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要約 

年金とは予測できない将来に備え、いざという時に社会全体で支えるために創設された

制度である。一般に年金といわれている老齢年金の他に障害年金、遺族年金と、3 つの年

金からなっており、予測しにくい事態に備えるために有用な制度となっている。しかし、

昨今では年金保険料の未納が問題となっている。全体の約 4割の人たちが未納していると

いうデータもある。中でも未納率が一番高いのは 20代で、若者の年金未納が際立っている。

彼らの未納理由を見てみると経済的理由や年金を当てにしていないというようなのが多か

った。20代の中には学生の人も交じっており、所得の少ないなかで年金保険料の納付は苦

しいかもしれない。しかし、経済的な理由で未納となっているのならば減額規定や免除規

定、学生であれば学生納付特例制度があるのでそれらを利用すればよいのではないか。何

故、利用していないのか。それは年金を当てにしていないという回答からも分かるように、

年金に対する意識の低さ、老後への意識の低さが根底にあるのではないかと考えた。 

 そこで我々は年金に対する新たな考え方を提案し、年金への意識を変えてもらおうと思

った。「長生きすることによって老後に資金が枯渇する」恐れのことを「長生きリスク」

と定義し。一般にめでたいこととされる長生きがリスクと呼ばれるのは残念なことだが、
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老後のために十分な準備を行うのは重要なことであり、その意識を高めるために、リスク

という言葉を使用することも必要なのかもしれないとし、長生きリスクとした。長生きリ

スクの具体例として日本人の死亡原因の 3つ、三大疾病についてと介護について取り上げ

た。それぞれこの先、厄介になる可能性の高いものを選び、長生きリスクの重要性とその

リスクをヘッジするためにも年金保険料を納付してもらい、将来、年金を受給できるよう

にしてもらいたいと思っている。 

 介護や病気による長生きリスクが大きいことを説明したうえで、サラリーマンの老後の

収支出のサンプルを算出する。サラリーマンは 23歳から 60歳の 37年間働いたものとし、

65 歳から年金受給、80 歳まで生きると仮定、日本の平均年収を稼いだ場合の支給される年

金額を計算した。計算で年収 414万円の高齢者単身無職世帯では、月約 13.7万円の年金が

支給されることがわかった。平均支出が 14.3万円だということを考慮すると、月々の収支

が 0.6 万円の赤字となる。更にそこに介護費がかかった場合と医療費がかかった場合の 2

通りを算出した。その結果、介護は 70 歳から 10 年間されるものとすると、345 万円の赤

字となった。病気になり医療を受けると、333 万円の黒字となる。ただ、これはどちらも

生活費以外の支出を考慮していない。60歳になっても住宅ローンや、家の修繕費用、車の

買い替えなどの特別支出を考慮すると、1000万円ほどかかってもおかしくはない。不足し

た分は借金や子供の資金に頼ることになる。結果、子供世代の老後に向けた貯蓄ができず、

貧困という負の連鎖に陥る可能性が出てくる。 

 年金における先行研究は数多くあるが、若年層の年金意識に焦点をあてている研究は少

ない。佐々木一郎（2012）「年金理解度と年金教育需要」では分析から、年金の理解度が

高い人ほど年金教育の需要が高く、理解度が低い人ほど教育の需要が低く、年金意識にお

ける格差が広がるのではと懸念される。強制的な年金教育を提言しており、学校教育のほ

か、パンフレットの配布やテレビコマーシャルといった様々な年金教育チャネルの機会の

選択を論じている。 

 佐々木一郎（2012）「年金教育ニーズの分析」では、年金教育についてのアンケートを

行った結果、学校教育現場での年金教育の必須科目化については、75％以上の人々が賛成

している。国からの年金情報量についてのアンケートにおいても、「十分でない」「あま

り十分でない」と回答する割合が 86.1％を超えた。これらのことからも多くの人には、年

金教育に対する需要があることが判明した。年金教育の学習範囲については、公的年金制
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度のみというのではなく、公的年金制度・個人年金制度・個人貯蓄など老後準備全般を広

範囲に学びたいという回答が最も高かった。 

我々も高校生への年金教育を提言したいと考えている。しかしそれだけでは今までの先

行研究にもあった。そのため一歩踏み込み、具体的な教育内容まで提言したいと考えた。

教育内容の方向性としては、年金制度や年金の種類などを教えるというよりは、長生きリ

スクである老後の資金枯渇の恐れを分かりやすく伝える。そしてその理解ができれば、若

年層の年金意識の向上につながると考えた。それが今までの先行研究にはなかった本稿の

独自性である。 

 教育内容では、まず日本の年金制度について説明する。特に若年層は経済的に支払えな

い割合が多いため、学生納付特例制度について詳しく説明した。次に介護や医療を受ける

ことから資金が枯渇してしまう恐れである、長生きリスクについて知ってもらう。そして

具体的な年金額と介護と医療を受けた場合の支出を、実際に平均年収を稼ぐサラリーマン

のサンプルとして算出し比較した。その結果、介護を受けると資金は枯渇し、医療にかか

ると 333万円ほどの資金が残ることが判明した。しかし家の改修やローンといった特別支

出を考慮するとそれでは足りないと予測される。そのため年金保険料を未納にして、将来

年金が支給されない、または減額されることはさらに長生きリスクを高めることがわかる。

長生きリスクをヘッジするためには、年金保険料を若いころからしっかりと払うこと、十

分な貯蓄をすること、必要であれば個人年金に加入することだ。しかし個人年金に入って

いるから公的年金は払わなくてよいと思うのは大きな間違いである。公的年金は障害年金

や遺族年金といった現役時代の保障もされているため、個人年金よりも保障の幅が広い。

公的年金に上積みすることを前提に個人年金は加入すべきである。 

 以上が高校生に向けての具体的な長生きリスクヘッジとしての年金の教育を提言である。

単に年金制度や年金の意義だけを伝えるのではなく、老後生活の長生リスクを説明し危機

感を持たせることで、年金の本当の大切さを理解してもらう。それが年金意識の向上につ

ながり、しいては納付率の上昇や老後の貧困に陥ることが少なくなると期待したい。しか

し実際に高校生に年金教育を行ったところで、どれほどの効果が見込めるかが不明である。

また経済的に支払いが困難であるという学生には、学生納付特例制度の加入を促すことし

かしていない。本稿は年金制度の抜本的な改革案の提言ではなく、若年層の年金意識の向

上のための提言という方向性をとっていたため、そこまで研究することができなかった。
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今後は制度的な提言をすることでより年金納付率を上げ、老後の貧困が減ることを期待し

たい。 
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はじめに 

現在、下流老人という言葉が流行りつつある。この言葉は、藤田孝典氏が『下流老人』

（朝日新書）という本の中で作り上げた造語である。本書では下流老人を「生活保護基準

相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者」と定義している。老後の苦しい生活の

実態が生々しく描かれており、多くの反響を呼んだ。著者は日本において老後の貧困は誰

にでも訪れる可能性のあるものとし、警鐘を鳴らしている。このことからも現在の日本で

は、年金や老後の資金の財源のことを考える機会が増えており、それはだんだんと身近に

なりつつあるといえる。 
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私たちは 20 歳になり、年金保険料を納付しなければならない年齢となった。納付する

にあたって、年金について調べていると、年金保険料の納付率があまり良くないことを知

った。そこで実際はどれくらいの納付率で、なぜ納付しないのかが気になった。また調べ

ているうちに自分たちが年金とはどういう仕組みでいかなる理由から創設されたものなの

かなどを理解していないことに気が付いた。そこで年金制度について調べていくうちに、

長生きすることによって老後に資金が枯渇するリスク、長生きリスクのリスクヘッジの一

つとなるのではないかと考えた。 

 納付率の低下については今までの学生の取り扱いや今後の学生に対して教育することが

対策として議論されていたが、その内容までは踏み込んでいなかった。そこで本研究では

これから年金保険料を納付することになる学生を対象とした年金教育の内容まで提案しよ

うと思う。 

 本稿は 5 章で構成される。第 1 章の 1 節では、現在問題になっている年金未納問題を取

り上げる。将来の資金のために大事な年金をなぜ蔑ろにし、保険料を未納してしまってい

るのかを考察する。第 2 節では、年金未納問題が明らかになったところで、若者の年金意

識について分析する。年金保険料を未納してしまう理由として、意識の低さを原因とする

割合がどれくらい存在するのか、そして学生は年金についてどれくらい知っているのかを

述べる。 

第 2 章の 1 節では、本稿で最も強調したい老後の「長生きリスク」について説明する。

本稿では長生きリスクとは「長生きすることによって老後に資金が枯渇する恐れ」と定義

したが、長生きすることでどのような場面で資金の枯渇リスクが存在するのかグラフを用

いて説明する。2 節では、実際に一人の日本の平均年収を稼ぐサラリーマンをサンプル例

として、老後の生活の収入、介護を必要とした場合と医療費がかかった場合の 2 通りの支

出を計算し、数値としてどれほどの長生きリスクがあるのか考察する。 

第 3 章の先行研究と本稿の位置づけでは、様々な年金研究があるなかでも、若年者の年

金意識について論じているものを中心に先行研究とした。若年層の年金意識を向上させる

ための数ある施策を参考にし、本稿の位置づけではその独自性を明確にする。第 4 章の政

策提言では、第 3 章までの研究を踏まえた上で、新たな社会への提言を発信する。今まで

のデータや先行研究のアンケートなどから、若年者の年金意識が低いことが判明した。先

行研究ではその施策として、学生に向けての年金教育が述べられていた。よって本稿では

学生に向けての教育とともにその具体的な教育内容について述べる。年金制度の説明だけ
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ではなく、長生きリスクの具体的な説明を通じて年金の重要性を理解してもらい、若年者

の年金意識を高めるための提言とする。 

第 5 章では、4 章までで述べられたことを踏まえての社会に対する貢献と、今後の課題

について述べ、本稿の締めくくりとする。 

第１章現状分析 

第１節年金未納問題 

公的年金制度は予測できない将来に備え、その時に社会全体で支えるために誕生した。

私たちの人生には自分や家族の加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で自立した生活が

困難になるリスクがある。こうしたリスクは予測することが難しいため、個人で備えるに

は限界がある。それらに備えるための仕組みが公的年金制度である。公的年金制度はあら

かじめ保険料を納めることで、必要なときに給付が受けられるようになっている。 

もしも、公的年金制度がなかったら、私たちは親の老後を仕送りなどで支えたり、自分

自身の老後を自分自身で備えたりする必要がある。しかし自分が何歳まで生きるのか、物

価はどのように変化していくのかなど予測することができない。個人や家族だけで対応し

ようにも、必要な額が貯蓄できなかったり、貯蓄のために必要以上に生活を切り詰めなけ

ればならなくなったりするだろう。そのようなことに対しては社会全体で対応していく方

が確実である。その時々の経済や社会の状況に応じた給付を実現することができる。 

 この年金給付は無条件で受け取れることはなく、年金保険料を納付してある一定期間納

付した場合のみ受け取ることができる。しかし、経済的理由により納付できない場合もあ

るためそのような人たちには減額規定・免除規定も用意されている。 

 年金未納問題とはその名の通り、20 歳を迎えたら年金保険料を払うことは国民に義務づ

けられているにも関わらず、多くの人がそれを未納している問題である。 
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図 1-1-1：年金納付率推移 

 

厚生労働省 平成 25 年度の国民年金の加入・保険料納付状況より著者作成 

上のグラフの通り、約 4 割の人が保険料を支払っていないのが現状だ。 

そもそも保険料を未納にすることでどのような問題が起こるのだろうか。個人として考 

えられるのは、①将来の年金が貰えなくなる、または受給額が減る、②国民年金に加入し

ていないと、加入者が病気や怪我で障害が残ってしまった時のための障害基礎年金、遺族

基礎年金が貰えなくなる可能性がある、ということだ。国としては、未納者の分を補うた

めに年金保険料が高くなり、しいては賦課方式を取り入れている公的年金制度の破綻の恐

れが挙げられる。経済的に支払うのが困難な人が多いのは考慮したとしても、約 4 割の人

が年金保険料を納めていないというのは、年金に対する関心、意識の薄さを反映した結果

といえるだろう。 

第２節若者の年金意識 

現在、年金保険料の支払いは 20 歳から 60 歳の 40 年間と原則決められており、月額

15,590 円（平成 27 年度）の国民年金の支払いが義務付けられている。そのなかで、未納

が特に目立つのが若年層だ。 

図 1-2-1：年齢階級別納付率 
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厚生労働省 平成 25 年度の国民年金の加入・保険料納付状況より著者作成 

平成 25 年度の納付率が 60.89％であるにも関わらず、20 代の納付率が特に平均を下回っ

ていることがわかる。また 20～24 歳の割合は学生納付特例制度を用いている人も多いた

め、実質納付者の割合はずっと下回ることが予想される（制度加入者は支払いをしている

とみなされる）。平成 24 年度のときと比較すると、納付率に改善がみられるが、まだま

だ低いことには変わりない。では年金保険料を未納してしまう原因は何なのか。 

図 1-2-2：年齢階級別保険料未納の理由(主要回答) 
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図 1-2-3：年齢階級別保険料未納の理由(複数回答) 

 

図 1-2-2,1-2-3 ともに厚生労働省６．保険料の納付方法、未納の理由等についてより引用 

このグラフは厚生労働省が全国の第一号被保険者を無作為に抽出しアンケートをとったも

のである。これを見ると、やはりどの年代も「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」

だという理由が未納になっている一番の原因だということがわかる。しかし、複数回答の

図 1-2-3 では、「国民年金をあてにしていない」の割合が２倍近くにも上がっている。こ

れは年金保険料が払えないという経済的な問題の根本に、年金への不信感があるのではな

いかと思われる。主要回答でも複数回答でも総数が一番多い「保険料が高く、経済的に支

払うのが困難」だというのが 62.4％もいるのであれば、保険料免除の制度を利用すればよ

いのに、なぜそれをしないのか。その制度を知らないのか、別に利用しなくても大丈夫だ

と思っているのかはわからない。しかし未納者はそのような年金の無知が、いずれ老後に

無年金や低年金になって資金が枯渇する恐れにつながることを考慮するべきだろう。 

学生納付特例制度は本研究の目的である「学生の年金意識」を知るうえで重要な指標にな

ると考え、詳しくみていく。未納の割合が多い若者のなかでも、とりわけ学生は収入が少

ないため、年金保険料を払うことが難しい。しかしその若者の救済措置として考え出され

たのが、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度というものである。 
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 学齢納付特例制度とは、大学や短大、専門学校の学生であって、第一号被保険者である

本人の在学期間中の保険料の納付が猶予される制度である。申請をすることで制度が適用

される。しかし所得によっては適用されない。 

118 万円＋扶養親族等の数×38 万円 

で計算した額以下の場合に対象となることができる。つまり基本的には 118 万円以上の所

得がある学生は学生納付特例制度に加入することはできない。制度の適用終了後 10 年間

は遡って追納できる。将来受け取る年金受給資格期間には参入されるが、追納しない限り、

年金額には反映されないことになっている。 

表 1-2-1：学生納付特例制度 

 老齢基礎年金 障害基礎年金 

遺族基礎年金 

受給資格期間への参

入 

年金額への参入 受給資格期間への参

入 

納付     〇     〇     〇 

学生納付特例     〇     ×     〇 

未納     ×     ×     × 

日本年金機構 学生納付特例制度のポイントより著者作成 

厚生労働省の平成 26 年の国民年金の加入・納付状況によると第一号被保険者の数は減

少していくのにも関わらず、学生納付特例制度を利用している学生が 5 年間で 166 万人か

ら 178 万人と 12 万人増えている。また、一部免除者の数も増えている。 

 では学生の未納する理由はなんであろうか。吉中李子・松本祐（2013）「大学生におけ

る国民年金制度の加入と実体と課題」では、大きな要因として国民年金に関する認知度の

低さが指摘できるとしている。 

表 1-2-2：学生自身の国民年金の知識 



ISFJ2015 最終論文 
 

 

吉中李子,松本祐(2013)「大学生における国民年金制度の加入と実体と課題」より著者作成 

全体的に国民年金制度への関心が低く、基本的な国民年金の知識が乏しいことが挙げられ

る。学生納付特例制度や若年者納付猶予制度など、どの免除制度を利用するにも、国民年

金制度は自分たちの生活に役立つのか、本来の社会保障の意義が学生の側にたって分かる

ような説明をしない限り、制度も利用できないし納付率も上がらないのではないかという。 

そこでやはり、学生納付特例制度について知ってもらい、活用してもらえれば未納を防

げるのではないかと考えた。 

第２章問題意識 

第１節長生きリスク 

ここ最近の日本では高齢化社会から超高齢化社会に段階が上がったことや平均寿命が伸

び続けている。そのため長生きしたい、したくないに関わらず長生きするようなときにな

ってきている。 

図 2-1-1：平均寿命の推移と将来推計 
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内閣府 ⑵将来統計人口でみる 50 年後の日本 より著者作成 

2020 年以降は予測となってしまうがかなり延びていくことがわかる。しかし長生きをす

るとお金が生活するための分、生きた年数分必要となる。そのため老後の資金の準備が不

十分であると途中で枯渇してしまう危険がある。 

 ではどのような要因によって資金が枯渇してしまうのだろうか。年々平均寿命が延びて

いて家計のやりくりが大変になったり、介護や事故、病気のリスクが高まったりすること

が挙げられるだろう。高齢者は常にこのような資金が枯渇してしまうような危険と隣り合

わせなのである。 

このような危険性、「生存中に資金が枯渇してしまう」ということを浅野幸弘他『長生き

リスクと年金運用』（2012）では、長生きリスクと定義している。そのほかのところでも

定義づけはされているが、内容がさまざまであるので本研究では「長生きすることによっ

て老後に資金が枯渇する恐れ」のことを長生きリスクと定義する。一般にめでたいことと

される長生きがリスクと呼ばれるのは残念なことであるが、老後のために十分な準備を行

うのは重要なことであり、その意識を高めるために、リスクという言葉を使用することも

必要なのかもしれない。 

高齢者になると実際に病気にかかりやすいのか、体調は悪くなるのかということについ

ては下の図表を参考されたい。 
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図 2-1-2：年齢階級別推計入院患者数 

 

図 2-1-3：年齢階級別推計通院患者数 

 

図表 2-1-2,2-1-3 ともに厚生労働省平成 23 年患者調査 1．推計患者数より著者作成 

2 つのグラフを見てもらえばわかるように 60 代からの入院・通院が急激に増えている。

このため、退職金や貯蓄があったとしても病気になる可能性が高くなり、お金が枯渇いて

しまう可能性がある。 
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病気にもいろいろな種類があるが、ここでは老齢年金が受給できるようになる年齢の 65

歳以上の死因の上位 3 位を占めていた三大疾病についての費用について述べていく。 

 三大疾病とは主に「がん（悪性新生物）・急性心筋梗塞・脳卒中」を指す。三大疾病で

入院や治療を行うと、ほかの病気に比べ長期化しやすく、また医療費も高額になることが

ある。厚生労働省の人口動態調査によると三大疾病による死亡は全体の約 6 割を占めてい

るという。また、患者調査によると三大疾病の中で一番入院日数が長いのは脳内出血で

126.9 日となっている。他の病気よりも入院の長期化の傾向のある三大疾病は医療負担も

大きくなりがちである。実際に病気にかかったしまった場合にはどれくらいの費用が掛か

るのか。 

 全日本病院協会の調査によるとそれぞれのがんの医療費は以下のようになっている。 

表 2-1-1：がんにかかる費用(1-3 月期) 

 医療費 3 割負担 1 割負担 

胃がん 975,060 円 292,518 円 97,506 円 

結腸がん 828,190 円 248,457 円 82,819 円 

直腸がん 1,121,630 円 336,489 円 112,163 円 

肺がん 758,570 円 227,571 円 75,857 円 

乳がん 764,830 円 229,229 円 76,483 円 

全日本病院協会 2013 年疾患別の主な指標より著者作成 

 急性心疾患は狭心症、心筋梗塞など血管や心臓の病気で、高度な技術を必要とする手術

を行う可能性のある病気である。厚生労働省の「社会医療行為別調査」によると、1 日当

たりの入院費用は約 4.2 万円、在院期間でのトータルは約 91 万円になる。 

 脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など脳に障害を与える病気のことをいう。厚生

労働省の「社会医療行為別調査」によると、1 日当たりの入院費用は約 3.7 万円、在院期

間でのトータルでは約 350 万円になる。 

この様にかなりの費用が掛かることがわかる。もし老後への貯蓄が十分でない場合、病

院にかかることができなかったり、処方された薬の用量を守って飲むことができなくなっ

たりするかもしれないである。 

 歳をとってくると、病気とともに介護の心配が出てくる。事故による障害によって介護

が必要になったり、認知症になって介護が必要になったりと理由は様々である。そんな介

護にはどのくらいの費用が掛かるのか調べてみた。 
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生命保険文化センターの平成 27 年度調査（速報）によると、介護を実際に経験した人が

支払った一時費用は平均 80 万円であった。また、月にかかる介護費用は１ヶ月で平均 7.9

万円となっていて、平均の介護期間は 59.1 ヵ月となっている。つまり介護に必要な金額は

7.9 万円×4 年 11 カ月+80 万円(初期費用)=約 547 万円 

となる。 

 上記の介護期間には現在進行形で介護をしている人も含まれているので、日本の平均寿

命からも考えてみることとする。平成 25 年の厚生労働省の発表では男性が 80.50 歳、女

性が 86.83 歳であった。平成 25 年では 70 歳あたりから要介護の人が増えるので、男性は

10 年、女性は 15 年ぐらいとなる。これらから、平均介護期間は 12.5 年とすると、1,492

万 5,200 円かかることとなる。 

 高齢者になったときに実際にはどのような収支になるのか。総務省統計局のデータによ

ると、以下のグラフのようになっている。 

図 2-1-4：高齢無職世帯の 1 ヶ月の実収入と実支出の推移 

 

総務省統計局 Ⅱ高齢者の家計 より著者作成 

上のグラフからわかるように支出が収入を上回っており赤字が発生している。1 カ月当

たり 4 万 4 千円の赤字である。この赤字の部分は預貯金などの金融資産の取り崩しなどに

よってまかなわれている。また、高齢者単身無職世帯の平均支出額は 14.3万円となってお

り、サラリーマンのサンプルではこれを参考にする。 
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図 2-1-5：実収入の構成比(平成 21 年度) 

 

総務省統計局 Ⅱ高齢者の家計 より著者作成 

図 2-1-5 は高齢者の収入の構成を表している。9 割近くを社会保障給付に支えられている

ことがわかる。しかし図 2-1-4 で示したように収入だけでは支出をまかなえない。つまり、

社会保障給付である年金が受け取れないとさらに赤字が広がるのだ。そして長生きリスク

が高くなる。 

第２節将来のサンプル 

 第一節で、長生きリスクが「老後に資金が枯渇するリスク」であることを述べた。しか

し概念的な長生きリスクだけではなく、実際に数値としてどれほどの年金がもらえるのか、

老後の生活に必要な資金はどのくらいなのかということについて、実際にサンプルを作っ

て考察することにした。最も一般的な雇用形態とされるサラリーマン（A氏）をサンプル

例にとる。ではその前に、老後にかかる費用がどのくらいなのかを見積もることにする。

老後の生活の具体的な収入と支出を計算し、老後の資金が枯渇するリスクがどれほどある

のかみていく。 

では、具体的にどれくらいの金額の資金が老後に必要なのだろうか。老後の生活といっ

ても、寿命まで健康に生きられる人もいれば、介護や病気にかかる高齢者もいる。費用に

関しては、高齢者は病気にかかりやすいことや、十分に必要な分を考慮して、病気になっ

た場合の例をとる。 
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 厚生労働省の調査である平成２６年度簡易生命表における日本の平均寿命は、男性が

80.05歳、女性が 86.83歳となっている。サンプルとなるサラリーマンの老後の生活期間

は、60 歳から 80歳の 20年間とする。また平均寿命とは別に、健康寿命というものがある。

厚生労働省によると、健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活で

きる期間」と定義される。逆にいうとそれ以降の期間は「日常生活が制限される生活を余

儀なくされる」期間である。男性の健康寿命は約 70 歳とされているため、サラリーマンが

いずれ 70歳過ぎあたりから介護のお世話になるとして、かかる費用を計算する。 

 20年間（60歳から 80歳までの期間）×12ヵ月＝240ヵ月 

240ヵ月×14.3万円（高齢者単身無職世帯の月の支出額）＝3432万円（20年間の総支出

額）となる。 

また生命保険文化センターの「平成 27年度生命保険に関する全国実態調査＜速報版＞」

によると、平均介護期間は 59.1ヵ月であり、月にかかる介護費用は 1ヵ月で平均 7.9万円

となっている。更に、介護に要した費用（公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）

のうち、一時費用（住宅改造や介護用ベッドの購入など一時的にかかった費用）の合計額

をみると、平均 80万円となっている。つまり介護に必要な金額は 

（7.9万円×59.1ヵ月）＋80万円（初期費用）＝約 547万円 

となる。 

 上記は平均的な介護期間であるため、平均寿命と健康寿命の差からも考えてみることに

する。男性の平均寿命が約 80歳で、健康寿命が約 70歳であることから、介護期間を 10

年とする。介護に必要な金額は 

（7.9万円×120ヵ月）＋80万円（初期費用）＝1028 万円 

かかることになる。 

高齢者単身無職世帯で 20年間の平均支出＋介護にかかる平均費用は 

3432万円＋547万円＝3979万円 

が老後に必要な生活資金とする。 

健康寿命を参考にした場合の費用は 

3432万円＋1028万円＝4460万円 

これが老後における、介護にかかった場合に必要な費用である。 

では、老後の生活の具体的な収入と支出を計算し、老後の資金が枯渇する恐れ、いわゆる

「長生きリスク」がどれほどあるのかみていく。 
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図 2-2-1：年齢階層別の平均給与 

 

国税庁 民間給与実態統計調査より著者作成 

 サラリーマンである A 氏を例にとる。A 氏の年収は平均の 414 万円とし、23 歳から 60

歳のまでの 37年間一般企業で勤務していたと仮定する。80歳まで生き、65歳から 80歳ま

での 15年間が年金受給期間となる。 

厚生年金の料率は現在 17．828％になっている。会社と自身の折半で負担するため、8.914％

を支払う。 

4,140,000×8.914％＝369,039.6 円  

から、支払う額は、約 369,040円となる。 

 では、65歳になったときいくらの年金が支給されるのだろうか。23歳から 60歳までの

37 年間働いたと仮定する。 

老齢基礎年金は「定額部分」であり、老齢厚生年金は「報酬比例部分」となる（スライド

率は考慮しない）。 

「定額部分」と「報酬比例部分」を足した総額が支給される年金である。 

まず定額部分の計算である。 

 1,626 円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数  

にあてはめると 

1,626円×1.000×480 月（40年間国民年金に加入）＝780,480円（年間）が定額部分の額
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となる。 

報酬比例部分の計算は 

 

になる。 

7.125/1000は生年月日に応じた率 

年収 414万円はおよそ約月 35万円で、ボーナス含まない月額は約 30万円である。（平成

26 年分民間給与実態統計調査結果より） 

300,000×7.125/1000×60ヶ月 

＋ 

350,000×5.481/1000×384ヶ月 

＝1,041,823 円（年間）が報酬比例部分 

この式を計算すると、864,896円（報酬比例部分）とになる。この 60ヵ月と 384 ヵ月は厚

生年金に加入してからの 37年間の月数である。 

年金は定額部分と報酬比例部分の合計なので、 

780,480円＋864,896円＝1,645,376円 

これがサラリーマン A氏のもらえる年間の年金額となる。 

月々だと、12ヵ月で割った約 13.7万円（月額）の支給となる。 

A氏が 80歳で亡くなる 15年間でもらえる年金額は、約 2466万円となる。 

だが、決してこの金額だけで退職してからの 20年間を支えるわけではない。退職金や、

働いていた時の貯金もある。総務省平成 26年度「世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況」に

よると、高齢者世帯の平均貯蓄額は 2467万円となっている。一見多く見えるが、これは

3000万円以上の貯蓄を持つ人たちが 3割弱おり、平均が押し上げられているせいである。

中央値は 1649万円で、1000万円未満の世帯も 3割以上いる。そのため、A氏の貯蓄額は中

央値の 1649万円とする。 

 つまり A氏の老後生活の総収入は 

2466万円＋1649万円＝4115万円 

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成 15 年 3 月までの被保険者期間の月数 

＋ 

平均標準報酬額（ボーナス含む月額）×5.481/1000×平成 15 年 4 月以後の被保険者 

期間の月数 
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となった。 

先ほどの介護にかかった場合の総支出額が 4460万円だったので、345万円分の資金が足り

なくなることが分かった。 

 では、病気になった場合のサンプルを考える。厚生労働省の「社会医療行為別調査」で

は、脳卒中などの脳に障害が残るような病気にかかると、1 日当たりの入院費用は約 3.7

万円、在院期間でのトータルでは約 350 万円になるので 

3432 万円（20 年間の総支出）＋350 万円＝3782 万円 

が脳の病気になった場合にかかる費用額となった。 

がんの場合はどうだろうか。日本医療政策機構「がん患者意識調査 2010 年」では、治療

費の年間支払い平均額は約 115 万円になっている。この平均金額は、公的医療保険制度な

どを活用した後の自己負担分である。差額ベッド代や交通費、サプリメント代など、保険

適用外の費用も含まれている。調査では治療費の負担感について、「とても負担が大きい」

「やや負担が大きい」を合わせると 7 割以上になっている。がんは特に完治が難しく、再

発しては入院するというのを繰り返す恐れもある。それを考慮すると、約 115 万円以上か

かることも覚悟しなければならない。 

 以上の事をまとまると 

Ａ氏の老後生活における貯蓄と収入の資産額…4115 万円 

Ａ氏の老後生活における総支出＋介護費用…3432 万円＋1028 万円＝4460 万円（平均介護

日数だと 3979 万円） 

              ＋医療費用…3432 万円＋350 万円＝3782 万円 

となった。 

第３章先行研究及び本稿の位置づ

け 

第１節先行研究 

年金についての先行研究は数多くあり、特に年金制度についての施策や、未納が経済に

与える影響の分析を論じる研究が散見される。年金意識にフォーカスしている研究はそこ
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まで多くなく、あまり深掘りされていないことがわかった。しかしいくつかは若年層の年

金意識について研究されているものもあり、それをみていく。 

吉中李子・松本祐二(2013)「大学生における国民年金制度の加入と実体と課題：大学生

へのアンケート調査からの検討」では、名寄市立大学保健福祉学部の学生 223 名より算出

したデータから、若者の年金意識の分析を行っている。それによると、学生納付特例制度

について知らない割合が 73.4％、年金保険料額について知らない割合が 90.0％、年金の受

給資格期間を知らない割合が 74.4％となった。全体的に国民年金制度への関心が低く、基

本的な国民年金の意識が乏しいことが明らかとなった。著者は、本来の社会保障の意義が

学生の側に立って分かるような説明をしないと、特例制度も利用できないし、納付率も上

がらないのではと論じている。施策として、経済的に支払いが困難な学生に向けての学生

特例納付制度の周知と、学生特例事務法人制度の推進を挙げている。学生特例事務法人制

度とは、厚生労働大臣の申請に基づき、学生が特例制度をそれぞれの大学等で申請できる

ようにする制度のことである。 

 佐々木一郎（2013）「若者と年金問題」では、年金未納者を取り巻く周囲による影響を

調べるために、特に身近な存在である親に焦点を当てて、親の年金意識の格差と子の国民

年金未加入との関係をアンケートにより分析している。その結果、親の年金意識が子の国

民年金未加入に顕著な影響を及ぼしていることが明らかになった。また、この研究のなか

では、未納者は、本人所得と世帯所得の両面において納付者の本人所得と世帯所得を大き

く下回っており、老後に安心できるだけの潤沢な個人貯蓄を蓄えることは容易ではないこ

とを示している。 

 佐々木一郎（2012）「年金理解度と年金教育需要」では、年金に対する意識の低い人々

への年金教育を論じている。分析から、年金の理解度が高い人ほど年金教育の需要が高く、

理解度が低い人ほど教育の需要が低く、年金意識における格差が広がるのではと懸念され

る。仮に学校での年金教育の実施を行うのならば、任意ではなく、強制実施の必要性を説

いている。また、人々の年金知識や年金意識を高める手段としては、学校等での年金教育

のほか、郵送による年金通知や、パンフレットの配布、テレビコマーシャルなど、様々な

手段を用いるといった、年金教育チャネルの機会の選択を論じている。 

 佐々木一郎（2012）「年金教育ニーズの分析」では、若年世代を中心に多くの人々が年

金不信をもっているといわれているが、公的年金制度を必要としていないのか、それとも

年金不信があっても公的年金制度に強く依存しているのかなどについて調査している。年
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金教育についてのアンケートを行った結果、学校教育現場での年金教育の必須科目化につ

いては、75％以上の人々が賛成している。実は日本でも 2009年までは旧社会保険庁（現在

の日本年金機構）による年金教育が行われていた。しかし 2010年以降は廃止され、学校に

おける年金教育は行われなくなっていた。データからも他の先進国との年金教育の取り組

みを比較すると、進んでいないということがわかった。国からの年金情報量についてのア

ンケートにおいても、「十分でない」「あまり十分でない」と回答する割合が 86.1％を超

えた。これらのことからも多くの人には、年金教育に対する需要があることが判明した。

年金教育の開始時期については、高校および中学からという回答が多かった。年金教育の

学習範囲については、公的年金制度のみというのではなく、公的年金制度・個人年金制度・

個人貯蓄など老後準備全般を広範囲に学びたいという回答が最も高かった。 年金教育の頻

度については、月に 1 回程度を希望する割合がアンケート回答者の半分を超えていた。年

金教育の担当者は、日本年金機構職員を希望する人々が最も多く、年金の専門知識をもっ

ている人々から習いたいということが明らかになった。 

第２節本稿の位置づけ 

本稿は「年金を長生きリスクヘッジと考える」というテーマ通り、年金制度的な施策を

提言するのではなく、若年者の年金意識を向上させるために何をすべきか、ということを

目的としている。普通の買い物や取引は、金銭を払ったらすぐに消費による満足を得るこ

とが出来る。一方、年金は 20歳から 40年間年金保険料を払い続けて受け取れるのは 65

歳からである。年金が老後に大事であると頭で理解できていても実感が湧きにくい。それ

が若年者ならなおさらだろう。先行研究からもある通り、20歳になる前の人たち、特に高

校生に年金教育をすることが、意識を向上させる大きな要因になることがわかった。我々

も高校生への年金教育を提言したいと考えている。しかしそれだけでは今までの先行研究

にもあるため、具体的な教育内容にまで踏み込んだ研究をしたい。それが先行研究にはな

い本研究の独自性だと考えている。教育内容の方向性としては、年金制度や年金の種類な

どを教えるというよりは、長生きリスクである老後の資金枯渇の恐れを分かりやすく伝え

ることで、年金の必要性を理解してもらう。若年者の年金意識が高めることで、ただ年金

保険料を「払わされている」という意識を、将来のための備えとして「払う」というよう

な意識に変化させたい。同時に年金について理解してもらうことで、経済的に支払うのが
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困難な人には、学生納付特例制度といった制度に加入するなど、なんらかの対処をしても

らいたいと考えている。 

第４章政策提言 

第１節高校生に向けて 

現状分析から、年金保険料納付率は年々下がってきており、特に 20代の納付率が低いこと

が明らかになった。一番大きな理由として、若年層は経済的にも支払いが困難であること

がわかる。次の理由として、年金をあてにしていない、という年金に対する不信感や意識

の低さがうかがえる。これらのことから、年金の重要性を老後生活の資金枯渇である「長

生きリスク」のヘッジ手段になるということを強調して年金教育をする。教育は 20歳にな

る前の高校生に限定して行う。先行研究である佐々木一郎（2012）「年金教育ニーズの分

析」における中高校生への教育が適切であるというアンケート結果、そして 20歳になる直

前ということもあり、年金に対する理解もしやすいと考えて高校生を教育対象とした。中

学生への教育では、年金はまだ遠い存在であり、実感が湧かないだろうと判断した。大学

生への教育は学生全員に教えるのは困難であるのと、既に年金に対してのイメージが定着

している者もいるだろうと判断し教育対象から外した。また同じ先行研究のアンケート結

果から、年金教育の必修化に 75％が賛成しているため、高校の必修授業として年金教育を

導入することにし、頻度は月に 1度とする。指導者は日本年金機構の職員など、年金につ

いて専門的な知識を持った人とする。 

第２節教育内容 

 教育内容は、年金制度や年金の役割だけでなく、老後の生活費用は想定以上にかかると

いうことを中心にする。その財源として年金が必要不可欠であることを理解してもらう。

その高校生たちが 20歳になったとき、年金を長生きリスクヘッジと考え、能動的に支払っ

てくれるようにすることが本研究の目的である。まずは年金の大きな役割や制度的な説明

をする。次に老後の生活の収支出のデータなどを提示し、平均では月々の収支出が赤字に

なっていること、そして最後に具体的な数値のサンプルを提示することで、老後には資金

が必要であり、年金がその大きな役割を果たしていることを理解してもらう。今までに記



ISFJ2015 最終論文 
 

した研究内容と重複するところが少なからずあるが、そこは教育内容として分かりやすく

記述する。以下が具体的な教育内容である。 

一般に「年金」と言われているものは、公的年金のことをいう。公的年金制度とは、年

老いた時や、いざという時の生活を、国からの毎月一定の定率で決められた額で支えると

いう考えでつくられた制度である。公的年金の財源確保には、主に 2通りの方法があり、

それは積立方式と賦課方式である。積立方式は、将来自分が年金を受給するときに必要と

なる財源を、自分で現役時代の間に積み立てておく方式であり、貯金と似た性質を持つ。

民間保険と同様に、現役世代に積み立てた積立金を原資とすることにより、運用収入を活

用できる。少子高齢化といった人口構造の変化にも、あまり影響されない。しかしデメリ

ットも挙げられる。インフレによる価値の目減りや運用環境の悪化があると、積立金と運

用収入の範囲内でしか給付できないため、年金の削減が必要になるということである。一

方、賦課方式は社会的扶養の仕組みであり、その時の現役世代の（給与からの）保険料を

原資とするため、インフレや給与水準の変化に対応しやすい（価値が目減りしにくい）と

されている。デメリットとしては、現役世代と年金受給世代の比率が変わった時、つまり

高齢化が進んだ場合、保険料負担の増加や年金の削減が必要となることだ。 

現在、日本の公的年金制度は賦課方式で成り立っている。賦課方式とは、現役世代が納

めた保険料によって、今の高齢者の年金が支給される仕組みであり、今の現役世代が高齢

者になったときは、子ども世代が納めた保険料が年金の支給に充てられるという「世代間

の助け合い」(世代間扶養)を基本に運営されている。賦課方式は社会扶養の仕組みであり、

保険料以外にも国庫や積立金が年金の支給に充てられている。 

日本の公的年金制度は２階建て構造といわれ、国民年金は国内に居住する 20 歳以上 60

歳未満のすべての人が被保険者となり、高齢期になれば加入期間に応じて基礎年金を受け

取れるようになっている。これに加え、会社員・公務員は厚生年金に加入し（2015 年 10

月から、今まで公務員の加入する共済年金は廃止され、全て厚生年金に組み込まれる）、

基礎年金の上乗せとして過去の報酬と加入期間に応じて報酬比例年金を受け取ることにな

る。 

図 4-2-1：公的年金制度の仕組み 
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厚生労働省 公的年金の仕組み より著者作成 

具体的には自営業など国民年金のみに加入している人（第一号被保険者）は、毎月定額

の保険料を自分で納める。会社員や公務員で厚生年金に加入している人（第二号被保険者）

は、毎月定率の保険料を会社と折半で負担し、保険料は給料から天引きされる。専業主婦

など扶養されている人（第三号被保険者）は厚生年金制度などで保険料を負担しているた

め、個人としては保険料を負担する必要がない。老後には、保険料を払っていた人すべて

が老齢基礎年金を、厚生年金などに加入していた人にはそれに加えて、老齢厚生年金など

を受け取ることが出来る。 

 公的年金制度には次のようなものがある。 

⑴65 歳になると受け取れる「老齢年金」 

⑵重度の障害を負ってしまったときに受け取ることのできる「障害年金」 

⑶一家の大黒柱が亡くなってしまったときに、残された遺族が受け取ることのできる「遺

族年金」 

 障害年金とは、国民年金に加入している間に初診日（障害の原因となった病気やケガ

について、初めて医師の診療を受けた日）のある病気やケガで、法令により定められた障

害等級表（1 級・2 級）による障害の状態にある間は年金が支給される制度である。 

遺族年金は、国民年金に加入中に方が亡くなったとき、その方によって生計を維持され

ていた「18 歳到達年度の末日までの間にある子（障害者の場合は 20 未満）のいる配偶者」

または「子」に遺族基礎年金が支給される。支給要件としては、被保険者または老齢基礎
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年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。（ただし、死亡した者について、保険料納

付済期間が加入期間の 3 分の 2 以上あること。） 

公的年金の給付を受けるためには、毎月の保険料を納付して制度を支える義務をきちん

と果たす必要がある。 

 経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しい場合には、所定の手続きを行えば

保険料の納付免除や猶予制度を利用することができる。若者の救済措置として考え出され

たのが、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度というものである。 

 学生納付特例制度とは、大学や短大、専門学校の学生であって、第一号被保険者である

本人の在学期間中の保険料の納付が猶予される制度である。申請をすることで制度が適用

される。しかし所得によっては適用されない。 

118 万円＋扶養親族等の数×38 万円 

で計算した額以下の場合に対象となることができる。つまり基本的には 118 万円以上の所

得がある学生は学生納付特例制度に加入することはできない。制度の適用終了後 10 年間

は遡って追納できる。将来受け取る年金受給資格期間には参入されるが、追納しない限り、

年金額には反映されないことになっている。 

表 4-2-1 学生納付特例制度のポイント 

 老齢基礎年金 障害基礎年金 

遺族基礎年金 

受給資格期間への参

入 

年金額への参入 受給資格期間への参

入 

納付     〇     〇     〇 

学生納付特例     〇     ×     〇 

未納     ×     ×     × 

日本年金機構 学生納付特例制度のポイントより著者作成 

適用期間中に被保険者が一定の障害を負った場合には障害基礎年金が支給され、被保険

者が死亡した場合には遺族に遺族基礎年金が支給される。1991年に学生を国民年金に強制

加入としたものの、一般的に所得のない学生に保険料の納付を義務付けるのは不合理であ

ることと、親が代わりに払うという矛盾も生じた。そのようなことから、学生納付特例制

度が 2000年に導入され、利用者も年々増加傾向にある。 
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年金制度をある程度知ってもらったところで、実際に老後生活にはどれくらいの費用が

必要なのかを説明する。 

サラリーマン（Ａ氏）の年金額と老後の費用を比較する。また寿命は 80歳とし、①健康

寿命である 70歳を過ぎてから 10年間介護を受けた時の総費用額、②病気にかかり、医療

費がかかった場合の総費用額、の 2つのサンプルをつくり説明する。 

Ａ氏（サラリーマン） 

・年収 414万円（日本の平均年収） 

・23歳から 60歳の退職まで 37年間会社に勤務 

・65歳から年金を受給し 80歳を寿命とする 

・介護にかかる期間は 70歳から 80歳の 10年間とする 

平均年収 414万円の場合、65歳からもらえる年金額は年間約 164万円であり、月々約 13.7

万円である。高齢者無職単身世帯の月々の支出は約 14.3万円である。 

①の介護を必要とした場合 

65 歳から 80歳までの総収入と貯蓄の総額 

13.7万円（月）×12ヶ月×15年=2466万円（年金受給額） 

           ＋ 

        1649万円（貯蓄） 

＝4115万円（総収入） 

60 歳から 80歳までの総支出額（生活費のみ）と介護の費用（10年間） 

14.3万円（月）×12ヵ月×20年＝3432万円（生活費） 

          ＋ 

（7.9万円×120ヵ月）＋80万円（初期費用）＝1028 万円（介護費） 

＝4460万円（総支出） 

4115万円－4460万円＝－345万円（赤字） 

次に②の医療費が必要になった場合の総費用額をみていく。 

① の治療を必要とした場合 

65 歳から 80歳までの総収入と貯蓄の総額 

13.7万円（月）×12ヵ月×15年＝2466万円（年金受給額） 

          ＋ 
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        1649万円（貯蓄） 

＝4115万円（総収入） 

生活費の総支出額（生活費のみ）と医療費の費用額 

厚生労働省の「社会医療行為別調査」では、脳卒中などの病気の入院費用は約 3.7 万円、

在院期間でのトータルでは約 350 万円になるので 

3432 万円（20 年間の総支出）＋350 万円（医療費）＝3782 万円（総支

出） 

4115万円－3782万円＝333万円（黒字） 

サラリーマンのサンプルから、平均年収と平均貯蓄があれば、医療費用は捻出できるが、

介護費用には資金がたりないということが判明した。ただ、これはどちらも生活費以外の

支出を考慮していない。60歳になっても住宅ローンや、家の修繕費用、車の買い替えなど

の特別支出にも相当の費用がかかる。それを考慮すると、特別支出だけで 1000 万円ほどか

かってもおかしくはない。老後の余生を楽しむために使える旅行費や娯楽費などは残らな

いだろう。不足した分は借金や子供の資金に頼ることになる。そうなると子供の老後に向

けての貯蓄は、親の介護費や医療費の支払いで少なくなっていく。結果、子供世代の老後

に向けた貯蓄ができず、貧困という負の連鎖に陥る可能性が出てくる。平均年収を稼ぐ人

でこのような結果になったということは、国内でも多くの人が老後、貧困に陥る危険があ

る。年金だけでも安心できる資金がないということは、年金保険料を未納して老後受け取

れないとなると、さらに長生きリスクが高まる。 

では、老後に貧困に陥らないようにするにはどうすればいいのだろうか。高校生の皆さ

んが今からできることは、20 歳になったら年金保険料をしっかり払うことである。将来サ

ラリーマンや公務員になるから、自動的に厚生年金に加入するから大丈夫だ、と思っては

いけない。平均年収を稼いだとしても月の収支出は赤字であり、そこに介護費や医療費が

かさむとなると莫大な支出になる。さらに住宅ローンや、家の修繕費用、車の買い替えな

どの特別支出で 1000万円程度かかることを見込む必要がある。自営業を考えている人は特

に注意しなければならない。自営業は国民年金しか強制加入ではなく、厚生年金のように

自動的に加入できる制度が取り入れられていない。そのため将来もらえる年金額は、一階

部分の国民年金のみである。老後に十分な資金を確保するためには、現役の頃からしっか

り貯蓄をすること、任意ではあるが、二階部分の国民年金基金に加入した方がいいだろう。

またサンプルは高齢者単身無職世帯の収支出だが、二人暮らしの高齢者世帯の場合も老後
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の生活は厳しい。妻が第三号被保険者として年金を受け取るため、月の収入は増えるが、

その分生活費も一人の時より多くかかる。もちろん介護費や医療費もより費用が増える。 

長生きリスクをヘッジするためには、年金は大前提として、働いているときから貯蓄す

ること、そして生命保険などの個人年金に加入することも大きな手段である。 

では、個人年金の場合はどうだろうか。個人年金には終身保険、確定年金、有期年金な

どがある。終身保険では生きている限り、一生年金を受け取れる。公的年金と同じ形式に

なっており、一生受け取れるので安心だが、亡くなるとそれ以降は給付されない。早めに

亡くなってしまうと、受け取った額が支払った額より少なくなってしまって結果として元

本割れになったり、返戻率が低かったりする。 

 確定年金は、年金が決められた期間だけ受け取れる形式だ。5 年・10 年・15 年という

のが多い。この期間に、本人が亡くなってしまったとしても、期間中は必ず給付される（遺

族が受け取ることになる）。絶対に掛け捨てにはならず、原則として元本割れにならない。 

 有期年金は、確定年金と同じく決められた期間だけ年金が受け取れる形式だが、確定年

金とは違って、本人が亡くなってしまうとそれ以降は支給されない。時期によっては元本

割れになってしまいますが、そのぶん保険料は安くなっている。 

表 4-2-2 個人年金について 

受け取り方 保険料の傾向 受け取り期間 受け取り期間中に亡

くなった場合 

終身年金 高め 一生受け取れる 以後はもらえない

（元本割れの可能

性） 

確定年金 ふつう 一定期間だけ 期間中はもらえる 

有期年金 安め 一定期間だけ 以後はもらえない

（元本割れの可能

性） 

個人年金 保険の教科書より著者作成 

 やはり公的年金のメリットとしては 

１．賃金や物価に応じて給付額をスライド 

２．受給権者が亡くなるまで、年金を支給 

３．万一の場合の障害・遺族年金も支給 
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といった民間の年金保険では補えない強みがあることがわかる 

しかし注意すべきなのは、個人年金に加入しているから公的年金の保険料は支払わなく

てもいい、と思わないことだ。上記にあるように、公的年金は年金保険料を支払うことで、

老齢年金だけではなく障害年金や遺族年金の役割を兼ねる。個人年金は契約によって保障

されることも限定され、年金額にも差がある。公的年金の保険料をしっかり納めていれば、

現役世代に何かあった場合にも年金が支払われるし、亡くなるまで年金が支給される。保

障の幅で考えると、公的年金の方がずっと老後の生活を支えることができる。個人年金は

公的年金に上積みするものであるという認識を持つべきだ。また、60歳から受け取れる個

人年金もあるので、65 歳から国民年金を受給するまでの 5年間だけつなぎとして加入とす

るのも一つの使い方である。公的年金の代わりに個人年金をかけておくという選択は、実

はかなりリスクが残ることを理解しなければならない。 

20歳になって経済的に年金保険料の支払いが困難だと認識したら、未納や滞納をせず、

学生特例納付制度を利用することだ。もちろん払っていないので、年金額は加算されない

が、受給資格期間は満たされるので未納扱いにはならない。働き始めたら、特例納付制度

で支払っていなかった分の年金額を追納することが肝心だ。 

以上が具体的な教育内容である。若年者には、老後生活には予想以上に費用がかかるこ

と、そしてそのリスクヘッジの手段として年金が大きな役割を果たすことを理解してもら

えるような説明をした。将来に向けて早い段階から何らかの備えをしてもらうためにも、

まずは年金が不可欠であることを高校生には理解してもらいたい。 

第５章結論 

 我々は本研究で、若年者の年金意識を向上させるためにはどうすればいいのかという問

題と向き合った。研究段階においては年金制度的な提言をすべきではとも考えた。しかし

制度の提言では、年金納付者、受給者、そして管理者（国）の全ての立場に、より良い提

言をすることは難しいと考える。そのため将来年金を払うことになる若年層の年金意識を、

長生きリスクを通じて向上させることが、全ての立場にとってより良いものであり、しい

ては年金未納率や納付率の改善につながるのではと思い研究をした。 

まず年金意識の前に、日本の年金未納問題が年々深刻になってきていること理解しても

らった。特に若年層の年金意識が低いことが年金未納の一つの大きな要因になっているこ
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とを述べた。そして老後の生活には介護や病気など、様々なリスクがあることを知っても

らい、それには費用がかかることも説明した。さらに年金を蔑ろにすることのデメリット

を知ってもらい、長生きすることによって老後に資金が枯渇する恐れを「長生きリスク」

と定義した。第４章ではそれを踏まえ、年金を長生きリスクヘッジの最大の手段として考

え、それを高校生に年金教育として教えるという提言をした。具体的な教育内容というこ

ともあり、３章まででは特に触れなかった年金制度の説明をし、あまり知らないであろう

賦課方式についてなどを理解してもらうことにした。多くの学生にとっては月々の年金保

険料は負担になるかもしれないと考え、学生特例納付制度については詳しく説明した。言

葉での説明だけでは長生きリスクについて伝えづらいと考え、平均年収を稼ぐサラリーマ

ンの老後の収支出を算出した。その結果、介護の場合は老後の資金が足りなくなること、

入院などで医療費がかさんだ場合も資金は少ししか残らず、家のローンや改修といった特

別支出も考慮すると資金は不足することが判明した。老後は思わぬところでお金が出てい

くことが多い。介護や医療のお世話になるだろうし、家のローンや改修などの特別支出も

考慮しなければならない。 

年金教育をするということ自体は先行研究にもいくつかみられたが、本研究ではさらに

踏み込んで、長生きリスクという新たな考え方をベースにした具体的な教育内容を研究す

ることができた。年金保険料の未納は、日本で昔から叫ばれている問題であり、容易に解

決できるものではない。経済的に支払いが困難な人、日本の年金制度に不信感を抱いてい

る人、年金など元から必要ないと考えている人など年金には様々な見方をしている人がい

る。このように、年金に対して様々な考えがある理由は、数十年後という遠すぎる将来を

人はあまり実感できないからだ。老後の年金給付をまだ受けとった経験のない若年世代が

公的年金の経済的価値を適正に評価することは難しい側面があると考えられる。遠い将来

に危機感を抱くことができず、なんとかなるだろうと考えてしまうことが年金の未納につ

ながるのだ。特に年金に関する知識がない若年者は、毎月なぜ年金保険料を払うのかとい

うこと自体理解できない可能性もある。しかし今回の研究で、長生きリスクを考えつつ実

際に数値としてサンプルを出した結果、老後の生活は資金が枯渇するリスクに満ちている

ことが判明した。資金の枯渇を未然に防ぐためには何をすべきなのか。それは年金保険料

をしっかりと払うこと、十分な老後の貯蓄をしておくこと、そして必要であれば保険会社

などの個人年金に加入しておくことである。年金意識を高めることで、若い時から老後の
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備えをするきっかけになる。しいてはそれが将来の日本における老後の貧困率の減少につ

ながると考えている。 

 本稿では高校生に向けて、具体的な長生きリスクヘッジとしての年金の教育を提言した。

単に年金制度や年金の意義だけを伝えるのではなく、老後生活の長生リスクを説明し危機

感を持たせることで、年金の本当の大切さを理解してもらいたい。ただ、実際に高校生に

年金教育をしたところでどのような効果が見込めるかは不明である。この成果がわかるの

は年金教育を受けた高校生が 20歳になる時に、年金意識や納付率が上がっているかどうか

で判断できる。また、我々は経済的に支払いが困難という学生のためには学生納付特例制

度を詳しく知ってもらい、加入を促すことしかしていない。本稿は年金制度の抜本的な改

革ではなく、若年者の意識改革を中心にしているため、そこの点が不十分になった。最近

ではマイナンバー制度で年金が管理されるようになることや、消費税の増額に合わせ年金

受給資格が変わるなど、年金をめぐる環境は著しく変化している状況にある。また今年の

５月に起こった日本年金機構の個人情報流出は、年金制度の信用を揺るがしかねない事態

となった。年金制度の脆弱さが、さらに年金意識の低さを加速させていくのではと考える。

今後は制度的な改革案を研究し提言することでより年金納付率を上げ、老後の貧困が減る

ことを期待したい。 
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