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※厚労省の対応への抗議、国民年金法改正法案について質問 

 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 冒頭、大臣から謝罪といいますかその意のお言葉があったわけでございますけれども、

やはり私どもといたしましても大変ゆゆしき許し難い厚労省の対応だったと思うわけでご

ざいます。 

 消化試合と思っているんじゃないかと、国会審議を本当に形だけのものと思っているん

じゃないかと、このようにも常日ごろ思っておりますけれども、今回のことはそれをまざ

まざと思い知るような思いがするわけでございます。審議さえ済めば行政がすべて自分ら

の思いでいいようにしていくと、そういうふうなことにもつながるようなことだと思うわ

けでございます。 

 大臣は、責任を明らかにするというお話がございましたけれども、大臣にはかねてから

のいわくの問題もございますけれども、このこともトータルとして責任を自ら取られて法

案の成立に尽くすおつもりはございませんか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回のことにつきましては、本当に、重ねて申し上げますが、

誠に遺憾極まりないことと思っておりまして、重ねておわびを申し上げます。 

 先ほど、責任のことにつきましても、責任者については管理責任を含めてよく事態を明

らかにした上でそうした処分をさせていただくということを申し上げましたが、この点に

つきましては、管理責任ということの中に当然自分自身も含めて考えておるということで

ございますが、私といたしましては、非常に問題山積のこの厚生労働省の仕事を引き続い

て全うさせていただく中でそうしたことを明らかにしていきたいと、このように考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 私としては、かねてよりの発言もこれあり、今回のこともこれあり、トータ

ルとして大臣が責任を取られるように改めて申し上げておきたいと思います。それと同時

に、午前中、同僚議員が質問を予定していたわけでございますけれども、それが結果とし

てそういった形で延びたわけでございます。次回、やはりしっかりと時間を取って、最後

まで審議をするということで臨ませていただかなければならないと思っております。 

 さて、今回の法案、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案と、

こういう名称でございます。普通、法律の一部を改正する法律案というのはよく審議する

んですけれども、今回は一部を改正する法律等の一部を改正するという、一部の一部を改

正するという法律の名前になっておりまして、正に中身を表していると、このように思う

わけでございます。そういった意味ではネーミングも非常に言い得て妙だと、このように

思っている次第でございます。正に一部の一部と、こういう気がするわけでございます。 

 私ども民主党、かねてより、年金制度改革にはひときわ私どもの案をお示しして取り組

んできたところでございます。三年前になるわけでございますけれども、そのときには、

公平、公正、安心、安定、こういった価値を追求するという見地から、平等、公平の価値

の追求としての一元化、また安心、安定という価値の追求としての最低保障年金の確立、

そして公正という価値の追求の具体的な形である納税者番号制度と国税庁と社会保険庁の

統合と、こういったことを基本に据えた改革案を出させていただいてまいりました。 

 そういった中で財源のことも触れてきたわけでございますけれども、私どもは、昨年の

十二月に政権政策の基本方針というものを出させていただいておりまして、そこで申し上

げておりますことは、基礎年金の部分、最低保障の部分の財源はすべて税とする、そして



消費税は現行の税率五％を維持し、税収全額を年金財源、基礎部分に充当するということ

を私どもの党として決めさせていただいているところでございます。 

 そういった意味で、私どもからいたしますと、今でいえば基礎年金の全額税方式化、そ

れに最低保障的な意味合いを持たせて、高所得者には低減させていくと、こういった形の

ことをお訴えしてきたわけですけれども、そのような立場から見ますと極めて微々たるも

のである、正に一部の一部と、このように言わざるを得ないわけでございます。少なくと

も、十九年度の国庫負担の引上げというものを二分の一に上げるというならばもっともっ

と抜本的なお取組があってしかるべきと、このように思うわけでございますけれども、今

回の改正以後の二分の一への引上げの財源は秋以降考えるということで全く無責任極まり

ない、このように申し上げざるを得ないわけでございます。 

 そういった意味で全く抜本的な改革になっていない。そもそも三年前の政府の改革案、

百年安心の抜本改革とおっしゃいましたけれども、その後、一元化はこれからやる、また

社会保険庁の徴収の問題はこれからやるというようなことばかりでございまして、そうい

う意味でも全く抜本的な改革でなかったということを自ら証明しておられる今日であると、

このように指摘せざるを得ないわけでございます。そのことであるがゆえに私どもとして

は今回の法案については反対である、そのことをまず申し上げておきたいと思います。 

 さて、まず最初に、国庫負担割合が引き上げられるということになっているわけでござ

いますけれども、正に一部の一部ではございますけれども、千分の十一、一番初めに引き

上げることが十六年度にあったわけでございます。そのうち千分の七が引き続き、そして

今日千分の三十二になっているわけでございます。それぞれの数字の根拠を簡単に御説明

ください。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 基礎年金の国庫負担割合につきましては、十六年の制度改

正によりまして初めて法律の本則上二分の一国庫負担が明記されたところでございます。

その附則におきまして、二分の一引上げに至る道筋を法文の上で明確に示したところでご

ざいます。 

 その道筋に沿いまして、十六年度におきましては、今御指摘がございましたが、初年度

ということで年金課税の見直し分の増収分を引上げに充てました。十六年度は初年度です

ので、二百七十二億を定額で加算し、満年度化する十七年度以降について千分の十一とい

う引上げを行いました。国分の税収の一千六百三十二億円全額に相当いたします。これは

十六年改正法で規定をいたしたところでございます。 

 十七年度以降における国庫負担割合の引上げにつきましては附則において規定がござい

まして、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、適切な水準

に引き上げると、こうされておりましたので、十六年の与党税制改正大綱に基づき、定率

減税の縮減、廃止による増収分の一部を国庫負担の引上げに充てることが想定されたわけ

でございます。 

 具体的には、十七年度において、年末に与党の政調会長合意に基づき、定率減税の縮減

による初年度の増収分千二百五十八億のうち一千百一億円を基礎年金の国庫負担引上げに

充てることとされ、それを定率化し、千分の七に相当するものですから、千分の七を定率

化して所要の改正を行ったところでございます。 

 十八年度におきましては、これも年末の政府・与党合意に基づきまして、前年度に比べ

て千分の七の引上げ幅となるだけの予算を計上した上で、三分の一プラス千分の二十五と

いうところに数字を引き上げたわけでございます。 

 そして、十九年度におきましては、これも年末予算編成過程で、与党の幹事長・政調会

長合意に基づき、一千百二十四億円を加算することとし、それを定率化して千分の七を国

庫負担割合として加算をする、こういうこととし、今回そのための法律改正案を提案した

ところでございます。 

 したがいまして、十九年度以降におきましては、従来の国庫負担割合三分の一に加え千



分の三十二の国庫負担が加算されると、こういう案を御提案申し上げているところでござ

います。 

 

○辻泰弘君 一番初めの十六年度は、十七年一月から公的年金等控除の見直しと老年者控

除の廃止、その分が一月から二月、三月と、その分だけ二百七十二億手当てしたと、こう

いうことだったわけでございます。すなわち、一番初めのときはいわゆる年金課税の強化、

この分が財源として出発したと、こういうことになっているわけでございます。 

 そこで、大臣にお伺いしておきたいと思うんですけれども、去年も私、大臣にお伺いい

たしましたけれども、この年金課税強化、実はこれにプラスして定率減税の廃止もあり国

保、介護の保険料も連動してきた、そして昨年の十月から医療の部分も引き上げられてい

ると、こういうことがあるわけでございます。こういったことで、それぞれ個別のことは

必ずしも御存じないにしても、トータルとして年金生活の方々がやはり負担を非常に急増

させられたという思いを、去年の六月、そして今年の六月も余波が来るわけですが、そう

いうことを感じておられ、それが市役所に殺到したということが現実にあるわけでござい

ます。 

 そういった中で、私は、一つ厚生労働省としてできること、それは私も申し上げて、国

保の算出上、公的年金等特別控除を創設するということがあって二年間の措置でやったわ

けですけれども、例えばそれを継続するということは厚生労働省の権限でできるわけです

ね。そのことをやるつもりはございませんか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） このところ、年金課税強化であるとか定率減税の廃止である

とかというようなことで、年金に依存して生活していらっしゃる方々にも応分の負担をお

願いするという税制改正を行ってまいりました。この考え方はかねてからの税制改正にお

いて説明がなされておるとおりでございまして、税の負担につきましては、年齢というこ

とだけではなくて、やっぱり所得というものを高齢でありましても相当程度なさっていら

っしゃる方々もあると、現役世代との公平を図る必要があるのではないかというようなこ

との考え方の中でこうした見直しが行われてきたということは委員も御理解のとおりでご

ざいます。 

 そういうようなことの中で、今回の定率減税の廃止というものが本年六月から実施され

ることになるわけですが、これについては国保で住民税にリンクしている方式を取ってい

る一部市町村の場合を除きまして、多くの市町村におきましての、取っている方式を考え

ますと、直接的な跳ね返りというものはないというふうに認識をいたしておるわけでござ

います。 

 そうした中で、今委員がいろいろと御提案をなされたわけでございますが、我々として

は、そうした跳ねの中でどうしていくかということについては、現在、定率減税の跳ねと

いうわけでもありませんけれども、いずれにしても、介護の保険料につきまして段差を設

けた保険料率の設定をしておるそういう仕組みについて、これを見直していく必要がある

のではないか、その場合にどういう方式が考えられるかということは検討いたしておりま

すけれども、それ以外の点については当面検討課題とは認識しておりません。 

 

○辻泰弘君 私が言っているのは定率減税の跳ね返りというよりも、元々の老年者控除の

廃止と公的年金等控除の縮小の連動のことを申し上げているわけですけれども。 

 確認させてください。国保の経過措置は今年で切れるということになるんでしょう、今

年というか、来年度といいますかですね。そのことはもうそれで終わりだということです

ね。それはもう継続するというお考えはないなということをまず一つ確認させてください。

イエス・オア・ノーで結構ですから。 

 それと、私ども、前も言いましたけれども、老年者控除、やはり出発点が間違っていた

んじゃないかということで、老年者控除の復活ということで、適用要件を一千万だったの



を三百万に下げた形でやれというのを衆議院の方で格差是正法案の中に入れているわけで

すが、老年者控除の復活ということを御提言される御意思ありやなしや、そのことだけお

願いします。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 経過措置と申しますか、そういうことは文字どおり、私ども、

移行期の措置と考えておりまして、これを延長するという考え方は持っておりません。 

 また、老年者控除につきましても、私どもこれを廃止させていただいたという基本の考

え方は今後とも維持いたしたいと、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 このことは、今後とも党として国会内外を通じて主張していきたいと思って

います。 

 さて次に、そもそも基礎年金とは何ぞやということになるわけですけれども、基礎年金

の意義ということになるんですけれども、かねがね小泉さんのとき、総理の答弁等もある

わけですけれども、改めて簡単に、恐縮ですけれども、創設のときの、どういう考え方で

五万円に設定し、今の六万六千円は何をカバーしているのかということを、簡単で結構で

すのでお願いします。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 基礎年金は高齢期の基礎的な生活費用に対応して、現役世

代に構築した生活基盤や老後の備えと併せて一定の水準の自立した生活を可能とするとい

う考え方でございます。必ずしも基礎年金だけですべての生活費を賄わなければならない

というものではございません。 

 基礎年金の給付水準の設定の考え方の変遷について今お尋ねがございましたが、確かに

変遷がございます。 

 昭和六十年改正によって導入した当時は、六十五歳以上の単身者の基礎的消費支出を始

めとし、高齢者夫婦世帯の基礎的消費支出や現役世代の消費支出など総合勘案して基礎年

金額を設定するということでございました。 

 ただ、その後の変遷の中で、六十五歳以上の単身者の基礎的消費支出を参考にして政策

改定することについては、年金でございますので、現役世代の賃金の伸び、つまり御負担

される側とのバランスということも考え合わされなければならないということもあり、平

成六年以降、専ら前回改正以降の消費者物価指数の伸びなどを基に改定をしてきていると、

こういう性質で変化してきておるというものでございます。 

 

○辻泰弘君 今のちょっと、必ずしも十分御説明でなかったかもしれませんが、創設当初

は単身者でとらえていたけれども、今は夫婦でとらえていると、こういうことですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 創設当初は六十五歳以上単身者・無業の基礎的消費支出と

いうものを重視して、さらにその上で総合勘案したと、こういう経緯でございますが、平

成六年以降は、全世帯の消費水準の伸びという要素も入れて総合勘案するようになりまし

た。平成十二年以降は、消費者物価上昇率を勘案して改定をすると、こういうことで、基

本的には今日そういうような方向になっております。 

 

○辻泰弘君 単身はクリアにされたようですが、あとの方が、あるときの坂口さんの答弁

は「高齢者夫婦世帯におきます」と、こうなっているわけですよ。だから、夫婦世帯とい

うとらえ方なんですか、そこの部分。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 基礎年金を見ておりますときには、先生もよく御承知のと

おりですが、高齢者世帯の生活費と年金の給付水準ということをよく私ども視野に入れて

見ております。 



 御夫婦二人分の満額で十三万二千円余りというものと、家計調査年報によります基礎的

消費支出十一万三千円余りというようなものを勘案しながら見てまいったわけでございま

すが、現実の改定の指標ということで申しますと、今は消費者物価指数を基本としており

ます。十六年改正以降は、それにマクロ経済スライドが加わるわけでございます。 

 

○辻泰弘君 いや、私が言っているのは、夫婦でとらえているのかどうかということです、

そのことだけですよ。恐らく夫婦でとらえているんでしょう。だから、そうだと言ってく

ださいよ、時間掛からないです。そのことだけ。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 先ほど来申し上げましているとおり、単身・無業の方の消

費支出を勘案して設定するという考え方は改めております。 

 現在の基準は、前回までの基礎年金額というものがあったら、その後の消費者物価指数

で改めていくというのが基本となっております。 

 

○辻泰弘君 ちゃんと答えてくださいよ。私、こんなところで止まるつもりは全然ないん

だけど。 

 ずっと事務局の説明だとそうなっているわけじゃないですか。単身で来ていて、今は夫

婦でのをとらえているんですよ。坂口さんのときの答弁も「高齢者夫婦世帯におきます衣

食住を始めとする老後生活の基礎的な部分をカバーする水準」と言っているんだから、そ

れだけのことじゃないですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 私の申し上げていることとは一致していると思っておるわ

けでございますが、設定の仕方は消費者物価指数を使っております。それはそのとおりな

んです。ただ、それによってでき上がった水準というものをどのように評価するかという

ときに、夫婦世帯で先ほど申し上げました基礎的生活支出というものとの対比をにらんで

いるということでございます。 

 

○辻泰弘君 だから、そのにらんだことを最初に答えてくれたらいいんじゃないですか、

私が聞いているのはそこを聞いているんだから。何でこんなに時間掛けなきゃ駄目なんで

すか。私よりもよくもっと分かっていらっしゃる局長なんだから、そのぐらいちゃんと答

えてくださいよ。こんなことで時間取られたらやってられないですよ。 

 取りあえず、じゃ、次行かしてもらいますけれどもね。 

 生活保護と基礎年金の関係です。これまでも、従来から答弁をいただいています。来ら

れている中村さんにも聞いたこともありますし、川崎さんにも聞いています。 

 改めて、基礎年金の水準と生活保護費の水準、このことについての、リンクさせる議論

がありますけど、それは分けるべきだと。元々切り口が違うと川崎さんもおっしゃったし、

私もそう思っていますが、そのことの確認です。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 年金制度は、まず基本的に自律自助の考え方を基本にしてい

るわけでございます。そういう中で、すべての国民の老後の生活の安定を図るために、国

民全体で現役期間中に保険料を拠出し合って老後に備えるという社会保険方式を基本とい

たしております。 

 機能としては、役割としては、老後の所得保障の中核的な役割を担っているというふう

に考えておりまして、殊に基礎年金というのは、そのうちでも文字どおり基礎的な部分を

構成していると考えております。 

 一方、生活保護制度は、これはもう言うまでもないことですが、公的扶助の仕組みであ

りまして、現に生活に困窮している方に対し、収入、資産等を厳格に調査した上で最低限

度の生活保障を行うというものでございます。したがいまして、基本的に今委員の御指摘



になられたとおり、考え方が違いまして、これは別の制度であると、別個の考え方に基づ

く制度であると、こういう理解をいたしております。 

 

○辻泰弘君 ともすれば、これをリンクして議論する向きが自民党の部会などでもあるよ

うに聞いておりますけれども、どうかそこははっきりと区分けして議論していただきたい

と、こういうふうに思います。 

 それで、生活保護に言及になりましたので、母子加算のことをちょっと聞いておきたい

と思うんですけれども、今回、母子加算の廃止ということでやっていかれるということで

総理もおっしゃっておるわけです。要は、実際働いて稼得していらっしゃる方とのバラン

スと、こういうふうにおっしゃるわけです。しかし、今度審議になるであろう最低賃金法

のときは、生活保護との整合性によって最低賃金を上げようと、こう言っているわけです、

生活保護に上げようとしているわけですよ。 

 母子加算の方は、生活保護という生活保護の論理で積み上げていった数字があって、そ

れよりも現状が低いから生活保護を下ろそうと、こういう話なんですね。これは私は、基

本的にいかがなものかというか根本的におかしいと思うんですね。やはり生活保護はそれ

なりの論理で積み立てて計算されているわけですね。調べたら、最低生活費の認定という

形、経常的最低生活費という中に母子加算が位置付けられているわけですよ。だから、そ

れは独自のあるべき姿というか理想というか、そういうものを考えられた上で上げられて

いるもので、それが現実との差があったときに、現実の方にそのあるべき姿を落とすとい

うことは逆であって、その現状の方を何とか引き上げるという、それはすぐは上がらない

にしても、その生活保護の方は守りつつこちらの低い方を、現実を上げていくという方に

政策は行くべきであって、そしてまた生活保護の独自の見直しということがあるならば、

それはそれであるかもしれないんだけど、しかし、生活保護として計算した数字があって、

それが現実と比べてそっちの方が高いから落とすんだという、これは根本的に私は厚生労

働行政の姿勢が問われることだと思っていますけれども、大臣、一言そのことについて御

見解をお示しいただきたい。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 母子加算につきましては、昭和二十四年、生活保護の基準自

体が低かった時代に子育てを一人でする母親には追加的な栄養が必要である等を理由とし

て創設されました。 

 その後、生活保護基準は、一般国民の消費の伸びに更にプラスした伸びを用いて基準を

引き上げてきたということでございまして、そういう意味で生活保護の基本的な部分に加

算される母子加算を含めたレベルにつきまして、全母子世帯中の中位の所得のある世帯と

比較をしてその消費水準を上回る水準になっていると、こういうことでこの母子世帯の間

の公平性の観点を踏まえて今回是正をさせていただく。ただし、激変緩和にも留意しつつ、

これは時間を掛けて段階的に廃止をさせていただくということで、それなりの配慮をさせ

ていただいております。 

 その際、もちろん、ただ廃止をするということではなくて、現今の福祉から就労へとい

うこの基本的な考え方の中で、就労している母子世帯等に対しては自立支援を目的とした

給付を創設し、さらにまた併せて、就労支援プログラムによる個々の母子世帯の状況に応

じた支援あるいは福祉事務所とハローワークの連携による就労支援事業などのそういう就

労への支援を通じて母子世帯の自立を助けるということにいたしている次第でございます。 

 

○辻泰弘君 私どもとしては、やはり内容もやり方も間違っていると、このように指摘せ

ざるを得ないと思います。基本的に間違っていると思っております。 

 これも私ども、格差是正法案の一つの項目として入れさせていただいております、計画

の中へ入れさせていただいておりますけれども、今後ともこのことについては主張してい

きたいと、このように思います。 



 さて、基礎年金の平均額、それから厚生年金の理論値としての最高額、また実績として

どれほどが現実に支給されている最高のランクかと、このことを事務的に簡潔にお示しく

ださい。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 私の方からは、基礎年金の平均年金額及び厚生年金の場合

は実績と申しますかデータ上の数字をお答えし、理論上の金額につきましては年金局長の

方からお答えをさせていただきたいと存じます。 

 まず、国民年金の老齢基礎年金の受給権者の平均年金額でございますが、平成十七年度

末現在で六十六万三千七十二円というふうになっております。また、厚生年金の方の老齢

年金については、実は厚生年金の加入期間が原則二十年以上の方の基礎年金分と厚生年金

分を合算したものという形でこの金額を考えるのがいわゆるサラリーマンＯＢの老齢年金

額としては意味のある数字であろうかと存じますが、いずれにいたしましてもこの金額は

平均標準報酬月額とか加入期間の違いによってそれぞれ差がございます。私どもが把握し

ております年金額階級別の統計では、平成十七年度末現在で年金額が六百万円以上となっ

ている方が一千七十八人というデータがございます。 

 ただ、これ一言お断りを申し上げておきたいと思いますが、いわゆる船員保険、あるい

はかつての坑内員の特例というような形で期間が加算されていたような方々が恐らくこれ

に反映しているのではないかと思いますので、やや六百万円以上というのは高い金額だと

いうふうに御認識をいただければと存じます。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 理論上の最高額はという御指摘でございましたので、簡単

に申し上げます。 

 御承知のとおりでございますが、標準報酬月額と被保険者期間に比例して計算される厚

生年金の年金額でございますが、標準報酬月額は六十二万円が上限ですし、七十歳未満の

者という被保険者の限界がございます。年金額が青天井に増えていくわけではございませ

ん。 

 また、基礎年金との組合せで所得再配分機能が働くというような要素にも留意すること

が必要と思いますが、一定の仮定を置いて、例えば月額給与が六十二万円、賞与が年間三

百万円の者が四十年間厚生年金に加入した場合、本人分はおよそ三百万円、月額二十五万

円、夫婦二人の基礎年金を合わせた年金額はおよそ三百八十万円程度、月額三十一万七千

円、こういうことになろうかと承知しております。 

 

○辻泰弘君 前半の方で六百万以上の方がおられると、こういう台の方がおられるという

話だったと思うんですけれども、これは公的年金ということでいいんですね。確認です。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 先ほどもちょっと最後に申し上げましたように、主に、例

えば船員保険であるとか坑内員の期間というのが三分の四倍されるというような特例がご

ざいましたので、そういったことがこれに反映しているものかというふうに存じますけれ

ども、すべて私どもが厚生年金あるいは昔の船員保険のいわゆる公的年金として把握して

いる年金額の数字でございます。 

 

○辻泰弘君 そこで、今資料を配付していただいたんでございますけれども、それは二月

に人口の変化等を踏まえた年金財政への影響ということで暫定試算を年金局が出されてい

るわけですけれども、その中身を具体的に見ていかないと分からないということで、現実

に年金改革のときには、基礎年金がどういうふうに変わっていくかとか代替率がどうなっ

ていくかということを出していただいたわけです。今日はまだそれの一部でしかないこと

ではあるんですけれども、第一歩として出していただいたということで、そのこと自体は

評価させていただきたいと思うんですけれども。 



 そこで、まず、局長、これ暫定試算がベースになっているんですけど、基礎年金額を出

していただいたんですけど、これの若干の御説明をいただけますか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 恐縮でございます。私の方から簡単に説明させていただき

ます。 

 暫定試算を一月に出させていただきましたが、マクロ的な給付と負担の推計ということ

で行いましたので、基礎年金の年金額の見通しそのものを出すことを目的としてやってお

りませんでした。しかし、暫定試算の枠組みの中で基礎年金の金額というものを計算する

ことはこのように可能でございますので、お示しさしていただきました。 

 その結果、人口の基本ケースにおける基礎年金額は、平成二十二年度七・〇万円、平成

三十七年度八・七万円、平成六十二年度十六・〇万円で、それぞれ括弧内に機械的に物価

で現在価値に割り戻した額を、今申し上げました数字でいうと六万七千円、七万一千円、

十万二千円と記さしていただいたところでございます。 

 これから新しく年金をもらい始める受給者の年金額と、こういうことでございます。 

 それから、今後、マクロ経済スライドによる変化というものはこれから出てくると、こ

ういうものでございまして、そこの部分を表示させていただいております。 

 

○辻泰弘君 ここでちょっと教えていただきたいんですけれども、実質価値が今は六・五

万円であると。これは物価スライドがあった場合の本来額の数字になっているわけですけ

れども、それが一応機械的ではあるけれども二〇五〇年には十万二千円に実質価値がなる

と。これだけ、三万七千円上がるということになるわけですね。 

 このことの意味というのは、こっち側の参考ケースの方は六万五千円が七万九千円、さ

ほど上がらないわけですけれども、それは機械的なことではあるんですけれども、その四

万円近く上がるということの意味はどういうことかというのを御説明いただけますか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 一言で申し上げますと、賃金上昇率がかぎになるというふ

うに思っております。 

 新しく年金をもらい始める受給者の年金額は賃金の上昇率を基本として改定される、こ

ういうことになっているわけでございます。そのため、ここは物価で割り戻しております

けれども、賃金の上昇率が物価を上回っている場合には相対的にこのように高めの数字が

列記されると、こういうことでございます。 

 

○辻泰弘君 数字的には、事務的にはそのとおりなんですけれども、そのことの何という

か意味というか意味合いですね、それだけやっぱり豊かになっていくと、そういうことに

なるんでしょうかね。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 暫定試算で見通しております将来の図柄というのは、経済

の動向も足下も踏まえ、また今後のことも考えて、一定程度軌道に乗ってきているという

数値を用いて計算をしているわけでございます、基本ケースの場合でございますが。 

 そういうことでございますが、その中でのやはり賃金上昇率の見込みというのは経済成

長率に連動しているわけでございまして、こうした傾向値を示すということは、現役世代

の賃金が次第に上がり、ある意味で支える力が強くなる、そういう社会ということを想定

しておるわけでございます。 

 

○辻泰弘君 年金局長としては支えることばっかり考えていらっしゃるのかもしれません

けれども、しかし、世の中自体がどうなるのかというようなお話だけど、まあトータルと

してはそれだけ豊かになるということの意味合いをおっしゃっているんだろうと思います。 

 それで、一つ確認ですけど、この表は、すなわち新規裁定についてずっと書いてあるわ



けですけれども、一度ここで裁定された人はその後ずっと既裁定でいくわけですね。その

ときは物価スライドでいくわけじゃないですか。それは、だから三年前に出したあのとき

の表と一緒なんだけれども、その人にとってはマクロ経済スライドが掛かっている間はず

っと〇・九マイナスでいくわけですから、その分低減していく、すなわち実質価値が低下

していくという状況になることが一つ筋書としてあり得るんですけど、そのとおりですね。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 御指摘のとおり、マクロ経済スライドで給付調整をしてお

ります際には、上昇した物価から一定の係数を減じて年金額を設定、改定していくという

ことになりますものですから、おっしゃるように、その分実質的な価値は減じた状態の時

期が続くと。ただ、一定程度それを続けたときには、そうした措置を終了し、元の賃金ス

ライドというもの、あるいは物価スライドですね、既裁定でございますと、そういうもの

がきちっと復活すると、こういうものでございます。 

 

○辻泰弘君 要は、この表だけ見ますと新規裁定がずっとつながっているから何か増えて

いくように見えるんですけれども、一個人にとってみれば新規裁定された後は既裁定でい

くわけですから、ずっと低減していくということになるんですね。すなわち、ここでいえ

ば、基本ケースでいえば、平成三十八年度までマクロ経済スライド続くわけですから、そ

の間は基礎年金の実質価値が低下していくということを意味しているわけですね。 

 ですから、私、この表はこれで一つ意味があると思いますけれども、是非三年前に出さ

れた、何年生まれの人がどうなっていくかというのありましたよね、代替率と基礎年金額

の実質を示されたね、是非それをまた改めて求めたいと思いますけど、是非そのことにつ

いてもお示しいただきたいと思いますけど、そのことについて確認させてください。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 暫定試算の段階でございますのでそこまで作業が至ってお

りませんでございます。誠に申し訳ございません。 

 これから本格的な財政検証作業を審議会を通じましてもやっていくことになります。適

切な段階で御指摘の点についても私ども資料として用意をして、整備をしていくという考

えでございます。 

 

○辻泰弘君 そういうことで、また求めていきたいと思います。やはりこういうことをベ

ースにして議論すべきだと思いますので、今回のことは、これを出していただいたことは

評価させていただきたいと思います。 

 さて、次のポイントとして、無年金者、低年金者ということになるわけでございますけ

れども、無年金者、すなわち基礎年金さえあずかれない状況と、こういうことがまだまだ

あるわけでございます。 

 それで、かつてこの議論も当委員会等々でもさせていただいてまいりましたけれども、

尾辻大臣のときには無年金者八十万という数字を一定の前提の下にお示しをされたことが

ございました。そして、私も要求をしたりしまして、とにかくデータについて調査をして

公表する方向で検討していきたいと、こういった答弁をされているわけなんです。 

 そういった意味で、今厚生労働省として無年金者がどれぐらいかというふうに問われた

ときどうお答えになるか、その取組の今日までの経緯はどうか、これをお示しいただきた

いと思います。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 無年金者についてのお尋ねでございますが、御承知のよう

に、無年金者そのものを直接に把握する方法はなかなかなくて、私どもも大変苦労してお

るわけでございますが、一つよすがとしては、三年に一遍実施しております公的年金加入

状況等調査というのがございます。これはあくまでもアンケートプラス聞き取りの調査で

ございますので、その対象となった方々を今度は人口で割り戻して全国でどのくらいいる



かということを推計するという、方法的な制約があるわけでございますが、最新の平成十

六年の調査によりますと、六十五歳以上で公的年金受給権なしというふうにお答えになっ

た方々が推計で全国で六十二万六千人いらっしゃると。ただ、このうち夫婦としては年金

もらっていると。したがいまして、昔、サラリーマンの妻が、専業の奥さんが任意加入で

あった時代に、そのまま老齢期を迎えて、だんなさんは老齢年金を受けていると。したが

って、だんなさんが亡くなったときには例えば遺族年金という形の年金に結び付くと、こ

ういう可能性のある方が十八万二千人いらっしゃいますので、差引きしますと四十四万四

千というのが十六年時点で公的年金受給権なしということを把握できている人数というこ

とになります。 

 ただ、この中には、若干ではございますが、いわゆる繰下げ支給をするために六十五歳

以降に初めて受給権の発生する方もいらっしゃいますので、これが直ちに無年金者という

ことになっているわけではないという点をまず押さえていただきたいと思います。 

 これだけでは実は、まだ六十五になっていないんだけれども、もうこれから加入をして

も、今七十まで任意加入できるわけですが、その期間加入をしても年金受給権に結び付か

ない人がいるんじゃないだろうかというお尋ねがあったことから、私ども、初めてその平

成十六年に言わば納付記録を全部回すことによってどのくらいそういう方がいらっしゃる

かという調査を始めてみました。 

 これをまず六十五歳以上の方について納付記録を回したところ、およそ四十万人の方が

いらっしゃるということで、オーダーとしては先ほど申し上げた公的年金受給調査と大体

同じぐらいかなというふうに確認ができたわけでございます。 

 さらに、これに加えて、六十歳になる前であっても、長い間ずっと未加入を続けて、未

納を続けて、そのことによって年金受給権に結び付かない方がいらっしゃるのではないか

という御指摘があったことから、二十歳から六十歳の方について同様に納付記録を全部回

してみたらどうかということで推計した数字がおよそ三十九万人でございました。 

 先ほど辻議員の方から御指摘のあった八十万人というのは、この三十九万人と四十万人

を足すとおよそ八十万人の方がそういう形で無年金になるおそれがあるのではないかとい

う御質問に対して、当時の尾辻大臣が、これは一定の仮定においてやると確かにそういう

数字は出てくると、こういうやり取りの中でお答えになったものと承知をしております。 

 私ども、どうもこういうやり方をしておりますと一貫性を持った数字としてなかなか把

握ができないということがあるものですから、改めてこの納付記録を全部言わば回すよう

な形で調査ができないかということで、これ、現在調査を進めております。まだ本日時点

ではその結果を御報告できませんけれども、この現在進めておる調査がきちんと整理がで

きましたところで、機会を得て御報告をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 今のは、六十五歳以上の方、六十歳から六十四歳の方とか、そういうことも

含めてやっているという意味なんですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 従来の調査が、ただいま申し上げましたように六十五歳以

上でどのくらいいらっしゃるか、それから二十歳から六十歳までの方でどのくらいいらっ

しゃるかということで、六十から六十四の部分がちょうどぽっかり抜けていたような形に

なったものですから、私どもとしては、そういうことも含めて全体としてそういう無年金

になるおそれのある方がどのくらいいるかということを調べたいということで検討してお

ります。 

 ただ、一言付け加えさせていただきたいと存じますが、何分に共済年金の加入記録は私

ども、現在保有していないという制約がございますので、あくまでもそういう制約の下で

精一杯努力をしたらどうなるかというふうにお受け止めをいただきたいと存じます。 

 

○辻泰弘君 制約というのはいつもおっしゃるんだけど、だから早く一元化すべきという



ことになるわけですけれども。 

 ただ、これだけ、私も実は平成十六年十二月一日に青柳さんに聞いているんですよ、こ

のことを。そうしたら、今後はこれらのデータについてもきちんと調査をいたしまして、

国民にいたずらに不安や誤解を与えることがないような形で公表するというふうに大臣も

おっしゃっておられますので、私どももその方向で一生懸命努力させていただきたいと考

えておりますと。これが平成十六年十二月一日の答弁ですから、二年半ぐらい前なんです

よ。それが今までこんなになっていて、今八十万というのは、もう昔のことをおっしゃっ

ているだけなんですよね。どうなっているのかというふうに言わざるを得ないわけですよ。 

 だから、どうなんですか、これ。今は何人だというのをどうお答えになりますか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 現在の数字を考えますときに一つのよすがとなりますのが、

先ほど申し上げた平成十六年の公的年金加入状況等調査報告、四十四万四千人というふう

に申し上げました。その三年前の十三年との間でどのくらい違いがあるかと比較をしてみ

ますと、十三年の調査ではこれが四十万四千人ということでございましたので、およそ六

十五歳以上であれば四十万人台という大きな流れは変わっておらないのかなというふうに

私ども現時点では受け止めております。 

 したがいまして、その八十万人という数字がそう大きく増大をするというようなことは

ないのだろうと思いますが、例えばその間の六十歳―六十四歳の分が、じゃどのくらいい

るんだろうかということも併せて調べなければなりませんので、調査が遅れておることに

ついてはこの場をかりておわびを申し上げますけれども、私ども一日も早くこの整理をし

たいということで努力をさせていただいております。 

 

○辻泰弘君 それは今更ながらではあるんだけど、しっかりやっていただきたいと思いま

すけれども。 

 今のことでいうと、やっぱり八十万を下らざる方々が無年金者であろうと推測されると、

こういうことでいいですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 私どもの把握している記録の中では、これが年金受給権に

結び付かないおそれのある方が八十万人台いらっしゃるというふうにお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 それから、基礎年金番号の未加入者ということも別のこととしてあるわけで

すね。これはどれぐらいおられるのかという部分、数字だけありますか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 基礎年金番号の未加入者というお尋ねがございましたけれ

ども、私ども実は国民年金の未加入者について、三年に一度行っております公的年金加入

状況等調査で大体把握をしておりますが、平成十六年度は三十六万三千人という推計値を

現在把握しております。 

 

○辻泰弘君 いや、それは付番されていない人だという意味でしょう。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 当然、未加入ということでございますので、基礎年金番号

はお持ちでないというふうに推測されますが、基礎年金番号を持っていますかという聞き

方ではないものですから、正確にお答えすると、未加入ということでお答えになった方と

いうふうに御理解いただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 それで、要は無年金者解消のための対策というものが、今のことを見ても、

その状況を調べることすら遅々として進まない中で、実は無年金者の解消に向けての対策



というものがもう本当に抜本的にもなかった。我々としては、なるがゆえに全額税方式に

おける最低保障年金をつくるということを言っているわけですけれども、その部分が実は

全く対応ができてなかった。 

 ただ、一つのよすがとしてあり得たのは、総務省が提言したことがあって、住民基本台

帳ネットワークシステムと基礎年金番号システムを突合させることによってチェックをし

ていくということを提言したことがありました。結果として、今日まだそのことはやられ

てないんだろうと思います。今後やられるという方針もあるやに聞きますけど、そのこと

についてはどうですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 未加入者対策きちんと、今後どうするかということについ

てのお尋ねということでありますけれども、ただいままずお尋ねのございました総務省行

政監察の指摘に対する対応といたしましては、三十四歳に到達した方の情報を住民基本台

帳ネットワークシステムからいただきまして、未加入者の把握を行いまして加入促進を図

るというようなことを実は、いわゆるねんきん定期便の前倒しという形で年金の加入記録

をお知らせするということも併せてサービスとして実施するものですから、これはある意

味で一部そういうことが導入できるようになったというふうに考えております。 

 また、将来的には、現在国会に提案をさせていただいております国民年金事業等改善法

案の中で、二十歳以上、すべての被保険者ということで考えておりますが、この方々との、

住基台帳情報と基礎年金番号の突合をすることによって加入漏れがないようにするという

対応もしたいということで、現在検討させていただいております。 

 

○辻泰弘君 ですから、二十歳の人はもう既に全員付番するようになっていると、二十歳

を超えたらですね。それから、今おっしゃったように、三十五歳の方は、二十五年残して

いるということでチェックするという意味で、三十五歳の人はやっていくということです

ね。今三十五から三十四へどんどん下へ下りていくということでしょう。だから、二十で

やった人のところで一応全部つながるということをおっしゃっているんですよね。 

 で、問題は、三十五以上の人のところは全然手付かずだということをおっしゃっている

わけですよ。だから、前半の方はいいですからね。だから、要は三十五以上の人たちにつ

いては実は手付かずのままいくということを今おっしゃっていることになるわけですよ。

だから、そこの部分もしっかりやるべきだということを申し上げたいんですが、どうです

か。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 順番から申し上げますと、まず、今、ただいまのお尋ねの

中にもございましたように、二十歳到達者については既に実施をしております。それから、

今申し上げましたように、三十四歳に到達した方についてこれから実施をすると。 

 さらに、実はねんきん定期便の実施の仕方については、最終的には二十年四月から全面

実施ということで考えておりますが、その前に、四十四歳でも三十五歳と同様に四十四歳

時点までの加入記録を御通知するというサービスを実施しようと考えておりますので、そ

の意味では四十四歳の時点の言わば突合というものもこの三十四歳に引き続いて実施をす

る予定が入っております。で、最終的にはすべての被保険者に対して実施をするというこ

とで考えております。 

 

○辻泰弘君 今の、もう一遍聞いたから四十四歳のことをおっしゃったんですよ。四十四

歳だって六十歳で受給権がなければ後で納められるわけだから、そのことを最初から見据

えて四十五から出発すべきなんですよ、それやってね。 

 最初は、あなた、三十五からおっしゃったでしょう。だから、そのこと自体、私はやっ

ぱり非常にこのことに向けての積極的な姿勢を感じない一つのポイントでもありますよ。 

 いずれにいたしましても、無年金者というもの、その存在というものが、やはり老後に



おける不安、安定感の喪失といいますか、そういったことにつながっている。それなるが

ゆえに我々は最低保障年金を言っているわけですけれども、その部分が政府の方は、こう

いった取組もそうですし、そもそも国際的に見ても最低加入期間が二十五年、基礎年金の

導入以前は二十年だったけど、基礎年金の方で二十五年をむしろ増やしたと、こういうこ

ともあるわけです。 

 まあ短けりゃいいというわけじゃありませんけれども、とにかく無年金者を解消するこ

とに向けての努力というものが、実は抜本的なものは何も見えてきてないんですね、この

前回の改正以後だけ見ても。そこは本当に極めてゆゆしきことだと思っています。 

 そういった意味で、無年金者の実態調査というのをやっていらっしゃるとおっしゃいま

したけれども、早急にやっていただいて、まずそこから実態調査した上で、そのことの解

消に向けて取り組んでいただきたい。今おっしゃった三十五歳、四十五歳というのもこれ

からやるよという話ですからね。本来はもっと早めにやっていただくべきことだったと思

っています。そのことは強く申し上げておきたいと思います。 

 それから、次に基礎年金の拠出金単価のことをお伺いしておきたい。 

 まず、拠出金単価が平成十九年度ベースでどうなっているかということ、それからいつ

もお聞きしていますけども未納の保険料の総額、また免除された保険料総額、これを数字

だけお示しください。 

 

○政府参考人（青柳親房君） まず、基礎年金拠出金の単価についてのお尋ねがございま

した。基礎年金拠出金の単価、平成十九年度、月額で申し上げますと二万四千九百五十九

円という単価になっております。 

 次に、未納保険料の総額についてというお尋ねでございました。これは平成十七年度末

において納期限までに納付されなかった国民年金保険料の総額ということで推計をいたし

ますと、約八千二百億円となっております。 

 

○辻泰弘君 まず一つは、基礎年金の拠出金単価は二万四千九百五十九円とおっしゃいま

したかな、そのうちの保険料相当額は幾らですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） この拠出金単価から言わば国庫負担に相当されている部分

を除いた保険料相当額ということでございますが、一万五千八百七十七円となっておりま

す。 

 

○辻泰弘君 それから、後半の方で、納期限までに納付されなかった国民年金保険料の総

額、昨年の予算委員会等では十六年度末が九千八百とおっしゃっていたんですけど、それ

が八千二百に相当すると、そういう理解でいいですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） そのように御理解ください。 

 

○辻泰弘君 それから、その予算委員会のときに、国民年金の保険料が免除された額を推

計して加えた数値として一兆七千二百億というのを出していらっしゃる。これに相当する

額は幾らですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 十七年度末において国民年金の保険料が免除された額を推

計しますと九千三百億になりますので、両方合わせますと一兆七千五百億程度ということ

で御理解いただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 それから、事実関係としてお聞きしておきますけども、国民年金の保険料の

納付率ですね、これは議論になるわけです。年度はまだ区切ってませんけど、十八年段階



での数字は出ていますか、十八年の末ということで。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 国民年金の保険料については、現在、各月ごとにどこまで

納付がされているかという管理をしております。この結果、十八年十二月末現在における

国民年金保険料のうち、現年度に納付すべきもの、正確に申し上げると四月分から十一月

分までの保険料ということになりますが、この納付率は六四・二％となっております。 

 

○辻泰弘君 これについては昨年も集中的な議論もさせていただいたわけですけれども、

十九年度目標が八〇％ということを掲げてやってこられているわけです。それで今六四・

二％と、こういうお話があったわけです。 

 昨年、私も村瀬長官に聞いたことがありますけれども、その時点でも六七、八％だった

ようですけれども、八〇％について目標は達成可能かというふうにお聞きしたら、今日の

段階ではそうだというふうなお答えでした。この八〇％というような目標に向けて、今六

四・二ですけれども、八〇％を可能だと思われるか。大臣、いかがです。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 現在が六四・二％、十九年度の目標として八〇％を掲げてお

るということはそのとおりでございまして、これからねんきん定期便等も前倒しで行われ

る部分もございますので、そのときにいろいろと気付かれたり考えたりして年金に加入し

てくださる方が多いことを期待をいたしておりまして、そういったこと、さらにはまた、

いろいろと納付のための努力を社会保険庁、新しくまた組織を変えて一生懸命やってくれ

るということを展望しての十九年度までのこの目標達成には私は期待をいたしている次第

でございます。 

 

○辻泰弘君 期待をするのは自由ですけれども、期待して達成できることとできないこと

があるわけで、現実問題としてこれは到底なし得ないことだと思いますが、あくまでも八

〇％の目標を掲げてやられるということですか、大臣。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 村瀬長官もその気持ちで頑張ってくれているということでご

ざいますので、私といたしましては、この目標を掲げて続けていきたいと、このように思

います。 

 

○辻泰弘君 これは二年半前の年金のときの資料だと思いますけれども、十五年度実績が

六三・四％、そして十六年度の目標が六五・七％と、十七年度の目標は六九・五％、十八

年度の目標は七四・五％、十九年度の目標が八〇％、こういうふうな段階になっていたわ

けですよ。Ａ、Ｂ、Ｃという何か機械的な、何か面白い図式を作っていただいてやってい

たんですけど、こんなこと到底できないだろうと思ったら、やっぱりできない。今も六四・

二％でした。 

 十六年に議論していたときに、六五・七％といって十六年度の目標を出していたのに、

それ以下なわけですよ。それで十七、十八でやって、十九に八〇に持っていくというのに、

足下の十六年度のことすらできてないわけですよ。それでどうして三年後の目標にあと一

年でやれるのと、こういう話になるわけですね。 

 この点について、もう時間を取ってもあれですから、いずれにしても、この目標、全く

空文化していると思いますけれども、空文化しているからこのことはいい加減でいいとい

うわけじゃないですけれども、抜本的な、要は、今までの政府の対応によってはそのこと

は実現できないということを私は意味しているんだと思います。 

 それはそれとして、八〇％をあくまでも目標にするかどうか、大臣、そこだけもう一遍

確認させてください。 

 



○国務大臣（柳澤伯夫君） いろいろ私どもも内部で検討しているときに、この目標はな

かなか難しい目標だということは率直に話に上ることもありますけれども、当面、私ども

としては、この目標を引き続いて掲げてまいりたいと、このように考えているということ

でございます。 

 

○辻泰弘君 それで、基礎年金の全額税方式ということを私ども申し上げております。そ

れについては厚労省としては保険方式のメリットと、こういうことをおっしゃっているわ

けですが、そのことを、簡単でいいですから、大臣、一言だけ、そのことの評価ですね。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 基礎年金を全額税方式にするということにつきましては、私

どもといたしましては、そもそも自律自助の考え方に立つ社会保険方式にメリットがある

と考えているということ。それから、そういうふうに税で全部賄ったときに生活保護との

関係を一体どう考えるのかというような問題等々ございまして、私どもとしては現行の社

会保険方式にメリットがあると、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 まず一つは、自律自助とおっしゃるんですけど、このことになると自律自助

っておっしゃる。いつも自助、公助、共助と、こういうこともおっしゃっているわけです。

ですから、ここの部分で自律自助ということを追求すると、要は保険料を納めていなかっ

た人は無年金でいいんだということをおっしゃっているのに等しいわけですね。だから、

そこの部分が我々とは根本的に違うと。 

 自律自助ということは、結局は無年金は放置するんだということを意味しているわけで

す。そのことを私どもとしては、税を払うということは、消費税なども払う中でやはり負

担をしているわけですから、そういったことでの負担をしていただいている国民に対して

は一定の年齢の後には七万程度の最低保障年金を保障すると、こういうことを申し上げて

いるわけです。 

 自律自助ということの貫徹、すなわち社会保険方式ということの意味は、納付していな

かった人は高齢期において年金にあずかれなくていいんだというその冷たい論理の一環に

なるわけでございまして、そのことはしっかりと指摘をしていきたい、今後ともその議論

はしていきたいと思います。 

 さて、そこで、次のポイントとして、二分の一への引上げのことでございます。国庫負

担の二分の一への引上げの問題でございます。 

 お聞きしていると時間がたってしまいますので、私がある程度言ってしまいますけれど

も、十二年改正のときは「安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げ

を図るものとする。」ということで附則に規定があったわけでございます。しかし、それは

結果として達成できなかった。そのことについては尾辻大臣が、ストレートではないけれ

ども、「安定した財源を確保し、」というこの部分がクリアできなかったと。それから、「図

るものとする。」という書き方だったと。だから、努力義務というか努力規定というか、そ

ういうことだったんだということをおっしゃっているのかもしれません。そこも本当は聞

いておきたいところですけれども、時間もあれなので、そこはそれとして。 

 そして、十六年改正のときには本則に二分の一を位置付けて、むしろ附則の方で、現状

から出発して上げていくことを附則でうたっていると。附則の方で、所要の安定した財源

を確保する税制の抜本的な改革を行った上で二十一年度までに引き上げていくと、こうい

う位置付けになっていると。 

 すなわち、十二年のときと比べると、本則に二分の一を位置付けたということが大きい

ということと、税制の抜本的な改革ということを附則ではあるけどうたったと。このこと

が十二年のときのとは大きく違うというふうにおっしゃるのかと思うんですけれども、そ

の点はどうですか。簡単で結構ですから。 

 



○政府参考人（渡邉芳樹君） 今おっしゃられたような様々な違いが十六年改正法と十二

年改正法にはあると思います。 

 私どもは、税制の抜本的改革に関する動向も踏まえつつ、所要の安定財源を確保して、

二十一年度までに二分の一への引上げを実現すべく最大限、最善の努力をしてまいりたい

と思っています。 

 

○辻泰弘君 まあ余り聞かなくてもよかったような答えしかいただけなかったように思い

ますけれども。 

 それで、確認します。 

 二十一年度に所要となる財源について厚労省は幾らと見ているか、数字だけで結構です。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 二十一年度において基礎年金の国庫負担二分の一への引上

げを実現するための所要額は、平成十六年財政再計算ベースで申しますと約二・五兆円で

ございます。 

 

○辻泰弘君 財務省にお伺いします。 

 財務省の方も試算を出しておられますけれども、その算出の中での二十一年度の引上げ

の所要財源を幾らと考えておられるか、お示しください。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 御指摘の後年度影響試算におきまして、基礎年金の二分の一

への引下げに係る所要財源は、平成二十一年度におきまして二・四兆円と計算いたしてお

ります。 

 

○辻泰弘君 内閣府試算ではどうですか。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） 二〇〇九年度時点で国庫負担割合を現行の三分の一プラス一

千分の三十二に据え置いた場合と、それから二分の一に引き上げた場合の基礎年金に係る

国庫負担額の差として所要額を計算いたしますと、私どもの参考試算でいいます新成長経

済移行シナリオの歳出削減ケースＡにおきましては二・五兆円程度と見込まれております。 

 

○辻泰弘君 まあ二・四、二・五と大体、違いはあるといえども、前提条件の違いかもし

れませんが、そこはそれほど大きな意味はないかもしれませんけれども。 

 ただ、内閣府に申し上げておきたいのは、私もこれ、ずっと追っ掛けて予算委員会等で

も質問してきましたけれども、竹中さんの十四年、最初からでしたかね、そのときの内閣

府の試算があった。そこのときは明確に間接税を財源としていると、こういうことをおっ

しゃっていたと思うんですね。その後に間接税と所得税を半分ずつとかいうことをおっし

ゃっていて、それでも一応そのことの内容、税制で手当てするということの内訳もおっし

ゃっていたわけです。しかし、昨年のと今年はそのことは何もしていないということをお

っしゃっている。去年、与謝野さんに私申し上げましたけど、率直に言ったけど、そのこ

とについてまともな答えはなかった、余りよく分かっていらっしゃらなかったというよう

に思っていますけれども。 

 この部分、政治的な意味合いがあるということになるかもしれませんが、何ゆえ、かつ

てはそこまではっきりと出しておられたのに、だんだんトーンダウンして、結局何もその

ことは手当てしていませんということを書いていらっしゃるんだけど、そのことをどう御

説明になりますか。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） 先生御指摘のとおり、例えば「改革と展望」の二〇〇四年度

改定の参考試算におきましては、基礎年金国庫負担割合の二分の一への引上げの財源につ



きまして、所要財源を確保するために、モデルの操作上でございますが、所得税、消費税

に機械的な前提を置いたというようなことはございました。他方、今回の参考試算におき

ましては、税制改革については本年秋以降に本格的、具体的な議論を行うこととされてお

りますので、これに予断を与えないということをするために具体的な想定をあえて行わな

かったということでございます。 

 

○辻泰弘君 一番初めのときにむしろ私は、間接税とおっしゃったときは、むしろある意

味では踏み込まれたと思ったぐらいですけれども、しかし、そういう中身をそれなりに想

定して、あくまでも試算なわけだから、そういうことは私はあり得るし、それは決してお

かしなことだったと思わないんですけど、そこの部分あえて消していこう、ぼかしていこ

うというのはこれは私は違っていると思っています。そのことは御指摘をしていきたいと

思っています。 

 それで、次に、時間も経過しておりますから、物価スライドのことも聞こうかと思いま

したけれども、まあ物価スライドは結果として、十八年のＣＰＩはプラス〇・三だったけ

れども、賃金変動率が〇・〇なので、それとの連動で改定をしないということになってい

る。そして、それは一・九の取戻しの中には入らないと、こういうことですけど、年金局

長、それはいいですね、そこで。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 御指摘のとおり、賃金変動率がゼロでありましたものです

から十九年度の年金額というのは据置きとなっておるところでございます。本来の年金額

との差の特例水準との乖離、今おっしゃいました一・七％、これはまだ減っていないとい

うことでございます。 

 

○辻泰弘君 私、一・九と言ったかもしれないけど、一・七の間違いですから。私が間違

えました。一・七が取戻しの対象になっていないと、だから一・七が残っていると、こう

いうことでございます。 

 さて、そこで、マクロ経済スライドについてお聞きしておきたいと思います。 

 まず、これはもう既に厚労省が示していらっしゃるわけですけど、死亡中位、出生中位

のときの既裁定、新規裁定のマクロ経済スライドの開始年度をお示しください。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 今の御質問は今回の暫定試算においてのことかと考えます

ので、それでよろしゅうございましょうか。 

 

○辻泰弘君 はい。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） でございますれば、この暫定試算では先般公表された内閣

府の進路と戦略、参考試算に準拠して経済前提を設定しております。この前提の下でマク

ロ経済スライドの開始の時期は、新規裁定者については平成二十一年度、既に年金をもら

っている方については平成二十二年度と見込んでおります。 

 

○辻泰弘君 終了年度は、一応一つ基準ケースのときの平成三十六年度、二〇二六年度と、

こういうことですね。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 済みません。今おっしゃいました基本ケース、中位の出生

率の仮定ということで、マクロ経済スライドの終了年度につきましては二〇二六年度、平

成三十八年度かと思いますが、そういうことと見込んでおります。 

 

○辻泰弘君 それから、内閣府の方もいつも聞いているんですけど、試算において開始時



期をどうされたか。新規裁定と既裁定の時期をお示しください。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） 進路と戦略の参考試算におきましては、マクロ経済スライド

が適用されますのは、新規裁定者については二〇〇九年度、平成二十一年度から、それか

ら既裁定者については二〇一〇年度、平成二十二年度からというふうになっております。 

 

○辻泰弘君 やっと厚労省と内閣府の開始時期が合ったわけですね、この一、二年違って

いたわけですけれども。それはおめでたいとお祝いを申し上げておきたいと思います。 

 それで、財務省の方も試算をされているわけですが、開始時期、新規、既裁定、いつと

想定されているか、お願いします。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 御指摘の後年度影響試算におきましては、物価について一定

の仮定を置いております。この仮定の下でマクロ経済スライドは平成二十二年度から、二

年度に適用開始になっているところでございます。 

 

○辻泰弘君 平成何年とおっしゃいました、開始。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 平成二十二年度でございます。 

 

○辻泰弘君 とすると、今の御説明というのはよく分からないんですけれども、新規、既

裁、新規裁定と既裁定の差は設けていないということですか。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 年金額の改定につきましては、平成十六年度改正法に基づき

まして、既裁定者は物価変動、それから新規裁定者は賃金変動率ということでございます

が、私どもの推計では消費者物価の変動率に一定の前提を置いて推計した関係上、特段、

既裁定と新規裁定を分けて試算をしておりません。 

 

○辻泰弘君 そうすると、二〇〇九年度の厚労省なり内閣府が考えておられるマクロスラ

イドは試算の中ではカウントされてないということになりますか。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 今先生の御指摘は新規裁定についてのこと。 

 

○辻泰弘君 そうです。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 先ほど申し上げましたように、私どもの試算、一般会計歳出

で八十数兆の推計をやっております。正確さも当然必要でございますし、一方、分かりや

すさも大切だと思っておる関係上、年金の改定につきましては物価変動一本で計算してお

ります。その関係で、既裁定、新規裁定については特段分けて推計してないということで

ございます。 

 

○辻泰弘君 物価変動で割り切ったというのは一つで、それは賃金スライドも物価スライ

ドも同じ率で考えるということは試算上あるかもしれませんけれども、今おっしゃったの

は開始年度ですよ。マクロ経済スライドは二〇一〇年度からとおっしゃったわけだから、

それは既裁も新規裁定もということだから、どちらかといえば新規裁定が二〇一〇年度か

ら始まったということをおっしゃっているわけで、そのことは今までの内閣府と厚生省が

言っている新規裁定、二〇〇九年度から比べれば、そこの部分カウントしてないことにな

るわけです。 

 



○政府参考人（真砂靖君） そういう意味では、二〇一〇年度から始まるマクロ経済スラ

イドは、既裁定について申し上げているということだろうと思います。 

 

○辻泰弘君 そうすると、二〇〇九年度から始まる新規裁定はカウントしてないというこ

とですね。 

 

○政府参考人（真砂靖君） 何度も同じ答弁になって恐縮でございますが、推計上、既裁

定と新規裁定を区別してないということでございます。 

 

○辻泰弘君 私は、財務省の試算というのは非常に精緻だと期待していたんですけれども、

非常に何かこの辺が、逃げておられるところあるんだろうけれども、突き詰めて言えばも

う少し正確さ、分かりやすさというか、どっちみち分かりにくいんですから正確さを期し

てほしいと思うんですよね。しかも、厚労省に聞けばいいわけじゃないですか。だから、

財務省の、大蔵省のときの主計局は非常に何か偉い人が集まっていて、何か自分らで良い

ものを作っているんだというふうなことで来ているようなところがありますけれども、だ

んだん質が落ちてきていると思いますよね。 

 今の御説明というのは、実は本質的なところを答えてないんだけれども、実は二〇〇九

年度におけるマクロ経済スライドを財務省は見込んでないということを言っているに等し

いと私は思います。その点は問題点として指摘をしておきたいと思います。 

 それから、大臣、一つ。マクロ経済スライドということ、難しい言葉です。これは私、

何遍もここでも言ってきたんですけれども、小泉さんも、マクロ経済スライドは何だと言

われたら、私は経済の専門家の知識が乏しいですからとおっしゃっているのが、これが二

年半前の六月のあの強行採決の日のことだったんですね、六月三日。私はあそこへ座って

いて、首を絞められて、後ろへ倒されたんですけれどもね。そういった、言わば経済の専

門家の知識と、こうおっしゃるわけです、マクロ経済スライドはね。それから、ああ、そ

の後、また小泉さんは、マクロ経済スライドは給付者に対して下がらないようにする制度

だと、もう逆のことをおっしゃったこともあるんですけれども。それから、尾辻さんは、

恐縮ですけれども、今日もお会いしたんで申し訳ないようなところもあるけれども、尾辻

先生も大臣のときに、年金の給付の伸びというのは正にマクロ経済スライド、マクロ経済

で計算していますと、ＧＤＰの伸びというのはその中で非常に占めるまあ一つの要素だと、

マクロ経済スライドでいくとそういう答えになるなと思いますと。要は経済の、マクロ経

済ということでいっている指標なんだろうと、こういうふうに思うし、素人的、素人とい

うか、普通に見たらそう思うわけですよ。 

 しかし、現実には被保険者の減少の率の〇・六％と平均余命の伸びの〇・三％の上がっ

ていくのとの足した〇・九％を物価スライドの、物価の上昇率、賃金上昇率からマイナス

するという、そういう調整ですから、何もマクロ経済と関係ないわけですよね。これは審

議会等での議論のときにそういうマクロ経済での指標を使ってやるんだという考え方があ

ったけれども、それを採用せずに後ろの方のを採用したんだけど、名前はそのマクロ経済

を使ってしまったと。この答弁も尾辻さんのときのもあるんだけど、私が質問したのある

んだけれども。マクロ経済スライドという名前自体が私はふさわしくないと思っています。 

 そういった意味で、もう少しいい名前に、少子高齢化のスライドではあるんですよね、

少子高齢化対応スライド、まあもっといい名前があるかもしれませんが、実は名前を私は

変えるべきだと思っていますが、大臣いかがでしょう。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） マクロ経済スライドによる自動調整ということを私ども十六

年度改正でさせていただいたわけでございますけれども、これは、今後労働力人口が減少

していく中で、平均賃金が上昇しても、それと同程度に年金制度を支える力である社会全

体の所得や賃金は上昇しないと。つまり、一人当たりの平均賃金が上昇すると一見年金を



支える力が増えるように見えるけれども、労働力人口は減少していくものですから、それ

を、平均賃金が上昇しているほどには年金制度を支える社会全体の所得や賃金は上昇しな

いということ、つまりこの社会全体の所得や賃金が平均賃金の上昇に応じて上昇していか

ないと、こういうことをマクロという名称を使ってそういうことにしたんだという説明を

私も聞いておりまして、そういう意味で、私、外におったときはなかなか分かりにくい名

称だなと思いながら、まあそういうことかというふうにその説明を理解したということが

率直なところでございまして、これは年金を専門にする事務方あるいは審議会の先生方が

命名したものでございますので、私としてはこれを尊重してまいりたいと、このように考

えている次第でございます。 

 

○辻泰弘君 これ、当初、マクロの経済成長率（ＧＤＰや国民所得の伸び率）と、あるい

は賃金総額の伸び率を年金改定率に反映させる方法ということが最初あって、その後に社

会的なことも含めた変動もあると。最初の方の経済のことのやり方を使ってマクロ経済ス

ライドと多分総称していたと思うんですね、この書きぶりから見ても。尾辻さんにもそう

いうことを申し上げたことがあります。 

 ただ、それなのに、その後者の方の社会的な要因での変動なのにマクロ経済スライドと

いう、それを使ってきているということを私はやはり、さっき財務省は分かりやすさとお

っしゃったけど、まあ実際は違いますけれども、やっぱり分かりにくいことだと思います

し、いつも大臣が最初このことで困られるんじゃないかと思うので、マクロ経済という名

前を外しておいたらどうかというふうに改めて申し上げておきたいと、このように思いま

す。 

 さて、時間が迫ってまいりましたけど、もう一点、別の角度からお聞きしたいと思いま

す。 

 昨年の十月に会計検査院が「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」という

のを発表をいたしております。そしてその中で、国民年金特別会計の基礎年金勘定につい

て九千八百十六億円の使途未定の金があると。これはかつての任意加入の積立金の運用等

の額だというふうにはお聞きしておりますけれども、これについてどういう方針で対処し

ていかれるのか、御説明いただきたいと思います。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 御指摘の点は、私どもも当面する課題の一つであるという

ふうに考えております。 

 長い間この処理ができてこなかった経緯は、今るる述べ立てるのは控えさせていただき

ますが、この問題につきましては、今般の被用者年金一元化の検討と併せて、関係者の合

意形成を図って、必要な政令の制定などを進めて確実に処理してまいりたいというふうに

考えております。 

 

○辻泰弘君 今まで結局できずにずっとほったらかしになっていて、今度一元化するとき

に、恐らく各制度に割り振って返してあげるというか、分配金で配ろうと、こういうこと

になりつつあることだろうと思うんです。 

 私は、やはり一元化の精神ということから考えても、そしてこれは元々配分するには論

理性がないというか、配分の仕方が分からないというところから、任意加入の方々がどこ

に配分になるか分からないということからきているわけだから、これを今更、一元化のと

きに各制度に返すというのは、これは極めて恣意的というか、極めて手前勝手な話であっ

て、これは私は、やはり基礎年金勘定の歳入に入れてしまって、そこで国民全体のものだ

というふうに位置付ける、そういった性質のものだと思っておりますが、いかがですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 長いかつての経緯の中で、今御指摘のように、ここの部分

は、各被用者年金保険者の基礎年金への拠出金の軽減に充てるとして、そもそも必要な加



入状況はどうだったのかということが記録も何もないという、なかなか難しい議論がござ

いました。 

 しかしながら、今日、こうした任意加入時代の妻の基礎年金につきましても、現在の基

礎年金制度の拠出金制度の下でしっかり財政的に支えられておる状況にもございますし、

この間の一元化の検討の中で、この基礎年金勘定の積立金は被用者年金制度全体の一、二

階給付の共通財源の一つということに明らかに位置付けられ直すわけでございますので、

様々な検討で立ちはだかっていた論点というものが解消するというふうに考えております。 

 したがいまして、公平、公正な整理を今回はできるのではないかというふうに考えて調

整を鋭意進めているところでございます。 

 

○辻泰弘君 そうすると、各制度に分配するということじゃないということですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） これは既に法律上、基礎年金拠出金に充てられたものとみ

なすという、きちっとした法律条文がございます。それを実施するための政令が未制定で

あったということでございまして、今回はこうした一元化の議論の環境の中で位置付け直

しをして、各制度からの基礎年金拠出金として使われたものとみなすという処理が可能で

あろうと思っております。 

 

○辻泰弘君 ということは、一度、各制度の分配的な形にして、それがこれから拠出とし

てまた上がってくるということで、実質的には基礎年金勘定に全部入るという理解でいい

ですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 一元化法もまだ政府・与党で最後、調整中でございますの

で、その前提となる事柄も様々にあろうかと思いますが、大きな考え方からいいますと、

今の基礎年金勘定の中で積み立てられているお金というものを基礎年金勘定の給付に充て

られるようにするということでございまして、各共済制度の方に資金を還付するというよ

うなプロセスを取るものではないというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 それはおっしゃる筋だと思いますので、是非その方針で臨んでいただきたい

と思います。 

 あと、遺族基礎年金についてお伺いしておきたいと思います。 

 遺族基礎年金の遺族の範囲は死亡した人の妻であってということで、女性しかないとい

うことで、遺族厚生年金の方は五十五歳以上の男性もあるということなんですけれども、

そういった意味では社会全体の状況の投影ではありますけれども、男女の平等性がその意

味においては貫徹されていないということになるわけです。 

 このことをどう考えておられるのか。諸外国では遺族年金をむしろ縮小していく方向だ

というふうな議論もあるようですが、その点について御見解をお示しいただきたいと思い

ます。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 御指摘のとおり、いろいろな議論がございました。 

 現在の遺族基礎年金自身は、かつて国民年金法上、母子年金と言っていたものを引き継

いでいるという位置付けのようでございますので、その名のとおり、子のある妻には支給

されても子のある夫には支給されない、こういう系譜をたどってきております。考えます

に、自ら稼得を得られるようになる可能性が高いというふうに昔は判断しておったものと

考えられます。 

 では、男女平等という観点で子のある夫にも遺族基礎年金を出すべきかどうかという点

につきましては、むしろ御指摘のように、平成十五年の社会保障審議会年金部会の意見書

におきましても、男女で雇用機会、雇用条件等に格差がある現状では、現行制度の支給要



件に男女差はやむを得ないものと考えられるが、将来の雇用の動向を踏まえつつ、その在

り方を検討していくべきであるという御意見もいただいております。 

 方向として、子のある夫に出るという方向よりも、そもそも世帯単位、個人単位、ある

いは加給年金、それから遺族年金というものの在り方というのが将来に向けてどうなのか

という点から説き起こされて検討がなされるべきものと考えております。 

 

○辻泰弘君 時間が来ておりますので終わらなければなりませんけれども、私どもは、前

回の改正は抜本的なものではないと。一元化をすべし、最低保障年金を創設せよ、また社

保庁と国税庁の統合等々の抜本改革を行えということを三年前から言ってきたわけですけ

れども、結局それらのことが今政府がある意味では後追い的に、それもイコールではない

にしてもそういうようなことをやっていると、こういった状況だと思います。 

 今回のことに係って言うなれば、やはり無年金者を放置しているという状況はやはりゆ

ゆしきことだと思うわけでございます。そういった意味で、政府の制度内においても無年

金者を解消するという方向での取組が絶対求められると、そのことを申し上げますととも

に、私どもといたしましては、私どもが掲げているあるべき年金制度の改革の実現に向け

てこれからも頑張っていきたい、そのことを申し上げまして、質問を終わります。 

    


