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暑中お見舞い申し上げます。
2 回連続の野球ネタ、お許しください。今年の夏の甲子園注目校です。

新潟県代表 中越高校 （12 年ぶり 9 回目）
中越のグレーのユニフォームが久々に甲子園の土を踏む。
県大会直前、齋藤主将の右足首骨折のアクシデントが、逆に選手たちの士気を
高めた。シード校が次々に姿を消す中、秋春王者が順当に勝ち進み頂点へ。
「県大会で負ければ高校生プレイヤーとしての自分は終わっていた。みんなに感謝です」と
齋藤主将は言う。
本田監督は「全国でも勝てる選手たち」とナインのパワーを信じる。

兵庫県代表 滝川第二 （3 年ぶり 4 回目、中越高校の初戦の相手）
今年 4 月に部員間での賭けトランプが発覚し、春の兵庫県大会を出場辞退。
就任したばかりの山本監督は、週 2 回練習を行わず読書して感想を述べるなどのミーティング
を繰り返し、チームを立て直した。
「自分たちには、夏しか残っていないという思いでやってきた」と建畑主将。夏の大会をノーシ
ードで勝ち上がり、甲子園への切符を手にした強豪。

青森県代表 三沢商業 （29 年ぶり 2 回目）
県大会はノーシードから勝ちあがり、決勝で 3 季連続甲子園出場の八戸学院光星と激突。
延長 12 回２死 1.3 塁、空振り三振から振り逃げの球を捕逸。その隙にホームインという劇的
なサヨナラ勝ちで甲子園を決めた。
三沢商を率いる浪岡監督は、同校が 29 年前に甲子園に出場したときのメンバー。

大阪府代表 大阪偕星学園 （初出場）
大阪桐蔭などが去る中、波乱の大阪を制した。春夏通じて初の甲子園。
大阪の野球少年は、府内の有名強豪校に行くのが野球エリート、それに次ぐ実力者は越境して府
外の名門で甲子園を狙う。それ以外の雑草軍団が甲子園出場するのは奇跡に近いとか。

東東京代表 関東第一 （5 年ぶり 6 回目）
ナイジェリア人を父に持つオコエ瑠偉（外野手・3 年）に注目。名前の「瑠偉」は、サッカー
好きの父が、当時Ｊリーグで大活躍していたラモス瑠偉氏（現ＦＣ岐阜監督）からもらった。
ドラフト候補が甲子園でも大暴れしそう。
次ページに続く

西東京代表 早稲田実業 （5 年ぶり 29 回目）
和製ベーブルース・清宮幸太郎（内野手・１年）でお馴染み。「清宮フィーバー」で、混雑が
予想され、甲子園も厳戒態勢。
福井代表

敦賀気比（2 年連続 7 回目）ＶＳ

高知代表

明徳義塾（６年連続１7 回目）

大会３日目第２試合。
今春センバツを制した敦賀気比。投打の柱、平沼翔太（投手・３年）を軸に春夏連覇に挑む。
一方の明徳義塾は、甲子園常連の強豪校。それも、過去１６回出場した夏の甲子園初戦を一度も
負けたことがない。敦賀気比が初戦不敗記録をストップさせるか？注目！
福島代表

聖光学園（9 年連続 12 回目）ＶＳ

神奈川代表

東海大相模（２年連続１０回目）

大会７日目第 1 試合。
聖光学園は、戦後初の 9 年連続甲子園出場。県大会は楽勝だったかというと、意外に接戦を制
して甲子園を勝ち取った。
一方の東海大相模は、ドラフト 1 位候補・最速１５０キロ左腕、小笠原慎之介（投手・3 年）
を軸に頂点を狙う。
以上、甲子園の熱戦が楽しみです！！

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥ
■「弁償代を給料天引きは不当」引越社を元社員らが提訴
「アリさんマークの引越社」で知られる運送会社「引越社」（名古屋市）と
グループ会社の従業員と元従業員が、不払い賃金や慰謝料など計約 7000 万円
を求める訴訟を起こした。同社は引っ越しで発生した家具などの破損や、
交通事故に対する賠償金を「弁済金」として作業した従業員の給与から天引きしていた。
また、就業規則に記載のない業績評価制度などで、根拠が不明確な賃金の減額を恒常的に強い
られたとしている。

■生活保護受給世帯が過去最多

高齢者世帯増加

今年５月時点で生活保護を受けている世帯はおよそ全国で 162 万 2525 世帯となり、過去
最多を更新。厚労省は、一人暮らしの高齢者が年金だけでは足りず、生活に困窮するケースが増
えていると分析している。
全体の 49.1%を占めるのは６５歳以上の高齢者世帯で 79 万 3658 世帯。次いで、働くこ
とのできる世代を含むその他の世帯…27 万 4398 世帯、けがや病気などで働けない傷病者世
帯…25 万 5011 世帯、障害者世帯…18 万 7484 世帯、母子世帯…10 万 4256 世帯。

■最低賃金、平均 18 円上げ

2002 年度以降最大の上げ幅

厚労省の小委員会は、今年度の最低賃金を全国平均で 18 円引き上げ、798 円にする目安を
決めた。最低賃金の目安を時給で示すようになった 2002 年度以降、最大の上げ幅。
地域別で見ると、東京や大阪などは１９円、埼玉・静岡・京都などは１８円、福岡・宮城・
岡山・青森などは１６円となっている。
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共済年金と厚生年金がひとつに（被用者年金制度の一元化）

は？
平成２７年１０月から、「被用者＝サラリーマン」の年金制度が一つにまとまります。

１．一元化のイメージ
（現行）
職域部分

３階
２階

厚生年金

１階

国民年金（基礎年金）
（自営業者、無職の方等）

共済年金

（民間サラリーマン）

（公務員、私立学校教職員）

名称は「厚生年金」に統一されます。
職域部分は廃止され、別の制度にな
ります。
（改正後）

厚生年金

２階

国民年金（基礎年金）

１階
（自営業者、無職の方等）

（民間サラリーマン）

（公務員、私立学校教職員）

２．共済年金の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率に統一
厚生年金、共済年金の料率は、毎年 0.354％ずつ引き上げられ、将来は全て 18.3％で統一。
厚生年金は平成２９年に、公務員は平成３０年、私学教職員は平成３９年に 18.3％となります。

３．厚生年金と共済年金の違いを解消（原則、厚生年金にそろえる）
原則として、厚生年金にそろえることで違いを解消。
①加入期間 ②未支給年金の給付範囲 ③年金をもらいながら働く場合の年金停止のしくみ
④障害給付の支給要件 ⑤遺族年金の転給
ただし、『女子の支給開始年齢、支給年齢の差異』は経過的措置として存続します。

4．一元化によるワンストップサービス
一元化後に受給権が発生する共済組合が決定する厚生年金も、一元化後はすべて年金事務所で
の相談が可能になります。身近な金事務所で統一されることによって便利になります。

最新情報

どう変わる？ 標準報酬月額、傷病手当金、出産手当金等の改正

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が改正
され、これにより、健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額などが変更になります。
施行は平成 28 年 4 月 1 日で、詳細は省令で定めることとされています。

◆標準報酬月額に関する改正
健康保険の標準報酬月額について、3 等級区分が新たに追加。上限額は 139 万円。
（改正後）
現在は第 47 級まで

改正後はこの
３区分が追加

等級

標準報酬月額

報酬月額

第 47 級

1,210,000

1,175,000～1,235,000

第 48 級

1,270,000

1,235,000～1,295,000

第 49 級

1,330,000

1,295,000～1,355,000

第 50 級

1,390,000

1,355,000～

◆標準賞与額に関する改正
標準賞与額の上限額（年度における標準賞与額の累計額）
（現 在） 540 万円 → （改正後） 573 万円
例）賞与年度合計額 550 万円の場合
（現 在）
540 万円分まで健康保険料がかかり、残り 10 万円分にはかからない。
（改正後）
550 万円全額に対して健康保険料がかかる。

◆傷病手当金、出産手当金に関する改正
傷病手当金、出産手当金の計算方法
標準報酬月額×1／30×２／3（1 日につき）
↑この標準報酬月額の基準が改正となります。
（現 在）
支給を始める日時点の
標準報酬月額を基準

（改正後）
支給を始める日の属する月以前の直近の継続し
た 12 月間を平均した標準報酬月額を基準

詳細は今後決定しますので、発表されたらご案内します。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍 日本の大和言葉を美しく話す

高橋こうじ

うさぎ追いし彼の山 こぶな釣りし彼の川
夢は今もめぐりて 忘れがたきふるさと
ご存知、「ふるさと」の歌詞です。
「ふるさと」の歌詞が私たちの心に染みるのは、歌詞のすべてが
「大和言葉」だからだそう。
いつも使っている言葉を「大和言葉」で話したり、書いたりするのもいいですね。
●「超える」を表現するのに、老若男女問わず頻繁に使われている「チョー○○○」。
「大和言葉」なら、「このうえなく」「いたく」「こよなく」「得も言われぬ」
●教養を感じさせる「大和言葉」。
「いみじくも」 意味は、まさに、まったくその通り。
<用例>このあだ名は、いみじくも彼の性格、人のよさを表しています。
「なかんずく」 いくつかの性質や傾向を挙げたあと、なかでも…と言いたいとき使う。
<用例>この商品は、デザイン、薄さ、軽さに優れますが、なかんずく軽さは他を圧倒します。
●大人を印象づける「大和言葉」。
「折り合う」 両者の意見が対立したとき「妥協」だと負のイメージになりますが、
「折り合った」「折り合いましょう」というと大人の対応をした印象になります。
「今の日本は、現代の文法の乱れや流行語の多用、さらにはネットいじめや議会の野次、ヘイト
スピーチなどの粗暴な言葉にあふれている。万葉集にはわが国は「言霊を幸わう国（言葉の不思
議な力によって幸福を得ている国）」とあり、先祖に誇れる美しい正しい言葉を使いましょう」
という著者の意見にいたく共感しました。

ぎおん柏崎まつり

「海の大花火大会」

7/26

越後三大花火として「川の長岡」「山の片貝」「海の柏崎」と言われていますね。
柏崎市の柏陽鋼機㈱の西川正純会長との
ご縁で、そのひとつ、柏崎の花火大会に
行ってきました！
それも、西川会長の御計らいで、
有料観覧席「イス・テーブル席」で
ビールを飲みながらの花火見物。
最高でした！
潔さ満点の大発光「尺玉１ ０ ０ 発一斉打上」、
海面で次々と花開く「海中空スターマイン」、圧巻でした。
特に、「尺玉３ ０ ０ 連発」は、
あまりのワイドスクリーンに首が疲れるほど。
夏の特別なひとときを満喫しました。

