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連盟の使命は経営基盤の安定を図ること
会長

鶴岡

裕亮

新年明けましておめでとうございます。

盟が推薦した県内18区の候補者は17名当選と、

会員の先生方におかれましては、コロナ禍に

満足のいく結果が得られました。また、島村大

もかかわらず本連盟の事業にご理解とご尽力を

参議院議員は厚生労働大臣政務官兼内閣府大

賜り深く感謝申し上げます。昨年の秋より感染

臣政務官に任命され、精力的に活躍できる舞台

者数は落ち着いてきたとはいえ、緊急事態宣言

が整いました。さらに、前回の参議院議員選挙

の影響で患者の受診控えは継続し、会員の皆様

で次点となった比嘉なつみ先生も繰り上げ当選

方の経営への影響が避けられない現状を懸念し

となり、職域代表の参議院議員が誕生しました。

ているところです。

今年の夏の参議院議員選挙には日歯連の組織

歯科医師連盟の使命は各診療所の経営基盤

代表候補として山田宏参議院議員が出馬しま

の安定を図ることにあります。その為に歯科医

す。比嘉議員と一緒に歯科界のために働いてい

療機関に対する施策を求め、議員及び関係機関

ただけるよう県内から多くの票を出すべく努力

等へ折衝を行ってまいりました。これが連盟活

したいと思います。皆様のご協力を切にお願い

動の重要なところです。

する次第です。

昨年10月、解散総選挙が目の前に迫る中、コ

一方、
「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推

ロナ感染拡大が続き、メディアの偏向報道もあ

進条例」は本年改正を予定しており、県歯執行

り、国民の不満が爆発し、菅義偉先生の首相退

部と連盟執行部とが協働して行政と折衝してい

任という衝撃的な事態を招きました。菅内閣の

るところです。私が提唱して来た県歯と連盟の

ワクチン接種を優先した感染症対策は、現状を

一体化が実を結びつつあると確信しています。

見れば正しかったことは明白で、総裁選とのタ

こちらもご注目いただければと思います。

イミングの悪かったことが残念でなりません。

この新しい年が佳き年となるよう祈念いたし

しかし、これもまた政治です。その後の岸田総

まして、連盟からの年頭のご挨拶とさせていた

裁で行われた、第49回衆議院議員選挙では本連

だきます。

神奈川県歯科医師連盟 新春の集い（予告）
●日時：令和４年２月３日（木）午後６時
●場所：神奈川県歯科医師会館 地下大会議室
※Web併催
http://www.kdrenmei2011.jp/
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比嘉奈津美 参議院繰り上げ当選
自民党参議院議員北村経夫元経済産業政務官の参院山口選挙区補選
立候補に伴い自動失職したことにより、2019年参院選比例名簿で次点
だった元衆議院議員で日歯連顧問の比嘉奈津美氏が繰り上げ当選した。
新年あけましておめでとうございます。昨年の繰り上げ当選に際しましては、皆様の
力強いご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
今年も歯科界みんなの笑顔のために東奔西走！全力で国政に取り組んでまいります。

デジタル大臣
行政改革 規制改革担当大臣
衆議院議員 （神奈川県17区）

経済再生担当大臣
衆議院議員 （神奈川県18区）

新年あけましておめでとうございま
す。日頃より連盟の皆様の献身的なご
尽力に心より感謝申し上げます。依然、
厳しい状況は続きますが、皆様のご指
導を頂きながら国難に対して取り組ん
で参ります。令和４年１月吉日

国土交通副大臣
衆議院議員 （神奈川県9区）

中山 展宏

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
衆院総選挙におきましては格別のご
支援ご協力を賜り厚く御礼を申し上げ
ます。
「国民の健康を支える歯科医療」の
実現に向けて、引き続きしっかりと取
り組んで参ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

山際 大志郎

内閣府大臣補佐官
参議院議員

三原 じゅん子

あけましておめでとうございます。
昨秋より内閣府大臣補佐官に就任致し
ました。こどもまんなか政策の実現、
女性の働き方改革に向けて邁進して参
ります。そして勝負の夏、何卒ご声援
の程宜しくお願い致します。

自由民主党 神 奈 川県 支 部 連 合 会
会長代行
県議会議員

竹内 英明

牧島 かれん

謹賀新年。皆様にお支え頂き４期
目をスタートすることができました。
デジタル大臣として、医療情報のデ
ジタル化も喫緊の課題です。現場の
お声を反映したデータの利活用を進
めて参ります。本年もご指導お願い
致します。

自由民主党広報本部長
衆議院議員 （神奈川県15区）

河野 太郎

あけましておめでとうございます。
昨年は、ワクチンの接種にご協力を
いただきありがとうございました。
おかげさまで新規感染者数も大幅に
減らすことができました。
いよいよ今年はコロナ後を見据え
た一年になるように頑張りましょう。

衆議院議員 （神奈川県3区）

中西 けんじ

謹んで初春のお慶びを申し上げま
す。新型コロナに立ち向かうべく、
歯科医師の皆様により100万回を超
えるワクチン接種のご協力をいただ
いたことに改めて厚く御礼を申し上
げます。一層のご活躍を祈念いたし
ております。

自由民主党 神 奈 川県 支 部 連 合 会
幹事長
県議会議員

土井 隆典

謹んで新春をお祝い申し上げます。
ウイルス感染症拡大防止に関し、皆様方のご貢献に心から感謝を申し上げます。口腔ケアなくして健
康長寿社会の実現なし。これからも神奈川の健康増進に向けご活躍下さいますようご期待申し上げます。
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突破力で歯科の明日を拓く

〜参議院厚生労働委員会委員長に就任〜
12月６日に開会した臨時国会において指名された。医療費急増が予
想される中で、健康政策や疾病予防に力点を置くことで、国民皆保険
制度を守っていく必要がある。引き続き歯科医療政策の実現に向けて
取り組んでいくと覚悟を表明した。

参議院議員

山田 宏

新年おめでとうございます。昨年「国民皆歯科健診の実現」を自民党公約に盛り込むこ
とができました。今年も持ち前の突破力で、歯科の明日を拓く決意です。本年も皆様のご
健勝と神奈川県歯科医師連盟のご発展を心より祈念いたします。

「全身への影響」
「健康寿命の延伸」
「オーラルフレイル対策」等を条文に
〜日歯連主催デンタルミーティングinかながわ開催〜

11月18日に 県 歯 会 館
に於いて、来場者90名
とウェブ参 加者30名の
参加のもと川越理事長
の司会で開催された。
長崎副会長の開会の辞、
鶴岡会長挨拶、松井県
歯会長挨拶、来賓の紹介へと移り、高橋英登日
歯連会長と村岡宜明副会長が紹介された。
高橋会長挨拶では、連盟活動への謝辞を述べ
られ、今回のデンタルミーティングの主催者と
してのお礼と来年の参院選への抱負を述べた。
続いて、３名の参議院議員によるデンタルミー
ティングへと移った。比嘉奈津美議員は選挙のお
礼、歯科医師としての職務を全うすると述べた。
今後に期待したい。山田宏議員は、歯科の専門知
識は無いが組織代表として、切れ目のない歯科健

診の普及を進めたいと今後の抱負を述べた。島村
大議員は、衆院選のお礼、ワクチン対応について
菅前総理も大変感謝をしていると述べた。
会場より「歯科口腔保健の推進に関する法律」
が制定してから10年経つ。当時は叶わなかった「口
腔の全身への影響」
「健康寿命の延伸」
「オーラル
フレイル対策」等を条文に入れて、国に後押しし
てもらいたい」と要望が出され、山田議員は「口
腔保健に関して政務調査会で議論してきた。議員
立法で来年出したい。感染症と歯周病についても
エビデンスに基づいて条例に入れていきたい。労
働安全衛生法にも歯科を入れていきたい」と述べ
た。また、来年の選挙ではなぜ中央後援会を作ら
ないのかという質問に対し、村岡副会長は、公職
選挙法に抵触しないためにも違う形で選挙支援す
ることにしたと述べた。最後に小川副会長の閉会
の辞で閉会した。

県歯・地域歯科医師連盟一丸に
第49回衆議院議員選挙は10月19日公示31日投
開票の日程で行われた。今回は野党共闘した選
挙区が全国的に多くみられ、新型コロナ感染症の
影響もあって自民党にとって逆風とマスコミが予
想した選挙であった。
本連盟は18地区全てに推薦候補者を決定し12
日間の選挙戦に突入した。役員も地域連盟と協
力し街頭演説の応援、ビラ配り、電話作戦等、
診療時間を割いて全力で候補者の支援を行った。
結果は小選挙区当選11選挙区、比例当選６選
挙区、落選１選挙区であり、取りこぼしはあった
ものの満足できるものであった。全国的には与党

衆議院議員選挙

が293名と過半数を超えて勝利し、最大野党の代
表を辞任に追い込む結果となった。
今回の選挙で県歯、地域それぞれの歯科医師
連盟が一丸となり取り組んだことは推薦候補者
本人、地方議員に対し「歯科医師連盟は選挙一
生懸命頑張ります！」を強くアピール出来たと考
える。これが４年後の参議院選挙に通じるものと
確信している。
歯科医師連盟の地道な活動が島村参議を後押
し出来ると信じ今後も積極的に活動していきた
い。会員皆様の更なるご支援ご協力をお願いす
る次第である。
（長崎副会長 記）
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島村 大

厚生労働大臣政務官（厚生担当）
内閣府大臣政務官（ワクチン担当）
自民党横浜市連会長に
第２次岸田内閣にて引き続き大臣政務官に任命された。また、
自民党横浜市連は11月27日に議員総会を開き、新会長を坂井学氏
（衆院神奈川５区）
の後任として、
島村大議員に全会一致で決定した。

新春を迎え、謹んでお喜び申し上げます
神奈川県歯科医師連盟の先生方におかれましては、新型コロナウイルスによる前例のない事態と向き合いつつも、感染
拡大防止対策をさらに徹底し、継続的に安心・安全な歯科医療を提供くださっていることに深く敬意を表します。
また、PCR検査及びワクチン接種への同志の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。
昨年10月に厚生労働大臣政務官を拝命いたしました。８年余り参議院議員として国政に取り組んで参りましたが、現在
は政府の一員として、国会議員の一員として、国民の命と健康を守り抜くために奔走しております。現場の皆様のお声が
頼りです。本年も引き続き皆様のご協力とご指導をお願い申し上げます。

応援に豪華オールスター駆けつける 〜島村大政策セミナー〜
11月25日ザ・キャピトルホテル東急にて、島村大政策
セミナーが開催された。古川直季衆議院議員（神奈川
６区）の司会で菅義偉前内閣総理大臣の世話人代表挨
拶に始まり、河野太郎自民党広報本部長（前ワクチン

菅前内閣総理大臣

担当大臣）の講演、牧島かれんデジタル大臣や小泉進
次郎前環境大臣も応援に駆けつけ、飲食を伴わない着
座のセミナー形式にも関わらず、約330名が集う大盛況
のセミナーとなった。

河野広報本部長

歯科医師の職務拡大への布石に
11月18日県歯会館にて第１回幹事会・DM会合同会議が
開催された。
檀上副理事長の司会のもと、宮坂副会長の開会挨拶、
鶴岡会長挨拶にひきつづき、島村大参議院議員より国政
報告がなされた。第二次岸田内閣において厚生労働大臣
政務官兼内閣府大臣政務官という要職に医療系資格を持
つ議員としては初めて就任された島村議員から就任
に到るまでの経緯が披歴された。昨年９月末をもって終
了となった感染対策加算に代わる助成金も今後、補正予
算の中から会員の為に何ができるかを十分に検討する必
要があり、その為には県歯連盟ならびに県歯本会の組織

小泉前環境大臣

牧島デジタル大臣

〜第１回幹事会・DM会合同会議〜

力強化を図ることが厚生労働省に対するステークホル
ダーとしての存在感を強めることに他ならないことを強
調した。
先の衆院選期間中においては菅義偉前総理が全国でお
よそ400か所にもおよぶ応援演説の中で国民へのワクチン
接種が効率よく実施できたことの一因に歯科医師による接
種協力があったことをあげ、歯科医師の職務拡大への布
石となった。このことは長期的な展望として歯科にとって
有益なものとなりえると語った。この他、会場からも島村
議員に対して様々な質問や要望があり、活発な応答がなさ
れた。最後に徳永副会長の挨拶により閉会となった。

