第 12 号
さち茂人後援会だより

この静岡
この静岡（
静岡（まち）
まち）に幸（さち）
さち）あれ！！
あれ！！ 「一所懸命」
懸命」が似合う
似合う男になりたい！
になりたい！
日頃は、さち茂人の活動におきまして皆様にご理解をいただき、誠にありがとうございます。
国の政策であります｢三位一体改革｣や来年４月には静岡市の「政令市移行」を果たすため、市役所は新しい時代(まち
づくり)に向けて準備に忙しい限りです。私、さち茂人も時代に取り残されることなく、情報をいち早く取り込み、柔軟
で斬新な発想で議会活動に努めるように励んでいます。 今年度は議会活動にあわせ、来期の議席獲得に向けてより
忙しい１年になりますが、｢努力すれば報われる｣ことを信じて静岡市で一番｢一生懸命｣が似合う男になれるよう活動し
ていきたいと思います。
平成１６年のさち茂人役割は、
議会では
総務委員会委員
政令市推進・広域行政特別委員会
静岡市振興公社理事
その他には 自民党静岡県連青年部長です。

委員長

※今年度は､合併後の新静岡市(一国二制度のすり合わせ)や政令指定都市移行準備において､最も重要な役割を
担っていきます。

さち茂人
さち茂人の
茂人の今年度の
今年度の議会活動は
議会活動は？

６月の定例議会にて

２月議会
総務委員会で
・地方分権による新たな財源についての研究
・市債について
・区役所の組織と人事配置について
・若手職員の育成について
を質問しました。
６月議会
総括質問では少子化対策と子育て支援について
(1)「次世代育成支援対策推進法について」と題し、来年度から１０年間の子育て
支援を推進するための｢静岡市地域行動計画｣の策定について質問をしました。
・子育て世代の住宅政策。
・乳幼児医療費の通院に対しては就学前までに年齢を上げ､助成する。
・児童クラブ等の｢特定 14 事業｣はボリュームを増やすことを中心に議論をしました。
(2)「幼保一元化」については､将来は幼稚園と保育園を一体化させ､料金と制度も
合わせることを最終目的として、
・｢仮称 安東幼児園｣の建設
・今後の幼保一元化の動向について
を質問しました。
総務委員会では予備費の活用について「水害にも当然必要であるが､不審火に対しての
支出についてはどうか？」と質問しました。

これからを考
これからを考える！
える！ ～

｢静岡市を大きく捉えて｣ 今、なぜ政令指定都市？～

①大きな市域を持ち、７０万人が住む新静岡市は対応すべき事柄や、さまざまな分野の行政サービスが求められて
います。(地域によって生活や価値観も違うので、地域に合った対応が望まれる)
②権限と財源を得ることで静岡市の計画したことを今まで以上に早く実施することができます。
（１０年掛かること
を５年でやる）
③自主的、自立的な行財政運営を行えるように都市経営の足腰を強くしていきます。
（地方のことは地方でやる）
だから、地方自立の時代を迎えるに当たって、現行都市制度上最大の権能と財政力を持つ政令指定都市となり、より
地域の実情に合った政策を立案し市民福祉の向上を図って行きたいと思います。 主役は市民です。
｢駿河区では｣
区役所をうまく活用して区を盛り上げよう。
これからは区役所を中心としたまちづくりが行われます。区内に住む人たちが集う区役所周辺はにぎやかになってく
ると予想されます。駿河区は最も人口が増えている地域であることや、歴史・文化の薫る地域という特徴を出して行
きたいと思います。
｢葵区では｣
中心市街地から山間地奥までの広域な地形をうまく活用します。川と山の自然を大切にすることと元気な市街地を
計画して行きます。静岡の特徴ある地形(自然と都市部を融合すること)により静岡にしか出来ないまちを皆さんと
考えたいと思います。主役は区民です。

年金 に ついて考 え てみよう
Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ

Ｑ

Ａ 国民年金から厚生年金へ移るときの手続や収入の少ない人が申請して免除
を受けると残りの支払う金額や年数が分かりづらくなるという点だね。
また、学生納付特例の申請により保険料の納付が猶予されることも忘れて
しまうからね。このような制度上の問題を簡単にすべきだと思う。
Ｑ 小泉総理も払わなか ったんだ っけ？
Ａ 毎年の申請を怠 ったり、卒業してから払うのを忘れてしまうんだ。
Ｑ や っぱり少し難しいね。制度を改正しなくちゃあ、納得いかなきゃあ
払いたくないよ。
Ａ 六五歳以上の人で二五年間以上保険料を支払わないで年金をもらえない人
が四〇万人いる ってことは確かに今の制度には問題があるんだろうね。
現在の制度は 「
二〇歳～六〇歳まで決められた金額を強制的に払うものだ」
という基本的には簡単な制度だと思うけど問題は、払えない人 払いたくな
い人含む が多くいること。「
将来の給付の不安」
と「
将来への安定は個々に」
という意識により若者の年金への意識が薄れてしま ったことも問題だと
思う。そして、景気低迷という社会情勢が重な ったこともある。国会議員
はまず、保険料や給付に手をつけるのではなくどうして払えない人 ・
払 ってくれない人が増えたのかを考えて欲しい。本当に制度が難しいと
いう原因なら変えればいいと思う。そう、年金制度に限らないけど法律や
制度は絶えず時代に合わせて変えていかなければいけないと思うしね。
Ｑ 少子高齢社会が生んだ問題はまだまだ多いね。僕らは何でこんな
大変な時代に生きているんだ？
Ａ まあ、僕らの世代は今まで良い時代だ ったから、これからは頑張らなきゃ
ね。年金制度は大正時代か昭和初期の戦時中に出来た制度なんだ。「
恩給」
という制度が始まりだ ったんだけどその頃の日本人はみんな苦労してたん
だしさ。僕らが生まれる昭和四五年には年金の月額保険料は二五〇円～
三〇〇円だ ったんだ。これが高いか安いかは分からないけど五年後には
一一〇〇円に、そのまた五年後の昭和五五年には三三〇〇円、六〇年は
六七四〇円、平成五年にはとうとう 一万五〇〇円そして今 一万三三〇〇円。
Ｑ 来年は月額 一三五八〇円か ・・・
Ａ 確か今の制度では七三歳頃まで生きれば得をするんだ っけ？でも七三歳
まで生きる保障がなければ保険料はそんなに払いたくないのが普通だよ
ね。ここが難しいところだね。
Ｑ そうなんだよな、それが年金の辛いところだよ。税金で全部取 ってくれた
ら貰うときは得をしたように思えるから僕はや っぱり改正派だな。
Ａ それから、子育て世代は本当に保険料を払うのが大変だと思うから、そこ
も考えて欲しい。

)

(

Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

この厳しい社会情勢の中で ・・・彼ら事業者も制度改正を行い保険料の
負担金が残ることについて期待をしているんじゃあないかな？
Ｑ 制度の改正はみんなが望んでいる訳だね。
Ａ うん。ここで、分か っていて欲しいことがあるんだけど ・・・
まず、少子高齢化の影響で制度を改正しても、財源は足りない訳で税金を
も っと取るか保険料を上げるかが必要になるということ。上げる前には
当然、経費の削減と箱物の清算なんかは先にやらなくてはならない。
年金の制度と財源の話は分けて考えて欲しいと思う。つまり、制度が変わ
っても、財源はどこからか持 ってこないと状況は今と変わりがないんだ。
年金への税負担は三分の 一
から二分の 一に上げることが決ま っている。
税金の投入を増やしてもまだ超高齢社会には追いつかずに財源が足りない
んだ。だから、今回保険料を上げたわけなんだけど ・・・
Ｑ じゃあ、民主党案 って何なんだい？
Ａ 自民党の若手議員にも同じ考えの人がいるね。簡単に説明すると、財源を
保険料で取らずに消費税を上げたり、所得税から取るということなんだ。
基礎年金 みんながもらえる年金の額、現在は約七九万円 を全額税金でまか
なう訳だね。これだと、し っかりとしたシステムになれば払わない人は
いなくなるね。それから、集める人もいらなくなるかな？問題は、今まで
払 ってきた分のお金の清算をどうするかだね。
Ｑ まじめに払 ってきた人の分はどこかで清算して欲しいよ。そうでないと
まじめな人が損をすることになる。年金を税としてとるのか。なんか、
その方がよさそうだね。
Ａ それは分からない。この制度を活用すると年金だけのためにあと消費税を
五％上げなくてはいけないという意見もある。今、三分の 一
だけ税負担を
しているからあと三分の二の税収が必要になるんだ。将来は二分の 一不足
分を、消費税等でまかなおうと考えている。課題は、それだけではないと
思う。考え方なんだけど、この制度は誰でも、税金を納めている人もいな
い人も同じように差が生じず、 一
定のお金が将来に貰えるんだ。生活保護
のように ・・・（
逆に高収入の人は年金のカットも予測されるけど。
）つま
り、保険料を払 っていない人たちへの対策としては確かに効果があるけど、
一人 一人の年金に対しての意識としてはどうなのかなあ？それから、民主
党案の制度の補足として、自営業者は基金を活用したりサラリーマンは
給料から余分に支払 って上乗せ部分を将来貰うようにしたらどうかと話さ
れている。
Ｑ どちらが優れた制度であるかはまだまだ判断できないんだね。
Ａ そうだね。本来ならも っと国会で議論して欲しいところだね。今後開催
(

)

(

)

議員年金の税金負担分
税負担が約七〇％ は
変えなきゃ平等じゃあ
ないよ。
そうだね。議員年金は
すぐにでも変えるべき
だと思うよ。やめた方が
良いんじゃあないかな。
そうだ、そうだ。初め
て意見が 一 したね。
がんば ってね。
はい。がんばります。

最近、周辺地域で不審火が多く発生している。警
察も消防署も､我々地元９分団もピリピリした空
気の中､警戒にも消火作業にも努めている。この
前､さちさんが｢自警団を設立し､出来る範囲で火
災予防に努めるべきではないか？｣と言っていた
事が頭から離れない。地域の事を考えてもいい機
会だと思う。死者が出てからでは遅いのだか
ら・・・さちさんへ。僕は仕事と消防団でいっぱ
いです。自警団が出来たら､さちさんは言いだし
っぺだからがんばってください。応援します。

Ｑ
Ａ

予定である三党合意での三年間の協議会に期待したいところだね。
Ｑ
Ｑ とにかく、分かり易くして欲しいよ。
Ａ 分かり易いのなら、僕は今の制度のほうが良いと思うんだ。自分がいくら
払 っていくらもらえるかが明らかだからね。今の制度に手直しをするのが
良いんじゃあないかな？例えば、税金負担を今の二分の 一の改正より 一
時 Ａ
的にさらに上げて三分の二ぐらいにして、厚生年金と共済年金の保険料と
給付のバランスを考えて、議員年金の税金負担を公的年金に合わせて下げ
る。いや、議員年金は廃止でいいと思う。各自が基金で上乗せすればいい
んだから。民主党案の利点は 「
福祉の社会化」にあると思う。もともと
Ｑ
福祉は弱者救済が中心だ ったけど、今では社会全体で望まれていることだ
からね。税金での 一
定給付ならば、生活保護を受けている人の分のお金も
一
緒に考えることが出来そうだし。
Ａ
Ｑ 国民や国会議員の 一
部では今の制度が分かりにくい って言 ってるけど ・・・
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Ｑ
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Ｑ
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今日は君に言いたい事があるんだ。
もしかして ・・・
想像のとおり！年金のことなんだ。
や っぱり ・・最近、街頭演説を何回かや ったんだけど、道を歩く人達から
「
年金を何とかしろ～」 って話を受けたよ。Ｋ君が前回の衆議院議員選挙
の時に、「
自民党が選挙に勝つと年金の保険料が上がるのか？」って言 った
のを覚えているよ。その時、「
確かなことは分からないけど、上げなきゃ
や っていけないと思う。でも、自民党が勝つと上がるわけじゃあないと
思うし、これから国会で話し合いをするから様子を見ないと分からないん
だ」 って答えた。それから半年ほどして、国会で年金制度の話が盛り上が
り、結局は保険料は上げることにな ったし、給付金額は下が ったんだから
彼の言 ったとおりだし ・・・申し訳ないし、自分も納得がいかないんだ。
僕も年金制度が今のままで成り立 っていくとは思 ってない。保険料が上が
る事は確かにいやだけど、説明が不十分だと思うし、今の制度じゃだめな
のに、なぜ今の制度のままにするのか ってこと。それから国民の保険料を
上げる前にすることがあるでしょう？
社会保険庁のことだね。「
グリンピア」だ っけ？みんなの大切な年金の資金
で多額の費用をかけて建設した施設のことだね。現在は民間会社が運営を
しているけど建設費は返 ってこないだろうしね。ようやく、小泉総理も社
会保険庁のトップを民間人にして改革するとか言い出しているようだね。
そうそう。国民は怒 っているんだからね。
５年前、議員にな って、僕は年金と国民健康保険がやばい ってすぐ思 った
んだ。今回を機に僕も少しだけ年金のこと勉強したんだけど ・・・
ちょっと難しいね～
実は僕もな～んにも知らないんだ。簡単に説明してよ。
じゃあ初めに、国会で決ま った年金制度について話すね。国民年金のこと
なんだけど、二十歳になると今まで月に 一人 一万三三〇〇円払うことに
な っていたんだ。それが来年から二八〇円ずつ毎年上がることにな った。
平成二九年まで毎年二八〇円ずつ上がり、最終的には 一万六九〇〇円を
月々支払うことになる。これはお金の価値が変わらないことが前提なんだ
けど。
二八〇円×十二か月だから、年間三三六〇円上がるんだね。
かな？それで、もらえる金額 給付額 は平成十五年の年間七九万七〇〇〇円
から十六年が七九万四五〇〇円に下が った。年金だけでは二人暮らしでな
くてはや っていけないね。
月額およそ二〇八円給付額が減 ったんだね。保険料と給付金のバランスも
考えたのかな？支える方と貰う方の両方に痛みが来るわけだ。
小泉さんらしい。
大抵の人は今説明をした保険料のアップと給付額のダウンが納得出来ない
様だね。実際、支払う金額が増えたのにもらう金額が下がるなんて納得い
かないからね。それから、事業者も怒 っているのではないかと思うんだ。
今の年金制度と経済情勢の中では、事業者が厳しい立場に立たされている
からね。社会保険制度も ・・・
それはどういうことだい？
厚生年金は事業者が従業員の保険料を負担しなくてはならない訳で今回
の改正により、従業員 Ｋ君 の保険料の値上げに合わせて事業者の負担が
六．七九％から九． 一五％に負担が上がるんだ。
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