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　滋賀退職者連合は、 第２３回総会を２月２５日

（土） ライズヴィル都賀山にて、 役員、 代議員合

わせて６８名の参加のもと、 開催しました。

　冒頭、 増田勝治会長が挨拶を述べ、　来賓に

は、 連合滋賀山田清会長にお越しいただきご祝

辞を賜りました。

　総会では、 ２０１６年度活動報告、 会計 ・監査

報告を行い、 ２０１７年度の運動方針 （案）、 予

算 （案） についての各議案が全会一致で確認さ

れました。

　その後、 役員の退任にともなう功労者表彰とし

て、 ２００８年から滋賀退職者連合幹事としてお努

めいただいた全印刷労組退職者の会彦根支部の

西田勝治氏に、 その功労を称え感謝の意を表し

て表彰を行いました。

　最後に、 関労滋賀地区ＯＢ会の松苗幹事によ

る総会宣言を提案し、 満場の拍手で採択されま

した。

　総会終了後は懇親会を開き、 川端達夫衆議院

議員も駆けつけていただきまして、 会員同士の

交流 ・親睦を深めました。

　２０１７年度の活動方針では、①高齢者が安心し

て暮らせる社会の仕組みや、 信頼できる充実し

た年金 ・医療制度 ・社会保険制度 ・ 税制改革

をめざす取り組みを引き続き行っていくこと、 ま

た、②会員相互の交流 ・親睦を深めるため、 グ

ラウンドゴルフ大会の開催や近畿ブロック主催の

秋のハイキングなどに積極的に参加すること、③

各種の取り組みについて 「現 ・体一致」 で相互

に支援し合いながら取り組むことなどが確認され

ました。

２０１６年度も滋賀退連の活動に

ご参加いただきありがとうございました！

２０１７年度も引き続きよろしくお願いいたします！

総会挨拶

増田勝治　会長

　昨年、 第２２回総会で吉川会長 ・山﨑事務局長体制
から代わりましたが、 皆さまのご協力のおかげ様で
2016 年度の活動を行うことができました。
　今年は特に、 近畿ブロックハイキングが滋賀県近江八
幡市で開催され、 他府県の方々からも好評価をいただ
ける程、 成功裏に終えることができました事は大変喜ば
しいことであります。
　世界情勢を見ていますと、 イギリスのＥＵ離脱、 アメリ
カのトランプ大統領就任、 さらには北朝鮮の金正男暗
殺など、 先行きが不安な情勢となっております。
　国内の安倍政権の政治運営におきましては、ＧＰＩＦの
年金の株式運用の拡大や、 鑑定価格約９億円の国有
地を国側はしっかりとした確認もなく値引きし、 法人へ
約１億円で売却するなど 「お金の使い道」 がしっかりと
国民のために使われているのか疑問を感じます。
　このような不合理な多い社会でありますが、 滋賀退職
者連合の絆、 地域の絆をより強固なものとし、 私たち
の制度要求などを実現するためにも、 今後とも滋賀退
職者連合の活動にお力添え賜りたいと存じます。

功
労
者
表
彰
を
授
与
す
る

全
印
刷
労
組
退
職
者
の
会
彦
根
支
部

西
田
勝
治
さ
ん



滋賀退職者連合会報2017 年 2 月 28 日 第 51 号　（３）2017 年 2 月 28 日 滋賀退職者連合会報 第 51 号　（２）

　政策 ・制度の実現に向けた運動として、 社会保障

制度等に関する要求書を１１月７日に滋賀県健康医

療福祉部、 滋賀県選出の国会議員 （１２月６日に川

端達夫衆議院議員 ・ １２月１３日に田島一成衆議院

議員） へ提出しました。

　今回、 新たに滋賀県には、 貧困 ・低所得者対策

について、 生活困窮者自立支援法が当事者の利保

障を前提に確実な事業実施を図ることと相談窓口の

充実を要求し、 地域公共交通の充実について、 高

齢者や障がい者の生活に必要な移動手段確保を社

会保障の一環に位置づけ、 交通政策基本法の趣旨

を踏まえて国と自治体が一体となった取り組みを行う

よう要求しました。

社会保障制度等に関する要請行動を実施

滋賀県健康医療福祉部

国会議員

心身元気だから「准高齢者」に思う
ＪＡＭ滋賀シニアクラブ　酒田　郁

　昨年の内閣府に続いて日本老年学会と日本老年医

学会から、 新年早々心身の健康に関する各種の調

査をもとに、 これまで６５歳以上としていた高齢者を、

新たに６５～７４歳は心身とも元気だから准高齢者に、

７５歳以上を高齢者とし９０歳以上を超高齢者とする提

言が発表された。 前期高齢者や後期高齢者に加え、

新たな名称で２０年前に比べて心身元気で長生きで

きると、 高齢者世代を再分類され素直に喜んでいて

良いのだろうか。

　金の卵と言われ集団就職列車で故郷を後に、 ６５

歳前後まで４０年余も汗水たらして働いて子や孫の成

長を見守ってきた。 退職後に毎日が日曜日の年金

生活者として、 これまでご無沙汰の自治会活動やボ

ランティアにも参画、 ようやく自分のための時間割を

考え、 ストレス発散と健康維持を兼ねたグラウンドゴ

ルフや、 気の合う仲間とのささやかな一杯の生活さ

え、 この先どうなるのかと懸念するのは私だけなので

しょうか。

　思えば在職中に６０歳から受給のはずだった年金は

次第に先送りされ、今や６５歳受給まで延長となった。

そして１００年は大丈夫の受給額さえもマクロ経済スラ

イド制等によって平成２１年度以降６８歳以上は現役

いきいき
元気に活動中！

全印刷退職者の会は、 会員相互の交流を深め、 「き

ずな」 を大切にして、 私たちの諸要求である年金 ・

医療 ・福祉など社会福祉制度の改善 ・充実に向け、

と共に積極的に取り組んでいます。

　また、 会員の協力を得ながら親睦と健康を目的とし

たグラウンドゴルフ （滋賀退職者連合主催） ハイキン

グ （近畿ブロック主催） などにも積極的に参加してきま

した。

　彦根支部の取り組みとして、平成28年4月9日（土）、

恒例の 「お花見及びグラウンドゴルフ大会」 を開催し

ました。 当日は天候にも恵まれ、 満開の桜の下、 会

員の余興なども飛び出し、 懐かしい会員の方々と旧交

を深めることができ、 楽しい 1日が過ごせました。

全印刷退職者の会彦根支部

世代賃金の５０％を下回る可能性が指摘されている。

　その上、 わずかな蓄えもマイナス金利の導入で預

金金利は無いがごとし、 老老介護や孤独死の不安

に日々の暮らしを切り詰めて細々過ごす生活に長生

きするだけの意義があるのか。

　アベノミクスの１億総活躍社会とは、 リタイヤした高

齢者を細分化して世代間の対立を煽り、 年金や福祉

医療費の負担削減を目指す肩たたき社会なのか。

　団塊世代の准高齢者よ。 現実を直視し、 本当に

心身共に元気ならば声をあげアベシンゴジラの暴走

を止め、 人任せでなく自らの行動によって我が国の

政治を変える原動力となろうではないか。 夢ある超高

齢者までに時間は余るほどあるよ。

（写真はアベシンゴジラ凍結保存先？秋田県男鹿半島のゴジラ岩）

　現在、 退職者の会は会員数が 100 名を割っていて

平均年齢も上がっています。

会員の減少は会の存続にかかわる喫緊の課題です。

今後会員の高齢化や、 いずれはなると言われている

定年年齢の引き上げにより 65 歳からの加入等の直面

する課題に取り組むとともに、 会員の拡大に向け現退

一致で取り組んでいきます。

・持続可能な社会保障制度について

・地域包括ケアシステムについて

・介護保険制度について

・貧困・低所得者対策について

・地域公共交通の充実について

・持続可能な社会保障制度について

・社会保障教育の推進について

・雇用・労働法制について

・被用者保険の確実な適用と対象拡大について

・年金税制について

・医療制度について

・介護保険制度について

・貧困・低所得者対策について

滋賀県健康医療福祉部 衆議院議員川端達夫事務所 衆議院議員田島一成事務所


