
　野田国義氏は訴えます。「地元が声を上げなくては、国民が知らないまま、どんどん税金が使われ事業化が進んでしまいます。我が国の主要なイン
フラの維持管理だけでも、今後３０年間で、約１９５兆円（年間約 6.5 兆円）必要です。必要なものは “必要” ですし、国が “新しいもの” を造るこ
とも大切です。しかしながら社会資本の“長寿命化対策”はもっと大きな問題なのです。この着眼点に加え、国民の血税を使わせて頂くのだから、大切に、
有意義に、そして本当に必要かどうか、立ち止まって、責任を持って事業の遂行に臨んで頂きたいのです。」　国会最終盤、国交委員会で連続質問に臨む、
野田国義氏を特集します。
　

　

 ３月２４日

参議院議員

野田くによし

人 ・ くらし ・ 地方が原点。

まっとうな政治を取り戻す !!まっとうな政治を取り戻す !!

 草の根からの民主主義　

2019.６.15

①▶イ．特に政策立案や事務事業の実施の方針等に影響を及ぼ
　　　　すやり取りがなければ文書を作成しない。
　▶ロ．大臣の場合も、前述の通りである。

②▶イ．交通渋滞解消のため、平成３０年度に国と福岡県と八
　　　女市と広川町が検討会を設置し、平成３０年の９月及び
　　　平成３１年の３月に、八女市長及び広川町長より要望を
　　　受けている。
　▶ロ．今年度より、概略ルートや構造の検討を行う計画段階
　　　評価に着手をした。それにおいて、当該区間の道路交通
　　　の課題を特定をし、道路計画の概略について、今後検討
　　　をしてまいる予定である。
　
③▶イ．平成１９年に発生した死亡事故の発生も踏まえ、広川
　　　町から当時地方整備局に対し、住民の安全確保、小中学
　　　生の通学安全確保の観点から、横断歩道橋の早期整備の
　　　要望があった。
　▶ロ．全体で歩道橋の事業費は約４億円です。
　▶ハ．横断歩道橋の整備効果の公表方法は、一律のルールは
　　　無く、当該事業は完成後５年を経過したことから、交通
　　　事故の状況等について取りまとめ、近々公表したい。
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（2019 年参議院議員選挙 公認候補予定者）
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国土交通
委員会

★6/4  『 建設業法及び入札契約推進法改正 』 　地域でがんばっておられる建設業においても「働き方改革」
が必要である事、「経営業務」を持続可能なものとする事、「工
期の適正化」を図り建設業者に無理な請負が及ばないように
する事など多岐にわたって法改正するものです。

★6/6『 公共工事の品質確保法改正 』 野田くによしは、建設業に従事する方々を応援する議員連盟のメンバーです！

★6/6  一般質疑

建設業でも 「働き方改革」 「工期の適正化」、
　持続可能な 「事業環境」 等の確保が急務です！

課
題

① 「公共工事設計労務単価」
７年連続上昇効果の指導
　と報告の徹底を！ 

② “経営許可基準” 緩和
  でも、 不良不適格業者
　　参入は厳しく審査を！

④本法に位置付けました！ 
「災害時の建設業界こそが
　地域の守り手である！」 

③ 新設 “事業承継” 制度は
“一般業” と “特定業” とでは
　適用が出来ない旨の周知を！

だから、
大臣へ！要望 !!

野田の
主　張

※①～④野田の質疑と国交省の回答より

〈　主な質問項目　〉
①  国土交通省の公文管理　
　　朝日新聞記事2019.6.4参照
　　（見出し）「首相面談 官邸記録残さず」

　　イ．国交省の実態は？

　　ロ．大臣が総理と面会した場合は？

②  広川・八女３号線バイパス計画
　　イ．誰が要望したのか？

　　ロ．現在の状況は？

③  広川３号線の新代横断歩道橋
　　イ．どのような要望があったのか？

　　ロ．かかった工事費用は？

　　ハ．大臣へ「事業の評価は分かりやすく

　　　　周知するべきではないか？」

　「建設技能者の育成を支援する議員連盟」
　「有志議員による建設職人の安全・地位向上推進議員連盟」

※①～③野田の質疑と国交省の回答より抜粋

質問から
新事実が
判 明 ！？

議員立法も 〈全会一致〉 で可決されました！
☑
☑

災害時の対応
「働き方改革｣への対応

生産性向上等を強化

オープンな公共事業を
ＰＤＣＡサイクルで！！



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！
討
議
資
料

立憲民主党福岡県参議院選挙区第１総支部 メール： info@nodakun iyosh i . ne t
【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
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▶『ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案』
▶『建築士法の一部を改正する法律案』
▶『貨物自動車（トラック）運送事業法の一部を改正する法律案』

お問い合わせは、
　　野田くによし事務所まで！

　旧来の公共事業中心の政策から、人への投資に政策を変
えます。持続可能で安心な社会保障制度の下で「子育て・
しごと・くらし」を充実させます。安定した年金制度の再
構築と、医療・介護・教育などが連携した地域包括ケアシ
ステムを拡充し、地域の「支え合いを支える」仕組みをつ
くり「くらしの安心」を確保します。

くらしの安心へ｢人への投資｣をすすめます

｢アベ改憲に反対｣します
　東京・大都市への一極集中、地域間格差が止まりません。
地方再生こそ、トリクルダウンではなくボトムアップでの
施策が必要です。地域の第一次産業をしっかり支え、二次・
三次産業においても地域の創意工夫を応援し、豊かな地域
をつくります。

「地方の再生｣を未来への成長戦略へ

　さらなる省エネの推進と、自給率、経済効率性の向上を
目指します。太陽光、バイオマス、風力、水力、潮力、地
熱発電など、自然由来の再生可能エネルギーを最大限に導
入し、原発に頼らない環境に優しいエネルギーの地産地消
をすすめます。

｢原発ゼロ｣へ再生可能エネルギーを推進します 国民の｢命と平和を守る｣外交・安全保障をすすめます

まっとうな政治を取り戻す！まっとうな政治を取り戻す！
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　「専守防衛」に徹しながら、安全保障環境の変化に応じ
て防衛体制を見直すことは必要です。国際社会との連携を
一段と強化し、対話重視の平和外交推進し、国民の生命・
財産、領土・領海・領空を守り抜きます。

　憲法改正については、国民的議論と国会での議論を慎重
に行うべきです。権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与
するかとの観点で論議を深めることが必要です。スケ
ジュールありきの改憲論に反対します。

　

野田くによし氏 参院選公認候補予定者に！野田くによし氏 参院選公認候補予定者に！

【国会での所属委員会及び役職】
●国土交通委員会 委員長 / 委員
●予算委員会 理事　
●総務委員会 委員　●議院運営委員会 委員
●災害対策特別委員会 理事　
●消費者問題に関する特別委員会 理事　
●地方創生に関する特別委員会 委員　
●憲法調査会 委員　●地方制度調査会 委員

　●昭和 33 年福岡県八女郡立花町生まれ
　●農家の長男として広川町で育つ
　●福岡県立福島高等学校卒業
　●日本大学法学部卒業
　　卒業後、代議士秘書として生の政治を身につける。

　▶【平成 5 年 八女市長 初当選 34 歳】
　　・全国最年少市長となり「八女のクリントン」と呼ばれ、
　　　 全国の話題となる。
　　・「改革派・市民派市長」としてオープン・フェア・クリーン
　　　 な政治姿勢で 4 期 16 年市長職を務める。
　▶【平成 21 年衆議院議員 初当選】3 年 3 か月
　　・政権与党の一員として農林水産委員会理事等務める。
　▶【平成 25 年参議院議員（福岡県選挙区） 当選】

　　野田国義　のだくによし　～ プロフィール ～

福岡県
選挙区

野田くによし の
　 め ざ す 政 治


