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会　長　　加藤　澄子

　会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
　日本看護連盟では、第 23 回参議院議員選挙に私達看護職代表の候補者
として、石田まさひろ氏が選ばれました。先般、県連盟でも石田氏を講師
として研修を実施いたしましたが、内容も充実し会員からの反応も好評で、
研修を企画しましたものとして大変うれしく思っております。
　また、石田氏とともに多くの施設にご挨拶に伺いましたが、その折、現場
の問題や困っていることなどについて種々聞かせていただきました。そこで

は多くがナース不足で困っているという声に、石田氏も真摯に耳を傾けておられるのを見て大層頼もし
く感じ、同時にこれらの問題解決のためにも看護連盟が存在するのだと再認識いたした次第です。
　石田氏は今、皆様の現場の声を国政に反映させるために頑張ろうとされています。
　今後とも皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。

会員の皆様へ

日本看護連盟　会長　　清水　嘉与子

　　北陸でも 36℃、37℃という気象予報が出るほどの猛暑の夏でした。そ
の上にオリンピックでも熱くなりましたね。特に若い女性たちのがんばる
姿が印象的でした。
国会の方もこの夏は消費税増税法案を巡り与党民主党が分裂、その上与野
党で衆議院の解散、総選挙を巡って激しい駆け引きが続くなど、議員誰も
が熱くなっています。そう遠からず行われるであろう阿部俊子衆議院議員
の選挙態勢を気にかけつつ、この総選挙の結果が来年の参議院選挙に良い

影響を与えてくれることを願っています。石田まさひろさんはこの暑さにめげず国政で取り上げるべ
き看護政策は何か、会員の声を集約するべく全国を走り回っています。超高齢社会での医療や福祉の
あり方はどの政権であっても常に主要課題です。そうしたサービスの大きな担い手である看護職が培っ
た専門的技術や経験を政策に生かすためには国政の場に看護の代表を送ることが何よりの早道である
ことに間違いはありません。看護協会員数に対し最も高い連盟加入率を維持し続けているのが福井県
です。加藤会長のリーダーシップの下、各支部の隅々まで熱が伝導されることを期待しています。

「連盟ふくい 29 号」によせて
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参議院議員　　髙階　恵美子

　福井県看護連盟の皆様、こんにちは。
　去る 9 月 8 日に通常国会は会期末を迎えましたが、今国会は現政権の不適
切な国会運営により極めて低い法案成立率となりました。しかし、このよう
な状況の中でも、社会保障・税一体改革関連 8 法案について、与野党の枠を
超えて協議を重ね、8 月 10 日に参議院で可決・成立しました。私も本法案
審議のために設置された特別委員会の一員として審議に臨んで参りました。
　人口減少時代を迎えたわが国は、大胆に社会保障制度改革を実行し、次

代に相応しい強靭な安全・安心・安定の社会像を構築していかなければなりません。
　看護は「ひとの生きる力を守り支える技」であり、政治は「社会の生きる力を創り出す仕組み」だと、
私は捉えています。看護職は社会保障の実現者として、常に国民の暮らしに直結する場所で、いのち
の始まりを受け止め・いのちを支え・最期を看取る使命を果たしています。
　看護職一人一人の地道な活動の積み重ねが社会保障の実現に大きな成果を挙げていることを、広く
社会の皆様に理解して頂き、応援して頂けるようになるため、もっと仲間を増やしていかなければな
りません。その絶好の機会が来年の夏にまたやってきます。皆で心を一つに進んで参りましょう。

「連盟ふくい 29 号」によせて

衆議院議員　　あべ　俊子

　福井県看護連盟の皆様、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。
　さて、会期が延長された第 180 回通常国会は、税と社会保障の一体改革
をはじめとした日本の将来に大きな影響を与える政策の議論を重ね、会期
末を迎えました。
　また一方で私にとっては、看護職の労働環境の改善といった日々の看護
に直結する課題をはじめ、医療における患者の意思決定のための法整備（尊

厳死法案）や女性が仕事と家庭を両立するための施策（学童保育の法的整備）のような、看護職を取
り巻く諸課題に対してこれまで以上に精力的に邁進した国会ともなりました。これらの取り組みは、
すぐに実を結ぶことはなかなか難しいのですが、「千里の道は一歩から」の言葉にもあるように、一つ
一つの課題に対して引き続き丁寧に取り組んでまいる所存です。
　そしていよいよ来年は参議院議員選挙の年となります。国政に皆さんの願いを託すことができる看
護の仲間をもう一人増やせるよう、候補者である石田まさひろさんへの温かいお力添えを心よりお願
い申し上げます。

「連盟ふくい 29 号」によせて



石田まさひろ氏
　　　　に決定！
石田まさひろ氏
　　　　に決定！

次期参議院議員候補予定者

看護が豊かに行われる
社会づくりのために
私は、次の政策に全力で取り組みます
安心・安全で幸せな暮らしを支える
安定した社会保障制度づくり

社会保障分野に活力を与える人材の確保と育成

ケアの質の向上と社会全体へのケアの普及

創造性や情緒を育み社会性を
身につける教育制度づくり

1967（昭和 42 年）、奈良県大和郡山市生まれ
兵庫県の甲陽学院高等学校卒業
東京大学医学部保健学科卒業
看護師として聖路加国際病院、東京武蔵野病院で勤務
衆議院公設秘書を経験
日本看護協会では政策企画室長などを務める
日本看護連盟では幹事長などを務める

主な経歴
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　今、各県が看護連盟創設 50 周年を迎えているとこ
ろが多く、記念式典や記念史を発行している。自分
たちの県で看護連盟の活動がどのように行われてき
たのか、どんな苦労があったのか、どう看護連盟活
動が伝わってきたのかをもう一度振り返って欲しい。
日本の行政の問題は看護不足にも関わらず定着させ
ようとしなかった。看護の質を上げなければ定着は
無理であるという方針に変わって厚労省が政策をす
すめた。しかし政策を実現するには行政だけでは限
界がある。まだ多くの問題があり専門職として十分な評価がされているとは思わない。私たちが必要な
政策や国民にとって必要な政策を看護職として発言していくためには、国会の場に看護の代表が必要だ
という思いを実現していかなければならない。代表を国会に確実に送り届けるのか、一人ひとりの肩に
かかっている。確実に私たちの代表を国会に送りましょう。と清水嘉与子会長よりあいさつがありました。
　総会に出席の坂本すが日本看護協会会長からの祝辞、あべ俊子議員、高階恵美子議員、会員の応援メッ
セージにより、まさに全国の看護職仲間が同じ方向に向かって動き出したという実感がありました。

日本看護連盟通常総会 平成２４年６月１５日
会場：東京プリンスホテル　参加者：1,550 名



役員幹事
福井循環器病院

森國　のり子

福井県看護連盟　県役員

役員幹事
福井厚生病院

澤崎　敦子

役員監事
福井愛育病院

岸上　きみゑ

役員監事
福井県済生会病院

伴　　安代

第一支部
福井厚生病院

吉川　利矢子

福井県看護連盟　支部役員

第二支部
医）健康会　嶋田病院

清水　敬子

武生支部
医）林病院

佐々木　千恵子

24年度　新役員紹介
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福井県看護連盟幹事長
大崎　妙子

　平成 24 年 7 月より福井県看護連
盟幹事長に就き2か月が過ぎました。
この間、石田まさひろ候補が来福
し、嶺南地区施設訪問・支部集会・

管理者懇親会・都道府県別政策推進集会が行われ、又、
日本看護連盟幹事長阿津公子氏を迎えてのリーダーセミ
ナー・都道府県別会議が行われました。業務を考える
より先に現場が迫り、皆様のお世話になりながら役割を
行っています。
　看護連盟は、看護政策実現のため国政・地方議会に代
表を送ること、代表議員が看護問題の解決を政策決定の
場で進展できるよう支援をすることです。リフォーム連
盟が始動し、「ベッドサイドから政治を変える」をスロー
ガンに、会員活動の中心を新支部に移管しています。福
井県は 10 支部あり、県役員・支部長の方々と情報を共
有し、支部の活動を支え、束ねてゆくことが私の使命と
考えます。
　リフォーム連盟は、看護連盟を支えてきた先人の成果
を基盤に、土台や大黒柱を残しながら変化することです。
世代をこえて仲間となり、組織力を充実して、2013 年
にはその結果を皆で喜べるよう一歩一歩あゆみたいと思
います。

　加藤澄子福井県看護連盟会長の挨拶で始まり、来賓祝辞
の後、衆議院議員稲田朋美先生の「私は日本を守りたい」
をテーマに特別講演が行われました。
　講演では、看護師の処遇改善、消費税、原子力問題、領
土問題、従軍慰安婦問題、自分達の国の名誉を守る政党を
作らなければならないと強くお話されました。
　総会は平成 23 年度経過報告、平成 24 年度第 1 号議案
スローガン「ベッドサイドから政治を変える !」~ 看護職の
代表を熱伝導で、国政の場へ ~、第 5 号議案役員選出まで
承認され、全員で連盟歌斉唱を行い閉会しました。

就任あいさつ

福井県看護連盟通常総会 平成２４年６月２６日（土）
会場：福井商工会議所 地下コンベンションホール　参加者：360 名

叙勲お祝いおめでとうございます叙勲お祝いおめでとうございます
 （平成 23年秋）
 （平成23年秋）
 （平成24年春）

 （平成23年秋）
 （平成23年秋）
 （平成24年春）

寺尾　洋子 様
大崎　妙子 様
小川　朝子 様

瑞宝単光章 
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敦賀温泉病院

市立敦賀病院

公立小浜病院

石田まさひろさんの
支部集会に参加して

　5月 11 日に福井県看護協会にて石田ま
さひろさんの講演会「私の主張」に参加し、

同じ男性看護師として多大な感銘を受けました。現在の医療の
状況を捉え、どう改革していく必要があるかということをわか
りやすく且つユーモラスに話されていたのが印象的です。
　現在看護師が日々の業務に追われる状態を改善し、患者さん
に向き合うことのできる余裕が確保できるように改善を図るこ
とが必要だと話されていました。そのためには、現在の医療制
度の改革が必要であり、それが患者さんへのケアの拡大につな
がると聞き共感しました。また、我々看護師一人ひとりが、専
門家として誇りと自信
を持って働くことがで
きるためにも、自分た
ちの代表を国政の場に
送ることは必要なこと
だと思います。
　最後に、石田まさひ
ろさんは写真などでは
拝見したことがありま
したが、実際にお会い
し素敵な笑顔で人を温
かく包み込んでくださ
るという印象を受けま
した。今後も、看護師
の代表として益々のご
活躍をお祈りいたして
おります。

池田　篤史

福井赤十字病院

田中病院

5 月 11日
支部集会
第１・第２・第３

支部合同集会

看護職の代表を熱伝導で国勢の場へ

石田まさひろ氏
施設訪問
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管理者懇親会管理者懇親会

福井県立病院
（看護の日イベントにて）

　いま、日本は 2025 年超高齢社会に
むけて、医療・看護・福祉に力を投じて
いかなければいけないのは誰もが感じて
いることでしょう。その財源としての増
税はやむ得ないかもしれません。しかし、
増税だけが行われ、本来豊かになるべき

医療、看護、福祉の現場が改革されなければ何にも
なりません。
私たち看護師は、患者さんが安心して療養生活を送
れるよう看護の現場を守らなければなりません。そ
して、私たち自身や家族が安心して生活していける
未来のために努めていかなければなりません。これ
らの問題に誠実に責任感を持ってやり遂げてくれる

人、慈愛にみち人のためにつ
くす看護のこころを持った人、
それが石田まさひろ先生です。
いま、私は責任を持って石田
先生を推薦します。わたした
ちの希望とこの思いを石田先
生に託して、皆さん一緒に応
援していきましょう。

岡田　貴子

応　援
メッセージ

　私は看護の道を目指し日々患者さんのため
に一生懸命仕事を行っています。
　しかし日々の仕事を行う上で、患者さんの
ためだけでなく、自分の将来を考えた時に、
このまま看護師が続けられるのだろうかと考
えてしまいます。

　それは今後子供を産み育てていく過程において、女性と
して、子育てや家事、仕事を両立していけるのか今の仕事
環境からそれは可能だろうかと思ってしまいます。
　先輩方を見ていると、夜勤をしながら家事・育児を行わ
なくてはいけませんし、子供が病気になった時、なかなか
仕事を休むことができません。そんなことを考えると不安
な気持ちでいっぱいです。
　しかし、先ほど石田先生のお話の中で「実感できる政
治」という言葉がありました。現場に近い石田先生だから
こそ、ぜひ現場の声を拾い上げ私たちが実感できる政治を
していってほしいと思っています。
　私は看護師という仕事が好きです。これからも看護師を
続けていきたいと思っています。そのためには石田先生に
はぜひ国会の場に挙がっていただき、私たちの声の代弁者
として頑張っていただきたいと思っています。
　私が石田先生に頑張ってほしいことは、いつまでも看護
師が続けられるよう看護師を増員し夜勤数を減らすこと、
また子育てしながらも仕事ができる環境づくりです。
　最後に今、私たちが看護師という仕事に誇りを持ち患者
さんのために看護ができることも、これまで先輩方が築い
てこられた制度改革があったからこそです。
　これからもっと看護職の質向上を図って行かなければい
けない時代だからこそ、これまで以上に看護職を守り働き
やすい環境を整えていってほしいと
願っています。
　患者さんを支えていく看護師であ
るからこそ、私たちの後に続く後輩
のためにも石田先生頑張ってくださ
い。応援しています。

辻　　未来
嶋田病院

政策推進集会

応　援
メッセージ

都道府県別政策推進集会 日時：平成２４年 7 月 26 日（木）
会場：福井県商工会議所
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リーダーセミナーに参加して
　リーダーセミナーでは連盟連絡員として「安心して活

動するために」政治活動と選挙運動の違いや時期によっ

てできること、できないことなど期間を図で示して解説

して頂いた。また、具体的な文書類の取り扱いの注意点

や選挙の 3 要素などについてもレクチャーがされた。以

前も連盟の施設連絡員の経験があり、知ってるつもりの

事であっても改めて守るべき活動のポイントを理解する

ことができ大変有意義であった。

　今回具体的な活動の指針となることが理解できたの

で、自施設に帰ったら各部署連絡員へ分かりやすく伝達し、安全・かつ安心して活動できるよう整備

していきたい。
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相模　朋恵

平成 24 年度　都道府県別リーダーセミナー研修

連盟研修の感想と今後の抱負
　今まで「看護師の代表を国会へ」と選挙の度に言われ
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新人研修に参加して
　先日、看護連盟の研修に参加しました。就職して間もない私は、看
護連盟の活動をよく知らないまま参加しました。看護の質を上げるた
めには私個人ではできることが限られており、国の政策が重要である

こと、また、国の政策に働きかける
ためには、看護連盟の活動が重要で
あることが理解できました。患者さ
まにより安全・安心な医療が提供で
きるよう、今後も看護連盟の活動に
参加していきたいです。

長谷川　佳菜

平成 24 年度　新人会員研修

平成23年度　都道府県別リーダーセミナー（本部主催）

日　時 平成 23 年 11 月 8 日（火）10:00 ～ 15:00

テーマ 「看護政策過程入門」

講  師 日本看護連盟　幹事　稲田マツ子

テーマ 「看護連盟の役割」

講  師 福井県看護連盟　会長　加藤澄子

会　場 福井県自治会館　多目的ホール 参加数 １２９名
　

第1・第2・第3支部合同研修会

日　時 平成 24 年 5 月 11 日（金）15:30 ～ 16:30

テーマ 「私の主張」

講  師 前日本看護連盟幹事長　石田まさひろ氏

会　場 福井県看護協会　４階研修室 参加数 １７５名
　

新人会員研修

日　時 平成 24 年 6 月 1 日（金）13:00 ～ 16:00

テーマ 「ストレス社会を生き抜く 7 つの法則」

講  師 ハートセラピー代表取締役　柳原理恵子氏

テーマ 「看護連盟について」
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石田まさひろ氏と看護管理者との交流会
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平成２４年度　都道府県別リーダーセミナー（本部主催）
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（平成 23 年 10 月～平成 24 年９月）



支　部　活　動支　部　活　動
福井第１支部福井第１支部 支部長　吉川　利矢子

　第 1 支部の今年度の活動目標は連盟会員一人
も漏らさず「石田まさひろ氏」について知って
いただくこと、選挙に参加する重要性の浸透を
させていく ことです。
　9/1、リーダーセミナーが終了し、各施設では
DVD 研修を開始し始めています。まだまだ職場
の看護師の多くは「国会議員一人くらい出して
何が 変わるの？」という疑問を持っています。
ただ DVD を見ているだけでなく、一人の議員の

活動がどのように国会に反映されているか説明を加え、 DVD で伝えきれない部分の補
足をしていきたいと思います。同様に支部内施設が足並みをそろえて活動できている
かも確認していきたいと思います。

坂井支部坂井支部 支部長　北川　千恵

　坂井支部では、「ベッドサイドから政
治を変える」のスローガンを高く掲げ、
定期的な研修会を開催し、一人でも多く
関心を持って参加して頂けるよう働きか
けています。　これからも会員の増員は
大きな課題になります。特に看護政策実
現のためには研修会等で連盟の役割、活
動を分かりやすくお伝えすることが大切
であると考え、支部活動を進めて行きた
いと思っております。

武生支部武生支部 支部長　佐々木　千恵子 青年部青年部 福井県看護連盟　青年部　前川　哲弥
　武生支部は、越前市、南越前町からな
る約 170 名の地区です。今年度は来年
の参議院議員選挙の候補者として正式に
石田まさひろ氏が決定したことを受け主
な活動である年２回の研修会で多くの参
加を呼びかけています。
　看護が豊かに行われる社会を目指し
て、石田氏の熱伝導の思いを多くの会員
に伝え、リーダーの熱意と行動で私たち
の代表を国会に送りだせるように活動し
ていきたいです。

　青年部では、看護の代表を国政の場に
送ることを目標として若手会員を対象と
したポリナビワークショップなどの研修
を行いました。
　今年度は、次期参議院議員選挙におい
て石田まさひろ先生が当選できるよう研
修会において会員へ熱意を伝え、「熱伝導」
によってよい結果につながるようがん
ばっていきたいと思います。

福井第２支部福井第２支部 支部長　清水　敬子

　支部活動においては、各支部役員同士の連絡会
を行う事、各支部役員から各施設役員への連携を
はかり、ミニ研修会等（ＤＶＤ等活用しながら）
の開催を継続的に行い、視覚に訴えることや、リー
ダーの方々から連盟の活動等について口に出し、
特に 20～ 30 歳代のスタッフに活動への関心を
もってもらえるように取り組んでいます。

奥越支部奥越支部 支部長　和田　朝子

　今年度、奥越支部では次期参議院議員
選挙の候補予定者の「石田まさひろ氏」
を絶対に当選させるという志を持ち、熱
伝導をもって活動していきます。
　そのためには、支部役員・連絡委員を
通じ多くの人に「石田まさひろ氏」の名
前を伝えていきます。目標は連盟会員ひ
とり３名の獲得数を目指し活動したいと
考えています。

敦賀支部敦賀支部 支部長　岡田　恵子

　今年度も引き続き敦賀支
部長になりました岡田で
す。
　先日、石田まさひろ氏が
敦賀、小浜支部の施設廻り
をされました。その時同席
させて頂き深く感銘を受け
ました。看護の現場、　医

療、福祉の現場を視察される中でいろんな問題を目の辺りにされ、如何に改善する事
が出来るか真剣に考えられる姿を拝見しました。
　その為にも支部活動としては各部署でのミニ研修を通してそれぞれの連盟会員への
意識の向上を図り、票の確保につながるように活動を進めたいと思います。

福井第３支部福井第３支部 支部長　早田　幸江

　去る 5 月に、第 23 回参議院議員選挙候補者
である、石田まさひろ氏を講師に迎え、第 1、
2、3支部合同研修を開催しました。
　総数 170名（第 3支部 50名）もの参加があり、
参加された方々には石田まさひろ氏の看護に対
する熱い思いが伝わったのではないでしょうか。
　更に熱伝導を拡げ、国政の場に看護職の代表
として送り出せるよう、今後も支部活動に取り
組んでいきたいと思います。

鯖江支部鯖江支部 支部長　久島　スナヲ

　研修会や役員会に出席して、やらなけ
ればならないと思いながら、自分の行動
が思うようにいかず、何時も心苦しく
思っています。
　すでに本部行動の第二ステージがすん
だ頃ですが、今だに行動の統一がとれな
いのがなやみです。第三ステージ終了迄
には何とか頑張って、目標達成したいと
思っています。

小浜支部小浜支部 支部長　進藤　加代子

　今年度の支部活動は、来年行われる参議院議員選挙において、目標（票獲得数）を
達成出来るよう努力することであると思っています。会員の一人ひとりが、自分達の
代表を国政に送るという事の重要性を認識し一丸となる事が必要です。
　その為には研修会等を
利用し、関心を高められ
るような活動を進めて行
きたいと考えています。

OB会支部OB会支部 OB会支部長　鈴間　柳子

　OB 会員数は現在 44 名、特別会員と併せても 51 名
です。役員の方々も会員増に向けて頑張っております。
　私たち会員は、福井県看護連盟・各地区支部が主催
する研修会、集会には積極的に参加して志気を高めて
いくよう心がけております。
　平成 24 年度に入り、役員会２回、研修会１回開催し
ましたが、いつも議題にするのは、連盟活動の在り方
についてです。
　来年の７月には、第 23 回参議院議員選挙が行われま
す。「看護職の代表を必ず国会に送る」という目標に向かって心を一つにして頑張るこ
とが、今一番大切だと思っております。
　これからも、目標達成に向けて努力して参ります。

会員数：616名 会員数：281名

会員数：1,499名

会員数：1,166名

会員数：155名

会員数：199名

会員数：175名

会員数：170名

会員数：255名

会員数：43名

平成 24年度
福井県看護連盟 合計：4,559名

会員数

平成 24年 9月 30日現在
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編集員
石田陽子／前田月美／出蔵美香／藤長真由美／岡村倫世
編集員
石田陽子／前田月美／出蔵美香／藤長真由美／岡村倫世

　今年は記録的な猛暑が続いた夏でしたが　会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　今回は参議院選挙に於いての石田先生の活動を中心に編集いたしました。会員が一致団
結し、国政へと送り出しましょう。
　発行にあたり原稿をお寄せいただきました会員の皆様方に感謝申し上げます。

発行日
２０１２年11月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者  加藤 澄子
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

朝日　忠浩 様
平成 24年４月２日逝去

ご生前の活動に感謝し

謹んでご冥福をお祈り

申し上げます

～ 一人でも多くの方の入会により、現場の声を国政に反映させましょう ～

訃報　物故会員訃報　物故会員福 井 県 看 護 連 盟 の
ホ ー ム ペ ー ジ が
2 月に開設しました。

福 井 県 看 護 連 盟 の
ホ ー ム ペ ー ジ が
2 月に開設しました。

正 会 員

特別会員

賛助会員

学生会員

年会費

年会費

年会費

年会費

7 ,000 円

7 ,000 円

1 ,000 円

無 料

日本看護連盟　5,000 円：福井県看護連盟　2,000 円（看護協会会員である方）

正会員の経歴を有し未就業で看護協会会員でない方

看護連盟の主旨に賛同していただける方であれば、看護職の方でなくてもど
なたでも入会できます

看護師または准看護師の資格を得るために就学している看護学生で看護連盟
の主旨に賛同していただける方

平成 25年度　看護連盟会員募集平成 25年度　看護連盟会員募集

http://www.fukui-kangorenmei.comhttp://www.fukui-kangorenmei.com

お問い合わせ 事務局 TEL（0776）53-7654　FAX（0776）53-3553
E-mail: kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

事務局だより事務局だより

看護
の力が

看護
の力が
日本

を元気にする
日本

を元気にする
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