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皆様のお力で国会議員になって 1 年。通常国
会を経て、国会の流れを一通り体験したことに
なります。これからがやっと本格始動です！今
後も初心を忘れず、現場主義を第一に走り続け
て参ります。
閉会中は地元神奈川で皆様のお声をじっくり
とお聞かせ頂き、秋の臨時国会以降できる限り
国政へぶつけて参ります。皆様のご意見、ご要
望をぜひお聞かせください。

平成 26 年通常国会を終えて
6 月 20 日（金）、事実上 150 日間に及ぶ通
常国会が閉会しました。衆参のねじれが解消し
て初めての国会、新規法案の成立数は 79 本。
成立率は 97.5%と、過去 10 年間で最高水準
でした。
また、予算の成立も近年希に見る早さでした。
１８６国会は、安倍総理が「経済の好循環」を
実現すると宣言して始まり、25 年度補正予算
（5 兆 4744 億円）と 26 年度予算（95 兆
8823 億円）を「15 ヶ月予算」として捉え、
景気が途切れることのないよう、きっちりと対
策を講じました。

本会議直前の議員総会

終始国会運営が政府・与党ペースで進み、い
わゆる「普通の国会の流れ」に戻ったわけです
が、それは政権与党の責任がますます問われる
ということです。自民党議員はいっそう気を引
き締め、誠心誠意、真剣に取り組む姿勢が望ま
れます。私もしっかりと肝に銘じ、何事にも覚
悟をもって取り組んで参る所存です。
次の国会は 9 月下旬、内閣改造を経て臨時国
会が開会される見通しです。

委員会質問
今国会では、参議院厚生労働委員会で 5 回、
決算委員会で 1 回の合計 6 回質問に立たせて頂
きました。
国会での質問の記録は、この国の未来にとっ
て極めて重要です。国会議員は、その時々のテ
ーマを国民の代表として政府へ質問し、大臣は
じめ政府関係者から「検討中」などと答弁され
ることも少なくありません。いつどのような質
疑が行われ、その後どう対応されたか。
「検討中」
とはどのような検討がなされ、どんな結果にな
ったのか。政府は記録を基に後々まで追求され
ることになります。
私は、国民の皆様が疑問に思われること、国
民の皆様に知って頂きたいことを質問し、その
後きちんと対応されたかどうかを繰り返し確認
していくつもりです。これは与野党問わず、議
席を預かる者として大変重要なことだと考えて
います。今後も「島村はしつこい！」と評判に
なるほど質して参ります。
＊質疑の詳細はＨＰ「国会発言録」からご覧下さい。
↓↓
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第１８６回

通常国会（2014 年 1 月 24 日～6 月 22 日）

～ 参議院議員 島村大の国会質問 ～
１．3 月 17 日

厚生労働委員会〈予算委員会による委嘱審査〉

①診療報酬改定 財源の考え方（今回と今後、薬科差益）。
②医療経済実態調査 調査方法について、結果が本当に実態に即しているか。
③新たな財政支援制度・基金（医療・介護連携強化） 診療報酬と基金は両輪。具体的な
組み合わせ方とは。／基金の官民の公平な配分とは。／既存の事業の付け替えとならない
か。／地方負担分の考え方。
④労働安全衛生 労働保険特別会計について、一般財源の金額と使い途。／企業等におけ
る検診について、ストレスと関連のある顎関節症やＳＡＳも検診の必要性を検討すべき。
⑤健康寿命延伸と歯科 1 月 19 日読売新聞「歯科医療の課題：垣添忠生 日本対がん協
会会長」 口腔と全身疾患は関係が深いとの記事について認識如何（土屋厚労副大臣へ）。

２．4 月 7 日

決算委員会〈平成 23 年度及び 24 年度決算 文部科学・厚生労働の部〉

①診療報酬改定の考え方 特に薬価差益について。
②診療報酬における控除対象外消費税、いわゆる「損税」の考え方 今年 4 月の 8％への
増税は非課税のままだが、10%への増税時はどうか。税制として変えるにはかなり時間を
要するが対応等。
③特定健診における歯科検診項目の必要性 1 月 19 日読売新聞「歯科医療の課題：垣添
忠生 日本対がん協会会長」 口腔と全身疾患は関係が深いとの記事からも、歯科検診は
重要と考えるが認識如何〈田村厚労大臣へ〉。
④規制改革会議の選択療養制度 提案理由と概要。／厚生労働省としての認識。

３．4 月 8 日

厚生労働委員会

〈労働安全衛生法改正案〉

①労働政策審議会の安全衛生分科会のメンバー

代表する団体が何年も変わっていない。

時代の変化や社会の状況に応じて今後変えることも検討すべきではないか。
②産業歯科医の必要性、法制化 ストレスとの関連が指摘される顎関節症や SAS 等への
対応の重要性。／労働安全衛生法による一般定期健診で歯科医師による歯科検診、歯科保
健指導の実施を検討すべき。／職場における歯科医師の必要性から、産業歯科医を法的に
位置づけるべきではないか。
③受動喫煙防止対策 全面禁煙や分煙を義務化ではなく努力義務としたことについて、そ
の利点と考え方。

４．5 月 8 日

厚生労働委員会

〈医薬基盤研究所改正案〉

①医薬基盤研究所及び国立健康・栄養研究所の統合の経緯 統合を審議してきた「独立行
政法人改革等に関する分科会 第１WG」のメンバーには専門家が入っていない。専門家
も加えるべきではなかったか。／厚労省所管以外の類似の独法について、統廃合の必要性
は。

②統合のメリット

研究促進効果の具体例と統合による費用対効果は。

③新組織「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」の研究内容の充実に向けて
研究企画・立案等はどこが行うのか（研究内容を決めるプロセス）。／この独法の評価は
どこが行うのか。
５．5 月 13 日 厚生労働委員会〈一般質疑〉
①新たな財政支援制度（基金）の地方負担分 地方交付税措置について、各自治体はきち
んと理解しているか。／各都道府県が、どの程度の交付額が算入される見込みかを推計す
ることは可能か。その算定方法とは。
②労働安全衛生法改正案の附帯決議（26.4.8.参厚労委）業務と歯科疾患との関連に関し、
知見の収集及び職場における歯科保健対策の検討は進んでいるか。具体的な進捗状況及び
今後の予定。
③虫歯予防におけるフッ化物の有効性と地域格差等 12 歳児の 1 人平均永久歯う蝕本数
では、全国 4 倍の健康格差が認められる。文部科学省の認識と対応。／「健康日本２１第
二次」や「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」では「フッ化物応用」が効果的な公
衆衛生的施策として挙げられている。厚生労働省としての認識と見解。
④保育所における歯科検診の現状と課題 歯科検診の仕組みと位置づけ。／嘱託歯科医配
置の義務化と公定価格による費用の取り扱い。新制度ではどうなるのか。
６．5 月 29 日 厚生労働委員会〈年金事業改善法案〉
①保険料納付率 90 年代後半からの納付率低下を、政府としてどのように分析、認識し、
対応しているか。
②納付猶予制度 若年者納付猶予制度の拡大によって、どのくらいの人々が新たな対象と
なるか。／若年者納付猶予制度と学生納付特例の関係性と違い。／現在の若年者納付猶予
制度の納付実績と、今後の取り組み。
③新たな後納制度 過去 5 年間、3 年間に限って後納できることとした理由。／納付期限
をきちんと守って保険料を納めてきた人々との公平性とは。
④前納制度 考え方と概要。
⑤年金記録問題への取り組み これまでの年金記録問題への取り組みと、今後の対応、大
臣の決意。
⑥年金制度の啓発及び年金教育の重要性 年金の啓発・広報活動の取り組みの現状と今後。
／国民年金保険料の納付方法、納付場所に関する周知のあり方。
⑦年金支給のあり方 年金受給開始年齢を 75 歳まで選べる案など。

＊審議の詳細につきましては、島村大ホームページ「国会発言録」より会議録及び
動画をご覧ください。
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7 月 18 日 自民党厚生労働部会
平成 27 年度の概算要求に向けて、考え方など総論
について意見交換。

7 月 15 日「ヘルス＆コミュニティ議員連盟」意見交換会
スマートウェルネスシティを目指す全国の市長の皆様と、
健康寿命延伸と地域コミュニティについて意見交換。

7 月 14 日「優れた医療機器を国民に迅速かつ安全に届けるための議員連盟」視察
八王子のオリンパス株式会社で、消化器内視鏡など最新の医療機器を視察しました。国民が受ける医療の質の向
上を図ることはもちろん、日本の高技術を世界で活用することも重要なテーマです。

7 月 10 日 大歓迎！国会見学
川崎市歯科医師連盟 50 名の皆様がおみえになり、
有意義なひとときを過ごさせて頂きました。
写真は石井みどり参議院議員もご一緒に。

7 月 3 日「会いに行ける国会議員 みわちゃんねる
突撃！永田町！(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ)」に出演
国会議員 123 人目。自分の生い立ちから国会議員を目
指すまで等様々なことを語らせて頂きました。

