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消費税増税よりもデフレ脱却を！
3月30日、消費税増税法案が閣議決定されました。
この法 案を巡る連日連 夜の党 内 議 論では、毎回、
深夜まで賛成派からも慎重派からも真剣な議論が出
されました。
多くの政治家は「将来的には消費増税を行わなけ
ればならない」
という考えは共有しております。ただ、
増税を行う時期を巡って意見が異なっております。
日本は東日本大震災からようやく復興に向かって動き
だしましたが、長年のデフレ経済や円高の影響もあり、
必ずしも景気が良いという状況ではありません。
だからこそ、我々、慎重派は「今の景気や体力で
は増税に耐えられない。経済好転するまで待つべき」
と主張し続けております。
過去の消費税増税は、先行減税など「増減税一体」
で行ったにも関わらず、景気にマイナスの影響を与え、
結果として税 収も増えるどころか落ち込みました。
今回の法案には減税はなく単純に約13兆円の増税だ

平成24年度予算が成立

けを行うもので、今まで以
上に経済にマイナスの影
響が出てしまいます。
増 税 容 認 派は「 子ども
達に国の借金を背負わせ
られない。」
と言われます。
しかし、 平 成9年 度に消
費税を 引き上 げ た 後 、
それを転機に公債依存度
は益々高まり、財政再建ど
ころか、むしろ借金を増や
しました。 増 税の時 期を 3月31日 国政報告会にて
間違えると、国家の財政は却って悪くなるというのは、
過去の例を見ても明らかなのです。世界各国を見て
も、日本のように間違った経済政策を行っている国は
どこにもありません。
まず、我が国はデフレを脱却する政策を取ることこそ
が最 優 先 課 題であります。この国を間 違った方 向
に導かない為にも、頑張ってまいります。

宮崎県内道路関連予算は「ほぼ満額」

～陳情要請対応本部副本部長として予算等の獲得・実現に奮闘～
4月5日に平成24年度予算が成立し、翌6日に事業実施箇所が
公表されました。宮崎県内の要望案件にはかなりの予算額が付けら
れたと考えています。これまで党陳情要請対応本部副本部長として、
県内の陳情をお受けして党や政府・各府省に伝えてきましたが、
良い結果を生むことができました。これからも引き続き、ご要望に
応えるべく頑張ってまいります。

東九州自動車道 日南〜志布志間に計画段階評価
（概略ルート・構造の検討）実施のための調査費が
つきました！！
平成24年度 宮崎の主な道路関係予算
東九州自動車道
〃
〃

蒲江～北川

80 億円

清武 JCT ～北郷

95 億円

北郷～日南

6 億 3 千万円

国道 218 号

高千穂日之影道路

3 億円

国道 218 号

北方延岡道路

29 億円

国道 10 号
〃
〃
国道 220 号

新富バイパス

8 億 4,000 万円

都城道路

10 億円

都城道路（Ⅱ期）

1 億 4,000 万円

日南防災（北区間）

1 億 2,500 万円
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決算委員会で質問
決算委員会基本的質疑（前閣僚出席・TV放送入り）にて質問に立つ
～「国民の生命・財産を守る」ことこそ国家の使命～
3月9日（金）に開催された参議院決算委員会での全閣
僚出席による基本的質疑において、質問に立ちました。
質問では、地域主権と出先機関改革について、口蹄疫・
鳥インフルエンザなどの水際対策・検疫の取組について、
北方領土と竹島などの領土問題への取組についてなど
を取り上げました。特に領土問題については、北方
領土予算の支出の使途や、竹島関連予算額と竹島が
我が国の固有の領土であるとの国民の啓発などについて
政府に質問しました。質問の様子は当日、NHKで全国
放送されました。
総理始め関係大臣に対して質問

パネルを使って北方領土問題を聞く

1年ぶりの全閣僚出席・TV入り質疑

予算委員会公聴会で質問
予算委員会公聴会にて質問に立つ
～外交・安全保障問題に関する公聴会で公述人と議論～
3月22日（木）に開催された参議院予算委員会公聴会にて、
外交・安全保障問題に関して公述人に対する質疑に立ちました。
主に、原発事故後処理と使用済み核燃料処理のあり方について、
中国の海軍戦略と我が国の防衛予算、北朝鮮の国内事情に
ついてなどを議論しました。
公聴会で質問に立つ

3名の公述人それぞれに質問

外交・安全保障問題について議論
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国政報告会が大盛況にて開催される！
〜ご来場いただいた皆様ありがとうございました!! 〜
国政報告会を3月31日（土）に宮崎市で開催いたしました。今回は、外
山議員も所属している「新しい政策研究会」会長の民主党元代表・小沢一
郎先生を特別来賓としてお迎えし、激励のお言葉を頂戴しました。また、
河野俊嗣・宮崎県知事や横山節夫・連合宮崎会長を始め、各界から多数
の皆様がご出席下さいました。会場のMRTミックには、入りきれないほ
ど沢山のお客様にお越しいただきました。皆さま方からいただいた厚い
激励に応えられるよう、今後も初心を忘れず、国家のため、国民のため
に頑張ってまいります。

国政報告

ご来賓の皆様とともに乾杯

来場の皆様にご挨拶に回りました

会場一杯のご来場者の皆様に感謝！

特別来賓の小沢一郎先生から激励の挨拶

国政報告をする外山議員

最後は若者達によるガンバロー三唱で閉会

経済再生と震災対策のために必要な港湾整備を
〜民主党港湾振興議員連盟

上海視察〜

3月18日（日）から20日（火）で、民主党港湾振興議員連盟による上海視察に参加しました。往路は、最近復活
した長崎～上海航路のオーシャンローズ号を利用し、26時間かけて世界一の貨物取扱量を誇る上海に入りました。
上海では、泉・上海総領事との会談、周漢民・中国人民政治協商会議上海市第11回委員会副主席との会談、
上海駐在の海運・物流関連の日本企業との意見交換や現地の港湾関係者からの概要説明聴取の後、上海洋山深水
港の視察、上海市長への表敬訪問などを行いました。今回の視察で得た成果を、港湾の果たす役割などの深化と
政策へ反映するよう努めてまいります。

周漢民・上海市副主席との会談

現地の物流関係者との意見交換

上海市洋山深水港を視察

洋山深水港をバックに
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第2回会合を開催〜

平成24年度
港湾予算を獲得！

以前の号でもご紹介した、外山議員が座長を務める「宮崎県の港湾の発展を考える
勉強会」の第2回会合を2月12日（日）・13日（月）の日程で開催しました。国・県・
自治体・関係団体の方々にご出席いただき、初日には第1回会合で議題とした油津港
を視察し、引き続いての勉強会にて耐震岸壁整備について協議しました。二日目には、
今後の会合で協議する予定の細島港と宮崎港を視察し、国土交通省と宮崎県、日向市
からの説明をお聞きしました。細島港では、港とその後背地が持つポテンシャルの
高さを認識できました。今後は勉強会において、これからの宮崎県内の港湾整備の
あり方について、今回の視察を踏まえて一定の結論を出していきたいと考えています。

油津港の現地視察

◆ Facebook、Twitter

細島港
54億7,500万円

宮崎港
1億3,500万円
油津港
4億9,600万円

細島港のポテンシャルの高さを確認

日向市港湾関係者との意見交換会

でも活動報告中！

いいね！をクリック

Twitter で活動報告中！

Facebook で活動報告中！

http://twitter.com/#!/izki_toyama

「Facebook」は、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。

応援隊入会のお願い
・

・

・

「Twitter」およびロゴはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。

宮崎事務所

・

連絡先： 〒880-0013
宮崎県宮崎市松橋 1 丁目 16-11 カルナコート１F
民主党宮崎県参議院選挙区第１総支部
参議院議員 外山イツキ 事務所

松橋2丁目
バス停

お菓子の ●
寿康庵本店

市役所

Ｒ220

橘橋

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、詳しくは外山イツキ宮崎事務所
までお問い合わせ下さい。

外山イツキ
宮崎事務所
Ｐ

天満橋

①外山イツキが、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。

Ｒ10

● 県病院

橘通り

この会は、企業・団体献金を受けずにしがらみのない活動
をする参議院議員外山イツキを支援する個人による有志の
会です。

●

勉強会第2回会合
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大淀川

〔連絡先〕〒 880-0013 宮崎県宮崎市松橋 1 丁目 16-11 カルナコート 1F

tel.0985-22-5877 fax.0985-22-5822
日南事務所
〔連絡先〕〒 887-0001 宮崎県日南市油津 2-6-7-1

tel.0987-55-0055 fax.0987-55-0057

http://www.izki-toyama.com
いつきブログ毎日更新中！
！ 「いつきブログ」で検索！
！

いつきブログ

検索

