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「ベーシックインカム年⾦」とは

最新ランキング

6⽉19⽇に井坂信彦⽒、井出庸⽣⽒と私の3⼈で⽴ち上げた「年⾦抜本改⾰チー

1

⼭本太郎の消費税廃⽌、増
税派の私が評価するわけ

2

警察署⻑を務めた私にも⾒
えない公安警察の素顔

3

⼩泉進次郎が4年前に私に
漏らした結婚観

4

姜尚中⽒に聞く。最悪の⽇
韓関係をつくり出すもの

5

原爆投下の前になぜ、⻑崎
は空襲されたのか？

6

「⼭本太郎政権」もあり得
るか？

7

⽇韓の政治家たちよ、国⺠
をあおるな！

8

⽉8万円の「ベーシックイ
ンカム年⾦」を⽬指して

9

⼭本太郎から⾃⺠党を⽀持
してきた皆様へ

10

はたらくくるまと表現の不
⾃由

ム」は、有識者の皆様からご意⾒を伺いつつ検討を重ね、「論座」で7⽉11⽇に「年
⾦抜本改⾰のイメージ」を公表した。（『75歳からのベーシックインカム

』）

これは「⽼後の貧困」を防ぐという観点から、公的年⾦の1階部分である「基礎年
⾦」を、国⺠の保険料で⽀え合う共助型の「新たな基礎年⾦」と、国の資⾦で⽀える
べき⼈を⽀える公助型の「ベーシックインカム年⾦」に分けようというものだ。

週間ランキング

もっと⾒る

「新たな基礎年⾦」は、65歳から74歳までの10年間⽀給される。従来同様、満額
で6万5千円だが、現役時代に払った保険料に応じて年⾦額に差がつく。年⾦だけで⽣
計が成り⽴たない⽅々が増えないよう、「マクロ経済スライド」による年⾦の先細り
を防ぐと共に、低年⾦や無年⾦の⽅々が収⼊を得るための選択肢を幅広く⽤意する必
要がある。

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019080400001.html?iref=pc_ss_date
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「ベーシックインカム年⾦」は75歳から⽣涯を終えるまで⽀給される。75歳にな
れば保険料を払っていなくても⽣活扶助と同等以上（⽉額8万円程度）の年⾦が平等
に⽀給される。「⽼後の貧困」を防ぐ効果はあるが、今後この年代の⽅々の急増が⾒
込まれるため、将来にわたり財源を確保する必要がある。
⼀⽅、公的年⾦の2階部分である「厚⽣年⾦」は基本的に従来通りだ。ただし、従
来の厚⽣年⾦と国⺠年⾦および基礎年⾦は別勘定であったが、保険料だけで運営し国
費投⼊がない「新たな基礎年⾦」の下では、すべての勘定を⼀体化することが可能と
なる。「マクロ経済スライド」も厚⽣年⾦の勘定だけでなく⼀体化した勘定で実施す
るため、将来の年⾦削減のリスクが分散される。

最新記事
滝川クリステルなら⼩泉進次郎に太⼑打
ちできる
2019年08⽉09⽇

なお、75歳以上の⾼齢者を「ベーシックインカム年⾦」の⽀給対象とする理由につ
いて、①⼀般に75歳以上になると就労等による年⾦以外の収⼊を得にくく、「⽼後の
貧困」リスクが⾼まること、②75歳未満にまで「ベーシックインカム年⾦」を⽀給す
ると、国の財政負担が重過ぎること、を前回挙げた。
実際、60歳以上の⽅々に「⼀般的に⽀えられるべき⾼齢者とは何歳以上だと思う
か」と聞いたところ、「60歳以上」または「65歳以上」という⽅は少なく、70歳よ
り上の年齢を挙げた⼈が約8割。しかも、74歳までの回答者では「75歳以上」という
回答が最も多いという調査結果もある（内閣府「令和元年度版⾼齢社会⽩書」）。75
歳以上の⾼齢者は国費で「⽀えられるべき」とする私たちの発想は、国⺠感情とも合
致している。

⼩泉進次郎が4年前に私に漏らした結婚
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2019年08⽉09⽇
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ワクチンへのためらいは根が深い
2019年08⽉09⽇

こうした改⾰のイメージをたたき台として、前回お話を伺った国際医療福祉⼤学の
稲垣誠⼀教授、法政⼤学の⼩⿊⼀正教授、⽇本総研の⻄沢和彦主席研究員にお集まり
頂き、以下の４項⽬を中⼼に、さらに踏み込んだ議論を⾏った。

警察署⻑を務めた私にも⾒えない公安警
察の素顔
2019年08⽉09⽇
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（2）「ベーシックインカム年⾦」導⼊で必要となる財源
（3）「ベーシックインカム年⾦」で必要な財源を⼯⾯する⽅法
（4）年⾦勘定の⼀体化による将来の年⾦削減率の変化
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もっと⾒る

編集部から
⼭村浩⼆新作短編アニメーション試写会
のお知らせ
2019年08⽉06⽇

年⾦抜本改⾰チームの会合。奥の列が右から法政⼤学の⼩⿊⼀正教授、⽇本総研の⻄沢和彦主席
研究員、国際医療福祉⼤学の稲垣誠⼀教授。⼿前の列が政治家で右から井坂信彦⽒、階猛⽒、井
出庸⽣⽒＝2019年7⽉29⽇、衆院議員会館の井出⽒事務所

参加募集 外国⼈客のガイドに必要なス
キルを学ぶ
2019年07⽉11⽇

論座のLINEアカウントができました
2019年04⽉23⽇
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（1）「ベーシックインカム年⾦」の⽀給⽅法と⽔準
⼀⼈暮らしよりも夫婦など複数で暮らす場合の⽅が、⼀⼈当たりの⽣計費は⼀般的
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に少なくて済む。また、家賃負担がある場合よりもない場合の⽅が、⽣計費は少なく
て済む。こうした世帯ごとの状況を勘案して⽀給額を変えることは、実質的な平等を
図り国の財政負担を軽減するというメリットがある。
⼀⽅で、こうした⽀給⽅法では⽣活保護と同じく⽀給額が複雑多岐にわたり、⾼齢

週間ランキング

者の⼿続負担や⾏政の事務負担が⼤きくなる。むしろ75歳以上の⼀⼈ひとりに対して
国が平等に⽼後の安⼼を提供した上で、ゆとりのある⽅については税の負担等をお願
いすればよいのではないか。
このような⾒地から、家族構成によらず⽀給額は各⼈⼀律とし、持ち家のない世帯
については空き家も活⽤した家賃負担の軽減策を強化すべき、という⽅向で議論を進
めることになった。
次に⽀給⽔準だが、75歳以上の⼀⼈暮らしの⾼齢者が⽣活保護を受ける場合の基準
額が参考となる。平成31年4⽉現在、このような⾼齢者について⽇常⽣活に必要な費
⽤として⽀払われる⽣活扶助の⾦額は、東京23区など最も⾼い地域で7万4470円、地
⽅の郡部など最も低い地域で6万1520円だ。私の住む盛岡市など地⽅中核都市クラス
で6万7570円である。
私たちが当初想定していた⽉8万円、年100万円程度という⽀給⽔準は、⽣活保護
との逆転を防ぐという⾒地から⼗分な⽀給額だと⾔える。ただし、有識者の皆さんか
らは⽉8万円では財源の調達が⼤変なので、引き下げるべきではないかとの指摘があ
り、必要な財源の規模を精査することとなった。

（2）「ベーシックインカム年⾦」導⼊で必要となる財源

もっと⾒る

私たちの⾒⽴てでは、現在の75歳以上の⾼齢者全員に「ベーシックインカム年⾦」
を⽀給する場合に必要となる国費は約17兆円。ただし、現⾏の基礎年⾦に投⼊されて
いる国費12兆円は、新制度のもとでは不要となるため、これを「ベーシックインカム
年⾦」に投⼊することで残り約5兆円を調達すればよいことになる。まずは、この⾒
⽴てが正しいかどうか精査する必要がある。

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019080400001.html?page=2
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さらに、将来必要となる財源も考えなくてはならない。「団塊の世代」が今後75歳
以上になり、平均寿命も次第に伸びている。直近の推計では、出⽣数も死亡数も想定
範囲の中位レベルで推移した場合、75歳以上の⼈⼝は2054年まで増え続ける。実数
でいうと現在の約1800万⼈が約2400万⼈まで33％も増加する（国⽴社会保障・⼈⼝
問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」）。調達が必要な⾦額も当然増
えるはずだ。75歳以上の⼈⼝がほぼピークを迎える2050年に必要となる財源を考え
たい。

最新記事

この2点に関し、「ベーシックインカム年⾦」を⽉額8万円で実施する場合と⽉額7
万円で実施する場合とに分け、それぞれ将来にわたって必要となる財源の規模と、そ
こから現⾏の基礎年⾦制度の下で予定される国庫負担分を差し引いた⾦額（追加財
源）の規模を、稲垣教授に試算して頂いた。
試算に⽤いたデータは、公的年⾦にかかる平成26年の「財政検証」と「⽇本の将来
推計⼈⼝（平成24年推計）」である。なお、将来の財源額は、現在との⽐較を容易に
するために平成26年の価値に換算している点にご注意願いたい。

滝川クリステルなら⼩泉進次郎に太⼑打
ちできる
2019年08⽉09⽇

⼩泉進次郎が4年前に私に漏らした結婚
観
2019年08⽉09⽇

東京五輪マラソン代表決定戦ＭＧＣまで
あと1カ⽉
2019年08⽉09⽇

⽉8万円の「ベーシックインカム年⾦」
を⽬指して
2019年08⽉09⽇

ワクチンへのためらいは根が深い
2019年08⽉09⽇

警察署⻑を務めた私にも⾒えない公安警
察の素顔
2019年08⽉09⽇

まず、私たちの当初の案である⽉額8万円のケースでみると、「ベーシックインカ
ム」の⽀給総額は直近の17.9兆円が2050年には22.9兆円に増加し、追加財源額は6.3兆
円から14.2兆円まで約2.3倍の増加となる。これに対し、⽉額7万円のケースでは⽀給
総額は15.6兆円が20.0兆円に増加し、追加財源額は4.0兆円から11.3兆円まで約2.8倍の
増加となる。

AI捜査の乱⽤防⽌に必要な技術的・法
的整備とは
2019年08⽉09⽇

災害⼤国のわりに準備ができていない
国・ニッポン
2019年08⽉08⽇

追加財源額が2050年にかけて急増する試算結果となったのは、75歳以上の⼈⼝が
増えることだけが原因ではない。稲垣教授は、従来の基礎年⾦では必要財源の2分の1
が国庫負担となっていたため、年⾦抜本改⾰後に従来の基礎年⾦を廃⽌した後は、従

津波のがれきに混じっていた被ばく関連
の本
2019年08⽉08⽇

来想定されていた国庫負担分を「ベーシックインカム年⾦」の財源に回し、なお不⾜
する分を追加財源額と考えて試算を⾏った。
そうすると、従来の基礎年⾦はマクロ経済スライドにより今後どんどん先細りする

한일의 정치인들은 국민을 흥분 시키지
마!
2019年08⽉08⽇

ため、将来になればなるほど、国庫負担額（平成26年価値に換算後）も減少する。こ

もっと⾒る

の国庫負担額の減少が響き、2050年の追加財源の必要額は約3兆円も上振れすること
になった。
ただし、この3兆円を追加で必要な財源と考えるのか、それともこの3兆円はマクロ
経済スライドの反射的作⽤で国庫負担が減少するに過ぎず、本来的に国が負担すべき

編集部から
⼭村浩⼆新作短編アニメーション試写会
のお知らせ
2019年08⽉06⽇

ものとして追加必要財源から除いて考えるのかは、議論の余地があるだろう。なぜな
ら、年⾦制度の国庫負担をマクロ経済スライドで3兆円減らしても、貧困⾼齢者が激
増して⽣活保護制度の国庫負担が増えるだけだからである。
以下では、稲垣教授の試算に則り、かつ「ベーシックインカム年⾦」を⽉額8万円
とする前提に⽴って、追加で必要となる財源をいかにして⼯⾯するかを考える。

参加募集 外国⼈客のガイドに必要なス
キルを学ぶ
2019年07⽉11⽇

論座のLINEアカウントができました
2019年04⽉23⽇
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（3）「ベーシックインカム年⾦」で必要な財源を⼯⾯する⽅法

週間ランキング

まず、「ベーシックインカム年⾦」の⽀給額は「⽣活扶助」より多いため、⽣活保
護の予算のうち75歳以上の「⽣活扶助」に充てられていた分は不要となる。⽣活扶助
の⽀給額は全世代合計で1.2兆円だが、⽣活保護の受給者の半分は⼀⼈暮らしの⾼齢
者であり、そのうちの⼤半は就労が困難となった75歳以上の⽅々だと⾒られる。
「ベーシックインカム年⾦」の導⼊により、1.2兆円の半分近くは削減でき、これ
を「ベーシックインカム年⾦」の財源に回すことができるだろう。さらには、現在の
年⾦制度が続けば激増していたはずの⽣活保護費が抑制される。この「予防的な財政
効果」も無視できない。

もっと⾒る

次に、「ベーシックインカム年⾦」を75歳から仮に20年間受け取ったとすると、
総額約2000万円の収⼊となる。ベーシックインカム年⾦による所得については、国
費を原資として⽼後の最低限の⽣活保障を⾏う以上、課税対象とするべきではない。
また、安定財源の調達には消費税が最も適しているとよく⾔われるが、消費増税は
年⾦⽣活者など低所得者ほど負担感が強く、消費減少をもたらす点でにわかに賛同し
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がたい。より本質的な問題は、「ベーシックインカム年⾦」の財源を調達することで
はなく、⽼後の⽣活が成り⽴つ制度をつくることだ。
この点、⽼後の⽣活を無事に終え、亡くなった後に残された相続財産については、
「ベーシックインカム年⾦」による所得があることで増加したり、減少を免れたりし
た⾯もある。これに追加の負担を求めることは問題ないというのが有識者の皆さんの
⼀致した⾒解であった。
最新記事

その⽅法として、まず相続税制の改定を考えた。現在は「3000万円＋600万円×法
定相続⼈数」という基礎控除を上回る相続財産がなければ課税対象とならないが、例
えば「2000万円＋500万円×法定相続⼈数」にするなどして、課税対象を広げる。
その上で、預貯⾦⼝座にマイナンバーを付すなどして申告漏れがないようにする。
これによって現状は年間で2兆円程度の相続税収を⼤幅に増加できないだろうか。
私たちは、国税庁から、相続税の申告状況や調査の状況をヒアリングした。課税対
象を広げる点については、平成27年に基礎控除を「5000万円＋1000万円×法定相続⼈
数」から現在の⽔準に引き下げ、申告率は2倍となったが、相続税収は5000億円程度
の増額であった。また、預貯⾦⼝座の情報については現在でも「⽀払調書」により把
握しているため、マイナンバーを付す効果は限定的だという⾒解だった。

滝川クリステルなら⼩泉進次郎に太⼑打
ちできる
2019年08⽉09⽇
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観
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を⽬指して
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さらに、⼈員的な制約もあり、課税対象を広げても申告漏れ等を防ぐための実地調
査の件数を増やすことは容易ではない様⼦だった。相続税の課税対象を広げても、現
在の⾃⼰申告に頼る徴収⽅法では1兆円程度の増収が限界ではないか、というのが私
たちの印象だ。
そこで、私たちは発想を転換し、「年⾦財源のリサイクル制度」を考えてみた。す
なわち、「ベーシックインカム年⾦」は各⼈に毎⽉定額を給付するため、ある⼈が亡
くなるまでに総額でどれだけの給付を受けたのかが簡単に計算できる。
そして、この給付総額は、⽼後の⽣活のために税財源から⼿厚く給付したものだ。
死後に余っていた場合には、相続⼈が引き継ぐより、次世代の年⾦財源にするために
返納してもらうのが妥当と考える。

ワクチンへのためらいは根が深い
2019年08⽉09⽇

警察署⻑を務めた私にも⾒えない公安警
察の素顔
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国・ニッポン
2019年08⽉08⽇

もちろん、相続財産が「ベーシックインカム年⾦」の給付総額に満たない場合は、
残った分だけを返納してもらえば良い。また、相続財産が相続⼈の住む家であった
り、事業承継した会社の株式であったりするなど、換⾦して返納することが困難な財
産の場合は返納を猶予する。
通常は、⾃らが亡くなる時期に合わせて不動産も含めた全財産を消費ないし贈与

津波のがれきに混じっていた被ばく関連
の本
2019年08⽉08⽇

한일의 정치인들은 국민을 흥분 시키지
마!
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し、相続財産をゼロにして旅⽴つことは困難であろう。預貯⾦や保険⾦など⾦融資産
もっと⾒る

だけで数百万円が残るケースも多いのではないか。仮に給付総額の半分が返納された
とすれば、最も財政負担が重い2050年においても追加で必要となる財源は3兆円程度
に留まる。
この「年⾦財源のリサイクル制度」の実現可能性につき、海外等の同種事例を調査
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（4）年⾦勘定の⼀体化による将来の年⾦削減率の変化
現在の公的年⾦の財政構造は、国⺠年⾦、厚⽣年⾦、基礎年⾦の勘定が分離されて
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⼭本太郎の消費税廃⽌、増
税派の私が評価するわけ

2

警察署⻑を務めた私にも⾒
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3

⼩泉進次郎が4年前に私に
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いて、公的年⾦の1階部分である基礎年⾦勘定に対し、国⺠年⾦勘定からの拠出⾦と
厚⽣年⾦勘定からの拠出⾦が投⼊されている。
これらの拠出⾦の半分は国費である。厚⽣年⾦の受給者は、1階部分の基礎年⾦に
加え、拠出⾦差し引き後の勘定から2階部分の報酬⽐例年⾦を受け取ることができ

週間ランキング

る。

平成26年の公的年⾦の「財政検証」中、標準的な⼈⼝と経済の⾒通しを前提に「マ
クロ経済スライド」を実⾏していくと、将来的に基礎年⾦は現在より実質30％減とな
るのに対し、報酬⽐例年⾦は現在より実質5％減に留まる。

もっと⾒る

報酬⽐例年⾦を受け取れない国⺠年⾦加⼊者にとっては、現在でも⼗分とは⾔えな
い年⾦が実質的に3割も減るという深刻な問題である。
これを解決するには、年⾦先細りの原因である「マクロ経済スライド」を完全に廃
⽌し、現役世代の減少や平均寿命の伸びによって⽀給額が影響を受けない「積⽴⽅
式」に移⾏するという考え⽅もある。しかし、追加の保険料負担等がなく、単に「積
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019080400001.html?page=4
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⽴⽅式」に変えるだけでは、30年かけて少しずつカットされる基礎年⾦が初年度から
⼤幅にカットされるだけで、問題の解決にはならない。
⼀⽅、私たちの案は、75歳以上の1階部分は「マクロ経済スライド」のない「ベー
シックインカム年⾦」に切り替えて安定的な収⼊を得られるようにしている。65歳か
ら74歳までの1階部分である「新たな基礎年⾦」も2階部分の報酬⽐例年⾦と同じく
国費負担なしの保険料のみで財政を運営することにし、勘定を⼀体化できる。
最新記事

このような前提の下、「新たな基礎年⾦」では、仮に「マクロ経済スライド」を実
施したとしても、実質削減率は⼤幅に改善されると⾒込まれる。私たちの粗い試算で
は、実質15％減程度に留まると⾒ているが、間もなく公表される最新の「財政検証」
も踏まえて、有識者に試算をお願いすることとした。
なお、勘定を⼀体化するということは、1階の「新たな基礎年⾦」と2階の報酬⽐例
年⾦において、「マクロ経済スライド」による実質削減率が同⼀になるということで
ある。上述のとおり1階部分は削減率が⼩さくなるから、「新たな基礎年⾦」だけを
受け取る国⺠年⾦加⼊者はメリットが⼤きい。

滝川クリステルなら⼩泉進次郎に太⼑打
ちできる
2019年08⽉09⽇

⼩泉進次郎が4年前に私に漏らした結婚
観
2019年08⽉09⽇

東京五輪マラソン代表決定戦ＭＧＣまで
あと1カ⽉
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他⽅で、2階部分は逆に現在の制度よりも削減率が⼤きくなるが、75歳以降は1階
部分が「ベーシックインカム年⾦」で⼤幅に増額されるので、両⽅を⾜した給付⽔準

⽉8万円の「ベーシックインカム年⾦」
を⽬指して
2019年08⽉09⽇

は変わらないと⾒込んでいる。これについても試算してみたい。
こうした試算を経た上で、「マクロ経済スライド」を廃⽌するか否か、廃⽌する場
合は現在の賦課⽅式を積⽴⽅式に変更するか否かにつき決定したい。
以上、有識者の皆さんの助けを借りながら、私たちの「年⾦抜本改⾰」の議論は少
しずつ前進し、佳境を迎えつつある。次回に⼀定の結論を得ることを⽬標に、さらに
議論を深めていこうと思う。読者の皆さんのご質問、ご意⾒をお待ちしています。
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野党政治家3⼈が⽴ち上げた「年⾦抜本改⾰チーム」へのご意⾒を次の連絡先まで
お寄せください。

災害⼤国のわりに準備ができていない
国・ニッポン
2019年08⽉08⽇
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衆議院議員

衆議院議員（岩⼿1区）、盛岡⼀⾼野球部、東⼤野球部で投⼿。勤務先の⻑銀が経営破た
ん後、企業内弁護⼠として活動。2007年補選で初当選、以降⼩選挙区で5期連続当選。総
務⼤⾂政務官、⺠進党政調会⻑、国⺠⺠主党憲法調査会⻑などを歴任。
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