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日本が批准している ILO102 号条約（社会保障の最低基準）に関して、日本政府に
よる際限ない公的年金削減の条約違反を示す資料・文書を準備し、ILO 事務局との意
見交換、技術支援要請を行います。また、労働者活動局との懇談を行い、今後の ILO
訪問の窓口をはじめ条約や勧告の活用についてのアドバイスを受けます。
さらに、全日本年金者組合結成 30 周年記念行事の一環として、日本で初めての全
国 的 な 年 金 者 組 合 結 成 へ と 奮 い 立 た せ て く れ た イ タ リ ア 年 金 者 組 合 （ CGILSPI=2018 年創立 70 周年）を訪問し、今日の組織と運動、年金制度などを学ぶととも
に、友好・協力の関係を築きます。

参加者
●中央本部 加藤益雄（副委員長）、廣岡元穂（書記長）、宮嶋博美（執行委員）
●東京都本部 杉山文一（委員長）、石塚恵章（副委員長）
●埼玉県本部 宇佐美忠利（委員長）
●愛知県本部 伊藤良孝（委員長）
●京都府本部 山本和夫（委員長）
●大阪府本部 加納 忠（委員長）
●兵庫県本部 賀川純子（女性部事務局長）
〇弁護士
喜田崇之（関西合同法律事務所）
◎通訳
伊原聡子

主な訪問日程
１、１０月２８日
（１）ILO 初代建物訪問
（２）ILO 本部訪問し２９日の懇談のとりつけを行う
（３）ILO１０２号条約の担当者との懇談の打ち合わせ会議の開催
２、１０月２９日
（１）ILO 本部の公式見学
（２）ILO１０２号条約の基準局との懇談
（３）労働者活動局との懇談
３、１０月３０日
イタリア年金者組合（SPI-CGIL）中央本部との懇談
４、１０月３１日
（１）SPI-CGILILO ラツィオ州年金者組合との懇談
（Sindacato Pensionati Regionale Lazzio）
（２）レガの実態調査
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ILO 事務局への要請行動

10 月 29 日（火）14 時～15 時 45 分

ILO 事務局側の参加者
Ms.Emmanuelle St-Pierre Guilbault
エマニュエル・サンピエール ギルボ－（女性）
ILO 社会保護局社会保護政策専門官 Kroum Markov
クルム・マルコフ（男性）
社会保障労働基準専門官

１、加藤益雄 中央本部・副委員長（団長）挨拶
こんにちは。全日本年金者組合 ILO 訪問団団長の加藤益雄です。本日は、ILO 理
事会というご多忙な中、応対してくださいまして感謝申し上げます。
2016 年に始まった私たちの ILO 訪問は今回で 4 回目です。第 1 回では年金者組合
の組織と運動を紹介し、全国規模に広がってきた年金引き下げ違憲裁判についての報
告、第 2 回では日本の公的年金制度の改定経過をたどるとともに、その最大の問題が
低年金・無年金であることを示し、第 3 回では年金裁判で原告側から出された意見書
で明らかにされた日本の高齢者の貧困化の実態とともに、その主な原因が年金の度重
なる減額にあることを明らかにしました。
そして今回、私たちの報告は、この夏、日本国民に大きな衝撃を与えた金融庁報告、
そのベースは厚生労働
省報告ですが、
「老後は
公的年金だけでは
2000 万円不足」、
「マク
ロ経済スライドで年金
は最終総額 7 兆円減額」
と想定し、将来の年金
世代に預貯金・投資信
託などの資産形成を図
るよう呼び掛けていま
す。それらの内容につ
いては、この後、廣岡
書記長から報告します。
（写真）ILO 基準局でも冒頭あいさつをする加藤副委員長（団長）ILO 本部

最後に、この 4 年間の年金者組合の報告は一貫して日本が批准している ILO102 号
（社会保障の最低基準）条約を念頭に置いたものであることを申し添えておきます。
エマニュエル 皆さん、こんにちは。エマニュエル・サンピエールです。ILO の社会
保障労働基準の専門家です。
マルコフ
皆さん、こんにちは。クルフ・マルコフです。ILO 社会保護局社会保
障政策専門家です。すでにお会いした方とはまたお会いできて、また、今回初めての
方、特に弁護士の方を交えてお目にかかることができて光栄です。エマニュエルと私
は、全日本年金者組合の方々とここ数年お会いしており、今回も、皆さんへ労働基準
等に関するよりよい助言を差し上げたいと思っています。
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２、廣岡元穂
中央本部・書記長の報告（詳細は資料１・P12）
全日本年金者組合書記長の廣岡です。今から私が報告する内容は後程英文でお渡し
いたします。
２０１８年５月に ILO を訪問した以降、日本の年金問題をめぐる情勢の変化につ
いて報告します。日本政府の金融庁が今年の 6 月 3 日に「高齢者社会における資産形
成・管理」という報告書を公表しました。この報告書では、公的年金の受給があって
も、定年後に夫婦で 95 歳まで生きるには約 2000 万円の貯蓄が必要だという内容で
す。2000 万円不足するという試算は厚生労働省が示した数字です。この報告書が国
民的一大関心事になった理由は 2 つあります。老後 65 歳までに 2000 万円も貯蓄が
できるかというのが第一です。第二に、公的年金のみでは老後の生活ができないとい
う現実を突きつけられたことです。報告書の試算で言われている 2000 万円というの
は、年間で２３０万円の年金を受け取れる比較的裕福な高齢者の人たちのことです。
基礎年金（国民年金）をもらっている人は月額平均 5 万６千円しかもらっていません。
この人たちが老後 30 年間で不足する金額は 5400 万円にもなります。
厚生労働省の調査では、年金を年間受取り額 120 万円未満の高齢者が 46％もいま
す。年間 84 万円未満しか受け取れない高齢者が 27.8％もいます。このようなケース
では、老後に 2000 万円の貯金でも足りないという現実が待ち構えています。ですか
ら、老後も可能か限り働かなければならないという状況にあります。最終的には生活
保護に頼らざるを得ないというのが現実です。
（政府はこの報告書の受け取りを拒否し、９月２５日には金融庁の金融審議会が報
告書を撤回しました。報告書を受け取らなくても、撤回しても老後資金２０００万円
がたりないことに変わりはありません。）
マクロ経済スライドについて報告する予定でしたが、時間がありませんし、後ほど、
弁護士の喜田さんが詳しく報告しますので、私からはこの件について報告しないで、
喜田さんにお譲りします。
最後に ILO に対する要請を行います。現在の日本の年金水準が ILO102 号条約の
水準には届いていないという現実があります。日本政府に対して、ILO102 号条約に
基づいて、年金生活者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる年金水準
を確保するように指導と援助をお願いします。
３、喜田崇之弁護士の報告
はじめに
みなさん、こんにちは。私は、年金問題に取り組む日本の弁護士の喜田です。本
日はお忙しい中お時間を作っていただき、ありがとうございます。本日は、日本の
年金制度およびその問題点をご説明したいと思います。特に、現在および将来の年
金水準が ILO102 号条約の水準に到達していないことをご理解いただきたいと思っ
ています。まずは、日本の年金制度について簡単に説明いたします。
第1 日本の年金制度
日本の年金制度は、大きく二つの制度があります。1 つめが、老齢基礎年金と呼ば
れるものです。これは、すべての国民が加入することになっています。現在のところ
40 年間保険料を支払った場合、65 歳から月額 6 万 5000 円支給されます。老齢基礎
年金を受け取る人の平均額は、月約 5 万 5000 円です。
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2 つ目が、厚生老齢年金と呼ばれるものです。この年金は、いわゆる給与所得者が
加入し、40 年保険料を払います。しかし、非正規労働者、アルバイト、パートタイム
労働者等のほとんどは、厚生年金に加入する
ことができません。その保険料は、会社と半
分ずつシェアすることになり、保険料はその
人の給与に応じて決まります。
厚生老齢年金を受け取っている人の平均金
額は、1 か月あたり 14.7 万円です。給与所
得者は、さきほどの老齢基礎年金と重複的に
受給することになります。したがって、給与
所得者は、平均すると、月額 20 万 2000 円
の年金をもらうことになります。
過去は、老齢厚生年金を受給できるのは
60 歳でしたが、同じように年金財政が足り
ないことを理由に、65 歳に引き上げられま
した。
注意すべき点は、パートタイム労働者や、
私のような自営業者は、老齢基礎年金だけし
か受け取れません。ゆえに、その人たちの生
活は、退職後に十分な貯蓄を持っているので
（写真）ILO 基準局のエマニュエルさんとマルコフ
氏と懇談する訪問団のメンバー＝ILO 本部
ない限り厳しいものになります。
他にも、公務員共済年金等の年金制度があり
ます。が、ここでは説明を省略します。
第2 物価スライドとマクロ経済スライド
次に、日本の年金制度の様々な問題を説明します。
多くの国の制度で導入されているように、日本にも物価スライド制度があります。
物価が上がれば同じだけ年金額も上がり、物価が下がれば年金額も同じだけ下がるの
が原則です。ところが、2004 年、政府は、日本は高齢化による年金制度の崩壊に対処
しなければならないと言い張り、調整の名の元に、この物価スライドの適用によるす
べての種類の年金額の増額を制限する制度を新しく作りました。これがマクロ経済ス
ライドというものです。
私たちは、このマクロ経済スライドがもっとも重要な問題だと考えています。
2015 年の例で具体的に述べます。
2015 年は、物価スライドを適用すると、年金額を 1.8％増やさなければなりません
でした。しかし、マクロ経済スライドが適用され、0.9％減額され、0.9％の上昇にと
どまりました。言い換えれば、このルールにより、実質的に 0.9％が削減されたので
す。このマクロ経済スライドは、次の 2 つの要素で、削減を正当化します。
1 つめは、平均余命の伸びです。これにより 0.3％の削減が固定されます。もう 1 つ
は、被保険者の増加です。これにより、0.6％から 0.9％の削減が予想されました。
この新しいルールは、物価が上がりさえすれば毎年適用されるものです。そして、誰
にでも適用されます。所得や年金額にかかわらずです。ですから、老齢基礎年金しか
受給していない人たちのような人にはとても厳しいルールです。
似たような仕組みを導入している国があると聞いていますが、貧困者に対するケア
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をしており、低年金者にも一律に適用されることはありません。
このマクロ経済スライドを将来にわたって約 25 年間適用し続けるとどうなるので
しょうか。政府は、5 年に 1 度、年金財政の将来見通しを検証し、発表することにな
っています。最新の検証は、2019 年 8 月に発表されました。結果は次の通りです。
財政検証によると、老齢基礎年金の削減の見通しは約 30％です。削減される金額
は、合計 7 兆円に及びます。先ほど申し上げたとおり、老齢基礎年金の満額はひと月
あたり約 6 万 5000 円ですが、2043 年には月額 4 万 5000 円まで削減が見込まれてい
ます。そして、厚生老齢年金の削減の見通しは、約 20％です。厚生年金の平均受給額
は、月額 11 万 7600 円になります。つまり、老齢基礎年金の方が、厚生老齢年金より
削減されることになります。より弱者に厳しい制度になっているということであり、
この制度が不合理であることを示しています。
しかし、実際には、もっと大きな削減が見込まれると多くの専門家が指摘していま
す。2019 年に発表した政府の見通しは、あまりにも楽観的かつ非現実的だからです。
このテータを見てください。これは、財政検証の 1 つのデータです。日本政府は、状
況に応じて（経済成長率や賃金上昇率等）6 つの将来見込みのパターンを示しました。
このすべてのケースで、賃金上昇率が毎年 0.4％上昇し続けることを前提として計算
されています。しかし、実際には、2013 年から 2018 年まで 2 回しか賃金は上昇して
いません。しかも、信じられないかもしれませんが、日本政府は経済をよく見せる
ために、2018 年のデータを操作していることも判明しました。ですので、誰も 2018
年に本当に賃金が上昇したと言えません。それどころか、厚生労働省のデータによる
と、この 20 年（1995 年から 2015 年）で実質賃金は 0.7％減っています。ですので、
この表の経済前提が実現するはずないと指摘されています。
言うまでもなく、賃金上昇率が伸びなければ、年金財政はよくなりえず、年金削減
はより大きくなります。こういったわけで、多くの専門家が状況はもっと深刻になる
だろうと指摘しているのです。ですので、現在の推計よりも年金は減らされるだろう
と言わなければならないのです。
このような、年金を破壊するマクロ経済スライドに対し、全国の年金者組合の組合
員を中心として約 5279 名
の原告が、39 の裁判所で提
訴しました。
私たちは、今もこの裁判を
闘っています。そして、私を
含めて多くの弁護士がサポ
ートしています。私たちは、
マクロ経済スライドが憲法
違反、社会権規約違反、
ILO102 号条約違反等であ
ると主張しています。
（写真）ILO100 周年記念の絨毯＝ジュネ―ブ ILO 本部
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第3 その他
実は、他にも、日本政府は、年金を削減する仕組みを導入しています。ここでは、
その一つだけを紹介します。
2018 年 10 月、物価スライドの例外が設けられることになりました。例えば、物価
が 1％上がり、平均賃金が 2％下がった場合、物価スライドによれば、年金額を据え
置くことになっていました。しかし、この場合、平均賃金が 2％下がったことにあわ
せて、年金額も 2％減額することになりました。政府は、賃金が下がったときには、
若い世代と年金世代の不均衡を埋め、若い世代の負担を減らす必要があると説明しま
す。しかしながら、高齢者にとってみれば、物価が上がっているにもかかわらず、年
金額が下げられることになりますので、明らかに二重のダメージを受けることになり
ます。さらに、日本政府は、さらなる年金受給年齢の引き上げを画策しています。実
際、いくつかの政府の専門委員会がそれを提案しています。近い将来、受給年齢は 68
歳になるかもしれませんし、状況が悪ければ、70 歳になることすらあるかもしれませ
ん。厚生老齢年金も同様です。
第4 ILO102 号条約との関係での問題
それでは、ILO102 号条約との関係でお話をします。私たちは、日本の年金水準は、
明らかに ILO102 号条約に反していると考えます。
まず、日本政府はどのように説明をしているのでしょうか。日本政府は、5 年ごと
に ILO に報告文書を出しています。そこでは、厚生年金が ILO102 号条約 65 条や 28
条の適用があることを前提として、現在の年金水準が、これらの条文を犯していない
と説明しています。ご承知の通り、これらの条文は、30 年の保険を掛けた場合に、従
前所得の 40％を保障することを要求しています。
日本政府は、2012 年の例では、次のように説明しました。
政府は、まず、夫と専業主婦の世帯をモデルケースとします。そして、彼らが、30
年間勤めた場合には、全部で月額 16 万 5000 円の年金を受け取れると計算します。
他方で、平均標準報酬月額というデータを用いて、労働者の所得が合計月 31 万 5000
円だと述べ、結果、年金額は、従前所得の 52.4％確保されていると説明します。しか
し、この 52.4％は正しくない数字だと考えます。
政府が利用した賃金データはふさわしくありません。なぜなら、そもそも、賃金デ
ータは日本には複数あるが、政府が使った賃金データには賞与が含まれていないから
です。ゆえに、実際より賃金が低く算出されることになる。日本では、通常の賃金を
低くして、賞与を多く出す企業も多い。
賞与を含んだ賃金統計で、毎月勤労統計の、2015 年の製造業（5 人以上）の一般的
な労働者の月額給与は約 42 万円。年金額は、わずかに 40％を割り込みます。そして、
その数字は、先ほど述べたマクロ経済スライドの適用により、どんどん悪くなってい
くのです。25 年後の試算をあてはめると、年金額は 12 万 2230 円になり、割合は 29％
になります。
老齢基礎年金だけしかもらっていない人たちや、一人暮らしの人で平均的な厚生年
金しかもらっていない人たちは、より深刻です。
先ほど説明しましたように、基礎年金の平均は 5 万 5000 円です。（30 年だと 4 万
1250 円です）。
私たちは、老齢基礎年金には、66 条が適用されると考えています。66 条は、その
6

年金額が、普通成年男子労働者の賃金とその配偶者に支給される家族手当の額との合
計額の 40％であることを求めています。そして、66 条 4 項は、普通成年男子労働者
とは、非熟練労働者であるべきとしています。
ただ、日本のどの統計が、非熟練労働者の給料に該当するかどうかは定かではあり
ません。しかし、給料の低い業界の給料でさえ、平均賃金は月額 25 万円以上ありま
す。これに比較すると 4 万 1250 円というのは、20％以下ということになります。
このようなわずかな年金で、どうやって生活するというのでしょうか。
第 5 まとめ
今までの話をここでまとめます。
①日本の年金は、すでにどんどん下げられてきたこと。
②30 年後には少なくとも今の水準より 2 割～3 割削減される見通しであり、もっ
と削減される可能性があること。
③他にも年金削減の様々な制度を導入していること
④日本政府は、さらなる減額、たとえば、支給開始年齢のさらなる引き上げを議
論していること。
第5 最後に
私たちは、真剣に、日本の年金を取り巻く状況を憂いています。皆さんには、こ
の深刻な状況をご理解いただいたと確信しております。
最終的には、ILO の皆様には、現在の日本の年金水準が ILO102 号条約に反し
ているとおっしゃっていただきたい。そして、日本政府に対し、年金水準を、特に
老齢基礎年金部分について、改善するように警告していただきたいと考えていま
す。また、年金制度を破壊する不合理なルールを廃止するように、とりわけマクロ
経済スライドを廃止する
ように、警告していただき
たいと考えています。
高齢者も現役世代の生活
や、日本社会を守るために。

（写真）エマニュエル氏とマルコフ氏に説明する喜田弁護士
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マルコフ
今回、ILO ガイ・ライダ
ー事務総長に宛てた文章
は、ILO 憲章違反申立てて
手続きに沿ったものなの
でしょうか、それとも情報
提供という形なのでしょ
うか。
加藤
情報提供として提出し
ています。

４、賀川純子
兵庫県女性部事務局長
全日本年金者組合の女性部中央委員の賀川純子といいます。よろしくお願いい
たします。今日は、日本の女性の低年金の問題について報告をさせていただきた
いと思っています。昨年度も女性の低年金についての報告があり重複する場合が
あるかもしれませんが、再度報告させていただきます。全日本年金組合の女性部
が 2012 年に高齢者女性の生活実態調査を実施いたしました。その結果によると、
女性の 34％が月額平均 5 万 5000 円未満の国民年金の受給者であるということが
わかりました。さらに、44.3％の人たちが月額 10 万円以下で生活をしているとい
う実態も明らかになりました。
次に、女性の低年金問題を生み出している要因について述べたいと思います。
1 つの要因として、保険料の納入額、納入期間しか年金受給額にリンクしていな
いという現在の年金制度のもとで、男女の雇用形態のあり方によって、男女間の
賃金差別が生まれ、賃金格差が生まれているということです。
2 つ目の要因は、女性は、結婚、妊娠、出産、育児などによる退職という問題で
す。育児が終わると、性的役割分担により、パートや臨時雇用など、非正規雇用に
移行していきます。このジェンダー問題が日本の女性の低年金・無年金を作り出
していく 2 つ目の大きな要因となっています。
2016 年の政府統計では、月額 10 万円未満の厚生年金受給者が、男性では 138
万 8 千人、13.1％に対して、女性は半数以上の 250 万人、52.6％にも達していま
す。この状況は現在に至っても全く改善されておらず、さらに悪化の状況にあり
ます。最後に、すべての世代が安心して、自分らしく暮らしていける最低保障年金
制度の早期の実現を願って私の発言を終わります。ありがとうございます。
５、石塚恵章
東京都副委員長
私は、東京都年金引き下げ違憲訴訟原告団の事務局長の石塚恵章と申します。
年金は高齢者にとっては命綱です。東京原告団の状況を報告したいと思います。東
京原告団 728 人のうち 460 人の原告と原告以外 8 人の方から生活状況を含めたもの
を陳述書として裁判所に提出しています。
10 月 1 日と 8 日の二日間で、原告本人 13 人と経済学者 1 人、現役労働者 1 人の証
人尋問が行われました。年金引き下げが原告の生活の経済基盤を揺るがしている実態
が明らかになりました。特徴的は、数年間、下着以外は買っていない、その他の衣類
は地域のバーゲンとかバザーで調達しています。映画、娯楽、旅行などを楽しむ機会
は年々減少しています。
特に 2 人の方のことを話したいと思います。
瓦職人の小川延男さんは、生活保護を受けたいと 50 年連れ添った妻に相談しまし
た。妻からは、生活保護を受けるなら離婚したいと言われました。実際に 10 月 8 日
以前に正式に離婚が決まりました。最低保障年金制度があれば離婚の悲劇はなかった
と思います。
正社員とパートを繰り返していた斎藤美恵子さんは、若い頃に貯めた預金がなくな
るのが先か、命がなくなるのが先か、の不安で毎日を過ごしています。
私も 14 年前に退職しましたが、このスーツの作成は 2000 年 11 月です。この 6 年
間で年金は 2 万 8803 円減少、保険料は 12 万 2451 円増加しています。誰もが安心し
て生き続けることができる社会を目指すためにも、どうしても最低保障年金制度の創
設が必要だと思います。 以上で報告を終わります。
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６、ILO 事務局からの発言
エマニュエル
本日は、非常に詳しく、体系だった説明、情報提供をいただき、ありがとうござい
ます。皆さんの詳しい説明、昨年のものを含め、すべて記録しています。特に、金融
庁が公表した報告書は、年金に関する統計、研究、分析の公式データとして書き留め
ました。
また、皆さんの ILO 憲章第 24 条に基づく申立てについてですが。
（憲章第 24 条及び第 25 条に基づく申立て：
「使用者又は労働者の産業上の団体は、
ILO 憲章第 24 条及び 25 条に基づき、ある国がその批准条約を遵守してないという
申立てを ILO に提起することができる。」）
昨年、皆さんがジュネーブにいらした時、こちらから説明した助言に基づいたもの
だと思いますが、ILO102 号条約に反するとして憲章 24 条に基づく申立てに関して、
いくつかのアドバイスを差し上げたいと思います。
ILO102 号条約「1952 年の社会保障（最低基準）条約」は、年金制度のなかで異な
る種類の年金受給について適用されます。日本政府の条約・勧告の適用実施状況報告
書では、102 号条約第 5 部--老齢給付--について、日本政府は厚生年金について回答し
ており、国民基礎年金についてではありません。ですから、助言としては、皆さんの
申立てでは、年金削減の現状について厚生年金に集中して反論することです。現在、
日本政府は厚生年金を使って論じています。法律の具体的な条項をとりあげながら、
反証していくこと。これは重要な点です。その上で、さらに国民基礎年金も最低基準
に達していないことも言及できます。
申し訳ありませんが、次の予定がありますので、ここで退席させていただきますが、
マルコフの方からこの点を詳しく説明いたします。（エマニュエルさん、退席）
マルコフ
皆さんが ILO 憲章第 24 条に戻づく申立てを意図しているなら、決められた手続き
を踏む必要があります。文章として明記されていますので、確認しましょう。
憲章第 2 条に、申立てが受理可能である条件があります。受理可能の基準は非常に
客観的です。
申立ての主体は、
「使用者又は労働者の産業上の団体」となっており、年金者組合が
労働組合の内部組織であり、これにあてはまるか定款を確認してください。おそらく、
労働組合と共同で申立てをするのがよいでしょう。
過去には、申立ては、労働組合に所属しない年金者組合でも単独で提起し受理可能
でしたが、もし、労働組合と共同でできるなら、その方が受理されやすいです。
その他の基準も客観的です。申立てが受理されたら、政府から 1 名・労働者側 1 名・
使用者側 1 名、計 3 人の理事から構成される委員会が設けられます。
通常、このような憲章 24 条に基づく申立ての前に、憲章 22 条に基づいて報告書を
もとにした議論が行われます。皆さんのおっしゃったように、まず、専門家委員会へ、
条約・勧告の適用実施状況についてできるだけの情報提供を行います。専門家委員会
は、ILO の法的機関で、独立した法律専門家 20 名から構成されています。まず、彼
らが皆さんのケースを通常の報告書で検討します。
憲章第 24 条に基づく申立ては、より対決的な手続きになります。
もう一つ抑えておきたいポイントがあります。
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ILO102 号条約の最低基準、最低保障では、3 つのオプションがあります。簡単に
言うと、65 条は、被雇用者への所得代替率の保障です。65 条は、非雇用者の保護で、
目的は、年金受給額が従前所得のある程度の割合を保障するということです。（社会
委保険での保障）
66 条では、違う論理が展開されています。こちらは最低年金額の保障を言及してい
ます。すべての人々に共通するものです。66 条は、税金を財源とするもので、皆さん

（写真）ILO 労働者活動局のメンバーにお土産を手渡す廣岡書記長と笑顔の喜田弁護士＝ジュネーブ

のいう最低年金保障のことです。これは最低額、すべての人々に共通です。(国庫補助)
67 条は、社会保障、生活保護についてです。これは貧困高齢者に関する事項です。あ
る一定額より低い収入の世帯は、特別に給付が受けられるということです。生活する
のに十分な収入がない貧困世帯は、国の援助が受けられます。
（社会扶助・生活保護）
ですから、ILO 専門家委員会への情報提供文書、または憲章 24 条に基づく申立て文
書を作成する場合、重要なのは、これら 65 条、66 条、67 条の 3 つの条項に関して、
政府にはどの条項について報告するかというオプションがあるということ。政府は、
65 条、66 条、67 条それぞれについて報告する義務はありません。政府は 3 つのうち
1 つを選べます。
エマニュエルが言ったように、日本政府は、報告書での回答として、65 条の社会保
険を通した適用についての報告を選択し、厚生年金のみに関する所得代替率を示して
います。102 号条約は社会保障の最低基準に関してであり、日本政府が厚生年金のみ
の最低基準を報告しているので、他の国民基礎年金については、専門家委員会では査
定・評価、検討されていません。
ですから、皆さんが知らなければならない重要なことは、情報提供文書、申立て文
書を作成する際、もちろん、国民基礎年金が 66 条に基づく最低基準に達していない
ということも加えてよいのですが、法律的に申立て、苦情申立てを行う場合は、政府
の報告書の内容に反論することを主としなければなりません。65 条に基づく厚生年
金も減額されていて、最低基準を下回ること、もちろん、66 条のいう最低基準よりは
下回りはしないものの、これは、皆さんの今日のお話のなかにもありました。しかし、
それでも厚生年金もここ数年に渡り減額されていることを示します。
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これは重要なことです。まず、法的機関である専門家委員会への申立て、そして憲
章 24 条に基づく申立てで政労使 3 者委員会へもっていく。
通常、条約適用実施状況の報告による手続きは、まず政府が提出する報告書の内容
を法的機関である専門家委員会が検討し、次に、政府の回答が十分満足するものでな
い時は、申立てを提起します。もちろん、直接 24 条に基づく申立てをすることもで
きますが、このケースでは、皆さんの状況は、専門家委員会には届いておらず、検討
されていないわけです。24 条申立てでは、政治的な政労使 3 者委員会にかけられる
ことになり、法的機関が関与しないことになります。
憲章 24 条に基づく申立て、これは ‘Representation’ と言いますが、これはいつ
でも提起できます。
ILO 条約適用実施状況に関する報告書の提出は 6 年ごとです。以前は 5 年ごとで
したが、現在は 6 年ごとに変更されています。ILO102 号条約適用実施状況に関する
報告書の日本政府による時間の提出は 2023 年です。もし、皆さんがそれまで待てな
いというなら、もちろん、その前に皆さんのコメントを提出することができます。専
門家委員会は、それが次回の日本政府による報告書提出の 2023 年以前に検討しなけ
ればならないような緊急事項かどうかを審査します。
専門家委員会は、年に一度、11 月から 12 月にかけて開かれます。討議にかけられ
るには、政府がそれまでに回答を示すためには、毎年 9 月 1 日までに皆さんからの報
告、情報文書を提出しなければなりません。つまり、今年はもう遅いということです。
もし、この件について最初の検討が行われるのに 2020 年 11 月まで待てないなら、
憲章 24 条に基づく申立てを行います。こちらは時期の制約はありません。この場合、
3 者委員会にかけられることになり、法的機関ではありません。また、審査がより迅
速に行われるとは限りません。1 月に申立て提起がされたとして、理事会による申立
て受理可能性の審査が早くて 3 月、次は 11 月です。もし、皆さんが来年 2020 年 1 月
に申立てを行ったとして、次の理事会による申立て受理の審査が 2020 年 3 月、それ
に間に合うかどうかは、2 か月という短期間では、翻訳をしたり様々な手続きのため、
微妙です。ですから、来年 3 月に審査結果がでるかどうか難しく、次回は 11 月です。
申立て受理の検討理事会は 3 月、6 月、11 月です。
法律的なことに関していえば、今現在、皆さんに言えることは、2020 年 3 月に ILO
で将来の年金者円卓会議が開催されます。そこでは、年金に関する世界の潮流、挑戦
（トレンド、チャレンジ）について討論会が行われます。この会議は政労使 3 者の参
加によるもので、日本は参加 20 か国に含まれています。もし皆さんが年金問題につ
いて声を上げるなら、労働組合と共同して、この機会を利用できます。
７、時間の関係で発言できなかった「生きる権利の行使『生活保護』
（１）
『新生存権
裁判東京』『第４回口頭弁論東京地裁生活保護（２）』」については資料２（P14-15）
８、 条約勧告適用専門家委員会と憲章２４条に基づく申立て 資料３に掲載 P16
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資料

１

ILO に提出した報告文書
２０１９年１０月２９日

ガイ・ライダーＩＬＯ事務局長 様
全日本年金者組合
中央執行委員長 金子 民夫

１０２号条約の適用状況に関する報告
はじめに
全日本年金者組合（略称：年金者組合）は、今年の８月で結成３０周年を迎えました。年金者
組合は、
「公的年金受給者を中心とした労使関係を持たない個人加盟の組織」で、日本の４７都道
府県すべてに都道府県本部を持ち、９３４支部、組合員が 116､800 人の組合で、日本の労働組合
のナショナルセンターである全国労働組合総連合（略称：全労連）に加盟しています。
安倍内閣は２０１３年１０月、１０年以上も前に３年連続で物価が下がったにもかかわらず年
金を据え置いたという、いわゆる「特例水準」の解消を口実に、年金を３年間で２．５％切り下
げました。これに対して年金者組合は２０１５年２月、鳥取県で２４名の組合員が「年金引下げ
は憲法違反」と裁判に立ち上がったのを皮切りに、現在、４４都道府県で５２９７名が原告とし
て年金裁判運動にとりくんでいます。
裁判の争点は、確定された年金のたび重なる引き下げが、憲法第２９条の「財産権侵害」、憲法
２５条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
、憲法１３条の「個人の尊厳」を侵害する
かどうかです。
ところが、北海道札幌地方裁判所（２０１９年４月２６日）は、原告の求めに対して請求棄却
の不当判決を言い渡しました。証人採用も行わず、国の主張通りで、最初から結論ありきの判決
でした。そのほかの裁判所でも、今年から来年にかけて結審・判決という大変重要な段階を迎え
ています。
高齢者にとって年金は“いのち綱”です。しかし、その年金が一円も出ない無年金者や少しし
か出ない低年金者がたくさんいます。年金者組合は、こうした無年金・低年金者をうみだす日本
の年金制度を根底からあらためる「最低保障年金制度の創設」を結成以来一貫して要求してきま
した。
年金者組合は２０１６年、２０１７年、２０１８年と３年連続して ILO 本部を訪問し、日本の
公的年金削減の経過と実態を伝えてきましたが、２０１８年５月１７日の訪問・懇談以降の日本
国内における情勢の変化について、１０２号条約の適用状況に関する情報提供と要請を行います。
１、
「減らない年金」と「最低保障年金制度創設」に向けた情報提供と要請の主旨
（１）日本政府金融庁の金融審議会が「高齢社会における資産形成・管理」報告書を公表
2019 年 6 月 3 日、金融庁の金融審議会（市場ワーキング・グループ）が「高齢社会における資
産形成・管理」という報告書を公表しました。
この報告書では、高齢夫婦無職世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの無職世帯）では、
公的年金の受給があっても、同世帯の赤字は毎月約 5 万円となり、定年後に夫婦で 95 歳まで生き
る場合には約 2000 万円の貯蓄が必要となる可能性を指摘しました。
この「報告書」が示した３０年で２０００万円不足という試算は、もともと厚生労働省調査が
示した数字です。（第２１回「市場ワーキンググループ」への厚生労働省提出資料、４月１２日）
４月１２日の同審議会の第２１回会議で、厚生労働省年金局の課長は、表１の図表を示し、「無
職となった高齢者世帯の家計は、主に社会保障給付により賄われている」
「現在、高齢夫婦無職世
帯の実収入２０万９,１９８円と家計支出２６万３,７１８円との差は月５.５万円程度で、その高
齢夫婦無職世帯の平均貯蓄額は、赤囲みの部分、２,４８４万円となっている」「今後、実収入の
社会保障給付は低下することから、取り崩す金額が多くなり、さらに余命も延びることで取り崩
す期間も長くなる、今からどう準備していくかが大事なこと」と語り、２０００万円不足の根拠
を示しました。
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表１

（厚生労働省の課長が説明に使った資料）
この「報告書」が国民的な一大関心事となった理由は、
「老後 65 歳までに 2000 万円もの貯蓄が
できるか」という不安と、
「老後に受け取る公的年金のみでは老後の生活ができない」という現実
を突きつけたからです。
報告書の試算では、月額 19 万円の公的年金を受け取ることを前提としているが、年間で約 230
万円（＝19 万円×12 か月）の年金を受け取れるのは比較的裕福な高齢者に限られます。
例えば、国民年金の平均月額５万６０００円の夫婦の年金は、二人合わせて月１１万２０００
円で、高齢夫婦で暮らすのに月２６万円必要となると、月１５万円足りないことになり、１５万
円✕１２カ月✕３０年＝５４００万円必要となります。
厚生労働省「年金制度基礎調査（平成 29 年）
」では公的年金受給額年間 120 万円未満の高齢者
は 46.3％、年間 84 万円未満の年金しか受け取れない高齢者は 27.8％もいます。
このようなケースでは、老後に 2000 万円の貯蓄でも足りず、それ以上の貯蓄をするか、老後も
可能な限り働き、それができなければ、親族に頼るか、生活保護に頼らざるをえません。
（２）日本政府は「マクロ経済スライドの適用により基礎年金は７兆円削減される」ことを認め
た
安倍晋三内閣は７月２日、日本共産党の志位和夫衆議院議員が提出した質問主意書に対する答
弁書を閣議決定し、このなかで年金を自動削減する「マクロ経済スライド」によって、基礎年金
（国民年金）が２０４３年には７兆円削減されることを政府として初めて公式に認めました。
答弁書は、２０１４年の年金財政検証が、マクロ経済スライドによる調整（減額）が終了する
４３年には、基礎年金の所得代替率（現役世代の手取り収入額に対する年金額の割合）が３６・
８％から２６％に下がり、そのことによって基礎年金給付額は１７兆～１８兆円になると見込ん
でいたと指摘。「所得代替率が１４年度から４３年度にかけて低下すると見込まれるのは、マク
ロ経済スライドの適用によるものであるため、仮にマクロ経済スライドの適用がなかった場合、
調整終了年度の基礎年金給付額は約４割増加すると考えられる」と明記しました。
そのうえで、この４割を用いて、マクロ経済スライドを適用しなかった場合の４３年度の基礎
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年金給付額を算出すると「マクロ経済スライドの適用があった場合と比べて約７兆円増加すると
見込んでいる」としていいます。「“７兆円増加する”という書き方をしていますが、『マクロ
経済スライド』を適用すれば７兆円減るということと同じ意味です。
基礎年金が約３割、７兆円減らされれば基礎年金の満額は６万５千円から４万５千円となり、
生活はますます困難になります。これでは日本国憲法２５条が示す「健康で文化的な最低限度の
生活」にはほど遠く、高齢者の貧困がますます広がっていかざるをえません。年金引き下げの仕
組みをなくし、若い人も高齢者も安心して暮らせる「減らない、安全・安心の年金制度」が必要
です。
「マクロ経済スライド」とは
（１）少子高齢化で年金制度が崩壊するとの理由で、2004 年に自公政権によって作られた制度で、
「あらかじめ保険料の上限を定め、その保険料で財政が均衡するまで年金額を自動的に削減する」
仕組みです。
削減は、物価が上がっても、調整率分は年金を上げないことで行います。
例えば、物価が 1％上がった時、調整率が▲0.9％だと、年金は 0.1％しか上がらず、年金の実
質価値は 0.9％削減されます。
（２）調整率は、次の 2 つの項目で構成されています。
①平均余命の伸び・・・▲0.3％（固定数です）
②被保険者数（現役世代の人数）の変化・・・直近 3 か年度の平均で▲0.6～▲0.9％と予想
調整率は、①と②の合計で、毎年▲0.9～▲1.1％と予想されています。
（３）財政均衡は、年金制度ごとに検証しますので、財政基盤が厳しい国民年金制度は、調整期
間が長期化し、削減率は 30％、削減金額は 7 兆円に及びます。
老齢基礎年金が現在満額で 6 万 5 千円ですが、2043 年には 4 万 5 千円に減額となります。
マクロ経済スライドの削減率が低年金者ほど大きい理由は、ここにあります。
（４）上記の通り、マクロ経済スライドは、年金削減だけで財政均衡を行うことを目的とした「年
金自動削減装置」であり、安倍政権の中核となる政策です。
●自動とは、年金削減という大問題を国会の審議なしで行うからです。
２、要請事項
ＩＬＯは、日本政府に対し、ＩＬＯ第１０２号条約に基づき、年金生活者が健康で文化的な最
低限度の生活を営むことができる年金水準を確保するよう指導と援助をしていただきたい。

資料

２
生きる権利の行使

「生活保護」（１）
全日本年金者組合東京都本部 執行委員長 杉山文一

１．政府の画策、「削減は許さない！」
安倍政権の下で、貧困と格差の是正が放置されています。低年金や非正規雇用など深刻
な問題を抱え、貧困に陥っている人が少なくありません。問題が深刻化する中、いざとい
う時の頼みの綱が生活保護です。制度をよく知り、守り抜く必要があります。

２．憲法が定める権利

国は生存権保障義務

生活保護は憲法 25 条にもとづく国民の権利であり、国は「健康で文化的な最低限度の生
活を保障する責任がある。

３．憲法２５条
① すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない。

４．生活保護の４つの基本原理
生活保護には。４つの基本原則があり、憲法２５条を具体化した制度であることが生
活保護法第 1 条に明記されています。
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第１条

＜法の目的＞

憲法２５条に基づき、最低限度の生活の保障と自立の助長を、国の責任で行うこと。
自立の助長とは一人ひとりの能力が生かされ、人間らしい生活が送れるようにすること。

第２条

＜無差別平等＞

働いているとか、扶養義務者がいるということで、差別されることなく、受ける権利
が保障されること。

第３条

＜最低生活保障≫

保障される最低限度の生活は、健康で文化的な水準を維持するものでなければならな
いこと。

第４条

＜保護の補足性＞

①保護は、利用しうる資産也能力のほか、あらゆるものを活用する（保護の要件）
②扶養や他法他施策の活用を保護に優先する。
③窮迫する時は調査なしに、役所の権限でほごされる。

５．２１２万人が理容

単身高齢者が増加

日本で「活保護は恥だ」といった誤った考え方が残っていると同時に、国の生活保護
予 算抑制のために、
「水際作戦」
（福祉事務所の窓口で生活保護を断る。）が横行してい
る。生活保護を利用できるのに利用していない世帯が多く、利用している世帯（捕捉率）
は２割
程度です。

６．保護基準の改悪ストップを！
自民党政府は、生活保護への攻撃を強め、３０１３年８月、１４年４月、１５年４月
と基準引下げ、１５年からは住宅扶助と冬期加算を引下げました。これに対し、２９年
都道府県１０００人を超える人が、「基準の引き下げ」は違法と裁判所訴えています。
人権としての社会保障を求める『人間裁判』

新生存権裁判東京
１．東京地裁前集会

第４回口頭弁論東京地裁

生活保護（２）

２０１９年９月４日東京地方裁判所において、生活保護切り下げは生存権を侵害すると
して５６人の生活保護利用者が引下げ取り消しと、慰謝料を求める訴訟の「新生存権裁判東
京」の第４回口頭弁論が行われました。
（東京の提訴については、ＩＬＯには２日後、２０１
９年９月１６日に訪問報告した）約１１０人の支援者が東京地裁に集まり、各団体からの主
張と原告の方々からも力強く声があがりました。
１０３号大法廷は今回も傍聴席が満席で、傍聴は１００人が申込み、９８人が傍聴しま
した。
主な争点は、物価スライドで毎年、物価を考慮して生活保護基準を変えているにもかかわ
らず、国は、デフレを理由に「デフレ調整」として基準引下げを強行したものです。

２．原告の陳述
５１歳の男性でケースワーカーと老健施設とダブルワークで激務の中、生活保護申請の
断りなどでストレスとなり退職に追い込まれ、実家にかえった。親の死去を機に東京に引
っ越したが、ストレスと飲酒で病気になる。
飲酒壁を乗り越え、生活保護を申請したが、十分な栄養ある食事ができず、病気が悪化
し、携帯の解約や服も変えず、風呂にもろくに入れないギリギリの生活を送ってきた。
生活保護基準の切り下げは自立を拒み、違憲である。人間らしい生活を取り戻すために
基準を元に戻して頂きたいと涙ながらに訴えました。
傍聴席から驚きのため息が漏れる厳しい現実の訴えでありました。
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３．報告集会（国会議員からの激励）
今回も国側はまともな答弁ができなかったようですね。
裁判官が原告の主張に納得し、被告である国に対し納得いく説明と根拠を示した資料の提
出を求めるに至ったことは大きな前進であり、みなさんの生存権裁判運動を大きく動かし
たものだと思います。
憲法を生かし守る運動をさらに広げ大きくするためにも国会議員団も支援と協力を続きい
たしたいと思います。
憲法 25 条は最低の生活基準を示したものではない、人間らしく生きる権利を示したもので
あります。この裁判で生きる権利を勝ち取り、この運動が全国各地で広がることは、政治
を変える大きな力となります。
生存権は政治の問題であります。政治を変えないと根本的な解決になりません。この運動
が政治を変える重要な原動力になるよう私たち国会議員団と共闘し、共に力を合せて頑張
りましょう。
以上
資料３ 条約勧告適用専門家委員会と憲章 4 条に基づく申立て
１、条約勧告適用専門家委員会とは（国際労働基準と国内法令及び実際の適合性を確認するため
の審査機関）
・政府機関だけでなく労使団体も独自の見解をＩＬＯに報告できる
・１１月下旬から１２月中旬の３週間で審査（非公開）
・審査結果は二つの形式で明らかにされる
・専門家委員会は、ILO の法的機関で、独立した法律専門家 20 名から構成されており、ＩＬＯ
に届けられた政府報告書及び労使団体のコメントを審査し、その結果を報告書にまとめ、総会に
提出する。報告書は３部構成になっており、第１部の一般報告には、国際労働基準に関する最近
の動き、加盟国による憲章上の義務の尊重状況や専門家委員会が特に強調したい事項などが含ま
れ、第２部に各国の批准条約適用状況に関する専門家委員会の意見が掲載され、第３部は未批准
条約・勧告に関する総合調査となっている。
・専門家委員会による批准条約の適用状況に関するコメントの方法は２種類あり、一つは意見
（observation）で、もう一つは直接請求（direct request）です。上述の専門家委員会報告書第
２部として公表される意見は、批准条約の適用状況について見られる主要な問題点に関する委員
会のコメントである。報告書が大部になることを避けるため 1957 年から導入された直接請求は、
もっと技術的な問題に関する事項や詳しい情報の請求を内容とし、報告書には掲載されず当該国
政府に直接送付される。
・ILO 条約適用実施状況に関する報告書の提出は、以前は 5 年ごとだったが、現在は 6 年ごと
に変更されている。ILO102 号条約適用実施状況に関する報告書の日本政府による時間の提出は
2023 年である。もし、年金者組合がそれまで待てないというなら、もちろん、その前に組合のコ
メントを提出することができる。専門家委員会は、
それが次回の日本政府による報告書提出の 2023
年以前に検討しなければならないような緊急事項かどうかを審査する。
専門家委員会は、年に一度、11 月から 12 月にかけて開かれる。討議にかけられるには、政府が
それまでに回答を示すためには、毎年 9 月 1 日までに報告、情報文書を提出しなければならない。
２、102 号条約（批准条約）を活用した「申し立て」について
（１）2002 年頃までは労働組合単独で申立てができた
（２）現在では、ナショナルセンターと共同でないと受理されないケースもある
（３）一般的には、憲章 24 条に基づく申立ての前に、憲章 22 条に基づいて報告書をもとにした
議論が行われる。申立てする前に、専門家委員会に対し、条約・勧告の適用実施状況についてで
きるだけ多く情報提供を行う。専門家委員会は 20 名の専門官が情報提供について検討する。
（４）抑えておきたいポイント
ILO102 号条約の最低基準、最低保障について、3 つのオプションがある。65 条は、被雇用者へ
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の所得代替率の保障で、目的は、年金受給額が従前所得のある程度の割合を保障することである。
（社会保険での保障）
66 条は、税金を財源とする最低年金保障のことで、すべての人々に共通する。(国庫補助)
67 条は、社会保障、生活保護で、これは貧困高齢者に関する事項である。ある一定額より低い
収入の世帯は、特別に給付が受けられる。生活するのに十分な収入がない貧困世帯は、国の援助
が受けられる。（社会扶助・生活保護）
（５）政府には 65 条、66 条、67 条の 3 つの条項に関して、それぞれについて報告する義務はな
く、3 つのうち 1 つを選べる。
（どの条項につい ILO に報告するかというオプションがある）
（６）日本政府は、報告書での回答として、65 条の社会保険を通した適用についての報告を選択
し、厚生年金のみに関する所得代替率を示している。102 号条約は社会保障の最低基準に関して
で、日本政府が厚生年金のみの最低基準を報告しているので、国民年金（基礎年金）については、
専門家委員会では査定・評価、検討されていない。
従って、重要なことは、情報提供文書、申立て文書を作成する際、政府の報告書の内容に反論
することを主としなければならない。国民基礎年金が 66 条に基づく最低基準に達していないとい
うことも加えてよいが、法律的に申立て、苦情申立てを行う場合は、政府の報告書の内容に反論
することを主としなければならない。65 条に基づく厚生年金も減額されていて、最低基準を下回
ること、もちろん、66 条のいう最低基準よりは下回りはしないものの、それでも厚生年金もここ
数年に渡り減額されていることを示す必要がある。まず、法的機関である専門家委員会への申立
て、そして憲章 24 条に基づく申立てで政労使 3 者委員会へもっていく。
（７）通常、条約適用実施状況の報告による手続きは、まず政府が提出する報告書の内容を法的
機関である専門家委員会が検討し、次に、政府の回答が十分満足するものでない時は、申立てを
提起する。もちろん、直接 24 条に基づく申立てをすることもできるが、この場合、その内容は、
専門家委員会には届けられず、検討されていない。24 条による申立ては、政治的な政労使 3 者委
員会にかけられることになり、法的機関が関与しないことになる。
（８）憲章 24 条に基づく申立て、はいつでも提起できる。
年金者組合の情報提供について、最初の検討が行われるのに 2020 年 11 月である。それまで待
てないなら、憲章 24 条に基づく申立てを行う事が出来る。こちらは時期の制約はない。この場合、
3 者委員会にかけられることになり、法的機関ではない。また、審査がより迅速に行われるとは限
らない。1 月に申立てがされたとして、理事会による申立て受理可能性の審査が早くて 3 月、次は
11 月である。もし、組合が来年 2020 年 1 月に申立てを行ったとして、次の理事会による申立て
受理の審査が 2020 年 3 月、それに間に合うかどうかは、2 か月という短期間では、翻訳をしたり
様々な手続きのため、微妙である。従って、来年 3 月に審査結果がでるかどうか難しく、次回は
11 月となっている。申立て受理の検討理事会は 3 月、6 月、11 月である。
（９）国際会議を活用したとりくみ
2020 年 3 月に ILO で将来の年金者円卓会議が開催される。そこでは、
年金に関する世界の潮流、
挑戦（トレンド、チャレンジ）について討論会が行われる。この会議は政労使 3 者の参加による
もので、日本は参加 20 か国に含まれている。もし皆さんが年金問題について声を上げるなら、ナ
ショナルセンターと共同して、この機会を利用できる。
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イタリア年金者組合

CGIL-SPI

本部訪問

ローマ 2019 年 10 月 30 日 15 時～18 時
レオポルド タルタリア
ドメニコ パンタレオ
エルネスト ロッキ
マルコ ディルッチョ

本部国際部
本部書記 国際政策担当
本部組織部長
本部組織部

レオポルド タルタリア 本部国際部
皆さん、本日はイタリア年金者組合 CGIL-SPI の本部訪問のためにローマまでお越
しいただきましたことに感謝申し上げます。
私は、レオポルト・タルタリア、CGIL-SPI の中央本部国際部にいます。
この会談の流れとして、まず、我々の組織部のエルネスト・ロッキから私たちの組
織、活動の概要をお話し、次に皆さん全日本年金者組合の方からの活動についてお話
をお聞きした後、質疑応答に入りたいと思います。18 時～18 時半を終了予定とし、
その後アペリティフを用意しています。また、明日の予定をその時にお話します。
廣岡元穂 本部書記長
SPI の組織の構成、歴史については、我々メンバーは事前に勉強してきています。
タリタリア
もし、直接質疑応答に入るのがよかったら、そういたしましょう。
※SPI が事前準備した報告書は資料４に掲載
加藤益雄 本部副委員長
親愛なるイタリア年金者組合の代表の皆さん、本日、皆さんにお会いできることを
大変嬉しく存じます。私たちは、長い間、皆さんにお会いするのを待ち望んでいまし
た。私は、このたびの訪問団の団長、全日本年金者組合副委員長の加藤益雄です。
全日本年金者組合を代表しまして、イタリア年金者組合の指導部の皆様と全国の組合
員の皆様に心からのご挨拶をお伝えできますことを心から喜んでいます。
私たち代表団の 10 名の同僚は、東京、京都、
大阪、愛知、埼玉、兵庫など県本部の委員長です。
私たち全日本年金者組合は今から 30 年前に
結成されました。その契機となったのは、その前
年 1988 年 9 月、当時日本の労働戦線再編の動
きの中で、階級的労働組合運動を志向する潮流
から 27 名の視察研究団が CGIL-SPI を訪問し、
日本で初めての年金者の組合をつくるために、
SPI の運動の現状や歴史、将来の展望について学んできたことでした。
この時、SPI の代表から「いったい誰が日本の年金受給者に責任を持つのか」と言
われたことから、当時の労働組合の先輩たちが「第 2 の青春を年金者組合へ」と奮起
し、短期間の間に全国で結成準備会が作られ、1989 年 8 月 30 日、組合員 12.696 人
で結成するとともに、新しいナショナルセンター全労連への加盟を決定したのです。
今日、年金者組合は組合員 11 万 6000 人、全国 47 都道府県本部・937 支部の組織へ
と成長し、日本の年金者、高齢者の豊かな老後の暮らしを目指し、とくに年金・社会
18

保障要求運動の砦として全国で奮闘しています。
こうした JPU の運動の取り組みについて、私たちはこの 30 年間、CGIL-SPI への
情報提供と交流を怠ってきました。JPU 結成の経緯からすれば、当然やるべきことを
してこなかったということです。私たち代表団は、このことをまずお詫びしなければ
なりません。ここから私たちは皆さんとの友好と協力、連帯を図っていきたいと希望
しています。
CGIL-SPI は結成から 70 年、私たちの倍以上の歴史と伝統を持つ組合です。しか
も、30 年前に私たちの調査研究団が訪問した時の組合員数 200 万人が今日では 300
万人にまで成長した大きな組織となりました。私たちはこの訪問を機会に、今日の
SPI の組織と運動の大きな前進から改めて多くを学んで帰国したいと希望していま
す。最後に、私たち訪問団を受け入れてくださったことに、改めて感謝を申し上げご
挨拶とします。
エルネスト ロッキ 本部組織部長
私たちも、本日は皆さま日本からの訪問団を SPI 本部にお迎えできて光栄に存じま
す。ご存じように、SPI は男女で構成される退職者の組合です。
私たちは長い間交流をしてきませんでしたが、私たちは、退職者、年金者の権利獲
得と擁護、平等を求める闘い、そ
して会員同士の連帯という共通
の価値を掲げています。ここ 30
年で、どのようにして組織が拡
大してきたか、ヨーロッパで最
大の社会労働組合になり得たか
をご説明いたします。
組織が拡大してきた一因は、
我々の社会的活動を地域的に拡
大していったということです。
（写真）イタリア年金者組合の役員（左からマルコ氏、エル
メディアやオピニオンリーダー
ネスト氏、ドメニコ氏、右端が国際部長のレオポルド氏）
がよく話題にする液状化社会の
中で、それに対応してきました。社会の液状化にリンクした、非常に地域、地元に根
差した活動を行っています。
また、CGIL イタリア労働総同盟の内部組織として、その大きな力を維持しつつ、
特に退職者・年金者の利益と権利を守るために積極的な活動をしています。ですから、
当然のごとく、まずは年金受給の保障から始まり、社会福祉、保険医療、自活不能な
要介護の高齢者に対する援助など、高齢者の社会福祉関係の権利の獲得と擁護に関す
る問題について、政府や自治体に働きかけています。
この冊子の表紙を飾るスローガン「VITA AGLI ANNI（幾年もの人生）」をモット
ーに、年齢にこだわらず、すべての世代間での活動を考えています。例えば、私たち
は、学校での活動など、若者と世代間交流、協力しながらの活動を積極的に行ってい
ます。組織は、全国にわたっています。ここは中央本部で、19 の州本部、2 つの自治
県本部、109 の地域本部（広域行政圏本部）、1517 のレガと呼ばれる草の根組織とい
う構造です。
私たちは、FERPA 欧州退職者組合のメンバーであり、また 19 の海外本部を持って
います。というのは、私たちはイタリアから他の国への移民の退職者・年金者をも代
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表しているからです。
では、改めて、本日の皆さんの訪問に感謝の意を表します。私たちは、お互いの経
験を交換し、分かち合い、意見交換することは、年金者・高齢者の生活向上のための
闘いにおいて有意義で大切なことだと感じています。
廣岡
私は書記長の廣岡元穂です。まず、創立 70 周年おめでとうございます。SPI が結
成当初約 24 万の組合員だったのが、私たちが 30 年前に交流したときに約 200 万人、
そして現在 300 万人に組合員がなったと伝えられています。EU 諸国でも有数な組合
員を誇る組織になった、この主たる要因はどこにあるのかお聞きしたい。
タルタリア
我々は、EU で最も大きな年金者組合です。
ロッキ
イタリアにおける年金者の全体数は約 1300 万人です。SPI の組合員数は、2018 年
末で約 300 万人です。イタリアには、他に 2 つの大きな労働総同盟とそれに所属する
年金者組合があります。その 3 つの年金者組合員の合計は、全体の約半数、約 600 万
強です。
SPI は年金者を代表する大きな組織であり、組合員数を維持していきたいと考えま
す。高齢者の組織ですので、当然、毎年約 10 万人の組合員が亡くなっています。そ
いうことは、組合員数を維持するためには、毎年 10 万人以上の新しい組合員を増や
さなければなりません。そのためには、年金者ひとりひとりのニーズに応えるような
援助提供、活動の質を高めるよう努めなければなりません。
過去 20 年、30 年、年金改革が行われ、年金受給年齢が引き上げられたことにより、
組合員数の維持が難しくなりました。そのため、会員数保持の道具立てとして、我々
の多くの活動家が、全国各地に草の根組織レガを広げて、日々、地域に根差した活動
を積極的に行っています。
この何千という男女の活動家が、各構造の組織で、そして、地元の人々と密につな
がりながら、ニーズに応じた活動を行っていること、これが我々の強みです。
組合員の男女比率は、約半々、若干女性の方が多いです。
廣岡
30 年前に SPI に訪問したときに、組合員は年金受給者だけだと聞いていましたが、
それが、先ほどのお話だと、年金者、高齢者が学校と交流を行っているということで
した。皆さんの規約を読ませていただくと、他の産別の現役労働者も年金者組合員に
なれると書かれている。そういう意味で 30 年前と組織構成が大きく変わってきたと
思えるわけですが、もしそうだとすると、どうしてその変化が起こったのかをお聞き
したい。
タルタリア
組合員資格ということでは、すべてが年金受給者です。組合員は、すべての公共部
門、民間部門、すべての産業別組合に所属する前労働者が主です。先ほどお話した若
者、現役労働者というのは、SPI の活動の中で、交流したり協力しながら、組合につ
いてや、年金者の生活実態をより知ってもらうということを意図しています。
また、自営業者や、無職だった女性の年金受給者らも SPI 組合員になる資格があり
ます。
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廣岡
次に、イタリアの高齢者・組合員の生活についておうかがいしたいと思います。イ
タリアには低年金や無年金という方はいるのでしょうか。いるとすればどのくらいい
るのか。
マルコ ディルッチョ
本部組織部
イタリアの年金制度は、ほとんどすべての産別前労働者をカバーしています。
しかし、明らかに、いろいろな産別の
前労働者の中に低年金者が存在すると
いう問題を抱えています。とくに女性
です。
イタリアには、「社会年金（ Social
Allowance）」という、ある種の最低保障
年金制度があります。年金受給額が一
定の額に達していない前労働者に、そ
の差額が支給される制度で、低年金者
には広くこの制度の恩恵が行き渡って
います。しかし、一般には、多くの人々
は一定の年金受給額を受け取っていま
（写真）イタリア年金者組合（CGIL-SPI）の組合旗
す。
ここ数年、低年金者への社会年金額、
最低水準を上げるように政府に圧力をかけています。とくに、低年金者への年間 13
か月分の年金額の支払いを達成し、2016 年にはさらにもう 1 か月分、つまり 14 か月
分の年金額支払いを実現するため、私たちは大きな闘いをしてきました。現在の最低
年金額は、月額 560 ユーロです。
廣岡
女性の低年金者がいるということですが、なぜ低年金者がいるのでしょうか。
ロッキ
女性に年金に関しては、日本も同様だと思いますが、イタリアでは年金受給額は、
現役時代に支払った年金保険料、支払い期間、現役時代の給与にリンクしていまので、
現役時代に非常に低賃金だった場合、また、結婚、育児休暇など労働期間の非継続に
より低年金者がうまれ、とくに女性にそういうケースが多いわけです。現役時代の雇
用のあり方、給与の男女格差が年金額に反映されており、私たちはこの低年金問題を
改善する闘いをしてきています。
11 月 16 日には、他の二大年金者組合と共同で年金制度改善を求める全国行進、抗
議集会をローマで行う予定で、現在その準備をしています。この目的は、政府に、年
金額の実質的削減に対して抗議をし、改善を求めることです。年金の物価スライド制
が十分機能していないことへの抗議—インフレの中で年金受給額がそれに比例して
いない--、年金への課税額引き下げ要求--現役労働者の賃金課税より年金課税の方が
大きい--、全国に 300 万人いる要介護者、とくに高齢者への保険医療、介護支援の向
上のための法律を要求として掲げています。
私たちは、要介護者への医療、介護支援法を求めるたたかいは、市民権のたたかい
と捉えています。年金受給額の向上の権利をもとめるたたかいと同時に、市民の権利
を求めることが大切だと信じています。
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廣岡
日本では、65 歳以上の高齢者就業者数は男性 483 万人、女性 324 万人で、年金で
暮らせず働かざるを得ない高齢者が 807 万人います。
ロッキ
イタリアの最低保障年金額も、通常の生活を送るには難しい水準であり、貧困水準
を下回っています。
山本和夫 京都府委員長
京都府本部委員長の山本和夫です。現在、京都府の組合員数は 6 千人で、1 万人ま
で伸ばしたいと思って頑張っています。こちらでは、仲間ふやしのための、特別キャ
ンペーンやノルマはあるのでしょうか。
ロッキ
組合員勧誘に関して、私たちはいくつかのキャンペーンを行っていますが、直接的
な勧誘キャンペーンではなく、組合員の権利と結びついたキャンペーンを行っていま
す。たとえば、正当年金受給権キャンペーンと呼ばれるものです。これは、イタリア
の年金保険公社では、支払った年金保険料に値する年金額より実際の年金受給額が低
いことがままあります。そこで、私たち SPI は、年金受給者に、年金受給額をチェッ
クするよう呼びかけ、下回る場合、公社に正当な額の年金を払うよう要請します。こ
の機会を通じて、組合への勧誘を行います。

（写真）イタリア年金者組合（CGIL-SPI）本部役員と全日本年金者組合訪問団の皆さん

このキャンペーンを通じて、年金受給額の向上が達成されます。
この種のキャンペーンは、限定期間のものでなく、恒常的に行っています。その目
的は、組合員数向上と、草の根活動の効率的な組織づくり、SPI の活動家への教育と
養成などです。
SPI の組織づくりは、政策と結びついています。組織づくりが進まないと政策も進
まず、その反対もしかりです。また、ソーシャルメディアなどの新しいコミュニケー
ション手段を活用してキャンペーンを行い、新しい組合員獲得を図っています。
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山本
組合員を増やすためには、楽しみ七分、活動三分と、一緒に遊んで、ひとりぼっち
をなくし、一緒に仲間として運動しませんか、という形でやっている。
日本では年金受給額に関して、申請し直しなさい、ということはあまりやっていませ
ん。イタリアでは、そんなに年金額より実際の年金受給額が低いことが起こっている
のですか。
ロッキ
年金受給額は、現役時代の給与水準、年金保険料、支払い期間とリンクしているの
で、年金保険公社が、ときには、それぞれの要件を考慮しきれていない場合がありえ
ます。労働期間のすべての要素、使用者保険料、被雇用者保険料などを正確に把握し
て年金計算するのは容易ではありません。ですから、労働期間におけるすべての明細
を集めた書類を見直し、それを年金機構に提出し、正当な年金を受け取るよう SPI が
援助します。SPI は、年金者の正当年金額受領を援助すると同時に、年金機構の助け
にもなっています。
ですから、全国レベル、地域レベルで、この仕事ができるような能力を持つ役員を
持ち、年金者ひとりひとりの手助けができる体制を作っています。
宇佐美忠利 埼玉県本部委員長
私は埼玉県本部の委員長をしています宇佐美です。埼玉県は東京の隣の県です。組
合員は約 1 万人。私が生まれたのが 1939 年 8 月 30 日で年金者組合が創立された日
と同じです。私の質問は、先ほどの説明で、会員保持のツールは、日々の活動と地域
の隅々にあるレガの地域と密着した活動、何千という活動家の活動いる全国、州、県、
地域組織、ということで、一般には理解できますが、もう少し具体的にどのような活
動をしているのかを教えていただきたい。
ロッキ
レガについては、明日の午前中、ローマ郊外トレ・ベラ・モナカという町のレガを
ご案内しますので、その際にも具体的な活動内容をご紹介しながら、皆さんのご質問
にお答えします。
明日訪問する首都ローマの郊外にある草の根組織レガは、社会的に複雑な、社会不
安が広がっている地区です。その地区の SPI 活動家は地元住民の利益に応えるよう
に、自治体と交渉して、よりよい社会環境を作り上げるために積極的に活動を行って
います。とくに、医療に関する社会福祉を強化するよう交渉しています。また、先ほ
どの正当年金支給権キャンペーンや図書館運営も行っています。地元民が図書館で本
を閲覧したり、人々の出会い、話したり、行事を企画する場となっています。
とくにローマのような大都会における高齢者の一人暮らし、孤立、疎外、ひとりぼ
っちの問題は、高齢者の最も重要な問題となっています。ですから、人間関係を広げ
る権利をこのようにして実現します。都会での暮らしは、高齢者にとって容易ではあ
りません。ですから、私たちが、人々との出会いの場、機会をつくり、社会関係を築
く手助けをしています。
イタリアの都市の郊外では、失業問題、一人暮らしなど、高齢者に直接影響してき
ています。
このような人と人との交流を通して、高齢者に自信を与えることができます。
以上が、レガの活動の一つの例です。
23

宮嶋博美 中央本部執行委員
SPI と CGIL には、地方議員も含めてどのくらいの人民の代表議員がいて、どのく
らいの割合なのか。もう一つは、年金公社にどの程度、労働組合が関与しているので
しょうか。
昔、CGIL の人民の家に行ったことがあるんですが、人民の家と SPI との関係はど
うなのでしょうか。
ロッキ
議員に関しては、SPI 規約、CGIL 憲章によって、組合幹部と政治、政党との関連、
また、議会との兼任は禁止されています。
タルタリア
SPI-CGIL の組合員が議員になることはありますが、議員になったら、組合での役
職は降りなければなりません。組合での活動を終えたら、政党の幹部や議員になるこ
とはあります。でも、兼任はできません。
たとえば、元 SPI 書記長で FERPA 欧州退職者組合の書記長だったカルラ・カント
ーネは、イタリア国会議員に立候補のため、直ちに FERPA の書記長職を辞任し、SPI
のすべての役職をも辞任しました。
ロッキ
明らかなように、我々の政治傾向は、赤（左派）です。しかし、組合活動と政党と
は、明確に切り離しています。
SPI は CGIL の一部で、CGIL の大会や委員会には参加し、CGIL の政策づくりに
大きな力をもっています。
年金公社と SPI とは、まったく別の組織ですが、先ほどの正当年金受給権の問題な
どで、協力関係を築いています。
タルタリア
人民の家は、以前のイタリア共産党の下部組織でした。イタリア共産党は 1989 年
に解散したので、人民の家もなくなりました。CGIL の地元スタッフは、労働者の部
屋という名前で活動しています。
杉山文一 東京都本部委員長
私は東京都本部委員長の杉山と申します。私たちの東京都年金者組合も創立されて
ちょうど 30 年になります。現在、支部が 50 ありますが、創立当時の役員なども、な
かなか世代交代がうまくいかず、高齢者が増えていて、その人たちが病気になったり、
問題があると、組織が壊れていくという状況があります。イタリアの年金者組合の歴
史は 70 年ですから、そういう苦難は乗り越えてきていると思いますが、本部、州、
県など、規約で役員の年齢制限をするとか、任期を限るとか、を教えてほしい。
また、役員の中の女性の比率がどのくらいかを教えていただきたい。
ロッキ
全国大会において選挙で選出される幹部会のリーダーは、最高 75 歳までと規約で
決められています。他の活動家の年齢制限はありません。
タルタリア
SPI 規約では、幹部の刷新を保障し、また彼らの経験を利用するために、いかなる
レベルであろうが、書記局長や書記局メンバーの執行任務は、任期 2 期まで、一期 4
年なので、いづれにしても同じ役職で 8 年を超えてはならない、としています。その
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後は、他の役職に移ってもいいのです。
その他規約に明記された特徴ある項目として、本日ここには男性しかいませんが、
選出の 40％が両性の 1 つに属することと定められています。男女半々、少なくとも
40 対 60 です。同様に、この最低 40％条項がすべての構造にも適用されます。
賀川純子 兵庫県本部女性部事務局長
今の件に関連して、役員の比率の 40％条項を定めた経緯を知りたいのと、現在、日
本でも女性の低年金問題は深刻ですが、それ以外に女性の年金者に関する問題があっ
たら教えてください。
ロッキ
組合員における男女比は、男性 45％、女性 55％です。役員に関して 40％条項が定
められています。私たちの女性の同僚は、彼女たちの女性地位向上の運動のおかげで、
この条項を獲得できたといっています。
役員養成講習会も設けてい
ます。この中で、リーダーシッ
プの取り方、代表のあり方、男
女問題、女性の代表の在り方
などを学ぶ機会があります。
また、SPI-CGIL 各レベル
に、女性調整委員会があり、女
性への経済的、社会的な要求
内容や、執行任務において女
性の立場を強化する話し合
い、活動が行われています。役
員における男女比率は、すべ
てのレベルにおいて確立され
ています。
低年金以外の女性高齢者に
おける問題は、女性が主に要
（写真）日本の法被を着て喜ぶイタリア年金者組合（CGIL-SPI）の役員
介護の高齢者や子どもの世話
をしなければならないという
考え、実情があります。先ほど、要介護高齢者への公共医療サービスの法的保障につ
いての運動をお話しましたが、公共医療サービスの不足により、女性が病気や要介護
の家族の面倒を見なければならない状況がありますので、その改善を、我々が政府に
要求しています。
石塚恵章 東京都本部副委員長
東京都本部の石塚恵章と申します。イタリアの年金者組合の組合員で脱退する人も
いますか。脱退の意志があったときは、どのように話し合いをして、残ってもらうよ
うな対策がありますか。この 70 年間で、年金を削減されたことはありますか。
ロッキ
退会の手続きは簡単です。退会は自由で、書類一枚で、加入も退会もできます。通
常は、脱退の意志のある組合員への話し合いなどは行われません。もし、組織内で問
題があり、それが原因で退会の意志がある場合、その原因が何か探ることはあります。
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タルタリア
70 年間で、年金実額は上がっています。年金受給額は物価スライド制になっていま
すから、年金額そのものは上がっています。
しかし、1990 年代から、社会福祉、年金削減などをうたう新自由主義リーダーの
もとで年金改革が行われてきました。賃金の GDP 比が下がり、年金の GDP 比も下
がっています。だから、実質の年金額、年金価値はここ 20 年、25 年で減少していま
す。第二の問題は、2000 年以降、物価スライドの調整比率が下がっていること。これ
によって、インフレ率より年金額上昇率が低くなっているので、実質年金が下がって
います。
加納 忠 大阪府本部委員長
大阪府本部委員長の加納です。どの組織レベルにおいてでも、年金者組合として、
人間と人間を深めていくとか、公共サービスなど悪くなっていることに対する策とし
て、組合が運営している事業、生活協同組合のようなものとか、助け合いの事業、他
の団体と協力しながらでも、運営している社会的事業はありますか。
マルコ ディルッチョ
本部組織部
私たち SPI は CGIL イタリア労働総同盟の一部として、ともに、SPI-CGIL の組合
員、また非組合をも対象に、住宅、消費、医療ケア、税申告などの組合サービスシス
テムをアソシエーションを組織して行っています。また、社会保険協会や税援助許可
センター（CAAF）などと共に、活動を組織しています。
伊藤良孝 愛知県本部委員長
愛知の伊藤です。労働組合を退職したら、年金者組合に自動的に加入するというこ
とですか。もう一つ、各年金者組合が互いに競合しあうことはあるのでしょうか。
ドメニコ パンタレオ
本部書記 国際政策担当
他の年金者組合との関係ですが、現在は互いによい関係を築いており、共同で活動
したり、共闘しています。たとえば、先ほど言った 11 月 16 日のローマでの大行進
は、3 つの年金者組合が他の団体とともに共同で参加し、共通の代表として政府に要
求を訴えます。組合加入について、CGIL の組合員が、退職後、SPI 会員になるよう
に、私たちも、会員に有利になるようないろいろな活動を行ったり、企画したりして
います。他の労組だった人が、SPI に加入することもあります。
ドメニコ パンタレオ（お礼の言葉）
では、最後に、改めて、イタリア年金者組合の本部を訪問してくださったことお礼
申し上げます。この会談が皆さんの今後の活動に有意義であり、質問にすべて答えら
れたのであれば幸いです。先ほど同僚が申した通り、SPI はヨーロッパ最大の年金者
組合であります。また、SPI は欧州退職者組合のメンバーであり、他の 2 大年金者組
合も同様にメンバーです。今までの話の中にでてきたことで重要な点を、繰り返し
になりますが、強調いたします。
まず、高齢化社会の問題。ヨーロッパ全体の問題ですが、特にイタリアでは顕著で
す。現在、イタリアの高齢者人口は人口全体の 23％です。2050 年には 33％になると
予測されています。同時に、出生率は 24％減少しています。この高齢化社会の中、成
年層が減少し、病気や要介護の高齢者が増加しています。
この新しい人口構成において、国の社会保障、保険医療、年金制度など、時代に対
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応できるよう改革をしていかなければならない時期を迎えています。
私たち SPI が政府に要求している大きなものは、要介護の高齢者保護のための保険
医療に関する新しい法律です。
また、公共の医療ケア制度の質が、民営化により劣化しています。
第二の大きな問題は、年金受給額水準の低下と可処分所得の減少です。現在、イタリアでは年金
水準が低く、80％が月額 1500 ユーロ以下しか受け取っていません。そして、2000 年
以降は、年金額の見直しが行われていません。
さらに、年金への課税が非常に高いと我々は感じています。たとえば、年金への課
税率は、労働者の賃金への課税率より高いのです。年金にかかる税金の平均は 2 万
2000 です。
年金支給は高齢者・年金者の社会福祉の一部ですが、実質年金受給額の減少により
高齢者・年金者の生活の質も低下し、他の社会福祉も同様です。
これらの大きな問題を抱えるなかで、年金者・高齢者の最大の組合である SPI が長き
にわたって、他の年金者組合と共同で、年金者の生活の向上を目指してたたかってい
ます。
また、私たち
は、社会のなか
で、世代間交流
を促進し、若者
と強く結びつい
た活動を行って
いきたいと思っ
ています。
メディアや政
府が、世代間の
分断政策を促し
ているために、
現在、若者と高
齢者の関係が難
しくなっていま
す。若者の間に
広がる失業問
題、これについ
て、政治家のな
かには、若者の
（写真）会議を終えて懇談する通訳の伊原さんとドメニコ国際部長、参加者の皆さん
失業の原因は、
高齢者が年金を
多くもらっているせいだ、とのプロパガンダを叫ぶ人もいます。こういう状態を、世
代間の交流を通じて解消して、みんながよりよい生活を送れる社会を築くだめに活動
していきたいと思っています。
最後になりますが、今一度、皆さんの訪問に感謝いたします。これを機会に、情報
交換、交流が実施されるようになることを願っています。
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SPI-CGIL TOR BEILA MONAKA
イタリア年金者組合 トル ベラ モナカ地区レガ訪問
2019 年 10 月 31 日 9 時～12 時 30 分
フィオレイラ ベヌグリーニ
トルベラモナカ地区レガ女性調整委員会
ガブリエラ ヴェネティア
ローマ東部アリエネ渓谷地区書記長
ヴェリノ ティナブッリ Verino Tinaburri
ワンダ ガルボナリ
Wanda Carbonari
ルイジ バジアーニ Luigi Basiani
レガ所有の図書館で懇談
ようこそお越しくださいまし
た。ここは図書館です。この図書
館は地域の人々の寄贈により、６
ヵ月前に開設され２０００冊の
本があります。コストはゼロで
す。月に１回は新しい本の紹介も
行っています。また、図書館の存
在は重要で住民が集まり話し合
う場所となっています。
イタリアでは女性に対する暴
力・殺人が多く、社会的な問題と
なっていますが、男性が女性の解
放・地位の向上に対する認識が少
ない人がいるのが実態です。この
図書館で高齢者による学校の生徒に対する本の読み聞かせも行っています。この地域
では麻薬の取引や移民問題社会的問題も抱えていますが、SPI は地域に根を張った組
織で、高齢者や SPI の組合員のために生活や福祉の向上のために人々の意見を聞き、
生活改善のため、自治体に働きかけよい生活ができるように運動しています。特に女
性の役割に重きを置いています。こちらの地域のレガでは女性の事務局長が多いです。
トル・ベラ・モナカ地区の人口は２６万で、SPI の組合員は２５００人、役員は２
５人（常勤は１０人）で、サポーターが１００人います。
トル・ベラ・モナカ地区の SPI の三つの主な活動
１、組合の活動と政策決定
２、援助活動＝組合員や住民への支援活動で、要求実現のためにデモやキャンペーン
を実施
３、地域の他団体やボランティアと連帯しながら活動
このレガでとりくんでいる主なものは、①毎週木曜日にフリーマーケットで出たご
みの処理をボランティアと一緒に行っている、②路上に散乱するごみ等については、
地域の自治体やローマ市との交渉を行っている、③学校を訪問してイタリア共和国憲
法や民主主義、共和国の歴史を教えている、④病院の待ち時間が長い点については、
増員要求をだし解決に向けて取り組んでいる、⑤ドラックや麻薬問題については他の
団体と協力して「反麻薬の署名など」に取り組んでいる、などです。
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訪問団からの発言
山本和夫 京都府委員長
３０年前のイタリア訪問に京都から先輩が４人参加した。「イタリアで新しいエネ
ルギーに出会い」、記念誌を発行した。そこには SPI の機関紙がのっており「組合員
２００万人達成」と書かれており、当時頂いたポスターを事務所に飾ってある。京都
では、活動のてびきをもとに組合員拡大に取り組んでおり、当時１０００名の組合員
は現在６０００人となっている。
杉山文一 東京都本部委員長
SPI の役員はどのような活動をしているのか。東京は麻薬や移民問題はないが、支
部では月に１回機関紙を発行し、全組合員に配布している。また、役員の世代交代に
ついて SPI ではどのように対応しているのか。
◎SPI の規約では全国、州、県、地区、班、すべての組織は書記局長や書記局メンバ
ーの執行任務は通常４年間が任務で、２回以上、８年を超えてはならないことになっ
ている。通常大会で選出されるメンバーの１/４が、次の大会で交代しなければなら
ない。また、最低４０％条項があり、男性と女性の役員の比率も決められている。
宇佐美忠利 埼玉県委員長
埼玉県本部の活動方針は「楽しみ７部、活動３部」であり、
「楽しみ７部」は、花見・
サークル・バス旅行・誕生会・文化活動などである。埼玉県の人口は７３０万人で組
合員は１万人をこえている。現在、年金引き下げ違憲訴訟を闘っており、全国で７２
７９人の原告がたたかっている。私も原告の一人である。埼玉県本部では役員交代の
困難性に直面している。
◎通常大会で選出されるメンバーの１/４が、次の大会で交代しなければならない。
また、最低４０％条項があり、男性と女性の役員の比率も決められている。
◎役員の任期がなぜ８年かというと、６７歳で年金が支給される、これに８年足すと
７５歳となる。SPI は三役については７５歳定年制をとっている。
加納 忠 大阪府本部委員長
大阪では、公共交通が民営化され、もうからない路線は廃止されるなど、交通難民
が生まれている。
◎イタリアでは地震で住宅が使えなくなった場合、街を出ていき郊外に住居を構える
人が多い。地方の自治体の住民が増え、それに相応しい交通網が出来ていない。行政
に対し「新しい路線をつくれ」
「電車の本数を増やせ」などの要求を掲げて運動してい
る。 また、公共交通の民営化などに対しては、反対運動を組織し、デモやストライ
キも行っている。
石塚恵章 東京都本部副委員長
SPI の役員は中央本部・県本部・支部などの兼任を出来るか。役員は有給なのかボ
ランティアなのか。役員は週に何回事務所に集まるのか。
◎役員の兼任はできない。役員の賃金は書記局長、部長は組合員数に比例した額を支
給している。その他の役員はほとんどボランティアである。交通費については支給し
ている。役員が事務所に集まる回数は、人によって違うが周５回、３回、２回など実
情に応じて集まっている。
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賀川純子 兵庫県本部女性部事務局長
イタリアの女性の活躍に感銘した。日本の女性部
の活動は、①女性の低年金問題を解決するための活
動、②支部の活動を豊かに楽しくするためにサーク
ル活動を展開（歌声、着物のリメーク、折り紙サー
クルなど）、③女性の組合員は過半数を超えている。
女性が多数の支部は元気で多彩な取り組みをして
いる。悩みは、県や支部の政策部門で女性役員が少
ないこと。質問は、SPI で女性部をつくった理由は
何か教えてほしい。
◎結成当時は女性部がなかったが現在は女性委員
会がある。女性だけの課題について女性だけで活動
している。現在５つのレガがあるが４つで女性が書
記局長である。また、州の書記局長も女性である。
宮嶋博美 中央本部執行委員
移民問題で、イタリア人と移民の差はどこにある
のか。学校で憲法や民主主義について啓蒙活動を行っているというが、日本では第二
次世界大戦以降については教えていない。こうした問題を解決するにはどのような方
法があるのか。
◎イタリアの人口の 8.5％が移民で５００万人いる。EU 以外の移民が２００万人いる
がイタリア人との権利に関する差は、滞在許可証やビザの発行、国・地方での公共ア
クセス、公営住宅、正規雇用問題などである。政府は１５年間移民の制限をおこなっ
ているが、イタリア経済にとって移民問題は大きな問題である。
◎イタリアでもファシズムの時代があり、政党や組合が解散させられた。
SPI は、政党と政府から独立し、強制的でなく、労働者の自由な加入の統一労働組
合が誕生した。イタリアでは国民投票により、共和制への体制選択が決定された。
SPI はイタリア民主主義の生き証人として学校や教員に働きかけ、現在５つの高校
でファシズムに対する抵抗運動などを若者に伝えている。（５つの短編映画を作成）
加藤益雄 本部副委員長
イタリア共和国憲法とイタリアの歴史をレガの皆さんが学校の生徒に教えている
ことはすごく大切なことだと思います。イタリア共和国憲法ができたことが、SPI が
今日まで大きく発展する土台になったことだと思います。日本は、広島・長崎に原爆
が投下されるまで戦争をやめなかった。イタリアが国民のレジスタンスで戦争を終わ
らせたのと大きな違いである。日本の安倍首相は戦後レジームからの脱却を掲げてい
る。また、平和憲法を改悪しようとしている。年金者組合は憲法改悪を許さないとり
くみを展開している。全国でプラスターを掲げて宣伝・署名行動を展開している。
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資料４

イタリア年金者組合（SPI)が事前に準備した報告書

SPI-CGIL

イタリア年金者組合（Sindacato Pensionati Italiani)
（2019 年 10 月 30 日 Spi-Cgil からの報告メモ）

１

２
３
４

５

６

７

８

９

10
11
12
13
14
15

イタリア年金者組合（Sindacato Pensionati Italiani – SPI-CGIL）は、250 万人以上の退職
者と高齢者を組織し、イタリア最大の労働組合総連合であるイタリア労働総同盟
（Confederazione Generale Italiana del Lavore CGIL）に加盟している。
Spi-Cgil は、あらゆる種類の年金制度のあらゆる職種の年金受給者を組織し擁護する。
提案し、団結し、結集し、そして有効な時は、抗議すること： これがすべての女性・男性年
金受給者と常に一緒に行うことが責務である。
Spi-Cgil は、年金受給者の集団的な代表である： 所得の共同防衛、市民としての権利と社
会的保護； 私的及び公的年金に関する個人的な援助と相談； 情報と訓練； 集団と社会
化； 連帯、注意を払うことと社会的な包摂。
単身者を守るために必要なすべてのサービスを毎日提供しつつ、Spi-Cgil は主要な目的のた
めに一日一日たたかう： 年金の購買力； 金融資産； 自給自足できない人とその家族に
有利な法律と財源； 増大する高齢者人口に伴う社会的サービス； より公正な価格と関税；
住居、安全、知識と情報、および透明性への権利。
地方、地域および国に対する社会的団体交渉は、Spi-Cgil の行動における主要な手段である。
他の労組連合及び Cgil それ自身とともに実施する社会的交渉は労働者の権利を市民的権利
と結合し、全世代の利益をめざすものである。
Spi-Cgil は、社会的、政治的、組合的生活への参加は市民性および民主主義全体の主要な構
成部分であり、福祉と幸福な社会の基本的な前提条件であると考える。この結果、Spi-Cgil は
高齢者の積極的な参加の役割を示し主張することを目指す。
Spi-Cgil は、当時、イタリア年金受給者連盟（IFP）と呼ばれたが、1948 年に設立され、同
年、イタリア共和国憲法が公布された。Spi-Cgil はその実行を促進した。特にそれは、すべ
ての人の基本的権利が常に認められ保護される、特権と差別のない社会の中で、男女平等の
条件を促進し、連帯の価値を確認するものである。
Spi-Cgil は、今日、数十万の活動家とボランティアのネットワークによって、イタリア総人
口の 4 分の 1 を占める高齢者のニーズと個人および集団の権利のために声を上げ、回答を得
るために全国そして海外で献身している。
今日、Spi-Cgil の組合員は 250 万人を超え、ヨーロッパで最大の社会組織となっている。
Spi-Cgil はイタリアで、19 州（Regione）組織と 2 自治郡組織； 118 県（Provincia）組織；
1600 基礎組織（Lega＝規模による区別はない）で組織されている。
海外 Spi-Cgil は 19 ヵ国で組織され、イタリアの年金を受けている高齢者（かつてのイタリ
ア移民労働者とその家族）を代表している。
通常、加入登録は退職時又はその後いかなる時でも、委託書への自発的署名および年金額に
連動した低額の月額組合費により発生する。
Spi-Cgil は、主として、海外へ出て行ったイタリア年金受給者を含む年金受給者及び高齢者
の問題に集中した月刊『Libereta』を発行する。
Spi-Cgil は欧州年金者高齢者連盟（Ferpa）に加盟している。
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全国本部
16 Spi-Cgil 全国本部はローマに置かれている。全国本部の機構は様々な活動領域に組織され、
それぞれが各全国書記のもとに政策アドバイザー及び専門職員によって構成されている。
17 Spi-Cgil 政策の指導機関は：
‐ 全国書記局
‐ 総会： 書記長及び書記局を選出し、行動計画の方針及び全般的な組合の政策を討論し決
定する。
‐ 運営委員会： 交渉の基本方針、組合予算、内部機能等について決定する。
18 Spi-Cgil は 4 年ごとに全国大会を開催し、その政治的・綱領的方針を明確に定め、指導部を
選出する。大会は、全国運営委員会による大会諸文書の綿密な推敲からはじまり、厳密な手
続きに従う。これらの諸文書は、草の根レベル（Lega）から始まって、各組織のレベル（県、
州、全国）での組合員によって討論され、票決される。
地域組織
19
Spi-Cgil はイタリアで、19 州組織（Regione）と 2 自治郡組織； 118 県組織（Provincia）
；
1600 支部（Lega＝規模による区別はない）で組織されている。多くの Laga が更にその下に
サブ地域的レベルで存在し、国全体の Spi-Cgil の事務所と敷地等の総数は 4000 箇所に及ん
でいる。
20 各レベルでのこれら組織は、それぞれの領域レベルで年金受給者・高齢者代表の役割を担っ
ている。
21 各組織は組合員によって民主的に選出された諸機関：すなわち運営委員会、書記局、および
その中の書記長によって運営されている。
22 州又は自治郡の組合は地域諸機関に対する交渉行動をリード・調整し、組合幹部の訓練と加
入登録方針を明確に規定し、州諸機関及び公務諸機関との交渉をする。
23 Cgil 労働会議所と同一地域で活動する地域組合はその地域の諸機関と交渉し、地方 Rega に
よるすべての地域での同様の交渉行動をリードし、調整し、促進する。
24 Rega は、
（自治体間、自治体、下位自治体の）草の根レベルの Spi-Cgil 組合組織である。そ
れは地方諸機関と交渉し、あらゆる活動と組合員のニーズに答える援助を組織する。
我々組合員は何人か
25 組合員は 250 万人以上、その多くは女性（55.1%）
、もとは低所得ないし中間低位所得のブル
ーカラー労働者であり、Cgil 全組合員の 50%を若干上回る。
26 国内の分布に関しては、組合員の 56.12%がイタリア北部に集中し、23.61%がイタリア中部、
11.50%がイタリア南部、2 つの島嶼は 8.77%である。
27 組合員の前職および年金所得の水準に関する状況は次のとおり： 組合員の 61.37%が民間
部門の元労働者、23.82%が元自営業、そして 7.73%が元公務員である； 平均して彼らは低
所得ないし中間低位の所得である。組合員の 63.79%が月額 1000 ユーロ未満、36.87%が月額
1000～2000 ユーロ未満、月額 2000～3000 ユーロは 1.46%である。
（2019 年 11 月で 1000
ユーロ＝約 12 万円）
（訳責：加藤）

32

