人 ・ くらし ・ 地方が原点。
参議院議員

野田くによし
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質問 ! 要望 !! コロナ感染拡大対応
閉会中審査 豪雨災害対応

夏 季 号

2020.８.３

臨時国会を召集せよ !!

被災地の支援強化や復旧に全力を！ “GoTo 予算” には戦略性を！
見切り発車

国土交通委員会 ７月３０日
閉会中審査 ー質疑

要旨抜粋ー

要望 令和２年７月豪雨災害をとおして訴える！

【野田】 福岡も大きな被害を受けました。本日の
限られた豪雨災害へのお訴えとして、一つ目はポ
ンプ場の想定以上での浸水・冠水で稼働停止、そ
して老朽化の問題を取り上げました。救済面では、
テックフォース（TEC-FORCE 緊急災害対策派
遣隊）も地元に入って頂き大変喜ばれ、感謝して
おります。
もうひとつは現状のボランティア（受入れ体制
等）の問題です。福岡県も、熊本県も、募集を県
内に限っているので、なかなか復旧が進みません。
だから PCR 検査体制をボランティア受入れに
もっと取り入れるような仕組みづくりが必要であ
ることを国交大臣にも答弁を求め、お訴えさせて
いだだきました。

❷ 7/22 開始！ GoTo トラベル事業に関連し、
、
、

【野田】政策決定した決裁文書は ⇒【国交省】の応え
→イ．ロ．ハ．共に
それぞれ存在しているのか？
「口頭で大臣に了承を
イ．
「事業開始時期の前倒し」
いただいている」
ロ．
「いわゆる東京除外」
公文書を残さないのが
ハ．
「キャンセル料補償・補填」
安倍内閣なのか !?

コロナ禍にあって、 政府の緩みを質す！！

新型コロナウィルスの感染者数が東京を中心に増大していま
す 7/31 には全国で新規感染者数が過去最多の 1,580 人にのぼりま
した。同日、野党４党は、憲法５３条に基づき臨時国会召集要求書
を衆議院に提出。政府の初動対応の誤ちを指摘して、早急に臨時国
会を召集するよう求めています。
振り返れば、通常国会は 6/17 に政府・与党側の都合で一方的に
閉会。ところが、コロナ感染拡大に加え、7/3 以降、熊本県を中心
とした九州や中部地方などで集中豪雨が発生し、各地で甚大な被害
がもたらされました。集中豪雨を引き起こす大きな原因のひとつが
「線状降水帯の停滞」でありました。
気象庁は『令和２年７月豪雨』と命名。政府は、7/13 に「激甚災害」
指定 ( 見込み）、7/31 には「非常災害」指定を閣議決定し、応急災
害対策はもちろんのこと、被災者の方々の生活支援に全力を挙げる
ことを国民に約束しました。
福岡県内各地も、豪雨による被害は甚大です。立憲民主党も 7/4
に設置した情報連絡室を格上げ（５日）し、枝野代表を本部長とす
る立憲民主党・九州（南部：設立当初）大雨災害対策本部を設置し、
野田国義も被災県の幹事として情報収集に奔走致しました。（ウラ
面に災害視察状況等掲載）

赤羽国土交通大臣
❶ 週刊文春（7/30 発売）掲載記事の説明を求む！

厚生労働省・橋本副大臣と自見大臣政務官の 2 役に、委員会へ
の出席要求を出しましたが、実現しませんでした。赤羽国交大
臣は答弁をさけましたが、週刊文春（7/30 発売）掲載記事によ
れば、コロナ対応に昼夜忙殺されている厚労省職員の職務の傍
らでの、お二人の関係性が掲載されております。加えて議員宿
舎への部外者としての入館もあったようですので、この点は問
題有りではないでしょうか。だからこそ記事内容の真偽につい
て当時者であるお二人を質したかったところです。こういった
問題は、省内・職員等への士気の低下につながりかねませんので、
今後しっかり説明をして頂きたいと思います。

▶議題：令和２年７月豪雨による被害状況等及びＧｏＴｏトラベル事業に関する件

観光庁長官
※議事録は確定次第、野田国義 Web サイトでも公表しています。

❸ 運営業務委託先の選定について

オープンにせよ！

【野田】 資料をもらいましたけれども、黒塗りであった。
応募してきた事業者名、採点結果、事業者数など、堂々
とオープンにするべきであり、それが国民への説明責任
につながると考える。

❹ 登録事業者のチェック体制ついて

安全性の確保を !!

❺ 経済活性化策と感染防止策について

感染症は収束していない!!

【野田】 事業者登録は、三つの宣誓をすれば（登録）で
きる簡単な方法であり、
（利用者の）安全性確保のチェッ
クをしっかりと（事業者へ）行わないと、GoTo トラベ
ルにより、感染症拡大が生じるのではないか心配である。
【野田】 感染症が収束しない中で、この GoTo トラベル
がスタートし、国民は非常に混乱している。大臣も「真
剣に検討しているというのが私の正直な気持ち」とおっ
しゃるが、我々も観光業の落ち込みは大変危機的である
と認識しており（当初キャンペーン事業全体で）「1.7 兆
円は直接支給したらどうか」との提言もおこなっていた。

■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、
2019 年７月・２期目の当選。これまでに、
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等を歴任。現在、立憲・国民．新緑風会・社民会派 、決算委理事、国土交通委員、地方・消費者特別委員。

FUKUOKA

―

活動レポート in 福岡

令和２年７月豪雨災害 ―
野田くによしの取り組み
すべての人たちに、今すぐ必要な対策を適切に。
現地視察を通し、国会で訴える

● 立憲民主党災害対策本部視察 ー熊本県ー （７月１９日）
蒲島熊本県知事より被害状況を伺う

人吉市内 市街地の被害状況を調査

●大牟田市へ （７月８日）

松谷球磨村長より被害状況を伺う

●久留米市へ （７月８･９日） ●八女市へ （７月１０日）

特別養護老人ホーム「千寿園」にて献花・黙祷

● 立憲民主党災害対策本部視察 ー福岡県ー （７月２４日）
大牟田市三川ポンプ場 視察①

大牟田市三川ポンプ場 視察②

久留米市城島町山ノ井ポンプ場

久留米市東合川地区

大牟田市天領コミュニティセンター

久留米市筑後川の調査

TEC FORCE による立花町山下地区での作業を要請

●朝倉市 ・ 東峰村 ・ 筑前町へ （７月１６日）
朝倉市右田副市長より被害状況を伺う

東峰村澁谷村長より被害状況を伺う
筑後川河川事務所所長より被害状況を伺う

!!
大牟田市みなと小を視察

大牟田市みなと小学校

大牟田市三川地区の冠水被害調査に

筑前町田頭町長より被害状況を伺う

山腹工対策を施した現場が再び被害に

街宣活動

中嶋玲子県議と共に朝倉市･郡を調査

国政報告会
坪田すすむ福岡県区 1 総支部長

森本慎太郎福岡県 4 区総支部長

３密対策を図り
街宣活動や国政報告会を再開！！

事 務 所
くによし
野
田

【福岡】 〒812‐0044
福岡県博多区千代
4-29-51 河野ビル 2 階
Tel :092-645-2557
Fax:092-645-2558

【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！
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

