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1.動画作成の動機-1

公的年金制度についての関心（18~29歳）（図１）

関心がある 関心がない わからない

56.7%
42.0％

1.3%

（出所）内閣府大臣官房政府広報室「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」 2020/08/31 確認
30ページ表より作成 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000475095.pdf



1.動画作成の動機-2

加入・納付義務に関する周知度（20～59歳） 第1号未加入者（図２）
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（出所）厚生労働省年金局「平成28年公的年金加入状況等調査 結果の概要」 2020/08/31 確認
20ページ表より作成 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/141-1-28gaiyou.pdf



1.動画作成の動機-3

• 図1は、18～29歳の公的年金制度についての関心を表したグ
ラフであり、42.0%の人が、公的年金制度についての関心が
ないことが分かる

• 図２は、公的年金加入者世代の、加入・納付義務に関する周
知度を表したグラフであり、第1号未加入者の加入・納付義務
を知らない人の割合は62.6%で、半数以上だと分かる



1.動画作成の動機-4

• 図１から、約半数の人が国民年金への関心がないことが分か
る

• 図２から、国民年金未加入者の、約半数の人が制度について
知らないことが分かる

• 国民年金未加入者が国民年金保険料を支払うようになれば、
国民年金納付率が上がると推測される



1.動画作成の動機-5

障害年金に関する周知度（20～29歳） （図3）
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遺族年金に関する周知度（20～29歳）（図4）

知っている 知らない

44.0%

56.0%

47.0%

53.0%

（出所）厚生労働省年金局「平成28年公的年金加入状況等調査 結果の概要」 2020/08/31 確認
22・23ページ表より作成 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/141-1-28gaiyou.pdf



1.動画作成の動機-6

• また、若年層（20~29歳）において、障害基礎年金は56.0%、
遺族基礎年金は53.0%の割合で周知度・理解度が低い（図
3）（図4）

• 障害基礎年金と遺族基礎年金についての周知度が上がれば、
国民年金納付率が上がると推測される

• 若年層の人々や国民年金未加入者が、国民年金について深
く理解し、国民年金に加入してもらえるように作成した



2.動画作成の目的

• 20歳になった学生に対して、国民年金に加入し、国民年金の
保険料を支払わなければいけないことを伝える

• 国民年金の給付には、大きく分けて3種類あり、それぞれの特
徴を伝える

• 国民年金には、学生に対する制度があることを伝える

• 国民年金に加入することを促進する



3.動画の概要

• 動画作品タイトル：「『国民年金通販』」

• 対象：20歳前後の学生や、年金についてよく知らない人

• 動画形式：通信販売番組

• 動画時間：7分31秒



4.動画のあらすじ-1

• 国民年金について、通信販売番組形式で紹介していく

• 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金について、童
話とそれぞれ結び付け、「デジタル年金紙芝居」を制作・活用
して紹介する

• 最後に紹介した内容をおさらい・確認し、国民年金に加入し、
国民年金の保険料を毎月支払うことを勧める



4.動画のあらすじ-2

構成 内容
導入 ・国民年金の給付3種類について紹介する。

デジタル年金紙芝居1 ・「アリとキリギリス」になぞらえ、老齢基礎年金について説明する。

デジタル年金紙芝居1

の解説
・老齢基礎年金について、繰上げ・繰下げ受給について交えながら解説する。また、毎月
支払う国民年金保険料について紹介する。

デジタル年金紙芝居2 ・「赤ずきんちゃん」になぞらえ、障害基礎年金について説明する。

デジタル年金紙芝居3 ・「猿かに合戦」になぞらえ、遺族基礎年金について説明する。

デジタル年金紙芝居
2・3の解説

・障害基礎年金、遺族基礎年金について説明する。

まとめ ・毎月国民年金保険料を支払うことにより、3種類の国民年金の給付を受給することがで
きることを伝え、学生納付特例制度や、免除制度を紹介する。



5.動画の工夫した点

• 「国民年金に加入することで安心感を得られる」という点を訴
求点とした

• 馴染みのある通販番組形式にした

• 国民年金の老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を
それぞれ童話になぞらえ、イラストを用いて制作した「デジタ
ル年金紙芝居」（いらすとやからフリーの素材）を用いて、わか
りやすく説明した

• 文字や字幕を用いて説明を行い、伝わりやすくした

• リアクションを取り入れることにより、共感を得られるようにし
た



6.用語解説-1

• 老齢基礎年金

20～60歳までに国民年金に支払った保険料の期間や額に応じ
て、老後（原則65歳以降）にお金を受け取れる国民年金の制度

• 老齢基礎年金の繰上げ受給

国民年金の支給が開始される65歳よりも早く受給すること

この場合、受給額は割り引きされる



6.用語解説-2

• 老齢基礎年金の繰下げ受給

国民年金の支給が開始される65歳よりも遅く受給すること

この場合、受給額は割り増しされる

• 障害基礎年金

事故や病気などで一定の障害が残ってしまったときに、お金を
受け取れる国民年金の制度



6.用語解説-3

• 遺族基礎年金

生計を立てていた人が亡くなってしまったときに、その人が国民
年金に加入していた場合、残された遺族がお金を受け取れる国
民年金の制度

• 学生納付特例制度

20歳になっても、学生であれば国民年金の保険料の支払いを
猶予してもらえる制度（別途申請手続きが必要）



6.用語解説-4

• 国民年金保険料の免除制度

所得が少なく前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合
などに、申請を行うことで、国民年金の保険料納付が免除され
る制度



6.用語解説-補足-1*¹

• 2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金
法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布された

• これにより、被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在
り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定年金の
拠出年金の加入可能要件の見直し等が行われる

• 今回の改正により、年金受給開始時期の上限を70歳から75

歳に伸ばすことにより、受給者の選択範囲が広がった



6.用語解説-補足-2

• 老齢基礎年金の繰上げ受給の割引割合は、「0.5%×繰上げ
請求月から65歳に達する日の前月までの月数」となり、65歳
で受給できる金額を100.0%とした場合、受給額は以下の表
のようになる*²

受給年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

受給額 70.0% 76.0% 82.0% 88.0% 94.0% 100.0%



6.用語解説-補足-3

• 老齢基礎年金の繰下げ受給の割増割合は、「65歳に達した
月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.007」となり、65

歳で受給できる金額を100.0%とした場合、受給額は以下の
表のようになる*³

受給年
齢

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

受給額 100.0% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0% 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184.0%



7.注釈

*¹ 厚生労働省「年金制度改正法（令和2年法律第40号）が成立
しました」1行目文中より一部抜粋

• *²日本年金機構「老齢基礎年金の繰上げ受給」(1)全部繰上げ
4行目計算式より一部抜粋

• *³日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」3行目、計算式
より一部抜粋



8.参考文献-1
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