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衆議院選挙の取組
第 49 回衆議院選挙は、2021 年 10 月 19 日公示され同 31 日に投開票されました。今回の衆議院選
挙は、「解散から投開票までの期間が戦後最短の 17 日間」という短期決戦と、10 月 4 日の首相就任
から解散までが「僅か 10 日間」にすぎない異例の選挙となりました。
上記の背景には、歴代自民党政権による「権力の私物化」や「政治とカネ(甘利幹事長のＵＲ土地
関係の現金授受問題など)」を隠すために、性急で姑息な選挙と言われていました。更に、今回の選
挙の最大のテーマは「コロナ禍から国民の生命と生活を守る」ことでした。
コロナ第 5 波感染拡大時に適切な医療を受けられず、自宅療養を強いられた後に亡くなる人が続
出するなど、医療崩壊の瀬戸際に直面していました。更に、医療関
係者ばかりではなく、エッセンシャルワーカーの疲弊、コロナ禍の
影響で職場を奪われ生活困窮者や「長期間の休業を強いられている
飲食店への補償問題」などに寄り添い、国民 1 人ひとりの生命や生
活を守るための政治が求められていました。
しかし、自民党の選挙公約を見れば安倍・菅政権を引き継ぐ姿勢
は明らかでした。それは「ＧＤＰ比 2%以上も念頭に(防衛費)増額
を目指す」とした上で、ミサイル阻止能力、ハイブリット戦の強化
など安倍政権以上に軍事力重視の姿勢を鮮明にしていました。

防衛費ＧＮＰ1%枠
GＤP 対する防衛費は、警察予備隊を保安隊に改組した 1952 年度予算の 2.78%から、徐々に減少を
続けていた。1961 年度以降は 1.2%で推移しており、1967 年度以降は 1.0%を切っていました。
防計画の大綱のもとで防衛政策を推進する毎年度の予算枠として、1976 年 11 月に三木内閣によっ
て閣議決定されたのが『1%内の枠』です。三木内閣以降の歴代の内閣も予算編成にあたってこの枠を
踏襲して防衛に努めましたが、いわゆる「新冷戦」と呼ばれる米ソ関係の緊張と日本やヨーロッパ諸
国の経済成長に伴い、1980 年代からアメリカ合衆国による同盟国への要求として、1986 年 12 月に第
3 次中曽根内閣が撤廃を決め、翌年の 1987 年度予算編成から『総額明示方式』へと変更しました。
しかし、政策の撤廃後も、防衛費が GＤP 比 1%を超えたのは 1987 年度から 3 年間しかなく、その
数値も 1.006%と僅かな超過に止まっていました。この時は、一斉に西側各国も軍事費を引き上げ、そ
れに呼応するようにソビエト連邦も軍事費を引き上げていました。
なお、参考として、北太西洋条約機構は加盟国に対して国内総生産（GＤP）の 2%以上を防衛費と
するよう要求しており、2021 年時点では GＤP 比 2%の数値目標を達成した国が全 30 加盟中 11 カ国
に増加しています。
中国の急速な軍拡や、北朝鮮による核・ミサイル開発などの安全保障への脅威拡大に対応するた
め、第 49 回衆議院議員選挙に向けた「自由民主党の公約」において、ＮＡＴＯ諸国の国防予算の対 G
ＤP 比目標（2%以上）を念頭とした防衛関係費の増額を目指すことが始めて明記されました。
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野党の選挙協力が原動力に
勤労協も小山支持で積極的な活動を
こうした自民党と対決するために、市民連合と「立憲民主党．共産党．社民党．れいわ新選組」
は政策合意をして『選挙協力』を実現することを確認しました。具体的には、野党第 1 党の立憲民
主を中心に、共産．国民民主、社民、れいわ新選組の 5 党は全国 289 選挙区のうち 217 区で候補者
を 1 本化しました。なお、立憲民主党は衆議院定数の過半数にあたる 240 人を擁立して枝野幸男代
表は「政権選択の選挙」として与党との対決構図を強調ました。
上記の選挙協力態勢は静岡県でも実現して選挙戦に突入していきました。具体的には、静岡県下
の全選挙区までには至りませんでしたが、全国的にも静岡 3 区は「与野党全面対決」という構図に
なり注目された選挙区となりましたので以下に紹介します。
静岡 3 区は、浜松市天竜区の一部と磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市の一部、菊川市、それに
森町からなります。製造業があれば、お茶などの農業が盛んな地域です。
静岡 3 区は「与野党の 1 対 1」の構図になり、与野党激突の選挙戦でどちらが議席を獲得するのか
が全国的にも注目される選挙区となりました。立候補したのは『小山のぶひろ(立憲元 45 歳)』と
『宮沢ひろゆき(自民前 46 歳)』です。
上記の 2 人はこれまで 3 回、この静岡 3 区で闘っていますが、いずれも宮沢さんが勝利してきま
した。小山のぶひろさんはそのうち 1 回、2014 年に比例で復活当選しています。但し、この 3 回は
いずれも他の候補者が出ていて、野党の
票が分散していました。
今回、野党共闘を掲げて共産党も候補
者を出さない為に文字どうりの『一騎打
ち』となり、これまで以上の激戦区とな
ることが予想されていました。
静岡 3 区の争点は、隣接する「静岡 2
区」と同様に、掛川市や菊川市など、大
井川の流域では、お茶の栽培に川の水を
使っているたるため、『リニア中央新幹
線のトンネル工事による影響を懸念』す
る声が多く、争点の 1 つとなっていまし
た。
また、製造業が盛んな磐田市の部品メーカーなど、新型ミロナウィルスの感染拡大の影響でダメ
ージを受けた中小企業に対する支援策も大きな課題でした。

リニア新幹線の問題は争点の 1 つ
川勝県知事も小山支援の訴えを。
小山候補は、前回選挙では無所属で出馬して落選
しました。それ以降、4 年間は地域を小まめに回っ
てきた為に「住民の声」を聞くことができ、「本人
の政策や考え方」も理解される様になってきました。
掛川市勤労協も「市民連合」に参加して、この間、
地道な活動に参加してきました。具体的には、ポス
テイングや各種の「ミニ集会」など勤労協の多くの
仲間も活動に積極的に参加してくれました。
選挙戦では「誰ひとり残されないための前向きな
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政策議論を国会で」を強調してきました。一方、安倍・菅政権に対しては「無理を押し通す政治
だ」と厳しく批判をしてきました。こうした小山候補の訴えは多くの有権者に響いてきました。
与野党激烈な闘いを支援するために、小山候補へ枝野幸男代表も応援に駆けつけました。
更に、『静岡ショックを今度は静岡 3 区で頑張ろう』と、川勝平太
静岡県知事も小山候補への応援に入りました。こうした動きと連合静
岡も積極的に選挙戦に参加したことが大きく影響して「無党派層への
浸透」もはかることができました。最終的には、『与野党の激突』は
得票数にも反映され小山展弘は当選しました。

◆投票結果◆
当選 112，464 小 山 展 弘 (立憲元)
比当 100，7775 宮 沢 博 行 (自民前)

衆議院選挙の取組
国民民主党から立候補した田中けん候補は、2020 年 4 月に実施さ
れた望月義夫元環境大臣の死去に伴う「衆議院静岡 4 区補欠選挙」で
は野党統一候補として闘いましたが、自民党の深沢陽一候補に敗れて
しまいました。静岡 4 区は静岡市清水区．富士宮などを選挙区として
います。
今回の 10 月 19 日に公示された衆議院選挙に立候補したのは、昨年
の衆議院議員補欠選挙と同様に「田中けん(国民新．44 歳)」、「深沢
陽一(自民前 45 歳)」、
「中村憲一(維新新．47 歳)」の 3 名でした。
田中けん候補は、前回選挙と同様に「野党統一候補」を全面に打ち
出して選挙戦を闘
ってきました。田
中けん候補は『コ
ロナ禍で失われた
希望ある暮らしを
取り戻す!』を合
言葉に安倍・菅政
権で多くの国民が
求めている「病床
確保．減収補償に
必要に給付金を早
急に確保する」ことを前面に打ち出して支援を訴えてきました。
一方、自民前の深沢陽一陣営は「出陣式」に甘利幹事長が応援に駆
けつけるなど、『支持基盤の強さ』を生かして企業・団体の組織を固める戦術を展開してきました。
こうした情勢下であっても清水勤労協は独自選対を発足させて、選挙ハガキ．独自のニュース．選
対チラシ．電話作戦．労組関係においては「比例区候補と小選挙区の田中けん」を結合させた取組
要請を展開をしてきました。
最終的には、投票結果は下記の内容で小選挙区では敗北となりましたが、比例区では始めて当選
することができました。

◆投票結果◆
当選

84，154 深 沢 陽 一 (自民前)

比当

49，305 田 中 け ん (国民新)
24，441 中 村 憲 一 (維新新)
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衆議院選挙の結果を踏まえて
第 49 回衆議院選挙は投票日の翌日となる 11 月 1 日未明に全４６５議席が確定しました。その結果、
自民、公明の与党合計では 291 議席で国会運営を主導できる絶対安定多数(261 議席)を許してしまう
ことになりました。議席の内訳では、自民党は公示前に比べて 17 議席を減らしたものの、259 議席
で単独過半数(233 議席)となり、安定多数(244 議席)も得たことになりました。更に、公明党は 3 議
席増の 32 議席と無所属の 3 議席を加えれば 294 議席となりました。
一方の野党側は、立憲民主党が公示前 110 議席から 14 議席減の 96 議席となりました。日本維新の
会は公示前 11 議席から 41 議席増と大きく伸ばし、衆議院第 3 党に躍進しました。共産党は 2 議席
減で 10 議席となり、れいわ新選組は 2 議席増の 3 議席となり、社民党は残念ながら現状維持の 1 議
席となりました。

今回の選挙の特徴点
野党共闘の結果は一定の前進ではないか。
今回の衆議院選挙では「与党対野党の対決」でした。213 選挙区で与党系と 5 野党(立憲．共産．国
民．れいわ．社民)統一候補が激突した。野党が勝ったのは 59 選挙区でした。敗れた 31 選挙区は残
念ながら「約 1 万票以内」という内容でした。そのうち「1000 差以内で敗れた」のは 4 選挙区とい
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う結果が出ました。
上記の報告内容は、立憲民主は公示前の 110 議席を 96 議席と減らした。1 本化した小選挙区で野党
候補が勝利したのは 59 議席に止まった。仮に 1 万票差以内の「接戦区」を全て勝ち抜けていれば、
1 本化した小選挙区の 4 割を超える 90 議席を獲得できたことになり、公示前議席からの上積みも可
能は十二分にあることを示しているものです。

1 本化せずに勝ったのは
72 選挙区のうち６勝だけ
衆議院選挙結果を踏まえて、「共産党との協力が減少につながった」との報道を見ますが、それで
は『5 野党が候補者を 1 本化しなかった 72 の小選挙区では、僅かに 6 勝と更に低迷している現実を
どう判断するのか』という事も付け加えるべきではないでしょうか。
仮に、上記の 72 選挙区で野党が獲得した票を合計すると、与党候補を上回る選挙区は 5 つもあり
ました。従って、今回の「野党共闘の反省と 1 本化に向けた努力」を続けていけば 95 議席以上は確
保できる事を可能性があるのです。
更に、1 本化した 217 選挙区を分析すると、野党候補が無党派層の受け皿として、一定の支持を受
けていました。無党派層の投票先は立憲が 38%でトップ、次ぎに自民 33%、維新の会 9%、共産 6%、
などとなっていました。
この様に、選挙結果を分析せずに「共産党との関係云々を先行して、総括を出すのは早すぎるので
はないか」と小生は考えています。(2021 年１１月 1 日の東京新聞の記事を一部流用しました)

甘利幹事長の敗因は、野党共闘では。
衆議院選挙の当日、全国を驚かしたのは「自民党の甘利幹事長の小選挙区での落選」でした。この
結果は、『与野党対決の象徴』として全国敵にも注目されていました。選挙戦では、安倍．麻生．甘
利は 3Ａと呼ばれる自民党政権の「後ろ盾」となっています。有権者から見れば『金権・腐敗政権の
代表』の 1 人が甘利幹事長と写るのが当然でした。
その結果が選挙結果にも反映されたものと言えます。
上記の結果は、甘利幹事長のみに止まらず現．前
の閣僚経験者や石原伸晃元幹事長も落選するなど
「野党共闘」の成果が反映されたものでした。この
様に、衆議院選挙では与党側に「絶対安定多数」を
許してしまうことになりましたが、一定の前進を図
ることができたと感じています。但し、立憲民主党
においては辻元清美副代表をはじめ落選．小選挙区
での敗北が続きました。

社民党は 1 議席だが比例票で善戦。
社民党については「現有の 1 議席を死守」に止まったことは残念でなりませんが、本年 5 月に社民
党の県内組織が『立憲合流に賛成と社民党残留』と組織が分散した為に、衆議院選挙体制が従前と
比べて影響が心配されていました。
しかし、社民党が今回の衆議院選挙で獲得した比例票は 2 万 0，522 票.1.26%でした。この数字は
決して十分な成果とは言えないものの、2019 年の参議院選挙の比例票 1 万 3，771 票.108%と比べて
6，751 票の増加となっています。更に、前回の衆議院選挙の比例区票 1 万 4，783 票.0.78%と比べて
5，739 票の増加となっています。
上記の投票結果は、全国的に見ても前回の衆議院選挙の比例区票が約 94 万票で 1.7%に比べて、今
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回は約１００万票.1.8%と増加しています。社民党全体が厳しい状況下であったことを考えれば「約
60 万票の増加を得た」ことは善戦した証であり、来年夏につなげられる成果とも言えます。
現在(11 月 5 日時点)、立憲民主党の枝野代表辞任に伴い「後任の代表選挙」が準備されています。
更には、マスコミを含めて多くの関係機関が「衆議院選挙の総括」を進めています。従って、私た
ちも今回の選挙結果を踏まえた総括を行い、来年(2022 年)の夏の参議院選挙に向けた準備に臨むこ
とが重要となっています。
(秋山 一)
※今回の選挙関連に関する記事は、静岡県勤労者協議会事務局長ではなく秋山一の個人的な
意見と受け止めて下さい。

各地区活動報告
☆掛川市勤労協
アクション 11

戦争の記憶展
を開催します

３００万人余が亡くなった第二次世界大戦から７６年余、
貴重な負の遺産を次世代に伝えるための取り組みが求めら
れるなか、掛川市勤労協は被爆宣言都市掛川の存在を確固
たるものとすべく、これまでに１０回の展示会を開催してきました。
今年はコロナにより活動の自粛を求められてきたことから、開催時期を遅らせ、次のように開催
することといたしました。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
◆ 開催日時 １月２０日（木）～２３日（日）
◆ 開催場所 市立中央図書館ロビー
（掛川市掛川 1148-1）

小山のぶひろ勝利を祝う
県内では野党共闘の成果を示す
昨年１１月に結成された「市民連合かけがわ」の理
念と活動の方針に賛同し、私たち掛川勤労協はこの１
年全力を上げて自公政権の阻止、平和憲法擁護の大義
のため、野党統一候補の擁立、小山のぶひろ必勝を目
指して頑張ってきました。
市民連合は２０１５年、安倍自公政権の恣意的な議
会運営により強行採決された安保法制に対する抗議の
声を受けて誕生。理念は次の３点。立憲主義の回復と
安保法制の廃止・平和憲法の改悪阻止・個人の尊厳と
基本的人権の保障です。今回の総選挙で立憲民主、日
本共産、れいわ、社民の４党は、市民連合仲介１５項
目の政策合意のもと全国１４２小選挙区で果敢に闘いましたが、結果として県内の２小選挙区で成
果を上げたものの、全国的には自民・公明・維新で改憲発議に必要な３分の２の議席を与える大変
な状況となってしまいました。
しかし、ここで挫折するわけにはいきません。掛川勤労協は、これからも平和憲法を護り、平和
で豊かな民主主義のもと、だれでも幸せに暮らせる社会の創造をめざして、さまざまな活動にかか
わっていきたいと考えていますので、ご協力くださるようお願いします。
（会長 堀内武治）
（掛川勤協 News
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第１２７号より）

介護一言メモ
アルツハイマー型認知症
1960 年もドイツの精神科医師アルツハイマーによって報
告された認知症疾患です。大脳皮質の神経細胞が消失し、このため「脳の萎縮」が起こります。組
織学的所見として、老人斑、神経原線変化、神経細胞の萎縮が見られます。

症状
発症の時期は明確ではなく、いつともなく「物忘れ」が始まり、ゆっくりと進行していきます。

① 記憶障害
何回も同じことを繰り返して言う、つい先ほどあった出来事をすっかり忘れる。頼まれたことを
すぐに忘れるなど、記憶低下は次第に頻度が増えて、さらに認知障害へと進行していきます。
記憶低下に関連して「もの盗られ妄想」がよく見られるようになります。例えば、物をしまった事
を忘れて、誰かに盗られたと思いこみ、周りの人に疑いをかけて責め立てるなどをします。
さらに、記憶低下に伴う症状として、「不安状態」や「うつ状態」があります。体験する情報がす
ぐに消えてしまうために、認知症の人は途中から映画を見ているような気持ち、周りについていけ
ない感覚、そして何か大切なことを忘れているのではないかという不安を絶えず持つことになりま
す。また、記憶低下を人に知られたくない気持ちから、ひきこもり状態を伴うことがあります。

② 記憶障害思考と判断力の障害
認知機能が障害されると、物事を理解して適切な判断をすることができなくなります。計画を立
てたり、比較したり、思考したりすることが難しくなります。特に初期の頃から、手順をふんで一
連の作業をすることができなくなります。(遂行機能障害)。
例えば、料理をすることが難しくなります。食材をそろえて、適当な形や大きさにし、次ぎに調
理器を使用して、一定時間煮たり焼いたりした後に、適当な味つけをして盛りつけるという一連の
手順を含む作業が、途中でわからなくなり中断してしまいます。

③ 見当識障害(失見当)
時間や場所についての見当識が障害されます。(見当識障害)。現在何時頃になるのか、日付や季
節や時間的な事柄についての認識(時間の見当識)が低下します。さらに、今いる場所がどこかとい
う認識(場所の見当識)が障害され、外出して道に迷うことになります。目の前にいる人物は誰であ
るかという認識(人物の見当識)もそこなわれます。
◆見当識とは・・・◆
自分が今、どんな状況にいるかという認識。自分と家族の関係や自分が誰かという人間的
関係の認識、今が何月何日なのかいう時間的関係の認識、今自分がどこにいるのかという
地理的関係の軟式などをいう。

経

過

アルツハイマー型認知症の経過に起こる認知機能の低下は、決して直線的に低下するのではなく、
ある時期では一時的な安定状態が見られます。また、感染症、骨折、外科手術などの身体侵襲(傷つ
けること)や転居、施設への入所、入院など環境の変化を契機にして、目立った認知機能の低下が起
こることがあります。随伴する BPSD(行動・心理状況)も、それぞれの症例やステージに特徴的なも
のが見られます。

◆訃

報

外山

卓

氏（2021 年 10 月 28 日没・88 歳）

外山氏は長年にわたり、富士市勤労者協議会会長を務められました。
謹んで哀悼の意を表します
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