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こう変わる年金！「年金改革法」成立 
 年金改革法が先の国会で成立しました。 

今回の改正は、さらなる改善を付帯決議に

入れ、野党の修正案の趣旨も取り入れたこと

で、共産党以外の与野党の賛成で 5月 29日

に可決成立しました。 

パートや非正規にも社会保険を適用 

パートや非正規雇用（週 20時間以上 30時

間未満）の人たちに健康保険と厚生年金が適

用されるように、企業規模要件を段階的に引

き下げます。 

これまで 500人以上の企業規模で社会保険

適用が義務づけられていましたが、2022年

10月に 100人以上、24年 10月に 50人以上

の企業にも適用されます。これにより社会保

険が適用される労働者が 65万人増えます。 

連合・退職者連合・地公退は、企業規模を

撤廃するよう要求してきましたが、付帯決議

で引き続き検討されることになりました。 

月 47万円の収入まで厚生年金支給 

これまで総報酬月額と年金を合計して月 28

万円（基準額）を超えると、年金の一部また

は全額が支給停止になっていましたが、今回

の改正で基準額を引き上げ、月 47万円まで

全額支給されることになりました。対象は、

65歳未満で、勤務所得があり厚生年金に加入

していて、「特別支給の老齢厚生年金」の受

給資格(1961年 4月 1日以前生まれ)のある

人。高齢者の労働力増加を期待した改正であ

る。 

年金受取り時期を 70歳まで選択可能 

年金は 65歳から受け取りが始まります

が、70歳まで受け取り開始時期を選択するこ

とができます。これを、2022年 4月から 75

歳まで開始時期を延長できることになりまし

た。1か月年金受け取り開始時期を遅らせる

と 0.7%割り増しになります。75歳から年金

を受け取ることにすると 84%（0.7×120月）

年金が増えます。生涯でもらう年金の額で計

算すると 87歳まで生きると得をすることに

なる。しかし、増額された分、所得税や社会
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都退教協総会のご案内 
 295号でもお知らせいたしましたが、延

期していた総会を下記のとおり開催いたし

ます。 

記 

日時：９月９日（水） 

午後２時開会～４時閉会予定 

会場：東京教組会議室 

（日本教育会館２階） 

議事： 

①２０１９年度 経過報告・決算報告  

②２０２０年度 活動方針・予算案 

③２０２０年度 役員人事      

④総会宣言 

※会計諸表を次ページ以降に掲載しまし

た。 
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保険料が増え、加給年金がもらえないなどの

デメリットもある。ちなみに、65歳からの平

均余命は男性 19.7年（84.7歳）女性 24.5歳

（89.5歳）です。 

一方、60歳から年金をもらう繰り上げ受給

は、これまで 0.5%減額だったが 0.4%になり

ました。60歳から年金をもらうと 24%（0.4

×60月）減額になります。 

65歳以上で働く人も毎年年金改定 

65歳以降も年金をもらいながら働いている

人（社会保険料を払っている人）は、今まで

厚生年金の改定は退職時か 70歳になった時

点でまとめて計算して増額されましたが、

2022年 4月から毎年 1回 10月以降に増額さ

れるようになります。 

私的年金も改正 

個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入でき

る年齢の上限を 65歳から 70歳に引き上げ、

受給開始年齢も 75歳まで選択できるように

なりました。 

 

都退教協 2019 年度決算報告 

収入の部                                   （単位  円） 

項 目 予算額 決算額 増  減 内  容 

年会費 270,000 226,000 44,000 2,000×135 名 

雑収入 75,000 65,052 9,948 日退教、過年度会費、他 

カンパ会計より戻入 20,720 20,720 0  

繰越金 134,280 134,280 0  

合 計 500,000 466,052 53,948  

     

支出の部 

項 目 予算額 決算額 増 減 内  容 

会議費 10,000 0 10,000 定期総会、関ブロ総会 

行動費 200,000 129,992 70,008 動員費補助・役員会 

事業費 160,000 138,013 21,987 会報印刷発送・事務費 

分担金 89,648 84,330 2,318 日退教・都退協・関ブロ 

雑 費 40,352 37,108 6,244 慶弔・振替手数料 

合 計 500,000 389,443 110,557  

差引残高  56,609  次年度繰越金 

 

2019 年度  特別会計（カンパ会計）決算 

項目 収入 支出 残額 内  容 

繰越金 240,079    

カンパ金 72,500   2019 年度 

利息 2    

一般会計戻入  20,720  2019 年度予算へ 

合計 312,581 20,720 291,861  
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都退教協 2020 年度予算(案) 

収入の部                                  （単位  円） 

項 目 20 年度予算 19 年度予算 増  減 内  容 

年会費 270,000 270,000 0 2,000×135 名 

雑収入 75,000 75,000 0 日退教、過年度会費、他 

繰越金 56,609 134,280 △77,671  

カンパ会計より戻入 98,391 20,720 77,671  

合 計 500,000 500,000 0  
     

支出の部 

項 目 20 年度予算 19 年度予算 増  減 内  容 

会議費 10,000 10,000 0 定期総会、関ブロ総会 

行動費 200,000 200,000 0 動員費補助・役員会 

事業費 160,000 160,000    0 会報印刷発送・事務費 

分担金 89,660 86,648 3,012 日退教・都退協・関ブロ 

雑 費 40,340 43,352 △2,312 慶弔・振替手数料 

合 計 500,000 500,000 0  

 

 

2020 年度  特別会計（カンパ会計）予算 

項目 収入 支出 残額 内  容 

繰越金 291,861    

カンパ金 80,000    

利息 1    

一般会計戻入  98,391  2020 年度予算へ 

合計 371,862 98,391 273,471  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

２０２０年度 都退教協役員(案) 
会  長    谷口  滋     常任委員  小倉  武 

副 会 長  安部 東明        〃    齋藤 典子 

事務局長    川角  恒       〃    土井 彰 

会   計  安藤  隆     顧  問  秋元 松彦       

常任委員  城田 純生        〃    柴田 迪春 

   〃   名谷 和子     会計監査  長谷川和男   

       〃   藤崎 喜仁       〃     木谷 恭子 

    〃   繭山 紀子         
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   「コロナ・ウイルス」   柴田廸春 

 3月 2日の「全校休校要請」発表時、これの

明確な論拠は示されていません。「誰かの思い

付き」とは思いたくありませんが、「親の仕事」

や「給食用の契約食材」をどうするのか、など

には思い及ばなかったのは事実です。 

 4 月 6 日、「緊急事態宣言」が検討されまし

た。「全校休業」に関する「総括」がなされな

いまま、この「宣言」に「利害の影響」を受け

る人々（全国民）をどうするのか、客観的、科

学的な根拠を明白にし、その対応内容を示す

べきと考えますが、その気配は今のところ全

くありません。 

 「コロナ・ウイルス」という「微小生物」に

よって、私たちの日常生活は、大きく変えざる

を得なくさせられています。「ウイルス」発生

の要因については「未究明」です。私は、自然

に対する大規模破壊、「遺伝子組み換え」をは

じめ、自然物の「品種改良」など、人工的な加

工・化合等々により、「自然がかえられて」い

ることも一因と思います。 

 「コロナ・ウイルス」と私たちの関係は今後

どうなるのか。「マスク常用」「手洗い励行」「三

密禁止」「人混み回避」等々が「定着」するの

か？ならば、この際「20 人学級」を実現させ

たら、とも思います。いずれにしろ、「ウイル

スの正体」、感染の条件と重症化への過程のな

どの究明と、より有効な治療方法、ワクチンの

開発などの実現を可能にするため、他国にも

学ぶとともに、国民の「衆知」を結集したいも

のです。 

 

エベレストベースキャンプとカラパタールトレッキング 深澤 裕 
2020 年 3 月 6 日(金)から 3 月 22 日（日）

までエベレスト BC（5364ｍ）とカラパタール

（5550ｍ）に トレッキングに行きました。 

ガイド一人、

ポーター一

人を雇い、3 

人で歩きま

した。 ネパ

ールは 6 年

前の 10 月

に、アンナプ

ルナサーキットとアンナプルナ BC をガイド

と二人で歩きました。ヒンズー教のダサイン

の祭りの頃で、村々で生贄の儀式が行われて

いたことを思い出しました。 このときは私が

トロンパス（5416ｍ）を超えて一週間後に大雪

となりました。雪崩で 30 人が死亡。100 人

以上が軍のヘリで救出されるという大事故が

起きました。私は命拾いをしました。 今回は、

カトマンズ行きのチケットをエア・チャイナ

で購入したのですが、コロナウイルス騒ぎで

中国経由のチケットは全てキャンセルとなり

ました。一旦はトレッキングを諦めたのです 

が、成田から カトマンズ行きの直行便チケッ

会員の深澤裕さんが、3 月 6 日にヒマラヤ山脈のトレッキング 

に出発し、無事トレッキングを楽しむことはできましたが 3 月 

23 日から 4 月 30 日までカトマンズはロックダウン、空港閉鎖に 

なってしまいました。幸い 4 月 10 日のチャーター便に乗ること 

ができて、11 日成田空港に着き、自宅に戻っても 2 週間外出禁止 

でした。その顛末の一部を紹介します。トレッキングの詳細は、 

「山なかま・シリウス」のホームページをご覧ください。       エベレストを望む 

http://www.yamanakama-sirius.org/kaigai/2020mar-kala_patthar-fukazawa-y.pdf 
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トを見つけました。空席があったので予約し

ました。トレッキングを無事終了後、空港閉鎖

やロックダウンのためカトマンズのホテルに 

3 週間、缶詰になりました。旅というのは面白

いものだとつくづく思います。 

カトマンズの Dom Himalaya Hotel に 3 週

間滞在する契約を結びました。このホテルは

食事が美味く、サービスも良く快適な生活で

した。ついに、24 日から、カトマンズはロッ

クダウンに入りました。私は、4 月 10 日に

チャーター便が出るまでホテルで缶詰生活に

なりました。 

4月 12日（日)現在、自宅にいます。昨日、

早朝 6時成田着。機内で約 4時間待たされ

て、10時に検疫を受けました。 

熱を測り、検疫官から説明を受けました。ネ

パールからの帰国者は PCR検査が免除される

との説明がありました。やりましたね。なん

せネパールはコロナウィルス感染者が、まだ

9人です。 

これで空港近

辺のホテルに

泊まる事は免

れました。成

田空港はガラ

ガラで、私達

の便だけでした。入国審査もスムーズに行

き、インフォメーションで情報を貰います。

バス、タクシ

ー、公共交通機

関は使用禁止で

すが、ハイヤー

は OKだという

事が分かりまし

た。 

早速、幾つかの会社に電話すると、1台だけ

ハイヤーが見つかりました。成田空港まで迎

えに来て貰い、ガラガラの首都高を通りぬ

け、12時に帰宅しました。 

運転手さんに聞くとコロナ騒ぎで、売上は 5

分の 1になったとの事。大変です。街の呑み

屋、飲食店も営業自粛のようですね。ガス、

水道、電気代などのライフラインを 3ヶ月無

料とかやれよ。ほんと、この国の政府は無策

ですね。昨日は、37日ぶりに風呂に入り、荷

物整理。 

手紙類をチェック。スーパー三徳で買ってき

て貰った寿司を頂きました。これから 2週間

の外出禁止措置ですが、記録を纏めたり、手

紙を書いたり、ビデオを観たり、何とか楽し

く過ごしたいと思います。フェースブックで

は皆さんから、色々と情報を頂き、励まして

頂きました。カトマンドゥでの 3週間のホテ

ル生活を何とか凌げたのも、皆様のお陰だと

感謝しています。ありがとうございました。 

 

東京都退職教職員囲碁大会のお知らせ 
 

都退教協と都高教退職者会が共催する囲碁

大会を下記の通り開催します。 

 初心者の方でもかまいません、同好の皆さま

と囲碁を楽しみませんか。勝敗にこだわらず、

同好の方々と囲碁を楽しみ、都高教退職者会

の仲間と交流を深めます。昼食と飲み物は事

務局で用意いたします。参加者全員に参加賞

を、上位者には、賞品を差し上げます。みなさ

まの応募をお待ちしております。 

  

１．日時 ９月２５日（金）午前 10時〜 

２．場所 ナーベル御茶ノ水２階 集会室 

（東京医科歯科大学と順天堂大学の間の

坂を上り、ローソンの先を右に入り２階へ） 
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３．資格  

都退教協会員（2019 年度会費納入者）及びそ

の家族（60歳以上） 

４．階級  

Ａクラス−無差別（段級の制限なし） 

  Ｂクラス−２段〜５段 

  Ｃクラス−初段以下〜初心者 

５．参加費 なし 

６．申し込み 

・ハガキ（〒101-0003 千代田区一ツ橋 2-6-2 

日本教育会館２F 東京教組内 都退教協宛） 

・メール（totaikyokyo@tokyokyouso.org） 

・FAX（０３‐５２７６‐１３１２）のいずれ

かで、名前、連絡先と囲碁大会参加の旨記入し

て都退教協あてに９月１１日までにお申し込

みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

  会員の皆様、いかがお過ごしですか？ コロナ禍で東京は全国どこからも歓迎されない

雰囲気です。鬱々とした気持ちに追い打ちをかける猛暑の夏を迎えました。会員の皆さん、

くれぐれもご自愛ください。 

  まあ、はっきりしたことはアベノムサクと揶揄される安倍政権の無策・迷走・遁走であ

り、私たち国民は自衛せざるを得ないと言うことでしょうか。 

  都退教協定期総会は９月９日に延期しましたが、相当厳しい状況下になると予想されま

す。感染予防には万全を尽くしますが、会員の皆様にはマスクの着用とともに無理をされ

ないようお願い申し上げます。 

  前号に経過報告と運動方針、今号に決算・予算・役員案を掲載いたしました。総会参加

が厳しい中、ぜひ皆様からご意見ご要望をお寄せいただければ幸甚です。 

※都退教協だよりの標題のところに、FAX、TEL、メールアドレス、住所があります。 

  ７月３１日に東京都退職者協議会（都退協）の第５０回定期総会が都庁で開催され

ました。安倍政権の権力の濫用と腐敗、改憲、対米従属、原発再稼働、辺野古新基地

建設などを厳しく批判し、社会保障、教育、ジェンダー平等について提言する方針

案、決議が採択されました。 

  今年度の会費を同封の「郵便振替用紙」で納入くださるようお願いいたします。 

決算報告のとおり、毎年カンパ会計から戻入してやりくりしています。会費・カンパ

ともにご協力くだされば幸いです。                 （谷口記）                       

            

訃 報 

東京教組元委員長。都退教協常任委員

を永く務めてこられた祝迫規之さん（享

年８０歳）が８月８日お亡くなりになり

ました。 

心よりご冥福をお祈りいたします。 
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