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岐阜県看護連盟

会長　山口 絢子

日本看護連盟

会長　草間 朋子

公益社団法人 
岐阜県看護協会

会長　石山 光枝

新年のあいさつ

自律した謙虚な組織を目指して

更なる飛躍の年に!!

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、お健やかに新年を迎えられましたことをお慶び申し上げます。
　日頃より看護連盟活動にご尽力いただき深く感謝致しております。
　昨年12月には、第47回衆院選が行われ、阿部俊子先生は引き続き見事に議席を獲得されま
した。ますますのご活躍を祈念致します。又、北関東ブロックでは、木村弥生さんが純粋比例で
当選され、看護職代表議員は、衆・参議院で4名となりました。今後の国政でのご活躍を見守り、
私達は「現場の声」をしっかり届けていきたいと思います。
　さて、岐阜県看護連盟では、昨年10月に「第8回全国ポリナビワークショップ」を開催し、多
くの皆様のご協力により盛会に終えることができました。本当にありがとうございました。
　ワークショップでは、多くの若者が「熱い力」を結集し、看護の未来を語り合い、強い絆とな
りました。
　今後ますます会員の増員をめざし、磐石な組織のもとで、4月の統一地方選挙、2016年の参
議院選挙に向けて全力投球で活動して行こうと思います。
　どうぞ引き続きご理解ご支援をよろしくお願い致します。

　新春のお慶び申し上げます。
　うれしいニュースに後押しされ、晴れ晴れとした気分で輝かしい新春を迎えることができま
した。
　国会議員が衆参合わせて4人になりました。看護師の業務拡大を実現した新保助看法が10月
から施行されることになりました。
　昨年12月に行われました衆議院選では、4期目の議員としてあべ俊子先生を国会に送り出す
ことができました。さらに、看護職の木村弥生議員を誕生させることができました。日本看護
連盟が、衆議院、参議院（たかがい恵美子先生、石田昌宏先生）ともに、それぞれ二人の先生方を
国会議員として送り出すことができる組織であることを心から嬉しく思っております。
　年頭にあたり、現場の意見をしっかり吸い上げ、医療保健介護を取り巻く環境を、看護の視
点から、国民目線に立って積極的に改善することができるさらに力強い組織に成長させること
を約束させていただくと同時に、会員のみなさまのご支援・ご協力をお願いいたします。
　看護連盟の実行力、結束力は素晴らしいです。「羊」年です。「品性・品格」をもった「自律」した

「謙虚」な組織であり続けましょう。

　新年、明けましておめでとうございます。
　看護協会は看護職能団体として自他ともに認められる組織になっています。今後の日本が
抱える人口、健康問題に国民サイドに立ち、専門職としての能力を発揮していることに対し、
頼りにされている職種ということです。私たちは病院、医院、高齢者施設、訪問看護ステー
ション、保健所、助産所、障がい者施設等々で看護の究極目的である「国民の健康と幸福の追
求」のために専門的知識、技術を持って、患者、利用者の最善の方法を選択し、尊厳ある生き方
に関わる仕事をしています。それらの仕事を成し遂げるためにも私たちがやりがいを持ち、
働きやすい職場環境を作り上げる必要があります。
　国に対しては国政の場に私たちの代表を送る。そして、岐阜県では看護職能団体を理解し、
支援していただける岐阜県議会議員を多くすることが更なる飛躍となると思います。2016
年の参議院選挙、そして今年は統一地方選挙があります。私たちの結集をお見せしようでは
ありませんか！
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国会議員だより
衆議院議員　あべ俊子先生

第47回衆院選で北関東ブロックで当選されました

参議院議員　たかがい恵美子先生

参議院議員　石田昌宏先生

衆議院議員　木村弥生先生

　みなさまお健やかに新年をお迎えのことと存じます。平素より看護政策の推進にご尽力賜り誠
にありがとうございます。
　昨年は、豪雪災害被災者の救済措置として歴史上初めて看護師国家試験が追加実施され、雇用保
険法や医療介護法など看護界に関連する複数の法律が成立した大変印象深い一年でした。
　2年ぶりとなった師走の総選挙では、看護界から2人の衆議院議員が誕生し、看護系国会議員数
は過去最多となりました。自民党看護問題対策議員連盟会員数は350名を超え、いまや最大規模の
勢力を誇っています。これもひとえに、日本看護連盟の会員ひとり一人のたゆまぬ努力と組織の結
束力の賜と大変心強く感じております。
　確たる信念のもとに集い鍛えてきた私たち看護連盟の政治基盤は、政権与党を支持する多くの方々の信頼を得て、さらに
盤石な体制へと進化しています。こうした後ろ盾のもと、私たかがい恵美子も、昨年9月に厚生労働大臣政務官を拝命し、現
在は年金、労働、雇用、子ども子育て分野を担当させていただいております。また、政府の政務官会合においては「高齢者の活
躍と支援に関する政策」検討チームの世話役に指名されました。新たな政策づくりにチャレンジする機会を与えていただい
たことに感謝しつつ、これからも最大限の努力を続けてまいります。みなさまのご健康とご多幸を心から祈念し、年頭のご挨
拶といたします。今年もよろしくお願いいたします。

　岐阜県看護連盟の皆様、新年あけましておめでとうございます。今年が皆様にとりすばらしき一年
になりますよう、心からお祈り申し上げます。
　今年は引き続き、医療サービス提供体制、医療保険制度、介護保険制度など、社会保障制度改革の基
礎となる具体的な施策が進んでいきます。10月には特定行為に係る看護師の研修制度や離職看護職
免許の届出制度などがスタートし、看護職の役割が拡大するとともに、看護職員確保対策の充実が図
られます。医療のあり方が大きく変化する中、専門職として質の高いケアを提供するため、看護職ひ
とりひとりが政策に積極的に参画し、ともに力を発揮してまいりましょう。
　国民の皆様が健やかで安心した暮らしができるよう、そして私たち看護職がやりがいを感じ、誇りを持って働く環境作りのた
め、地に足を付け一歩一歩活動を続けて参ります。引き続き、暖かいご支援ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　岐阜県看護連盟の皆様におかれましては、清々しい新春をお迎えのことと拝察申し上げます。
　昨年は、第二次安倍内閣改造にて農林水産副大臣を拝命。その後12月の衆議院解散選挙では、
岐阜県看護連盟の皆様をはじめ全国の看護連盟の皆様の温かく力強いご支援のおかげ様で4期目
国政の場へ戻ることができ、また第3次安倍内閣でも農林水産副大臣を再任いたしました。改めて
全国の看護連盟の皆様のお力添えの大きさをかみしめますとともに、この場をお借りいたしまし
て真心より感謝申し上げます。この責任の重さを胸に初心を忘れることなく看護職出身の国会議
員として看護職の皆様の為、また弱者の方の為に精一杯努めさせて頂く所存でございます。
　財政再建と景気回復が同時に必要とされる中、社会保障改革も進められていきます。看護職における活躍の場の拡大の好機
でもあります。さらには働く女性の17人に1人が看護職です。個性と能力を発揮し女性が輝く社会には看護が輝く働き方が必
須です。看護職の皆様が、現場が良い方向へ変わった！看護職になって良かった！と実感して頂けるよう皆様のお声をお聞か
せ頂きながら引き続き努力してまいります。今年一年が皆様にとって輝かしい年になりますようご祈念申し上げます。
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研修報告

平成26年度国会見学研修会報告
（岐阜県看護連盟 主催）

Ⅰ

岐阜県看護連盟 国会参観記念 平成26年10月30日

平成26年10月30日（木）　出席者39名
［目的］国会議事堂の見学と代表議員の活動状況を知り「政治と看護の関わりについて学ぶ」
①参加者アンケート結果

・政治の中枢を実際に見れた。
・機会がないと入れない所に入れた。
・国会議員の話しを直接聞き、政治と看護の関連の重要性を認識できた。
・他病院の方と交流が出来、楽しく参加出来た。

・有意義でした。今後も続行して下さい。
・生の声を聞き、選挙への思いが強くなった。
・野田先生の話しは歯切れがよく看護問題の良き協力者と思う。
・厚生労働委員会を傍聴出来良かった。

②参加者の声（自由記述より）

Q1.護職代表の議員となって、一番良かったことを教えてください
皆様から伺った看護の現場の声を、国会の場で述べることができることです。 
また、厚生労働省をはじめ、行政と多くの情報交換を行うことができることです。

Q2.面白かったこと、驚いたことを教えてください
意外と思われるかもしれませんが、参議院自民党は体育会と似ています。
集合時間をはじめ、時間管理がしっかり行われています。

Q3.これから取り組みたいことを教えてください
国会の様子を現場に伝え、多くの方々に政治への関心を深めていただき、
現場と政治の距離を縮めるための取り組みを広げて行きたいと思います。

③議員活動1年目の石田昌宏議員に聞きました

研修会の満足度

とても満足
20人

不満足 0人

満足
19人

39人
合計

足とても満
21人

不満足 0人

満足
18人

39人
合計

とても満足
21人

不満足 0人

満足
18人

39人
合計

不満足 3人

とても満足 6人

無記入 1人

満足 29人

39人
合計

国会議事堂の見学について 岐阜県選出国会議員との
懇談について

新幹線の日帰り研修について
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第8回全国ポリナビワークショップin岐阜
（日本看護連盟 東海・北陸ブロック協議会 主催）

Ⅴ

日　　　　時：平成26年10月11日（土）　13：00〜17：00
会　　　　場：ホテルグランヴェール岐山
テ 　 ー 　 マ：つながる・ひろがる看護の未来
基  調  講  演：衆議院議員　野田 聖子先生
シンポジウム：座長　友納 理緒氏
　　　　　　　シンポジスト
　　　　　　　広島県看護連盟　坂尻 明美氏　　　静岡県看護連盟　近藤 裕希氏
　　　　　　　富山県看護連盟　表野 季実子氏　　岐阜県看護連盟　森下 真哉氏
参  加  者  数：384名

新 人 研 修 （岐阜県看護連盟 主催）Ⅱ
日　　時：平成26年7月22日（火）　13：30〜16：00
会　　場：ホテルグランヴェール岐山
テ ー マ：看護連盟の組織・役割を知る
講　　師：岐阜県看護連盟会長　山口 絢子氏
　　　　　岐阜県看護連盟青年部委員長　伊左治 哲也氏
参加者数：144名（会員・非会員）

新支部長研修 （岐阜県看護連盟 主催）Ⅲ
日　　時：平成26年7月25日（金）　13：30〜16：00
会　　場：岐阜県看護連盟事務所
テ ー マ：支部活動の運営について
講　　師：岐阜県看護連盟役員
参加者数：新支部長　7名

リーダー研修（飛騨地区） （岐阜県看護連盟 主催）Ⅳ
日　　時：平成26年9月6日（土）　14：00〜16：00
会　　場：高山日赤十字病院
テ ー マ：リーダー力を高めるコミュニケーションの育成
講　　師：コーチング・エトワール代表　大平 知恵子先生
参加者数：45名

Ⅵ ブロック別看護管理者等政策セミナー
（日本看護連盟 東海・北陸ブロック協議会 主催）

日　　時：平成26年11月28日（金）・29日（土）
会　　場：「ウインクあいち」

テ ー マ：組織強化・拡大を図り自律した会員を育成する
参加者数：39名（岐阜県5名）

［一日目］
講　　義：保助看法の諸問題
講　　師：日本看護連盟会長　草間 朋子氏
プレゼンテーション
テ ー マ：政治に関心を持つために
講　　師：認定看護看護管理者会長・
　　　　　愛知県看護連盟会長　杉本 朋子氏
グループワーク
テ ー マ：看護政策を実現するために

［二日目］
講　　演：これからの日本と女性
講　　師：衆議院議員　野田 聖子先生

講　　演：新たな基金制度に対する考え方
講　　師：愛知県議会議員　奥村 悠二先生

講　　演：政治を身近に感じるには
講　　師：PHP研究所代表取締役専務
　　　　　政策シンクタンクPHP総研究主幹
　　　　　関西大学客員教授　永久 寿夫先生
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　岐阜第２支部は、村上記念病院・千手
堂病院・岐阜ハートセンター・ハートケ
ア松岡の４施設で組織されています。当
支部は、会員数が非常に少なく会員確保が最重要課題です。
　主な活動として、４月の新人研修会での看護連盟について
の説明、研修参加後の伝達講習、入会への声掛けなどを行っ
ています。
　団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題をかかえる中、
看護職の需要がますます必要となります。国の政策に、看護師
確保を優先事項として取り組んでいただくためにも政治の力が
必要です。現在、看護職の代表として活躍されている国会議員
の先生方のご支援を支部全体で取り組んで行きたいです。

　第６支部は、山田病院、ナーシング寺
田、寺田ガーデン、ナーシング加納の会
員25名からなる小さな組織です。役員
は、それぞれの施設から代表１名が選出されております。同じ
和光会法人内の施設であることから、日頃からコミュニケー
ションが図れています。今年の目標は、組織強化と会員確保を
重点取り組みに挙げております。若い看護職やいつも忙しくし
ている看護職達に政治に関心を向けさせたいという視点から
です。目まぐるしく変化している医療環境の中、看護現場の声
を政策に反映させていけるような活動ができればと考えてお
ります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　中濃支部活動は会員数増加に向けて、
未入会者・新規就職者に対して各施設の
看護部長をはじめ、施設連絡長・連絡員
と共に連盟活動を理解していただけるように、適宜基礎研修
会・「中濃圏看護師集会」を開催しています。中濃圏看護師集会
は中濃圏内の開業医で働く看護師を対象にした集まりです。
看護協会や連盟に所属していない人が多いので、この集会で
最新情報をお伝えする機会としています。また、施設連絡員
の方は若手看護師が多いので、施設連絡長のご協力を得て看
護部長・副部長・看護師長との交流会を持ち、連盟活動につい
てお伝えしています。今年度は賛助会員の取り込みにも力を
入れて活動しています。

　看護連盟の活動に携わり、9か月が経
過しようとしています。連盟の活動は初
めての事ばかりで右往左往しているのが
現状です。しかし、研修や会議に参加し、大垣支部の活動を明
確にしていく事で、ベットサイドで抱える看護の問題点を解決
していくためには看護連盟の活動がとても大切であることを
感じました。まずは、支部長、幹事長、施設連絡員と協力し、看
護連盟会員を増やことから始めています。看護連盟活動の理解
を深めていただき、一人でも多く会員になっていただくように
施設訪問を行っています。看護の問題点を解決するためには、
看護連盟の力が必要です。組織の力を強化できるかかわりを多
くできたらと思います。

　第5支部は、施設単独でありとても活
動が容易な状況にあります。昨年度ま
でと同様に、支部の団結力の強化のた
めに、若い世代から発信できる体制づくりに取り組んでいま
す。看護の次世代を担う若い世代の看護職には連盟の意義や
使命が理解でき、積極的に活動できるように研修会を開催
し、また、支部連絡員と協力して、連盟会員の意識を高めるな
ど身近な活動から着手しています。今後も会員の皆様のご協
力を得て支部活動を充実して行きたいと考えています。

　明けましておめでとうございます。関
支部は、関中央病院を中心に介護老人保
健施設太陽苑、旭ヶ丘訪問看護ステー
ション、グループホームあさひで構成されております。私は関
支部を担当して10年経ちますが、看護問題を改善し、質の高い
看護をめざすには現場力と政治力が重要だと考えています。そ
こで、看護協会のみならず看護連盟への会員加入と選挙の投票
を推進しています。また、現場の問題は、看護師のみならず介
護士にも関係していますので、選挙に行くように声掛けした結
果、前回の関支部の投票率は98％でした。
　今年も連盟活動を通して、その必要性を皆さんに声掛けして
いきたいと思います。

支部長　服部 久代

支部長　山内 祐子

支部長　大塚 幸子

支部長　高木 博美

支部長　折戸 朱美

支部長　山中 ひろみ

岐阜第2支部

岐阜第6支部

中濃支部

大垣支部

岐阜第5支部

関支部

岐阜県看護連盟支部活動の紹介
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　あけましておめでとうございます。
　私達の郡上は、青年部・施設連絡員・病
棟リーダー１５名の支部役員を含む連盟
会員８０名からなる支部です。本格的な支部活動はまだまだ進
められてはいませんが、今年は役員と会員との交流など連携
を密にして支部組織の充実に努めていきたいと思っています。
　支部として次期の参議院選挙でも、必ず私達の代表を国政
の場に送れるよう会員の皆様には連盟活動にご理解とご協力
をよろしくお願い致します。

　飛騨支部は、病院・老人保健施設・看護
専門学校・訪問看護ステーション・居宅介
護支援事業所の計11施設からなり、会
員数は474名です。私は今年度より支部長をさせて頂いてい
ます。支部役員会には青年部委員も参加し、活動内容や課題を
共有するよう努めています。課題はやはり連盟の役割につい
て理解して頂き、会員や支持者を増やしていくことです。現在
行っている研修の伝達などと共に今後は連絡員との連携も深
めていきたいと思います。
　先日、初めて選挙事務所開きや総決起大会に参加させて頂
きましたが新鮮な体験でした。政治に対してはあまりよくな
いイメージを持っている人もいるとは思いますが、現場の声
を届け、制度を変えていくために看護の代表を送り続けるこ
との大切さをより多くの人と共有していきたいと思います。

※第1支部、第3支部、第4支部、第7支部、伊奈波支部、羽島支部、加茂支部は
　れんめい岐阜22号で紹介済み

　多治見支部は、多治見市・土岐市・瑞浪
市の４つの病院と1つの施設と２つの学
校の（605名 10月現在）会員で結成され
ています。活動としては、重点課題を２つ掲げて取り組んでい
ます。ひとつは看護協会員から比較すると、まだまだ会員数が
少ない為、会員の増員です。もうひとつは、連盟活動をひとり
ひとりの会員まで伝える事です。今までは、選挙の時の活動が
メインでしたが、日頃から各施設の施設長・施設連絡員と連携
をとり、一会員まで情報が届くようきめ細かい活動をしていき
たいと思っています。これからも、ご協力をよろしくお願いし
ます。

　下呂支部では、県本部のご指導の下、
石田昌宏参議院議員を講師に研修会を実
施しました。全国ポリナビin岐阜を終え
た11月14日、まだ熱の冷めない時期に、県本部、青年部、下呂
支部の各役員が参加して「今後の参議院選挙に向けての活動に
ついて」意見交換し、石田先生からアドバイスを受けました。
　翌日15日は、今年5月に新病院となった「独立行政法人岐阜
県立下呂温泉病院」の見学、その後下呂支部および近隣の支部
の会員が加わり、石田先生の講演「国政報告をとおして看護の
現状と課題を学ぶ」と題して、看護への熱い思いやご活躍を知
ることができました。そして、看護職の代表を国政に送ること
の重要性と必要性を痛感しました。

支部長　森藤 房枝

支部長　野々尻 優美子

支部長　勝川 ゆかり

支部長　河尻 節子

郡上支部

飛騨支部

多治見支部

下呂支部

　恵那支部長に認定されて、６年過ぎて
しまいました。就任当時は、新しい加入
施設を増やそうと意気込んで遠方まで
出かけ、断られて残念な思いをいたしました。その当時、看護
職が連盟を理解し、看護職の代表を国会に送り出す重要性が
わかってもらえないことが不思議でした。
　しかし、現場で働く職員は、日々の業務に専念することが
第一優先であり、連盟についての知識がない人がいる現実
や、連盟の研修を受けても職場に帰って伝達することもでき
ない状況を知りました。問題点が多々あります。
　恵那支部は加入する４施設が公的施設です。各施設が看護
師不足で困っています。年３回〜５回、施設連絡委員（副施設
長１名・看護部長２名・師長１名）の方々と個々に施設内での
勤務時間内で快く対応していただき、情報交換を行っていま
す。今後可能ならば、支部会を施設連絡委員とともに開催し
て、各施設の問題を共有し連盟会員の増員対策とともに問題
点の検討を図りたいと思います。

支部長　早川 菅子
恵那支部

55周年記念に
合わせて

誕生しました。
マスコット
キャラクター
レンコ
ちゃん

カンタ
くん
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あなたの入会が
あなたの問題を解決します。

http://www.gkr.jp

研修会

行事日程

組織図

入会のご案内

研修会などの情報がすぐわかります！
よろこび、充実。皆様とともに・・・

お問い合わせは、岐阜県看護連盟事務所まで

ア
ク
セ
ス

　
し
て
み
て
ね
！等々、情報満載！

年　会　費
正 会 員・特 別 会 員
日本看護連盟会費
岐阜県看護連盟会費

賛 助 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円

計 7,500円

ベッドサイ
ドの

問題を国政
へ

編集後記
　明けましておめでとうございます。今、連盟活動の中で国会議員、県及び市会議会の先生方との交流も深まり、次期選挙戦に向
けて気運が増しつつあります。元気な連盟、躍動する連盟になるよう皆様のお力を借りつつ前進する年を迎えたいと思います。昨年
10月第8回全国ポリナビワークショップin岐阜では若者のパワーの強さを実感し感動致しました。編集担当者一同、この24号発刊
にあたり皆様と共に自分達の未来を見据え、力強く確実に歩んで行きたいと願っています。 広報委員／戸田郁子・櫻井育子・山田信子

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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