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常陸太田市︑常陸大
宮市で合併後初の市
議選
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性・商工・農業団体などで

つくる﹁県民要求実現茨城

合併で市民サービス低下を

じ︑いずれも前職を擁立︒
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県の乳幼児医療費助成制

答︒参加者からは﹁教育現

と奮闘しています︒

す︒初日には︑

ぞんでいます︒あらかじめ

度で設けられている所得制

場の実態を無視した回答

ナーも準備されています︒
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欲を語りました︒

現在︑三国連太郎主演
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神山征二郎監督
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雨情を題材にした映画と
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﹁草の乱﹂など民衆のた
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大田仁史氏による記念講演

た︒雨情のお孫さんで生家
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な神山征二郎監督が︑今月
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監督がどう描いてくれるの

クゴ

県北地域での開催という
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す﹂というスローガンのも

です︒

どについてお話しされま

また の分科会が予定さ

れており︑不登校や食育︑

す︒童謡を一緒に歌うコー
﹁野口雨情の壮年期を描い

子育て︑医療・年金・介護
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﹁命を生み出す母親は命

と 有余年の運動を重ねて

年ぶりに日立市
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で開催されます︒

21

50

北茨城民報

えました︒

２００６年７月３０日

している﹂と︑その引き上

(1)

日本共産党中央委員会
のホームページから

・所得税の定率減税半減 サラリーマン
１月
２月
・所得税の定率減税半減
サラリーマン
・所得税の定率減税半減 年金受給者
２月
３月
・所得税の定率減税半減
年金受給者
・消費税免税点引き下げによる新規課税業者の初の申告期限（３月末）
３月
４月
・消費税免税点引き下げによる新規課税業者の初の申告期限
・障害者の福祉サービス利用の自己負担増 所得に応じた負担⇒原則１
（３月末）
割負担。食費・光熱費も全額負担に
４月
・国民年金保険料の引き上げ 月１万3580円⇒１万3860円。2017年度
30 所得に応じた負
・障害者の福祉サービス利用の自己負担増
まで毎年上げ
担⇒原則１割負担。食費・光熱費も全額負担に
・年金額の引き下げ 物価スライドによる０.３％減額
・国民年金保険料の引き上げ
月１万3580円⇒１万3860円。
・介護保険料の引き上げ 65歳以上。３年ごとの見直し。市町村ごと
2017年度まで毎年上げ
・年金額の引き下げ
物価スライドによる０.３％減額
に決める
・介護保険料の引き上げ
65歳以上。３年ごとの見直し。市
・生活保護の老齢加算廃止
70歳以上の高齢者などに上乗せ支給して
町村ごとに決める
きた制度。３年間で段階的に廃止し今回全廃
・生活保護の老齢加算廃止
70歳以上の高齢者などに上乗せ
・生活保護の母子加算の縮減
子が高校生以上の場合、上乗せ分を昨年
支給してきた制度。３年間で段階的に廃止し今回全廃
から３年間で段階的に廃止
・生活保護の母子加算の縮減
子が高校生以上の場合、上乗
５月
せ分を昨年から３年間で段階的に廃止
・酒税の引き上げ 「第３のビール」350ミリリットル缶当たり３.８円
５月
上げなど
・酒税の引き上げ
「第３のビール」350ミリリットル缶当た
６月
り３.８円上げなど
・住民税の定率減税を半減
６月
・住民税の公的年金等控除縮小、老年者控除廃止。住民税の高齢者非課
・住民税の定率減税を半減
税限度額廃止 新たに約100万人が課税対象に。介護保険料や国保料
・住民税の公的年金等控除縮小、老年者控除廃止。住民税の
高齢者非課税限度額廃止
新たに約100万人が課税対象に。介
に影響が及ぶ場合も
護保険料や国保料に影響が及ぶ場合も
７月
７月
・たばこ税の引き上げ １本当たり１円上げ
・たばこ税の引き上げ
１本当たり１円上げ
８月
・70歳以上の「現役並み」所得者の基準額引き下げ 窓口負担１割→2
８月
割
・70歳以上の「現役並み」所得者の基準額引き下げ
窓口負
担１割→2割
９月
９月
・厚生年金保険料の引き上げ 労使で14.288％⇒14.642％。2017年度
・厚生年金保険料の引き上げ
労使で14.288％⇒14.642％。
まで毎年上げ
１０月
2017年度まで毎年上げ
１０月 ・70歳以上の「現役並み」所得者の医療費増 窓口負担２割⇒３割
・70歳以上の「現役並み」所得者の医療費増
窓口負担２割
・70歳以上の長期入院者の食費負担増 居住費自己負担の導入
⇒３割 ・高額療養費の自己負担引き上げ 定額部分７万2300円⇒８万100円
・70歳以上の長期入院者の食費負担増
（70歳未満、一般的所得の場合） 居住費自己負担の導
入
・高額療養費の自己負担引き上げ 定額部分７万2300円⇒８

