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第169回通常国会に臨んで
激動の08年政局 政治家としての使命を果たします
昨年の９月 10 日に召集され、約 120 日間という長期の
会期、越年国会という異例づくめであった臨時国会も１月
１５日に閉会となり、１月１８日に私としては初めてとなる
第１６９回通常国会が始まりました。
先の臨時国会では、安倍前総理の突然の辞任、大
連立構想、新テロ法が参院で否決された直後の衆院での
「再議決」など、通常では滅多にないことを国会議員に
なって半年という短い期間で経験しました。
先輩議員曰く、「まるで先の読めない闇の中を進んで
いるような状態。」 だそうですが、政治の混乱が国民
生活に不安や混乱を招かないように努めてまいります。
臨時国会で最重要法案であった「新テロ対策特措法」
には、私は反対票を投じました。
その主な理由は、
①米国の自衛権行使の戦争に給油といえども兵站を
担って参加していること。
②我が国の補給艦が補給した燃料が、イラク戦争の
作戦に転用されているという疑惑も解明されていない
こと。
更に、原理・原則を無視したその場しのぎの対応であり、
何もかもなし崩しに進める今の政治手法に対し不安を感じ
るとともに、何ら国益につながらないと考えたからです。
また、憲法上認められているとはいえ、このような国論
を二分するものを、国の最高機関の一翼である参院の
意思を、いとも簡単に無視し、「再議決」を使うような
政治手法には違和感を覚えます。
さて 今国会は「ガソリン国会」とも言われ、道路特定
財源の一般財源化や揮発油税などの暫定税率を維持す
るのかどうかが焦点とされています。この問題について、
自分の足で歩き、自分の耳で聞いてみますと、宮崎県内
でもあらゆる意見があり、人や場所によって賛否について
温度差を感じます。

中国北京にて

日中交流協議機構会場前で

私自身の考えとしては、長年続いてきた「暫定」税率
には疑問を感じますが、道路整備の遅れている宮崎県
には道路特定財源と暫定税率はまだまだ必要な財源で
あります。特に暫定税率が廃止された場合に、宮崎県内
での道路整備費の県・市町村負担分に 217 億円の穴が
開き、その分の住民サービスがしわ寄せとなると思われ
ます。
地方選出の議員としては、政府案、民主党案のどち
らにもそれぞれ問題点があると考えています。この道路
特定財源問題に関しては、毎週末、地元に戻り、出来る
限り多くの人の声を聞き、判断していきたいと思います。
年内の解散・総選挙も噂されており、２００８年も政治
は激動の一年となると思われますが、政治家としての
使命をきちんと果たすべく、努力・精進してまいりますので、
今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

国会初質問

総務委員会で郵政民営化の現状について質す
～利用者・現場の声を反映して～
昨年の１１月１日、総務委員会一般質問において、国会議員に当選後初
めての委員会質問に立ち、総務大臣や郵政関連各社のトップに対して「郵
政民営化の現状」について質しました。
民営化に伴って効率化のためとして郵便局再編などを行ったことにより、
サービスの低下が起こっていると指摘されています。こうした現状の改善策、
更にこれまでのような利用者に顔の見えるサービスの維持に対する懸念など
への今後の対応について、利用者などの地域の声を紹介しながら質し、サー
ビスの維持・改善などについて増田総務大臣らから前向きな答弁を得ること
ができました。

日中交流協議機構の一員として中国を訪問
将来の良好な日中関係の架け橋に
昨年の 12 月 6 日から 12 月 9 日まで、日中国交正常化 35 周年の日中交
流事業と民主党・中国共産党の「交流機構」に参加するため、北京を
訪問してまいりました。
北京滞在中には、胡錦濤国家主席との面会、他の中国要人や将来中
国のリーダーとなる若手の方々との会合、並びに「民主党・中国共産党

郵政事業のサービス維持を訴える

定期交流協議機構」 の定
期協議に出席しました。
特に定期協議では①外交・

以下は質疑のハイライトです

安保②経済③文化と３つの部

中国共産党中央対外連絡部部長
王家瑞さんと

過疎地域では金融機関の役割も果たしている郵便ネットワークの重要

門に分かれて様々な意見交換がなされました。私は外交安保分科会に

な一翼を構成する簡易郵便局のうち閉鎖となった局の新たな引受先を

おいて日本側の副座長として、主に①中国の軍事力の透明性が不十

どのように探すのか。

分である、②軍事力増強が「確かな脅威」になる可能性を有する、③

【川茂夫郵便局会社会長】

郵便局の再編により、新聞朝刊が夕方に届くなど配達の遅れや不着の郵便物を遠くの局まで取りに行かなけ
ればならないなどのサービスダウンが生じているが、どう解消するのか。
【北村憲雄郵便事業会社会長】
集配拠点が変わったことにより配達時間が変わったところがあるのは事実。今後、集配拠点再編後の実態をフォロー
して業務方法や仕組みなどをいろいろ分析し、より良質なサービスが提供できるよう個別に検討してまいりたい。
金融サービスの委託は義務付けられていないが、取扱いの少ない地方の郵便局の契約が打ち切られること
のないよう移行期間後も引き続き委託契約も行うべきと考えるがどうか。
【古川洽次ゆうちょ銀行会長】
１０年間の移行期間終了後も郵便局会社は最も重要なビジネスパートナーであ
り、引き続いて業務を委託していく。
【進藤丈介かんぽ生命保険会長】
重要な販売チャネルである郵便局会社と全国一括の代理店契約をしており、
その全国ネットワークを活用することで保険業務を全国展開することが可能。
民営化移行期間終了後も引き続き委託業務契約を行う。
他に、「過疎地での郵便局の設置基準」「ひまわりサービスの存続」につ
いても質問しました。

答弁する西川善文日本郵政株式会社社長

いまの政治のこと、これからの日本のこと、宮崎のことなど、外山イツキと大いに語り合い
ませんか。２〜３人ていどの座談会からミニ集会まで、声をおかけいただければ、どこにで
も参上いたします。皆さま方からの貴重なご意見は、国会活動の参考にさせていただきます
ので、お気軽にお呼び下さい。詳しくは、外山イツキ宮崎事務所までお問い合わせ下さい。

in

宮崎

外山イツキってどんな人？ 国会議員って何やってるの？

石井一議員を囲むゴルフコンペ

答弁に立つ増田寛也総務大臣
民営化後の簡易郵便局の運営と事務取扱の実態を踏まえて、地方公共団
体や自治会、地元の方々に対して積極的な協力依頼を行いながら受託者
の公募等に努める。それでも引受手がない場合は、新たな検討会を設け、より有効な受託者確保を検討していく。

外交安保分科会の司会を務め、
中国の若手指導者たちと意見交換

偶発的な衝突を避ける為にも日中当局間の信頼醸成が必要である、な
どの観点から発言し、中国側出席者と相互の議論・理解を深めました。

外山イツキが所属する会派「民主党・
新緑風会・国民新・日本」の同僚であり、
且つ国会議員としての大先輩で、日頃よ
り大所高所からご指導いただいている石
井一参議院議員（民主党・比例代表選
出）が、日本各地での全国ゴルフキャラ
バンを企画され、その第一回目のコンペと
前夜祭が宮崎市にて下記の日程で開催さ
れることとなりました。
当日は、宮崎にもゆかりのある横峯良郎
（さくらパパ）参議院議員などもゲスト参
加されます。
是非、奮ってご参加下さい。たくさんの
ご参加をお待ちしております。

＜前夜祭＞
日時 ２００８年２月２９日（金） １９：００～
場所 ワールドコンベンションセンター・サミット
会費 １０，
０００円

庫本に
朝日新書文
外山議員が
した

紹介されま
石井一議員

朝日新書から発行されてい
る「ロストジェネレーション
の逆襲」（朝日新聞ロスジェ
ネ取材班編）という本の中の
「参議院選挙区で最年少当選
＝宮崎編」に、参議院選挙出
横峯良郎議員

＜ゴルフコンペ＞
日時 ２００８年３月１日（土） 8：００～
場所 フェニックスカントリー トム・ワトソンコース
会費 ２０，
０００円（プレー費、ロッカー費、カート費など含む）
参加のご希望や詳細についてのお問い合わせは外山イツキ宮崎事務所
（0985-22-5877）にご連絡下さい。

馬から当選までの外山議員の
ことが紹介されています。興
味のある方
は、一度手
にとって見
て下さい。

国会

国会
『道づくりを考える女性の会』の皆さんと、国会事務所にて。県
内各地域の「女性の会」の代表の方々より高速道路整備に関する
力強い要望を受け、私も全力で取り組むことをお約束しました。

民主党・新緑風会会派の外交防衛部門会議にて。毎朝８時からこう
した会議が開催され、官僚や学者・文化人などからヒアリングを受
け、政策立案に役立てています。

宮崎
宮崎

四半的の大会にて。参加者の皆さんにご挨拶し、いろいろなご意見
を伺わせていただきました。

宮崎市中央卸売市場の「市場まつり」開会式にて。宮崎市の
台所である中央卸売市場の開設 30 周年を記念して開催され
た「市場まつり」式典に出席させていただきました。

応援隊入会のお願い
この会は、参議院議員外山いつきの活動を支援するという有志の会です。

① 外山いつきが、しがらみのない政治家となる様支援します。
② 年会費は一口 1,000 円とします。お一人様何口でも結構です。
③ 会計年度は、1 月 1 日から 12 月 31 日までとします。
支援の輪を広げ、選挙区内だけでなく、多くの皆様方にご理解いただき、ご入会下さいます様、
心よりお願い申し上げます。
入会のお申し込み等、詳しくは外山いつき宮崎事務所までお問い合わせ下さい。

宮崎事務所

宮崎事務所を開設しました

平日の9:00〜12:00の間
事務所を開けています

日南事務所
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