国会見学お待ちしております！

参議院議員 全国比例

石井苗子
11:30 国会集合、昼食自己負担、予約制です。

メール mitsuko_ishii02@sangiin.go.jp ＨＰ http://ishiimitsuko.com/
〒100-8962 東京都千代田区永田町 2-1-1 参議院議員会館 1115 号室
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民法は第二節「行為能
力」の第四条において
「年齢二十歳をもって、
成 年 と す る 。」 と 定 め て
います。
成人となる年齢は国
によって異なり、日本で
は明治９年太政官布告
で定められました。

１８歳で成人になる

法務委員会 の理事 に
石井議員は今国会
法務委員会の所属と
なりました。
今国会の最重要法
案である民法改正は
成人年齢を 歳から
歳に引き下げるこ
とが柱で社会に大き
な影響を及ぼす政策
課題となります。

第１９６回国会

１８

２０

それから１３１年後
の平成１９年、憲法改正
の手続きを定めた国民
投票法が成立し、投票年
齢が１８歳以上と定め
られました。
平成２７年に公職選
挙法が改正され１８歳
以上が選挙権を得たこ
とは国民投票法附則第
３条の規定を順守した
結果です （法務省）
。
では１８歳成人の論
点はどこか。
「成人」が１８歳に変
わると、規定上「未成年
者」と定めている他の法
律も法改正が必要とな
ります。
共同通信社がＨＰで
公表している左側の一
覧を参考にすると、競馬
法や自転車競技法、小型
写真）上・国会召集日（衆議院正玄関）
下・共同通信社のＨＰから転載

自動車競走法等は未成
年者の馬券や車券等の
購入を禁止しています。
したがって民法改正
に伴って「２０歳未満の
購入を禁じる」等と法改
正が必要となります。
さらには、デート商法
などに新成人が騙され
る可能性があるのでは、
あるいは１８歳と１９
歳、２０歳の３世代が同
時に成人式を迎え混乱
を生じさせるのではな
いかなど、様々な憶測が
飛び交っています。

特別養子縁組は？

石井議員が精力的に
取り組む子供の虐待防
止についても、いよいよ
法務委員会で議論が始
まる見込みです。

おととし虐待の疑い
で警察に通報があった
件数は１２万件。多くの
子供たちが社会の片隅
で悲鳴を上げています。
イギリスでは子供の
虐待防止対策として養
育能力を持たない親の
親権を外し、様々な事情
で子供を授からない方
に財産権の継承などを
含んだ「実子」として１
８歳を上限に養子縁組
を制度化しています。
石井議員が当選以来
厚生労働委員会で特別
養子縁組の 「６歳未満」
規定を引き上げる政策
を主張し続けた結果、昨
秋、厚生労働省と法務省
が法改正に向けた検討
会を発足させています。
子供の命を守り、将来
の日本の力に育て上げ
ていくという社会的な
使命が法務委員に抜擢
された石井議員に託さ
れることになります。
虐待を受けた子供た
ちが「普通の子供」たち
と同じスタートライン
に立てるよう国として
法改正を行い社会を変
えていかなくてはなり
ません。（裏面へ続きます）
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震災復興への思い
石 井 苗 子 議 員 のラ イ フ
ワー ク であ る医 療支 援活
動は 毎 月２ 回の ペー スで
開催されています。
１ 月 １ ７ 日 、 富岡 町 の
ショ ッ ピン グモ ール では
福島 県 栄養 士会 の協 力で
内臓 脂 肪を 測定 し、 改善
が必 要 な方 には 栄養 相談
を実 施 。ま た自 律神 経測
定で は 眠れ ない こと が多
いな ど 不安 のあ るか たに
石井 議 員が カウ ンセ リン
グを行いました。
１ 月 ２ １ 日 い わき 市 で
開催 さ れた 活動 では １１
時の 開 始と 同時 に、 住民
の皆 さ んが 続々 とつ めか
けて 下 さり 瞬く 間に くイ
スも 足 りな くな るほ どの
人気ぶり。
石 井 議 員 と ス タッ フ は
昼食 ど ころ か休 息も とれ

石井苗子議員の信念
は 「一日が一生」です。
今年も石井苗子議員、
事務所にご指導を賜り
ますよう何卒よろしく
お願い申し上げます。

一日が一生

な い 忙 し さ に 嬉 し い 悲 り一人暮らしです。
鳴をあげながら活動し
かつて日本の家庭は
ました。
祖父母と３世代同居が
主流でしたが、いまや都
公認心理師資格
市化が進み、核家族どこ
ろか単身世帯が３分の
１を占める時代となっ
てきました。
学校でのスクールカ
ウンセラー、職場でのカ
ウンセラー、あるいは高
齢者施設でのカウンセ
ラーが必須の時代とな
ってきている背景には
こうした社会の変化が
あるとされています。
石井議員はカウンセ
ラーとして、今年からス
タートする公認心理師
の資格をこうした社会
の問題を少しでも解決
できる「役」にしていけ
ばいいのではないかと
考えています。
社会の大きな力で「孤
独」が少しでも癒される
よう石井議員は決意を
新たにしています。

石井議員が高い関心
を寄せている公認心理
師の資格試験が今年か
らスタートします。
公認心理師資格は民間
資格から国家資格へと
格上げされるものの、試
験の内容、難易度、合格
率など未知の部分が多
く様々な情報がありま
すが、心の病の時代を癒
す資格の本命として期
待されています。
実は昨年末、石井議員
が勤めている心療内科
から年末は新年に向け
ての不安を抱える患者
さんで病院が混雑する
ので応援に来てほしい
と要請がありました。
年末年始、世間では楽
しげに過ごすように見
られる方が多い一方、
一人で不安を抱えなが
ら暮らす方が多いのも
事実です。
平成２７年の最新の
国勢調査によると、日本
の全世帯の３分の１に
あたる１８４１万８千
世帯が「単身世帯」つま

日本武道館で開催さ
れた鏡開き式に参加し
ました。
日本武道館の常任理
事が鎧兜をつけると不
思議と侍になるのだか
ら日本人は恐ろしい。
鎧兜が本物らしいの
には驚きました。こんな
もの普段どこにしまっ
ているんでしょう。
鏡開きって出陣の前
になることだったの！
知りませんでした。戦い
がめでたいことにして
あるとは、ちょっと変わ
った文化です。
武道初めのハイライ
ト。空手の型。世界チャ
ンピオンの美人を間近

で見ました。３人全員が
女性！綺麗、強い。
会場からため息。
ハリウッド映画が真
似したくなるはず。それ
にしても若い人ってや
っぱり綺麗だ。拓殖大学
の相撲部もいいけど、や
っぱ空手女子は人気。
銃剣道って学校で教
えるようになったんで
すね。人の胸を銃の先に
ついた剣で一突き。

私はみてるだけでゾ
ッとするんですが。合気
道もいいなぁ。イケメン
少林寺拳法、強ーい！
やっぱり綺麗。
武道館がデパートみ
たいになる新年の武道
合同稽古。剣道から空
手、合気道、柔道、なぎ
なた、和弓まで。
次は議員会館で平成
３０年剣道始め式！

フェイスブックから
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