
12年通常国会での 

「2.5%削減」は阻止しました 

 

  全日本年金者組合中央本部 



政府は、「特例水準の解消」と称して 
12年10月から14年までの3年間で 

年金2.5%を削減する法案を出していました。 

１回も審議できないまま、国会は閉会し、減額法案は
成立しませんでした。とりあえず、12年10月～13年3
月までの6カ月分の減額は無くなりました。    

   ⇒年金月額10万円の人で5,400円の損害回避 

 

しかし… 



 
 
私たちの反対運動が地方議会や国会議員を動

かし、近来にない大きな成果を上げました。 
 
 

   

☆☆地元事務所や議員会館での要請に 
 

民主党H議員は…年金切り下げは反対です。皆さんの      
集会にも参加します。 

 
国民新党S議員は…与党内で反対の意見を出してい    
る。 

 
自民党A議員秘書…私の親も年金暮らし。減額された
ら私も困る。 

                    。 

等々、共感が寄せられました 



地方議会では 
 

 
静岡県三島・田方支部…4市町議会に請願を出し、三島市、
伊豆市、函南町で「削減するな」の意見書を採択。 

 
埼玉県東松山支部…4市町議会に提出。東松山市、嵐山町、
吉見町で採択。 

 
 
 

ふたつの支部とも、その後自治体ごとの支部の分離・独立が
すすんでいます。 

              運動と組織活動が結びついた好例 



 
 
 
今年10月からの削減は阻止しました。 
だが、政府・与党は10月の臨時国会での成立を
狙っています。 
 
10月議会で成立すると、半年遅れで１３年4月
から0.9%、14年4月と15年４月にそれぞれ0.8%
ずつ削減されます。 
 
さらに、その翌年からは、 
  マクロ経済スライドの発動で際限のない 
  毎年0.9%削減が目論まれています。 

 
 



「特例水準解消=年金2.5%削減」 

2.5%削減は年金大改悪の入り口 

政府・民主党の大改悪構想 

根源は「社会保障･税一体改革大綱」 

デフレ下でのマクロ経済スライドの発動 

支給開始年齢の引き上げ 



特例水準とは 

2000～2002年、1.7%の物価スライド分を特例措置として据え置
き    高齢者の生活実態に配慮し、時の政情も反映した政府の判断 

2011年まで10年も凍結されてきた 

2010年、突然「特例水準」と「本来水準」をもちだし、不当に年
金を多く受け取っているかのようなキャンペーンをはじめた 

「特例措置」は時効だ!!  廃止せよ!!  
民法の消滅時効を援用すれば 

2.5%削減は年金大改悪の入り口 



マクロ経済スライドとは何か 

「特例水準」2.5%分を解消したあとに、毎年0.9%の
年金切り下げを行おうとしている 

 マクロ経済スライドは、 
 04年改悪で導入された「年金水準切り下げの仕組み 
  年金額×（物価上昇率－調整率）=次年度年金額 
 
 《調整率》保険料を納める人(現役労働者)の減少率と平   
均余命の伸び率をもとに算出。04年当時0.9%とされた。 

しかし、05年以降物価が上昇しなかったために、この仕組み
は適用されていない。 

2.5%削減は年金大改悪の入り口 
 



雇用と連動せず。 
定年退職後の生活はどうなるのか。 

支給開始年齢の引き上げ 
       

現在65歳への引き上げ途中なのに、 
さらに、68～70歳に引き上げる方向を打ち出した。 
   今国会への法案提出は止めたが、『中長期的な課                                                                                                                    
   題』として検討するとしている。 

2.5%削減は年金大改悪の入り口 
 



 
「マクロ」発動で10万円の人は6年後に9.48万円に（概算） 
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《一体改革関連8法案とは》 
 

国民年金制度の財政基盤及び～法律／修正成立 

被用者年金の一元化～法律／成立 

社会保障制度改革推進／成立 

子ども子育て支援法／成立 

就学前の子どもに関する～法律／成立 

子ども子育て支援法及び総合こども園～法律／成立 

～消費税法等の一部を改正する～法律／成立 

社会保障の安定財源～地方税法～改正する法律／成立 

 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 



《８法案以外の社会保障関連法案》 

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正
する法律案（2.5%削減法） 
     ⇒国会最終日に衆議院厚労委員会に付託、 
       「閉会中審査=継続審査」に 

           

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律案（マイナンバー法） 
     ⇒国会最終日に衆議院内閣委員会に付託、 
       「閉会中審査=継続審査」に 

 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 



＊14年4月   5%    8%    
 ＊15年10月   8%       10%  

 

《消費税法改悪》 成立 
        

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

増税 

目 的 
改ざん 

「社会保障充実」から 
「公共事業」にも 

「年金課税の見直し」を忍
び込ませた 

悪辣!! 



 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

日本共産党・佐々木議員作成 



「税と社会保障の一体改革｣とは? 

《被用者年金一元化法》 成立 

        
厚生年金と共済年金を一本化…15年10月から実
施（追加費用分は1年以内） 

保険料を高い方に合わせる 

「追加費用分」の削減…共済組合員は、恩給制度であった期
間の自己負担割合が少なかったとして該当期間分を27%カットする。半世
紀以上も前の、当時の労使合意も無視するもの。 

共済年金の「職域部分」を廃止、代替え策は未定 



受給資格期間を25年から
10年に短縮。現在の無年
金者にも適用。 

《機能強化法》１…修正して成立 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 



《機能強化法》２ …修正して成立 

 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

原案の段階から最低保障年金制度を削除 

低所得者の年金額加算も削除⇒「福祉的な措置」に後退 

☆基礎年金国庫負担1/2恒久化を14年4月からに（消費税増税後） 

☆短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大/週30時間               
以上を20時間以上に）  

☆遺族基礎年金を父子家庭にも支給（消費税増税後） 

☆産休期間中の保険料を免除 



《社会保障制度改革推進法》1…成立 

「3党合意」最悪の凝縮点 
   

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

＊最低保障年金制度と後期高齢者医療制度廃   
止を先送りするためにつくった仕掛け 

＊「国民会議」を設置、1年以内に改悪メニューを  
整える 
公的年金制度については   『社会保険制度を基本
とし』、 『財政の現況及び見通し等を踏まえ』～て検討
する 



《社会保障制度改革推進法》2…成立 

社会保障への国の責任をさらに後退 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

これまでの「自助・共助・公助」に、新法では… 
   家族相互の助け合いを加えた 
 

日弁連会長も批判／6月25日 
 
『～国の責任を、「家族相互及び国民相互の助け合いの仕
組み」を通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり、
国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否
定するに等しく、日本国憲法25条1項及び2条に抵触するお
それがある』 



“消費税増税で社会保障充実“は真っ赤なウソ 

「税と社会保障の一体改革｣とは? 

消費増税の 
半分以上は 
ムダな公共事業に 

不公平税制=大企

業・富裕層優遇措
置などはそのまま 

年金・医療・介護は ⇒ 際限のない 
保険料引き上げと給付の切り捨て 
   生活保護も切り下げ 



日本共産党・佐々木議員作成 
 

窮屈になるばかり…高齢者の暮らし 



低すぎる収入 
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窮屈になるばかり…高齢者の暮らし 



窮屈になるばかり…高齢者の暮らし 

☆旅行や欲しいものなどあきらめて、潤いのない生活をしてい
る。（秋田） 

☆もうすこし先で大変になる前に尊厳死を選びたい。（東京） 

☆貯金を取り崩して何とかやっているが、近々それができなくな
る状況。この先が心配。（長崎） 

☆夫が亡くなったら収入が減り、生きていけない。（静岡） 

☆夫がやっと老健施設に入ったが、月24万円の利用料は夫の
年金では足りない。（埼玉） 

☆子どもには迷惑をかけたくない。子どもは自分の生活が大変
だから。（鹿児島） 

 

年金者組合女性部による 

女性高齢者の生活実調査に寄せられた声 



年金を下げるのは当たり前  ????  

     改悪・削減の流れを変えよう 

年金引き下げ 

賃金引き下げ 購買力低下 
将来不安 
増大   

地域経済・景気
悪化 

このままでは悪循環    

どんな口実の年金引き下げもやめさせよう 



消費税によらない「最低保障年金制度」をつくり、 

   無年金・低年金者をなくそう 

     改悪・削減の流れを変えよう 

当面、誰にでも3.3万円を保障させよう 

いまの制度では、必ず無年金者が生まれます。
基礎部分８万円を保険料ではなく、税金で負担す
る制度に切り替えましょう。 

基礎年金の国庫負担分（3.3万円）は、誰でもが受
け取る権利があります。基礎年金の半額が3.3万

円に達していない人には、直ちにその差額を支給
させましょう。 



  2.5%年金削減の10月実施を阻止した力を土台
に、１０月臨時国会、来春1月の通常国会でも成
立をストップさせよう。 

   やりがいの時、運動を広げよう 

総選挙は絶好の機会、年金を削減せず、
消費税増税を廃止する国会をつくろう 

資格期間の短縮を無条件で直ちに実施させよ
う。「追加費用分」の削減をやめさせよう 

「マクロ経済スライド」を廃止し、消費者物価指数
見合いの引き下げスライドも廃止させよう。 



若者こそ被害者 

   やりがいの時、運動を広げよう 

これからの受給者にはもっと大きな被害が 

支給額が年々減らされている上に、マクロの発動、支
給開始年齢の引き上げ、しかも非正規労働者が増え、
年金の計算基礎になる賃金も下がるばかり。これでは
お先真っ暗。 

希望を持てる年金・社会保障制度とするために 

改悪の中身を知らせ、ともにたたかおう 

「社会保障は労働運動あってこそ」と語り合おう 



まちづくり・仲間づくりの運動と結んで 

   やりがいの時、運動を広げよう 

まちづくりの第一歩は所得保障 

住んでいるまちの年金収入を調べよう 

道路、公園、駅、バス等々、改善要求を出そう 

緊急通報システムなど福祉施策の改善を
求めよう 

まわりの高齢者とともに運動し、運動の中
で仲間を広げよう 



もっともっと広げよう 

   やりがいの時、運動を広げよう 

署名・宣伝活動…街頭、老人クラブ等々 

地方議会の意見書採択 

市町村長との懇談 

労働組合・諸団体の訪問・懇談 

地元国会議員・予定候補者の訪問・懇談 



 

3千万高齢者を代表する運動と組織を 

2012年9月 作成 


