる。また、常
用雇用者においても滞納者の割合が高い（28.0％）と言える。 
これらの保険料の未納が将来何をもたらすのかというと、高齢期の無年金・低年金であ

る。日本の公的年金制度においては、40 年の納付期間のうち、25 年以上保険料を納めて
いないと老齢年金の給付を受けることができないという決まりがある。したがって、保険

料の滞納を続けていると、老齢年金の低年金化をもたらすだけでなく、最悪の場合老後の

年金所得が全く保障されないということになる。 
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図  5	 第１号被保険者の就業状況別保険納付状況  
出典：平成 20年	 国民年金被保険者実態調査 

 
	 以上のことをまとめると、近年の傾向として、第 1 号被保険者・第 2 号被保険者・第 3
号被保険者の割合自体はさほど大きく変化していないものの、労働者に占める非正規雇用

者が増加していく中で、第 1 号被保険者の内訳においては自営業者の減少と非正規雇用者
の増加が見受けられる。そして、近年の国民年金の未納の原因は、保険料を滞納する非正

規雇用者の増加による側面が大きいと言え、非正規雇用として働き続けた人が将来に低年

金・無年金になるのではないかという問題が危惧されている。 
 
 

	 第 3 項	 国民年金未納要因について  

	 次に国民年金保険料の未納の要因について見てみる。図 6 は平成元年から平成 21 年に
おける国民年金保険料の納付率の推移を表したものである。過去に学生納付特例制度や若

年者納付猶予制度、多段階免除制度といった様々な保険料納付免除制度が導入されたにも

関わらず、平成に入ってからは一様に納付率が下落傾向にあることに注目してほしい。第

1 号被保険者は国民年金保険料の納付が義務であるものの、自主納付であるために、個人
の判断によって未納することが可能となってしまうことが問題である。 
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図	 6	 国民年金保険料納付率の推移	 

出典：厚生労働省	 平成 21年度国民年金の加入・納付状況より作成 
 
平成 20 年度国民年金被保険者実態調査によると、未納の要因として①流動性制約要因
（未納理由として経済的に余裕がない）、②そもそも将来の年金制度に不安がある、③社

会保険庁に対する不信感、④将来の年金給付額が未定、⑤25 年加入要件要因7、⑥うっか

り忘れていた、⑦既に年金を受給する権利を持つ、⑧自分以外にも未納者が存在する、⑨

将来や年金に対して興味がないということがあげられている（図 7）。さらに、この他に
も先行研究によって⑩逆選択要因（主観的に平均寿命よりも個人の寿命が短いと考え、納

付総額が給付総額を大きく上回ると判断する）、⑪双曲型時間割引要因8、⑫就業形態多様

化要因、⑬生活保護モラルハザードといった様々な理由があげられている。生活保護モラ

ルハザードとは高齢期に生活保護制度に頼ることを前提とし、ある種の強制貯蓄と言える

国民年金保険料を支払わないことを指す。生活保護制度の目的は、健康で文化的な最低限

度の生活の保障と自立促進であり、困窮の理由は問題とならない。低所得者向けの年金保

険料免除制度と国民皆年金制度を両方維持している国においては、低所得者や無職者でも

加入対象となるためその分未納率は上昇するうえ、2011 年度現在において国民年金満額給
付額（約 66,000 円）は生活扶助基準額を下回る場合があるという状況も、生活保護モラ
ルハザードの誘因となりうると考えられる。 
また、これらの要因に加え、厚生年金適用事業所の脱法行為が国民年金の未納に影響を

与えると考えられる。ここで、厚生年金適用事業所の脱法行為とは、本来厚生年金の適用

対象となっている事業所が厚生年金から脱退しながら営業を続けること、本来加入させる

べき被用者に適用を行わないこと、本来よりも低い標準報酬に設定するなどという行為の

ことを指す。脱法行為は従業員の気がつかないところで無年金者の発生につながると考え

られる。 
                                                        
7 25 年以上の納付期間がない場合、年金を受給する権利を有さないという条件により、途中から納付したとしても受
給できないということ。 

8 現在消費に対する効用を過大評価し、将来消費に対する効用を過小評価するため、将来の年金受給よりも現在の消費
に充てようと考えること。 
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図	 7	 国民年金未納要因	 

出典：厚生労働省	 平成 20 年国民年金被保険者実態調査より作成	 

 

	 第 4 項	 年金受給額の現状  

	 この項では、高齢者の年金受給額の現状を把握し、生活保護制度と比較することで国民

年金制度の問題点を指摘する。国民年金の未納が引き起こす問題点として、高齢者の低年

金・無年金（低所得）があげられる。国民年金の保険料は月額約 15,000 円、給付満額は
約 66,000 円であり、平成 21 年度の年度末現在の平均受給額は 54,258 円で新規裁定者の
平均受給額は 49,170 円であるというのが現状である。そして、本稿ではこの給付額がど
れほどの生活水準を保障するものなのかということに関して、最低限の生活を保障すると

される生活保護制度と比較することとする。生活保護制度とは国民の最低限の生活保障と

自立促進を目的とした最後のセーフティ・ネットとしての役割を果たしており、給付内容

は大きく分けて 8 種類に分類されるが、ここでは生活困窮者が日常生活の需要を満たすた
めの扶助として機能している生活扶助基準額というものに注目する。生活扶助基準額は第

一類費9、第二類費10、加算額によって決定されており、表 1 はそれぞれの金額を合算した
平成 21年度の高齢単身世帯の生活扶助基準額を表している。 
 
 
 
 
                                                        
9 第一類費とは、食費や被服費など世帯員の年齢に応じて、個人単位で設定した経費のこと。 
10 第二類費とは、光熱水費家具家事用品など、世帯人員数に応じて世帯単位で設定した経費のこと。 
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表	 1	 単身世帯の生活扶助基準額	 

出典：厚生労働省	 「生活扶助基準額について」	 より作成 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第一類費や第二類費は、それぞれ世帯構成員の年齢や人数、級地制度に基づいた居住地
の区分に応じて設定されている。級地制度とは、地域における生活様式や物価の差により

生じた生活水準の差を生活扶助基準額に反映させることを目的とした制度で、現在では都

道府県ごとに地方自治体単位で表のように 1 級地‐1 から 3 級地‐2 まで 6 つに区分され
ており、都市部ほど 1級地-1に、地方ほど 3級地-2に分類される。表 1で太字となってい
る部分は、生活扶助基準額が国民年金満額（約 66,000 円、）を上回っていることを表し
ており、さらに、生活扶助基準額に関しては 11～3 月において冬季加算（平均約 2,000
円）がされるため（表 2）、ほぼすべての高齢単身者において生活扶助基準額が国民年金
満額ひいては平成 21 年度の年度末現在の平均受給額を上回っているといえる。このこと
から、未納が引き起こす無年金・低年金問題が深刻であると判断できるだろう。近年、低

所得低資産の非正規雇用者が増加傾向にあり、より一層高齢期の所得保障として大きな役

割が期待される国民年金であるが、雇用形態の変化とともに更なる改革が必要といえるの

ではないだろうか。次の節では、どのような改革が行われてきたのかという変遷をたど

る。 

第2節	 これまでの改革と非正規雇用  
 
1961 年に国民年金が始まり、国民皆年金となってから、今に至るまで様々な改革がなさ
れた。高度経済成長期に賃金と物価が持続的に上昇したため 1965、1969、1971 年の年金
改革で給付水準が引き上げられた。しかしそれだけでは対応しきれず 1973 年の改正によ
って物価変動に合わせて年金額を改定するスライド制と標準報酬の再評価制度11が導入さ

れた。 
	 高度経済成長期以降の年金改革は、国民の平均寿命の延び、高齢化に対応し、将来を見

据えた制度改革を行ってきた。1985年の改革では全国民に共通する基礎年金が創設され、
厚生年金・共済年金の被用者には報酬比例年金を上乗せして給付するという形になった。

                                                        
11 過去の標準報酬を現在の価格に評価し直して計算する制度（賃金スライド） 

表	 2	 冬季加算を含めた場合の生活基準額	 

出典：厚生労働省	 「生活扶助基準額について」	 より作成 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 
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1990 年代になると、急速な高齢化で保険料率の引き上げが避けられなくなった。1994 年
の改革では、ネット所得スライド方式12、特別支給の厚生年金の縮小と部分年金の導入な

どが行われた。 
	 次に比較的新しい 1999 年年金改革と 2004 年の年金改革について少し詳しく見る。
1999 年年金改革の基本的な考えは、2 階建ての公的年金制度の枠組みを維持しつつ、持続
可能な負担と確実な給付を保障し、安定した制度を構築することであった。主に以下のこ

とが変更・導入された。一つ目は裁定後の基礎年金・厚生年金の改定方式の変更である。

2000 年 4 月から、基礎年金・厚生年金の額について、65 歳以降は賃金スライド等を行わ
ず、物価上昇率のみで改定することとなった13。二つ目は老齢厚生年金の支給開始年齢の

引き上げである。報酬比例部分の支給開始を 65 歳へ引き上げることになった。これによ
り 1961 年度生まれ以降の男性（女性は 1966 年度以降）の厚生年金加入者は、60 歳から
の繰り上げ支給制度が創設された。三つ目は 60 歳代後半の在職老齢年金制度の導入であ
る。適用事業所に使用される 65 歳以上 70 歳未満の者については、2002 年 4 月から厚生
年金の被保険者として保険料負担を求めるとともに、これらの者に支給される厚生年金に

ついて賃金に応じた調整の仕組み（在職老齢年金制度）を導入した。四つ目は総報酬制の

導入というものである。世代間の公平を図るため、2003 年 4 月から厚生年金制度におい
て、賞与等を一般の保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる仕組み（総報酬

制）を導入した。 
	 2004年年金改革では、年金制度の基本的な体系は変えずに、保険料の上昇を抑え、給付
と負担のバランスがこれ以上悪化しないような改革が進められることになった。まず保険

料固定方式への変更である。これは、これまでの給付を維持するために負担を引き上げる

方式であったのを、保険料を固定してその範囲で給付を行うという方式にしたことであ

る。これにより給付を調整する必要が出てきた。この給付調整方法として、マクロ経済ス

ライド方式14が採用された。他には主に次のような改革がなされた。まず基礎年金の国庫

負担割合の引き上げである。基礎年金の保険料負担軽減のため、基礎年金の国庫負担の割

合を３分の１から２分の１に引き上げた。その他には、サラリーマンの専業主婦が保険料

を負担せずに基礎年金を受け取れる第３号被保険者問題について、夫の年金記録の半分は

妻に分割されるという「３号年金分割」を導入することになった。他に在職老齢年金制度

の見直し、30 歳未満の低所得者に対する猶予制度、保険料多段階免除制度、年金課税の見
直しなどが行われた。 
	 このように、これまで社会情勢の変化に伴い、段階的に改革がなされてきた。しかし昨

今の就業形態の変化に対応してはいない。それは具体的には非正規雇用の増加である（図

2・図 3 で先述）。この状況に対し、藤本（2008）では非正規雇用者が自助努力としての
老後準備のないまま徐々に高齢者となり新しい大きな社会問題が発生することを危惧して

いる。それは貧困な高齢者の多数発生であり、生活保護でそれらに対応しようとすれば、

社会的コストは計り知れないものになるという。現行制度では、非正規雇用は第１号被保

険者であり、報酬比例部分は受け取れないことになっている。しかし、基礎年金だけで老

後の生活を賄うのは極めて厳しい。 
	 また厚生労働省の社会保障審議会年金部会	 2006年の「パート労働者の厚生年金適用に
関するワーキンググループ」では、パート労働者を多く雇用する団体から、非正規雇用へ

の厚生年金の適用拡大について多くの反対意見が寄せられた（詳しくは後述）。 
                                                        
12 高齢者の受給する年金給付額を、従来のような勤労者層の賃金ベースではなく、税・社会保検負担料を差し引いた
可処分所得ベースに置き換えること。（八田・内田 1996）これよって、世代間の負担の公平化を図る。 

13 ただし将来において物価スライドで改定した年金額と 65 歳以降賃金スライド等を行ったとした場合の年金額との乖
離が 20%に達した場合は、賃金スライドが行われるということになっている。 

14 本来給付額の確定時には賃金上昇率に、受給開始後は物価上昇率に応じて、給付金額がスライドされる。マクロ経
済スライドは、一定期間スライド率を引き下げる手法。この引き下げ部分をスライド調整率と呼び、2023 年までは
0.9%となっている。 
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第2章	 先行研究  

第1節	 国民年金の未納  
 
国民年金保険料の未納要因を分析した先行研究は数多く存在する。丸山・駒村（2005）

では、被説明変数に市区町村別の国民年金納付率、説明変数に就業構造や所得水準などを

採り実証分析をすることで、就業形態多様化が有意に国民年金の未納を招く結果を得た。 
鈴木・周（2005）では、各個人は自分の予想死亡年齢に合わせて加入期間を決めるという
合理的な選択を行っており、予想死亡年齢が低いと判断した場合には 25 年の加入期間す
ら選択せず高リスク者のみが年金制度に残り、それ以外は民間個人年金を選択するなどと

いった逆選択が指摘されている。また、国民年金の加入において、25 年受給資格要件の期
限は 35 歳前後であると捉え、未加入者の多くはこの時期に加入するか否かの選択に迫ら
れるわけだが、加入を選んだ人々も生涯未加入を選択した者も、加入期間に応じた給付を

行うことで効用改善につながると考えると、25 年加入要件の撤廃が未加入率、未納率には
有効であると指摘している。駒村・山田（2007）では、被説明変数に国民年金納付率、説
明変数に双曲型時間割引要因や流動性制約要因を用いた Probit 分析により、過度に高い時
間割引率、双曲型時間割引率を持つ者や、流動性制約要因が年金加入や納付意欲を低下さ

せるという結果を得た。 
 

第2節	 年金制度と生活保護  
	  
公的年金の未納・未加入者要因の 1 つに生活保護のモラルハザードがあるのではないか
とする先行研究として、田中（2006）、菅（2007）、丸山（2009）、四方（2009）、四
方（2010）がある。田中（2006）では、無年金・低年金者と高齢者の所得保障について研
究がなされており、無年金者が多く存在することの、基礎年金制度の問題点や、基礎年金

満額給付額が生活保護を下回る場合が存在することを指摘し、年金保険料を支払う能力が

あるにもかかわらず、支払わないというモラルハザード問題の危険性について言及されて

いる。菅（2007）では、アンケート結果に基づき、現在の年金未納未加入者のうち約 2 割
弱が将来生活保護に依存するというモラルハザードによるものであり、職業別の分析によ

ると非正規雇用者において特にモラルハザードの可能性が高いとしている。丸山（2009）
では、自営業者に対象を限定して生活保護と国民年金未納との関係性を研究しているが、

研究結果により公的年金の未納・未加入者ほど生活保護を重視する傾向があり、生活保護

モラルハザードの可能性が示唆されるものとなった。千保・四方（2009）では、年金給付
の格差および無年金者と生活保護受給者の動向について研究がなされており、生活保護受
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給者に占める低年金・無年金者の割合や、低年金者が高齢になるにしたがって減少してい

るにもかかわらず、高齢者に占める生活保護受給者の割合の増加について言及がなされて

いる。四方（2010）では、国民年金と生活保護の双方の給付額の推移の歴史と関係性につ
いて言及されているほか、無年金者と生活保護受給者の割合についての研究がなされ、新

たな年金制度についての提言がなされている。 

第3節	 非正規雇用への厚生年金適用拡大  
 
就業構造の変化による非正規雇用の増加と年金の受給額に関しては、非正規雇用への厚

生年金拡大についての研究や老後の所得についての研究がなされている。藤本（2008）で
は非正規雇用が増加したことを示した上で、非正規雇用の公的年金の未加入割合や失業確

率などから、老後の所得を推計しており、それによると非正規雇用は最低限の生活も厳し

い所得しか得られない、という結果となっている。また、この問題を解決するためには非

正規雇用への厚生年金適用拡大が必要であると述べられている。 
	 駒村（2007a）では厚生年金適用拡大の意義を４つ挙げている。１点目は就業形態の選
択に中立的になること、そして２点目はライフコースが多様化しても一定の年金を保障で

きること、３点目は厚生年金制度がもつ再分配効果の対象者が拡大し、老後所得格差の縮

小に貢献すること、４点目は高齢者や非正規労働者の労働力率の上昇とともに、彼らに対

する厚生年金の適用拡大が行われてはじめて年金財政は安定するということである。 
	 鈴木（2010）では、厚生年金の部分的な適用拡大は、一時的には保険料収入を増加させ
るが、パート・アルバイトのうちの多数である子育てを終えた女性は将来、保険料よりも

多い年金額を受給するため、年金財政に悪影響を及ぼすと述べている。一方、すべてのパ

ート・アルバイトに適用を拡大することに関しては、これまでマイナスの影響を与えてい

た第３号被保険者から保険料を徴収できるので、年金財政にプラスの影響を及ぼすと述べ

ている。 
	 西村（2007）では、海外と日本との厚生年金の制度について比較している。（表 3）こ
の表から、西村（2007）は日本の非正規雇用に対する年金加入の条件の「わが国の収入下
限ラインが著しく高い所に設定されている」と述べられている。そして、諸外国では非正

規雇用でも被用者年金への加入が義務である、もしくは加入条件となる年収が低いので、

日本のように非正規労働者の多くに厚生年金が適用されないという状況は起こりにくいと

主張している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表	 3	 諸外国の短時間労働者に対する年金適用	 

出典：西村（2007）p.39	 

加入と保険料支払い義務 給付への反映

日本
年収130万円未満かつ週労働時間が常勤の４分
の３未満の場合は保険料支払い義務がない

第三号被保険者は期間に応じ基礎年金給付を受
ける

フランス 収入を有する者は強制加入 年収約15万円で1加入四半期の保険期間を得る

アメリカ 収入を有する者は強制加入
年収約9万円以上の収入について給付額計算の
基礎となる

イギリス 年収約70万円未満の被用者は強制加入ではない ―

ドイツ
年収約45万円未満かつ週労働時間15時間未満
の場合は強制加入ではない

―

出典：厚生労働省国際年金課資料より筆者作成
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第4節	 厚生年金の未適用事業所  
 
厚生年金の保険料は、雇用者と事業所で労使折半することになっているが、世間には本

来、厚生年金の適用事業所となるはずであるのに故意に適用を逃れている事業所が存在す

る。これは保険料から逃れることを目的としている。丸山（2008）では、本来被用者保険
に適用されるべき非正規労働者のうち、被用者保険の適用率は４割前後となっていると述

べている。また、こうした事業所には社会保険庁が加入指導をするが、実際に加入に結び

つくのはわずか 2.5%であったと述べられている。つまり週所定労働時間が４分の３以上で
あっても、事業所の行為によって厚生年金に適用されていない非正規雇用者が多く存在す

るということだ。この現状に対し、藤本（2008）では厚生年金へ適用すべきなのに適用さ
れていない事業所に対して、事業所調査を拡大・民間委託の活用などで、行政が責任を持

って加入促進を行うべきだと述べられている。しかし、実際にそれを行うとなるとコスト

がかかるため、あまり現実的でないように考えられる。 
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第3章	 分析  

第1節	 分析方法・使用データ  
 
非正規雇用者の現状分析で、国民年金の未納率の増加と非正規労働者の増加には密接

な関係があることを見てきた。そして、図 7 で未納における流動性制約要因が 6 割以上の
ウェイトであることが表すように、近年の国民年金の未納者の増加は、定額の保険料月額

約 15000 円という金額が、所得や貯蓄が少なく、日々の生活で精一杯な、特に非正規労働
者にとっては相対的に高額であり、保険料を滞納・未納しているという要因によるところ

が大きいと言えるだろう。しかし、他にも被保険者側が未納を行う何らかのインセンティ

ブが存在するはずである。それは、現在年金保険料を支払わなくても、自分が老後になっ

た場合に、年金保険以外で国が何らかの形で所得を保障してくるのではないか、という甘

い考えが一つの要因としてあげられるのではないだろうか。先行研究で見たように、生活

保護を受給している高齢者の割合は高く、四方（2010）でも言及されているように、年金
を受給しながら生活保護も申請している人も増加傾向にある。このような現状を踏まえ、

将来の所得保障を年金ではなく、生活保護に頼ろうとする、生活保護に対するモラルハザ

ードが存在しているのではないか、すなわち、高齢者で生活保護を申請している割合が大

きいほど未納率が高いのではないか、と私たちは推測した。また、厚生年金の提供対象で

あるのにも関わらず、適用を逃れるという不正を行う事業所が存在することは、雇用者を

厚生年金に適用しているように見せかけて、雇用者本人の自覚がない中で保険料を未納さ

せてしまうということにつながるのではないかという点も予測した。したがって、国民年

金の保険料の未納の要因は、金銭的に払えないというだけでなく、払いたくない、払えて

いない、といった要因があるのではないかと予測し、計量分析を行った。 
	 被説明変数に国民年金の納付率、説明変数に 65 歳以上の生活保護の保護率、完全失業
率、厚生年金の適用事業所数割合、全額免除割合、第１次産業就業者比率のダミーをとっ

た。第１次産業就業者比率のダミーを説明変数として置いたのは、第１次産業には農業や

漁業などの自営業者が多いと考えられるため、第１次産業就業者比率が高い都道府県ほど

国民年金の納付率が高くなるのではないかと考えられるからである。データは、平成 20・
19年の 2年分の都道府県データを用いた。表４はそれぞれのデータの出典を表したもので
ある。 
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データ 定義 出典 
納付率 納付月数を納付対象月数（全額免

除者15に係る月数を含まない）で割

り、月数ベースで算出した納付割

合 

厚生労働省	 厚生年金保険・国民

年金事業の概況 

65 歳以上の
生活保護の保

護率 

（65 歳以上で生活保護を申請して
る人数）/（65歳以上の人口） 

分子→被保護者全国一斉調査（厚

生労働省） 
分母→住民基本台帳（総務省） 

完全失業率 労働力人口に占める完全失業率の

割合 
労働力調査（総務省統計局） 

厚生年金の適

用事業所割合 
（適用事業所数）/（適用すべき事
業所数） 

社会保障審議会 日本年金機構評価
部会 第 2 回社会保障審議会日本年
金機構評価部会資料（平成 21 年
12月 24日）p.20 

全額免除割合 全額免除者が第１号被保険者に占
める割合 

厚生労働省	 厚生年金保険・国民

年金事業の概況 
第１次産業就

業者比率１ 
第１次産業就業者比率が 1～10 位
の都道府県（青森県、岩手県、高知

県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長

野県、秋田県、佐賀県、鳥取県） 

総務省統計局	 統計でみる都道府

県のすがた 2011 

第１次産業就

業者比率２ 
第１次産業就業者比率が 11～20 位
の都道府県（山形県、和歌山県、島

根県、徳島県、愛媛県、福島県、長

崎県、大分県、山梨県、北海道） 

総務省統計局	 統計でみる都道府

県のすがた 2011 

第１次産業就

業者比率３ 
第１次産業就業者比率が 21～30 位
の都道府県（新潟県、茨城県、香川

県、山口県、栃木県、群馬県、岡山

県、宮城県、沖縄県、静岡県） 

総務省統計局	 統計でみる都道府

県のすがた 2011 

第１次産業就

業者比率４ 
第１次産業就業者比率が 31～40 位
の都道府県（新潟県、茨城県、香川

県、山口県、栃木県、群馬県、岡山

県、宮城県、沖縄県、静岡県） 

総務省統計局	 統計でみる都道府

県のすがた 2011 

第１次産業就

業者比率５ 
第１次産業就業者比率が 41～47 位
の都道府県 

総務省統計局	 統計でみる都道府

県のすがた 2011 

表 4	 被説明変数と説明変数の出典 

第2節	 結果・考察  
 
パネルデータを用いたため、プーリング回帰モデル、固定効果モデル、変量効果モデル

を用いて分析を行った。Hausman検定・Breusch and Pagan検定を行い、その結果、変
量効果モデルが最もふさわしいものとなった。表 3 がその結果である。	 

	 

                                                        
15 法定免除、申請全額免除、学生納付特例及び若年者納付猶予 
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プーリング回帰

モデル	 

固定効果モデル	 変量効果モデ

ル	 

	 

  b/t	 b/t	 b/t	 

65歳以上の生活保護の保
護率	 

-3.3413 
[-4.55]*** 

-0.5618 
[-0.17] 

-2.1367	 	 	 	 	 	 
[-2.26]** 

失業率	 
-2.8467 
[-3.98]*** 

-2.2894 
[-3.51]*** 

-3.2407	 	 	 	 	 	 
[-5.77]*** 

厚生年金の適用事業所率	 
28.5782 
[1.98]* 

-10.6945 
[-0.74] 

6.386              
[0.50] 

全額免除率	 
0.0209 
[0.18] 

-0.9415 
[-3.93]*** 

-0.2044            
[-1.44] 

第１次産業就業者比率	 1 
0 
[] 

0 
[] 

0                 
 []  

第１次産業就業者比率	 2 
-0.2243 
[-0.17] 

0 
[] 

-0.1256            
[-0.06] 

第１次産業就業者比率	 3 
-3.7904 
[-2.83]*** 

0 
[] 

-4.323             
[-2.08]** 

第１次産業就業者比率	 4 
-2.7234 
[-1.89]* 

0 
[] 

-3.8911            
[-1.77]* 

第１次産業就業者比率	 5 
-7.9872 
[-4.44]*** 

0 
[] 

-8.5172            
[-3.46]*** 

_cons 
56.6413 
[4.38]*** 

112.5791 
[7.71]*** 

84.2766             
[7.22]*** 

R-squared within  0.6657 0.6146 0.5093 
R-squared between   0.1317 0.6217 
R-squared overall  0.1364 0.6192 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

表 5	 分析結果の比較 

	 

	 この結果から、国民年金の納付率に対して、失業率と第１次産業就業者比率 5 は 1％水
準、65 歳以上の生活保護の保護率と第１次産業就業者比率 3 は 5％水準、第１次産業就業
者比率 4 は 10％水準で有意という結果を得た。相関関係に関しては、統計的に有意となっ
た説明変数は、国民年金の納付率に対して、負の相関となった。今回の分析では、厚生年

金の適用事業所率や全額免除率は国民年金の納付率に影響を及ぼさないという結果になっ

た。しかし、65 歳以上の生活保護の保護率の上昇が国民年金の納付率に負の相関関係もも
たらしているのは、新しい知見と言え、将来の所得保障を生活保護に頼ろうとするインセ

ンティブが国民年金の未納に影響を及ぼしている可能性を、都道府県データを用いて発見

することができた。また、第１次産業就業者比率 3～5、すなわち第１次産業就業者の少な
い地域では国民年金の納付率が低いことが判明した。この点は現状分析で見た、自営業者

は雇用者と比較して納付率が高いということを裏付けるものと考えられる。したがって、	 

納付率改善の政策としては、保険料を払いたくないというインセンティブを阻止した、雇

用者に対する政策が必要であると言える。	 
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第4章	 政策提言  

第1節	 非正規雇用への厚生年金適用拡大  
 
本稿の政策提言は、非正規雇用者への厚生年金強制適用である。第一節第一項では、非

正規雇用への厚生年金適用拡大がもたらす効果、第二項では昨今の税と社会保障の一体改

革で議論されている適用拡大の内容についてまとめ、第三項では、私たちが非正規雇用者

への厚生年金強制適用という政策提言を掲げた根拠と、実施によってもたらされるメリッ

トについてまとめた。また、第二節では、厚生年金適用拡大による効果について藤本

（2008）を基に最新のデータを用いて考察を行い、非正規雇用者への厚生年金強制適用に
よる非正規労働者への影響の大きさを分析した。 
 

	 第 1 項	 分析をふまえて  

 
第 3章の分析から、国民年金の納付率には、65歳以上保護率、失業率、第 1次産業比率

が影響を与えていることがわかった。この結果を単純にふまえると、65 歳以上保護率、失
業率を減少させ、第 1 次産業比率を増加させれば納付率が上昇することになる。しかし失
業率を下げるのは、そう簡単ではない。失業は個々人の身体的な問題や、景気、震災等

様々な要因によって生じていると考えられ、一つの政策で失業率の大幅な減少は期待でき

ないだろう。また、第 1 次産業比率を上昇させるのも現実的ではない。現在の社会では第
3 次産業が産業のうちの多くの割合を占めているので、それを今から第 1 次産業に転換さ
せるには時間と費用がかかるばかりでなく、GDP にも直に影響するであろう。そこで 65
歳以上保護率を下げることを目的として政策を提言する。 
	 65 歳以上保護率を下げる施策として、本稿では非正規雇用への厚生年金適用拡大を提案
する。現状分析でも述べたように、昨今の非正規雇用の増加が、高齢期の低年金・無年金

を増加させ、生活保護へ頼るという状況を生んでいると考えられるので、厚生年金の適用

拡大により、報酬比例部分として非正規雇用への年金所得を充実させれば、高齢の生活保

護受給者が減るであろう。そうすれば国民年金保険料の納付率は上昇するはずだ。これは

第１号被保険者から未納の“主犯”とも言える非正規雇用が抜けるから、国民年金保険料

の納付率が上昇しているだけであり、本質的な解決になっていないようにも見える。しか

し、非正規雇用が第 2 号被保険者となることで、給料から年金保険料を天引きという形で
強制的に徴収されるので、実質的にも保険料の納付状況は改善されると言える。 
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	 第２項	 週労働時間 20 時間以上への適用拡大  

	 それでは厚生年金の適用拡大はどのような範囲、基準で行えばよいのだろうか。現在、

社会保障と税の一体改革では週の労働時間が20時間以上の者を厚生年金の適用対象とし
て、改正を進めている。2004年の年金改革の時点でも週労働時間20時間以上の非正規雇用
への厚生年金適用拡大が議論された。しかし経済界の反対により当時は見送りとなった。

社会保障と税の一体改革では非正規雇用へ厚生年金を適用拡大することによって、働き方

に中立的な年金制度になると言われている。週労働時間20時間以上の非正規雇用に適用を
拡大すると、新たに約400万人の雇用者が適用されるという16。この適用拡大によって、非

正規雇用が高齢期に低年金・無年金となって貧困に陥るのを防ぐ効果があるとされてい

る。 
	 しかし、この案には問題が散見される。2006年に社会保障審議会年金部会で「パート労
働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」が組織され、適用拡大について議論さ

れた。この部会の趣旨は、パート労働者の就労実態等を踏まえた上で、厚生年金適用の在

り方を検討することである。パート労働者を多く雇用する業界の団体、経営者・労働者の

代表等のほか、有識者等からのヒアリング、資料の収集等を行い、パート労働者の就労実

態等を踏まえた適用の在り方が検討された。結果として、パート労働者の厚生年金適用拡

大に否定的な団体は少なくなかった。日本人材派遣協会はその一つであり、ヒアリング調

査で「厚生年金の適用対象になる、週の労働時間を 20 時間とすることには反対であ
る。」と主張している。その理由として一つは「現状としてパート労働で働く派遣労働者

(以下、パート型派遣)は扶養控除枠で就労を希望する者が多く、基準を下げることによる
派遣労働者の加入希望が減るであろうこと」、もう一つは「基準を下げることで、加入を

希望しない派遣労働者はむしろ加入対象とはならないような就労条件(週 20 時間未満)にシ
フトする傾向が強くなり、結果として派遣先での労働効率を低下させ(１人当たりの労働時
間が減れば、その分人数を増やさざるを得ないのは当然)、派遣元・先双方の労務管理を無
用に 煩瑣

は ん さ

にするだけであるし、労働者本人の労働意欲を著しく削ぐ結果となること」そ

して最後に「新基準での加入者は現行の加入者の約 1.5 倍にはなるかと思われるがこの負
担増分は、派遣料金上昇に繋がる。しかし、派遣先がどれほどの理解・協力を示すかは不

明であり、とはいえ派遣元の営業利益内では吸収できないであろうことから、必然的に原

価の大半を占める派遣労働者の賃金設定に影響を及ぼさざるを得ないということ」が挙げ

られている17。 
	 またチェーンストア協会も厚生年金適用拡大に反対している。その理由としては(1)短時
間労働を選択しているパート労働者が本当に厚生年金加入を望んでいるのか検証されてい

ない。(2)パート労働者本人への給付がどのような形になるのか不透明のまま、保険料の負
担ばかりが議論されている。(3)適用拡大を強行することは、パート労働者の多様な働き方
を阻害し、雇用不安を招くことになる。(4)本来行われるべきはずの国民年金法等の一部を
改正する法律附則第 3 条第 3 項に基づく検討が全く無視されている。(5)国民年金の未加
入・未納問題が依然として解消されていない上、厚生年金の空洞化等の問題も十分に改善

されておらず、年金制度に対する不信感は払拭されていない。(6)家計を圧迫し個人消費に
影響を及ぼすとともに、流通・サービス産業全体の経営危機を招く、ということが言われ

ている18。 

                                                        
16 内閣官房	 社会保障改革担当室「社会保障・税一体改革成案における改革項目	 参考資料」p.29 
17  パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第４回日本人材派遣協会提出資料	 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/dl/s0122-8d.pdf 
18  パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第４回日本チェーンストア協会提出資料	 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/dl/s0122-8b.pdf 
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	 ビルメンテナンス協会も厚生年金の適用範囲拡大には否定的である。ビルメンテナンス

業は、労働集約型産業であり雇用労働者約89万4千人、うち非常勤労働者が約50万8千人で 
56.9%を占めている。近年の経済情勢を反映して、大半の企業が売上高・収益率とも低下
している厳しい経済社会情勢の中で、非常勤労働者の厚生年金加入への適用拡大が図られ

ると、ビルメンテナンス業の各社は、経営基盤の脆弱な中小企業が殆どであり、経営者が

受ける打撃は極めて甚大であると主張している19。	 

	 労働者側としても反対する声があったようだ。社団法人日本フードサービス協会が平成

18年から平成19年にかけて、加盟企業で働くパートタイマー対象に行ったアンケートで
は、７割が反対を示した。（図8）	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 この理由としては、この調査対象の約４割が第 3 号被保険者として年金加入しているこ

と、そのため就労調整をしていること、厚生年金加入となると保険料としてとられて、手

取り収入が減ることなどである（図 9）。多くのパートタイマーにとっては、将来の年金
よりも現在の収入を確保したい減らしたくないという気持ちが強いことがわかる。また、

年金に対しての不信感もあらわになっている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                                                        
19  パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第５回全国ビルメンテナンス協会提出資料	 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/dl/s0125-15a.pdf 

図	 8	 パートタイマーの厚生年金加入についてのアンケート	 

出典：パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第８回日本フードサービス協会	 

提出資料	 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0208-3a.pdf 

図	 9	 20 時間以上での厚生年金加反対の理由	 

出典：パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第８回日本フードサービス協会	 

提出資料	 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0208-3a.pdf 
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	 これに対し、日本労働組合総連合会は「社会保険料の支払いを躊躇しているパートタイ

ム労働者がいるということは将来のために保険料を払う余裕がない低賃金が問題であり、

その改善が必要である。（中略）パートタイム労働者が「払いたくない」と言っているか

ら「入りたくない人を無理やり適用すべきではない」というのは、間違った考え方であ

る。」と主張している20。	 

	 以上のように、パート労働者の厚生年金加入に関して、パート労働者を多く雇っている

事業者は当然ながら反対が多い。またそれらの事業者に雇われているパート労働者も反対

している人が多い。それには第 3 号被保険者が多いということも起因している。ただ、業

種によってパート労働者の雇用量が異なるため、一部の業種が反対を主張しているのが目

立っているということも言える。またパート労働者はフルタイム労働者に比べ賃金が低い

ため、年金の保険料が所得に占める割合が大きいということも問題である。手取り賃金が

減って、将来の年金が少ししか増えないならば、今の手取り賃金を優先するという意見も

もっともだと言える。	 

	 また日本経済新聞に寄せられた鈴木亘氏の主張によると21、厚生年金の適用拡大には４

つの問題があるという。１つ目はパート労働者の大半は中高年の女性が多く、支払う保険

料よりも受け取る年金額の方が多いこと、２つ目は労働者が被扶養配偶者にとどまるため

に労働時間を調整する可能性があり、年金支払額に見合う保険料収入を期待できないこ

と、３つ目は他の社会保険の被扶養者枠や所得税の配偶者控除の理由で、週労働時間を20
時間未満にする可能性があること、４つ目はパート労働者の多くは条件が悪くなると、専

業主婦になるなどの選択肢があるため、企業が保険料負担を労働者に転嫁させにくいとい

うことだ。 

 

	 第 3 項	 全ての非正規雇用への適用拡大  

	 前項では、非正規雇用者への厚生年金の適用拡大について、税と社会保障の一体改革等

で、現行の週労働時間 30 時間以上から 20 時間以上にすべきであるという議論がなされて
いることを見てきた。また、週労働時間が 20 時間以上に変更されることで、対象となる
非正規雇用者にどの程度利益がもたらされるかということも見てきた。しかし、現実問題

として、週労働時間の 20 時間以上の非正規雇用者への厚生年金の適用拡大は、うまく機
能しないと考えられる。その大きな原因は、企業の労働時間調節である。すなわち、企業

側は労働者の厚生年金の保険料負担を回避しようとため、非正規雇用者一人当たりの労働

時間を 30 時間から 20 時間以内に減らすことで、多くの非正規雇用者を厚生年金適用の対
象から外させることが考えられる。したがって、拡大適用の対象となる人数は、審議会や

改革案等で想定されている人数よりも大幅に少なくなることが予想される。また、非正規

雇用者一人当たりの労働時間が減らされることで当然所得も下がり、非正規雇用者におけ

る国民年金の保険料の滞納者がますます増えることが考えられる。さらに、基準の労働時

間を 20 時間以上に変更することで、非正規雇用者の中で厚生年金が適用される人と適用
されない人が明確になり、不公平感が非正規雇用者の間で起こることも考えられる。 
以上の観点を考慮すると、非正規雇用者への厚生年金適用拡大は、現行の週労働時間 30

時間以上から 1 時間以上、すなわちすべての非正規雇用者への厚生年金強制適用にすべき
である。この政策提言の利点は大きく分けて三点ある。まず一点目は、非正規雇用者への

厚生年金の適用拡大を週労働時間の 20 時間以上にした場合の問題点を克服できる点であ
る。すなわち、非正規雇用者への厚生年金適用の制限が撤廃されれば、企業側が意図的に

                                                        
20  パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ第８回 	 日本労働組合総連合会提出資料	 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0208-3b.pdf 
21 日本経済新聞 2011年 11月 1日朝刊	 経済教室「年金改革の視点（中）パート加入拡大、利点なし」鈴木亘 
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労働時間を操作し、企業負担を逃れようとするインセンティブは働かなくなり、また、非

正規労働者内で厚生年金に適用する者とそうでない者に分かれることもなくなる。つま

り、真の雇用形態に中立的な年金制度となる。さらに事業所としても適用逃れという脱法

行為をしにくいと考えられる。適用の条件として時間を設定していると、現在と同じよう

に脱法行為をする事業所が出てくる可能性が高い。すべての非正規雇用者に厚生年金を拡

大するのならば、適用逃れを摘発しやすいため、事業所は脱法行為をしなくなると考えら

れる。したがって、非正規雇用者への厚生年金強制適用は実際にうまく機能すると考えら

れる。二点目は、国民年金の納付率の大幅な上昇が見込める点である。現状分析で見たよ

うに、昨今の国民年金の未納の大きな要因は、第 1 号被保険者の割合に占める非正規雇用
者の増加と非正規雇用者の保険料の納付率が低いことであった。非正規雇用者が国民年金

から厚生年金に切り替われば、保険料が給料から天引きという形となり、未納という問題

が必然的に起こらなくなる。さらに、国民年金対象者から非正規雇用者が外れることで、

国民年金対象者の中心は自営業者となり、未納率が大幅に減少されることが見込まれる。

これは国民年金の空洞化問題の解決に繋がると考えられる。三点目は、非正規雇用者にお

ける老後の年金受給額の大幅な上昇が見込める点である。第 1 号被保険者の場合の老齢年
金の満額は月額約 66,000 円である。一方、厚生年金では基礎年金部分に加え報酬比例部
分も存在する。さらに、保険料は給料に対して定率負担であるため、相対的に少ない負担

で老後の年金受給額を大幅に増やせると言える。 
 

第2節	 厚生年金適用拡大による効果  
 
本節では藤本（2008）を参考にして、最新のデータで厚生年金の受給額を推計する。ま

た、厚生年金適用拡大が実施された場合の老後所得を同様に推計し、実際の金額を見る。

藤本（2008）の研究では平均的な非正規雇用者世帯について、老後所得がどの程度のもの
になるのか、統計資料をもとに推計されている。	 

藤本（2008）の男性単身の非正規雇用世帯の老後所得は比例計算より	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

と計算される。ここでは平均的収入として月額 36 万円の給与でボーナスは 3.6 ヶ月で 40
年間就業したと設定している。女性単身の非正規雇用も同様で、非正規同士の夫婦の場合

は女性が 30~34 歳の時に出産・育児のため就労しないと仮定し、それぞれを加えるという
形で計算される。つまり、 
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となる。失業確率や就業期間中の厚生年金保険への加入割合、公的年金への未加入割合は

藤本（2008）に倣って最新の統計値を用いて導きだす。データについてだが、失業確率は
統計局の平成 22 年の労働力調査から計算し、男子は 19.0%、女子は 8.3%であった22。他
の、厚生年金加入割合や公的年金未加入割合は駒村らによる「就業形態の多様化に対応す

る年金制度に関する研究」の中で行われた「非典型労働者に対する年金等に関する意識調

査」で把握された割合（表 6）を用いた。収入合計の想定は平成 22年の賃金構造基本統計
調査の「正社員以外」の男女の賞与を含む平均的収入額を用いた（表 7）。これらのデー
タから老後所得を推計した結果が表 8 である。なお藤本（2008）での推計を比較のために
載せた。 
 
 
 
 
 
 
	 

 

表	 6	 非正規雇用の被用者年金への加入割合と公的年金未加入・未納割合	 

資料：財団法人年金シニアプラン総合研究機構「非典型労働者に対する年金等に関する意

識調査」 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
22 藤本（2008）より、 
失業確率=25~54歳の完全失業者数(男女別)/｛(25~54歳の労働人口(男女別))-(25~54歳の正社員数(男女別)) 
労働力調査より統計数値を代入。 
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表	 7	 非正規雇用者の平均的収入額（男性、女性）	 

（資料）厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成 22 年）」より筆者作成	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 

表  8	 藤本（2008）の老後所得と本稿の老後所得の推計結果	 （単位：円/月）	 

出典：藤本（2008）と本稿の推計結果から作成	 

	 表 7 からわかるように、この４年間で推計老後所得は下がっている。失業確率が増加
し、非正規雇用者の平均的収入が減少したことが理由として考えられる。次に、本稿での

政策提言である週労働時間１時間以上の非正規雇用者への厚生年金適用拡大した（就業期

間中の被用者年金加入割合 100%）として老後所得を推計してみる（表 9）。比較するた
めに表 8と結合させた。 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文  17h – 18th	 Dec. 2011 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表	 9	 厚生年金適用拡大をした場合の老後所得と表 7 との比較（単位：円/月）	 

出典：藤本（2008）と本稿の推計結果から作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 表 9 から明らかなように、適用を拡大した場合非正規雇用者の老後所得が月額で約
25,000 円から 40,000 円ほど上がる。派遣社員や契約社員・委託このように非正規雇用へ
の厚生年金適用拡大は老後所得を上昇させ、高齢者の生活を支えるという点で、高齢期の

貧困に対処できると考えられるので有益であると言える。また、先述した表 1 の高齢単身
世帯の生活扶助基準額と高齢夫婦世帯の生活扶助基準額を表したのが表 10 である。表 9
と表 10 を比較して見てわかるように、非正規雇用者の老後所得は高齢単身世帯や高齢夫
婦世帯における生活扶助基準額を大きく上回るという結果が得られ、生活保護モラルハザ

ードに対するインセンティブを小さくすることができる。この推計結果からわかるよう

に、すべての非正規雇用に厚生年金の適用拡大をすれば、近年の雇用形態の変化に対応し

た所得保障としての公的年金制度となると言えるだろう。 
 
 
 

表	 10	 単身世帯と夫婦世帯の生活扶助基準額	 

出典：厚生労働省	 「生活扶助基準額について」より作成	 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 
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