第１８３回国会(常会) 厚生労働委員会審議概要
［ 会
回数

1

２

期

平成２５年１月２８日（月）～平成２５年６月２６日（水） （１５０日間）］

年
月 日
審 査 案 件 等
25.3.13（水） ◎理事の補欠選任
12:20～12:46 ・上川 陽子君（自民）（理事関芳弘君去る1月25日
委員辞任につきその補欠）
・髙鳥 修一君（自民）（理事田中良生君去る1月25日
委員辞任につきその補欠）
・棚橋 泰文君（自民）（理事鈴木淳司君去る1月25日
委員辞任につきその補欠）
・冨岡
勉君（自民）（理事永岡桂子君去る1月25日
委員辞任につきその補欠）
・西川 京子君（自民）（理事薗浦健太郎君去る1月25日
委員辞任につきその補欠）
・山井 和則君（民主）（理事長島昭久君去る1月17日
委員辞任につきその補欠）
・上野ひろし君（維新）（理事杉田水脈君去る1月18日
委員辞任につきその補欠）
◎国政調査承認要求に関する件
・厚生労働関係の基本施策に関する事項
・社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問
題に関する事項
・労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項
◎厚生労働関係の基本施策に関する件
○所信表明、予算概要説明
田村 厚生労働大臣
14分
桝屋 厚生労働副大臣
７分
◎副大臣及び大臣政務官の挨拶
秋葉 厚生労働副大臣
とかしき 厚生労働大臣政務官
丸川 厚生労働大臣政務官
25.3.15（金） ◎厚生労働関係の基本施策に関する件（大臣所信に対
9:01～12:07
する質疑）
13:01～15:37
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（5h30）
◎予防接種法の一部を改正する法律案（内閣提出第 10
号）
○趣旨説明聴取 田村 厚生労働大臣
3分

質 疑 者 等

割当 実績
豊田真由子君（自民）20
20
中川 俊・君（自民）20
21
三ッ林裕巳君（自民）20
21
伊佐 進一君（公明）30
29
柚木 道義君（民主）30
31
大西 健介君（民主）30
32
中根 康浩君（民主）30
31
－休憩－
高橋千鶴子君（共産）30
32
宮沢 隆仁君（維新）30
29
伊東 信久君（維新）30
30
足立 康史君（維新）30
31
中島 克仁君（みんな）30
31
計5.30 5.38

回数

３

４

５

年
月 日
審 査 案 件 等
25.3.19(火)
◎予防接種法の一部を改正する法律案（内閣提出第 10
10:01～12:11
号）
13:00～17:13
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（3h30）
○質疑終局
◎厚生労働関係の基本施策に関する件
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（2h）
○再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるよ
うにするための施策の総合的な推進に関する法
律案 起草の件
・趣旨説明 松本委員長
・発言 高橋千鶴子君（共産）
・採決 成案決定（全会一致）
◎予防接種法の一部を改正する法律案（内閣提出第 10
号）
○討論 大久保三代君（自民）
○採決 可決（全会一致）
○附帯決議（自民、民主、維新、公明、みんな、共産提出）
・趣旨説明 柚木道義君（民主）
・採決 可決（全会一致）
◎戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没
者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改
正する法律案（内閣提出第 19 号）
◎駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締
結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部
を改正する法律案（内閣提出第 20 号）
○趣旨説明聴取 田村 厚生労働大臣
4分
25.3.22(金)
◎戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没
9:01～12:02
者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改
正する法律案（内閣提出第 19 号）
◎駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締
結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部
を改正する法律案（内閣提出第 20 号）
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（3h）
25.3.29(金)
◎戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没
15:30～16:36
者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改
正する法律案（内閣提出第 19 号）
◎駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締
結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部
を改正する法律案（内閣提出第 20 号）
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（1h）
○閣法第 19 号に対する修正案
（自民、民主、維新、公明、みんな提出）
・趣旨説明 上野ひろし君（維新）
○採決
【閣法第 19 号】
修正案（自民、民主、維新、公明、みんな提出）
可決（全会一致）
除く原案 可決（全会一致）
【閣法第 20 号】 可決（全会一致）

2

質 疑 者 等
◎閣法第10号
白須賀貴樹君（自民）10
6
古屋 範子君（公明）20
16
柚木 道義君（民主）40
43
大西 健介君（民主）30
29
伊東 信久君（維新）35
35
－休憩－
上野ひろし君（維新）35
35
柏倉 祐司君（みんな）20
20
高橋千鶴子君（共産）20
21
計3.30 3.25
◎一般質疑
長妻
昭君（民主）35
45
宮沢 隆仁君（維新）35
29
柏倉 祐司君（みんな）15
15
高橋千鶴子君（共産）15
17
赤枝 恒雄君（自民）10
11
古屋 範子君（公明）10
12
計2.00 2.09

横路
中根
伊東
足立

割当 実績
孝弘君（民主）60
58
康浩君（民主）30
32
信久君（維新）45
44
康史君（維新）45
45
計3.00 2.59

割当 実績
30
中島 克仁君（みんな）30
高橋千鶴子君（共産）30
32
計1.00 1.02

質 疑 者 等
割当 実績
６
柚木 道義君（民主）35
37
山井 和則君（民主）35
37
宮沢 隆仁君（維新）35
37
新原 秀人君（維新）35
33
21
柏倉 祐司君（みんな）20
高橋千鶴子君（共産）20
21
－休憩－
堀内 詔子君（自民）10
10
輿水 恵一君（公明）20
20
計3.30 3.36
割当 実績
７ 25.4.5（金） ◎健康保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出第
9:02～10:05
18 号）
伊佐 進一君（公明）20
24
○政府参考人出頭要求に関する件
小松
裕君（自民）20
19
12:15 休憩の
○質疑（1h）
高橋ひなこ君（自民）20
19
まま散会
計1.00 1.02
８ 25.4.10（水） ◎連合審査会開会申入れに関する件
11:40～11:41 （内閣委員会で審査中の下記４法案について）
・行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律案（内閣提出第３号）
・行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律案（内閣提出第４号）
・内閣法等の一部を改正する法律案（内閣提出第５
号）
・地方公共団体情報システム機構法案（内閣提出第
７号）
割当 実績
連合 25.4.11（木） 内閣委員会 総務委員会 財務金融委員会 厚生労
15
13:01～17:02 働委員会 連合審査会
田所 嘉德君（自民）(内閣総務) 15
濱村
進君（公明）(総務)
15
14
（総務） 20
20
◎行政手続における特定の個人を識別するための番 小川 淳也君（民主）
武正 公一君（民主）
（財務金融） 20
号の利用等に関する法律案（内閣提出第３号）
18
22
◎行政手続における特定の個人を識別するための番 中根 康浩君（民主）
（厚生労働） 20
（厚生労働） 30
31
号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の 伊東 信久君（維新）
29
足立 康史君（維新）
（厚生労働） 30
整備等に関する法律案（内閣提出第４号）
◎内閣法等の一部を改正する法律案（内閣提出第５ 小池 政就君（みんな）
（財務金融）14
14
13
号）
佐藤 正夫君（みんな）（総務） 13
（厚生労働）13
14
◎地方公共団体情報システム機構法案（内閣提出第７ 柏倉 祐司君（みんな）
26
高橋千鶴子君（共産）
（厚生労働） 25
号）
－各案一括議題－
鈴木 克昌君（生活）
（財務金融） 25
○質疑（4h）
24
計4.00 4.00
25.4.17（水） 会議を開くに至らなかった。

回数

年
月 日
審 査 案 件 等
25.4.3（水） ◎厚生労働関係の基本施策に関する件
9:00～12:07
○政府参考人出頭要求に関する件
13:00～13:33
○質疑（3h30）
◎健康保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出第
18 号）
○趣旨説明聴取 田村 厚生労働大臣
3分

3

回数

９

10

11

12

年
月 日
審 査 案 件 等
質 疑 者 等
25.4.19（金） ◎健康保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出第
割当 実績
9:00～12:16
18 号）
足立 康史君（維新）80
80
13:20～17:10
○政府参考人出頭要求に関する件
新原 秀人君（維新）80
75
40
○質疑（7h）
中島 克仁君（みんな）40
○修正案（自民、公明提出）
－休憩－
・趣旨説明 髙鳥 修一君（自民）
高橋千鶴子君（共産）40
41
○討論（原案及び修正案一括）
中根 康浩君（民主）40
41
新原 秀人君（維新）
大西 健介君（民主）45
45
○採決
柚木 道義君（民主）60
62
修正案（自民、公明提出）
山井 和則君（民主）35
35
可決（多数）
計7.00 6.59
（賛成－自民、民主、公明、みんな）
（反対－維新、共産、阿部知子君（無））
除く原案 可決（多数）
（賛成－自民、民主、公明、みんな）
（反対－維新、共産、阿部知子君（無））
25.5.10（金） ◎麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正
9:20～9:26
する法律案（参議院提出、参法第 4 号）
○趣旨説明聴取 参議院議員 藤井 基之君 5 分
○採決 可決（全会一致）
25.5.15（水） ◎公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（内閣提
12:11～12:17
出第 53 号）
○趣旨説明聴取 田村 厚生労働大臣 4 分
○修正案（民主提出）
・趣旨説明 柚木 道義君（民主）
25.5.17（金） ◎公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
割当 実績
9:00～12:05
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（内閣提 山下 貴司君（自民）15
15
14:53～16:54
出第 53 号）及びこれに対する柚木道義君外３名（民 輿水 恵一君（公明）15
15
主）提出の修正案
柚木 道義君（民主）60
61
○政府参考人出頭要求に関する件
中根 康浩君（民主）50
51
○質疑（原案及び修正案一括）（5h）
伊東 信久君（維新）40
42
－休憩－
新原 秀人君（維新）30
28
足立 康史君（維新）30
32
柏倉 祐司君（みんな）30
30
高橋千鶴子君（共産）30
31
計5.00 5.05

4

回数

13

14

15

年
月 日
審 査 案 件 等
質 疑 者 等
25.5.22（水） ◎公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
割当
9:00～12:07
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（内閣提 冨岡
勉君（自民）30
13:05～17:20
出第 53 号）及びこれに対する柚木道義君外３名（民 古屋 範子君（公明）30
主）提出の修正案
柚木 道義君（民主）60
○政府参考人出頭要求に関する件
長妻
昭君（民主）60
○質疑（原案及び修正案一括）（7h）
－休憩－
○柚木道義君外３名（民主）提出の修正案撤回許可 大西 健介君（民主）30
○修正案（自民、民主、維新、公明、みんな提出） 山井 和則君（民主）30
・趣旨説明 中島克仁君（みんな）
伊東 信久君（維新）60
○討論（原案及び修正案一括）
足立 康史君（維新）60
高橋千鶴子君（共産）
中島 克仁君（みんな）30
○採決
高橋千鶴子君（共産）30
修正案（自民、民主、維新、公明、みんな提出）
計7.00
可決（多数）
（賛成－自民、民主、維新、公明、みんな、阿部
知子君（無）
）
（反対－共産）
除く原案 可決（多数）
（賛成－自民、民主、維新、公明、みんな、阿部
知子君（無）
）
（反対－共産）
25.5.24（金） ◎厚生労働関係の基本施策に関する件
割当
○政府参考人出頭要求に関する件
9:02～ 9:50
山井 和則君（民主）45
13:03～15:26
○質疑（2h45）
－休憩－
◎生活保護法の一部を改正する法律案（内閣提出第 70 高橋千鶴子君（共産）20
号）
伊東 信久君（維新）30
◎生活困窮者自立支援法案（内閣提出第 71 号）
足立 康史君（維新）30
◎子どもの貧困対策法案（中根康浩君外 8 名提出、衆 中島 克仁君（みんな）20
法第 19 号）
中根 康浩君（民主）20
◎子どもの貧困対策の推進に関する法律案（薗浦健太
計2.45
郎君外 1 名提出、衆法第 20 号）
○趣旨説明聴取
（閣法第 70 号、第 71 号）田村 厚生労働大臣 6 分
（衆法第 19 号）中根 康浩君（民主）3 分
（衆法第 20 号）薗浦健太郎君（自民）4 分
25.5.29（水） ◎生活保護法の一部を改正する法律案（内閣提出第 70
割当
9:01～12:14
号）
田中 英之君（自民）15
13:00～16:55 ◎生活困窮者自立支援法案（内閣提出第 71 号）
新谷 正義君（自民）15
◎子どもの貧困対策法案（中根康浩君外 8 名提出、衆 古屋 範子君（公明）30
法第 19 号）
横路 孝弘君（民主）50
◎子どもの貧困対策の推進に関する法律案（薗浦健太 長妻
昭君（民主）50
郎君外 1 名提出、衆法第 20 号）
柏倉 祐司君（みんな）30
○参考人出頭要求に関する件
－休憩－
○政府参考人出頭要求に関する件
山井 和則君（民主）45
○質疑（7h）
足立 康史君（維新）50
新原 秀人君（維新）50
伊東 信久君（維新）45
高橋千鶴子君（共産）40
計7.00

5

実績
32
31
59
63
32
31
61
62
32
30
7.13

実績
47
21
33
32
21
23
2.57

実績
16
15
31
48
51
31
46
53
49
47
40
7.07

回数

16

17

18

年
月 日
審 査 案 件 等
25.5.31（金） ◎生活保護法の一部を改正する法律案（内閣提出第 70
9:00～12:15
号）
13:27～17:21 ◎生活困窮者自立支援法案（内閣提出第 71 号）
◎子どもの貧困対策法案（中根康浩君外 8 名提出、衆
法第 19 号）
◎子どもの貧困対策の推進に関する法律案（薗浦健太
郎君外 1 名提出、衆法第 20 号）
○修正案（自民、民主、公明、みんな提出）
・趣旨説明 柚木道義君（民主）
○参考人の意見陳述（15 分×６人）
○参考人に対する質疑（15 分×６会派）
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（3h30）
○衆法第 19 号、第 20 号撤回許可
○討論（両案及び修正案一括）
高橋千鶴子君（共産）
○採決
修正案（自民、民主、公明、みんな提出）
可決（多数）
（賛成－自民、民主、公明、みんな）
（反対－維新、共産、阿部知子君（無））
除く原案 可決（多数）
（賛成－自民、民主、維新、公明、みんな）
（反対－共産、阿部知子君（無））
◎厚生労働関係の基本施策に関する件
○子どもの貧困対策の推進に関する法律案 起草
の件
・趣旨説明 松本委員長
・発言 山井 和則君（民主）
・採決 成案決定（全会一致）
○委員会決議「子どもの貧困対策の推進に関する
件」
・趣旨説明 松本委員長
・採決 可決（全会一致）
25.6.5（水） ◎厚生労働関係の基本施策に関する件
9:02～ 9:57
○政府参考人出頭要求に関する件
10:40～12:01
○質疑（3h）
13:00～14:01 ◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正
する法律案（内閣提出第 64 号）（参議院送付）
◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
を改正する法律案（内閣提出第 65 号）
（参議院送付）
○趣旨説明聴取 田村 厚生労働大臣 5 分
○閣法第 65 号について参議院における修正部分の
説明 武内 参議院厚生労働委員長
○参考人出頭要求に関する件
25.6.7（金） ◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正
9:30～12:07
する法律案（内閣提出第 64 号）（参議院送付）
◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
を改正する法律案（内閣提出第 65 号）
（参議院送付）
○政府参考人出頭要求に関する件
○質疑（2h30）
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質 疑 者 等
参考人に対する質疑
割当
西川 京子君（自民）15
山井 和則君（民主）15
足立 康史君（維新）15
輿水 恵一君（公明）15
柏倉 祐司君（みんな）15
高橋千鶴子君（共産）15
計1.30
－休憩－
質疑
割当
田畑 裕明君（自民）10
古屋 範子君（民主）10
中根 康浩君（民主）40
山井 和則君（民主）20
足立 康史君（維新）60
中島 克仁君（みんな）30
高橋千鶴子君（共産）40
計3.30

割当
高橋千鶴子君（共産）20
柚木 道義君（民主）30
－休憩－
阿部 知子君（無所属）20
長妻
昭君（民主）30
足立 康史君（維新）30
－休憩－
宮沢 隆仁君（維新）30
中島 克仁君（みんな）20
計3.00
割当
髙鳥 修一君（自民）30
輿水 恵一君（公明）30
中根 康浩君（民主）30
伊東 信久君（維新）30
中島 克仁君（みんな）15
高橋千鶴子君（共産）15
計2.30

実績
17
16
17
15
15
18
1.38

実績
12
10
40
20
61
33
42
3.38

実績
21
33
19
31
31
31
23
3.09
実績
27
32
32
32
18
15
2.36

回数

19

20

21

年
月 日
審 査 案 件 等
質 疑 者 等
25.6.11（火） ◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正
割当
9:00～12:06
する法律案（内閣提出第 64 号）（参議院送付）
髙鳥 修一君（自民）15
◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部 中根 康浩君（民主）15
を改正する法律案（内閣提出第 65 号）
（参議院送付） 河野 正美君（維新）15
○参考人の意見陳述（15 分×６人）
古屋 範子君（公明）15
○参考人に対する質疑（15 分×６会派）
中島 克仁君（みんな）15
高橋千鶴子君（共産）15
計1.30
25.6.12（水） ◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正
割当
9:00～9:46
する法律案（内閣提出第 64 号）（参議院送付）
横路 孝弘君（民主）45
13:00～17:03 ◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
－休憩－
を改正する法律案（内閣提出第 65 号）
（参議院送付） 大西 健介君（民主）40
○政府参考人出頭要求に関する件
山井 和則君（民主）20
○質疑（4h30）
河野 正美君（維新）60
○討論
宮沢 隆仁君（維新）45
高橋千鶴子君（共産）
柏倉 祐司君（みんな）30
○採決
高橋千鶴子君（共産）30
【閣法第 64 号】
計4.30
可決（全会一致）
【閣法第 65 号】
可決（多数）
（賛成－自民、民主、維新、公明、みんな）
（反対－共産、阿部知子君（無））
○附帯決議（閣法第 65 号に対し）（自民、民主、公明提出）
・趣旨説明 中根康浩君（民主）
・採決 可決（全会一致）
25.6.26（水） ◎請願の審査（56 種 918 件）
10:00～10:04
採択の上、内閣へ送付（3 種 313 件）
・腎疾患総合対策の早期確立に関する請願 172 件
・難病、小児慢性疾患、長期慢性疾患の総合対策を
求めることに関する請願 117 件
・Ｂ型・Ｃ型肝炎への対策に関する請願 24 件
◎陳情書（22 件）及び意見書（649 件）が参考送付さ
れた旨の報告
◎閉会中審査に関する件
○閉会中審査申出案件
…閉会中審査申し出（全会一致）
①薬事法等の一部を改正する法律案（内閣提出第 73 号）
②再生医療等の安全性の確保等に関する法律案（内閣提
出第 74 号）
③介護従事者等の人材確保に関する特別措置法案（柚木
道義君外 5 名提出、衆法第 27 号）
④アレルギー疾患対策基本法案（江田康幸君外 2 名提出、
衆法第 15 号）
⑤国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究
開発及び普及の促進に関する法律案（上川陽子君外 6
名提出、衆法第 21 号）
⑥厚生労働関係の基本施策に関する件
⑦社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問
題に関する件
⑧労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件
○閉会中の委員派遣承認申請に関する件（委員長一任）
○閉会中の委員会における参考人出頭要求に関する件
（委員長一任）
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実績
16
16
16
15
16
15
1.34
実績
45
42
23
61
44
32
32
4.39

