政務調査会とは？

政務調査会副会長
9 月の党人事において、文部科学部会長の役職を解かれ、
新たに政務調査会副会長に就任しました。
主に文部科学部会、厚生労働部会を担当します。一人ひとりが自分らしく
社会参加できるよう｢心の通う｣政策づくりをすすめます。

自由民主党国会議員と総裁が委託した学職経験者を
もって構成され、党の政策の調査研究と立案を担当し、
審議決定を行います。自由民主党が採用する政策、
国会に提出する法案は、政務調査会の審査を
得なければなりません。
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な施策を切れ目な
経済対策の議論、必要

自由民主党政務調査会副会長
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新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 対 策
いつも温かくお支えくださりありがとうございます。国民のいのちと安寧を守るため、

新型コロナウィルス感染症対策本部

髙階恵美子事務所
公式 Youtube
t/

ht

ko

ne

/w

.takagai-emi

の活動報告

地域保健・公衆衛生の専門家として、自民党政務調査会役員の一人として全力でがんばっています。

チャン
宜しく ネル 登 録
お願い
します
！

ww

行政改革推進本部

報道番組出演 (６回 )

西村大臣へ大規模感染症流行時の国家ガバナンス
改革を提言。

党対策本部役員として、
専門家として対応方針等
を解説。

LINE で
友だち追加

https://www.youtube.com/user/TakagaiEmiko

タグ付
け
お願い 宜しく
します
！

髙階恵美子事務所
公式 instagram
https://www.instagram.com/emiko_takagai02/

平成22年初当選、平成28年再選
自由民主党政務調査会 副会長
参議院自由民主党政策審議会 副会長
新型コロナウィルス感染症対策本部 副本部長
元厚生労働副大臣
元参議院文教科学委員長
参議院所属委員会および調査会
○文教科学委員会
○予算委員会
〇東日本大震災復興特別委員会
〇資源エネルギーに関する調査会

自由民主党におけるその他の役職
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
〇教育再生調査会 幹事長代理
〇行政改革推進本部 事務局次長
〇科学技術・イノベーション戦略調査会医療分野の研究に関する小委員会 副委員長
〇女性活躍推進特別委員会 副委員長
〇大阪・関西万博推進本部 副幹事長
〇国際協力調査会 副会長
〇2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部 幹事
〇治安・テロ対策調査会 副会長
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参議院議員 自由民主党比例代表 ( 全国 )

保健師 看護師

ホームページ、SNS で情報を更新中 !

未来を創る会通信

「いい
お 待ち ね」を
してま
す！

髙階恵美子事務所
公式 facebook

自民党医療系議員団

観光産業振興

感染症対策の最前線を訪ね、
次々と政策を推進。

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

〇宇宙・海洋開発特別委員会 相談役
〇食育調査会 幹事
〇性的指向・性自認に関する特命委員会

感染制御のため連日数時間に及ぶ議論を積み重ねる。

幹事

自由民主党における役職歴
〇自由民主党女性局 局長
〇自由民主党文部科学部会 部会長
〇組織運動本部労働関係団体 副委員長
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
〇東京都支部連合会 政務調査会 副会長

人々の安全な移動のために、検査体制の充実等を提言。

その他の議員活動
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 幹事長代理
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
〇公益財団法人日本さくらの会 評議員
〇一般財団法人日本女性財団 評議員
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

たかがい恵美子のめざす社会

〜成熟社会を創る看護力〜

健康を増進し、

安心して安全に

おもいやりと感謝の心を育む

福祉を充実させます

働ける社会をめざします

教育と環境をつくります
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文部科学部会長

未来を創る会通信
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若手育成
未来を支える人材の育成に情熱をもって
積極的に取り組んでいます。

たかがい塾

ネット De 前講座

10
周年

科学技術週間イベント

多くの先生方のご協力を得て、教育研究・科学技術・文化芸術・スポーツなど
幅広い分野に及ぶ課題にチャレンジ！ 解決に向けて政策を発信しました。

ーキングチーム
英語の適正実施に関するワ

教育再生実行本部

大学入試

(GIGA スクール構想 )

南極の昭和基地と中継を結び、極地研究の可能性と観測事業について越冬隊長と意見交換。

法案審議

日本遺産推進フォーラム

未来を担う看護系大学院生の
リーダー達と政策についての
自民党中央政治大学院ネット講座にて、
特別ゼミ。
文部科学分野における党の取り組みに
ついて講義。

ポリナビワークショップ

教員資格認定試験を
４７年ぶり大改革

各地に赴いて幼児教育から高等教育・専門教育に至るまで英語教育の
実態を調査し、これからの教育のあり方について提言を取りまとめ。

子どもの学びを止めないために一人一台
台風被害で中止となった小学校教員資格
端末、ネット環境の整備等、ICT 教育
認定試験の救済措置を実現！
を一気に加速させました。
その後の制度見直しも成し遂げました。

国会

文部科学省提出法案を部会で審議し了承。
●

給特法

●

著作権法

東日本大震災復興特別委員会

員会

厚生労働委

所属委員会、調査会では提案型の質疑で政策立案。
数々の法案の成立に貢献しました。

予算委員会
筆頭理事として、復興庁設置法の改正（復興庁の
設置期間を10 年延長）等を成立。

介護体制の強化、
多様なアウトリーチ
の推進と介護分野
への ICT 導入等、
地域共生社会の実
現に向けて質疑。

●

文化観光推進法

各地域の日本遺産を一斉にＰＲできるフォーラムで
リポーターとして有楽町駅前広場から中継。

復旧・復興

危機管理

全国各地の新人看護師の皆様と看護政策や国に対する疑問に
ついて意見交換。

トピックス

2020

被災地に足を運び、現場第一主義で行動。
皆様の声を聴き、
いち早く政策を実現して参ります。

被災地視察 〜委員派遣〜

希望の火〜
復興五輪 〜

2020 年に成立した厚生労働省関連法律 ( 内閣提出 )

集中審議にて感染制御体制の常設、医療人員と医療材料等の安定供給、
学校等公共施設における業務の再開準備等、安倍総理に質疑。

女性政策

専門職支援

1.
2.
3.
4.
5.
6.

労働基準法の一部を改正する法律
雇用保険法等の一部を改正する法律

挙

自民党総裁選

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律

選挙管理委員に指名され、
総裁選の運営に携わる。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

専門性を活かし、女性が働きやすい環境整備、女性活躍の推進に向け、
関係各分野の皆様や学術学会等とも連携し、政策を提言しています。
看護問題対策議員連盟

全国里親研修講座

黒にんにく大使
岩手県、宮城県、福島県の被災地の
実情調査。( 山元町農水産物直売所 )
復興創生と地域活性化をすすめます。

災害対策本部 ( 令和２年豪雨災害 )

スポーツ庁長官来所

被災地に聖火が到着。
ウィルスの襲来を乗り越え、
復興五輪から復活五輪の
成功、新たな決意！

豪雨災害視察〜熊本〜

世界黒にんにくサミット 2020
で第 21 代大使に任命。

全国講演

社会的養育を必要とする子ども達の支援について講演。

室伏広治長官が来所され、
東京五輪に向け意見交換。

WKC フォーラム

女性財団創立

女性の心身の健康及び社会的活躍を後押しし、
健康と幸福の実現を目指す日本女性財団が発足。
評議員に就任。

安全な就業環境の早急な実現に向け
政府に提言。慰労金の給付や看護学
生の研修支援策等を実現。

2020 世界保健デー記念
フォーラムにて、いのち輝く
健やかな未来を創る看護職
の働き方についてリモート
講演。

九州、西日本、東日本と広範囲にわた
る各地域で甚大な被害を受け、災害
対策本部で議論。

現地で活躍する看護管理者が
参集し、感染症対策の現状、
課題について意見交換。

コロナ禍の中、全国各地に訪問。皆様にお会いすることができました。

