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11・7 医療保険改革案ー下院本会議で可決（賛成220、反対215の小差）－民主議

員258人のうち39人反対、共和1人賛成／米ー無保険者が約4630万人（人

口の約 15％）、国民の約 68％が任意の民間保険に加入（うち 9 割近くは勤

務先企業が提供する保健に加入）－所要経費は今後 10 年間で 8910 億ドル

（約80兆円）、財源は年収50万ドル（約1500万円）以上の高額所得者（夫

婦で100万ドル超）からの増税などで賄う（11・10Ｈ）

→11・13米貿易赤字拡大（米商務省発表）－9月の貿易赤字364億 7200万

ドル（約3兆 3000億円）、対前月比18.2％増（11・14Ｎ）

11・8 「新しい未来へ！11・8国民大集会」（全労連などー約3万 5000人参加、代々

木公園）－雇用・営業・命守れ（11・10Ｈ）

沖縄県民集会 2万 1000 人ー怒りに燃える島

11・8 普天間基地即時閉鎖／「辺野古への新基地建設と県内移設に反対する県民

大集会」（宜野湾市海浜公園、2万 1000人）

ー民主、社民、共産、国民新など各党と労組、市民団体など約 100 団体で

つくる実行委員会が主催、自民、公明、仲居知事ら欠席ー「県民の新基地

建設ノーの意思を明確に伝える。沖縄にこれ以上の基地はいらない」と決

議ー「県外、国外移設は不可能」と訪米先の米国で述べた松沢成文･神奈川

知事に「県民の気持ちをふみにじる発言」として抗議することも決める

（11・9Ａ、11・10Ｈ）

⇒11・9鳩山首相（記者団）「（オバマ大統領との首脳会談で普天間移設が）

大きなイシュー（問題）になることはない」「（県民大会に言及し）「県民は

非常に複雑な思いで見つめておられる」「早くやろうと功を焦って、県民感

情を傷つけてはいけない。簡単に年内に結論を出せるという話でもない」

／松沢神奈川県知事（記者団）、「（米での発言について）誤解があると思う。

普天間を辺野古に移すのが良いと云っているわけではない」「遅らせずに解

決しないと、基地負担軽減がご破産になる可能性があるのではないか、と
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云いたい」と釈明（11・10Ｍ夕）

→11・10Ｔ㈳「普天間移設ー沖縄の声届いているか」

→11・10Ｍ「記者の目ー沖縄の不満もう臨界点、明白な民意尊重せよー普

天間県外移設へ鳩山政権は不断の努力を」

／Ｍ「日米漂流、オバマ大統領来日を前にー岐路に立つ同盟、試金石ー『普

天間移設』迷走、対米追従からの脱却」「祖父のＤＮＡ／留学で『国家の自

立』意識、首相戦後外交に一線ー同盟は日本重視／国際協調は中国、米軸

足が見えず」

⇒11・10米軍、ひき逃げ死事件ー在沖米陸軍2等軍曹（20代）を米軍が身

柄拘束←11・7嘉手納町で引逃げー外間政和氏（66）、頚椎骨折等で死亡（11・

10Ｙ夕）

→11・10Ｙ（世論調査）11・6～8電話調査ー回答1074人（61％）

①鳩山内閣ー支持63％、不支持27％、ＤＫ10％

②政党支持ー民主43％、自民19％、公明3％、共産･社民各2％、支持政党

なし28％

③連立政権組み合わせー評価31％、評価しない56％、ＤＫ12％

④脱官僚「政治主導による政策決定」の実現度－できている 28％、できて

いない55％

⑤鳩山内閣政策支持度

●子ども手当ー賛成56％、反対39％

●高速道路料金の原則無料化ー賛成21％、反対73％

●給油活動の期限切れ終了ー賛成47％、反対34％

●温室効果ガスの対90年比25％削減ー賛成75％、反対16％

⑥鳩山内閣のマニフェスト実現のための国債増発論ー増発論8％、増発抑制

論85％

⑦郵政民営化の大幅見直しー賛成54％、反対33％

⑧元大蔵事務次官・斉藤次郎氏の日本郵政新社長起用ー評価 27％、評価せ

ず52％
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⑨普天間移設ー合意通りに進める方がよい 31％、少しは修正する方が良い

32％、県外移設など大幅見直し19％、ＤＫ17％

⑩日本航空の政府支援による経営再建ー納得できる 41％、納得できない

50％、ＤＫ9％

⑪鳩山首相の偽装献金に関する説明責任ー果たしている 19％、果たしてい

ない73％、ＤＫ9％

⇒11・10 沖縄県民大会代表、要請行動ー政府、米大使館へ米軍普天間基地

の即時閉鎖･返還など求め／松沢成文知事に抗議文手交（11・11Ｈ）

⇒11・10沖縄に連帯し国会行動ー共、社民アピール（11・11Ｈ）

11・9 ベルリンの壁崩壊20周年－式典、約1000個の巨大ドミノ倒し（11・9Ｍ夕）

11・9 官房機密費ー平野官房長官（記者会見）、「政権が代わってまだ50日と言う

中で、本当にこの報償費を国民に出すことがいいのかどうか、自分なりに

しっかり検証したい」「（公表を求める）声もあることも踏まえて、受け止

め、今後の対応を考えたい」（11・9Ａ夕）

→11・12Ａ夕「官房機密費月1億円、官房長官経験者に聞くー使途未公表、

難しい検査」

11・9 酒井法子被告に執行猶予判決ー東京地裁（村山浩昭裁判官）、覚せい剤事件

で懲役1年 6ヵ月、執行猶予3年ー傍聴希望21席に対し3030人（11・9Ａ

夕）

小沢流の党改革と国会改革の野望

11・9 民主、初の常任幹事会ーメンバーは「親小沢」が多数（11・10Ａ）／メン

バー―最高顧問、全国11ブロック代表で構成（11・10Ｍ）

⇒11・10天下り「なし崩し」ー平野博文官房長官（衆院運営委理事会）、国

家公務員の天下りをあっせんする「府省庁」につき、閣僚、副大臣など政

府三役や官僚ＯＢは該当しないとの見解表明ー独法に再就職の官僚ＯＢが

後輩に再就職をあっせんする事例は天下りに該当せずと（11・11Ｍ）
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11・10 Ａ「小沢学校」管理主義？ー携帯メール『♡はだめ』／あいさつ大声でー新

人 140 人、続く指導」／小沢小学校の５原則ー①所属する委員会に絶対欠

席しない②他の委員会を傍聴し知識を吸収しろ③与党は質問する立場では

ない④ヤジは国会の華、禁止しない⑤党内グループの会合より大事なこと

がある（11・10Ａ）

⇒11・10民主、自民両党合意ー肝炎基本法の今国会成立で（11・11Ｙ）

11・10 Ｍ「議員立法『例外』続々ー民主、禁止のはずが‥小沢氏次第？」①国会

法改正案（9・18政府、与党一元化における政策の決定について）②肝炎対

策法案（11・2 小沢氏「いいじゃないですか」）③永住外国人への地方参政

権付与法案（11・4小沢氏への議連事務局長の進言で）④公職選挙法改正案

（選挙権18歳引き上げなど）（11・6小沢氏「閣法で調整できないか」発言）

→11・11 民主･政治改革推進本部（本部長･小池一郎幹事長）初会合ー小沢

氏「脱官僚依存」を実現するための具体的課題を提示／提示課題ー①政治

家同士の議論を阻害する政府参考人制度廃止②内閣法制局長官を「政府特

別補佐人」から削除し、国会での答弁を禁止③法案審議の場とは別に官僚、

有識者、市民団体などから意見を聴く場の設置④質問通告の改善⑤大臣政

務官の増員ー党案とりまとめ→衆院議長の諮問機関『議会制度協議会』で

議論→関連法案（国会法、国家行政組織法など法改正）を議員立法で臨時

国会へ提出する方針（11・12Ａ）

⇒11・11小沢幹事長（党政治改革本部全体会議ー衆参両院から200人参加））、

「マニフェストで約束したことを突き詰めると、官僚支配、官僚依存の脱

却と言う1点に集約される」「国会の論戦を政治家同士の論戦にすることを、

まず真っ先に優先課題として取り上げたい。できる限り早い機会に成案を

得たい」／社民党幹部（興石参院会長から前出構想を示され）「法律を作っ

て官僚の答弁を禁止するのは行き過ぎだ」／自民党「民主党の党利党略だ。

民主政治の土俵作りである議会のルールを 1 党の主導で改めるのはおかし

い」と反発（11・12Ｙ、Ｍ）

⇒11・12民主･政治改革本部、第2回会合（衆参両院約100人参加）－国会
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法改正など原案を了承、官僚答弁など取扱いは小沢本部長らに一任／社民

重野安正幹事長、異議ー内閣法制局長官除外案について「政府とは独立し

て内閣の憲法観を体現する立場の人を、なにゆえ要らないと言うのか」

（11・13Ａ）

→11・14Ｈ(主)「民主党『国会改革』－なぜ法制局を『目の敵』にする」

事業仕分けー国債乱発･消費税増税の布石か

11・9 「事業仕分け」ー行政刷新会議、予算無駄を洗い出す『事業仕分け』対象

に447事案を決めるー216項目に整理し精査（11・10Ａ）

→11・10Ｔ「事業仕分け対象決定、『3兆円削減』ヤマ場ｰ目標トーンダウン

も、政治主導財務省と『合作』」

→11・1Ａ㈳「事業仕分けー国民だれもが点検できる」

／Ｎ㈳「事業仕分け人は臆さず制度に切り込め」

／Ｔ㈳「事業仕分けー『水増し要求』にメスを」

→11・11Ｍ「首相、5億余記載漏れー資産報告書、15銘柄 28万株など」

⇒11・11事業仕分け開始（11･11各紙夕刊）

→11・11Ｍ夕「ムダ削減見つめる目、事業仕分けスタートー廃止、見送り

早くも」

⇒会計検査院『2008 年度決算報告書』を提出ームダなど問題点指摘の金額

2364臆 5000万円で過去最多、717件（11・11Ａ夕）

→11・12Ａ「仕分け初日全事業見直し、7項目500億円『廃止』」「衆人の前

『廃止』連合、事業仕分け初日ー関心高い世論意識、官僚『公開処刑だ』」

－大事業見直しには壁も」／Ａ「税金の使い道決算実績でチェックｰ埋蔵金

1兆円発掘、会計検査院ー奮起、蓄財の構造に切り込むー財政難受け弱腰返

上、『2364億円ムダ』事業批判も辞さずー事業仕分け先導」→11・14Ａ㈳「ム

ダ根絶ーもっと使える検査院に」

→11・12Ｍ㈳「事業仕分け開始ー国民が『劇場』の監視役だ」



387

→11・13Ｍ「急先鋒『民間仕分け人』ー2日目、政府内に反発もー『構想日

本』がリード、『市場主義』学者並ぶー基金返納も要請」「ドキュメント･鳩

山予算ー官僚『結論ありき。1時間耐えるだけ』－仕分け2日目、既に『や

け』」

→11・12Ｙ㈳「事業仕分けー狙いは分かるが手法が問題だ」／Ｔ㈳「税の

無駄遣いー刷新会議と連携強めよ」／Ｈ(主)「『思いやり予算』－全廃目指

す第一歩をふみだせ」

→11・14Ａ「科学予算も『大幅削減』仕分け、聖域なし」「『事業仕分け 3

日目の判定ー『教育現場への押しつけ』総務省のパソコン導入事業ー『思

いつき的な事業』メール就職相談ー毛利さん反論に苦心、日本科学未来館

「交付税額、議論素通りー事業仕分け、公的たてに封印」「診療報酬の評価

ー『余りに乱暴』中医協で不満噴出」／Ｎ「地方交付税改革、曲折もー事

業仕分けー財務省･切り込みに意欲、総務省･予算増額へ抵抗」

⇒11・13 仕分け 3 日目ー原口一博総務相（記者会見）、「財務省の議論はと

んでもない。怒りにふるえる」（11・13Ｍ夕）

→11・14Ｈ「おかしいゾ、鳩山政権の進める予算編成ー税金の使い方の優

先順位、暮らし関連も『仕分け』－政権公約の財源、子ども手当のため増

税、大企業･金持ち優遇『二つの聖域』手つかず」「鳩山首相の資金団体ー

怪･領収書不要の人件費、毎年6000～7000万円に」

11・10 英女性遺棄事件、市橋容疑者逮捕ー逃亡 2 年半、大阪市内で逮捕ー07･3．

下英国人女性リンゼイ・アン・ホーカーさん（当時 22）の遺棄事件容疑で

（11・11各紙朝刊）

11・10

→11・10俳優･森繁久弥氏死去、96歳（11・10各紙朝刊）

アフガン支援政府決定ー政府、新アフガニスタン支援策として09年から約

5年間で最大50億ドルを拠出する決定ー11・13オバマ大統領に伝える（11・

10Ｎ夕）

⇒11・10「普天間」日米が作業部会ー日米両政府で合意ー両国の外務、防

衛担当の閣僚級作業部会を設置すること（11・11Ｙ）
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→11・11Ｎ「普天間協議、新たな枠組合意ー日米、懸案先送り」

11・10 「国の借金」864兆円（9月末）ー財務省発表、09・9・末の国債、借入金、

政府短期証券の合計（国の借金）総額864兆 5226臆円（11・11Ｎ）

11・11 Ｔ「強まる地裁『言論介入』、裁判員会見ー守秘義務盾に報道自粛要請ー罰

則あるが、範囲不明確」

⇒11・12 裁判員候補者へ通知ー最高裁、来年の裁判員候補者約 34 万 4900

人に通知発送（11・12Ａ夕）

オバマ氏初来日と普天間移設問題先送り

11・13 日米首脳会談ーオバマ大統領初来日（東京）

＜共同会見骨子＞

①来年の日米安保50年に向け、同盟深化のための新たな協議を始めること

で一致

②米軍普天間飛行場移設問題で、鳩山首相が早期解決を目指す考えを表明

③オバマ大統領が広島、長崎を将来訪問できれば、「非常に名誉」と発言

④「核のない世界」を目指す考えで一致

⑤温室効果ガスを2050年までに80％削減で合意

⑥アジア太平洋における米国の存在の重要性を確認（11・14Ａ）

→11・14Ｍ「日米「新たな同盟築く」ー首脳会談、普天間は先送りー核な

き世界、温暖化対策ー連携へ共同文書」／Ａ「蜜月の裏、日米に火種ー普

天間深まるミゾ，内憂抱え対立表面化は回避」「米、合意履行が前提ー日本

の先送り論に不満」

→11・14各紙社説

●Ａ「日米首脳会談ー新しい同盟描く起点に」

●Ｍ「日米首脳会談ー連携の舞台が広がった，安保50年へ信頼深めよ」

●Ｙ「日米首脳会談ー同盟深化へ『普天間』の決着急げ」

●Ｎ「首脳会談が覆い隠した日米同盟の現実」
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●Ｔ「オバマ氏来日－新しい同盟の出発点に」

●サ「日米首脳会談ー普天間『決着』を現実に、作業部会協議を加速せよ」

⇒11・14オバマ大統領、演説（東京、サンケイホール、各界約1600人出席）

→Ａ夕「オバマ氏・東京で政策演説ー米、アジアに積極関与ー対北朝鮮、

拉致解決を要求ー中国封じ込め否定」「オバマ演説ー招待者顔ぶれ多彩、長

崎市長『感銘』たけし氏、佐藤優氏･女子大生‥世論探る？」／Ｍ夕「威信

回復へ決意、米大統領アジア演説ー地域で指導的役割、影響力低下に危機

感も」／Ｙ夕「アジア関与に強い意欲ーオバマ演説、『民主化』『人権』を

強調」「オバマ演説ー拉致家族に配慮ー横田夫妻、大きな拍手ー『人間愛深

い人』－『小浜市民に感謝』」

11・13 「対テロ」戦争ーパキスタン北部で自爆攻撃相次ぐ

ー市民ふくむ17人死亡、80人負傷→10・中以来の掃討作戦での死者数ータ

リバン「パキスタン･タリバーン運動（ＴＴＰ）」側485人、軍側61人ー作

戦への報復とみられる襲撃やテロが全土に拡大、治安部隊員や市民の犠牲

者は400人超にー避難民20万人に（11・14Ａ）

11・13 「09年半犯罪白書」ー「再犯率最悪40％超すー窃盗･覚せい剤目立つ」（11・

13Ａ夕）／再犯者ー96年 8万 2000人弱／一般刑法犯の検挙者に占める割合

（再犯者率）27.7％→06年に 38.8％（14万 9000人）、08年 14万 939人→

再犯率 41.5％ー再犯者で 2 回以上服役した受刑者のうち前受刑時と同じ罪

名の割合は窃盗が73.0％、覚せい剤取締法違反72.2％／窃盗で安定した仕

事のある人の再犯率は19.3％、無職では34.4％（11・13Ａ夕）

⇒11・13「ひとり親家庭」の貧困率54％（厚労省発表）－07年調査の「相

対的貧困率」（中央値年228万円、その半分114万円）－子どものいる1人

親世帯では 54.3％、18 歳未満の子どものいる現役世帯（世帯主が 18～64

歳）の貧困率は12.2％、うち大人が2人以上いる世帯は10.2％／ＯＥＣＤ

の08年報告書（00年代半ばのデータ）では子どものいる1人親世帯の貧困

率は 30 ヵ国中の平均が 30.8％、日本は 58.7％で最高（09・10 公表の日本

全体の貧困率15.7％）（11・14Ａ）
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11・13 日航再建問題ーＪＡＬ、09・9 中間連結決算発表ー最終（当期）損益 1312

億円の赤字（前年同期366億円黒字）

→11・14Ｍ「日航がけっぷち、最終赤字ー年金協議続く綱渡り、資金繰り

も政府頼み」


