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 Vol.2

2019.６.１

国民にウソをつく“アベ政治”
大きな義憤を感じる！
まっとうな政治を取り戻す！！
４/２４
４/２４会派を代表し質問！
本会議議場にて、質問演説中！
参議院
本会議

『省エネ建築法』 本会議質問より！

＜質 問 項 目＞

４/24

１．業務部門及び家庭部門においてエネルギー消費量が
増加している理由は？

２．住宅等の適合義務化が見送られた理由は？

３．省エネリフォーム工事と消費税増税との兼ね合いは？
４．既存住宅等の省エネ化に資する制度の在り方は？
５．伝統的構法建築物の承継に向けた取組みについて

★ポイント
本会議と委員会の両方で審議

国土交通
委員会

“省エネ” 施策推進は
中小建設業者への
5/9
＜質 問 項 目＞ 支援が重要だ！

国民生活を
！
て頂きたい
確りと守っ

➀．［関連］フラット３５不正利用か？
➁．中小建設業者、建築士の
習熟度向上に向けた対策は？
➂．条例による省エネ基準の扱いは？
➃．［関連］続 レオパレス問題

石井国土交通大臣

今夏の参議院選挙が間近に迫ります。政府与党が、昨年
断行した、全国で参院定数６増（今回は３増）が現実とな
ります。選挙を意識した『歳費自主返納法案』も３年間の
みで再び元に戻します。与党の横暴は、多くの民意など全
く無視しています。一強政治を打破するため、国民目線で
精力的に活動を続ける野田くによし氏を特集します。

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』

＜政府答弁（抜粋）より！＞

⇒ ３ ●消費税増税との関係につきましては、駆け込み需要と反動減により
経済に影響を及ぼすことがないよう、
「住宅ローン減税」や「すまい給付金の
拡充」
、
「次世代住宅ポイントの創設」など、総合的な対策を講じ、法律の公布
後二年程度の準備期間を置くことを考えているため、施行は消費税率の引上げ
から一年以上経過したタイミングとなると考えている。
⇒ ４ ●既存の住宅・建築物の一定規模以上の増築、改築につきましても、
適合義務制度、届出義務制度や説明義務制度の対象としているところでありま
す。今年度は、次世代住宅ポイント制度の実施や木造住宅の省エネリフォーム
に対する財政上の支援の充実を行うこととし、新築と合わせて対策を推進した
い。

＜野田の主張と質問により判明した事！＞

① ▶制度には年３００億円弱の補助金として血
税も入っており投資目的など許されません。徹底
した原因究明と改善策、制度の健全な運営をしっ
かりと保持して頂きたい旨、強く要望する。
② ▶住宅の約９割が木造です。その半分を施行
する中小工務店こそ、省エネ適合技術等を取得し
て頂く講習会の受講機会支援等の充実を願います。
③ ▶大阪府など先進的に取り組んでいる自治体
の条例の効力は続きます。同時に法改正に準じた
条例制定が求められます。
④ ▶
「中間報告書」
（3/18）の公表後も不正の報
道が続いています。他社への調査も進めていると
のことですが、トップランナー制度の強化ともい
える内容の今回の法改正でもあり、国民の利益、
生活を確り守って頂きたい。

大規模
2,000 ㎡以上

中規模
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満
小規模
300 ㎡
未満

赤文字の部分は今回改正
特に○の中は個人住居
に関係する重要な部分です！

■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。

ま

野 田 く に よ し の 活 動
自動運転技術の発展こそ、 様々な社会課題の解決へ！
閣法『道路運送車両法の一部を改正する法律案』

5/16『道路運送車両法改正』・5/14 視察

代理として、多発する自動車事故の防止に加え、
ますます増加する高齢者ドライバーの安全運転技
術の確保と制度の検討等、社会全体で考えて、支
えていかねばなりません。だから今回の改正であ
る自動運転技術の進歩が問題解決のための一助に
なって欲しいとの強い思いで、臨んでおります。

国土交通
委員会

はじめに、文部科学省の政務官が、閣議了解されている「在京当番」
にもかかわらず役所を複数回不在にしていた問題が、政権のおごり
と緩み、何より危機管理の重要性を交えて報じられております。よっ
て、国土交通省の状況はどうであるのか、まずは質しております。
本法案質問では、
『道路運送車両法改正』
（附帯決議有り）につい
て論議させて頂きました。
審議に先駆けて、14 日には当委員会で、メルセデス・ベンツ日本
習志野事業所に
自動運転の視察
を行っておりま
す。また、
党の 高
齢運転車による
高越事故防止対
策ＷＴ に座長

今回の法改正では、設計・製造から使用の過程にわたる諸
制度の整備等や、車検証のＩＣカード化等を盛り込んでおり
ます。これからは、既存の車両と自動運転車が混在する、 新
自動車交通の過渡期 にさしかかると考えます。
よって、渋滞緩和への効果、購入時の経済支援、専用レー
ンの検討、更には、サイバー攻撃への備え等も想定し、自動
運転の導入面から事故までの課題を質問しております。

5/17『航空保安法』議員立法提出

白タク （ライドシェア） 合法化反対！ ! 5/21『一般質疑』
政府が、規制改革会議等で検討している
「ライドシェア」はまさに白タク行為であ
り、断じて容認することは出来ません！
未来投資会議を受けての総理の検討指示
とは？
Q ❶ タクシーの規制緩和をめぐり

石井国土交通大臣

議連のメンバーとしても活動を続け、代表発議者と

A ❶ いわゆるライドシェアは、安全の確保、 して、
『航空保安法案』
（航空機強取等防止措置に係る

利用者の保護等の観点から問題があり、
例外的な措置も含めて、輸送の安全や利用者
極めて慎重な検討が必要である。
の保護のために、断固として認めることがな
いように求める！
A ❷ 省内に設置した地域交通フォローアッ
プ・イノベーション検討会において、法
Q ❷ 自家用有償旅客運送制度めぐる動きは
制度の整備も含め、人口減少や高齢化等
一般人のタクシー業務解禁にみえる！？
に対応しつつ、持続可能な地域交通を実
Q ❸ 規制のサンドボックス制度について
現するための検討を行う。
ライドシェア事業実証は行わないこと！
※ Q Aは
質疑要旨
抜粋

空港保安検査やテロ対策こそ
国が中心となり責任主体を！

A ❸ 仮に附帯決議にあるライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘
される事業の実施について申請があった場合にも、安全や雇用に関する規
制法令に違反する実証計画が認定されることがないよう、これらの規制を
所管する主務大臣が厳格に確認した上で認定するかどうかを判断する。

国際条約に則った 『法制化』 で被害者保護を 5/23『船舶油濁賠償法改正』

閣法『船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案』

モーターボート競争事業
にも「働き方改革」を！
国交省は実態を把握し
適切な指導を願う！！
要望

【法案審議より】 ※質疑ダイジェスト
この改正法案は、
2001 年３月の「燃料油条約」や、
2007 年５月の「難破物除去条約」を我が国におい
ても締結し、条約で認められている、被害者が保険
者（保険会社）に対して直接に損害賠償額の請求を
可能にする等の内容です。
法改正の周知に関し、特に内航船舶の船主、中で
も保険に未加入の船主への周知を問うと、
「加入率
98％であるが、これまでの検討会や説明会、ホー
ムページによる情報発信、プレスへの広報などの
様々な機会を活用する」という回答を得ましたが、
中小零細事業者への配慮を欠かさぬ様要望します！

体制の強化のための施策の推進に関する法律案）を参
議院へ提出致しました。
国がハイジャック防止措置の中核的な役割を果たす
よう保安体制の見直しを行い、これに伴って国の費用
負担割合を引き上げる方向で見直すこと等が盛り込ま
れた内容となっています。
日常における国民生活に欠かせない大事な空路、空
港。東京オリンピック・パラリンピックも目前ですし、
福岡空港も第 2 滑走路を増設中。
空港の保安検査体制やテロ対策こそ、
国が中心となっ
て責任主体を担って頂きたいと思います！

【関連質問として】 ※抜粋
Q．モーターボート競争競技運営の労働現場において、
正規雇用と非正規雇用者の間に不合理な格差が存在して
いる事について、国土交通省におかれては、実状をご存
じ頂いておられるか？今後、公正、安全な競技運営が困
難になるとも考えられるわけであるが見解を伺う！？
Ａ．国交省は、一般財団法人日本モーターボート競走会
を『モーターボート競走法』に基づき、公正かつ円滑に
業務を実施できる体制であるかどうかという観点からこ
の法人を監督している。現在のところ、特段の問題が生
じておるとは考えていない。この競走会の職員の採用形
態とか年齢構成、処遇などを含めた人事管理につきまし
ては、これは一般財団法人の競走会が使用者として自主
的に行っておられるものでありまして、国土交通省が直
接関与する立場にはありません。

事 務 所
くによし
野
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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！

