
　消費増税を前提、歳出が膨張し、財政再建も遠のいた過去最大 100 兆円超えの新年度予算案が可決
されました。一方、統計不正問題で国家の土台・信頼が揺らいでいます。閣僚発言への忖度や、元総
理秘書官の関与にはじまり、二度目の内部監察もお手盛りとの指摘があります。だから、多くの国民
は政府の説明に対して納得できないのです。この問題の追求をはじめ、今国会で活動する野田くによ
し氏の特集です。

　

 ３月２４日

■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し、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、土地家屋調査士制度推進議連幹事等を歴任。現在、立憲民主党、国土交通委員。

参議院議員

野田くによし

人 ・ くらし ・ 地方が原点。
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まっとうな政治を取り戻す !!まっとうな政治を取り戻す !!

 ■基幹統計について　

2019.４.８

　『毎月勤労統計』不正調査問題の全般へ
の感想について、大臣からは、所管では
ないとの答弁でありますが、省内の点検
によれば、国交省の『基幹統計』９つの内、
「７つの統計で是正すべき課題があり、極
めて遺憾である」と述べました。
　また、「再発防止のために、統計担当部
局で不断の点検を行う事が必要であり、
信頼回復に取り組む」との回答も明言し
ました。

▶戦後最長の景気回復！ しかし !街角景況は↘▶戦後最長の景気回復！ しかし !街角景況は↘
▶清貧「目刺しの土光臨調」 土光敏夫 （第２次臨時行政調査会長）

▶「やれ、 責任はわしが取る」 田中角栄 （第 64･65 代内閣総理大臣）

▶「仕事こそが人格を高める最も有効な方法」 稲盛和夫

▶清貧「目刺しの土光臨調」 土光敏夫 （第２次臨時行政調査会長）

▶「やれ、 責任はわしが取る」 田中角栄 （第 64･65 代内閣総理大臣）

▶「仕事こそが人格を高める最も有効な方法」 稲盛和夫

３/12　大臣所信に対する質疑

 国土交通
  委員会  ■国交省の来年度予算から

 ■倒壊リスクを無くせ！
　身近な大型建築物対策を　

 ■レオパレス 21 問題　

【野田】　現在分かっているだけで、1,324
棟、約２万戸に問題があり居住者とオー
ナーの双方に大変な影響が及んでいます。
引越への心配、建築時の借金の返済など、
そもそもこの問題を国交省としてどう捉え
て、どう対策を講じるのか、他のメーカー
に対する調査などはどうか？

　2013 年、耐震改修促進法が改正さ
れ、病院、店舗、旅館などの不特定多
数の方が利用される建物や学校、老人
ホーム等、避難弱者が利用する建物の
うち、大規模なものは、耐震の診断と
その結果報告が義務付けられていま
す。
　驚くべき事に、これまでに公表され
た、約 10,900 棟のうち、震度６強以
上で倒壊、崩壊する危険性がある、ま
たは、危険性が高いと診断されるなど
懸念のある建築物は全国で約 1,800 棟
も存在するとの回答。
　予算措置をはじめ、しっかりと支援
策を講じて頂きたいと強く要望しまし
た。

（2019 年参議院議員選挙 公認候補予定者）

 ■下関北九州道路の今後は？　

国交省ではどうなのか !?

　１００兆円を超える来年度予算。１５％
増の約６兆円の公共工事公共工事を行う上
で、将来増大が見込まれる維持管理費にも
言及。国交省の試算では、今後３０年間で
約１９５兆円が必要とされています。
　庁舎の老朽化対策など、有事の際の防災
拠点確保を見据えた市長時代の経験を述べ
ました。
　国が“新しいもの”を造るのも大切です
が、社会資本の“長寿命化対策”は、非常
に大きな問題です。

まっとうな政治を取り戻す !!まっとうな政治を取り戻す !!

“大臣に問う”

【国交省の対応】　ー 答弁より ー
▶発生原因は、同社が、３月１８日までに、
第３者性を確保し究明すること。
▶入居者や所有者への対応は、丁寧に行い、
不備のシリーズの全棟調査を行い、この夏
前の改修を完了すること。
▶他のメーカーへの調査も、必要であると
考えている。外部有識者の意見を踏まえ実
施したい。
※後日、3/28、第三者委員会の中間報告書
は、当時の社長（創業者）の指示を認定。

新年度予算は過去最大 100兆円超え !!　消費増税を前提！
「勤労統計不正問題」国民の約７割が“納得できない！”

　福岡県、北九州市、山口県、下関市など
による３月８日の「調査検討会」にて“と
りまとめ”が行われた事を受けて、これま
での経緯と今後の方向性を質問しました。
　国交省は、関門トンネルと橋とでの“慢
性的な渋滞”や“昨年の７月豪雨”により、
橋から続く九州側の高速道路での４日間の
通行止めなどを例示。今後、自治体の「調
査検討会」の結果を踏まえて、国としての
対応の検討に入る旨、回答がありました。
※後日 3/29、新年度、国の直轄調査が決定。
※4/5、「忖度」発言をした副大臣は辞任。



★福岡県知事選挙 ４月７日投開票 

武 内 和 久（47）　

選挙
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統一地方選挙［前半戦より］　“福岡県知事選挙”は現職圧勝！統一地方選挙［前半戦より］　“福岡県知事選挙”は現職圧勝！ 選挙
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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
【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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国土交通委員会で連続質問に臨む！

“民泊” 利用者
  200 万人超へ 

▶『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』

くれぐれも
犯罪の温床とならぬ様
対策強化を要望！！

３/20　予算委員会からの委嘱審査

３/2０　予算委員会からの委嘱審査

３/2８　『 奄美群島・小笠原諸島 特措法改正』での質疑

　【主な質問項目】
  ❶    民泊（住宅宿泊事業）について
  ❷    無電柱化推進について

　復帰後にそれぞれ特別
措置法（奄美は昭和 29年、
小笠原は昭和 44 年）を設

　審議途中の来年度予算をベースに、各委員会へ審査が委嘱されて行うものです。
民泊問題や無電柱化の取り組みを重点的に質問し、大臣にも質問しています。

　民泊新法での営業届け出が始まって 1 年。大臣は、届出数は施行時の 6.7 倍、1 万４
千件を超え順調であり、課題は地方部への普及等であると言及。また、適法でない仲介
サイトの削除指導や、厚労省・警察庁等と連携し取締の強化に今後も務めるとも回答。

　国交省は、道路の防災性の向上、安全・円滑な交通の確保、良好な景観形成などの観
点から大変重要であり、地方公共団体や電線管理者と連携し、積極的に無電柱化を推進
する事を約束。さらに、海外の主要都市と比べても遅れていると認識しており、緊急時
の必要性なども訴え、無電柱化への理解を求めていきたいと述べました。

国交大臣
に質問 ！！

❶

➀これまでの事業評価について　
➁老朽化した公共施設の維持管理について
➂小笠原諸島の航空路について
➃奄美群島の名瀬測候所について

　奄美群島及び小笠原諸島は、Ａ．米軍軍政下からの復帰

（奄美は昭和 28 年 ・ 小笠原は昭和 43 年） という歴史的特

殊性、Ｂ． 本土から遠く離れているという地理的特殊性、Ｃ．

亜熱帯性気候による病虫害の存在や台風の常襲地という自

然的特殊性が存在しています。

“無電柱化” 着手 ❷
2020 年までに 1,400Km

「経緯と現状、そして課題はどうか？
ヤミ民泊の取締りや近隣トラブルへの
対策などは行き届いているのか？」

元市長として「自治体が抱える建設コ
ストの削減や簡易方法の検討を。他方、
国民の理解、関心度も重要である！」

国交大臣
に質問 ！！

① 充分な “事業評価” で
  次の 5 年間へつなげ！ 

けて各種の支援策を講じてきてお
り、社会資本の整備が着実に進む
など一定の成果は見られるもの
の、依然として経済面・生活面で
本土との格差が存在しています。

主 な
質問項目

② “老朽化対策” は
  　予防保全で計画的に！ 

④ 奄美 “名瀬測候所” は
 地域の防災拠点の要だ！ 

③ 小笠原 “アクセス改善” は
　空路開設で利便性向上を！ 

だから！

野田の
主　張

篠 田　 清（70）　

小川　 洋（69）　
３期当選  

119 ,871

345 ,085

1,293,648

有権者数 4,180,574　投票率 42.72％

現職・当選：２回

新人・推薦：自民

新人・推薦：共産

　告示 3/21 からの福岡県知事選挙は、現職の
小川氏と、新人２人の選挙戦でしたが、“県民の
良識” が圧倒的に示された結果となりました。
　


