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2009 年総選挙を振り返って 

   民主党の圧勝、 

自民党・公明党の惨敗から見えるもの 
 
 今回の総選挙は、マスコミの事前の予想

どおり民主党の圧勝、自民、公明の惨敗と

いう結果に終わりました。護憲勢力の社・

共両党は解散前議席を確保し、現状維持と

いう結果でしたが、得票率は下がりました。 

 新社会党が目指した自公政権を打倒し、

護憲派勢力の拡大という目標は、民主の圧

勝により与野党逆転は実現しましたが、し

かし護憲派の拡大にはつながりませんでし

た。 

  民主党の単独過半数を超える１人勝ちは、

今後の日本の進路にとって不安な要素を抱

えているだけに、今後の動向を注視しなけ

ればなりません。そこで今回の選挙結果に

ついてその内容を検討してみてみます。 

 

与野党逆転が実現  

  民主の圧勝をどう見るのか 

 民主党は選挙前の 115 議席から 308 議席

へと 193 議席増やし、単独過半数を大幅に

上回り圧勝しました。しかしこの議席の伸

びほど民主党の得票率は伸びていません。

比例区の民主党の得票率は一番高い東北を

見ても45.5％で過半数には達していません。

一番低い九州では37.9％ととても過半数の

支持を得ているとはいえません。民意を正

しく反映した結果とは言い難いものがあり

ます。とはいえ、300 から 119 へと 181 も

議席を減らし

た自民党と、

31 から 21 へ

と 10 議席を

減らした公明

党の自公政権

が崩壊したこ

とは、歴史的

出来事で意義

深いものがあ

ります。 

 

民主圧勝の背

景は貧富の差

の拡大 

  今回の選挙

は政権交代の

宣伝に乗り民

主に追い風が

吹きました。

投票率が高か

ったのはそう

した期待の反

映と言われています。練馬区でも投票率は

上がり、９区が 67.48％、10 区が 68.67％

でした。 

  では何故政権交代を国民は求めたのでし

ょうか。小泉自・公政権が進めた郵政民営
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こんにちは 
新社会党・練馬です

新社会党練馬総支部

〒178-0064東京都練馬区南大泉 4-50-3-903TEL 03-3923-6244 FAX 03-3923-6244 

 赤 は人権 

 青 は正義 

 緑 は環境 

 鳩 は平和 
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化をはじめとする新自由主義の政策が、国

民に極端な貧富の差をもたらし、地方の過

疎化に拍車をかけ、都市と地方の格差を広

げる結果を生み出しました。それが有権者

の怒りを招き投票結果となって現れたのだ

といえるでしょう。 

  さらに、新自由主義は 100 年に 1 度とい

う経済危機〔恐慌〕を作り出し、国民生活

の先行きに大きな不安をもたらしました。

ワーキングプアといわれる階層が生み出さ

れ、季節労働者や派遣労働者を中心に大量

の失業者を作り出すという背景があります。 

 

危機的な護憲派の現状 

 一方で、日本の平和と民主主義を前進さ

せる上で重要な役割を果たさなければなら

ない共産、社民の両党が前回の議席数を維

持したことは評価できるものの、得票率は

わずかながら落ちていることを見逃すわけ

にはいきません。護憲派の長期低落傾向は

依然として続いているのです。 

 憲法と暮らしを守る護憲派の結集のため

には、憲法擁護の日常の取り組み，闘いが

決定的に不足しています。共同行動を積み

重ねて、結集に努力することが緊急の課題

になっています。 

  

連立政権の課題－福祉の充実 

 鳩山連立政権に社民が参加することの是

非は別として、民主、社民、国民新の共通

する政策として、自公政権が切り捨ててき

た、社会福祉関連の政策重視、強化を意識

的に推進していかなければならないという

課題があります。 

 護憲派は、外交・安全保障に関する平和

問題で非核３原則の法制化、日米地位協定

の見直し等の原則を実行することを望みま

す。圧倒的な民主党の数に臆することなく、

しっかり主張し実践することが出来れば来

年の参議院選挙にその結果が反映されるに

違いありません。 

 

練馬の課題 ― 区長選にむけて ― 

  今回の選挙で練馬選出の民主党の衆議院

議員は木内、江端（小選挙区）小林、吉田、

川島（比例代表）の５名となりました。 

  これは、今後の統一自治体選、特に区長

選に大きな影響を与えるものと思われます。 

 自公を与党とする現在の志村区長に対し

て、反志村統一候補擁立を目ざさなければ

なりません。政策－マニフェストというこ

とでは、現在進められている新基本構想、

長期計画に対する対応が、政権与党となっ

た練馬の民主党に否応なく問われることと

なります。  

 新自由主義に基づいて作られた新基本構

想、長期計画に対抗した平和憲法に立脚し

た福祉対策重視の政策立案が課題になって

きます。現在提案されている新基本構想、

練馬区長期計画の廃案ないし大幅な修正を

めざす取り組みが不可欠になってきます。 
 

 
 

自公政府を倒した力＝労働者・市民の怒り＝ 
 
 
 総選挙で自・公大敗北。民・社・国の連

立政権に交代実現、雇用と社会保障、環境

と平和への政策転換が不安を伴いながら期

待されています。 
 しかし政治を変え社会を変えるのは主権

者である国民です。４年に１度の選挙の１

票の力だけでは政治を変えることはできな

いでしょう。職場や地域―生活の現場―で

要求実現のための地道な運動がなければ実

現できません。 

 総選挙で自・公政権を倒すことができた

のは、派遣村に象徴される派遣切り反対、

仕事と住まいを求める闘いと国民的な支援
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と共感。年金、後期高齢者医療制度、保育

園・学童保育所の民営化、生活保護の母子

加算打ち切りなど、様々な社会保障の破壊

に対する怒りが地下水脈となって全国に波

及し、自・公不信任につながりました。 
 
○Ｍ薬局の闘い ― 社会を変える力に ― 

 練馬区内の従業員 17 人の小さな薬局の

雇用と年休権を守る闘いです。薬局の事務

員の梶ヶ谷つや子さんは練馬ユニオンで闘

って完全勝利、職場に原職で復帰、賃金も

年休権も元通り保障させる事が出来ました。 
  練馬ユニオンは練馬の労働者の支援を得

て勝利しました。梶ヶ谷さんは職場では組

合員一人ですが、自分と職場の仲間の権利

を守るために闘いました。Ｍ薬局闘争を支

えた労働者は小さな力であるけれど、社会

を変える、政治を変える力になっていると

自負しています。 
   

 

 

     Ｍ薬局闘争 その後 

会社はパートの年休権を認める！ 
 
 ６０歳定年制とパートの年休権で闘った、

Ｍ薬局闘争は多くの方のご支援で勝利し、

３月１６日より原職復帰（社員として６５

歳まで雇用継続）しました。復帰当初は従

業員の言動にぎこちなさはありましたが、

現在は闘争前と変わらぬようになりました。 
 
 会社は、就業規則を新たに作り、８月か

ら施行しました。社員とパートの年休権を

労働基準法通りに明記し、行使権を認めま

した。パートの薬剤師のひとりからは「病

気治療のため休む事が多くなるが、梶ヶ谷

さんのおかげで年休が使えるようになった、

ありがとう」と言われました。Ｍ薬局闘争

では薬局の従業員の理解を得られず、復帰

後の仲間作りに苦心していました。しかし、

会社がパートの年休を認め、パートから前

述の事を言われた事は、闘いの成果であり、

闘って良かったと心から思っています。 
 
 

 問題もあります。第一点は、就業規則は

従業員がいつでも見ることが出来る状態に

しておかなければならないのに、社長は「俺

に言えばいつでも見せるから俺のいるとこ

ろで見ればいいし、聞いてくれば俺が答え

るから、その必要はない」と。 
第二点は、新たに制定された配偶者手当を

私が要求したところ、「（梶ヶ谷の条件は）

和解協定書通りに６５才までやればいいの

だから適用することはない」と。しかし就

業規則は全従業員に等しく適用されるもの

であり、差別的な扱いは許せません。 
 
 このように会社は相も変わらず労基法に

反することを主張しています。この二つの

問題については会社に認めさせなくてはな

りません。Ｍ薬局闘争は今後も続きます。

どうぞご支援をお願いします。（梶ヶ谷つ

や子）（「ねりまユニオン」８２号から抜

粋）

 

 

 

年次有給休暇の付与日数 
 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 

短時間労
働者の週
所定労働
時間 

週所定 
労働日数 

一年間の所定労働日
数（週以外の期間に
よって労働日数を定
めている場合） 

６ヶ月
１年 
６ヶ月

２年 
６ヶ月

３年 
６ヶ月

４年 
６ヶ月 

５年 
６ヶ月 

６年 
６ヶ月
以上 

30 時間以上 

５日以上   217 日以上 
10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

４日 169 日～216 日 ７日 ８日 ９日 10 日 12 日 13 日 15 日 

３日 121 日～168 日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10 日 11 日 

２日  73 日～120 日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

30 時間 
未満 

１日  48 日～ 72 日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 
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集会「聖書の言葉と響き合う日本の憲法」に参加して 
藤井  達郎 

 
  ８月２９日（土），「平和を育てる大泉

９条の会」の主催で表記の集会が開かれま

した。 

 

  スピーカーの岩越陽子さんは 1947 年，憲

法と同じ年に生まれ，40 年間練馬区の公立

中学で英語を教えている教育労働者で，当

日の会場・大泉バプテスト教会の信徒です。 

  岩越さんは自身が中学生の折に修学旅行

で訪れたヒロシマ原爆資料館で受けた衝撃

がキッカケとなり，教員になってから組合

の中で平和や憲法について学び始めました。 

 

  そして分かったことは，「憲法とは時の

権力者の暴走に歯止めをかけるもの」「憲

法とは弱者を守るためのもの」「憲法とは

祭り上げるものではなく使いこなすもの」

ということです。そして，憲法条文や「聖

句」（聖書のことば）を引用しつつ，聖書

と日本国憲法の理念が見事に一致している

ことを力説されました。 

 

   他にも，日本同様に平和憲法を持ちつつ，

（日本と異なり）恒久平和の理念が大衆的

に浸透しているコスタリカの例を挙げ，教

育の大切さを説かれました。 

 

  ただ，お話しの中では，（ブッシュ前大

統領も犯したように）聖戦の名の下に歴史

上最も多くの人々を殺めてきた宗教こそが

キリスト教であることや，「聖書の誤謬性」

（聖書の中に誤りや差別的記載が数多存在

するということ）に関して，全く触れられ

なかったことは大変に残念でした。「優れ

た面」を伝えるだけで，過去の過ちなどの

「負の歴史」に言及せず，自己批判を行わ

ぬ姿勢はいかがなものでしょうか。「キリ

スト教賛美集会」のようなテイストを感じ

てしまったのは私だけだったのでしょうか。 
 

 
 
 
 
 

編集後記 

鳩山内閣が発足しました。民衆の怒りの投票により自公政権を倒しての誕生です。民衆は生活

からの要求運動をつよめ、人らしく生きるために、雇用、福祉、教育、医療の改善を迫り、特に

若者の将来を取り戻さなければなりません。練馬区では現在、区政の指針となる「新基本構想」

を策定しようとしていますが、憲法を区政に生かす文言を消し去り、効率第一の区政経営の考え

方を盛りこもうとしています。これに対して練馬総支部は、区長に「新基本構想の策定に反対す

る」申し入れをしました。また、「憲法を生かす練馬の会」も、議会に「公聴会開催に関する陳

情」を出しました。今後の練馬区と区議会の動向に注目しましょう。 
鈴木やすとも 

《 ご あ ん な い 》  
新基本構想説明会 

2009 年９月 30 日（水）  練馬区庁本庁舎６階エレベーターホールに 

午後６時２５分にご集合ねがいます。時間厳守です。この説明会は、「憲法を生かす練馬の会」が、

基本構想担当課に要請して開かれることになったものです。 

 

白子川源流まつり 

2009 年 10 月 18 日(日）  12：00～15：30 

大泉井頭公園（雨天・南小学校体育館） クロメダカプレゼント 南小の白子川学習発表 
                                     その他お楽しみ多数 


