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“たかがい恵美子先生　2期目の当選おめでとうございます”　
第24回　参議院選挙で、看護職の代表である髙階恵美子議員を再び国政に送ることができました。猛暑の中、県及び支部役
員・会員の皆様はじめ、ご支援を頂きました方々に心から感謝申し上げます。
今回の選挙結果では、目標に挙げた得票数の獲得は思いのほか難しく、投票行動に対する認識、あり方など課題がみえてきま
した。
先ずは、組織強化のための会員の増員と、看護と政治のつながりの重要性を会員の皆様に理解して頂き、投票行動の必要性を
自覚して頂く努力が大切であると痛感しております。
平成28年度通常総会も終わり、心新たにして出発です。
会員の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

岐阜県看護連盟会長あいさつ　
岐阜県看護連盟　会長　山口�絢子

本年7月、たかがい恵美子参議院議員の当選により看護の代表議員4名体制でより一層活躍していただけることとなりました。
今年度日本看護協会は「看護師基礎教育を4年にすること」を前面に打ち出し、提言実現に向けて動いています。現在の医療提
供体制、そして地域包括ケアシステム構築の中、多種多様な能力を持ち、実践力がある看護人材が求められています。現行の3年
ではこの求められる人材輩出のために教育することに限界があります。また、看護現場においては基礎的な看護技術にも自信
のない新卒者を1年かけ教育していくことの負担は図り知れません。それらを一挙に解決できることではないと思われますが、
学生が余裕のある環境で看護の基礎教育を学ぶことは望ましいことと思われます。
今後、医療提供体制が大きく変化するとき、看護が常に国民・県民の傍らに寄り添い、支援する職種であるために看護政策活動
を推し進めます。

岐阜県看護協会会長あいさつ　
岐阜県看護協会　会長　石山�光枝

岐阜県看護連盟の皆さま、こんにちは。
参議院選挙の応援お疲れ様でした。私も一生懸命に応援いたしました。たかがい恵美子先生の当選を皆様と共に嬉しく誇らし
く思っております。
私が初当選を果たしてから、早いもので1年9か月が過ぎました。
1年生議員として、どうにかこの間を駆け抜けることができたのも、看護職の先輩議員の皆さまにお育ていただいたからだと思います。
さて、今年4月、私は自民党京都府第三選挙区（京都市伏見区、長岡京市、向日市、大山崎町）支部長に選任されました。昨年から看護政策
はもちろんのこと、医療的ケアが必要な障害児の支援、養子縁組のあっせんの法案等に関わり、今年3月には待機児童問題特命チームの
座長に就任しました。これからも現場の最前線でいただいたご意見やご要望を政策に反映し、子どもたちが健やかに成長していける社会
づくりを目指します。京都三区にご家族・親類・ご友人等がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただけますようお願いいたします。

衆議院議員　木村�弥生

草むらからきこえる鈴虫の声に秋を感じる季節となりました。
第24回参議院選では、たかがい恵美子先生を無事、国政の場に送ることができました。猛暑の続く中、全力投球でご尽力いた
だきました連盟の会員のみなさまには心から感謝申し上げます。
山積している看護の課題を、一つひとつ確実に解決していくためには政治の力が不可欠であることは、今回の選挙や看護を代表する
国会議員の先生方の活発な活動を通して連盟の会員のみなさまにはしっかりご理解いただいているところです。選挙後の当面の、そし
て永遠の課題は、看護政策の実現に向けて連盟を、さらに「強固な組織」にしていくことだと思っております。「数は力」です。そして、社
会に向かってしっかり「声を出していく」ことが強い組織です。あらゆる機会を利用して、連盟をアピールする努力をしてまいります。
看護職の数は、2025年に向けて確実に増加しつつあります。連盟が、看護職にとって「吸引力」「魅力」ある組織として成長し
ていくために、みなさまの発想・お知恵を拝借しながら、次の目標に向かってがんばっていきたいと思っています。

日本看護連盟会長あいさつ　
日本看護連盟　会長　草間�朋子

岐阜県看護連盟の皆様、こんにちは。いつも温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
参院選の結果、たかがい恵美子議員を国政の場へ送り出すとともに、歴史ある看護の議席を堅守することができました。岐阜
県看護連盟の皆様にも多大なるご尽力を賜りましたことに、この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げます。
また去る8月の党内人事におきまして、副幹事長の役職を拝命いたしました。党務においても役割をしっかりと果たせるよう
精一杯努めてまいります。
さて、今後に向けた国の動きとしては「新たな高等教育機関」の制度化の検討が始まっています。看護をはじめとした日本の職
業教育をさらによい方向へと発展させていくことを目指し、重要な議論を展開しています。看護職の教育環境と労働環境、その
どちらにおいても看護がさらにより良く発展していくためのお役に立てるよう、現場の声をお聞かせいただきながら引き続き
全力で取り組んでまいります。今後とも皆様からの温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

衆議院議員　阿部�俊子
国会議員だより

皆さまこんにちは。第24回参議院通常選挙におきましては、看護の固い結束をもって、再選の栄誉を勝ち取ることができまし
た。
擁立方針の確認から73週、候補予定者の決定から55週の間、労苦を惜しまず活動される皆さまに励まされ、感謝する毎日で
した。ともに苦難を乗り越えることができましたことを実に感慨深く、誇らしく思います。
私たちのこれまでの活動を通じて「看護力は国政を健全化する牽引力になる」ことが立証されました。これからは、いのちの現
場の声を活かした政治の一層の推進に力を尽くして参ります。
国家国民の健やかなる発展と暮らしの安寧のために、力を合わせ看護の知恵と経験そして技術を存分に活かして参りましょ
う。

参議院議員　髙階�恵美子

岐阜県看護連盟の皆様、平素よりお世話になりましてありがとうございます。日ごとに秋の気配も深まる永田町では、平成29
年度予算編成作業が進行しています。看護関係では、「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進、看護職員の確保・勤務環境改
善対策の推進、夜勤負担の軽減、健康に配慮した勤務環境改善、求人・求職に係るナースセンター・ハローワークの連携の強化、
介護施設等における看護人材の育成・定着に向けた研修支援の充実等々が重要項目です。これらの予算獲得に向けて尽力してま
いります。
国会議員の重責をいただいてから丸3年が経ちました。初心を忘れず、現場主義に徹し、これからも皆様の元を訪問させて頂
きますのでお声を聞かせてください。
現場で働く皆様が「今日もいい看護ができた！」と実感し、輝きをもって看護を行うことができるよう、これからも国政の場で
頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

参議院議員　石田�昌宏
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記名票数 得票数 得票率（%) 市町村 連盟会員数
19,444 928 5 岐阜市 1,320
6,178 141 2 大垣市 171
5,926 551 9 高山市 437
5,144 115 2 多治見市 312
4,352 424 10 関市 359
4,598 60 1 中津川市 68
1,082 93 9 美濃市 68
1,741 126 7 瑞浪市 86
3,267 117 4 羽島市 168
3,018 45 2 恵那市 39
2,020 245 12 美濃加茂市 228
2,463 117 5 土岐市 101
6,099 260 4 各務原市 360
3,093 167 5 可児市 217
1,568 153 10 山県市 116
2,534 72 3 瑞穂市 83
1,739 105 6 飛騨市 58
1,926 60 3 本巣市 67
4,229 249 6 郡上市 92
2,895 121 4 下呂市 137
2,008 29 1 海津市 20
693 30 4 岐南町 65
1,111 48 4 笠松町 93
1,487 50 3 養老町 62
1,655 46 3 垂井町 30
478 12 3 関ケ原町 8
944 23 2 神戸町 25
614 12 2 輪之内町 10
809 11 1 安八町 20
2,598 100 4 揖斐川町 65
1,547 74 5 大野町 66
1,715 53 3 池田町 56
946 36 4 北方町 41
378 26 7 坂祝町 32
403 22 6 富加町 18
537 29 5 川辺町 23
246 7 3 七宗町 4
455 41 9 八百津町 21
850 13 2 白川町 4
313 5 2 東白川村 7
767 31 4 御嵩町 35
320 3 1 白川村 0

県外 197
4,850 5,389

９月２３日（金）岐阜県看護連盟事務所
髙階 恵美子先生来訪
選挙当選のお礼を込めて来て下さいました。

7月３日（日）岐阜県看護連盟事務所
自民党看護問題対策議員連盟会長　伊吹 文明先生と
の懇談会
髙階 恵美子先生の応援に来て下さいました。

当選おめでとうございます
髙階 恵美子先生 第24回参議院議員選挙

第24回　参議院議員選挙の結果

岐阜県看護連盟　平成28年11月1日　第27号

3



小林　惠美子　様　　
会員歴　昭和38年4月〜平成２８年2月現在（52年11ヶ月）
この度「平成２８年度日本看護連盟通常総会」において
永年の功績を称え名誉会員として承認されました。

　岐阜県看護連盟創立55周年式典が行われ、看護連盟の支部活動に長年貢
献された皆さんが表彰されました。
　おめでとうございます。
　吉田 典子（岐阜第1支部）　 服部 久代（岐阜第2支部）　伊佐治 哲也（可茂支部）
　山中 ひろみ（関支部）　　　 勝川 ゆかり（多治見支部）　河尻 節子（下呂支部）

●開催日時　平成28年6月25日（土）
　　　　　13:00～17:00
●場　所　ホテルグランヴェール岐山
●会員数　5193名　
●参加者　267名　　
●委任状　4737名　

特別講演　演題　「看護の将来ビジョン」時間：15:10～16:30　　　
　　　　　講師　日本看護協会会長　坂本 すが氏

スローガン「ベッドサイドから政治を変える！」

平成28年度日本看護連盟通常総会報告

平成28年度岐阜県看護連盟通常総会

創立55周年記念事業

日本看護連盟名誉会員の紹介

開催日　平成２８年６月１４日（火）　　場所　ザ・プリンス パークタワー東京
　平成28年6月14日に開催された「平成28年度日本看護連盟通常総会」に出席して参りました。
草間朋子会長の「会員が一丸となって看護政策の実現を図る」という挨拶の言葉により、連盟の使命を再認識しました。組
織として社会を動かす力、看護政策を実現していく力は「良・数」と「質」で「ベッドサイドから政治を変える」をスローガン
に掲げてきた看護連盟の更なる組織強化を目指すこと、また、第24回参議院議員選挙では髙階恵美子さんが高得点で当
選することであると述べられました。
　平成２８年度審議事項は、原案通り総て可決されました。
　続いて、髙階恵美子総決起大会には、自由民主党幹事長谷垣禎一氏をはじめ、総務大臣高市早苗氏、厚生労働大臣塩崎
恭久氏、衆議院議員あべ俊子氏、衆議院議員木村弥生氏、参議員議員石田まさひろ氏など看護職代表議員や多くの国会議
員が応援に駆け付け盛大に行われました。「看護政策を実現するため参議院選挙に必ず投票に行き、現場の声を国政に届
けなければならない」と強く感じました。

岐阜第5支部　支部長　折戸　朱美
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支部役員
支部名 支部長 幹事長
岐阜第１ 吉田　典子 西田　栄子
岐阜第２ 服部　久代 神谷　恵子
岐阜第３ 酒井　洋子 吉田　妙子
岐阜第４ 樋口　葉子 服部　久美
岐阜第５ 折戸　朱美 栗田　祐子
岐阜第６ 山内　祐子 中村　規子
岐阜第７ 森前　光子 鷲見　花子
伊奈波 石原　美代子 森　直子
羽島 森崎　好美 五十川　将弘
大垣 髙木　博美 亀井　幹子
可茂 遠山　香織 杉山　久代
中濃 濱端　みゆき 佐藤　弘枝
関 山中　ひろみ 亀山　博子
郡上 森藤　房枝 片桐　ふみ子
多治見 勝川　ゆかり 小田中　優子
恵那 志津　恵美子 小南　明子
飛騨 野々尻　優美子 田中　弘美
下呂 河尻　節子 小林　英子

役員
会長 山口　絢子 幹事 後藤　美代子
副会長 森前　光子 幹事 鷲見　花子
幹事長 小原　万千子 幹事 若山　紀子
財政部長 松井　和世 幹事 伊川　順子
幹事 櫻井　育子 監事 市原　鶴枝
幹事 坂本　幸子 監事 早川　菅子

会長�山口�絢子（再任） 幹事長�小原�万千子（再任）

羽島支部の支部長として半月が経過し
ました。
　当初は看護連盟の活動や運用方法を理
解していない状態でした。これからは支
部長として行動していきたいと思いま

す。支部内での連絡を密にして会員の入会の推進を行いたいと
思います。
　また、連盟未加入施設訪問も計画して活動していきたいと考
えています。

羽島支部　森崎�好美（新任）

平成28年4月より中濃支部長という大
役をいただき、身のひきしまる思いです。
中濃支部は2施設からなり会員数は374
名です。昨年は会員増加に向け努力し、
また賛助会員の獲得へも力を注いできま

した。今後も引き続きひとりでも多くの会員の方々へ看護連盟
の活動を知っていただけるよう施設間の連携をはかっていきた
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

中濃支部　濱端�みゆき（新任）

岐阜第４支部の支部長を担当する事に
なりました。よろしくお願い致します。
　岐阜第４支部は平野総合病院・岐阜中
央病院で構成されています。看護職一人
ひとりが看護連盟に対する理解を深め、

会員自ら連盟活動に積極的に参加できる組織づくりを強化した
いと考えています。
　皆様のご協力をよろしくお願い致します。

岐阜第4支部　樋口�葉子（新任）

平成28年度 岐阜県看護連盟 役員・支部役員

よろしく
お願いいたします。
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平成28年度研修計画　実施済

今後の研修計画

次年度予定

8月26日全体研修

研修会名 開催期日 対象 研修テーマ 講　師 会　場 参加人数

役員・支部長・
支部幹事長研修 ５月27日（金） 県役員・支部長・

支部幹事長 効果的な選挙活動
日本会議岐阜県本部
会長代行

白橋�国弘氏
ホテルグランヴェール岐山 42

新人研修 ６月１日（水） 新人 看護連盟の役割・活動
青年部の活動

岐阜県看護連盟会長
山�口絢子

岐阜県看護連盟
青年部委員長

伊佐治�哲也

ホテルグランヴェール岐山 155

新支部長研修 ７月15日（金） 新支部長 岐阜県看護連盟規約・支部マニュアル
の活用 岐阜県看護連盟役員 岐阜県看護連盟事務所 2

全体研修 ８月26日（金） 全会員 今、看護職に期待されること 日本訪問看護財団理事長
清水�嘉与子 ホテルグランヴェール岐山 110

リーダー研修 ９月３日（土） 施設・部署リー
ダー

看護政策の実現に向けて
～看護協会と看護連盟の連携～

日本看護協会副会長
日本看護連盟幹事

菊池�令子
ホテルグランヴェール岐山 99

研修会名 開催期日 対象 研修テーマ 講　師 会　場 募集人数

全体研修 11月４日（金）
13：00～16：00 全会員 国会見学、代表議員の活動内容を

知る

衆議院議員�阿部�俊子
衆議院議員�木村�弥生
参議院議員�髙階�恵美子
参議院議員�石田�昌宏
県選出国会議員

国会議事堂 40

リーダー研修
平成29年

１月14日（土）
13：30～16：00

施設・部署
リーダー 看護と政策 NPO看護職キャリアサポート

大島�敏子 グランヴェール岐山 110

看護管理者・
教育者ワーク
ショップ

平成29年
２月18日（土）
13：30～16：00

看護管理者・
教育者

国政報告から政策提言の必要性を
学ぶ 参議院議員�髙階�恵美子 グランヴェール岐山 110

看護管理者等
政策セミナー
�【東海・北陸�������
　�ブロック主催】

11月18・19日
（金・土） 看護管理者 現場の問題から政策提言出来る能力

育成

日本訪問看護財団理事長
清水�嘉与子

日本看護協会専務理事
井伊�久美子

三重県議会議員
服部富男

国際医療福祉大学教授�
総合教育センター長

川上�和久
衆議員議員

田村�憲久

三重県津市中央公民館 4～5

　平成29年度　日本看護連盟通常総会 平成29年6月15日（木）　
東京プリンスホテル

　平成29年度　岐阜県看護連盟通常総会 平成29年6月17日（土）
ホテルグランヴェール岐山
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平成28年度 岐阜県看護連盟研修会アンケート集計結果

〈全体研修〉

〈新人研修〉

〈リーダー研修〉

参加者99人　回答者８7人　
回答率87.8％（役員除く）

参加者149人　回答者143人　
回答率96％（役員除く）

参加者88人　回答者８8人　
回答率100％（役員除く）

（役員含む110人）�

（役員含む155人）�

（役員含む99人）�

項目 人
看護職の給料表改定、処遇改善 49
子育て支援 22
地方と都市の給与格差 12
潜在看護職の掘り起こしと支援 20
専門看護師・認定看護師配置と処遇 7
キャリアアップの研修制度の充実 15
医療安全対策 8
夜勤専従者の処遇改善 9
定年延長 8
看護要員不足 23
その他 7

知っている議員名 人
阿部俊子議員 7
髙階恵美子議員 90
石田昌宏議員 24
木村弥生議員 1

項目 人
看護職の給料表改定、処遇改善� � 64
子育て支援 15
地方と都市の給与格差 20
潜在看護職の掘り起こしと支援 16
専門看護師・認定看護師配置と処遇 9
キャリアアップの研修制度の充実 10
医療安全対策 10
夜勤専従者の処遇改善 10
定年延長 10
看護要員不足 30
その他 3

年齢

年齢

全体研修を今後の活動にどのように活かしたいですか

自由記載意見

看護政策推進について、重要と思われるものを２つ選択　

看護職の国会議員を知っていますか（複数回答）

看護職の代表を国政に送る事は必要か

看護政策推進について、重要と思われるものを２つ選択　

ご意見

ご意見

・伝達研修（看護師の歩んだ道、看護系議員の活動、社会が求める看護について）
・連携を大切にする（病院と地域、行政と看護、看護間、看護師と議員）
・看護の代表を政界に送る
・看護連盟の大切さを伝える
・キャリアアップ支援に役立てる
・連盟会員を増やす
・活かせそうにない

…7人
…7人
…5人
…4人
…4人
…1人
…1人

・看護連盟の活動を知る事が出来良かった。…8人
・私達から発信できる事が多くあるので明日から意識して働きたい。…3人
・看護協会と連盟の活動について理解が深まった。…3人

・清水先生の元気に話される姿に元気をもらった　　・在宅で看とる事が当たり前に思えるように周知と教育が必要	 	 	
・学生、スタッフを選挙に巻き込む事が必要　　　　	・看護職の地位向上には、政治力が必要

・国の政策が良く解かった。
・管理職が正しく理解し、現場とのかい離をなくす。
・病院完結ではなく、地域完結に移行していく。一般市民にも理解して
	もらうようにする。		 	 	 	 	

役職

役職

■ 必要である

■  どちらでもない

■ 必要ない

84％

15％

1％

12% 

17% 

32% 

30% 

9% 
２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

60代以上 

7% 
2% 

38% 

22% 

28% 

3% 

看護部長 

副看護部長 

師長 

主任 

スタッフ 

無記入 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

60代以上 

無記入 

29%
45%

11% 6%
7%

2%

看護部長 

副看護部長 

師長 

主任 

スタッフ 

無記入 

11%
5%

32%
23%

24%

5%
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H75W180mm

東洋羽毛工業株式会社（本社）は
経済産業省「製品安全対策優良企
業」優良賞を受賞しました。

製品安全対策
優 良 企 業
経 済 産 業 省

～ お気軽にお問い合わせください ～

この瞬間、輝くために

デオホワイル加工羽毛を採用したゴア 羽毛

　ふとんで、さらに清潔で安心の眠りを。

岐阜営業所 0120-142525
〒500-8383　岐阜県岐阜市江添 3-1-11

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
学 生 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円
・・・・・年会費無料

計�7,500円

ベッドサイ
ドの

問題を国政
へ

　みんなで頑張った参議院選挙に続き、メダルラッシュにわいたオリンピック、熱い闘い
と暑い夏が終わりました。参議院選挙では、髙階恵美子議員が再選を果たされました。
　これからも、連盟の活動が皆様に伝わるような広報誌目指して頑張りますので、よろし
くお願いします。� 広報委員／櫻井育子・後藤美代子・松井和世

編集後記

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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