人 ・ くらし ・ 地方が原点。
参議院議員 （2019 年参議院議員選挙 公認候補予定者）

野田くによし
初 夏 号

2019.５.１

「辞任ドミノ」が続く安倍政権
「解散権」発言まで忖度か ?!

ま

安倍政権の副大臣・大臣と、立て続けに「辞任ドミノ」が続きます。 忖度発言
で辞任した国交前副大臣（4/5 辞任）に加え、
「復興以上に大事なのが議員」な
どと失言した、オリ･パラ担当大臣（4/11 辞任）を守り続けた首相の責任は大変
重いものがあります。加えて、私見の消費増税凍結を語り、総理の「解散権」ま
で語る側近発言も出る始末。緩んだ与党を追及し続ける野田国義氏を特集します。

４/２４会派を代表し質問！
★POINT 閣法『建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律の一部を改正する法律案』の代
表質問に先駆けて、冒頭演説で政府・与党を質す！

政府に対し “平成” 最後の本会議演説より！！
新たなる 令和の御代 をお迎えする目前、 平成最後 に、法
案の質疑に入る前に一言申し上げます。オリンピック・パラリンピッ
ク担当大臣、国土交通副大臣と、安倍内閣の 辞任ドミノ が続き
ます。
そのような中、先週１８日には、総理の側近中の側近なる立場の
方から、驚くべき発言が連発されました。
まず、令和になって「ワイルドな憲法審査」とのことですが、そ
れは、まったくは必要ありませんし、国民は求めておりません。
挙げ句の果てに、消費税増税の再延長 にまで言及され、増税
を延期した場合には「信を問うことになる」とも明言し、 総理の
解散権 まで持ち出したとされています。
なぜ、このような発言が飛びだすのでしょうか。よもや、この発
言も総理・総裁を忖度したのではないですか。
翌日には、１０月の消費税率引き上げについては、
「安倍総理大
臣と意思疎通したわけではなく、政治家としての私個人の見解だ。
政府の方針に異議を唱えたつもりもない」と述べておられます。
しかしながら、国民に向けての、これら一連の発言を伺う限り
では、 アベノミクスの破綻の現れ とも言うべき内容として捉え
る事が出来ますし、政府・自民党の中でも、景気が悪化していると
いうことを、より具体的に、かつ深刻に、 受け止めている証拠で
もある と、国民と共に、しっかりと、受け止めさせて頂きます。
そして、
事ここに至って「 熟議の参議院 のあり方」に関わる、大
変な事態 が起きようとしています。与党は、民意を無視し、自分
たちで参議院の定数を強引に６増し、今度は、勝手に歳費法の改正
を目論んでいるとお聞きします。たとえ３年間でも、歳費削減に臨
めば「それで帳尻が合う」
、
「それで国民世論の批判をかわした」
、
などとお考えのおつもりなのでしょうか。
以上、強く指摘致します！（※ 法案質疑の内容は後日掲載予定）

まっとうな政治を取り戻す

参議院
本会議

!!

４/２４ 本会議議場にて、質問演説中！
国土交通
委員会

４/２５ 『一般質疑』に臨む

★POINT 災害対策について、特に被災者支援、中でも仮設
住宅政策を重点的に内閣府防災担当官等に訴える。

被災者目線に立ち行政全体で全力を尽くす！
災害救助法により応急仮設住宅への居住は、原則２年ですが、こ
の点について、福岡県内においても延長のご要望があります。お住
まい頂いている方々の生活が最優先ですので、国は各自治体と力を
合わせて知恵を出す事、更に財政負担への懸念等を強く訴えました。
加えて、昨年度、災害仮設住宅の中には、初めてトレーラーハウ
スが導入された実績として、
豪雨災害にあった岡山県倉敷市（５１戸）
や北海道胆振東部地震
（全部の内６１戸）
の状況を伺い、
担当官からは、
「住民の方々への調査を積み上
げて、今後有効な知見として集
約出来るよう鋭意努めて参る」
旨の回答を得ました。
さらに、災害時でのキャンピ
ングカーの利活用を質し、維持
管理など様々に、その可能性を
是非検討頂きたく訴えました。

－

主な質問項目

－

➀仮設住宅の課題について
（法定期限２年の延長、建設から撤去まで）
➁トレーラーハウスを仮設住宅とする活用について
（諸外国並びに国内の事例）
➂キャンピングカーの災害時の活用について

■プロフィール■
1958( 昭和 33) 年生まれ。福岡県立福島高校卒業。日本大学法学部卒業。代議士秘書を経て、34 歳で八女市長に初当選。全国最年少市
長 ( 当時 ) として全国の話題を集め、
「改革派・市民派市長」として “オープン・フェア・クリーン” の政治姿勢で 4 期 16 年市長職を務める。2009 年衆議院
議員に初当選（3 年 3 ヶ月）
、農林水産委員会理事、党福岡県連代表。2013 年参院選福岡選挙区で初当選し、国土交通委員長、予算委員会理事、議院運営委
員会委員、
総務委員会委員、
消費者問題特別委員会理事、
災害対策特別委員会理事、
国の統治機構に関する調査会理事、
地方制度調査会委員。議員連盟の活動では、
お茶振興議連事務局長、花き産業振興議連事務局長、都市農業推進議連幹事長、土地家屋調査士制度推進議連幹事等を歴任。現在、立憲民主党、国土交通委員。

野 田 く に よ し の 活 動
国土交通
委員会

４/11 『航空法及び運輸安全
委員会設置法改正』質疑

４/18『アイヌ新法』質疑・4/16 視察
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現せよ！
閣法『アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策
の推進に関する法律案』

アイヌ民族を先住民と書き込んだ新法の制定です。世界的
には、国連総会で「先住民族の権利に関する国連宣言」
（平成
１９年）
が採択されました。平成２０年には衆議院、
参議院で
「ア
イヌ民族を先住民とすることを求める決議」が全会一致で可
決され、同日には当時の福田官房長官より、
「総合的な施策の
確立に取り組む所存」として談話が発せられ、後に有識者懇
談会の立ち上げに至り、その中で、新たな立法措置の検討が
進められてきた経緯があります。
この新法 ( 附帯決議有り）に
より、平成 9 年の『アイヌ文化
振興法』は包括され、廃止され
ます。それだけに、アイヌの人々
の意見を今後どのように集約し、
活かして施策へと反映するのか、
過去の同化政策や謝罪が必要な
こと、法案の意義、差別の禁止
などを質問。何より、
市町村が
「ア
イヌ施策推進地域計画」を策定
しますが、政府におかれては、
アイヌの人々の意見を尊重し、
民族として誇りを持って生活す
視察 アイヌ文化交流センター ることが出来る社会を実現出来
るよう、施策を全力で推進して
（東京都中央区八重洲）
頂きたいと思います。

“国産航空機” 製造の支援を！
閣法『航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案』

国交大臣出席の下、日本の経済を
考える中で、この航空機の製造とい
うのは非常に期待も高かろうと思い
ますので、しっかりと業界支援等お
願いをしたいと述べました。
①実に、旅客機では半世紀ぶりの
開発となる、国産初・ＭＲＪは、来
年半ばには就航予定ですが、なぜこれまで長い間、日本では、
この手の飛行機が製造されなかったのか伺うと、巨額な開発
費用のリスクや、日本の高い技術評価をするボーイング社と
の共同開発の道を選択した経緯などを大臣より御説明頂きま
した。
関連質問で、
②民営化され 三菱リージョナルジェット（ＭＲＪ）
た福岡空港の滑走路増設に伴
う「着陸経路」の変更案を住
民目線で質すと、国交省は、
地元関係者（自治体・住民な
ど）の協力が無くては実現で
きないことを明言されまし
た。
更に、
③北九州空港の課題
に言及すると、一部でのマル
チ エ ア ポ ー ト 化 の 現 状 や、
3,000m 滑走路への検討、国
内外からの利便性を大いに考
えた空港アクセスに対し、今
後も適切に取組むとの回答も
得ました。

野田から要望します！

☆要望１ 運航乗務員 ‘飲酒’
規律強化し 「万全な安全を」
☆要望２ “パイロット養成”
私大学生への支援充実を！

－

主な質問項目

－

➀国産航空機の製造について
➁福岡空港の滑走路増設に伴う「着陸経路」の変更案について
➂北九州空港の課題について
マルチエアポート化 ／ �,���m の滑走路 ／ 空港アクセス

統一地方選挙［前半戦より］“福岡県知事選挙”は現職圧勝！
選挙
結果

選
情

挙
報

★福岡県知事選挙 ４月７日投開票
有権者数 4,180,574

３期当選

小川

投票率 42.72％

洋（69）

1,293,648

武 内 和 久（47）

345,085

篠 田

119,871

現職・当選：２回
新人・推薦：自民

清（70）

新人・推薦：共産

出陣式の様子

告示 3/21 からの福岡県知事選挙は、現職の
小川氏と、新人２人の選挙戦でしたが、“県民の
良識” が圧倒的に示された結果となりました。

事 務 所
くによし
野
田

立憲民主党福岡県参議院選挙区第１総支部 メール： info@nodakuniyoshi.net kuniyoshinoda
【福岡】 〒812‐0013
福岡県博多区博多駅東
2-4-6 福泉第一ビル 6 階
Tel :092-436-4580
Fax:092-436-4590

【筑後】 〒834‐0031
福岡県八女市本町 2-81
Tel :0943-24-4630
Fax:0943-24-4631

【国会】 〒100‐8962
東京都千代田区永田町 2-1-1
参議院議員会館 323 号室
Tel :03-6550-0323
Fax:03-6551-0323

討議資料

いろいろなご要望やお困りのこと、 国会見学をご希望の方はご遠慮なく下記へご連絡下さい！

