
参議院議員野田くによし
人 ・ くらし ・ 地方が原点。

■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、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等を歴任。現在、立憲民主、社民会派 、行政監視委員長、国土交通委員会委員、地方・消費者特別委員会委員。
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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！
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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
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本年も“国民目線の政治”をしっかりと前に進める！！

　令和３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１０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。新型コロナウイルスの影響を過小評価す
る現政権の国家運営の舵取りには大いに疑問を感じます。
　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、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あります。

参議院議員

野田国義

活動レポート in 福岡FUKUOKA　

● 立憲民主党災害対策本部視察　ー熊本県ー （７月１９日）
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● 立憲民主党災害対策本部視察　ー福岡県ー （７月２４日）

●久留米市へ （７月８･９日）

●朝倉市 ・ 東峰村 ・ 筑前町へ （７月１６日）

●大牟田市へ （７月８日）

大牟田市みなと小学校

●八女市へ （７月１０日）

久留米市城島町山ノ井ポンプ場 TEC FORCE による立花町山下地区での作業を要請

大牟田市三川地区の冠水被害調査に

東峰村澁谷村長より被害状況を伺う

筑前町田頭町長より被害状況を伺う

朝倉市右田副市長より被害状況を伺う

筑後川河川事務所所長より被害状況を伺う

蒲島熊本県知事より被害状況を伺う 松谷球磨村長より被害状況を伺う

特別養護老人ホーム「千寿園」にて献花・黙祷

大牟田市三川ポンプ場 視察① 大牟田市三川ポンプ場 視察②

大牟田市みなと小を視察 大牟田市天領コミュニティセンター

久留米市東合川地区 久留米市筑後川の調査

人吉市内　市街地の被害状況を調査

山腹工対策を施した現場が再び被害に 中嶋玲子県議と共に朝倉市･郡を調査

国政レポート 2021 年

［写真］ ２０２０年４月１日 参議院決算委員会　
全大臣出席 『全般的質疑』 に理事として臨む
　　　　　　　　　　　　ＮＨＫ ＴＶ・ ラジオ中継　

　高い支持率でスタートした菅政権は “日本学術会議問題” でつまづきました。６人の
会員の任命拒否の根底には、政権政策への批判を排除する政治性が見え隠れします。思
えば、安倍政権では森友・加計学園問題、参院選･巨額選挙違反事件、カジノ汚職逮捕など、
内閣総辞職に値する問題が次々に起き、最後は体調悪化を理由に退陣し、菅内閣がアベ
路線を踏襲されたのです。まさに恣意的な政権踏襲でありました。中でも「桜を観る会」
前夜祭問題は、安倍前総理本人への任意聴取要請や公設秘書の立件騒ぎにまで進展、加
えて、元農水大臣への違法献金疑惑問題と農水担当内閣参与（元衆員）の辞任にまで及び、
政権・与党に危機感が広がっています。
　何より、未完に終わった「アベノミクス」。景気回復局面は、2012 年 12 月から 18 年
10 月で終わり、内閣府は「景気後退」を認定、戦後最長記録は更新されませんでした。
期間中の成長率は過去の回復期よりも下回っており、多くの皆様におかれましても、家
計で、仕事で、その実感は乏しかったのではないでしょうか。
　我々にはコロナ危機で傷ついた日本社会を建て直す使命があります。第３波の襲来に
も係わらず “GoTo” 事業の見直し判断に優柔さがみられた菅政権。
 　感染を抑えるためには、無症状感染者の把握・保護が重要であるのにも係わらずＰ
ＣＲ検査の実施数は人口あたりで世界的にみても大変遅れています。　
　そのような中にあっても、野田国義氏は本年も “国民目線の政治” を確実にしっかり
と前に進める為、国政において奮闘し、故郷福岡を奔走した活動をふり返りながら、年
頭にあたりその抱負を訴えています。

現場の声（要望）

を届けます！

現場の声（要望）

を届けます！
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７月 14 日　『特定災害指定』閣議決定

我々の声（要望）が届きました！我々の声（要望）が届きました！
７月 10 日『激甚災害指定』見込発令  
⇒8/25 閣議決定

活動レポート in 国会

茶
　新・立憲民主党でも、有志と共に “呼びかけ人” となり「お茶振
興議員連盟」( 会長：山井和則衆員（京都府）を立ち上げて、事務
局長に就任致しました。これまで関連する議連の運営や国会におけ
る農林水産委員会においても、積極的に活動、発言して、平成 23
年には『お茶振興法』を議員立法として立案・提出・成立させてお
ります！今では、農林水産省が行う “お茶” を巡るあらゆる施策は、
この法案が原点（起点）となっております。
　今後とも、お茶の生産者の経営の安定、お茶の消費の拡大、お茶
を活用した食育の推進、お茶の輸出の促進に関する措置、お茶の伝
統に関する知識等の普及の措置をしっかりと講じて、「茶業の健全
な発展」と「豊かで健康的な国民生活の実現に寄与する」ため、全
力で活動を続けて参ります !!

事務局長に就任！事務局長に就任！

お茶振興議員連盟を立ち上げお茶振興議員連盟を立ち上げ行政監視委員長に就任！行政監視委員長に就任！

第203 回国会
（臨時会）より
第 203 回国会

（臨時会）より

５段目
中央参議院議長 ・ 副議長

各常任委員長就任記念撮影

　行政監視委員会
は、1 府 11 省 1 庁 1 房 他、全
ての行政監視を所掌します。加
えて、その評価を行うと共に、
行政に関する苦情も調査しま
す。
　委員数は３５名、平成 10 年
より、参議院改革の一環として
院に設置されて 20 年余あまり、
少なくとも年１回参議院へ、そ
の運営実施状況を報告するものとされております。

　当委員会の使命は、国権の最高機関である国会が行政を恒常的に監視すること
であり、委員長として、その職責の重大さを痛感している次第であります。
　公正かつ円満な運営に努め、国民生活の安定と国民の為の行政運営を見守る為、
その職責をしっかり全うしたいと考えます！

the Diet　

10/26

12/3

★新型コロナウイルス
感染予防のため、３密
対策をしっかりと実行
し開催致します。

3/20
開催決定 !!

2021
「参議院行政監視委員長就任報告会」

国民に選択肢を示すとき !!

政経セミナー２０２１
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立憲民主党・結党大会の様子

野田国義

小
沢
一
郎
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合流新党は
衆参１５０名でスタート !

　

合流新党は
衆参１５０名でスタート !

　

日時　●　2021 年　３月 20 日（土） 開会 午後 3 時

2020 年９月１５日都内

会場　●　ホテル　福岡ガーデンパレス

会費　●　10,000 円

●　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。

お問合せ先　

（福岡市中央区天神 4-8-15）
※地下鉄天神駅より徒歩約８分

RIKKEN MINSHU

2021.1.1 号外

（受付開始：午後 2 時３０分より）

（土）



各委員会で大臣に質問！

上下主従関係を転換 !?
政策の先祖返りに忠告！

コロナ対策は “クルーズ船対応 “からはじまった！

決算委員会理事として奮闘 !!

コロナ対応社会づくり
国づくりが重要だ !!

このままの地方政策で大丈夫か！？

　決算を重視する参議院において、一国会で２回（4/1・6/15）
のＴＶ・ラジオ中継の質問に筆頭理事として臨み、総理をはじ
め５大臣に質問を行っております。
　政府は、まず 4 月７日に 7 都道府県に対し “緊急事態宣言”
を発令し、9 日後の１６日には全国に拡大しました。
　私は当初から「自粛要請は補償とセットであるべきだ」とお
訴えしていました。さらに、新型コロナウイルス感染症が『歴
史的緊急事態』であることを認めさせた上で、安倍政権では、
ないがしろにされてきた “公文書管理” の大切さも訴え、未だ
になかなか受診できない “PCR 検査” の体制整備や医療体制の
崩壊予防策を本格的襲来に備え、強くお訴えさせて頂きました。

安倍総理の進退に言及していた！

イージスアショア計画停止を巡る問題で “追加 !? 決議”

　同じく４月１日の中継では、安倍総理に対し
て「政治の師匠」ともいえる小泉純一郎元総理が「週
刊朝日」のインタビューで辞任を促している事を
指摘したところ、安倍総理は「放り投げる（辞める）
ことは毛頭考えていない」と発言。
　更に、祖父の岸元総理が、当時、日米安保への
反対デモで犠牲者が出て、辞任にまで至ったこと
などを重ねて指摘、安倍総理の進退に迫りました。

　防衛省が、秋田、山口両県で進めてきた陸
上配備型の弾道ミサイル迎撃システム「イー
ジス・アショア」計画を突然停止しました。
　安全保障上の不安解消の為、地方自治体、
住民等へ丁寧な説明を求め、全会一致の「警
告」決議・「措置要求」決議を政府に提出し、
前代未聞、追加 !? で採択されました。（6/22）

ダイジェスト

２０２０年国政

多額予算の国交省を質す！
改革の後退さえ感じる !!

　国の『地方創生』
の施策は、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」のではないか。一方で、「自治体にも覇気
が無いのではないか」との受け止めを大臣にお訴
えさせて頂きました。
　論より証拠、このままの『地方創生』や『東京
圏一極集中』の是正（左資料／上・下）を続ける
事への疑問と、改めて『平成の大合併』の検証の
必要性も訴えました。

北村地方創生担当内閣府大臣に質問！

２０２０年５月２９日　閣法※質疑

　私にとって、所属日数、質問
回数で最多の委員会が、国土交
通委員会です。2016 年に所属し
て以来、この委員会だけで質問
回数は実に 45 回に昇ります。
　閣法などの法案審議に加え、
質問では、コロナ対策もその範
疇です。
　司令塔も不在、後手後手で科
学的根拠にも欠ける安倍政権の
クルーズ船コロナ対応が続きま
した。
　更に、GoTo トラベル 1.3 兆
円（キャンペーン全体では 1.7
兆円規模）の適正性や運営状況
を質しております。
　委員会審議では、災害復旧復
興、タクシーハイヤー・鉄道・

“GoTo 予算” にみる､政府の失策続き

航空・港湾の各分野、建設業、道路、
河川、離島振興等々、皆様からの
ご要請に基づき、しっかりと訴え
ることに努めております。
　国交省は７兆円を超える一般会
計予算を有するだけに、特に、国
全体のインフラ資産維持管理にも
目を向けて無駄の排除を徹底した
いと考えます。
　既に、この先３０年間で約 195
兆円もの “予防保全” 予算が必要
であるとの試算が出ています。

クルーズ船への省の対応／社会資本維持補修について

２０２０年３月１０日　一般質疑

全閣僚出席の下で２回目の生中継に臨む

２０２０年６月１５日　締めくくり総括質疑 （中継 2 回目）

コロナ感染症対策の中心である担当閣僚に質問

２０２０年６月２２日　省庁別審査

豪雨災害／ GoTo トラベル予算の問題点を質す

２０２０年７月３０日　閉会中審査

　そんな中、例えば事業費が３０
０億円～５００億円とも言われる
“八女広川３号線バイパス” 建設の
計画が住民の知らないうちにどん
どんと進んでおります。
　まずは未整備の県道を完成させ
て、必要とあらば計画遂行せねば
ならない旨を交えて大臣出席の
下、質問を重ね、血税使途の透明
性、公平公正をお訴えしています。

梶山経産大臣 安倍総理大臣

加藤厚労大臣 西村内閣府大臣

しらべ　　はつげん

ＴＶ・ ラジオ

生中継

１期で２回

今後５年間も大丈夫かこれまで

首都機能移転も視野に入れる時では !?

東京圏一極集中

2016 ～

所属通算

４５回
地方創生予算

５年間で
１０兆円

トップ と　　り　　く　　み

市

まっとうな くらし の　だ

国と地方の

　予想される首都直下型地
震や南海トラフ地震などの
自然災害だけでなく、感染
症に対しても過密リスクを
避けた分散型の国づくりが
必要であると考えます。

野田くによし国民目線の政治の実現を訴え続けた !!国民目線の政治の実現を訴え続けた !!
ギモン
ギモン

ギモン
ギモン

ギモン
ギモン

活動実績 !!活動実績 !!
質問！質問！

担当！担当！

地方創生５年で約 10兆円浪費 !?

野田くによしは調査・追求します！

※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！

　　　長経験者から見ると、政府が推し進める現在の地方創生政策に
　　　ギモン（問題あり）を感じます。分かりやすく表現すると、中
央の採点により計画の善し悪しが決められてしまうため、各地方の政
策はコンサルタントや、劣化したコピーの様な町づくりがまかり通っ
てしまう現状が列島を覆っていると感じるのです。
　主眼である「人口減少」や「東京一極集中」の問題克服は、小手先
の対応策では解決できません。しかしながら、“塵も積もれば…” の例
えの通り、もはや、地方創生名目の予算の支出が５年間で既に約１０
兆円を超え、さらに積み増しされようとしています！
　中間報告によれば、目玉施策である “地方創生推進交付金” につい
ては、�,��� 市区町村のうち ��� 市区町村（全体の ��.�％）が未活用で、

「先駆･横展開タイプ」のみの交付金に至っては ��� 市区町村（全体の
��.�％）もの自治体が未活用です。これらに対する政府の詳細な言及
や分析が無いのは、大いに “問題あり” です。

北村内閣府大臣

赤羽国交大臣

全閣僚出席の下、 理事として質問に臨む　

２０２０年４月１日　全般的質疑 （中継１回目）

国土交通委員会

決算委員会

地方･消費者
特別委員会

指摘！指摘！

自粛要請と補償はセットでないと安心できない！生活出来ない！自粛要請と補償はセットでないと安心できない！生活出来ない！
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