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特集

国民目線で、全力で邁進して参ります！

― ２０２１年衆議院総選挙のご報告 ―

新型コロナウイルス感染症対策を再構築するべきだ!！

野党共闘で臨んだはずの選挙戦、一定の成果はあっ
たものの政権交代への足掛かりとなる与野党伯仲の
政治状況はつくることはできませんでした。
しかしながら、野田国義は県内外の各候補者の応援
に奔走し、福岡県内の立憲民主党は、改選前の 3 議席
を死守しました。
コロナ対策の不備や不祥事連続で自公政権への強
い反発が少なからずあったのにも係わらず、全国的に

◆真摯に受け止めて、再出発！

現職候補者には 4 年間の実績と活動への審判が、
新人候補者には期待値が反映された、投票動向だっ
たのではないでしょうか。
「政治も選挙も結果が全てです。」
さあ再出発です！２０２２年の夏は参議院議員
選挙が行われます。再び日々全力で頑張ります！

福岡県内は
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国民の命と暮らしを守る！

我々はその受け皿にはなれずに公示前の 109 議席
から 96 議席となり、13 議席も減らしました。

◆「変えよう。」の風吹かずも、一方で野田は、

人・くらし・地方が原点。

参議院議員

!
第３区

第１区

Vol.59

坪田すすむ候補
稲富 修二 ３回

堤 かなめ 初

いなとみ しゅうじ

つつみ かなめ

現･当選３回

現･当選３回

令和４年、明けましておめでとうございます。皆様方に於かれ
ましては健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。日
頃からの御支援と御厚情に対しまして心より厚く感謝を申し上
げます。国政参画１１年半が過ぎ、日々全力で山積する諸課題に
取り組んでおります。
災害も多発する中、未曾有のコロナショックの影響は世界的な
規模で分野を問わず出ています。そもそも新型コロナウイルスの
影響を過小評価し、楽観視してきた政権の舵取りには大いに疑問
を感じてきました。
この状況に、私は大いに”義憤”を感じます。よって本年も、国
民の声が届く、国民目線の政治を心がけ、国民生活向上の為、
「人・
くらし・地方が原点。」を旨とし、不安の無い社会生活、何よりも
“まっとうな政治”を目指し
て邁進して参る所存です。 参議院議員
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議院運営委員会理事会の様子

報告

人・くらし・地方が原点。
参議院議員

臨時党大会の様子
野田国義は小川淳也選対の
選対本部長を務めました！

お知らせ

野田国義政経セミナー2022

政
調
会
長

２０２２年３月１９日（土）
開会:午後２時

ホテル

福岡ガーデンパレス
（福岡市中央区天神 4-8-15）
※地下鉄天神駅より徒歩約８分

10,000 円

2021 年の“行政監視委員長”活動！
国の政策・施策・事業をチェック（点検） 査院の存在が広く知られていますが、他には各省自身で行
う事業点検や、内閣府のレビュー（再点検）、総務省行政評
価局の点検の存在があります。それらに加えて、立法府参
議院にあるのが行政監視委員会です。
大切な血税をよりよい政策づくりに反映させます！

POIN する機関として憲法上で独立したて会計検
T
公平公正な運営に務めました！

来賓弁士
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出陣式にて

野田くによし後援会
立憲民主党福岡県参議院選挙区第１総支部

info@nodakuniyoshi.net
討議資料

下記の各事務所まで
※この催物は、政治資金規正法第８条の２に規定する政治資金パーティです。

★新型コロナウイルス感染防止のため、予防対策をしっかりと実行し開催致します。
国会事務所

八女事務所

〒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

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

5/31 行政監視委員会
小委員長より報告を求める

第 203・204 国会で設置した「国と地方の行政の役割分
担に係わる小委員会」で、新型コロナウイルス感染症に関
連し医療や財政、経済を中心に政府に対し様々な課題や論
点を、また総務省等が行う行政評価・監視については調査
の方向性等の確認を、そして国・地方の在り方では政府の
考え方や進展を確認、報告した次第です。

国会・本会議

行政監視報告書

本会議で国会報告
6/2 参議院本会議
委員長報告に臨む

■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、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、参議院/国土交通委員長、行政監視委員長、予算委員会/理事、
決算委員会/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/副会長等を歴任。現在、会派/立憲民主・社民、党/国会対策委員長代理、党/
災害対策部会長、議院運営委員会/理事、国土交通委員会/委員、災害対策特別委員会/理事、資源エネルギーに関する調査会/理事。
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― 民意を反映せよ！
国民目線の政治を訴え全力!! ―

活動レポート

国会
発生と経緯

▶野田くによしも新型コロナウイルス発生当初より訴えていた

視察

八女市上陽町真名子の土砂崩れ現場、立花町山下地区の浸水
現場を青木剛志・7 区総支部長と視察（下・左写真）。

１月には WHO が「緊急事態」を宣言。
我が国でも 2020 年１月には国内で初の感染者を確認。２月には横浜
港のクルーズ船でも検疫を行うなど、現在まで約２年間、ワクチン接種

― これまでの与党にはない
立憲民主党の施策について ―

in 国会

国交委員
令和３年８月

2019 年 12 月中国で原因不明の肺炎患者が次々に増加し、2020 年

豪雨は平成 24 年の豪雨から５回目で、今年で 4 年連続で

のは、まず検査体制の拡充と、次に希望する全ての人が受けられるワ

取り組み数

“宣言と措置“が繰り返されました。

※

本

提出しています。

▶第２０４通常国会で、立憲民主党は 49 本の議員立法に取
り組みました。特に、我々がメインとなり提案した議員立法は、全部
で 27 本です。その中でも、コロナ対策の関連法案は 14 本に上りま
す。
（感染症の発生当初からは 31 本にのぼります。
）

▶政府が進めてきた「with コロナ（社会経済と感染対策の両立）」では、感染抑制と感染拡大の波が何
度となく繰り返され、社会経済活動の制約が長期にわたり、国民生活や経済に深刻な影響を与えてきました。
よって、野田くによしと立憲民主党では、様々な角度から提案をおこなってまいりました。

久留米市の被害状況も視察（上・右写真）。

（PCR 等）を無料で実施すべきです。

合川、津福地区は内水氾濫の常習地帯で大雨の

積極的にコロナを“発見”し、もし感染して

度に冠水被害を受けています。

野田国義は、すでに
2020 年４月の決算委員
会（NHK 中継）で、コ
とが政治判断で必要と考えます。
ロナ第１波の襲来時よ
加えて、治療薬の開発支援も重要であると り、まずは PCR 検査体
発生当初より、補償と共に国に訴えています。 制の早期充実と充足を
訴えております！！

写真は大豆が作付けされた田圃ですが、

「

浸水により収穫ができない状況に加え、農産物
も高騰してしまいました。毎年の豪雨、浸水被
害常習地帯の抜本的対策をこれからも求めてま

コロナ」を提案

ご覧の通り、
『対策のさまざまな分野』で、
我々の主張が反映されています！

ZERO コ ロナ ≠ウ イルス ０と は

いります。

感染者数を一定水準以下に減らし、新感染

議員連盟
立憲民主党

症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案）を立国社共で

※衆･参の委員長提案を含む

受けたい時に受けられる検査

事務局長

点で「新型コロナウイルス検査拡充法案」
（新型コロナウイルス感染

うちコロナ対策
関連法案は１４本

しかし、政府は楽観的で、施策は後手後手、手詰まり感を抱く中で

療提供ができる環境（臨時病院等）を整えるこ

クチン接種です。立憲民主では、発生初期の 2020 年３月３日の時

議員立法

す。行政に対しての不満が爆発しています。

に望みをつないで、国民は闘って参りました。

も、一定の範囲内に抑えて、感染者に十分な医

ダイジェスト

者が出ても感染ルートを速やかに把握し、
拡大を防ぐ状態にしておくことです。

総会で発議

を務める、立憲

【zero コロナ戦略の三本柱】

民主党お茶振
興議員連盟・総

で説明

会』
（会長：山井和則衆員・京都）を急きょ開

1．医療現場を支援
2．感染を封じ込める
3．暮らしと事業を守る

催致しました。コロナ対応で、持続化給付金な
どの支援事業等で約３２０億円以上が必要と
されてきました。
しかしながら十分ではありませんので、こ

『茶業等緊急支援法案』

部門会議

の様な状況を救済する為に、
「茶業等緊急支援
法案（仮称）
」
（議員立法）を党内での議論を幾

【法案の 3 本柱】

度も経て、衆議院に提出する事ができました。

❶茶業に対する支援
❷お茶の文化の振興に資する活動
に対する支援
❸お茶と新型コロナの予防との

衆議院への法案提出後
に臨む

関連性に関する調査研究の推進

党国交副部会長として、部門会議役員メンバーと

農林水産副大臣に対して、茶生産農家の継承、文化、催事に

共に、コロナ禍で大きな打撃を受けている観光関連産業
への支援に関して、２回目の宣言中の 2 月に赤羽一嘉国

至るまで茶業が苦しんでいる現状を訴え、
「①国は茶業を行う者への
支援、②お茶の文化の振興活動を行う者への支援、③お茶と新型コ
ロナウイルスとの関連性の調査研究を推進して頂きたい」旨、しっ

立憲民主党
公式サイト掲載記事へ

土交通大臣、さらに再度、４回目の宣言中に再度要望をお
こないました。

かりと要望させて頂きました！
立憲民主党公式サイト掲載記事へ

▶2 月の要望以来、雇用調整助成金の特例延長など一部
については実現したものの、未だに危機的状況であることに
変わりはありません！

要望項目
❶ワクチン接種の体制強化と人流の回復
❷現場の実態を反映したきめ細かい飲食類等の提供に関する基準の策定
❸雇用調整助成金の特例措置の延長および緊急事態に対応した対応策の創設
❹観光バス事業者への支援

