
　初夏の風に肌も汗ばむ頃、皆さま方にはご健勝にて
ご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃から、温かい
ご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

　私事ではありますが、3月27日に長男・惺（さとる）が
誕生いたしました。
　一人の親として、また政治家として、将来の日本を
背負っていく子供達に、良い形でこの国を引き継げる
ように頑張ってまいります。

　国会開会中であるため、長男には地元・宮崎に戻る
週末にしか会うことが出来ませんが、子育てを通じて、
気づかされる事も多くあります。

　５月29日に平成21年度補正予算が成立をしましたが、
「100年に一度」と言われる世界同時不況の中、経済
対策の為に補正予算を組んだにもかかわらず、中身を
見てみますと、「なぜ、今なのか？」や「これで充分なの
か？」と思ってしまう事業がありました。

　「本予算で蹴られたものを出したら、どんどん通っ
ちゃった。」と官僚が言うように、「アニメの殿堂」と批判
される国立メディア芸術総合センターの建設費（約175
億円）や、本予算では全く計上されていなかったが
急に「エコ」の観点で冷暖房機や蛍光灯を買い換える
として19億円が計上された「国立女性教育会館」の
施設費などがそうです。

　緊急性のない事業が、このようにデタラメな形で組み
入れられているのが、今回の補正予算の中身であり、
こうしたデタラメの一方で、今年の４月には当初予算に
よって約200億円の生活保護世帯への母子加算が廃止
されています。

　また、少子化・子育て関連の予算にも首を傾げたく
なるものがあります。国が「子育て支援」などの支援を
することは、少子化が進んでいる現状を打開する為に
も必要なことであり、積極的な支援が急がれます。

　しかし、今回の支援
の内容は、３歳～５歳
の未就学児に対して
本年一回限りで３万
6000円の子育て支
援を行うというもの
です。私が言うまで
もなく、子育てという
のは一年だけで終わ
るものではないので、
「子育て支援」という
のは恒常的・継続的な支援でなければ意味がありま
せん。

　民主党の掲げる「子ども手当」（義務教育修了時まで、
月 ２々万6000円支援）の方が、現実に沿った政策だと
私は信じております。

　この国は、医療や少子化対策など多くの課題を抱え
ています。
　しかし、その殆どが財源的な問題からか充分な対策
が打てていません。国の予算というのは、優先順位を
決め、必要な所に必要なだけの手当をすべきであり、
不必要な所に手当をする必要性はなく、「何が必要で、
何が不必要か？」を審議するのが国会の仕事です。

　今回の補正予算審議も、不必要な事業について数々
の指摘があったにも関わらず、政府はまったく修正も
せず、また参議院での否決の意志もむなしく、補正予算
は成立しました。

　このような「亡国の予算」を続けさせない為にも、
政権交代を行い「日本の大掃除」をして、しっかりとした
審議により「国のお金の使い方」を適正な状態へと
コントロールしなければなりません。
　そのためにも引き続き、皆さま方のご支援・お力添え
をお願いします。

政権交代で『日本の大掃除』を!!
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長男の惺（さとる）と国会前庭にて



国民の目線での政策の実現を！
所属する総務委員会・決算委員会・拉致問題特別委員会など委員会質疑や、
視察など国会内外での活動を中心にご紹介します

委 員 会 質 疑
3月24日
総務委員会・予算委嘱審査［30分］
海上自衛隊えびの通信所に関する国の覚書について
総務大臣と防衛省に交付金の対象とするよう求
め、鳩山大臣から「再検討が必要」との答弁を得る

4月7日
総務委員会・郵政事業に
関する参考人質疑［15分］
郵政民営化の光と影について、有識者
に見解を求める

4月16日
総務委員会
電波法改正案審議［35分］
アナログ停波に向け受信者サイドの
地デジ化推進策と、経済対策での
エコポイント制度について鳩山総務
大臣に質す

委 員 会 視 察 等

3月16日
拉致問題特別委員会・
佐渡視察
曽我ひとみさんと面会

4月21日
総務委員会
改正消防法の関連で
船橋市消防局を視察

4月30日
長崎県平戸漁協にて
漁船沈没事故の現地調査

事 業 仕 分 け
　「事業仕分け」とは、行政府の事業を棚卸しし、継続、廃止、民間
移譲などに分類することで、無駄遣いや非効率な事業をなくすプロ
ジェクトです。
　今回は、民主党の部門会議の中で主査として、総務省所管事業の
「事業仕分け」を行いました。

4月16日
事業内容ヒアリング
地方自治情報センターにて

4月16日
事業内容ヒアリング
行政情報システム研究所にて

5月14日
総務部門会議・事業仕分け

　超党派の国会議員たちが
無駄な公共事業を減らすた
めに活動している「公共事業
チェック議員の会」で、必要
性と自然破壊の観点で全国か
らも注目されている沖縄県の
泡瀬干潟を現地視察し、また、
政府などに工事中止の申入れ
も行いました。

2月5日
沖縄・泡瀬干潟
埋立て現地視察

2月5日
泡瀬干潟埋立て
について東門市
長に要請

2月6日
沖縄県庁にて
記者会見

1月29日
内閣府への
申し入れ

国会活動

沖 縄 ・ 泡 瀬 干 潟 視 察

3月12日
総務委員会
青梅かんぽの宿視察

17日　旭化成霧島山麓OB会（都城市）

7日　宮崎県隊友会研修会（日向市）

8日　高城ミニ集会 11日　宮崎神宮四半的大会

14日　野尻町ミニ集会

20日　宮崎県保険医協会との意見交換会

22日　西諸地区セリ市

7日　連合宮崎決起大会 ８日　児湯郡セリ市

14日
第2回道づくりを考える
宮崎中央女性の会総会

20日　農林事業団座談会（国富町） 28日　連合宮崎・総選挙勝利
　　　 総決起集会（都城市）

5日　宮崎特攻基地第26回慰霊祭

18日　延岡市四半的大会

19日　第30回宮崎県難病連総会

29日　連合県北地協
　　　 第80回メーデー
　　　 （延岡市）

29日　天皇陛下御即位20周年宮崎県
奉祝会　結成式

1日　第80回宮崎中央メーデー 3日　憲法タウンミーティング
　　  （JC主催　えびの市）

23日　国道220号線青島〜日南間事業
説明回り（日南市）

10日　神武の里総合武道大会
　　　 （高原町）

14日　宮崎中央セリ市

宮崎活動
2月
February

3月
March

5月
May

4月
April

31日　中平野グランドゴルフ大会
　　　（日南市）

4月6日
決算委員会・総務省所管事項審査［80分］
郵政事業の在り方、不正経理問題について
西川・日本郵政(株)社長に辞任するよう求める
自治体の不正経理と補助金の関係について問題点
を指摘し、鳩山大臣に改善を求める



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。

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。

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。

応援隊入会のお願い
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〔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

〔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

日南事務所

日南事務所は下記の住所に移転しました。

　外山イツキ宮崎事務所では、
外山イツキ議員の政治活動や
事務所作業のお手伝いをして
いただける方を随時募集して
います。

ボランティア募集しています
〜新しい政治を創る活動に一緒に参加しませんか

〜

○いつき通信の発送作業
○街頭演説の手伝い
○ポスター貼りや
　リーフレット配り

など

　不定期でも、短時間でも結構ですので、ご興味・
ご関心のある方は、下記宮崎事務所までお気軽に
お問い合わせ下さい。

「しがらみのない政治」を実現する
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