未来を創る会通信
2018年は全国181か所で講演しました。
その際には現地でたくさんの声を直接うかがうことできました。
2019年もみなさまにお会いできることを楽しみにしています。

研修＆講演
日盲連女性大会
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厚生労働副大臣

たかがい塾

参議院議員 自由民主党比例代表(全国)

たかがい
髙

全旅連青年部定期大会

ふるさと対話集会

たかがい恵美子のめざす社会
だいじな、

雑談の会
全国116か所で開催

恵美子
え

〜成熟社会を創る看護力〜

猪

健康を増進し、
福祉を充実させます

突

・子を産みたいと思い、
安心して育てることのできる社会環境づくりを進めます。
・自らの健康に関心を持ち、
生活の楽しさを実感できる地域づくりを進めます。
・納得して人生を全うできる確かな社会保障づくりを進めます。

猛

みらい。

安心して安全に働ける社会をめざします

進

・１日も早く震災からの復興を実現し、
安心して暮らせる地域づくりを進めます。
・生涯を通じ経済活動に参加できる労働環境づくりを進めます。
・豊かな食文化のための環境づくりを進めます。
・国際社会で多くの人材が活躍できる環境づくりを進めます。

おもいやりと感謝の心を育む教育と環境をつくります

つくりたい！

・思考、
情操、
発想、
創造性を豊かにする教育体系づくりを進めます。
・安全で質の高い医療提供ができる人材育成を進めます。
・自然と共生し、
いのち・暮らしに優しい環境・社会づくりを進めます。
平成22年参議院選挙初当選
平成28年参議院選挙再選

プロフィール

参議院所属委員会

○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会
○政務調査会

○厚生労働委員会
○国家基本政策委員会

その他

厚生労働副大臣
前参議院文教科学委員長
元自民党女性局長、
元厚生労働大臣政務官

自由民主党における役職歴
○参議院自民党 副幹事長
○参議院自民党国対委員会 副委員長
○女性活力特別委員会 副委員長
○組織運動本部 労働関係団体 副委員長
○組織運動本部 厚生関係団体 副委員長
○行政改革推進本部 幹事
○東京都支部連合会 政務調査会 副会長
○2020年オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部 幹事

文部科学部会 副部会長
厚生労働部会 副部会長
厚生労働部会 看護問題小委員会 副委員長
女性の健康の包括的支援に関するPT 座長
テレワーク推進特命委員会 委員長代理
内閣部会 虐待等に関する特命委員会 幹事長代理
国際協力調査会 幹事
データヘルス推進特命委員会 副委員長

○自由民主党看護問題対策議員連盟 事務局長
○自由民主党観光産業振興議員連盟 事務局長
○スポーツ議員連盟女性アスリート支援のためのPT 幹事長
○参議院ASEAN議員交流推進議員連盟 事務局長
○女性医療職エンパワメント推進議員連盟 幹事長
○ストップ結核パートナーシップ推進議員連盟 副会長
○一般社団法人 日本食品安全支援機構 会長
○自民党ケアラー議員連盟 副会長
○栄養教諭議員連盟 事務局次長
○世界保健機関（WHO）議員連盟 幹事

たかがい恵美子と未来を創る会のご案内
URL:www.takagai-emiko.net
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館714

階

TEL.03-6550-0714

｢たかがい恵美子と未来を創る会」は、たかがい恵美子の政治活動を支援することを目的とする後援会です。
主旨にご賛同いただけるメンバー会員を募集しています。入会金や会費はありません。詳しくは上記オフィシャルサイトまたはお電話で。

発行：たかがい恵美子と未来を創る会
自由民主党東京都参議院比例区第四十八支部
〒106-0031 東京都港区西麻布4-4-3-205 討議資料

第22回参議院議員選挙（７月）
で初当選／自由民主党女性
局長代理に就任
◆総合的な児童虐待防止対
策の立案に向けた提言をま
とめる

厚生労働大臣政務官拝命
（10月）
●通常国会で「医療介護総合確保推
進法」成立、地域包括ケアシステム
法定化
●｢女性の健康の包括的支援法案｣を
通常国会に提出、
継続審議となる
●
「中国残留邦人配偶者支援法」
成立
●豪雪被害による緊急措置として看護師国家試験を
初めて追加実施

自由民主党女性局長就任
●厚生労働省に｢女性の健康推
進室｣設置
●厚生労働科学研究費補助金に
｢女性の健康の包括的支援政
策研究事業｣創設
●大臣政務官会議において、次代を展望する政策
パッケージ｢幸福社会への挑戦 (ハッピープラチナ
モデルの実現) ｣提言

2010
2011

み

2013

2015

2016

2017

2018

（保健師・看護師）

の活動報告

◆自由民主党厚生労働部会看護問題小委員会にて｢穏
やかな最期を保証するコミュニティづくりのための
政策推進｣についてとりまとめる
◆東日本大震災に関する災害対策本部事務局医療支援
班長として復旧・復興対策に従事
◆母子手帳勉強会スタート

2012

2014

こ

参議院自由民主党副幹事長就任
◆12月の衆議院総選挙では選挙応援に全国を奔
走し、
政権を奪還
参議院自由民主党国会対策副委員長就任
●通常国会で「DV防止法」改
正に尽力
●自由民主党政調、女性の健
康 の 包 括 的 支 援に関 する
PTの座長に就任し｢３つの
提言｣をとりまとめる
第24回参議院議員選挙（7月）で2期目当選
●人材育成PTにて「女性議員
育成プログラム」
を提案
●女性版ふるさと対話集会「い
どばたキャラバン」
スタート
参議院文教科学委員長就任
●女性のための政治講座｢プレミアム・ウィメン
ズクラブ(女性未来塾)｣創設
●超党派「女性医療職エンパワメント推進議員
連盟」設立

厚生労働副大臣拝命（10月）
●「障害者による文化芸術活動の推進
に関する法律」
成立
●「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律」
成立
●「平成32年オリパラ特措法・平成31年ラグビー特措法の一部
改正法案」
成立

未来を創る会通信

厚生労働副大臣就任
【労働・年金担当】
第四次安倍改造内閣にて厚生労働副大臣を拝命し、政府
の一員として暮らしやすい社会づくりに向け、みなさまと
力を合わせていきます。

ひとの生きる力を 守る看護のパワーで、
社会の生きる力を つくり出す。
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平成の、その先へ

専門職
として
参議院議員総会で国家ビジョン
｢女性省設置｣について発言

文部科学大臣に｢10年後の教育のあり方を
考えるプロジェクト｣の中間取りまとめを報告

自らの専門性を活かし、数々の
学術会議に参加し若手の育成
や情報交換を行ってい
ます。

文教科学委員長として

｢これからの日本、社会保障と看護の未来｣について対談しました。

まなびとプロジェクト
自民党中央政治大学院にてがん対策と政治につ
いて講演

第196回国会本会議で委員長として6回登壇。
閣法６本、議法４本、計10法案を可決成立に導きました。

母子手帳勉強会

国際交流

結核のない世界へ

海外普及を目指し議論

衆議院内閣委員会にて副大臣として答弁

牧原秀樹前副大臣との
引き継ぎ式

議連にて結核問題について議論

現場
第一主義

女性活躍の
推進

幾多の自然災害による被災各地に直
接足を運び、 生の声 をうかがい
ました。一刻も早い復旧・復興
に尽力します。
東日本大震災被災地を安倍総理と視察
（宮城県）

文教科学委員会にて福島市内仮設
校舎視察
（福島県）

現場の声を聴き
『女性が働きやすい
社会』
『女性が輝く未来』に向け
政策提言してまいります。

現代女性の健康に関わる諸問題院内集会

西日本豪雨災害の被災地で課題と要望を聴取

北海道胆振東部地震の被災地で活躍
する看護職を激励

世界各国の方々とお会いし、
意見交換を行いました。
各国の発展に向け取り
組んでまいります。

資源エネルギーに関する調査会にて
水素ステーションを視察(神奈川県)

各界の著名人も参加し、白熱した議論が展開

ベトナム文化教育青少年児童副委員長と対談

エイズや内戦で親を失った子供たちのグループ「ワトト」
と交流（日本・アフリカ連合友好議員連盟）

サムハル（スウェーデン国営企業）CEOと ASEAN駐日大使等との意見交換会に出席
（ASEAN議員連盟）
障害者雇用について意見交換

超党派女性医療職エンパワメント推進議連

パワハラ、セクハラなど、山積する課題について議論

いどばたキャラバン(名取)

女性のみなさまからの意見を聴き、政策へ
反映させる女性対話集会を定期的に開催

