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参議院議員

野田くによし
幕引き｢共謀罪」 疑惑追求

本会議でも

「国民に対
し、ウソ
をついて
いるのは、
どちらな
のか！」
と質しま
した。

6 ／９本会議
民泊法
成 立

⇒

＋

附帯決議

要旨抜粋 ～

‼
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国交委 『都市緑地法等の一部を改正する法律案』

■主な質問項目 ・都市公園への保育所の設置の問題点 ・
公園の活性化に関するメリットデメリット ・都市公園（遊
具等）の安全対策 ・都市農地の保全活用 ・今後の市街化
区域内農地の賃貸借（直売所や農家レストラン等との調和）
４／

■主な質問項目 《森友学園関連》小学校建設予定地のゴミ
処理，《加計学園関連》公僕たる公務員とは，《下関北九
州道路関連》下関北九州道路の今後，《福岡市地下鉄陥没
事故関連》調査結果と今後

４／

国交大臣に対し、福岡の道路や地下鉄陥没事故など、省
の事項について幅広く質問を行いました。

6 ／８国交委
民泊法③回目
参考人への質問

■主な質問項目 ・公衆衛生に関する安全安心 ・治安維持に関する安全安心 ・
周辺地域における住民の生活 / 居住環境の保全 ・実効ある監督体制の確保 ・地域
の実情への配慮

更に閣法
２法質問

５／

国交委 一般質疑で大臣質問！！

6 ／ 6 国交委
民泊法②回目
政府への質問

⇒

!!

～ 主な質疑

【野田】（仏国・事業団体ＧＮＩ、会長の言葉を受け）
「日本には同じ轍を踏まないでほしい」と警鐘を鳴らし
ています。私はこれらの言葉を忘れることができません。
政府にその声は届いていますか！？
【国交大臣】 事業団体の会長から御指摘のような発言が
あったことは、担当部局より報告を受けております。…
フランスは、行政の監督が不十分な状態にあり、匿名性
の高さや近隣住民の生活との調和などが課題となってい
るものと承知をしています。

さて、民泊は住宅の提供方法によってはメリット
も見込める一方で、運用面での課題は数多く存在し、
これを不安視する声も多くあります。
よって政府には、「正々堂々」、運用面での不断の
検討を強く求めるとともに、国会審議を通じても検
討状況を明らかにしてい頂くよう求めた次第です。

30

森友学園
加計学園 問題

～ 民泊法に関する主な質疑 要旨抜粋 ～
◆治安維持に関連し
《現状指摘》民泊先進国フランスの実情は、テロリストの
アジト、家賃高騰、住宅不足、学級閉鎖等の問題がある！

行政の公平性・公正性を
ゆがめるな

本会議 民泊法①

６／２

重要法案、
『住宅宿泊事業法案』、いわゆる “民泊法”
の審議入りです。まず参議院本会議に於いて、会派を
代表し質問に立ちました。 本法案に対する質問に先
立ち、森友学園、加計学園、二つの学園をめぐる疑惑
を計６回、これまでも委員会等で追求していますが、

検証

通常国会

強行
採決

早 秋 号
計７回

2017 年
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国交委 『海上運送法・船員法一部改正案』

船員確保では「外航日本人船員の人数を平成
20 年度から 10 年間で 1.5 倍に増加させる」と
の目標に関わる取り組みの進捗状況や現状認識
など質問！

◆下関北九州道路に関連し
【野田】 …当然税金を使用する。…一方、
非常に通行量も多い、 ◆福岡市地下鉄陥没に関連し
そして老朽化も進んでいる。…産業あるいは人の往来という 【野田】 …今年３月に第三者委員会より、人的被害、自然的
ものが非常に期待できるのではないか、更に防災も含めて、 被害の両面に原因の報告書が発表された。…非常に遅れるこ
下関北九州道路について、大臣のお考え、方向性を伺う。
とも懸念しているが、最も懸念されるのは、埋まったままの
【国交大臣】 …地域で検討していただき、海峡 信号機である。更に、強度 30 倍の地盤の掘り返しなど、市
横断プロジェクトとしてではなくゼロベースで 民も大変心配している事について伺う。
必要性を再整理することにした。…昨年 12 月に、
山口、福岡両県、下関、北九州両市、地元経済 【国交省】 …福岡市地下鉄七隈線建設技術専門委員会におい
界とで、地域提言をまとめていただき、更なる て、地質調査の結果等も踏まえ、工事再開に向けた手順が検
討されていくとうことでございます。
検討を進めていくことが必要と考えている。

■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、
党国会対策委員長代理、予算委員会理事等を歴任。現在、参議院において国土交通委員、消費者問題に関する特別委員会筆頭理事、憲法審査
会委員、党職では常任幹事、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等を務める。

野田くによしの活動
25

お茶振興議員連盟 総会

４／

４／

国会活動

18

３月 ～ ６月

花き産業振興議員連盟 総会

４月 18 日、私が事務局長を
４月 25 日、私が事務局長を務めている『民進
務めている『民進党花き産業振
党お茶振興議員連盟（榛葉賀津也会長）』総会を開
興議員連盟（羽田雄一郎会長）』
催いたしました。
総会を開催いたしました。
お茶 4 団体（日本茶業中央会、全国茶生産団体連合会、全
花き 6 団体（日本花き生産協会、日本花き卸売市場協会、
国茶商工業協同組合連合会、日本茶輸出組合）の皆様にもご
全国花卸協会、日本生花商協会、ＪＦＴＤ、日本インドア・
出席頂き、農林水産省から「茶をめぐる情勢」と「平成 29
年度予算」を中心に説明を伺った後、意見交換を行いました。 グリーン協会 ）の役員の皆様にもご出席頂き、農林水産
今後共、生産基盤の安 省から「花き産業及び花き文化の振興に関する基本方針」
定・供給体制の強化を図 と「平成 29 年度予算」を
り、輸出拡大・消費拡大、 中心に説明を伺った後、意
後継者問題への対策等、 見交換を行いました。
今後共、花き産業振興に
お茶議連と致しましても
一丸となって、しっかり のため、私も全力を尽くし
大田花き市場 視察
取り組んでまいります。 て参ります。 人気の八女電照菊も
５／ 30
出荷されています！

５／
24

～ 各種大会に参加 ～

消費者特別委員会

『（独）国民生活センター法等
の一部を改正する法律案』

地方公務員法 地方自治法の一部改正
に対する緊急院内集会 ４/７

修習給付金の創立
を感謝する会 ６/６

【概要】国民生活センターの業務を
見直し、悪質な事業者による消費
者被害回復の裁判手続きを強化し
ます。

附帯決議を提案し
法案をより強化！
私は、各派共同提案
による附帯決議を提出
委員会筆頭理事 いたします。

一生懸命に働くヒトを応援！

司法修習生を応援！
主催 連合
５/12

党を代表して
共謀罪反対・廃案集会 ５/18

全会派 賛成！！

「共謀罪」法案に反対！
地元活動

福岡弁護士会主催
市民集会

産業廃棄物処分場
火災現場 視察
（嘉麻市 )

連合福岡 街宣活動
共謀罪法案反対集会
大牟田吉野病院 視察

街宣活動

事 務 所
くによし
野
田

民進党福岡県参議院選挙区第３総支部 メール： info@nodakuniyoshi.net
【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 2-8-1
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

野田くによし

←ＱＲコードで
「友だち追加」
よろしく
お願いします！

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！

