人 ・ くらし ・ 地方が原点。
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“２次補正予算” 追加歳出３１兆９１１４億円は過去最大 !!

コロナショック
からの立て直しを ! 国民目線で取り組む！
※５/２６「緊急事態宣言」を全面解除

政府は、全国で全面解除の翌２７日、新型コロナウイルスの感
染拡大に対応する令和２年度の第 2 次補正予算案を閣議決定してい
ます。賃料支援や企業経営の基盤強化策などを盛り込み、一般会計
の追加歳出は総額 31 兆 9114 億円と補正予算として過去最大です。
しかしながら、根拠不明の予備費が 10 兆円。さらに GoTo キャン
ペーンの委託事務費は、破格の上限 3095 億。第 1 次補正とあわせ
た事業規模は 200 兆円を上回ると自負しますが、果たして、その
効果を皆様は実感できているでしょうか。

５月２９日 地方創生及び消費者問題特別委員会
※閣法『都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案』

北村地方創生担当大臣

「地方分権」が叫ばれて久しいですが、行政的な起源は、
平成５年の宮澤内閣時代に遡ります。
八女市長を 16 年近く務めた経験を踏まえて、長崎県佐
世保出身、同じ九州の北村地方創生担当内閣府大臣と
論議させて頂きました。

Ｑ．主な質問 【第１０次分権一括化法】
❶．
「地方分権」改革の後退を感じる、大臣の所感を伺う
❷．平成の大合併の評価・検証の必要性について
❸．
「地方創生」
（第１期総合戦略）について
関連予算累計約 10 兆円と提案募集方式の限界
❹．東京・九州では福岡一極集中の是正について

❶ 国の「地方創生」は地方分権改革以前の時代に先祖

返りしているのではないか。
「上下・主従関係」から「対
等・協力関係」への転換は出来ているのか。実は、そ
れらの取組は地方を軽視し、信頼していないのではな

「地方分権」 改革の後退を感じる !
大臣の所感は如何 !?

いか。一方で、自治体の覇気が無いのではないかとも
感じておりますので、そのあたりのところを大臣を質
すと「（中略）地方の自主性、自立性を高めるための改
革をこれまで地道にずっと積み重ねてまいったと私は
見ております。」と答弁がありました。

❷ 何よりも平成の大合併の評価・検証の必要性につい

て、しっかりと検証するべきであると考えております
ので、総務省はなぜやらないのか、日弁連の興味深い
調査（合併した町村こそ過疎が進行している）などの
検証、そして市長時代当時の経験もあわせて披露し、
三位一体の旗振りを行った国こそが、その調査を行う
べきであるとお訴えし、大臣のリーダーシップを求め
るました。

❸

地方創生関連予算は
5 年間で約 10 兆円！

❹
いまの「地方創生」で
東京一極集中を
止められるのか？

■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。
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国土交通委員会 ５月２６日 ▶閣法『持続可能な運輸サービスの確保に資する取組を推進するための地域公共交通の
ー質疑 要旨抜粋ー

活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案』に対する質疑

❶ 黒川東京高検検事長の辞任問題について

検察庁改正法案
に抗議します！

※議事録は野田国義 Web サイトで公表しています。

【野田】政府、政権の、都合を優先したかと思われる施策が頓挫している状況であり、
私からも国交大臣に黒川検事長辞任問題について伺う。駄目なものは駄目なんだと
いうようなことも我々は期待しているところである。
⇒【大臣】委員が言われたちょっと報道の真偽について私は全く承知をしておりません
し、お尋ねの件につきまして、所管外でもございますので、お答えは差し控えさせて
いただきたいと思います。

❷ 八女市の地域公共交通の課題について

イ．特別交付税措置の充実 ロ．保有車輌の維持費

【野田】特別交付税等の措置の充実、あるいは国庫補助のかさ上げ、こういうものを是非ともやってもらわないと、なか
なか地域公共交通の維持は状況が厳しくて、もたないというような声が、やはり一番最初に要望として上がってきている
が国交省、総務省の支援策をお願いしたい。
⇒【総務省】今後の特別交付税措置につきましては、国土交通 ⇒【国交省】運行の欠損等に対しまして国費による補助を行っ
省からの要望等を受け、また国の財政措置の状況や地域のニー ており、今後とも地域からの御要望、御提案等を踏まえながら、
ズ等を踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えており 総務省とも連携して必要な支援に努めてまいりたい。
ます。

3 号線バイパス

❸ 国道３号線八女広川バイパス計画の状況について

久留米・立花線は４割が未整備 !!

【野田】バイパス計画は、どうなっていくのか、特に、費用が 300 億から 500 億と言われる。まず国交
省に久留米立花線が格上げされ、それで補助金が増えるようになった。しかしながら、もう六十年ぐ
らいは（工事に）取り掛かっているが、なかなか完成しない。まず久留米立花線をしっかりとやった中で、
本当に必要だったら造っていいと考えます。しかしながら、まだ完成していないではないですか。
⇒【国交省】・・・（中略）・・今後でございますけれども、国交省としてこの方針を最終確認をした上で、
福岡県に対して都市計画に必要な図書を送付しまして、福岡県において都市計画決定を進めていただけな
いかという、そういう予定をしております。

赤羽国交大臣

❹ アフターコロナの地域公共交通のあり方

【野田】アフターコロナでは地域交通の在り方が変わるのではないか、また、地域公共交通とゴー・ツー・キャンペーンと
の関わりを伺いたい。
⇒【国交省】五月十四日には、バス、ハイヤー、タクシー、トラックもそうですが、感染予防対策のガイドラインが作成をされてお
ります。また、オーバーツーリズムは出てくる可能性がございます。そういう意味での新しい生活様式に従いまして、車内の三密は
これ避けなければいけません。御指摘いただきました自家用有償につきましても、これは自治体が対応しておりますので感染症対策
をしっかりやっておりますが、必要に応じて私どもも同様の要請をしていきたいと思っております。

要 望 ❺ 事業者協力型自家用有償旅客輸送の本格導入
します！
イ．事業者の委託収入は増加するか
ロ．ライドシェアの問題点

⇒【野田】
事業者協力型の自家用有償旅客運送の本格導入になる。本当に事業者の委託収入増加につながるのか心配である。それと、
やっぱりライドシェアについて、この運行責任がないとか、誰が事故のときその処理をするのか、また、労働時間などもない、さ
らには、体調やアルコールチェック、また保険加入なども不明であり、日本で行うのは非常に危険だと思いますし、また、現にこ
のコロナ禍の中でウーバー等非常に経営が厳しくなっていると伺う。国土交通大臣も、これはやらないということを力強く言って
いただいておりますので、しっかりと国土交通省としては御認識をいただきたいと思います。

国土交通委員会 ６月２日
ー質疑 要旨抜粋ー

❶ 国道３号線八女広川バイパスについて

▶閣法『都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案』に対する質疑

※議事録は野田国義 Web サイトで公表しています。

3 号線バイパス

【野田】前回、国交省にご回答頂いた部分
と地元からの情報による整合性です。私の
もとには、「都市計画決定の手続き」にお
ける原案の作成は、“国” によるものであ
ると、伝わってまいりました。つまり、
「都
市計画」を行うのは、実際は、国ではない
かという旨の質問をしています。
⇒
【国交省】「（中略）（国交省から…）要請を受けた都道府
県は、都市計画が必要とこう判断した際に、自ら主体的に、
主体となってですね、自ら主体となって都市計画決定の必
要な手続を進める」との回答を得ましたが、国の主導は明
らかではないでしょうか。

❷ 安全なまちづくりについて

現在、浸水想定区域など災害ハザードエリアに建つ市
町村役場などの災害時には避難所となる場所の存在に付
き、内水氾濫の危険度が高いとされる地域への対策はど
うなるのか。さらに、災害ハザードエリアからの移転の
促進において、移転計画制度の創設とあるが、その支援
策とは、また、市町村への具体的な財政支援はどのよう
になっているのか伺っています。

❸ 魅力的なまちづくりについて

このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中にあっ
て、今回のまちづくり政策の柱「居心地が良く歩きたくなる」
空間・まちなか、という新たな方向性も創出、そもそも、今
後の大都市における感染症対策を含めた、まちづくりをしっ
かりと行って頂きたい旨、国交大臣に申し上げております。
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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】 〒812‐0044
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
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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！

