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第一分科会中間取りまとめ骨子（案） 

「社会保障制度健全化の鍵は現役世代（時代）の活力」 

 

１ 豊かな生活、安心の老後の基盤は現役世代（時代）の活力 

 世界に例を見ない高齢化や、国際競争の激化といった不可避の構造変化のもとで、

普通に働く人が安心して暮らし、豊かな老後を送ることのできるよう、現役世代（時

代）の活力を活かした生涯の所得確保、生活保障の方策の検討が重要。 

 

２ 社会保障制度と経済活力 

（１）安定的な経済成長の確保 

 経済成長・国民一人当たり GDP の増加が社会保障制度の持続可能性にとって不

可欠。現役世代の雇用機会確保と税・社会保険料負担能力向上が重要。適切な経

済財政運営の下、雇用・労働施策、産業施策、教育施策等の一体的推進が必要。 

（２）現役世代(時代)の活力の維持・増大 

 少子・高齢化により社会保障制度を必要とする人口は増え、その分だけ社会保障

制度を支える基盤の充実が大切。若者、女性、高齢者などで働く意思のある人は誰

もが、雇用機会を得てその能力を伸ばし、発揮できるようにすることが重要。 

①若者雇用問題 

若者の円滑な職業生活への移行と安定雇用の実現は、二つの面で重要。彼

らには長期にわたり社会保障制度の支え手となってもらねばならない。また、彼

らが高齢者になったときの蓄えや公的年金給付のためにも充実した職業人生

が必要。 

②非正規雇用問題 

若年の雇用、女性の雇用の問題とも密接にからむのが非正規雇用の増加。

特に就職氷河期に直面した若者が非正規雇用のままより年長となっている「年

長フリーター」等の問題は、少子化の原因の一つでもあり、その正規雇用化は

団塊ジュニア世代が子供を生み育てる適齢期にある今後数年間に実施すべき

喫緊の課題。 

③女性雇用問題 

女性の就業意欲が益々高まっているにもかかわらず、依然として、出産、育

児に伴い退職する女性は多く、仕事と家庭の両立支援が高齢社会において不

可欠。 

④高齢者雇用問題 

高い就業意思を持った日本の高齢者の仕事能力を活かすため、希望すれば

年齢にかかわらずいつまでも働き続けられる、「生涯現役社会」構築が重要。

（ⅰ）高齢者自身の所得確保、（ⅱ）高齢者自身の社会参加・自己実現、という

1



個人の幸福追求に加え、（ⅲ）年金制度の安定的運営、（ⅳ）少子化時代の労

働力確保や高齢層の消費増加など、活力ある経済社会実現という社会的意義

も。この対策は団塊の世代が 60 歳代を迎える中で緊急。 

（３）政策対応 

以上のような（２）①～④の問題に対して以下のような政策対応が必要。 

①非正規雇用政策 

若者がフリーター等の非正規雇用にとどまり続ける場合、社会保障制度を支

える基盤が細り、また、将来は公的年金等が十分に受けられず、生活保護対象

の増加をまねくおそれ。 

・ 就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター（25 歳～34歳）等を重点

に、正規雇用化促進施策を抜本的に拡充。 

・ 就職氷河期に直面した若者がより年長となってきていることを踏まえた 30 歳

代後半対策への着手。さらに就職が非常に難しい 30 歳以上の若者には、と

くに手厚い就職支援・職場安定の施策が重要。  

・ 企業は、年長フリーターであることをもって門前払いすることなく、適正な能

力評価に基づき、人物本位での採用や年度途中でも採用を行うことが大事。 

・ 雇用関係機関にとどまらず、学校、産業界、地域一体となった対応が重要。 

・ 教育も受けず仕事にも就かず職業訓練も受けていない、いわゆるニートと呼

ばれる層が一人でも多く仕事に就くよう、安心感を与え、自立を促すカウンセ

リング等をきめ細かく実施。実態を把握しつつ、支援機関の間でネットワーク

を作り、一人一人の特性を踏まえた支援につなぐ体制を整備。 

・ パートタイム労働者、有期雇用者、派遣労働者等の非正規雇用者の待遇改

善、能力の活用が重要。彼らの正規雇用者への転換を支援。均衡処遇の実

現に向けた施策の実施。日雇派遣など派遣労働についても、雇用安定を目

指しまず現行制度で厳格に指導監督を実施。制度の見直しの検討も推進。 

②能力開発政策 

非正規雇用者の企業による能力開発機会は相対的に少なく、しかも十分な

職業教育を受けていない場合も多い。現在の施策の総合的な再検証、抜本的

改革を検討。  

・ 正規雇用化のためにも、彼らの能力開発機会の増大が必要不可欠。その支

援は社会にとっての将来への投資であり、社会全体で費用を負担すべき。 

・ 座学と実習の組み合わせ訓練等を活用したジョブカード制度は重要。関係

機関、団体が一体となって施策充実。 

・ 能力開発期間中の生活保障が確保されなければ、若者の機会享受は困難。

雇用保険給付を受けられる者以外の者についても、能力開発期間中の生

活資金融資の抜本的拡充や生活資金給付の仕組みを検討。 
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③就労促進政策 

・ 女性の就労促進のため、育児期に働くことを希望する女性への支援強化が

必要。一旦退職した女性への再就職支援策、継続して同一企業で働けるよ

うにするための支援策をともに拡充。 

・ 長時間労働の抑制など仕事と生活の調和の実現に向けた取組みが重要。 

・ 継続就業を支援する観点から、保育所の利用を希望する人は、誰でも利用

できるよう施策を実施。 

・ 高齢者雇用を阻害する要因と考えられる定年制や在職老齢年金について、

これらが持つ就労を過度に抑制する機能を見直し、働き方に中立的な制度

となるよう検討。すくなくとも年金が 65 歳支給になる時点では、定年年齢も

そこまで引き上げることを検討。年金については、例えばいつ引退しても、

受給月額の調整により、年金の総受取額が変わらないスウェーデンのよう

な方式を参考にした仕組みも考えられる。 

・ 65 歳までの定年延長をはかり、それに伴い雇用保険制度も見直して雇用保

険適用対象を 65 歳以上まで拡大するとともに、高年齢雇用継続給付は 65

歳以降に限ることを検討。さらに社会全体に見られる高齢者を 65 歳とする年

齢基準も見直し。募集・採用についての年齢差別の原則禁止を超え、より一

般的な年齢差別禁止法制について検討。 

・ 高齢者の雇用安定には仕事と介護の両立を支援する施策を強化。 

・ 率先垂範の観点からも、公務員について定年を 65 歳まで延長、天下りをなく

す一方で退職年金を充実させ、他方、勾配のきつい年功賃金体系をフラット

化。 

・ 以上の改革については、労使の合意形成や制度変革に伴う激変緩和などに

留意。 

・ 一方、高齢者の就業実現に向け、同一企業内だけでなく他企業への就職促

進も重要。公共職業安定所等における労働力需給調整機能を強化、募集・

採用についての年齢差別禁止ルールを徹底。ジョブカード制度を高齢者につ

いても活用。 

・ 雇用に加え、社会貢献活動や起業をはじめ様々な側面で、とくに団塊世代な

どの活躍余地は大。高齢者の仕事・暮らしについての地域のワンストップ相

談窓口も整備。 

④働き方に中立的な社会保険制度等の確立 

・ 上述の雇用政策と年金政策が連動するよう、高齢者と同様に、非正規雇用

者の就労を過度に抑制するような制度も見直す必要。年金等の社会保険に

ついて、働き方に中立的な制度となるよう検討。 

・ とりわけ、正規と非正規雇用者の格差固定を克服し後者の老後の所得保障
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を確保する観点から、非正規雇用者に対する社会保険の適用拡大は重要な

課題。現在国会に上程されている改正法案の内容にとどまらず、非正規雇

用者への社会保険適用をさらに拡大する方向で早急に検討。 

⑤政策運用上の課題 

・ 雇用・労働に関する諸制度については、現行制度自体を国民にわかりやすく

周知する必要。周知内容を工夫し、様々な手法により周知広報を行うべき。 

・ 規制部門と助成金の支給等を行うサービス部門との連携やサービス部門間

での連携を強化。雇用・労働関係のワンストップサービスを地域ごとに確立。 

・ ジョブカード制度についても、ハローワーク、教育訓練機関、地方公共団体、

商工会議所等の連携が重要。 

・ 労働基準法や最低賃金法をはじめ、雇用機会均等法、労働者派遣法、障害

者雇用促進法等労働者保護のための諸規制の遵守は不十分。偽装請負問

題や日雇派遣問題、常用派遣労働者への厚生年金適用問題など現行制度

の運用厳格化で対処できる問題も存在。特に罰則や事業主に対する義務規

定が定められている法令の実効性を高めるべく、指導監督体制を強化。 

・ 政策の効果、副作用についての検証が不可欠。効果のある政策でも、それ

よりも副作用が大きければ見直すべき。政策に関しては常に検証を怠らず、

不断に見直し。 

 

３ 高齢期の所得保障の在り方 

（１）基本的考え方 

上述のように、日本の高齢者の高い就業意欲を活かし、働きたい人は、年齢に

かかわりなく、自ら希望する働き方で働ける社会を作り上げていくことが不可欠。こ

れにより、高齢期の所得確保・保障では勤労所得、財産所得、年金所得の適切な

組み合わせが可能。 

（２）高齢者世帯の所得と年金の果たしている役割 

・ 65 歳以上の高齢者世帯の年間所得は 100 万円未満が 2 割弱、300 万円未満

が 6 割。貯蓄は 4000 万円以上の世帯が 2 割弱を占めるが、300 万円未満の世

帯も約 1 割。現役時代と比較した高齢者の可処分所得の比率は、日本では他

の OECD 諸国に比べ「平均的」には高いが、勤労収入の有無や、税、社会保険

料の所得再分配機能の低さなどから、他国と比して所得格差は大。特に 75 歳

以上高齢単身女性に低所得が多い。 

・ 高齢者世帯の 6 割が年金収入だけで生活。平均所得で見ても、高齢者世帯の

収入の 7 割が年金。年金は高齢者生活の中核。一方、生活保護を受ける高齢

者は増加しているが、その保護率（割合）は依然２％前後。現行生活保護制度

についてもより柔軟な適用の検討も必要。 
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（３）個人資産の活用 

・ 高齢期にフローを生み出すため、現役時代のストック蓄積は重要。具体的には、

預金、生命保険、有価証券等の金融資産や、住宅等の実物資産。高齢期には、

これらを活用して生活。とくに持家比率が非常に高い我が国において、個人資

産の 6 割を占める住宅の活用は重要。 

 

４ 公的年金制度の在り方 

（１）公的年金制度の財政方式について考える意味 

・ 老後の所得保障として自助、共助、公助のどれも重要であるが、上述のように

その中核をなすのは公的年金。従って公的年金の持続可能性や給付確保は

重要。また財政的持続可能性に加え、動揺が指摘されている現行制度への信

頼性を如何に回復すべきか、現役世代の負担はできるだけ抑え、他方、引退

世代への年金給付をできるだけ充実させるには、どのような財政方式が望まし

いのか、ということも大切な検討事項。 

・ その際、かならずしも現行の公的年金制度、すなわち一部の公費（税）負担を

伴う社会保険方式だけでなく、基礎年金を全額税財源で賄う税方式なども含め、

より広範囲の視点から議論を行うべき。 

・ 公的年金制度の財政方式として、社会保険方式と税方式にはそれぞれメリット、

デメリットがあり、両方についてきちんと議論をした上で国民の選択を仰ぐのが

当会議の役割。 

・ 負担、給付のバランスは制度を国民が選択する際の重要な要素であり、議論

には年金財政にかんする定量的な情報が不可欠。当会議では、こうした視点

からまず次のような方針にもとづいて客観的な財政シミュレーションを実施。 

 

（２）公的年金制度に関する定量的なシミュレーション 

①基本的考え方 

・ 現在各方面から提案されている案を念頭に置いて、（ⅰ）現行制度、（ⅱ）社会

保険方式を前提にした修正案、（ⅲ）税方式化を前提とした提案、について複数

のケースを想定したシミュレーションを実施。 

・ 「マクロ試算」（基礎年金の将来の保険料負担や国庫負担の財源規模を示す

試算）と「ミクロ試算」（個々の家計や企業に与える影響を示す試算）の両方。 

・ 客観的・中立的なシミュレーションを行うため、上記試算の結果をできるだけ詳

細に公表。試算の基礎となったデータをすべて開示し、結果について第三者の

再検証可能化。 

②シミュレーションの結果の概要（別紙） 
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（３）公的年金制度の財政方式のありかたについて 

上述の財政シミュレーションなども踏まえて、年金の財政方式については、税方式、

社会保険方式、それぞれのメリット、デメリットを考え、最終的には国民の選択に。 

①税方式のメリットとデメリット 

・ 税方式のメリットとしては、（ⅰ）保険制度への加入、未加入、保険料の未納等

にかかわらず老後の年金を給付することができる、（ⅱ）保険料徴収の事務が

合理化できる、（ⅲ）就業の選択などに対して中立的、等。 

・ デメリットとしては、（ⅰ）負担と給付の関係が曖昧となり、財政状況によっては

給付の権利性が脅かされることもある、（ⅱ）移行期に追加的負担が必要、等。 

②社会保険方式のメリットとデメリット 

・ 社会保険方式のメリットとしては、（ⅰ）給付と負担の関係が明快であり、またそ

のために負担に応じて給付されるという給付の権利性が確保される、（ⅱ）税方

式などに転換することによる移行期の費用負担が無くてすむ、等。 

・ デメリットとしては、（ⅰ）未納者について老後の所得保障が得にくくなる、（ⅱ）

保険料の徴収もれなど、徴収事務にかかわる問題が避けられない、等。 

③費用の移転問題をどう考えるか 

・ 年金の財政方式を税方式化する場合、経済主体間のネットの費用負担増減は、

家計（勤労者）部門は負担増、企業部門は負担減。ただし、企業の費用負担減

は、労働者への賃金増加、あるいは企業年金への拠出増加といった形で家計

（勤労者）部門に還元される可能性。理論的には労働供給の賃金弾性に依存。 

④いわゆる未納問題 

・ いわゆる未納の問題が税方式への転換のメリットにあげられることがあるが、

未納問題は少なくとも公的年金制度の財政的持続可能性に与える影響は小。 

・ ただし、未納は、それ自体大きな問題。保険料を未納の者は、現在の制度のも

とでは老後に無年金となり、年金以外の所得源が無いと厳しい貧困を招来。彼

らの所得保障のために、生活保護等の税財源の負担増の可能性。 

・ 現行制度を前提にするのであれば実効ある未納対策、低年金・無年金者対策

が重要。基礎年金の最低保障機能強化の方策も要検討。 

以上のメリット、デメリットを比較し、また医療、介護への税財源の支出の必要性

等を勘案したうえで、公的年金の財政方式を選択。 
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別紙 

公的年金シミュレーションの結果概要 

 

マクロ試算 

・ 現行制度について、納付率の前提を高く（低く）設定すれば、基礎年金

給付費は若干大きく（小さく）なる。未納・未加入により、年金財政全

体は著しく悪化せず。 

・ 社会保険制度のもとで、基礎年金を 7 万円に増額するような制度改訂を

行うと、それに必要な税財源（既定の国庫負担１／２への引き上げに必

要な財源に加えて）は、2009 年、2050 年ともに消費税換算で 1/2％。 

・ 同制度のもとで、新たに最低保障年金を創設する場合、それに必要な費

用（同）も消費税率換算で、やはり 2009 年、2050 年ともに 1/2％。 

・ 基礎年金を税方式化した場合に、（既定の国庫負担１／２への引き上げ

に必要な財源に加えて）必要となる税財源とその消費税率換算を４つの

ケースについて試算。 

ケースＡ（過去の納付状況に関係なく一律給付の場合）：移行当初の 2009

年度に 14 兆円（消費税率換算 5％）、2050 年度には 35 兆円（同 7％） 

ケースＢ（過去の保険料未納期間に応じて減額の場合）：移行当初の 2009

年度に 9 兆円（同３1/2％）、2050 年度には 32 兆円（同 6％） 

ケースＣ（過去の保険料納付相当分を加算（3.3 万円相当）して給付の場合）：

移行当初の 2009 年度に 24 兆円（同８1/2％）、2050 年度には 42 兆円（同

8％） 

ケースＣ´（過去の保険料納付相当分に公費相当分も加算（6.6 万円相当）

して給付の場合）：移行当初の 2009 年度に 33 兆円（同 12％）、2050 年

度には 50 兆円（同９1/2％） 

ミクロ試算 

・勤労者世帯：所得階層、世帯類型、世帯主の年齢別にみても、すべての世帯

において、税方式化によって負担は増加。 

・自営業者等世帯：概ね税方式化によって負担は減少、他方かなりの高所得者

層と、保険料免除の対象となるような低所得層においては負担は増加。 

・年金受給者世帯：消費税負担が増加するので、負担は増加。ただし、上記の

「ケースＡ」の場合は、これまで低年金、無年金であった世帯、「ケー

スＣ」の場合は、すべての世帯で年金給付も増加。 

・企業：基礎年金分の保険料のうち事業主負担分がなくなるので、企業負担は

減少。  
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