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新しい役職
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ᓘᕶᇯኔ᜴ILOႡໃᕹᓘᕶਝଽഒᘎ ఒࣺᙃᕶൡ
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ସණᇝᔓਲ਼ࣺᕿᕐᕶኙໃᕹᓘ่ᒴ�ोॊ

国会議事堂内の見学のほか、石橋
議員との意見交換や事務所見学
なども行なっています。

ᜢ要༼ᘔ �༼ᘔ ��ଈक�༼ᘔᜣ

उᑪೈᆯसᕞॠॐऊ
参議院議員会館523号室
石橋みちひろ事務所

TEL : 03-6550-0523
FAX : 03-6551-0523
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17団体・約360人の
皆さんが国会を
訪れてくれました！
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■1965 年（昭和40 年）7 月1 日　島根県生まれ
■ 学　歴
1984年 島根県立松江北高等学校卒業
1988年 中央大学法学部法律学科修了(学士号取得)
1991年 米国・アラバマ大学大学院修了(政治学修士号取得)
■ 職　歴
1992年 全国電気通信労働組合(現NTT労働組合)中央本部
　　　　 (国際部職員)
1994年 国際自由労連アジア太平洋地域事務所出向(在シンガポール)
1996年 全電通中央本部政治国際部(国際担当主任、国際担当部長)
1999年 ＮＴＴ労働組合中央本部(国際担当部長)
2001年 国際労働機関(ＩＬＯ)・国際研修センター(ＩＴＣ)
　　　　  労働者教育プログラム アジア太平洋地域担当官
　　　　  (在イタリア・トリノ)
2006年 国際労働機関(ＩＬＯ)東南アジア太平洋諸島地域担当サブ
　　　　  地域事務所
　　　　  労働者活動担当上級専門官(在フィリピン・マニラ)
2009年 ＮＴＴ労働組合　特別中央執行委員／情報労連　中央本部　
　　　　  特別執行委員
2010年 第22回参議院議員選挙で初当選
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◆政治学習会報告
8月～11月は28回の講演を行ないました。　
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2014年１月～ 7月  主な出来事 2014年 8月～12月  主な出来事

国会質問時間が大幅増加

質問回数
2011 2012 2013 2014

質問時間
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厚生労働委員会より
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国会に超党派「非正規雇用対策議連」が
発足し、事務局長に就任
ࣹ��ཨ6༤ौࣺᙩ္ᑫᙎᆩ௦ᚋौ૿ऺ६ऴॉॳᇲᇡौࣺᎠၜॳணॡᔔႢ
ॏఒᓘभᓘᕶᇯइᙩ္ᑫᙎᆩહፈॏළᕽ௫ॉ൘ཱॏຝे६ᆧႡॳፇ
ऩ६ᓘᕶᇯᜢᇀ᜴ᙩ္ᑫᙎᆩኙᓘᕶᜣईॏየ๓ጅॳᘒળसय़सीࣻ
ࣹ༤ཷሿॏਁै ਹࣺ॥ ᙎࣺᆩौ୦ॢ६ᙩ္ᑫᙎᆩॏଦகभው�� �ࣺ����৲
ਲ਼ᕡरय़ैौດसࣺाॏऴॉभࣺथ॰१६ৎঌএশঁചॏౚଫࣺሿ࿇
ൌॏດॳᕹᐵश़ࣺዦ๓ᘎ॥ባौॣฐයᙺॳढ़सࣺश४ौॐ༤ཷሿ
ॏཱུྋॳຄधᓳᖼोਲ਼ᇡᓿუॏ໖౻ौॣॅो
भॄेथ६ॉथधණथ௦ᚋลᓒब४ࣺਹॏᙩ
္ᑫᙎᆩॏण५༙ॳཷᇡौᑪᇴसࣺྋौ
൘ཱॏຝे६ᆧႡभሱઇैम६३धोᙎᆩख़
ॉᙫसेथरऴॉॳኁႋॉसेॢषसे
थमय़ऺࣻ
ࣹᇡौॐࣺᕱఒᘦौࣺᙩ္ᑫᙎᆩ
ॏධਝፈ॥ཀྵᓒፈ४ॳຑथेॏସණॏᘒળࣺ
ᙎᆩॏᆌోख़ॏᑬೱोॊॳੋᆲसࣺᔔႢॏ
ఒᓘभौೈࣺ॔ᓘᒹऺ६ోॳໍसे
थरਛैऺࣻ
ࣹᙩ္ᑫᙎᆩ௦ᚋौॅथेᔔႢै५ዥॡో
भྋीऴॉॐख़ॴลጻॏण६ऴॉࣻਝଽഒᘎॉसेࣺसॄब५
ॉႡॳଞौᕹॢेथरीॢौࣺऴ७ब४ॳഏरसेथमीथॉ
෭थय़ऺࣻ

グローバル連帯税の検討へ～ 第２次寺島委員会に参加!
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 長妻　昭（民主　衆）
会　　長 尾辻　秀久（自民　参）
会長代行 鴨下　一郎（自民　衆）
会長代理 山井　和則（民主　衆）
会長代理 桝屋　敬悟（公明　衆）
副 会 長 後藤　茂之（自民　衆）
 津田　弥太郎（民主　参）
 小野　次郎（維新　参）
 中山　恭子（次世代　参）
 中島　克仁（みんな　衆）
 小池　晃（共産　参）
　　　　 鈴木　克昌（生活　衆）
幹 事 長 福島　みずほ（社民　参）
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経済のグローバル化で受益している経済セクターの、
国境を越えて行う経済活動に薄く課税し、世界の貧
困や気候変動等の地球規模の問題への対策のための
資金源として構想

理念と目的

複数の政府から構成される共通の「地球規模課題を扱う
国際機関等」へ税収の一部または全部を拠出する

仕  組  み

国際航空・船舶輸送、国際金融取引（外国為替取引）、
国際電子商取引、多国籍企業など

課 税 対 象

国境を越える経済活動には消費税が除外されており、
この分野では基本的に税が過小となっていること 。
国内活動にかけられている消費税との中立性を確保
することの必要性からも課税は妥当

課 税 根 拠
（有 力 説）
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