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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

˅ʰʛ˄ʴʐᢪʝ˘ʐরʧʝʬʊ˄ʟź

11団体・255人の
皆さんが国会見学に
いらっしゃいました！
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ᇺෘὐἲὃΏᾛᾱᾙὧ̵ᾯ
■1965 年（昭和40 年）7 月1 日　島根県生まれ
■ 学　歴
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労組)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（現NTT労組）中央本部国際担当主任・担当部長を歴任
2001年 国際労働機関（ILO）国際研修センター計画官（在イタリア）
2006年 ILO東南アジア太平洋諸島サブ地域事務所上級専門官（在フィリピン）
2009年 情報労連特別中央執行委員 ／NTT労組特別中央執行委員
■ 議員歴
2010年 第22回参議院議員選挙(比例区)で初当選
2011年 総務委員会　　 / 民主党幹事長補佐
2012年 厚生労働委員会 / 民主党幹事長補佐
2013年 厚生労働委員会 / 民主党参議院国対副委員長、総務委員会副局長
2014年 文教科学委員会 / 民主党国際局副局長、常任幹事(東京ブロック代表)
2015年 厚生労働委員会 / 民主党副幹事長、政策調査会副会長、国際局副局長
■  議員連盟(主なもの)
　　　　 超党派・ILO議連事務局長、超党派・ICT教育促進議連事務局長、
　　　　 超党派・電子書籍振興議連事務局長、超党派・非正規雇用改革議連事務局長、
　　　　 民主党・多文化共生議連事務局長

国会事務所：〒100-8962　東京都千代田区永田町2-

民　主 （1）民　主（4）

号　外

2016年1月
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つながって
ささえあう社会へ
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2015年7月～12月は39回の講演会を
行いました。年間では84回でした。

◆政治学習会等講演報告10 

月

＜安全保障＞
・「平和と安定の安全保障を考える連絡会」を立ち上げて、市民団体の皆さんと
集団的自衛権行使容認に反対する勉強会を連続して開催

・民主党「安全保障総合調査会」事務局次長として、「安保法制に関する民主党の
考え方」を取りまとめ　　
＜沖縄問題＞
・超党派「沖縄等米国基地問題議員懇」幹事として、沖縄の米軍基地や辺野古周
辺を視察するなど、沖縄県民の民意に寄り添った政策の実現に奔走　
＜ＯＤＡ（政府開発援助）＞
・参議院 ODA 特別委員会の派遣で、東南アジア・アフリカ・中米におけるＯＤＡ
事業の現地調査を実施。特にモザンビークのプロサバンナ事業が、本来の小
農支援につながっていない問題点を追及

・開発協力大綱（新大綱）について、軍や軍人に対する ODA 支援解禁の問題点
を委員会で質問
＜ミャンマー民主化支援＞
・ミャンマーの避難民キャンプや少数民族地域等を何度も視察し、少数民族問題
の対応など、日本からの支援のあり方について党内外に広く問題提起

＜雇用・労働法制＞
・民主党厚生労働部門会議の労働分野担当として、①改正労働者派遣法案 ②改正
労働基準法案（残業代ゼロ法案） ③外国人技能実習制度の拡大と外国人家事労
働者受け入れ問題などを委員会で徹底追及

・超党派「ILO 活動推進議連」事務局長として、勉強会や国際シンポジウムを
開催

・超党派「非正規雇用対策議連」事務局長として、政府に「非正規雇用労働者の
待遇改善に向けた緊急提言」を申し入れ
＜外国人労働者＞
・民主党「多文化共生議連」事務局長として、これからの外国人労働者の受け入
れや、国内における多文化共生社会のあり方について積極的に提言

＜東日本大震災対応＞
・民主党「震災ボランティア室」副室長、民主党「仮設住宅等生活支援対策
メンバー」として、アグリコミュニティ等現地要望を与党の立場で政府に提言、
被災者支援に全力で取り組む
＜格差・貧困対策＞
・民主党「生活保護ＷＴ」で都内の就労・自立支援施設を視察し、障がい者雇
用促進、差別撤廃、福祉就労対策を積極的に推進
＜年金＞
・民主党「新年金制度検討作業チーム」メンバーとして、民主党の年金制度改
革案策定に参画

・漏れた年金情報問題について、日本年金機構や厚生労働省のずさんな対応を
委員会で追及

＜消費税＞
・民主党若手議員有志で「税財政研究会」を立ち上げ、我が国の直面する財政・
税制に関する諸課題について、とりわけ税と社会保障の一体改革の中味を議論
＜国際連帯税＞
・超党派「国際連帯税創設を求める議員連盟」事務局長として、国際連帯税の創
設に向けて、ＮＧＯとも連携して政府に対して申し入れ

・日本総研の寺島実郎理事長が座長の「グローバル連帯税推進協議会（第 2 次寺
島委員会）」メンバーとして、最終報告書作成に参画

＜福島原発＞
・民主党「福島復興推進会議」に「産業復興（風評被害対策）ＷＴ」事務局長とし
て参加し、原子力事故災害からの復興加速化に向けた提言を取りまとめ
・民主党「福島原発作業員安全・健康管理問題作業班」班長として、原発作業員
の健康・管理対策を与党の立場で実現
＜スマートグリッド＞
・民主党「スマートグリッド推進議員連盟」幹事長代理として、電力網とＩＣＴを
融合させた「スマートグリッド」の展開を促進し、国民全員参加型の創・節電
メカニズムを構築していく戦略を与党の立場で政府に提言

＜教育ＩＣＴ＞
・民主党「教育の情報化推進に関するＷＴ」事務局長として、学校教育における
情報通信の利活用を総合的に促進するための計画目標を提言　
・超党派「ＩＣＴ教育促進議連」を結成し、事務局長として有識者アドバイザー
と連携しながら、ＩＣＴ授業の視察や体験を通じて内外に広く情報発信
＜教育政策＞
・「高校無償化見直し法案」が、国際基準に反するとして委員会で質問　
・「教科書無償法改正案」について、教科書の採択は子どもたちに近い現場で判
断すべきとして委員会で質問　
・「改正地方教育行政組織法案」に対して、首長の権限が強まり、教育の政治
からの中立性が損なわれる恐れや、学校関係者や住民など第三者の参加促進
が図られていない等の問題点を会派を代表して本会議で質問

＜地方振興＞
・地方自治体でのＩＣＴ利活用、とりわけ隠岐の島等、離島地域での効果について
実情調査
・沖縄県宮古島市で、離島振興についてヒアリング、また那覇市で物流拠点を視察
＜沖縄＞
・「改正沖縄振興特別措置法」について、国際ハブ化や離島における医療や教育
のＩＣＴ利活用策について与党の立場で質問　　
・民主党「沖縄協議会」事務局次長として、沖縄を訪問し、沖縄本島の中でも
開発が遅れている北部地域の現状視察や各種団体等との意見交換を実施
＜北方領土＞
・北方四島ビザなし渡航で択捉島を訪問し、北方領土返還要求行動にも積極的
に参加

　
＜ＩＣＴ政策＞
・「光の道」関連３法案への対応で、民主党の情報通信政策づくりに参画
・「国民の命を守るライフラインとしての情報通信の役割」について予算委員会
で質問
・「マイナンバー関連法案」について、ビッグデータの利活用促進の観点から質問
・「改正電気通信事業法」について、審議会から法案成立まで進捗状況をフォロー
＜ＩＣＴ利活用現場視察＞
・ NTT 東日本病院を視察（医療の ICT 利活用）
・神奈川県三浦海岸の植物工場ユニットとバイオマスセンター
を視察（農業の ICT 利活用）　
・神奈川県秦野市のグランパファーム秦野の植物工場を視察（農業
の ICT 利活用）
＜電子書籍＞
・超党派「電子書籍議連」を設立し、事務局長として著作権法に
基づく出版権の設定を電子書籍にも拡大させた「改正著作権
法案」の成立に奔走
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5 環境

7 地方

8 ICT
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