
 

 

 

 

 
 

 

朝晩の空気が変わってきたことが肌で感じられる

今日この頃ですが、会員ご家族の皆様いかがお過ご

しでしょうか。新型コロナウイルスを警戒し、友人

との付き合いや日常の行動範囲が狭められてから半

年が経過しました。最近感染数が減少してきたよう

にも見えますが、まだわかりません。長い戦いにな

りそうです。 

我々高齢者は、感染してしまったらその後がどう

なるか心配です。早くワクチンや、治療薬・治療法

が開発され充実してくれば生活も変わって来るかと思います。 

菅新政権が誕生しました「国民のために働く内閣」をスタートすると胸を張って

いますが、これから「国民のために働く内閣」をということは、今まではなんだっ

たのか？誰のための政治だったのか？今後を期待できるのか・・ 

菅首相は「選挙に選ばれた我々が決定したことに反対するなら異動させる」と言

っています。人事権を人質にして、問題点に対しても官僚は意見を言うな、そして

権力者に忖度をしろと、強要しているかのように聞こえます。 

野党も立憲民主党と国民民主党が合流し大きく政治勢力が変わりました。当面す

るコロナ対策、経済対策、社会保障制度の継続、自然災害対策等、我々の生活に直

結する政策を議論し、スピード感を持って改善を要望したい。 

新型コロナウイルスの影響による、ＪＲ東海の乗車率はＧＷでは前年比５％程

度、お盆では同２４％でありました。最近、駅のにぎやかさが盛り返しているよう

に見えるが、以前のような状況ではない。我ふるさとＪＲの将来が、働く仲間の労

働条件への影響が心配です。  

ＪＲ連合では、政府に対する「緊急要望事項」として、固定資産税の減免措置、

国所有の施設使用料の減免措置等の要望を、立憲民主党・国民民主党に要請してい

ます。 

ＪＲ東海発足以来最大の危機に直面しています、労使が手と手を携えて誰もが安

心して利用できる安全なＪＲ、社会生活を支え続けるＪＲを更に盤石なものにして

いただきたいと思います。 

三密、マスク、手洗い、うがいの励行と自らの行動範囲に常に注意をし、うつら

ない・うつさないの「健康第一」で、楽しい充実した生活を送りましょう。元気で

また会える時を楽しみにしています。 
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諸先輩の皆さまへの近況報告 
 

中央執行副委員長  尾内 裕昭      
 

仲秋の候、諸先輩の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げ

ます。日頃から私どもＪＲ東海ユニオンに対しまして、格別のご厚誼をあずかり、厚く

御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の世界的大流行によって日本経済は大打撃を受け、国民の

生活が大きな制約を受けることで、ＪＲ東海も会社発足以来、最大の危機に直面してお

ります。こうした中、鉄道事業や生活関連事業、医療に携わる多くの仲間が、感染リス

クに晒され不安を抱えながらも、いわゆる‘エッセンシャルワーカー’として国民の生

活・経済を支える社会インフラの維持に尽力してくれています。 

ＪＲ東海ユニオンは、コロナ禍の収束が未だ見通せないという異常事態にあることを

踏まえ、第29回定期大会について「書面持ち回り形式にて開催し、議決すること」を提

案し、労働組合の最大の意思決定機関である定期大会を「文書形式」にて開催するとい

う極めて異例の取り扱いを行いました。代議員の皆様とのやりとり、質疑や答弁を丁寧

に行い、最終的には年度内に臨時大会を開催し、議案に対する承認を正式に得る手続き

としています。 

これまでＪＲ東海ユニオンは、より多くの組合員の参画を通じて組合員同士の対話を

充実させる「みんなでアクション！」に総力を挙げて取り組んできました。『人が集

い、対話を丁寧に行って、全員参画で運動を創り上げる』という基本スタンスは、今後

も不変のものであり、こうした厳しい状況でも労働組合としての本分を発揮できるよ

う、ユニオン運動の「新たな活動様式」も模索しながら取り組みを推進していく決意で

あり、コロナ禍によって生じた社会変化、情勢に柔軟に対応しながらも、決してぶれる

ことなく、組合員の想いが反映された組合員主体の組織運営、組合活動を展開していき

ます。 

近況報告として、２０２０年「基本協約」改訂交渉に取り組みました。経営状況が悪

化している状況下での苦しい交渉でありましたが、会社に対し職場の実態を伝え、「将

来にわたる会社の発展と社員・家族の幸せ実現」に向けた粘り強い交渉を展開し、多く

の成果を得ることができました。回答内容としては「フレックスタイム制の変更」や

「所定労働時間の短縮措置制度等の変更」（ともに利用対象者拡大等）、「育児休職（小

学校）の変更及び育児休暇（小学校）の新設」、「育児看護休暇及び介護休暇の変更（１

時間単位取得、養育休暇の新設）」、「職務手当の支給方法の一部見直し」等といった多

くの成果を確認しています。 

コロナ禍の外出及び移動の自粛等の影響により、輸送量が大幅に減少し、第１四半期

において、赤字決算になるなど、過去に前例のない極めて厳しい局面を迎えています。

諸先輩の皆さまに築き上げて頂いた、健全で強固な労使関係の礎をもとに、目下の経営

危機・課題に対応しつつ、いずれ訪れる回復局面と次なる発展に向けた力を蓄え、備え

ることが大切な時期であると思っています。取り巻く環境の激変に対応する力を高め、

将来を見据えた先進的な対応を展開し、ＪＲ東海ユニオンに集う全ての組合員と、かつ

てないこの難局を乗り越えて行きたいと思います。 

これからも、私たちＪＲ東海ユニオン現役世代は、諸先輩の皆さまから継承したユニ

オン運動を愚直に取り組み、会社の発展と組合員とご家族の幸せの実現を目指していき

ます。今後もＪＲ東海ユニオン退職者連絡会の先輩方には、お体に十分気を付けて頂

き、現役世代へのご指導を賜りたいと存じます。宜しくお願い申し上げます。 



菅政権発足（安倍一強政治終焉） 
                      

 本部事務長 松葉孝三 
                     

８月２８日、安倍晋三首相が再登板して、７年８カ月。持病の

潰瘍性大腸炎が再発したことを理由に辞任しました。この長期

政権が、政治のあるべき姿という点で負の遺産を残しました。 

国民の疑問に向き合うことなく、政府の人事権を官邸に集中

し、国政選挙の連勝を背景に与党への集中力を強めました。 

『安倍一強』と呼ばれた状況は、官僚の過剰な忖度を生み、国

会軽視にも繋がっていきました。結果、様々な疑惑が出ても過去

の会見や国会質疑では、説明を尽くそうとせず首相や閣僚が政

治責任を取らない、“おごりやゆるみ”の象徴だった、森友・加計問題や桜を見る会、

公文書改ざんなどで、繰り返し見せられた光景でもありました。辞任直前では、新型

コロナへの対応が迷走、いったん決まった政策が変わることもありました。 

 ９月１６日には、菅義偉前官房長官が臨時国会で、第９９代首相に選出され、自民、

公明両党による連立内閣を発足させました。安倍前政権の継承を掲げ、首相を除く２

０人の閣僚のうち再任は麻生副首相のほか８名、加藤官房長官ら３人を横滑り、初入

閣は５人という顔ぶれとなりました。菅首相は、自らの内閣を「国民のために働く内

閣」と命名しましたが、前政権時代に批判を浴びた問題「森友学園、加計学園、桜を

見る会」などの問題は、疑惑がくすぶったまま、前政権の官房長官としてだけでなく、

トップを引き継いだ立場として説明責任をどう果たすのかが、今後も問われ続ける

ことになりました。 

一方、立憲民主党（立憲）と国民民主党（国民）による合流新党の代表選が１０日

に行われ、立憲の枝野幸男代表が国民の泉健太政調会長を破り代表に選出されまし

た。過去の禍根を水に流し、大同団結して大きな塊で自民党と対峙することが重要な

時期だと思われます。 

また、ＪＲ東海ユニオンＯＢ会も、仲間との連携をもって各種活動を推進し、ＪＲ

連合、ＪＲ東海ユニオンとの更なる連携強化をした中で、諸情勢を反映した活動に取

り組んでいきたいと思っております。

ＪＲ東海ユニオン 

退職者連絡会会員の皆様へ 

◯申込方法：ＯＢ会より別途送付する申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又は郵送にて丸大食品へ 

お申し込みください。 

◯申込期間：２０２０年１１月１６日（月）～１２月７日（月）まで 

◯配 送 日：申込書受付より１０日前後でお届けします。着日指定はご容赦ください。 

◯初回配送：１１月下旬より随時発送いたします。 

◯支払方法：商品発送後別送で請求書、振込用紙をお届けしますのでお振込みください。手数料無料 

◯ご 注 意：食品なので、返品・キャンセルはご容赦ください。    ※詳細は、申込書を参照のこと 



 

◎

・ 年金の受給は何歳から開始するか
受給開始年齢は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金が65歳から、特別支給の老齢年金は60歳から
65歳の間の生年月日に応じた支給開始とされる年齢です。

・ 厚生年金加入者
特別支給の老齢年金が60歳から65歳のあいだの生年月日に応じた支給開始の年齢から給付が
開始し、老齢厚生年金及び老齢基礎年金が65歳から給付されることになります。

・ 国民年金加入者
65歳から老齢基礎年金が給付されるということになります。

◎ 年金請求は受給開始年齢の誕生日以降にする
年金は請求しないと支給されません。年金手続らついては、日本年金機構等から案内があります。
必ず、受給開始年齢を確認しておくことが大切です。

◎ 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は生年月日による
受給開始年齢で間違いやすいのが厚生年金加入者の特別支給の老齢厚生年金です。
老齢厚生年金は昭和61年に新法ができ、受給資格期間は25年以上（現在は10年以上）受給開始
年齢は65歳に統一されたのですが、それでは今まで60歳で支給で支給されていた厚生年金の
被保険者には極めて不利になるため、当分の間は60歳から支給（特別支給の老齢厚生年金）する
ことにしたのです。
この特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」（65歳からの老齢厚生年金に相当する部分）と
「定額部分」（老齢基礎年金に相当する部分）となり、受給者の生年月日に応じて支給開始
年齢が引き上げられていきます。
昭和24年4月2日（女子は昭和29年4月2日）以降生まれた人にはまず定額部分がなくなり、
昭和36年4月2日（女子は昭和41年4月2日）以降に生まれた人は報酬比例部分もなくなり、全員が
65歳からの老齢の受給となります。このように受給開始年齢は生年月日及び男女で異なるのです
なお、特別支給の老齢厚生年金が段階的になくなことから、企業に対して年金受給開始（最終的
には65歳）まで雇用の確保義務が課せられています。（高年齢者雇用安定法）

65歳

① 国民年金の加入者

② 厚生年金の加入者 65歳

○ 年金を受給するためには､保険料納付期間と免除期間を合算した期間が10年以上あることが必要。

※ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日及び男女によって異なる。

【老齢年金の受給開始年齢】

▼

受給開始年齢を間違えるな

年金受給で思わぬ落とし穴がある
№１

～年金制度を知らないととんでもない目にあう～

⇒

⇒

▼

※特別支給の老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

60歳
▼



 

◎ 年金の受給要件に加入期間がある

これが、受給資格期間といわれるもので、老齢年金の受給では、国民年金と厚生年金の合計加入
期間(保険料納付済期間と保険料免除期間・カラ期間)が10年以上であれば受給資格期間を満たす
ことになります。

◎ 年金加入期間を知るには
保険料納付済期間等については、年金記録を調べればわかります。記録もれと思われる場合は
年金事務所で相談して下さい。

◎ 主婦の年金加入期間
・サラリーマンの主婦が受給資格期間をめぐって問題となる場合があります。サラリーマンの主婦は
夫が厚生年金の被保険者であれば第３号被保険者として年金の保険料を支払うことなく加入して
いることになります。 ただし、これは届出が必要で、届出をしていないと第３号被保険者にはなれ
ないです。ただし、これには救済策があります。今一度届出をしているかどうかの確認をして下さい。

必要な資格期間(保険料納付済期間)   ２５年以上
○

資格期間 ２５年未満の人 受け取れなかった

必要な資格期間(保険料納付済期間)   １０年以上に短縮
○

資格期間 10年以上25年未満の人 ⇦

「資格期間」とは
〇 国民年金･厚生年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
〇サラリーマン の期間（船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間）
〇年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間（「カラ期間」と呼ばれる合算
対象期間）これらの期間を合算したものが「資格期間」上記の資格期間が10年（120月）以上あると
老齢年金を受けることができる。

受給資格期間が不足するとき
〇 国民年金の加入は60歳までですが、70歳まで任意加入して受給資格期間(10年以上)を満たすこと
ができます。

年金額は事情により変化する
〇高齢期の生活設計は年金収入をベースに考えますが、65歳時の老齢年金 で計算するするのは
危険です。年金は、物価等、マグロ経済によるスライド改正や法改正により減額となる可能性が高く
なっていいます。

加給年金はいずれなくなる
〇 老齢厚生年金の加給年金は18歳未満の子がいる場合や配偶者(妻)がいる場合に給付されます。
子が18歳になるとなくなり、妻が65歳になり自身の年金を受給するようになると妻の年金に振替加算
されます。

年金受給者の死亡や離婚
〇配偶者の死亡で老齢年金から遺族年金になることもあります。内縁関係の場合は正式に結婚届を
すると、老齢厚生年金の受給者に加給年金がつくことがあります。
受給者の夫が死亡した場合には、妻となった人に遺族年金が支給されることになります。

時効には気をつけよう
〇一定期間権利を行使しないと、時効によりその権利は消滅します。こともあります。年金も同じです。
保険料納付の時効は2年です。特例として追納制度があり、免除期間の保険料は過去10年分を追納
できます。年金受給(権)の時効は5年です。この5年を経過した後に請求しても5年より過去の分は時効
で支払ってもらえません。

年金受給で思わぬ落とし穴がある
№２　

～年金制度を知らないととんでもない目にあう～

◎

◎

◎

◎

◎

離婚により、年金が分割となる。

◎

平成29年８月１日から　　　

平成29年7月31日まで　　　

受け取れるようになった

→

← →

⇦

←

―　受給資格期間が25年から10年に短縮　ー

▽ ▽

・年金の受給は、一定期間国民年金や厚生年金に加入していなければ支給されません。

【老齢年金の受給に必要な資格期間の改正(平成29年8月1日から)】

▽



 

                          静岡地区本部会長 久保田泰司  

 

総延長 506ｋｍの海岸線を持つ静岡県には、世

界ジオパークに認定された伊豆半島、駿河湾超し

の富士山を望む三保の松原等の世界遺産群、そし

て浜名湖など、変化に富んだ海岸景観と優れた自

然環境が残されています。 

 

 

そんな中のひとつ、ＪＲ沼津駅からバスで 10分の位置にある千本松原公園は沼津を代表する景

勝地です。そこから望む富士山、海岸線に沿って続く防潮堤は絶好のサイクリングやジョギング、

そして散歩等多くの人の楽しみの場となっています。 

その「千本松原」は戦国時代、ある僧が防風林として植えたのが始まりと伝えられていますが、

その東西に長く伸びる松林の中に千本公園から

田子の浦港（ＪＲ東田子の浦駅）の手前まで約

10ｋｍ続く一本の道があります。松林に囲まれ

た一本道はまるで江戸時代の街道を思わせるよ

うな雰囲気に包まれます。夏は涼しく冬の風も

和らぐ「松の中道」、機会があれば来てください。 

 

 

 

松の中道 

千本浜公園 防潮堤から望む富士

山 



 交運共済ニュース  
 

 
 

毎年多発する台風、豪雨、地震等の自然災害への備えは万全ですか？ 
 

もしもの時のために、交運共済の 

               火災共済と地震風水害共済を検討しましょう！ 
 

 ★２０１９年度の主な自然災害による給付状況について  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も交運共済は、「令和２年７月豪雨」、「台風９号」、「台風１０号」で被

災された組合員様の災害復興のため、一日も早く共済金のお届けが出来るよう全力

で対応しています。被災時に交運共済から支払われる共済金は、被害の程度や災害の

種類によって異なります。現在ご加入の保障内容を、今一度ご確認されることをお勧

めします。 

火災共済や地震風水害共済の口数（保障）の設定方法（どれ位加入したら いいか）

がわからない方、現在ご加入の保障内容の見直しを検討したい方等 加入に関する

お問い合わせは、下記交運共済までお気軽にご連絡下さい。 

 

 ★ＪＲ東海ユニオン退職者連絡会様の火災共済と地震風水害共済の加入状況   

 
 組合員数：２,９７０名（2020年 8 月末現在） 

 契約者数 件 数 口 数 平均口数 加入率 付帯率 

火災共済 1,532名 1,624件 274,673口 169.1口 51.6%  

地震風水害共済 1,132名 1,190件 185,032口 155.5口 38.1% 73.3% 

 

交運共済東海事業本部 
フリーコール ０１２０－９８２－８４７ 

受付時間：平日9：00 ～ 17：30（土・日・祝日を除く） 

全国 東海事業本部

災害名 給付件数 給付金額（円） 給付件数 給付金額（円）

台風１５号 656 191,117,000 20 6,565,000

台風１７号 148 26,678,000 2 442,000

台風１９号 495 294,347,000 39 17,200,000

合　 計 1,299 512,142,000 61 24,207,000


