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看護の声を国政に届けよう。
ホームページ随時アップ中!!

福井赤十字病院

春江病院
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　秋もいよいよ深まりを見せてまいりましたが、会員の皆様はいかがお過ご
しでしょうか。
　選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた第24回参議院選挙を振り返り、
たかがい恵美子議員の当選報告と今後の活動抱負について特集しました。た
かがい議員の活動を通じて、皆様が国政への関心を高めていただけたら幸い
です。
　看護連盟ふくい33号の発行にあたり、原稿をお寄せ頂きました方々に深
くお礼申し上げます。

発行日
２０１６年１０月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

～ 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 ～

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

看護連盟入会のご案内看護連盟入会のご案内

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

カンタ レンコ

平成28年度看護連盟会員募集

あつく燃えた7月の選挙戦・
白いはずの雪だるまも、真っ
赤になり「たかがい議員」を
応援してくれました。

（石丸会長の家庭菜園作）
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　　福井県看護協会会長

　　樋村　禎子
　この度の高階恵美子氏参議院選挙 2 期目当選
に対し、福井県看護連盟のご尽力に敬意を表し
ます。
　さて、当看護協会では、嶺南地域で働く看護
職の利便性を図るため、4 月からナースセンター
のサテライトを敦賀で開設しています。また、
今年の診療報酬改定に伴う関連研修も実施して
いるところです。
　看護協会は、看護連盟の皆様と共に、看護職
が果たすべき目標を共に持ち、理解し、協働し
ていきたいと思っています。
　これからも、看護連盟の皆様のご協力をよろ
しくお願いします。

　　　日本看護連盟会長

　　草間　朋子
　たかがい恵美子さんを、無事、2 期目の参議院
議員として国政の場に送ることができました。猛
暑の続く中、全力投球でがんばっていただきまし
た福井県看護連盟をはじめとした各都道府県の連
盟のみなさまのご尽力の賜物であると心からお礼
申し上げます。目標の得票数を獲得することがで
きませんでしたが、この結果を真摯に受け止め、
次回の選挙では納得のいく結果を出すために、「看
護の力」をしっかり結束していかなければと決意
を新たにしているところです。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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　　福井県看護連盟会長

　石丸　美千代
　選挙を終え、上位当選を目標にやってきた選挙
活動の評価を得票数で示していただきました。生
涯現役の会員さん、一般の方の応援もいただき
ながらの選挙運動でした。獲得した福井県の票
は「3401 票」でした。頑張って下さった方たち
のノウハウを集約し、次回の選挙には【なんとか
せなあかん】の合言葉で今日からまた頑張ります
ので、会員の皆様も引き続き看護の代表がゼロに
なったらどうなるかの危機感をもって組織代表を
国会へ送りましょう。看護連盟の使命ですから。



　　　 衆議院議員

　　あべ　俊子
　福井県看護連盟の皆様、こんにちは。
　このたび新たに自由民主党副幹事長の役職を拝
命し、党務を統率する幹事長をお支えする重要な
役割を果たすことになりました。このような重責
を担わせていただくのもご支援くださった皆様の
おかげです。深く感謝申し上げます。
　引き続き看護職の教育環境、労働環境を整え、
皆さんがいきいきと活躍できるためのお役に立て
るよう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

　　木村　弥生
　福井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
に応援し、たかがい恵美子先生の当選を一緒にお
祝いいたしました。
　さて今年 4 月、私は自民党京都府第三選挙区支
部長に選任されました。昨年から看護政策、医療
的ケアが必要な障害児の支援等に関わり、今年は
待機児童問題特命チームの座長に就任。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。

　　　 参議院議員

　　石田　昌宏
　福井県看護連盟の皆様、日頃よりお世話になりま
してありがとうございます。
　今、平成 29 年度予算編成作業が進行しています。
看護師養成の教育年限４年の実現、「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等々が重要項目で
す。これら看護関係予算獲得に向けて尽力してまい
ります。
　今年で、国会議員の重責をいただいてから丸 3 年
が経ちました、これからも現場で働く皆様が「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、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。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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参議院議員　  　　　　　　　  

たかがい　恵美子　
　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。



たかがい先生の政策
ひとの生きる力を守る
　　　　　看護の力で
　　社会の生きる力を
　　　　　つくり出します

たかがい恵美子参議院議員
当選おめでとうございます
みんなの応援が
届きました

林病院青年部

済生会病院

福井総合病院 福井愛育病院

中村病院

OB会

若い力で
応援

    します

エイエイ

オー !!

福井県民も

頑張るぞ！

1 健康を増進し、
福祉を充実させます

2 安心して安全に働ける
社会をめざします

3 おもいやりと感謝のこころを
育む教育と環境をつくります
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稲田朋美 防衛大臣ご就任
おめでとうございます！
稲田朋美 防衛大臣ご就任
おめでとうございます！

１　地域包括ケアシステムの構築に向けた人材確保と育成強化
　　　　1）自治体保健師の系統的な現任教育体制の支援　
　　　　2）統括的な役割を担う保健師配置の推進　
　　　　3）在宅・施設分野で働く看護職の確保・定着の支援
　　　　4）訪問看護新規就業支援事業　（トライアル雇用）の継続　
２　看護の質の向上について
　　　　1) 災害看護支援活動に備えた研修の拡大　
　　　　2) 看護管理能力育成研修事業の拡大
　　　　3）看護専門分野スキルアップ研修事業（出前講座）の継続
　　　　4）新人看護職員研修事業の継続
３　看護職が働き続けられる環境づくりについて
　　　　1）子育て支援の充実
　　　　2）医療機関における WLB の推進

「平成 29年度要望書提出」（平成 28年 9月）

平成28年9月21日（水）たかがい議員来県

各委員会の活動

　福井県看護連盟の目的である「政
治活動を理解し、あわせて県民の
健康と福祉の向上に対応する」を念
頭に平成 25 年研修委員会が立ち上
がり、今年度は選挙に積極的に参
加するを目標に 5、6 月に新人研修、
リーダー研修、青年部研修、一般
研修会を実施しました。今後も看護
連盟の理解者を増やし、会員育成の
研修を推進していきたいと思います。

　「高階恵美子さんを再び国政に送
り出す」事を目標にポリナビワーク
ショップ、総決起大会、青年部研修
に取り組みました。目標は達成でき
ましたが、獲得票数には程遠く若手
会員への看護が政治力を持つ事へ
の理解、関心を深める事が最重要
と考え今後も活動して行きたいと思
います。

　広報委員会は７月 22 日（金）に
平成 28 年度第１回目会議を開催し、
以降全５回の会議を通して「れんめい
福井　第 33 号」の編集にあたってま
いりました。会員の皆様が連盟活動
をご理解いただき、かつ楽しくページ
を繰ることができるよう、委員一人ひ
とり願いながら行っています。

研修委員会 青年部推進委員会 広報委員会

左から樋村協会長、石丸会長、田中幹事長

たかがい先生と県議会議員の先生方 ファーストレベル研修会にて

　たかがい先生が当選報告に来県さ
れました。ファーストレベル研修に
参加中の会員をはじめ、看護協会の
会長・職員・県議会議員の先生方に
当選のあいさつがありました。



副会長
澤﨑　敦子

幹　事
坂下 千恵美

幹　事
小畑 日出美

幹　事
宮崎 田津子

第三支部長
前田　月美

鯖江支部長
前田　晴美

武生支部長
良　貴子

小浜支部長
荒木 アヤ子

28年度福井県看護連盟 新役員紹介
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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 27年秋）

 （平成 28年春）

 （平成 27年秋）

 （平成 28年春）

橘　幸子 様
大橋　智子 様

 （平成 27年秋）

 （平成 28年春）

 （平成 27年秋）

 （平成 28年春）

林　靖子 様
北川　恵子 様

瑞宝双光賞 瑞宝双光賞 瑞宝単光賞 瑞宝単光賞 

　日本看護連盟総会が６月 14 日に開催され、出席しました。
　草間朋子会長は、参議院選挙で、「たかがい恵美子氏を必ず当
選させる。現場の声を看護政策として実現に向けて社会を動かす
ことができるかどうかが連盟の力。組織力の更なる強化を目指し
てまいりましょう。」と述べられました。その後、審議事項はい
ずれも大きな賛同を持って承認が得られ、総会を閉会しました。
　決起大会では、たかがい恵美子参議院議員を中心に、日本看護
協会長と日本看護連盟会長が手を強く結びあったことが印象的で
した。私たちも、連盟会員として出来るだけ熱い気持ちを伝えて
いくべきと感じました。

　平成 28 年度福井県看護連盟通常総会が福井県商工会議所、地
下コンベンションホールにおいて開催されました。石丸美千代福
井県看護連盟会長の挨拶で始まり、山崎正昭参議院議長はじめと
する国会議員の来賓祝辞の後、福井県議会議員　斎藤新緑氏の「看
護と政治」～地方政治の今～をテーマに講演が行われました。
　総会は平成 27 年度経過報告、平成 28 年度第 1 号議案～５号
議案まで承認され、全員で連盟歌斉唱を行い閉会しました。７月の参議院選
挙では①必ず投票に行くこと（棄権しないこと）、②期日前投票を利用するこ
と、③全員が一致団結、獲得目標数を１万票以上とし選挙応援活動に積極的
に参加することを呼びかけました。

日本看護連盟通常総会 平成 28 年 6 月 14 日（火）
会場：ザ・プリンスパークタワー東京 参加者：46 名

福井県看護連盟通常総会 平成 28 年６月 25 日（土）
会場：福井商工会議所 コンベンションホール 参加者：269 名



鯖江支部

武生支部

奥越支部

敦賀支部

小浜支部

坂井支部

福井第１支部
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奥越支部奥越支部
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武生支部武生支部

OB 会支部OB 会支部

支部長　齋藤　みどり

支部長　津田　和美

支部長　前田　月美

支部長　荒木　アヤ子 支部長　岡田　恵子 支部長　佐藤　美代子

支部長　良　貴子

支部長　前田　晴美

支部長　堀　喜代子

福井第１支部福井第１支部

福井第２支部福井第２支部

福井第３支部福井第３支部

坂井支部
　　

坂井支部
　　

敦賀支部
　

敦賀支部
　　

支 部 活 動支 部 活 動支 部 活 動

OB会支部

会員数
634名

会員数
181名

会員数
224名

会員数
176名

会員数
46名

会員数
165名

会員数
296名

会員数
1,779名

会員数
1,156名

会員数
251名

平成28年度
福井県看護連盟

会員数

合計：4895名

　福井第 1 支部では、第 24 回参議院選挙

に向けて拡大役員会を早い時期に開催。

　たかがい恵美子さんを国政に送るべく、①

連盟リーダー（病棟連絡員）中心作戦②家族・

親族につなげる投票確実作戦

③期日前投票呼びかけ作戦で活動しました。

　第２支部は、会員数が一番多く中でも

20 ～ 30 代が最も多く活躍しています。

その若い世代に看護連盟の活動を知って

もらうために DVD を活用した基礎研修を

行い、連盟の必要性を理解してもらえる

ように努めていきたいと思います。

　この度、支部長をさせて頂くことにな

りました。よろしくお願い致します。

　第３支部では、連盟の役割や活動を理

解、協力して頂けるよう、研修会参加や 

DVD による基礎研修などの活動を行なっ

ていきたいと思います。

　これからの若い世代が、魅力ある仕
事として働き続けていける為に、現場
の声を国政に届ける必要があります。
会員の熱意が、たかがい恵美子氏を参
議院選挙で代表として送り出しました。
支部として連盟の理解が高められる活
動を進めていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。

　支部活動としては、連盟会員全員に選挙へ
の意識向上を図ることです。
その為に①支部拡大会議を通して意識の向上
を図る。②施設リーダーへ働きかけ、自分達の
代表を国政に送るという事の重要性を認識さ
せる。③施設リーダーが各部署のスタッフに声
をかけて、選挙への参加を促す。上記のこと
により票の確保につながる活動にしたいと思
います。

支部長　堀　喜代子
１、４月～７月は参議院選挙対策に向け、後援会名
　　簿集め・確認作業に対する打ち合わせ
　　票確保に対する打ち合わせ及び投票行動への呼
　　びかけを行う（各施設）
２、28 年後期活動に向けての打ち合わせ
　　　①会員数増加に向け、集合研修の開催予定
　　　②29 年度役員についての検討
３、３年後の選対準備に向けて情報交換を行う　
　　（支部会において）

　奥越支部では、各施設にてミニ研修会を実施中です。

ミニ研修会により、一人でも多くの会員の方に連盟の役

割や、私たちの代表を国政の場に送り出すことの重要性

を認識していただけたらと思っています。今後も、研修

会、基礎研修を通じて、看護連盟及び連盟活動に理解を

深め、会員の増加に繋げていきたいと考えています。

　今年度鯖江支部長の前田晴美です。

　7 月の支部会議で、OB 会員からの厳しい指導を

うけながら参議院議員選挙の反省会をおこないまし

た。今年度の活動計画は決まっていませんが、他の

鯖江支部役員と連携をとりながら活動していきたい

と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　武生支部では、看護協会と共同での支部研修や各所

属での DVD 研修を通して 連盟の役割や活動を若者層

に伝え、政治への関心を少しでも高めたいと思います。

支部長として初年度の今年は、役員や施設リーダー間

の連携を図りながら取り組んでいきたいと思います。

　今回の選挙では、私達役員が一致団結し、
交替で電話作戦を行いました。
今年は会員増加に努めたいと思います。定
年退職された方、又色々な事情にて退職さ
れた方々に一人でも多くの入会をお願い致
しまして、3 年後を目標に努力したいと思い
ます。ご紹介よろしくお願い致します。
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連盟リーダー（病棟連絡員）中心作戦②家族・
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　　　②29 年度役員についての検討
３、３年後の選対準備に向けて情報交換を行う　
　　（支部会において）

　奥越支部では、各施設にてミニ研修会を実施中です。

ミニ研修会により、一人でも多くの会員の方に連盟の役

割や、私たちの代表を国政の場に送り出すことの重要性

を認識していただけたらと思っています。今後も、研修

会、基礎研修を通じて、看護連盟及び連盟活動に理解を

深め、会員の増加に繋げていきたいと考えています。

　今年度鯖江支部長の前田晴美です。

　7 月の支部会議で、OB 会員からの厳しい指導を

うけながら参議院議員選挙の反省会をおこないまし

た。今年度の活動計画は決まっていませんが、他の

鯖江支部役員と連携をとりながら活動していきたい

と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　武生支部では、看護協会と共同での支部研修や各所

属での DVD 研修を通して 連盟の役割や活動を若者層

に伝え、政治への関心を少しでも高めたいと思います。

支部長として初年度の今年は、役員や施設リーダー間

の連携を図りながら取り組んでいきたいと思います。

　今回の選挙では、私達役員が一致団結し、
交替で電話作戦を行いました。
今年は会員増加に努めたいと思います。定
年退職された方、又色々な事情にて退職さ
れた方々に一人でも多くの入会をお願い致
しまして、3 年後を目標に努力したいと思い
ます。ご紹介よろしくお願い致します。
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敦賀温泉病院

福井大学付属病院

市立敦賀病院 大滝病院

田中病院

看護の声を国政に届けよう。
ホームページ随時アップ中!!

福井赤十字病院

春江病院

編集員 田村恵美子（県監事）／藤長真由美／齊藤美智子／戸田紘世／
　　　 菅原紀子／近藤芳美
編集員 田村恵美子（県監事）／藤長真由美／齊藤美智子／戸田紘世／
　　　 菅原紀子／近藤芳美

　秋もいよいよ深まりを見せてまいりましたが、会員の皆様はいかがお過ご
しでしょうか。
　選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた第24回参議院選挙を振り返り、
たかがい恵美子議員の当選報告と今後の活動抱負について特集しました。た
かがい議員の活動を通じて、皆様が国政への関心を高めていただけたら幸い
です。
　看護連盟ふくい33号の発行にあたり、原稿をお寄せ頂きました方々に深
くお礼申し上げます。
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責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

～ 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 ～

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

看護連盟入会のご案内看護連盟入会のご案内

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

カンタ レンコ

平成28年度看護連盟会員募集

あつく燃えた7月の選挙戦・
白いはずの雪だるまも、真っ
赤になり「たかがい議員」を
応援してくれました。

（石丸会長の家庭菜園作）
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