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女性が輝く社会づくり推進法案
私が事務局長を務める自民党女性活力特別委員会にて、「女性の社会での活躍と子育てを両立させる
環境・制度をつくっていこう」という提言をまとめました。税制・社会保障・短時間労働・多様な働き
方を議論し、何より社会・企業・男性の意識改革が重要だという議論を重ね、今国会で提出致しまし
た。
女性の職業生活、その他の社会生活と家庭生活との両立が図られる社会の実現や、女性が、その有す
る能力を最大限に発揮できるようにすること、少子化に対応するために講ずべき施策をもとに、以下の
取り組みを行ってまいります。

① 時間外労働等の慣行の是正

② 支援体制の整備

女性の活躍や男性の育児、介護等への参加を妨げる時
女性が人生の各段階における生活の変化に応じて社
間外労働等の慣行の是正が図られるよう、次の措置を講 会における活動を選択し、活躍できるよう次の措置を
じます。
講じます。

過労死等防止対策推進法案
私が事務局次長を務める雇用問題調査会において、過労死防止に関するワーキングチームが設立され、
その中で過労死等防止対策推進法案の議員立法に携わりました。この法案を推し進めるに当たり、過労死
で大切な方々を失くされた方にも、毎回党の議論に参加して頂きました。
この法律は、近年過労死等が多発し、大きな社会問題になっていることや、本人はもとより、その遺族
又は家族のみならず、社会にとっても大きな損失であることを鑑み、過労死等に関する調査や研究、防止
のための対策を推進し、もって過労死がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることの
できる社会の実現を目的としています。
過労死等の防止のための対策として、①調査や研究(国は過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観
点から、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とします)、②啓発、③相談体制の整備、④民間団体
の活動に対する支援を規定します。

若者の雇用対策に関する提言
少子高齢化の進展による生産人口年齢の減少が経済発展の足か
せとならないようにするため、若者が生涯を通じて能力を発揮で
きるように環境の整備を図り、将来にわたる経済成長を確かなも
のにしていくことが重要なことから、未来を創る若者雇用・育成
の総合的対策を図るため、経済社会の活力維持・向上を図る観点
から、若者の雇用に関して以下の取り組みを行います。
・ 若者雇用対策の社会基盤の整備

・ 学校での就業意識の醸成・確立

・ 時間外・休日労働の大幅削減

・ 保育、介護等に係る体制の整備・支援の促進

・ 就業段階でのマッチングの実現

・ 使い捨てのない社会の実現

・ 就業形態の多様化の促進

・ 児童の遊び・学び・生活及び療育体制の整備

・ 産業界のニーズに対応した育成

・ ﾌﾘｰﾀｰ・ﾆｰﾄを減らす取り組み

③ 税制・社会制度の在り方

④ 指導的地位への女性の登用促進

女性の就業形態、雇用形態の選択に中立的な税制及
平成32年までに指導的地位にある者に占める女性
び、社会保障制度の在り方を様々な角度から検討し、必 の割合を３割とすることを目指し、以下の措置を講じ
要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置 ます。
を講じます。
・ 社会環境の整備を推進するための実行計画の策定

社会保険労務士法の一部を改正する法律
労働法制が複雑化していることや、いわゆるブラック企業問題な
ど、労働をめぐるトラブルが、社会問題になっている等の状況を受
け、労働紛争、労働法制の専門家である社労士の方々の活躍の舞台を
広げようという法案の議員立法に携わりました。
①民間紛争解決手続きにおける紛争の目的の価額の上限の引き上げ

⑤ 国民の理解・協力の促進

・ 積極的改善措置等の実施に促進措置の検討

社会のあらゆる分野における女性の活躍に寄与した者
の顕彰等を通じ、国民、主に男性の理解・協力を促進す
る。

・ 女性の活躍状況の情報を取得できる環境整備

②社会保険の事項について、裁判所において補佐人として、弁護士で
ある代理人と共に陳述をすることができる。

・ 事業者による積極的改善措置等の支援の促進

③社員が一人でも社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。

・ 女性の活躍の阻害要因についての調査研究の推進

上記のことを厚労委員会にて、法案の説明をさせて頂きました。
ソノ ウラ

衆議院議員

〈政調会長へ松野先生と共に事前説明に行った様子〉→
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↑〈衆議院事務総長提出時提出時の様子〉

〈田村厚労大臣に申し入れの様子〉

〈厚労委員会にて趣旨説明をしている様子〉

★役職表★
衆議院 予算委員会委員
衆議院 外務委員会理事
衆議院 安全保障委員会理事
衆議院 拉致問題に関する特別委員会理事
衆議院 国家安全保障に関する特別委員会委員
自民党 国会対策副委員長
自民党 青年局次長
自民党 厚生労働部会副部会長
自民党 労政局次長
自民党 労働関係団体委員長

自民党 雇用問題調査会事務局次長
自民党 教育再生実行本部事務局次長
自民党 航空政策特別員会副委員長
自民党 キャリア教育推進特命委員会幹事
自民党 女性活力特別委員会事務局長
自民党 テレワーク推進特命委員会副委員長
自民党
自民党

北朝鮮による拉致問題対策本部
拉致被害者等支援PT事務局長
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長代理

今国会を終えて

外務委員会質疑

今国会を終えて、この通常国会は「好循環実現国会」と位置付けられ、限られた会期の中で質・量ともに多く
の成長戦略関連法を成立させた有言実行の国会となりました。

私が理事を務める外務委員会にて、重大犯罪防止協定とシリアの情勢について質問致しました。
薗浦健太郎

まずゴールデンウィーク中の外遊の成果、意義についてお答えください。

召集日に安倍総理は施政方針演説において「景気回復の実感を、全国津々浦々まで届けようではないか」と述
べ、成長戦略のさらなる推進を強調しました。

岸田外務大臣

我が国の積極的平和主義に対する理解を得ることができた。北極問題など国際的な課題でも日本の積
極的姿勢を示すことが出来た。

また、会期冒頭には補正予算を迅速に処理し、総予算は基本的質疑が始まってから14日間のスピード審議を
経て、衆院を通過し、参院においても順調に審議時間を確保したことで成立を果たしました。

薗浦健太郎

成立した主な法案

主な議員立法

内閣人事局を設置して官邸主導の戦略

国家公務員
制度改革法

・ する

・ 向け調整会議を設置する

指定都市と都道府県の二重行政解消に

地方自治法

・ 犯罪者の指紋情報等を相互提供する

日米重大犯罪
防止協定

・ 的人事を目指す

自治体の教育委制度を見直し首長権限

・ を強化する

・ 患者の医療費助成対象を拡大する
就業促進手当や育児休業給付金を拡大

・ する

難病医療法
雇用保険法

施行から4年後に投票権を18歳以上に

国民投票法

・ 置く

特定秘密を監視する常設機関を国会に

国会法

・ 8月11日を山の日と定める

祝日法

・ 子どもの卑猥画像所持を禁じる

地方教育行政法

三好外務省
領事局長

児童ポルノ
禁止法

その他「過労死防止対策法」「アレルギー対策基本
法」「水循環基本法」などが成立し、「サイバーセ
キュリティ法」「九段会館法」「社労士法」などが
継続審議となった。

与党の丁寧な議会運営により、会期延長なしにもかかわらず閣法成立率は96.5％に達しました。通常国会に
おいて9割を超える成果は第一次安倍内閣以来7年ぶりであり、ねじれ解消を実感できる結果となりました。

展示会産業議員連盟
展示会は、我が国製品やサービスの情報発信や商談を行う場であり、参加企業に新たなビジネスの機会、顧客
獲得の場を提供するとともに、日本への外国企業の投資を促す場であり、経済成長を促す重要な経済インフラで
す。出展企業間の情報・技術交流や技術競争、「ヒト・モノ・情報」の交流を促進し、都市のイメージやブラン
ド力の形成に寄与し、国内外の都市間競争に勝ち残る手段の一つで、情報収集、マーケティングを助ける役割が
あるとともに、出展者や来場者に多様な消費活動を誘発するほか、幅広い経済波及効果をもたらし、地域経済の
活性化に大きく貢献するものです。
東京ビッグサイトの展示面積は世界で71番目。大規模な
展示会が海外に奪われ、巨大な機会の損失を招いています。
そこで、この状況を打開すべく、展示会の議員応援団を結集
し、展示会産業議員推進連盟を起ち上げ、各大臣に下記の要
望を提出致しました。
①
②
③
④

国際レベルに見合った新展示会場の建設に向けて検討する
・ 東京ビッグサイトなど既存施設の増床
・ 展示会産業の経済波及効果などの資料を整備する
海外来場者・出展者誘致による展示会の国際化の推進
・ 展示会のブランド価値向上のため、影響のある人の招へい等の検討
海外からの受け入れ体制の充実
・ 諸外国との比較の上、輸出入手続き・関税手続きについて簡素化
尚一層の基盤整備のため、国際化・信用性の向上
・ 第三者展示会評価認証制度の普及、啓発に努める。
・ 展示会産業概論(教材)を利用した人材育成に努め、出展者ﾏﾆｭｱﾙを
整備し、中小企業・小規模事業者による活用を広げる

以上の点について、検討する場を設置し具体策を示すよう
要望しました。

〈高木国交副大臣に要望書提出の様子〉

重大犯罪防止協定について、米国と同様のビザ免除国の中で署名が最後になっていますが、その理由
をお答えください。
日米の査証免除制度の下、渡航を容易にし安全を強化するため、犯罪に係る情報を交換する枠組みを
設定するものであり、個人情報保護の観点から日米で議論を重ね、交渉妥結までに時間を要してし
まった。適切な協定をまとめることができた。

薗浦健太郎

濫用防止協定などはきちんと整備されていますか。

三好外務省
領事局長

自動照会をできる場合を限定しているため、重大な犯罪の疑いがない場合に照会を行うことはみとめ
られていない。

薗浦健太郎

他国の条約と比べ、犯罪の範囲やどういう人が照会の対象なのですか。

三好外務省
領事局長

具体的な犯罪の類型を限定しております。

薗浦健太郎

指紋情報の提供について、その範囲は明確になっていますか。

三好外務省
領事局長

被害者から直接採取した指紋情報に限定して、米国に利用可能とすることにしている。

薗浦健太郎

指紋情報や犯罪経歴等々を米が蓄積し、日本国民がそれを理由とし、米に入国できなくなるのではな
いでしょうか。

三好外務省
領事局長

必要な限りにおいて保管するという協定があるので、捜査などが終わりしだい削除される。

薗浦健太郎

シリアの情勢についてはどう理解されていますか。

上村外務省中東 2011年3月に情勢が悪化して以降、死者・避難民が発生
アフリカ局長
し、深刻な状況になっている。

薗浦健太郎

留学生に対し、外務省が音頭を取り支援策をまとめるべき
だと思いますがいかがですか。

岸田外務大臣

外務省として可能な限り支援をする。多くの省庁にまたが
る問題であることから、様々な便宜を図り、重要性を認識
し、何ができるか各省庁と検討していきたい。

薗浦健太郎

ありがとうございます。ぜひ前向きにお願いいたします。

〈外務委員会質疑の様子〉

国会見学
小学生の卒業旅行や各自治会、協会、団体の方々や、企業の方、ご
家族など、たくさんの方々に国会へ見学に来ていただきました。
午前中に国会をまわり、昼食を議事堂や、議員食堂で食べて頂き、
午後は皇居や江戸博物館、防衛省など色々なところへ行って頂きまし
た。

〈菅官房長官に要望書提出の様子〉

今後も開催していきますので、ぜひお気軽に詳しい内容等を事務所
までお問い合わせください！！

〈議事堂内を案内している様子〉

