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●この１冊で、複雑な年金のしくみがスラスラ分かる！
！
●法律や制度改正の最新情報を、
コラム形式で掲載。
●受給権者が知っておくべき知識や年金の最適な選択手法に
ついて、
クイズ形式でわかりやすく解説。
●30代から60代まで、それぞれの世代が知って得する知識
が満載。
はしがき
最近、国民年金の保険料の納付率が50%台と低迷しています。
どう
すれば収納率が上がるのかを検討するために、社会保障審議会年金
部会の下に「年金保険料徴収強化等に関する専門委員会」が設けら
れ、私も専門委員として参加いたしました。専門委員会の報告書は、
平成25年12月に提出しましたが、それをもとに、厚生労働省は、平成
26年度から滞納者に対して強制徴収を実施する方針を固めました。
しかし、なぜ国民年金の保険料の納付率が低下しているのでしょう
か？委員会で最も多かった意見は、やはり年金制度に対する国民の不
信感が拡大しているという点でした。
「 国民年金は未納者が多いの
で、年金財政が破たんする」
「 公的年金はそのうち破たんするので保
険料を納めても無駄である」などの誤解がマスコミを通じて広がって
います。その誤解を真に受けて、
ご自身の「老後等に支えられる権利」
を滞納という形で自ら放棄することは、大変もったいないことです。
委員会では、強制徴収も必要ではあるが、公的年金についての広報
活動や教育が大切であるという意見が強く出されました。年金制度へ
の正しい理解を深め、自主納付する人を育てることこそ、根本的な解

決策であると思います。
この委員会で、私は、公的年金が私たち国民にとって大きな財産で
あることを再確認しました。
これからも、
これまで以上に
「公的年金の
語り部」
として、いろいろな場所であらゆる機会を捉えて、国民の皆様
にわかりやすく
「公的年金の意義」
をお伝えしていきたいと強く願って
います。
本書は、
クイズ形式で、皆様の年金に対する疑問や思い違いにお答
えするようにしました。
まずは、
この本を気軽にお読みください。楽し
く読んで、
「 へぇー、そんなふうになっているのか」
と気づいていただ
いたり、
「ああ、そうなんだ!」
と納得していただければ幸いです。
ささ
やかに、
あなたのお役に立てることを願っています。
なお、
この本を出版するにあたり、社会保険労務士石原義之先生、
社会保険労務士赤井加代子さん、社会保険労務士坂本早苗さんにご
協力をいただきました。
この場を借りてお礼申し上げます。
2014年4月吉日
社会保険労務士
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