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　１　はじめに

　今日、農村の高齢者が高齢者のみの世帯である
にもかかわらず離村せず残りうるのは、年金とい
う直接所得保障の貢献がすこぶる大きいと考えら
れる。今日の高齢者に支給されている年金額は、
自らの保険料払込み総額の何倍にものぼるもので
あり、なんとか農村で暮せるというのも、そうし
た仕組みをつくり上げた日本国の政策の成果と言
えるだろう。もし、公的年金制度がなければ、今
日の農村の姿はもっと異なったものとなったに違
いない。
　本論文は、農業者をめぐる年金制度がどのよう
に形成されていったのか、農政と年金政策との関
係から論述することを目的とする。本稿が対象と
する期間は、1950 年代半ばから 1970 年代初頭に
かけての約 20 年弱の期間である。現在の公的年
金制度の原型は、国民年金であれ、厚生年金であ
れ、共済年金であれ、ちょうどこの期間に、すな
わち高度成長期に形成された。1973 年には 5 万
円年金が実現され、福祉元年と呼ばれている。日
本の農政もまた同時期に原型がつくられている。
　本稿はそのうち主として前半の期間に形成され
た国民年金と、農業・農政のかかわりを見ていく
ことにしたい。

２　農林省と年金政策～農業と年金の始まり

国民年金への動き

　政府内では統一的な国民年金に向けた議論が本

格化したのは、1950年代中頃からである 1。これは、
年金に関する国民的機運が高まってきたことによ
る。こうした機運の高まりを象徴したのが「敬老
年金」の給付の開始であった。
　1956 年 4 月に大分県、岩手県久慈市、埼玉県
蕨町、福岡県若松町の 4 つの地方公共団体で敬
老年金が開始された 。その後、都道府県や市町
村レベルで独自財源により敬老年金が設けられ、
1957 年 12 月末には 232 地区で実施されるように
なった。年金額はせいぜいで月額 500 円というも
のが多く、この給付水準は都市においては、ほと
んど問題にならないものであったが、農村では大
きな歓迎を受けた 2。また、支給年齢は 90 歳以上
が最も多く、ついで 80 歳以上、85 歳以上といっ
た当時としてはきわめて高齢な者を対象とするも
のであった。このような性格から「長寿者に対す
る顕彰あるいは慰問的性格のもの、一般的には高
齢者の小遣い程度のものに止まらざるを得なかっ
た」3 という。
　当時国民年金の必要性を調査するために農村を
調査した大島清 [1958] は、彼の調査で必要年金額
を尋ねたところ、1 千～ 2 千円の範囲が圧倒的に
多く、その少額であったことに驚いた。「農村生
活で、最低の生存費（・・・）（bare existence
のための費用）は、一人当たり月三千円前後とさ
れる」当時の農村生活から考えても、それに届か
ない水準を高齢者は希望したのであった。このよ
うな少額の年金しか求めない理由を、「これはか

1．  たとえば社会保険庁年金保険部国民年金課 [1985]、pp.6-
7。

2．  近藤 [1963]；p.218
3．  厚生省年金局 [1962]；p.13

63



れらが、第一に、多くを望んでも実現不可能と思っ
ているからであり、第二に、年金制に対して、「最
低生活保障」というよりは、「生活は息子が保障し、
その不足額と『こづかい』を年金で貰いたい」と
考えているからである」と推測する。そして、「現
行の自治体「敬老年金」が、社会保障というよりは、
文字通り敬老精神の現われの一端として」少額給
付に留まっているにもかかわらず「農村の老人に
歓迎され、喜ばれている」のは、このような理由
からであると指摘する。「給付額は多ければ多い
ほどよい、といいながらも、希望額は千円か二千
円、というのは、最低生活はそれで保障されたい、
という考にまで至っていない証拠である。」とす
るのである。「老人が年金を何に使うかといえば、
孫に与える「こづかい」、たばこ銭、慰安会（講）
の費用などで、食料などは自給している農家であ
るから、その方面の支出は考えていない」という。
その後に開始される国民年金の水準が、無拠出制
であれ拠出制であれ、いずれにしても生活保護水
準より低い給付水準であってもなお維持されたの
は、こうした農家の事情を考えあわせるならば容
易に理解できる。
　厚生省の国民年金委員会からは、敬老年金を「社
会保障制度の一環としての年金制度の名に値しな
い」として、検討の枠外におく 4 とされているが、
それは当時、国の社会保障の一環としての国民年
金創設を目指す同委員会からすれば、社会保障制
度としてもっと意味のある給付を目指してのこと
でもあっただろう。
　しかしながら、実際に年金の給付が行われ、老
後の所得の一助となるという実感と、また、そう
した所得補助への期待は、1950 年代後半に国民
規模での年金給付への期待を大いに高めることに
なった。そのような雰囲気のなか、1957 年の国
会で、当時の厚生大臣から、1959 年度実施を目
途に国民年金制度創設の準備を本格的に進めるこ
と旨を述べ、また、同年、首相が社会保障制度審
議会に対して「国民年金制度に関する基本方策い

4．  村上 [2000]；p.159-160

かん」という諮問がなされている 5。

被用者年金の改革

　厚生年金は、戦後の経済的な混乱のなか 1948
年には保険料率とともに給付を低く抑える政策が
とられ、いわば「仮死状態」におかれていたが、
1953 年末からは、一部の坑内夫への養老年金の
給付が開始され、「仮死状態」から正常な状態に
戻る必要があった。そのために、厚生年金は大幅
な改正が行われ、1954 年 5 月 19 日に改正法が公
布された。この時の改正が、その後の厚生年金保
険制度の基礎となった。特に、定額部分と比例報
酬部分の二部に別れた給付算式が導入されたが、
改正法案が国会に提出されたとき、この定額部分
は、生活保障水準に相当すると考えられており、
政府の提出した定額部分の水準、月 1,500 円をめ
ぐって議論が交わされた。しかし、当時の厚生省
保険局長が答弁しているように、この水準は「こ
れだけで生活をして行けるとは思つておりませ
ん。もともとこの制度は、私どもとしては、一種
の防貧的な制度であるというように考えておりま
すので、生活の有力なる足しになる」6 という水準
であって、老齢者が独立した家計によって生活す
るには十分なものでなく、「生活保護法より報酬
比例を加味いたしました場合には少しよくなる」7

水準にすぎなかった。国会での審議の結果、定額
部分について月 2,000 円に増額されたが、この水
準でも依然として低いものであった。このように
給付が低水準とされたのは、給付水準の改善を図
るための保険料の増額を労使双方が反対したこと
に加えて、厚生年金の本格的給付は 1962 年から
なので、年金受給者があまりいなかったこともあ
る。しかし、こうした給付水準の低さが、各種職
域が厚生年金から独立して、独自の年金を持つイ
ンセンティブとなった。1954 年、私立学校教職
員共済組合が厚生年金から抜けて設立されたの

5．  社会保険庁年金保険部国民年金課 [1985]；p.7
6．  厚生団 [1958]；pp.284-285。
7．  厚生団 [1958]；p.284
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は、まさにそうしたことによるものである。
　一方、共済年金制度では、地方では、条例等で
恩給を準用して吏員に対して年金が支払われてい
たが、新たに市町村職員共済組合が 1955 年に設
立され、市町村の雇傭人にも共済年金が給付され
るようになった 8。また、1958 年には国家公務員
の恩給制度が廃止されて国家公務員共済組合に統
合されることになった。
　このように、1950 年代半ばは、公的年金制度
の大変革期であり、その制度の行方を巡って国民
は大きな関心を寄せていたわけである。国民年金
の創設は、そうした関心の高まりの成果でもあっ
た。そうした中で、それまで厚生年金の構成員で
あった農協や漁協職員等が、厚生年金より独立
し、独自の共済組合を設立し、共済年金を実施し
ようとするために動き出した。いわゆる農林年金
の分離独立問題である。そして、この問題は、結
果として国民年金制度の実現に拍車を掛けること
となった。
　農林年金の場合も分離を企てた理由は、1954
年の改正後もなおも続いた厚生年金の給付水準の
低さであった。当初、農協等の農林漁業団体では、
年金としては厚生年金に加入する一方で、職域で
独自の共済組合が運営されていた。そこに厚生年
金から独立し私立学校教職員共済組合や市町村職
員共済組合が設立されたことは、共済年金となる
ことに強く影響を与えた。というのは、当時の共
済年金は、退職時の給与水準を基本として算定さ
れるもので、厚生年金よりも高い年金給付が約束
されていたからである。「同じ職場環境にある市
町村の職員や教職員に比べて、給与水準ばかりで
なく年金による老後保障がおくれているという事
情」の結果「農林漁業団体に優れた人材を確保す

8．  市町村職員共済組合法は、適用市町村に例外を設けてお
り、特に市は適用除外とされる地域が少なからず存在し
ていた。こうした適用除外市町村には、退職年金のため
の条例、共済条例、町村職員恩給組合法などが独自制度
として設けられた。このように分立した地方公務員の年
金制度は、1962 年の地方公務員共済組合法の成立で統合
が行われることになる。

ることを困難にする」9 という危機感もあって、福
利厚生面での待遇の差が大きな問題となったので
ある。
　しかしながら、農協等農業側が農林年金設立に
向けて動き出したころには、厚生省は、既に統一
的な国民年金構想の実現を目指しており、同省に
とって各種の年金制度の分立が更に進むことは、
目標からの逸脱であり、また、他の団体もそのよ
うな動きを誘発することにもなりかねないと考え
られていた。事実、農林年金の他に、日本中小企
業連盟もまた共済組合設立への動きを見せていた
のである。それゆえ、厚生省及び社会保障制度審
議会は、農林年金の独立について強く反対を主張
することとなった。結果としては、農協等農業側
の主張がとおり、1958 年 3 月 7 日の閣議において、
農林年金は共済年金として独立が認められた。た
だし、この一事のみを例外として扱い、農林年金
と同じく厚生年金からの独立の動きを企てていた
日本中小企業連盟の主張は認められないこととさ
れ、同時に、以下のように、国民年金の早急な樹
立についての合意がなされた。

「政府は国民年金制度の創設準備を積極的に
進め、その速やかな実現を期するものとし、
それまでの間現存する各種年金制度の創設
は認めないものとする。」10

　このようにして、農林省からの協力を取り付け、
国民年金制度の速かなる実現が確認された。「年
金制度の将来にとって最悪と見られた事態の中で
の予期しなかった一の収穫であった。」11 とは、国
民年金制度成立へのワンステップを踏み出した厚
生省側からの農林年金問題への評価であった。こ
れは、1960 年当時、国民年金の主たる対象であっ
た自営業者における農業従事者の割合は 57.0％

（労働力調査による）であり、約 6 割を占めており、

9．  農林漁業団体職員共済組合企画調査室 [1967]；p.1
10．  厚生省年金局 [1962]；p.33
11．  厚生省年金局 [1962]；p.33
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国民年金成立への動きは、それら農業関係者の了
解なくして困難であった 12。

３　年金の農工間格差の 1960 年代前半

無拠出制国民年金

　国民年金の開始は、1959 年の国民年金法の制
定による。その 11 月、無拠出制国民年金の給付

（いわゆる「福祉年金」）によって給付が開始した。
保険制度であるから当時も国民年金は、拠出を行
うことが原則であるが、この時期、無拠出の年金
が実施されたのは、既に高齢である者に直ちに対
応するためであった。拠出制とした場合、拠出の
ために一定期間を要したため、直ちに給付すると
いうことは困難であった。
　福祉年金の給付額は、月額 1,000 円（25 年拠出
年金の半分。実質 5,236 円（2010 年 =100））であっ
たが、無拠出で支給され、また公的扶助とは異な
り、その使途に限定がないという点では、明確に
直接所得保障が実施されたわけである。
　また、国民年金では、夫婦は別個に加入し、給
付が行われる点で、厚生年金などそれまでの扶養
者が被扶養者の年金額を負担する制度と異なった
設計がなされた。当然、保険料の納付もそれぞれ
で行う。これは、自営業などが夫婦の協力によっ
て成立し、家庭内の経済が営まれているのだから、
所得が明確でない配偶者であっても保険料の負担
は可能である、として、双方に保険料納付が義務
づけられた。こうして、福祉年金によって、高齢
者のいる農家は夫婦併せて月額 2,000 円が所得と
なったのである。もちろん、このような水準の福
祉年金は、それだけで生活が自立できるものでは
なく、一種の生活支援として位置付けられていた。
受給者からすれば、政府の高邁な理念はともかく
として、給付が「こづかい」程度に認識されてい
た可能性も大きい。

12．  こうして誕生した農林年金は、その財政上の問題から
2002 年、その高い給付を調整しつつ、厚生年金に再び
組み込まれることになった。

　ただし、現在の国民年金加入者の約 15％（国
民年金のみの加入者では 34％に相当）を占める
専業主婦など被用者年金加入者の配偶者が第 3 号
被保険者として国民年金に加入することが義務化
されたのは、1986 年の基礎年金の開始からであ
り、1960 年当時の加入は任意であった。

拠出制国民年金

　国民年金は本来の姿は、法律制定当初の規定は
「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満
の日本国民は、国民年金の被保険者とする」とあ
り、当初より国民の包括的な年金制度として創設
されていた。しかしながら、国民年金よりも先に
実施されていた厚生年金や共済年金などの被用者
年金は、国民年金から除外されたため、実質的に
は自営業者を主とする年金となり、またそれゆえ、
対象者の大きな部分を農業者が占めていた。その
ため、農家の現状の把握や農業関係者との調整が
たいへん重要であった。とくに拠出制となると、
被保険者に保険料の負担を求めることから、拠出
制国民年金に対し、農業者の意見を代弁する農業
団体は、当初、消極的な姿勢であった。なかでも、
農家の保険料に対する負担能力が懸念された。し
かし、当局及び自民党からの強い説得により、①
掛け捨てにならないこと、②運用余剰を農業に資
するものに使用することを条件に、農業団体も最
終的には承諾を行うに至った。
　その結果、農家を含む自営業者の低い拠出能力
に配慮して、当初の保険料は、毎月 150 円（実
質 785 円（2010 年 =100））と、極めて低額に抑
えられた。もちろん、保険の原理から、保険料が
低額であれば、給付も低額とならざるを得ない。
しかし、高い水準の年金額でなければ社会保障制
度としても意味がない。そのように考えられたこ
とから、支給開始年齢を引き上げて 65 歳とした。
1960 年当時の 0 歳児平均余命が男性 65.32 歳、女
性 70.19 歳であったので、65 歳という支給開始年
齢はとても高く、また、支給の見込みは難しく思
われた。このように支給開始年齢が高く決めるこ
とが可能だったのは、国民年金の加入者の多くが
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自営業者であり、厚生年金加入者のように強制的
な退職などがない（当時の定年は一般的に 55 歳
であり、厚生年金の支給は男子 60 歳から）こと
を前提にしていたからである。
　このようにして支給額の高さを設定すること
ができ、また、25 年年金（拠出制年金として正
規の給付の最短年数）の給付額で 24 千円（実質
125,654 円（2010 年＝ 100））、フルペンションで
ある 40 年金の給付額で 42 千円（実質 219,895 円

（2010 年＝ 100））とされたが、こうした給付は十
分な水準にあるわけではなかった。あくまでも家
族の支えや自営業の継続による所得確保を必要と
し、また、前提となっていたのである。
　「生活保護は最低生活の全部を保障するが、無
拠出制の年金はその所得の一部を保障する。すな
わち、年金受給者には、年金のほか、個人の貯
蓄、社会情勢に即応する程度の扶養親族の扶養が
あることを前提としているものであって、このよ
うな他の所得がない場合には、無拠出の年金額と
最低生活費との差額は生活保護で補われることに
なる」13。
　ただし、低い給付水準については、国民年金開
始当時は、厚生年金もまた同じような状態にあっ
たので、拠出制国民年金の評判は上々であった。
　なお、拠出制国民年金の給付には、期間短縮に
よる減額年金で 10 年、満額給付には、25 年の期
間が必要であり、拠出制国民年金の最初の給付は、
十年年金の支給開始の 1971 年 4 月なので、実際
に給付が開始されるようになるまで、まだ幾年か
が必要であった。その間に、高度成長の波に乗っ
て支給金額は急速に改善されていくことになる。

厚生年金の改善

　しかし、1962 年より厚生年金の正規の期間に
よる給付が開始され、1965 年には、月額 1 万円
給付をモデル年金とする、いわゆる１万円年金が
開始されると、国民年金の給付の低さが意識され
るようになった。国民年金の場合、福祉年金で月

13．  社会保険庁 [1990]；p.80

額 1,000 円であり、25 年拠出の場合でも月額 2,000
円だったからである。
　国民年金の場合、個人単位で年金の給付を受け
るので、夫婦年金である厚生年金と比べるには、
夫婦単位にそろえる必要があるが、それでも給付
の低さという点では圧倒的に低かった。もちろん、
厚生年金受給者であっても 1 万円というモデルど
おり支給される者は少なかったのだが、政府の公
表はこの 1 万円年金という年金政策の改善成果が
強調されることになる。しかも、農家に実際に給
付されて、その現実をうかがい知れたのは、給付
額の低い福祉年金（無拠出国民年金）のみであり、
現実に給付が行われた厚生年金との格差に対する
不満は強いものであっただろう。
　このように、1965 年に厚生年金を 1 万円年金
としたことに対して、国民年金の 1966 年の改正
では、25 年拠出の下で、夫婦で 1 万円の給付とし、
ようやく追いついた（1 万円年金）。更に 1969 年
には、25 年拠出の下、夫婦で 2 万円の水準が厚
生年金と同時に実現した（2 万円年金）14。
　このような国民年金の給付額の急激な上昇は、
もちろん、高度成長による物価の急激なインフ
レーションや、生活水準の向上への対応といった
こともあるが、大幅な給付水準の改善を可能とし
たのは、その財政方式の変更にある。つまり、国
民年金の財政は、もともと完全積立方式であった
が、1966 年の第 1 回の財政再計算の実施の際に、
修正積立方式に変更したのである。この変更は、
自分が支払った保険料の総額（積立分）や国庫補
助分を超えて、他の者による保険料積立からその
一部を回すことにより、現在の給付に充てる仕組
であり、いわゆる世代間扶養である。もちろん、
保険料は、加入者数や保険料の増額によって、保
険料積立総額は増加しているので、取り崩しとは
いってもそうした意識は当時はさほど大きくはな
い。このとき、国の負担を増やさなかったので、

14．  1973 年には、厚生年金が、いわゆる 5 万円年金を達成
すると同時に、国民年金についても、25 年拠出夫婦で
5 万円給付が示された（ただし、5 万円のうち 1 万円は
付加年金による。）。
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保険料をさほど増額させずに、年金給付額を増加
させるために賦課的方法が導入されたのであり、

「打ち出の小槌」のようなものであった。ただし、
そのツケは、時間を経た後の将来に回され、深刻
な年金状況の今日支払うことになったのである。
　保険料についても、もちろん、これ以降、段階
的な引上げの方針であった。給付水準の引上げに
加え、高度成長による就業構造の大規模の変化に
よって、国民年金の被保険者が減少すると予想さ
れていたからである。ただし、この時点では、福
祉年金等が給付開始されているのみで、まだ、拠
出制国民年金の減額支給もはじまっていない状況
であり、年金保険料の積立金も増える状況の下で
こうした判断がおこなわれたのである。

４　農業者のための年金

　このような国民年金自体の給付が改善されてい
く一方で、1959 年の制定時より国民年金法第 100
条第 1 項には「被保険者は、別に法律の定めると
ころにより、この法律による保険料にあわせて、
附加保険料を払い込むことができる」と規定があ
り、付加（年金）保険の実施は予定されていた。
それは低い国民年金の水準を改善するものとして
期待されたが、その実現にはしばらく時間を要す
ることになった。1965 年、国民年金の第 1 回目
の財政再計算にあたって、国民年金審議会等で、
付加年金制度あるいは同業者組織等による職域年
金制度の具体化が検討され、その際に、農林省か
らも、農業者への社会保障の観点から厚生省にあ
てて、次のような意見の提出が行われた（1965
年 8 月 18 日）。
　その主な内容は 15、

　① 国民年金の老齢年金の給付水準については、
被用者年金の給付水準との均衡等を考慮のう
え、十分な引上げ措置を講ずべきである、

　② 農林漁業者に対する年金給付水準の引上げに

15．農林省農政局農政課 [1971]；pp.11-12。

資する等、附加年金の制度ないしは、厚生年
金のいわゆる調整年金に相当する制度の導入
を図るべきである、

　③ 給付費に対する財源措置については、農林漁
業者の負担力等を考慮して、給付水準の引上
げに伴って被保険者の負担が増加することの
ないよう国庫負担率の引上げを図るべきであ
る、

　④ 老齢年金の支給開始年齢については、被用者
年金の支給開始年齢との均衡、農林漁業経営
者の老齢による引退の時期との関連等を考慮
して早めること、

　⑤ 国民年金の高齢任意加入対象者で加入しな
かった者に対し再任意加入の途を開くこと、

といったものであった。こうした要望は、「単に
ご意見申し上げるにとどめ、具体的な政策目的を
表明するまでにはなっていない」16 との指摘もあ
るが、意見の提出には、国民年金に対し強い関心
があったと考えられる。というのは、既に農林省
が、農林年金や国民年金の制定に深く関与してき
た経験を有しており、また、国民年金の加入者の
多くが農業者であって、制定後まもない農業基本
法の 1 つの大きな柱として、農工間格差の是正が
掲げられていたからである。もちろん、農工間格
差は、農業経営とそれを取り巻く環境の改善に
よって達成されることではあるが、家族経営が中
心であった当時の農家にとって、高齢者の所得の
向上は、ただちに農業経営にも大きな意味を持つ
ものであっただろう。それは、単に高齢者に所得
が出てくるということだけではなく、家族全体の
所得の変化や家族関係の変化、あるいは、世代交
代の変化を意味するものであった。この意見をみ
ると、①はまさに農工間格差についての是正を求
めるものであり、②は、その是正策として国民年
金に、付加年金または厚生年金の調整年金に似た
仕組（のちの国民年金基金）を求めている。また、
④は、年金による世代交代を意識しているものと

16．  松田 [1967]；p.21。
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して、注目することができる。⑤は、国民年金制
度創設当初のため申請漏れで年金給付のない高齢
者への救済策で、いわゆる五年年金として 1970
年と 1978 年に実現されるものである。特に、②
については、具体的な試案も作られ検討が行われ
ていた。それは、次のような附加年金制度、職域
年金制度とそれぞれ名付けられた、農林漁業者の
ための年金制度であった 17。

a　附加年金制度
　ア　 附加保険料を払い込んだ国民年金被保険者

に国民年金の老齢年金の給付とあわせて附
加年金を支払い、またはその者が年金給付
を受けることができなかった場合には、脱
退手当金を支払う。

　イ　 附加年金の額は、加入口数に応じ、10 年
以上の保険料納付済期間がある場合期間に
比例したものとし、国民年金の老齢年金と
併給する。

　ウ　 脱退一時金の額は、附加保険料納付済期間
が 10 年に達しない者、附加年金の支給を
受ける前に死亡した者に対し、附加保険料
の納付済額に年 5 分 5 厘の割合による利子
を加えた額とする。

　エ　 国は、毎年度、納付された保険料のうち一
被保険者当たり加入口数 5 口までにつき保
険料と同額の国庫負担を行なう（2 分の 1
国庫負担）。

b　職域年金制度
　ア　 職域ごとに組織されている団体（以下「団

体」という）で、国民年金の被保険者を直
接または間接の構成員とするものは、単独
でまたは共同して国民年金の給付に附加し
て年金（以下「職域年金」という）の給付
を行なう目的のもとに職域年金基金（仮称、
以下「基金」という）を設けることができ
るものとする。

17．  農林省農政局農政課 [1971]、pp.12-14。

　イ　 団体は、基金を設立しようとするときは定
款をつくり、主務大臣（厚生大臣および各
職種の所管大臣）の認可を受けなければな
らないものとする。

　ウ　基金への加入および脱退は自由とする。
　エ　 基金の業務は、①職域年金の給付、②加入

者の死亡・脱退に伴う一時金の支給、③そ
の他加入者の福祉の増進に関する業務とす
る。

　オ　 基金は、業務の一部を信用事業を行なう農
業協同組合、同連合会に委託することがで
きる。

　カ　 基金は、信託会杜、生命保険会杜または別
に定めるその他の法人と年金給付および一
時金たる給付に関して信託または保険の契
約を締結しなければならない。

　キ　 基金は、職域年金の給付をもって附加年金
の給付に代行せしめることができるものと
する。代行給付する場合の職域年金の給付
は、a の附加年金一口に加入した者が受給
しうる年金額を超えるものでなければなら
ない。

　ク　 国は、基金に対して附加年金の代行給付に
係る額に対応して附加年金の場合に準じて
定められる額の国庫負担（2 分の 1 国庫負
担）を行なうものとする。

　この附加年金制度と職域年金制度の案はそれ
ぞれ 1970 年の国民年金法の改正によって実施さ
れた所得比例部分、いわゆる附加年金制度、及
び 1968 年の国民年金法の改正によって規定され
る国民年金基金制度に対応する、その先駆的案で
あったが、「公的年金と私的年金との関係の未整
理、代行給付の考え方についての疑問点等年金制
度として多くの問題点を含」まれるものであっ
た 18。しかしながら、国民年金法第 100 条第 1 項
に該当する新たな年金制度が、農林省内でも検討
が行われていたのである。しかし、このような農

18．  農林省農政局農政課 [1971]pp.14。
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林省の提示した意見を出したとき、まだ時期尚早
ということでこれら附加年金等の制度整備は見送
られた。
　そのような厚生省の方針が明確になった 1966
年 1 月には、農林省では、農協（全共連）が中心
となって行う農業者附加年金基金（仮称）という
試案が検討されている。その構想は以下の通りで
ある 19。

ア　 事業運営主体は、農業者附加年金基金とし、
全共連（全国共済農業協同組合連合会）と県
共済連および共済事業を行なう単協とが基金
の業務の受託者となるとともに基金は、全共
連との間に附加年金共済契約を締結する。

イ　 附加年金は、私法上の年金契約とし、第１回
の掛金が払い込まれたときに成立する。

ウ　 給付は、養老年金、障害年金および死亡一時
金とし、契約を解除した場合には一種の脱退
手・当を返れい金として返れいする。

エ　 養老年金の支給要件は、30 歳までの加入者
で掛金払込済期間と 25 年以上のものに 65 歳
から支給することを原則とし、加入年齢が
31 歳から 45 歳以上まで年齢に応じて掛金払
込期間を 24 年から最短 10 年まで短縮して、
65 歳から支給する。

オ　 養老年金の額は、掛金払込済期間 25 年の場
合、毎月 5 千円とし、期間比例とする。した
がって 10 年拠出者は、毎月 2 千円

カ　 死亡一時金の額は、掛金払込済期間 3 年以上
5 年未満が 5 千円、35 年以上が 5 万 2 千円

キ　 脱退手当の額は、払込済掛金の九割以上の額
で別に定める。

ク　 掛金の額は、加入年齢により異なり、20 歳
加入で掛金払込期間 40 年の場合に年払で
3,267 円（月額 270 円程度）、50 歳加入で掛
金払込期間 10 年の場合に同じく 9,522 円（月
額 790 円程度）である。

ケ　 国は、基金の事務費の全部または一部につい

19．  農林省農政局農政課 [1971]、pp.15-16。

て助成する。
コ　 離農年金制度については、附加年金共済事業

の組織、制度等を利用して実施することを考
慮する。

　農業者附加年金基金（仮称）は、「一口でいえ
ば農協が中心となって、国民年金の附加年金加入
を希望する農業者を組織化し、農業者附加年金基
金（仮称）を設立して国庫から保険料その他の補
助を受け、附加年金事業を行うことにより、農業
者に都市勤労者と同等の年金を提供することを目
的とするものであった」20。また、この年金制度は、
先の職域年金をより洗練したものであり、それゆ
え、国庫補助が規定されているものの、全体とし
ては「公的年金制度としてではなく、完全に私的
年金保険として構想されていた」21 のである。
　また、この試案は、既に金額までが例示される
など具体的な構想であり、それは当時の農林省が
独自の年金制度をつくり、勤労者並の年金給付を
実現しようとした意欲を反映したものであろう。
　注目すべきは、離農に資するための年金という
位置付けが掲げられていることである。農業基本
法のもう 1 つの柱である構造政策にも年金政策が
位置付けを持つものと意識されたことを示してい
る。ただし、全体としては高齢者への年金給付を
主な目的として考えられたものである。
　そして、同年の 8 月には、農林省の省議におい
て、農民年金について検討が行われた。そこでは
農民年金について 3 つの考え方が示された。1 つ
目は附加年金、2 つ目は農業者老齢年金、3 つ目
が離農年金である。離農年金は、この時点で年金
給付の目的として掲げられるようになったことが
わかる。
　こうして、基本法農政の実現を意気込む農林省
の農工間格差としての国民年金への関心は、構造
政策を伴った年金政策に舵を取ることになり、統
一的な年金をもくろむ厚生省の思惑とは異なった

20．  農林省農政局農政課 [1971]；p.15。
21．  農林省農政局農政課 [1971]；p.16。
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年金制度の創設に向けて動き始めることになるの
である。それは、農林年金の厚生年金からの独立
の検討からほぼ 10 年後のことであり、厚生省に
とって再びの経験となる。

５　小括

　本稿では、農業者への老後の所得保障制度への
動きと、それに対する農林省の経験をみてきた。
農林省は、農林年金の設立、及び農家が加入する
ことになる国民年金の成立に、まさにその当事
者として深く関与してきたのである。そのうえ、
1961 年に成立した農業基本法は、農工間格差の
是正をその柱の 1 つに掲げており、厚生年金と国
民年金の扱いの格差に関して、強く是正を求めて
いたことが確認できた。付加年金や職域年金など
国民年金にプラスアルファの年金を加えて給付す
ることにより、農工間の年金給付格差を縮小する
方途を検討していることも確認できたが、それは、
必ずしも厚生省の考え方に沿うものではなかっ
た。そこで、厚生省から独自に農業者等に年金を
企てることが考えられることになる。こうした対
応は、給付水準の低い厚生年金から農林年金が独
立したこととオーバーラップするものであった。
政策年金としての農業者年金の誕生は、農政独自
の施策を組み込んだものとしてこうして大きく動
き出すことになるが、その記述は、次の機会にゆ
だねたい。
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