
　

参議院議員野田くによし
人 ・ くらし ・ 地方が原点。

 大勢の皆様のご来場 ご声援
  誠にありがとうございました！
　　

11 月 18 日
 in 博　多

　新年明けましておめで
とうございます。皆様に
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９年半が過ぎ、
政治生活も四半世紀を超
え、日々全力であらゆる
政治の諸課題に取り組ん
でおります。
　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、変わらぬ信念
で決意も新たに、まっと
うな政治を目指して邁進
して参ります。

迎えた“令和の新年”こそ国民の目線の政治を進める！！　

■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、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 、決算委員会理事、国土交通委員会委員、地方・消費者特別委員会委員。

　反社会的勢力やマルチ商法関係
者の参加疑惑が指摘されていた総
理主催の「桜を見る会」をめぐり、
野党側が４０日の会期延長や予算
委員会・集中審議の開会を強く要
求するものの、政府与党は「桜を
見る会」に関する閉会中審査に応
じるとして、昨秋の臨時国会を閉
じてしまいました。
　もとより、安倍総理が任命した
２閣僚の辞任の際には、衆院予算
委の答弁で、総理こそが「内閣、
与党、野党にかかわらず、一人一
人の政治家が、自ら襟を正し説明
責任を果たすべきだ」と発言して
いたのですから、本来は国会の場
で、自ら説明し、その職責を全う
すべきではないでしょうか。
　一強多弱と言われる国政にあっ
て、野田国義は、昨夏の参議院選
挙で２度目の当選を果たさせて頂
くことが出来ました。お寄せ頂く
皆様からの声をしっかりと受け止
め、“草の根からの民主主義” を
着実に前に前に進めるため、年頭
にあたりその抱負をお訴えさせて
頂きます。
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2019 年 4 月 参議院本会議　
『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法』
会派代表として “平成” 最後の質問に臨む　［写真］

野田くによし　政経セミナー 2019　「励ます会」野田くによし　政経セミナー 2019　「励ます会」

　当日は、各方面より大勢の方々にご来場いただき、大きな励ましを頂
戴致しました。

満員
御礼　

　ゲストの大串博志・幹事長代理のお話にもありました様に、中央では
現政権の国政の舵取りの危うさに加え、いま地方が置かれている状況は
大変厳しいものがありますので、今こそ力を合わせて、必ず乗り越え、
未来へと繋げていかなければなりません。改めまして、民主主義を守り！
国民生活を守り！、オープン・フェア・クリーンな政治を取り戻すため、
今後共全力で働いて参る事をお誓いさせて頂きました。

大串博志衆員 会場の様子
党幹事長代理

参議院議員 野田国義



活動レポート in 国会

本会議

国土交通委員会

　重要な閣法の審議に際し、“令和” をお迎えする目前の “平成” 最後に安
倍内閣の “辞任ドミノ” に苦言を呈しました。昨年４月、オリンピック・パ
ラリンピック担当大臣や国土交通省副大臣の辞任が相次いだ為です。９月
発足の内閣では、さらに立て続けに２閣僚が辞任（経済産業大臣・法務大臣）、
２０１２年第２次安倍内閣が発足して以降、大臣の辞任は１０人にのぼり
ます。
　当時は夏の参議院選挙が迫る中、総理の代わりに “解散権” 発言や “消費
増税の再延長” まで言及する側近の姿もあり、与党の政権運営に緩みが見ら
れた上、参議院定数６増の断行にも及んだ為、断固抗議申し上げた次第です。

　昨年２０１８年と同様に災害が多発した２０１７年
を振り返り、国会はどうであったのか、安倍総理に対
し「信なくば立たず、国民の信頼が一番大切である」、

「リーダーは自ら範を示す必要がある」と申し上げ、著
名な各界 3 名の御活躍や御言葉を披露し、明確なリー
ダーシップを質しました。
　また憲法改正についても、総理はどのような改正に
臨むのかを言及！ 厚労大臣とは「毎月勤労統計不正調
査問題」を、農林水産大臣には「種子法の廃止」について、
経済担当大臣とは「国民の景況感」、そして肝心の「地
方創生」について内閣府担当大臣と論議しました！

　レギュラーで所属している国土交通省において、２０１
９年は、担当した７法案の質疑に臨み、国民目線で、国民
の声を代弁しました。さらに、国土交通行政の諸課題を追
求。中でも、新規事業ではなく、既にある国内のインフラ（構
造物）維持には、この先３０年間で約１９５兆円もの “予
防保全” 予算が必要であることが判明しています。その額
は年間で約６～７兆円に上ります。災害復興、タクシーハ
イヤー・鉄道・航空・港湾の各分野、建設業、道路、河川、離島、
民泊、アイヌ新法等々、各業界団体皆様の置かれた問題点
を、要請に基づきしっかりと訴えさせて頂きました。

多額予算の使い道は！？　年間１４回の質問に挑み奮闘！！　

国民目線の政治を訴え続けた！ 国政 2019

会派代表、平成最後の登壇演説！ !

総理・４閣僚と論戦！！ 予算委員会
平成 2018 年度第２次補正予算審議　（NHK TV・ラジオ生中継）

石井前国土交通大臣
大臣所信への質疑

閣法『建築物のエネルギー消費性能
向上の改正法』の審議に際し

多くのインフラ（構造物）を抱える国土交通省
人口オーナス時代の“予防保全”は重要課題だ！

ダイジェスト

議員立法提出 第３９回日本･EU 議員会議災害対応

2019.4.24
参議院本会議

2019.2.6
参議院予算委員会

2019.3.12
参議院国土交通委員会

※質疑の様子 ・ その他の活動は、 野田くによしＦＢやＨＰ、 インターネット 「参議院国会審議中継」 を是非ご覧下さい！

令和元年８月九州豪雨災害
共同会派視察団（八女市内）

議員立法『航空保安法』
代表発議者として提出

ダビッド＝マリア・サッソーリ欧州議会議長表敬
日本国代表者として派遣



野田くによし 思いを伝えた１７日間。野田くによし 思いを伝えた１７日間。
博多～北九州～久留米

▲７月６日 八女市内個人演説会 ▲７月７日 お一人お一人と握手！
▲７月９日 高校性からもご声援を！

▲７月５日 岸まきこ候補（全国比例）と街頭活動 ▲７月 10 日 岡田克也元外務大臣が激励に！

▲７月 14 日 福岡総決起大会の様子

▲７月 12 日 久留米駅前で一日のスタート！ ▲７月 16 日 古賀市内個人演説会

▲７月20日　最後のさいごまで街頭演説！

▲７月 19 日 早朝の通勤中 握手握手！！
▲７月 20 日 山内康一県連代表と最後まで！

▲７月２１日 当選が決まり、皆さまとバンザイ！聴くのだ！
聴くのだ！

変えるのだ！変えるのだ！

▲７月５日 博多駅前 街頭活動 ▲７月８日 久留米市内個人演説会

▲７月15 日 石橋みちひろ参員と練り歩き

天神

個人演説会は
　連日開催！

街頭演説を
 県内各地で
　実施しました！

▲７月 13 日 飯塚市内個人演説会

古賀

博多駅前

黒崎駅前

福岡市南区福岡市役所前

小倉駅前

全員でガンバロー !!

県内全衆議院

選挙区

を走破！

▲７月４日 公示日　
“ガラス張りの国政”を訴えて
　　皆様のもとへ出発！

▲７月 14 日 逢坂政調会長と街頭活動！

歩くのだ！歩くのだ！
北九州▲７月 11 日 山田元農林水産大臣より激励！

2019 年参議院選挙 野田くによしの軌跡！

活動レポート in 福岡

草の根からの民主主義を再始動 !!草の根からの民主主義を再始動 !!



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！
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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@nodakun iyosh i . ne t 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

事  

務  

所

く
に
よ
し

野
　
　
田

野田くによし後援会 /

国道３号線八女・広川バイパスは必要なのか？

 国土交通委員会

　地方道・久留米立花線が完成し、必要であるなら
造らなくてはならない。新たな、何百億掛かる道路
建設を許していったら、これだけ災害の問題も出て
いる中で、どれだけ予算があっても足らない。非常
に地元の一人として心配をしている。 赤羽国土交通大臣※発言は議事録からの要旨抜粋

　▶　概略のルートや、構造に
ついて現在検討を進めている最

歴代国土交通大臣に質問 !!
歴代国土交通大臣に質問 !!

11/5『大臣所信に対する質疑』

特集

　　　　　　　▶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．　２０１９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。
　

野 田

石井前大臣6/６『一般質疑』
八女・広川３号線
　　バイパス計画は野 田

イ．誰が要望したのか？
ロ．現在の状況は？

赤羽新大臣

中であり、まだ全く決定も公表もしていない。
県道整備が進んでいる現状においても、国道
3号広川から八女間は交通容量不足による速
度低下とか交通渋滞が発生している。（野田
議員からの）御意見もあるということも今承
りましたので、しっかりと私なりに検討して
いきたい。

11/21 国土交通省からルート帯 (案 )が示されましたが、、、

●アンケート調査
※対象　無作為抽出した広川町、八女市住民等

●ヒアリング調査
※対象　沿線自治体、３号線利用団体・企業等

●オープンハウス（説明会）
※場所　「いこっと」12/12　12/15
　　　　八女市役所 黒木支所　12/13
　　　　「おりなす八女｣　12/14

案① 現道（国道３号）拡幅案
　※国道３号線を４車線化

「地域の声を聞く」と言いますが、実際のところ“非現実？ルート”の提案と“コスト比較”で選ぶ仕組みでは !?

����

コスト高い

約 250～
　300億円

約 300～
　350億円

約 330～
　380億円

コスト安い？

バイパスは建設ありきか ! ?バイパスは建設ありきか ! ?
久留米･立花線が未だ

４割も未整備なのに !!

久留米･立花線が未だ

４割も未整備なのに !!

国土交通省　
プレスリリース

￥税金すべて

国会質問を通じて
思惑が見えてきた︕

案③ 別線バイパス案（山側ルート）

　※集落や市街地等を回避した山側ルート

案② 別線バイパス案（最短ルート）

　※商業施設・公共施設を回避した最短ルート

でも、、、だから選ぶの？　
　　立ち止まる選択肢は無いの？？

地域の皆様のご意見を
   お聞かせください

朝の渋滞発生は︖

誰がバイパス建設
を依頼したのか︖

広川インターから
久留米方向へ!

期成会などは
存在していない!?

県の負担分は
30％にも!

新たなバイパス建設で

☑
☑
☑

久留米･立花線が完成すれば
３号線のバイパスの役割を
充分果たすと思います

身近な県道 を優先!!

国の事業とは
言っても､､、

３号線の交通量が
激減すれば沿線の
商店街の売上も減り

経営が成り立たなくなる!?

生活道
側溝 等

本当に八女・広川３号線バイパスが必要なのか︖

?? ！


