
【目標】 

年金保険制度の特徴を学び、
社会保障のまとめを行う。 



“社会保障”も最後の時間 導入 

 「社会保障制度」の授業も早いもので３
回目を迎えました。この時間までに学ん
だこと、復習してみましょう。 

➣社会保障制度は「人生のリスク（困難な事
態やトラブル）」を補うものです。 

➣社会保障制度は「所得の再分配機能」を持
ち、格差を修正する役割も果たしています。 

➣社会保障制度は“誰が担うか”によって異な
り、それぞれに良い点と問題点があります。 



“社会保障”も最後の時間 導入 

 さて、社会保障の授業の最後は「年金」
です。年金に関して、みなさんからよく聞
かれる質問は、「将来、年金ってもらえる
の？」ということです。 
 もちろん、未来のことはわかりませんが、
少子高齢化が進むなどのネガティブな要
因によって、“将来、年金ヤバい！？”と
いうような、あまり根拠のない情報が広
まっていますが、本当でしょうか？ 



“社会保障”も最後の時間 導入 

 この授業の目的は、みなさんに「年金」
に関する正しい知識を身につけてもらう
ことです。具体的には以下のことです。 

①「年金」制度の特徴 
➞「年金」と「貯蓄」の違いとは？ 
②年金保険のメリット 
➞目に見えない「利益」とは何でしょう？ 
③年金保険と今後の日本 



“社会保障”も最後の時間 導入 

何と、もう帰ってきた...。 

社会保障改め年金 

「高校生クイズ」 



“社会保障”も最後の時間 導入 

第１問 



“社会保障”も最後の時間 導入 

第２問 



“社会保障”も最後の時間 導入 

第３問 



“社会保障”も最後の時間 導入 

第４問 



“社会保障”も最後の時間 導入 

第５問 



“社会保障”も最後の時間 導入 

 年金“高校生クイズ”を通して、年金に
対する理解は深まったでしょうか？今日
はまず、前々回のＤＶＤの内容を復習しな
がら、年金保険制度そのものについて学
んでいきましょう。 



「年金保険」の特徴とは...？ 

「年金保険制度」って...。 
老齢・障害・死亡などを保険事故とし、被
保険者や遺族の生活保障を目的とする年
金保険制度のこと。（三省堂『大辞林』） 

１ 

年金保険には、「老齢年金」、「障害年
金」、「遺族年金」とありますが、いずれも
共通するのは“安定した収入が得られな
い人々の生活”を補う制度であることです。 



「年金保険」の特徴とは...？ １ 

年金保険には、「老齢年金」、「障害年
金」、「遺族年金」とありますが、いずれも
共通するのは“安定した収入が得られな
い人々の生活”を補う制度であることです。 



「年金保険」の特徴とは...？ １ 

４．国民年金 

５．厚生年金 

６．共済年金 



「年金保険」の特徴とは...？ １ 



「年金保険」の特徴とは...？ １ 



「年金保険」の特徴とは...？ １ 

公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の年金給付をま
かなうという「世代と世代の支え合い（世代間扶養）」が基本になってい
ます。公的年金がなかった昔は、家族が同居して自分の親を養っていま
したので、今も昔も、働く現役世代が自分の親世代を支えるという構造
は一緒です。都市化や核家族化が進んでいる現在でも、同居していな
い親の暮らしを支えられるのは公的年金があるからともいえます。 



年金保険の“見えない「利益」とは？” ２ 

年金保険の特徴を学んだところで、次は
年金と貯蓄との違いや、「年金」によって
得られるものを考えます。題して...。 

年金人生ゲーム 



年金保険の“見えない「利益」とは？” ２ 

「年金人生ゲーム」を通じて、年金保険や
社会保険制度がもたらすものを考えてい
きます。それは単純に生活資金が賄える
ということだけではなく、“見えない「利
益」”がもたらされます。ゲームを行いなが
ら、その点を考えてみてください。 



年金人生ゲーム ※記入例 課題 

  収入 支出 社会保険料 預金（残高） 

２０歳 万円 万円 万円 万円 

３０歳 万円 万円 万円 万円 

４０歳 万円 万円 万円 万円 

５０歳 万円 万円 万円 万円 

６０歳 万円 万円 万円 万円 

７０歳 万円 万円 万円 万円 

８０歳 万円 万円 万円 万円 

最 終 残 高 万円 

２０ １０ ５ ５ 

３０ ３０ １０ -１０ 



年金人生ゲーム① 「２０歳」 課題 

社会人として働き始めたあなた。 
毎日、仕事に頑張っています。 
 

【収入】 
２０万円（全員） 
 

【支出】 
１０万円 
 

【社会保険料】 
５万円 



年金人生ゲーム② 「３０歳」 課題 

結婚し、子どもができたあなた。 
家族のために頑張る毎日です。 
 

【収入】 
３０万円 
 

【支出】 
１５万円（「  」が出た場合は、趣味のサッ
カーの試合で怪我をしたため、支出３０万円） 
 

【社会保険料】 
１０万円 

社会保険制度
に入っていれば
２０万円 



年金人生ゲーム③ 「４０歳」 課題 

子どもも成長して、もうすぐ中学生です。 
一家の大黒柱として頑張る毎日です。 
 

【収入】 
４０万円（「  」、「  」が出た場合は、病気で
入院したため、収入０円） 
 

【支出】 
２０万円 
 

【社会保険料】 
１５万円 

社会保険制度
に入っていれば
３０万円 



年金人生ゲーム④ 「５０歳」 課題 

子どもが間もなく「成人式」を迎えます。 
大学生の子どもにお金もかかります。 
 

【収入】 
５０万円（「  」、「  」が出た場合は、失業し
たため、収入０円） 
【支出】 
２５万円（「  」、「  」が出た場合は、 
子どもの大学の費用により、４０万円） 
【社会保険料】 
２０万円 

社会保険制度
に入っていれば
２５万円 



年金人生ゲーム⑤ 「６０歳」 課題 

いよいよ定年退職を迎えました。 
これからは「老後」の人生が始まります。 
 

【収入】 
年金保険制度加入   ３０万円 
年金保険制度未加入 ０円 
（「  」が出たら、株式投資による利益で５０
万円） 
 

【支出】 
２０万円 



年金人生ゲーム⑥ 「７０歳」 課題 

だいぶ年齢を重ねてきました。 
病気の頻度も少しずつ増えてきました。 
 

【収入】 
年金保険制度加入   ３０万円 
年金保険制度未加入 ０円 
（「  」が出たら、株式投資による利益で５０
万円） 
【支出】 
３０万円（「  」、「  」が出た場合は、病気に
よる入院があり、５０万円） 
 

社会保険制度
に入っていれば
３０万円 



年金人生ゲーム⑦ 「８０歳」 課題 

いよいよ最後のターンです。平均寿命は男性
はこの年齢頃まで、女性はもっと長いです。 
 

【収入】 
年金保険制度加入   ３０万円 
年金保険制度未加入 ０円 
（「  」が出たら、株式投資による利益で５０
万円） 
【支出】 
３０万円（「  」、「  」、「  」が出た場合は、
病気による入院があり、５０万円） 
 

社会保険制度
に入っていれば
３０万円 



年金保険の“見えない「利益」とは？” ２ 

 最終的な財産は、いくらになったでしょ
うか...？ 
 しかし、最終的な「財産」が多かったと
か、少なかったとかが問題ではありません。
特に、社会保障制度に未加入のみなさ
ん、６０歳以上の「老後」はいかがでした
か...？ 



年金保険の“見えない「利益」とは？” ２ 

年金保険は、“見える利益”として年金が支給さ
れます。しかし、“見えない利益”として、寿命な
どに関係なく、（社会保障制度全体で）ある程
度の生活が保障される「安心感」があります。 



年金保険の“見えない「利益」とは？” ２ 

私たちは自分がどれくらい長生きするかわかり
ません。また、５０年後の生活水準を予測するこ
ともできません。老後に備えて貯金をすることは
大事なことですが、長い人生には、自分１人で
は対応できないこともあります。公的年金があ
るのは、こうしたリスクへ社会全体で備える必
要があるからです。 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

 この時間は年金保険を学びました。こ
の３時間で、みなさんは社会保障制度へ
の理解が深まったと思います。 
 最後のまとめとして、年金保険や社会
保障制度の未来について考えていきま
しょう。 
 冒頭でも言いましたが、年金や社会保
障制度について、こんな「声」を聴いたこ
とはありませんか？ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

少子高齢化で、
社会保障ヤバい
んじゃないの？ 

自分たちの時は
もう年金をもらえ
ないんでしょ？ 

未納者も大勢い
るから、保険料
払わなくてもいい
んでしょ？ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

国民年金保険の納付率は
年々低下し、未納が増加し
ている。特に２０代～３０代
が多い。 

出所：goo research ホームページ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

国民年金の保険料未納者は約４０％に
のぼっている。これは、年金加入者全体
の約「  ％」である。 ５ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

少子高齢化で、
社会保障ヤバい
んじゃないの？ 

自分たちの時は
もう年金をもらえ
ないんでしょ？ 

未納者も大勢い
るから、保険料
払わなくてもいい
んでしょ？ 



「年金保険」の特徴とは...？ 

公的年金保険は、現役世代が納める保険料で高齢者の年金給付をま
かなうという「世代と世代の支え合い（世代間扶養）」が基本になってい
ます。公的年金がなかった昔は、家族が同居して自分の親を養っていま
したので、今も昔も、働く現役世代が自分の親世代を支えるという構造
は一緒です。都市化や核家族化が進んでいる現在でも、同居していな
い親の暮らしを支えられるのは公的年金があるからともいえます。 

復習 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

少子高齢化で、
社会保障ヤバい
んじゃないの？ 

自分たちの時は
もう年金をもらえ
ないんでしょ？ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

少子高齢化により、厳しい状態になることが
予想されますが、それでもなお“社会全体で支
える”という考え方に基づく社会保障は、重要
な役割を担い続けると考えられます。 



年金保険と社会保障制度の未来 ３ 

 年金や社会保障に関しては、少子高齢
化などの将来へのネガティブなイメージが
先行し、（時に根拠に乏しい）悲観論が広
がる傾向にあります。 
 しかし、私たちはあくまでも冷静に現状
を見つめなければなりません。「情報」だ
けに惑わされることなく、「真実」を見る目
を養うことが大切です。 



社会保障制度と日本の未来 

 ３時間にわたって、社会保障制度の学
習を進めてきました。みなさん、これから
社会に出ていく前に、社会保障に対する
理解は深まりましたか？ 

結び 

 今日の後半では社会保障制度の未来
に関する「真実」を見てきましたが、もちろ
ん、だからといって社会保障制度の未来
は安心！と自信を持って言い切れるもの
ではありません。 



社会保障制度と日本の未来 結び 

日本の社会保障関係の費用は年々増え続け
る一方で、租税や保険料で不足する分を国債
（＝国の借金）で賄っており、その額は１０００
兆円を超えています。 



社会保障制度と日本の未来 結び 

 高齢化が進むことによる社会保障関係
費の増加は、日本の未来にとって大きな
課題です。もちろん、これから社会に出て
いくみなさんにも関わる重要な課題です。 
 日本には、どのような社会保障制度の
在り方が良いのか、そのためには今後何
が必要なのか、これからを生きる私たちの
課題として、考えていくようにしましょう。 


