2040年の

社会保障を考える

国民年金と厚生年金の統合を目指せ

非正規労働者の老後の貧困を防ぐ（防貧）機能と年金財政の持続可能性を
同時に高めるためには、 国民年金と厚生年金の統合を目指す必要がある。

（法政大学経済学部教授）
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係で重要なのは︑所得

代替率のカットの中身

である︒
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階の報酬比例部分の二

つを受け取る高齢者を

想定しているが︑ 年

度の所得代替率 ・７

％の内訳は︑基礎年金
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本の公的年金制度の最大の

堅持しながら︑年金財政の持続可
る︒この関係で重要な改革案の一

果となっている︒これ

が 年度以降で ・８
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基本的に分離されており︑年金の
給付調整︵厳密には﹁マクロ経済
スライド﹂による給付カット︶は

改善することが示されている︒
例えば︑適用拡大③では︑ 年
度以降で ・７％︵基礎年金部分
・９％＋報酬比例部分 ・７％︶
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のカット率は約
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次のとおりだ︒まず︑厚労省﹁２
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ているのではないか︒

能性についても検討する時期にき

徐々に稼働しつつある今︑その可
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おぐろ かずまさ
１９７４年生まれ︒京都大学理学部卒業︑一橋大
学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 博 士 課 程 修 了︵ 経 済 学 博
士︶
︑ 年 大 蔵 省︵ 現 財 務 省 ︶ 入 省 後︑ 財 務 省 財
務総合政策研究所主任研究官などを経て︑２０１
５ 年 ４ 月 か ら 現 職︒ 主 な 著 書 に︑
﹃財政危機の深
層﹄︑
﹃薬価の経済学﹄
︵共編著︶など︒

く︑財源総額は２６０２兆円にな

統合ならカット率８％

ことができれば︑基礎年金部分の

兆円﹀÷０・ ︶となる︒

10

３％に改善することが分かる︒

28

て︑三つの試算をしている︒第一
は﹁適用拡大①﹂で︑被用者保険
の適用対象となる現行の企業規模
要件を廃止する試算だ︒
第二は
﹁適
用拡大②﹂で︑被用者保険の適用
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（注）財源や給付の合計が内訳と一致しない場合は全体の整合性が合うように一部修正した
（出所）
厚生労働省「2019（令和元）年財政検証関連資料」34ページから筆者作成
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公的年金の財源と給付の内訳（バランスシート、ケースⅢ）
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