がい恵美子の多趣味な素顔
たか

イベント

穴埋めクイズ

2020 年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックの開催です。

1

更に日本中が熱気で包まれ盛り上がる特別な年になると思います。

2

本年も皆様にお会いできることを楽しみにしております。

3

子供のころには舞台で
日本 ○○を披露
スキューバダイビングの資格が
あり、○○も得意です。
音楽鑑賞も大好きですが、
学生時代には○○○ 活動も
やっていました。
３. バンド

たかがい恵美子のめざす社会

2. 水泳

感動と勇気を与えてくれました。

1. 舞踊

2019年は令和時代の幕開け、ラグビーワールドカップで日本中に

〜成熟社会を創る看護力〜

自由民主党文部科学部会長
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参議院議員 自由民主党比例代表 ( 全国 )

たかがい
恵美子
髙

階

保健師

看護師

未来を創る会通信

の活動報告

No.10

新たに自由民主党政務調査会文部科学部会長に就任しました。教育研究・科学技術・文化芸術・
スポーツなど、幅広く国の発展と国民の健やかな未来のために全力を尽くして参ります。

を
政策
党の ます！
し
発信

文部科学部会？部会長とは？

健康を増進し、福祉を充実させます
・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。

文部科学行政が所管する国会提出の法案を自民党内で審議を行います。自民党所属議員だれもが参加でき、関連する法案や課題について
活発な議論が行われます。部会長は賛否が分かれた際に｢部会長一任｣という形で審議を通過させる権限があり、まとめ役となります。

自民党内で審議
文部科学部会

国会への上程を前に党内で手続き

安心して安全に働ける社会をめざします
・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。

文部科学省所管法案の閣法｢公立の義務教育諸学校等の教育職員の給料等に関する特別措置
法の一部を改正する法律案｣が 部会審議、政調審議会ではかり、総務会を通過しました。
この後法案は国会へ提出され、委員会審議・採決を経て12 月 4 日に可決成立しました。

政調審議会
部会長として関係法案について、趣旨・概要説明、法案審査

おもいやりと感謝の心を育む教育と環境をつくります

平成 22 年参議院選挙初当選
平成 28 年参議院選挙再選

〇政務調査会 日本 Well-being 計画推進プロジェクトチーム 幹事長代理
〇政務調査会 宇宙・海洋開発特別委員会 相談役
〇政務調査会 性的指向・性自認に関する特命委員会 幹事
〇沖縄振興調査会 首里城再建に関する委員会 常任幹事
〇Ｉ
Ｒ実施に向けた制度・対策に関する検討プロジェクトチーム 幹事

自由民主党文部科学部会長
前厚生労働副大臣
元参議院文教科学委員長
元厚生労働大臣政務官

了承

新たな経済対策に向けた重点事項
●台風 19 号等大規模災害からの迅速な復旧・復興と安全・安心の確保
●経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援
●未来への投資と経済活力の維持・向上

合同会議

了承

・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。

総務会

了承

与党責任者会議にはかり、了承後国会へ

文部科学大臣申し入れ

台風被害対応

自由民主党における役職歴

〇厚生労働委員会 委員
〇東日本大震災復興特別委員会 筆頭理事
〇資源エネルギーに関する調査会 委員

〇自由民主党女性局 局長
〇参議院自由民主党 副幹事長
〇参議院自由民主党国会対策委員会 副委員長
〇女性活力特別委員会 副委員長
〇組織運動本部 労働関係団体 副委員長
〇行政改革推進本部 幹事
〇東京都支部連合会 政務調査会 副会長

自由民主党におけるその他の役職

その他

〇女性活躍推進本部 副本部長
〇令和元年台風19号非常災害本部 本部員
〇人生 100 年時代戦略本部 幹事
〇スポーツ立国調査会 幹事長代理
〇教育再生実行本部 本部長代理
〇2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部
〇国際協力調査会 副会長
〇治安・テロ対策調査会 副会長
〇食育調査会 幹事
〇大阪・関西万博推進本部 副幹事長

〇自由民主党看護問題対策議員連盟 事務局長
〇自由民主党観光産業振興議員連盟 事務局長
〇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
〇参議院ＡＳＥＡＮ議員交流推進議員連盟 事務局長
〇女性医療職エンパワメント推進議員連盟 幹事長
〇ストップ結核パートナーシップ推進議員連盟 副会長
〇一般社団法人 日本食品安全支援機構 会長
〇自民党ケアラー議員連盟 副会長
〇栄養教諭議員連盟 事務局次長
〇世界保健機関 (WHO) 議員連盟 幹事

参議院所属委員会および調査会

幹事

ノーベル化学賞を受賞した吉野彰博士による
講演会を開催

大学入試における英語４技能試験の円滑な実施に関わる
決議を文部科学大臣に提出

私が大切にしたいこと

だいじな、みらい。
つくりたい！
タグ付け宜しくお願いします！

女

看護

性政策

命の

災害対策本部、東北ブロック両議員会議において、
現状報告、政府への緊急方針を申し入れ

道づくり

エネル

社会保

ギー

障

健
国際保

災害対

応

科学分

野

「いいね」をお待ちしてます！

髙階恵美子事務所公式 instagram

髙階恵美子事務所公式 facebook

https://www.instagram.com/emiko_takagai02/

https://m.facebook.com/48takagai

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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TICAD7 ( 第 7 回アフリカ開発会議 )

ＡＳＥＡＮ事務総長

国会

各委員会においては、真摯に丁寧に答弁

厚生労働副大臣 ( 労働・年金担当 ) として、
山積する課題解決に取り組みました。

国際交流

アフリカ大陸より、42ヵ国の首脳級、53ヵ国の政
府要人が参加し、3日間に渡る熱い議論

世界各国の要人の皆様とお会いする機会をいただ
き、両国関係での課題やビジョンについて意見交換
しました。

2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部

タイ王国労働大臣

ブータン労働人的資源大臣

2019年に成立した厚生労働省関連の主な法律(内閣提出)
● 女性の職業生活における活躍の推進に関わる法律等の一部を改正する法律

いつも現場第一で若手の育成や学術学会等にも
積極的に取り組んでいます。

● 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

全国赤十字大会

● 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律
● 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等の一部を改正する法律

働きやすく生産性の高い企業・職場表彰

安全衛生表彰

ILO( 国際労働機関 )100 周年

日本とタイでの技能実習生の送
り出しや受け入れに関する両国
の協力内容を定めた覚書に署名

留学、技能実習、特定技能など、
在留資格に関する理解と円滑な活
用等について意見交換

東日本大震災遺構・伝承館
各分野で功績を収めた方へ厚生労働省を代表し表彰状を授与

日本盲女性研修大会
看護職を目指す地元の中学生が
｢あのひとにあいたい｣と来 訪
修学旅行研修でインタビュー

日本政府を代表して暴力やハラスメントのない
社会実現に向け演説 ( ジュネーブ国連本部 )

女性が働きやすい環境整備に向け、女性の健康の
包括的支援に関する法律の早期成立を目指します。
政治の場において自民党女性議員が更に活躍できる基盤を整え、
より充実した活動を進めています

｢女性の健康｣について有識者による講演を聴き、女性を
取り巻く健康課題への社会的関心を高める活動

看護界の未来を担うリーダーたちと新春恒例の
特別ゼミ

自民党｢女性議員飛躍の会｣設立

女性活躍

健やか女性活躍フォーラム
ｰBegin towardｰ

母校から来訪

たかがい塾 ( 日本赤十字看護大学 )

復旧・復興
被災地に直接足を運び、現場の生の声を聴き
誰もが安全安心と思える日本を目指します。

全国赤十字大会では、名誉総裁
皇后陛下をお出迎え

ウガンダ国大統領とアフリカ健康構想について意見交換

専門職

● 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法の一部を改正する法律

現在の社会保障制度改革の後継となる 2040 年を目指す
新たなビジョンの取りまとめ

中曽根議連会長とともに、
今後のＡＳＥＡＮ各国との
連携について議論

WPL( 女性政治主導者 ) サミット 2019

｢ＳＤＧｓを通じた社会の発展に向けてアクションを起こそう｣と、各国議会の長をはじめとする女性
政治指導者 87ヵ国 422名が集結、過去最大規模の国会での国際会議となりました
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破損された校舎、折り重なった車、瓦礫だらけの教室など震災の記憶を
つたえる伝承館を安倍総理大臣と田中復興大臣とともに視察

被災地視察

宮城県の特別養護老人ホーム ( 松島市 )、福祉作業所 ( 気仙沼市 )
を訪問し、現在までの復興状況や今後の課題について意見交換

安全パトロール

職場全体で労働災害を
防ぐ安全対策の取り組
み（建設現場を視察）

子育て支援や同行援護の拡充な
ど視聴覚障害女性の暮らしを巡
る課題改善に向け挨拶

選挙応援
2019 年は、統一地方選挙、参議院選挙と
12 年に一度の選挙イヤーでもありました。
全国各地に応援に参上しました。

令和初となる国政選挙では、全国の有志が団結して大勝利

