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会員数
３９名

稲見 淳会長
我らの生業
東君 古谷君

出席者数
２８名

副会長の時間

出席率
70.27％

前回修正
72.97％
坂本副会長

稲見年度最後の会長の時間を代行させて頂きます。
日本経済はアベノミクスや
黒田日銀総裁の異次元緩和の
成果？か、株価も２万円を超
え、税の増収が見込まれ、企
業倒産も国内においては 24 年
ぶりに一万件を割り、また埼
玉県内の企業倒産も 23 年振り
に 400 件を割り込み、外国人
観光客の増加や各企業も増収、増益を続けている
会社も多く、その反面、人口減少の中超高齢化が
進み今や４人に一人が 65 歳以上の高齢者となり、
特別養護老人ホームの入居待機者が 52 万人越と
なり、思い起こせば井沢八郎さんが歌って大ヒッ
ト曲の｢あゝ、上野駅｣の時代の団塊の世代が 75
歳を迎える 2025 年には、
「介護難民、10 年後 43
万人」特に東京、埼玉、千葉、神奈川県だけで３
割に当たる約 13 万人になり、介護需要は 45％増
えて 172 万人になると試算がなされ、このうち 13
万人のベットが不足し、我々が住む狭山市を含め
県西部地区でも 4,942 床のベットが不足との新聞
報道がありました。
そして政府では、2020 年の基礎的財政収支の黒
字化に向け、去る 6 月 10 日経済財政諮問会議で骨
太の方針の中で、増え続ける社会保障制度の見直
しをすることによって、歳出の削減を余儀なくさ
れる中で、老老介護や認認介護等の言葉で良く言
われておりましたが、今後は老後倒産(破産)や介護
難民が増えるのではないかと言われておりますの

で、今後各企業経営の明暗も予想されます。
その要因は二通りあると思われます。
① 自己の生活状況等、計画が怠慢によるもの
② 国及び各市町村の税と社会保障制度の見直し
によるもの
以上の観点から、私なりに考えたことを貴重な時
間をお借りし、お話しさせて頂きたいと思います。
一般的なモデルケースとして、退職金は厚生労
働省の 2013 年、就労条件総合調査によると、平
均額は勤続 35 年以上大卒で 2,156 万円、手取り
2,060 万円。
一か月の生活費は、総務省家計調査 2014 年の
平均によると、団塊の世代Ａさん夫 65 歳、妻 60
歳無職・持家の場合は 27 万円であります。一般的
な老齢の公的年金の例で見ますと、次の表のよう
になります。
表1
厚生年金と国民年金の夫婦の例
夫
妻
老齢厚生年金
月額約 91,000 円
（40 年加入の標準例）
老齢基礎年金
老齢基礎年金
月額約 65,000 円
月額約 65,000 円
（40 年納付）
（40 年納付）

合計 月額約 221,000 円
27 年度の年金支給額は、物価上昇分の上限１％
の 0.9％に当たる額が、平成 27 年の 4 月 5 月分と
して 6 月 15 日に支給されておりますので、僅かで
はありますが増えていると思います。
平均的な厚生年金受給額(夫 40 年加入、妻専業
主婦)は、現役世帯男性の平均賃金の手取り 348 万
円 の 2014 年 度 の 標 準 的 な 厚 生 年 金 受 給 額
218,000 円は 2014 年の所得代替率 62.7％で支払
われております。
厚生労働省が 2014 年に公表した財政検証では、

経済の前提を幅広く設定し、日本経済が再生する
ケースでは、年金の長期的な給付と負担の均衡を
確保しつつ、所得代替率 50％を確保できることが
確認されており、Ａさんの年金受取額は約
175,000 円と大幅減となります。
消費税については、2017 年 4 月に現在の 8％～
10％に引き上げが決まっております。他にも軽自
動車税が新規購入時に増税され、無税だった酎ハ
イにも酒税がかかるようになり、今後あらゆる形
で増税される見通しです。
国民健康保険について、各市町村とも同一の保
険料金と思っておりましたが、近隣市でも表 2 の
ように異なっております。狭山市、入間市、所沢
市を比べてみました。

表2
2015 年
度
医療給付分
後期高齢者
支援金等分

介護納付金分
(40 歳～64 歳)
2015 年
度

国民保健料金算出式
自治体
所 得 割 資 産 割
(％)
(％)
5.5
34.0
狭山市
7.2
27.0
所沢市
6.9
20.0
入間市
2.5
狭山市
-―
2.6
所沢市
―
1.9
入間市
―
1.2
狭山市
―
0.97
所沢市
―
1.2
入間市
―
自治体

平等割(円)

均等割(円)
8,000
10,500
15,000
6,000
11,000
6,000
8,000
6,700
11,000

限度額(円)

狭山市 14,000 440,000
所沢市 16,000 510,000
6,000 510,000
入間市
120,000
狭山市
―
後期高齢者
160,000
所沢市
―
支援金等分
160,000
入間市
―
90,000
狭山市
―
介護納付金分
140,000
所沢市
―
(40 歳～64 歳)
140,000
入間市
―
※ 一般的なモデルケース(70 歳同一基準)介護納付分を
除く年間保険料

表 4 全国で医療費が低い自治体(2011 年度調)
順位
自治体
年額(円)
390,000
１
千葉県
399,000
２
埼玉県
400,000
３
沖縄県
403,000
４
茨城県
414,000
５
栃木県
全国平均は 447,000 円、金額は一人当たり、市町
村国保と後期高齢者医療の合計
表 5 2035 年に全国で高齢者世帯比率が高い自治体
順位
自治体
比率(％)
52.1
１
秋田県
48.6
２
山梨県
48.0
３
青森県
和歌山県
４
47.2
長崎県
表 6 2035 年に全国で高齢者世帯比率が低い自治体
順位
自治体
比率(％)
35.8
１
東京都
36.4
２
愛知県
36.8
３
滋賀県
38.2
４
沖縄県
38.8
５
神奈川県
埼玉県は低い順位の 6 番目で 39.0％です。
（国立社会保障人口問題研究所 2014 年 4 月発表）
表7

医療給付分

狭山市 181,052 円、所沢市 219,041 円、
入間市 188,600 円(平均 196,231 円)
表 3 全国で医療費が高い自治体(2011 年度調)
順位
自治体
年額(円)
612,000
１
高知県
605,000
２
山口県
広島県
３
大分県
590,000
鹿児島県

2012 年度県民経済計算・県民所得額の高い自治体
順位 自治体
月額(円)
4,423,000
１
東京都
3.437,000
２
愛知県
3,195,000
３
静岡県
3,137,000
４
茨城県
3,116,000
５
滋賀県

表8

2012 年度県民経済計算・県民所得額の低い自治体
順位
自治体
月額(円)
2,035,000
１
沖縄県
2,249,000
２
鳥取県
2,252,000
３
高知県
2,281,000
４
宮崎県
2,363,000
５
島根県
全国平均は、2,972,000 円で埼玉県は全国 19 位の
2,806,000 円です。
この国民健康保険は、突然の病気やけがなど、
「もしも」と言う時でも安心して医者に掛かるこ
とができるように、被保険者の皆さんがお金(保険
税)を出し合って、みんなで助け合うという制度で
す。みんなが住む市町村が保険者になり、現在運
営しておりますが、健康保険料金の内訳は、国が
26％、各自治体が 13％、残りは毎月支払っている

保険料と病院や薬局に 1 割から 3 割の範囲で支払
われているのが、すべての医療費となり、今後は
年齢ではなく財産資産に応じての負担割合を増や
すことも検討されており、財政基盤が弱い国民健
康保険を支えるため、保険者を 3 年後の 2018 年
度から、都道府県に移すことになっております。
入院患者の食事代も、１食 260 円から 460 円へと
段階的に上がることが決まっております。
高額医療費については、70 歳以上 75 歳未満の
一般での医療の自己負担は、現在１万２千の上限
が、今後厚生労働省では上限額の引き上げを検討
しております。
介護保険制度については、1997 年 12 月 7 日に
介護保険法が成立し、2000 年から導入されました。
介護保険は 40 歳以上の方が被保険者(加入者)とな
って保険料を納め、介護が必要と認定されたとき
には、介護サービスの利用が原則１割負担で出来
る制度です。
運営は各市町村が保険者として行っております。
※2015 年 8 月より税の控除後の年金収入が 280
万以上の自己負担額が１割から２割に上がります。
控除額の税については各市町村で調べて下さい。
介護保険料は、市町村が定めた基準額に所得段
階に応じた割合を乗じて決定されます。
基準額は市町村が 3 年ごとに策定する介護保険事
業計画に基づいて定められております。
介護保険事業に必要な割合は国が 25％、県が
12.5％、
市が 12.5％、
40 歳から 6４歳の方が 28％、
65 歳以上の方は 22％の割合で算出しております。
そのために保険料金額は、市町村ごとに異なって
おります。2014 年度の介護保険料金は全国平均で
40 歳から 64 歳の月額保険料は、
発足当時の 2,075
円から約 2.5 倍の 5,177 円で、65 歳以上の月額保
険料は 2,911 円の 1.9 倍の 5,550 円で、全体での
全国平均は５５１４円で、団塊の世代が 75 歳以上
になる２０２５年には現在の約 2.3 倍の 12,680 円
になると試算されております。全国的に介護保険
料は次の表 9，10 のように３倍以上の開きがあり
ます。
長寿国日本の健康寿命は 2013 年度は、男性が
71.19 歳、女性が 74,21 歳で平均寿命は男性が
80.21 歳で、医療介護を受ける期間が約 9 年で、
女性の平均寿命は 86.61 歳で、医療介護を受ける
期間は 12 年余りであり、男女とも 75 歳を超える
と介護を受ける人は、約半数の 48％にも達します。
表9
順位
１
２
３
４
５

全国で介護保険料が低い自治体
自治体
月額(円)
2,800
鹿児島県三島村
3,000
北海道音威子府村
3,100
北海道中札内村
3,340
福島県檜枝岐村
北海道興部町
3,500
北海道平取町

表 10

表 11

表 12

表 13

表 14

全国で介護保険料が高い自治体
順位
自治体
月額(円)
8,686
１
奈良県天川村
8,003
２
福島県飯館村
奈良県黒滝村
３
7,800
岡山県美咲町
４
福島県双葉町
7,528
埼玉県で介護保険料が低い自治体
順位
自治体
月額(円)
4,000
１
三芳町
4,048
２
北本市
4,100
３
鳩山町
4,410
４
毛呂山町
4,228
５
和光市
埼玉県で介護保険料が高い自治体
順位
自治体
月額(円)
6,977
１
東秩父村
5,600
２
戸田市
5,580
３
小鹿野町
5,400
４
秩父市
5,390
５
飯能市
3 狭山市の近隣市との比較
自 治 体
月額(円)
4,493
狭山市
4.573
所沢市
4,600
日高市
4,848
入間市
4,980
川越市
1 か月の在宅サービスの支給限度額
区分
自治体
支給限度額(円)
50,030
要支援１
狭山市
51,500
所沢市
49,700
入間市
104,730
要支援２
狭山市
107.900
所沢市
104,000
入間市
166,920
要介護１
狭山市
171,900
所沢市
165,800
入間市
196,160
要介護 2
狭山市
202,000
所沢市
194,800
入間市
269,310
要介護 3
狭山市
277,400
所沢市
267,500
入間市
308,060
要介護 4
狭山市
317,300
所沢市
306,000
入間市
360,650
要介護 5
狭山市
371,500
所沢市
358,300
入間市

利用者負担の上限額は区分一般 1 世帯当たり
37,200 円です。
例えば、所変われば品代わる、住めば都という
言葉がありますが、同じ日本人で同じ保険制度で
ありながら、住むところによってこんなに大きな
差があると気づかされました。
介護保険料が最も高かった奈良県天川村では人
口に占める 65 歳以上の割合が 47％と全国平均
27％を大きく上回った結果であり、一番安い鹿児
島県三島村では、介護予防と家族による在宅介護
が充実しています。
埼玉県 63 市町村の 2014 年度平均介護保険料は
4,835 円で、一番低い三芳町は 4,000 円で、一番
高いのは東秩父村の 6,977 円で約１.７倍の開きが
あります。
指定難病については、
2015 年 1 月 1 日現在、
110
の疾病が指定されておりましたが、来る 7 月 1 日
からは、196 の疾病が新たに難病指定され、306
の疾病となりますので、社会保障給付費は４５年
前の 1970 年の年金額が 0.9 兆円、2014 年には 62
倍の 56 兆円となり、医療費は 2.1 兆円から 17.6
倍の 37 兆円となりました。このように社会保障費
負担増、消費増税、年金代替率の低下等により大
幅な可処分所得の減少等によって老後倒産に追い
込まれる事態となり、施設と人手不足による介護
難民になることも考えられます。島根県浜田市で
は、高齢化に伴い介護職員を確保するためにシン
グルマザーの方々の移住を進め易くするために、
高校を卒業するまでの子ども手当(月額)、１名につ
き 3 万円、住宅費 2 万円、介護職に就くための支
度金 30 万円等を支給し、いまから介護職員の人材
確保を進めております。
また、長野県下条村や東京都の日の出町でも同様
の政策を取り入れております。更に埼玉県内で介
護保険料が一番安い三芳町においては、あらゆる
政策に企業診断士の知恵を借り、町の発展に努力
を成されております。
これからは、私達が住む自治体の力量によって
社会保障費等の負担も異なってきますので、各市
町村の方々は若い人たちの働きやすい職場の確保
や教育・子育てのし易いような地域になるよう都
市間競争に勝ち抜く都市経営が望まれております。
狭山市では、７月に市長選挙も行われる予定で
ありますので、以上のような指導力を持たれた方
が選ばれると良いと思いますし、狭山市の活力が
更に増すことによって、狭山中央ロータリークラ
ブに入会される方が一人でも多くなることを望み
ます。

幹事報告

江原幹事

(定例理事会)次の件が審議・承認されました。
(1)7・８月プログラム承認
(2)中谷会員、高須賀会員の退会届について
(3)入間川七夕祭り協賛金について
(4)｢緑の募金｣運動への寄付について
(5)クラブホームページについて
6．第 2570 地区 2015-2016 年度ガバナーより、
2015 年度米山記念奨学部門セミナーのご案内
について ７月１１日（土）国立女性教育
会館
登録受付 午後１１時
7．次年度会費納入のお願いについて
8．受贈会報 入間ＲＣ 所沢西ＲＣ
9．ハイライトよねやま 183
10．難民を助ける会 AAR ニュース

《 会員 3 分間スピーチ 》
吉澤忠洋会員
本日 3 分間スピーチの場を頂
きまして、何を話そうか考えた
のですが、私ども今個別学習塾
を経営致しておりまして、本日
はその学習塾に来る子供たちの
お話を少しさせて頂きたいと思
います。
今も昔も生徒さん達は、落ち着いている子、静か
な子、まじめな子、やんちゃな子、活発な子がい
ますが、私が中学生時分と比べますと、本当に心
も体も大人びているといつも感心しております。
私どもは所沢市内に 2 教室運営をしております。
所沢地域の昔ながらの地域と、新所沢地域の新興
地域で 2 教室運営しているのですが、同じ所沢市
内の同じ年頃の生徒さん達なのですが、見事に各
教室に来る生徒さん達の雰囲気や恰好、言動が違
い、なぜ同じ所沢市内で違うのかといつも考えて
おりました。やはりそれは、地域、地域の環境に
よって来る生徒さん達が違うのだということです。
振興地域から来る特定の男の子たちなのですが、
今時の中学 2 年生で、塾に通うのに首に十字のネ
ックレス、手首にブレスレット、指に銀の指輪、
耳にはピアスをしてくる子もいらっしゃいます。
要は環境によって子どもたちとは変わるのだとい
つも思っております。
家庭環境、学校環境、地域の環境、そして昔に
はなかった情報の環境が、今子供たちの間に氾濫
しております。今私どもの所に通塾している中学
生、高校生の子どもたちは、ほとんどと言ってい
いほどスマートフォンを持って、インターネット
を通じて、瞬時にありとあらゆる情報を得ていま
す。私が中学生、思春期を迎えて性に目覚めた頃
は、友達や先輩に H な本を借りたり、朝早く起き
てゴミ箱をあさったりと、そのような記憶がある
腕白時代だったのですが、今の子どもたちはイン

ターネットを通して、瞬時にして世界中の情報を
見てしまうので、言っていることもやっているこ
とも本当に昔の子どもとは違うスピードで思春期
を通り抜け、青年になり大人になっていく姿が見
受けられます。
良いも悪いも今の子どもたちの周りには大変大
量な情報が渦巻いていて、それを私どもは何とか
学習塾を通じて、良い情報と悪い情報を分けるよ
うな形で講師たちに指導をしておりますが、なか
なか子供たちも賢くて、スマートフォンが手に無
ければ落ち着いて勉強が出来ないという子も大変
たくさんいらっしゃいます。そんな中、私どもは
所沢地域で 2 教室学習塾を展開しておりますが、
地域に根差して、未来の子どもたちを手助けでき
るような形で、地域に貢献していきたいと日々奮
闘しているところでございます。
所沢駅周辺、新所沢駅周辺で私どもの教室をやっ
ておりますので、小さなお子様、小学生、中学生、
高校生の方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介
して頂きたいと思います。

委員会報告
Ｒ情報・雑誌
片山 進委員
《ロータリーの友６月号》
横書の表にはアジサイの花があります。ちょっ
と見るとアジサイには見えないのですが、大阪の
方が撮った写真です。また縦書はツバメの写真で、
これは和歌山の方が撮ったものです。皆さんお気
づきでしょうが、最近この辺りはツバメが大変少
なくなってきていると思います。ツバメとは時期
になると、子供を育てるために飛びまわり、昆虫
を捕ってまわりますが、最近は見ないような気が
します。これも色々な陽気のせいかと思います。
【横書】
14 頁：各ロータリークラブで奨学資金を集めて
会を作っている所があるのですが、その中の福岡
ロータリークラブ、公益財団法人福岡ロータリー
クラブ奨学会の記事が載っており、国家に有用な
若者の育成のためということで資金を使っており
ます。私はこれに大賛成で、是非日本人のために、
国家の若い人たちを育てるためにこのような資金
が必要なのではないかと思います。皆さん良いこ
とが書いてありますので、是非読んでみて下さい。
28 頁：海外の子どもたちに手を差し伸べるには、
ネパールの子どもたちに綺麗な水をということで、
浄水器を寄贈しております。そしてネパールだけ
ではなくタイの方にも寄贈をしているということ
です。しかし寄贈するのは良いのですが、この浄
水器は恐らくメンテナンスがどれくらい行き届く
かということで、長持ちをすると思うのです。
その点を私は心配しております。そうしたことに
ついてはあまり書かれておりませんが、一応皆さ

ん目を通してみて下さい。
40 頁：地区別クラブ数・会員数・出席率一覧表
が載っております。
当クラブは 2570 地区ですが、
出席率が 81.73%です。しかし会員数が前年度に比
べて 45 名少なくなっております。全般的に少なく
なっているということ、当クラブも 6 月いっぱい
での退会者がいるということで、皆様是非募集の
方にも力を入れて頂ければ有り難いと思います。
【縦書】
13 頁：友愛の広場には、大津中央 RC の方が韓
国で受けた歓迎の心ということで投稿をしており
ます。今日本と韓国では国同士があまりうまくい
っていないということは皆さんご存知だと思いま
すが、ロータリークラブが行ったときには非常に
歓迎を受けたということが書かれております。要
するに政治家同士が上手くいっていないだけで、
一般の人たちはそんなに悪くは思っていないとい
う感じを私は受けました。是非皆さん目を通して
みて下さい。
15 頁：ロータリーを「一口で言う」ならばとい
うことが書かれております。ここにはなかなか良
いことが書かれております。縦書の最初の方には
ロータリーの目的等色々書かれておりますが、例
えば会員募集で興味がある方へ説明する場合でも、
あまり長ったらしく伝えてもわからないと思うの
です。一言でロータリーはこのようなものだと、
各ロータリークラブでこのように言ってはどうか
ということが書かれておりますので、皆さん是非
読んでみて下さい。
22 頁：俳壇、歌壇、柳壇とあり、一番下の柳壇 2
つ目に、「残り火をほんのり燃やす義理のチョコ」
とあります。良いことが書いてありますので、各
人で読んでみて下さい。

パスト会長卓話
栗原憲司パスト会長
皆さんこんにちは。
資料としてお配りした中に
「我ら狭山茶人」というパン
フレットがあったと思いま
す。これは狭山茶振興対策協
議会で、お茶を販売している
お店に置くように作ったも
のです。「急須で淹れるおも
てなし」ということで、5 人の人たちがそれぞれ
お茶に対してのお話をしておりますので、読んで
頂ければと思います。
A3 の大きな写真付きの「俳人協会埼玉県支部会
報」というものを 2 部ずつお配り致しましたが、
これは年 2 回発行している埼玉県支部の会報の、
今年 1 月と 5 月のものです。私がちょうど俳人協
会埼玉県支部の代表をしており、その時の記事が
載っておりますので、読んで頂ければと思います。

年に 2 回大会を行うのですが、5 月 3 日に総会と
俳句大会、あとは 9 月か 10 月の秋に、吟行俳句大
会を、場所を指定して行います。総会は桶川のさ
いたま文学館と決まっているのですが、秋の大会
は各地区持ち回りで役員が担当し、開催すること
になっております。
昨年 10 月に春日部で行いました記事が、今年の
1 月号の会報に載っております。
「第 1 回 花と緑
の吟行俳句大会」だったので、加藤楸邨が住んで
いた春日部の地で行いました。加藤楸邨は水原秋
桜子先生が春日部で医院を開いていた所の近くに
いたということで、俳句を習ったということらし
いです。記事に書いてあり、また写真もついてお
りますので読んで頂ければと思います。
古利根川も今は整備をされており、観光地となっ
ております。加藤楸邨が住んでいた住居跡等、全
部訪ねていけるようになっておりました。加藤楸
邨の第一句集『寒雷』は、日本の句集の中で代表
的なものです。埼玉を代表する方ですので、第 1
回の吟行会は春日部で行いました。
5 月の会報は、5 月 3 日にさいたま文学館で行わ
れた「俳人協会埼玉支部総会・俳句大会」の記事
です。今年は 2 年目で、1 期 2 年なので改正の年
であり、議案も役員改選があったのですが、また
私が留任することになりましたので、あと 2 年務
めることになりました。一部世話人が変わった他
はだいたい留任で、写真を見て頂ければ総会の雰
囲気がわかるかと思います。
俳人協会は全国組織でして、今はもっと少なくな
ったようですが、一時は 2 万人近くいたそうです。
そして俳句文学館とは全国で出している新聞です。
5 月の会報には、既に 9 月の「花と緑の川越吟行
俳句大会」の記事が、宣伝として載っております。
また、9 月２７日（日）行田市須加 4621 松雲
山長光寺にて 9 時半より、第 17 回奇北忌俳句大会
が開催されますのでお時間がございましたらお出
かけ頂けたらと思います。

稲見君

坂本副会長、一年間「副会長の時間」あ
りがとうございました。栗原憲司パスト
会長卓話楽しみです。３分間スピーチの
吉澤さん楽しみにしています。
江原君 会長の時間を坂本副会長宜しくお願い致
します。吉澤さん３分間スピーチを宜し
くお願い致します。
清水会員 欠席してすみません。
坂本会員 私にとって最後の会長の時間を代行さ
せて頂きまして有難うございました。
３分間スピーチの吉澤会員、パスト会長
の栗原憲司さんスピーチよろしくお願い
致します。
浜野君 長くお休みして申し訳ありません、義母
の世話で一週間に２～３日、松本に帰っ
ていました。自身の将来も考える機会に
なりました。
結婚記念日 吉澤君
夫人誕生祝 吉澤君

2014～2015 年度
ニコニコ累計額

2,770,000 円

白雲の 翳やはらかや 茶摘
時
（俳句新聞

栗原 憲司
5 月より抜粋）

※ 次の例会
第 2 副 SAA 片山君
7 月 7 日(火)
１２：３０～１３：３０
クラブ協議会 江原年度 就任あいさつ

小林君

