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●国会事務所…☎03-3508-7319　
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1  
                  衆議院第1議員会館813号室
●大井事務所…☎03-3777-2275　
〒140-0014 東京都品川区大井1-22-5八木ビル7階

石原ひろたか事務所

さん

 2022年6月15日、第208回国会が閉幕します。令和4年度予算
（総額107兆5,946億円）、令和4年度補正予算（総額2兆7,009
億円）が成立しました。内閣提出法律案の61本の法案、7本の条
約も成立・承認されました。
　私は、今国会で、国土交通委員会 委員、内閣委員会 委員、懲
罰委員会 委員を務めました。合計11本の内閣提出法律案、1本
の議員立法の審議に臨み、成立を図ることが出来ました。
　また、党務としては、国会対策副委員長、環境・温暖化対策調
査会事務局長、離島振興特別委員会事務局長として、提言の取
りまとめ、議員立法の調整等を行なって参りました。
　７月は、いよいよ夏の決戦です。この決戦に岸田・自公政権が
勝利することが出来れば、衆参の任期は3年以上あり、安定的な
政治状況のもと、withコロナのより良い回復や、不安定な東アジ
アの安全保障状況に対応するための防衛力の強化、そして、自
民党の党是である憲法改正も腰を据えて実現することが出来ま
す。安定した岸田・自公政権で切り拓いて参ります！

岸田政権で、『新しい資本主義』として、新型コロナ対策・経
済安保法・カーボンニュートラル等の推進とともに、離島振興
法改正などの東京島しょ部の課題に全力で取り組む

【衆議院議員 石原ひろたかさん】を特集します！

さん

【夏の決戦に臨む自民党の同志たち】

参議院議員
元 国土交通大臣政務官

朝日
 けんたろう

新人、俳優、
内閣官房 働き方改革実現本部」
元 民間議員

いくいな
　　晃子

【Profile】
1975年 熊本県生まれ。法政大学卒。男子バレーボール、ビーチバレーボー
ル日本代表。現役引退後、NPO活動や講演、メディア出演等を通じて、
バレーボールの普及や青少年の育成に取り組む。
2014 年 早稲田大学大学院 ( 修士 ) 修了。熊本地震を契機に、だれもが
輝ける社会を実現するため、参議院選挙への立候補を決意。平成 28年
（2016 年）東京都選挙区より出馬、初当選。妻、娘と息子の４人家族。

【役職 ( 国会 )】
・参議院国土交通委員会　委員
・参議院東日本大震災復興特別委員会　委員
・参議院国際経済･外交に関する調査会　理事
【自民党】
・自民党国土交通部会副部会長
・自民党ネットメディア局長代理
・自民党国際局次長
・自民党スポーツ立国調査会事務局次長

■朝日けんたろう 後援会事務所
東京都渋谷区神宮前 6-27-8 京セラ原宿ビル 1階
TEL：03-5774-1155　FAX：03-5774-1160

【Profile】
1968 年東京都世田谷区生まれ小金井育ち。
恵泉女学園短期大学 卒。
1986 年おニャン子クラブのメンバー ( 会員番号 40番 )
卒業後は、女優・リポーター・講演活動等で活躍。

内閣府「働き方改革実現会議 /働き方改革フォローアップ会合」
民間議員、厚生労働省「がん対策推進企業アクションアドバイザリーボー
ド」、内閣府「DV等被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り
方に関する有識者検討会」委員を務める。
2020 年「がん対策推進企業アクション女性会議 Working RIBBON」
オフィシャルサポーター就任

■いくいな晃子 後援会事務所
東京都中央区八重洲 2-7-2 八重洲三井ビルディング
TEL：03-6910-3040　FAX：03-6910-3041
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石原ひろたか 活動報告

【盛土規正法 改正】
昨年 7月に静岡県熱海市で盛土が大規模に崩落し、多くの犠牲者を出し
た事件を受け、政府与党は宅地造成法等規制法 (宅造法 )を抜本的に改
正する方針となりました。4月 13 日、国交委員会で盛土規制法の質疑
に立ちました。5万 5千立米の盛土のうち 3万 5千立米もの盛土が土石
流として流れたそうです。熱海の災害を受け、全国で盛土の総点検が約
3万 6千ヶ所で行われ、問題のある盛土が約千百件確認されました。
今回の法律は、盛土等規制区域を決め、500 平米以上の盛土を行う場合、
都道府県知事の許可とし、工事現場の中間検査や完了検査を取り入れた
り、5年毎の調査を義務化し、罰則を厳格化する等の内容です。
私は、安全性を確保する一方で、過度な規制とならないようにとの視点
から質問しました。今回の法改正により、宅造法を「宅地造成法及び特
定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）と名称も変更し、全国一律の基
準で包括的に盛土を規制できるようにします。

2022年4月13日　国土交通委員会で質疑に立つ石原宏高

【岸田総理へ提言を提出！】
4 月 21 日、官邸に岸田総理を訪ね、環境・温暖化対策調査会の提言
を手交しました。今回は、調査会の事務局長である私から、岸田総
理に説明を致しました。
「カーボンニュートラル担当大臣」を設置するなど、司令塔機能を強
化し、横串を通す体制を構築すること。自主的取引に止まることなく、
排出権取引及び炭素税などの全体を視野に入れた制度設計を行うこ
と。以上を念頭に置きつつ、価格シグナルの見通しや脱炭素投資支
援策も含めたロードマップを年内に策定すること等を提案する内容
です。ウクライナ危機によって、より一層、化石燃料が高騰してい
る今だからこそ、カーボンニュートラルを力強く進めていく好機な
のです。岸田総理からは、骨太の方針や成長戦略に出来る限り反映
させたいとの力強いお答えをいただきました。提言の内容を実現で
きるように、私も引き続き力を尽くして参ります。

2022年4月21日　総理官邸へ訪問

【経済安全保障推進法(経済安保法 成立)】
経済安保法は、半導体など戦略的に重要性が増す物資で供給網を強化
し、基幹インフラの防護に取り組む体制を整える法律で、岸田内閣の
新しい資本主義を目指す上でも重要な法案です。
3月 25 日、内閣委員会にて質疑に立ちました。先端的な重要技術の
開発支援に関する制度の中の調査研究業務の委託について、現在、先
行的に 2021 年には政策研究大学院大学にて 3億円の予算でサイバー、
宇宙、海洋について調査を行なっていること、2022 年も同大学で 3.5
億円の予算で研究を継続すること、2023 年からは新たな組織を立ち
上げ、ハブ的役割で政府系研究所と連携して調査研究を実施する事等
確認しました。また、重要技術の指定基金について質問し、2021 年
度補正予算でNEDOに 1,250 億円、JST に 1,250 億円基金を計上し、
今後、合計で 5,000 億円の基金を用意する方針等確認しました。
経済安保法は、2023 年から段階的に施行されます。 2022年3月25日　内閣委員会で質疑に立つ石原宏高
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離島振興法延長/改正 決起大会(写真上)
離島振興特別委員会（写真下）の様子

【離島振興法 改正に向けて】
私が事務局長を務める、離島振興特別委員会も離島振興法の改正に向け
て活発な議論を行いました。昨年来の議論を踏まえ、新しい離島振興の
基本方針 (大綱 )をまとめ、大綱をもとに、離島振興法の改正案を作成
しました。医療・介護についての議論は、①医師・介護士の確保、②遠隔
医療の推進、③介護報酬に於ける特別地域支援加算が充分か等も議論し
ました。現在、100 名以上が離島に勤務していますが、医師不足は解消
されません。私の選挙区の伊豆諸島は、東京都の協力で、島民が約 200
名の青ヶ島にも医師と看護師が一名づつ配置されています。引き続き、
離島の医師、看護師、介護士の確保に全力を尽くしすとともに、運営費、
設備費の支援もしっかりと行って参ります。改正に向けて、デジタル化、
再エネ、地域資源活用、生活インフラ等についても関係省庁と議論しま
した。与野党協議を経て、次国会での成立を目指して参ります。

戸越公園内に『品川区環境基本計画』に基づく、環境教育・コミュニケーションの充実や、環境保全につ
いて日常的に実践する人を育て、次代につなぐ環境都市の実現を目指すため、環境を体感して学べる施設
として「品川区立環境学習交流施設エコルとごし」がOPENしました。設計当初から徹底した省エネルギー
化、積極的な再生可能エネルギーの活用を掲げ、都内公共施設としては初となる建築物省エネルギー性能
表示制度（BELS）の「Nearly ZEB」認証を取得しました。私も、環境副大臣・環境委員長の経験を活かし、
品川区と環境省を繋ぎ、アドバイスした結果、国からの予算 (約 1.6 億円 ) も確保できました。

【2022年5月1日 品川区立環境学習交流施設『エコルとごし』OPEN】

2022年4月29日 オープン記念式典 2021年8月19日 現地視察2022年4月29日 オープン記念式典

1972 年に架設された国道 1号 北馬込歩道橋 (図 1) について、
老朽化に伴い、地元町会から撤去の要望がありました。品川区と
大田区との調整が必要なため、地元各町会と品川区と大田区の両
担当課と調整し、国土交通省 道路局の村山道路局長へ要望書を提
出しました (図 2)。
2022 年度に 1億 5千万円が予算としてつき、2022 年秋に地元住民
の皆さんへの説明を経て、撤去工事が着工、2023 年の春頃に撤去
完了予定です。また、品川区内の青物横丁(図3)、南品川、西五反田、
戸越三丁目、新東海橋歩道橋も、定期的な国の計画に基づき、順
次 修繕が行われる予定です。

【北馬込歩道橋 老朽化による撤去】

(図1) 北馬込歩道橋

(図2) 2022年2月24日
地元町会長と村山道路局長へ要望書を提出

(図3) 青物横丁歩道橋
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