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公的年金の基本と 2004 年制度改正（その５）
～未納問題への対応～

                           総合研究部  須藤 一紀

（要旨）

○７月末に公表された 2003 年度の国民年金の納付率は依然 60％台前半に止まり、2007 年度の目標

80％に向けて厳しいスタートを切った。制度手続きの周知徹底、免除制度見直し、納付の利便性

向上、戸別訪問・強制徴収といった各種の収納強化策が進みつつあるが、故意の未納などを防ぐ

には決定打に欠ける。今後、未納者へのペナルティーも考えなくてはならないだろう。中長期的

には加入者の範囲を見直すなど制度体系などの改革も選択肢だ。

１．はじめに～2003年の未納率は36％で高止まり

今回は、国民年金の未納問題を取り上げる。

７月28日、社会保険庁は2003年度の国民年金収納状

況を発表した。2003年度は、未納率上昇への危機意識

や批判を背景に、新たに国民年金特別対策本部を設置、

「全省をあげた着実な収納体制の確立」が唱えられた

年だ。この結果、未納率の上昇を止めることはできた

が、３人に１人が未納という状況は変わっていない（資

料１）(注１)。昨年夏に定めた「2007年度の納付率80％」

という目標実現に向けて厳しいスタートを切ったと言

わざるを得ない。以下、未納者の実態や年金財政への影響、政府の収納強化対策などをみていく。

２．国民年金未納と年金財政

（１）若年層で高い未納率

厚生労働省は、未納・未加入者の属性や意識について定期的に調査し、その結果を公表している。

資料２は国民年金の未納率を年齢階級別にみたものだ。若年層ほど高く、20代の半分、30代の４割

以上が保険料を払っていない。また２年前と比べて全ての年齢層で未納率が上がっている。

また、国民年金の未加入者の就業形態をみると、自営業者が27％、フルタイム雇用者が15％、な

どと多様であるうえ、４割近くが非就業者となっている（資料３）。

 資料１ 国民年金の納付率
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資料２ 年齢別国民年金の未納率

51.4 49.8
45.9

42.8

35.0
31.0

27.4
20.2

20.0
14.5

22.1
24.0

32.6

39.0
43.2

46.0

0

10

20

30

40

50

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

(%)

2003年

2001年

（出所）社会保険庁

資料４ 未加入者の未加入理由

(％)

①知らない間に未加入 44.1 (100.0)

加入の届出は必要ないと思った 14.4 (32.7)

届出る暇がなかった 6.0 (13.6)

うっかり忘れていた 7.8 (17.7)

制度の仕組みをしらなかった 15.9 (36.1)

②加入したくない 55.9 (100.0)

経済的に支払いが困難 21.4 (38.3)

公的年金をあてにできない 12.0 (21.5)

支払より受取が少ないと思う 5.1 (9.1)

これから払っても受給資格足りない 4.3 (7.7)

すでに受給資格がある 0.3 (0.5)

まだ若い 0.4 (0.7)

不明 11.9 (21.3)

（出所）資料３に同じ　（注）( )内は①

②をそれぞれ 100 とした割合

資料３ 未加入者の就業形態
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自営
27%

非就業
37%

その他アルバイト
10% フルタイムでない

雇用者
11%

フルタイム雇用者
15%

（出所）社会保険庁｢H13 年公的年金加入

状況等調査｣　（注）第１号未加入者



未加入者に未加入の理由を尋ねると、大きく分けて①届出の必要性を知らなかったなど「知らな

い間に未加入になっていた」が44％、②「加入したくない」が56％だ（資料４）。さらに、加入し

たくない人の内訳をみると「経済的に払えない」が38.3％、「制度があてにできない・受け取り総

額の方が少ない」が合わせて30.6％みられる。

（２）未納率が上がると厚生年金の負担が増える

言うまでもなく、制度があてにできず自分で貯蓄した方が良いから保険料を払わない、といった

理屈はおかしい。公的年金は、「世代間扶養」の仕組みで成り立っているからである。

具体的にみてみよう。2001 年度の基礎年金給付費は総額約 15 兆円だ。現在の高齢者への給付だか

ら、その時点の現役世代の未納率で変わることはない。この費用は各制度からの拠出金で賄われる。

各制度の負担額は、「拠出金算定対象者」の数に応じて按分で決まる（資料５）。ここで、算定対

象者数は、第２号と第３号がほぼ「被保険者の数」であるのに対し、第１号は被保険者から未納や

全額免除を除いた「保険料納付者の数」を用いる。したがって、第１号の未納が増えれば、国民年

金の負担割合は減り、その分厚生年金や共済年金の負担割合が増える結果になる。国民年金の未納

や免除がゼロになるという極端な仮定を置いた場合と比べ、厚生年金の負担は約 1.4 兆円（国庫負

担分含む）重くなっていることになる。あるいは、ど

の制度の加入者も、１人当り単価で月 3,000 円近く多

くの負担をしているという見方もできる。免除者ゼロ

といった現実的でない仮定も含むため、計算の結果は

参考に過ぎない。だが、少なくとも、未納者の存在は、

他の制度・他の加入者の負担増をもたらしている。「未

納のツケは、自分の将来の給付減という形で支払うか

らよい」という言い分は通用しないわけである。

３．収納強化対策の内容

資料５ 基礎年金費用の負担の仕方（2001 年度）

基礎年金
拠出金
(兆円)

拠出金算
定対象者
(万人)

１人当り
単価（円
/月）

基礎年金
拠出金
(兆円)

拠出金算
定対象者
(万人)

１人当り
単価（円
/月）

計 14.3 5,925 14.3 6,920

国民年金 2.9 1,213 4.6 2,207

厚生年金 9.8 4,036 8.3 4,036

共済年金 1.6 677 1.4 677

20,150 17,250

現状 未納や免除がゼロの場合

（出所）厚生労働省資料、内閣府「H15 年経済財政白書」を

参考に作成　（注）各制度の拠出金は国庫負担分を含む

資料６ 時系列にみる主な未納・未加入対策

年度 月 制度の周知・手続き・年金教育 免除制度等の見直し 納付し易い環境作り 個別収納対策・強制徴収 地域特性に応じた収納

2002 4 半額免除制度 口振利用の集中勧奨 収納事務を市町村から国へ移管

(年度)
年金週間、若者向け情報誌への広
告など年金広報の充実

未納数百万人に年６回催告状→330
万件電話督励→730万人戸別訪問

中・高の教員対象に5929校、生徒
対象に3017校で年金セミナー

2003 2 コンビニでの保険料収納

(年度)
年金週間、若者向け情報誌への広
告掲ど年金広報の充実

引き続き口振利用勧奨
未納者１千万人に年６回催告状→340
万件電話督励→510万人戸別訪問

中・高の教員対象に7464校、生徒
対象に3170校で年金セミナー

約１万人に最終催告状、うち29人差押
え執行

公的機関や商工会などへの収納
業務委託の意向確認

2004 4
インターネットバンキングでの
保険料収納

10
◎免除者・未納者等の所得情報取得
が可能に

催告状に過去の納付状況追加

(年度) 納付額証明書の発行
ハローワークにおける免除
制度の周知徹底

戸別訪問活動の充実、３万人に最終
催告状送付

◎商工会・国保組合など地域の納
付協力組織等の活用

2005 4
企業退職後の国民年金未届け出
者からの保険料徴収

◎20代の納付猶予制度 ◎口座振替え割引制度

◎免除申請の承認期間
を前月以前に遡及

7
◎単身世帯の免除基準
の緩和

(年度)
国民健康保険の加入・更新時の年
金加入勧奨

2006 7 ◎多段階免除制度

2008 4 ◎納付実績を点数化し通知

（出所）厚生労働省資料などより作成 （注１）予定も含む （注２）◎は特に 2004 年公的年金改正議論で取り上げられた対策



政府による国民年金収納強化対策は2004年の年金改正作業と並行して行われてきた。2004年改正

は、国民年金の財源、制度体系の在り方などに係る抜本改革を見送ったため、今後の対策も基本的

にはこれまでの延長線上に位置付けられる（資料６）。

（１）制度・手続きの周知徹底

各種広報活動、年金セミナーなどを通じ、制度の仕組

み、加入義務の周知が行われてきた。コストの問題など

から有名俳優のＣＭ起用等については慎重な姿勢を示し

ているものの、広報・年金教育は引き続き収納対策の一

翼を担う。別に保険料納付実績のある全被保険者に証明

書を発行、納付意識の徹底を図っていくとの方針も打ち

出された。

また、企業退職後も加入届出がない者に国民年金を適

用して保険料を徴収する、20歳になっても加入しない者

に国民健康保険の加入時の指導を行う、といった対策も

検討されている。職業変更などで新たに国民年金の加入

資格を得た者の納付率が低いことから（資料７）、こうしたケースで遅滞なく届出の義務や方法を

伝え、必要があれば強制的に保険料徴収を行う仕組みは重要だろう。

（２）免除制度の見直しと納付の利便性向上

低所得者への免除制度については、現在全額免除と半

額免除の２種類がある（資料８）。2004年年金改正は、

さらに1／4免除、3／4免除を加えた多段階免除の導入を

決めた（資料９）。

また、現行では、親（世帯主）と同居する若年層は、

親に一定の所得があれば免除の対象とならない。2005年

度からは20代に限り親の所得によらない納付猶予制度を

設ける（資料10）。そのほか、ハローワークで失業者に

免除制度の周知徹底を図る対応などが進められている。

加入者の利便性向上策としては、2003年にはコンビニ、

2004年にはインターネットバンキングによる保険料収納

が実施されている。2005年度には口座振替割引制度を導

入、現在35％程度に止まっている同制度の利用率引き上

げを図る。

資料７ 国民年金新規資格取得者の保険料納付率

(2003 年度）

78.6
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57.4
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（出所）社会保険庁

資料８ 現行の保険料免除制度

～夫婦・子２人(１人は 16～23 歳未満)の場合～
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全額免除 半額免除

(養親族等の数＋１)×35万円
＋24万円(注1)

各種所得控除(注2)＋68万円

本人分 35万

68万

子供分 35万

配偶者分 35万

扶養親族等加算 24万

子供分 35万

配偶者控除 38万

特定扶養親族扶養控除
63万

扶養控除 38万

配偶者特別控除 38万

社会保険料控除 45万

285万円

164万円

（出所）社会保険庁 （注１）単身世帯は 24 万円の加算はない

（注２）他に雑損控除、医療費控除など

資料９ 多段階免除制度の仕組み

保険料 年金額(国庫負担1/2の場合)

国庫負担分 保険料分

免除なし 13,300円 満額
満額
(全体の1/2)

満額
(全体の1/2)

1/4免除 9,980円 7/8
満額
(全体の1/2)

 3/4
(全体の3/8)

半額免除 6,650円 3/4
満額
(全体の1/2)

 1/2
(全体の1/4)

3/4免除 3,330円 5/8
満額
(全体の1/2)

 1/4
(全体の1/8)

全額免除 0円 1/2
満額
(全体の1/2)

なし

�
��
�
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�
��
�
�
��
�
�

（出所）厚生労働省資料より作成

資料 10 20 代の納付猶予制度

【現行の免除基準】

 免除：本人及び世帯主の所得で判断 免除：本人所得で判断

親が基準以上所得のため免除非該当   免除該当

【20代の新たな納付猶予制度】（2005年４月～2015年６月）

親(世帯主) 若年者

所得有 所得無

若年者

所得無

○本人が及び配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば（親の所得に
よらず）、本人が負担できるようになるまで納付を猶予
○猶予期間は受給資格期間に算入、年金額には反映しない
○10年間は追納が可能

（出所）厚生労働省資料より作成



免除制度や口座振替制度に係る各種見直しは、低所得者対応、あるいは（保険料を払う気がある

人への）払い易い環境作りと整理でき、故意の未納への対策にはならない。

（３）納付督励と強制徴収

未納者に対する地道な納付督励も続けられている。納付督励

は１ヶ月でも未納となった被保険者に対し、年６回の通知(催

告状)→電話→戸別訪問の手順で進む。2002年度710万件、2003

年度510万件の戸別訪問が行われたとされる。ただ、この間の

納付率が向上していない点をみると、対策の切り札とはなって

いないように思われる。2003年度には「差押えを含む強制徴収」

も実施されたが、最終催告状の送付が１万件弱、そのうち納付

に結びついたのが6,000件程度（差押えは29件）である（資料11）。

2001年度末で、過去２年間１度も保険料を払わなかった者が327

万人いたことと比べると、強制徴収の規模は極めて小さい。2004

年度は、10月から社会保険庁が市町村から未納者などの所得情

報を取得できるようになることを活用して強制徴収の範囲を拡

大するが、それでも規模は数万件程度に止まる予定だ。

なお、保険料収納事務を市町村から国に移管した2002年度に

納付率は大きく落ちた。市町村単位できめ細かく行われていた

督促業務が後退したためと考えられる。この反省を踏まえ、再

度地域単位の収納活動強化にも取り組む。収納業務の委託先と

して、地域の商工会、国保組合のほか、医師会、弁護士会等が

考えられている。

４．おわりに～中長期的には制度体系の見直しも

支え合いを基本とする年金制度の下で、未納率37％は許容し難い水準であり、未納対策は2004年

改革の大きな柱のひとつとならなければならなかった。しかし、実際に具体化した政策は、制度・

手続きの周知徹底、免除基準の見直しなどが中心だ。手続き漏れの防止など重要な対策も含むが、

故意の未納を防ぐことはできない。

また、強制徴収が実行されているが、規模が小さく全体に与える効果はわずかだ。強制徴収の範

囲をさらに広げていくという手もあるが、その場合費用対効果の測定が重要になろう。

徴収コストを抑えつつ納付率向上を図るには、未納者へのペナルティーも検討していかざるを得

ないだろう。例えば、国民年金未加入者の75％が国民健康保険には加入している点に注目し（注２）、

国民年金加入を国民健康保険加入の条件とするといった方法も考えらられる。社会保障制度内での

連携強化で実現は可能だろう。

納付率向上に向けた不断の取り組みが必要だが、一方で、社会保険料方式の下、所得のない学生

や失業者をも制度に取り込み｢国民皆年金｣を唱えることの限界も見え隠れする。中長期的には、基

礎年金の財源選択、制度への加入範囲の見直し、制度体系の再構築なども視野にいれた解決の道を

考えていく必要があろう。

（注１）厳密には納付率は人ベースでなく、保険料納付月数÷納付対象月数で計算する。分母に全額免除者などは含

まない。

（注２）社会保険庁「2001 年度公的年金加入状況等調査」より

すどう かずのり（主任研究員）

資料 11 強制徴収の実施状況(2003 年度)

納付等 未納

223 171

督促対象

394

未接触・
非該当
3,5942,460

最終催告状

納付等

9,654件

70

29件

差押予告
通知

差押執行

数次の戸別訪問で督励

戸別訪問による最終督励

督促状

財産調査による絞り込み

（出所）厚生労働省資料より作成


