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だいじな、みらい。
つくりたい！

こちらのQRコードを読み取って友だち追加してください！

　令和元年、新しい時代がスタートしましたが、昨年より長い梅雨の後急な厳暑や水
害がみられています。新しい時代が平和な時代である事を切に願っています。今年は
選挙があり、皆様の御協力を賜わり結果を掲載させて頂いています。今後も看護の発
展のため、国政への関心を持って頂き、参加をお待ちしております。会員の皆様におか
れましては、お身体に留意して更なるご活躍をお祈りしています。

（広報委員一同）

事務局だより事務局だより

編集員 竹内繁美、近藤芳美、林真理、菅原紀子、竹内恵子、木村和子編集員 竹内繁美、近藤芳美、林真理、菅原紀子、竹内恵子、木村和子

看護の声を
国政に届けよう。
ホームページ
随時アップ中!!

発行日
２０１９年１１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 

「ずわいがに？」と
思ったら

旬のにんじんでした。
いずれも福井県の
代表味です。

（石丸会長の家庭菜園作）

会員募集中!! 会員の皆様が『看護の力！』あなたの力が連盟活動を支えます！

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

皆様のご入会を
お待ちしております

日本看護連盟会費………………5,000円
福井県看護連盟会費……………2,000円

計………………………7,000円
学生会員：無料

年会費

学生会員：無料

年会費

3 63 6

しあわせ実感、看護の力で。



ごあいさつ

　　福井県看護協会会長

　　江守　直美

　今年は、「第 50 回日本看護学会－精神看護―
学術集会」が開催され、多くの看護職の皆様に、
演題発表、学会参加、学会運営にご協力いただ
き感謝申し上げます。
　さて、現在世界 30 ヵ国で、世界保健機関

（WHO）と国際看護師協会（ICN）が連携し、
ナイチンゲール生誕 200 年となる 2020 年末ま
で、「Nursing Now!」キャンペーンを展開して
います。本協会も看護連盟と共に賛同し、「看
護職が活躍できる社会の実現」を目指し行動い
たします。
　これからも、皆様のご協力をよろしくお願い
します。

ごあいさつ

　　　日本看護連盟会長

　　大島　敏子
　第 13 代日本看護連盟会

長に、ご推挙頂いた大島敏子です。
　昭和 34 年 7 月、日本看護協会に「看護政治
連盟設立準備委員会」が発足、初代看護協会長
の井上なつゑ氏が戦後初めての参院選に当選
し、厚生省医務局に看護課を新設（S23）。そ
の後 9 年間、議員を出せなかったとき、何が
起こったのでしょう？
　この時代の看護界の出来事が、日本看護連盟
の誕生秘話です。
　令和の時代を、明るく・楽しく・元気よく、
共に連盟活動を進めて参りましょう。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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「この人に日本の
　政治を託したい」

（石田まさひろ参議院議員２期目当選）

　　福井県看護連盟会長

　石丸　美千代
　令和元年度の福井県看護連盟総会も無事終えてから「石
田まさひろ」参議院議員が 2 期目の当選をなされました。
　2019 年は 12 年に一度の政治決戦の年でした。夏の参
議院選挙までに実施された選挙活動に参加し、連盟の存在
感をあげ「石田まさひろ先生」の選挙戦には、その分、多
大な応援を国・県・市・町議会議員の先生方から頂きました。
　石田先生は、選挙前に３回福井県下の施設を廻り、現場
の声を聞き、会員は直接声を届けました。看護師が「今日
もいい看護が出来たという実感を日々得られる、プライド
とプロ意識を持って看護にあたれる、そんな現場を作れる」
と言う実感とやる気を持ったのではないでしょうか。
　一人ひとりが、今居る立場で「永久現役に繋がる働き方」
を考えながら、政治に関心を持ち要望を政策にまで繋げる
よう希望を持ち、「感謝」しながら、働き続ける。
それには、会員の皆様の連盟入会が必要です。是非ご協力
をお願いいたします。



　　　 衆議院議員

　　あべ　俊子
　この度の石田まさひろ先生の栄えあるご当
選、誠におめでとうございます。看護連盟の皆
さまから多大なるご支援をいただき、看護系議
員の議席を守ることができたと、私からも心よ
り御礼申し上げます。
　今回のご当選は全国の看護師の方々の「私た
ちはもっとよい看護をしたい」という熱意によ
るものと確信しております。よい看護のために
現場を変える、現場を変えるために制度を変え
る。その実現に向けて、石田まさひろ先生と一
緒に尽力して参りたいと思いますので、今後と
もご指導賜りますよう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。私も京都三
区で一生懸命に応援致しました。石田まさひろ
先生の当選を一緒にお祝い致しております。
国の方向性として、私が提唱している「誰もが
より健康で活躍できる社会」「再チャレンジ可能
な社会」へと加速しているように思います。
令和の時代に看護職がますます力を発揮する、
そんな社会になるよう、これからも看護職議員
として、看護と政治をつなぐ役割を果たしてま
いります。

参議院議員

たかがい　恵美子
　福井県看護連盟の皆さまにおかれましては、お健や
かにお過ごしのことと拝察いたします。令和初の参院
選では石田まさひろ議員を再選いただき、誠にありが
とうございます。看護職を代表する議員として、今後
ますますの活躍が期待されますので、引き続きよろし
くお願いいたします。
　厚生労働副大臣に着任後、外国人労働者の受け入れ
体制整備など広範で深遠な働き方改革の推進にあたっ
ています。また、2040 年をめざす社会保障制度改革の
方向性について議論を進めています。
　就業女性数が増え育休取得率も上昇した一方、看護
の現場では、各々の将来を見据えたキャリア形成環境
の整備が一層重要となっています。個性や能力を発揮
し一人ひとりが輝ける未来のために、これからも地道
にがんばります。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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参議院議員　　　　　　　  

石田　まさひろ
　皆様のお力をいただき、7 月の参議院選挙では医療福
祉系の立候補者の中で最高得票を得て、再び医療社会保
障政策の中心で働く重責を担うこととなりました。
　既に新しい任期がはじまっており、国会では新たに自
民党と参議院自民党、それぞれの副幹事長を拝命しまし
た。いわゆる汗をかく地味な仕事ですが精一杯努めてま
いります。
　また来年の診療報酬改定に向け看護連盟の皆様と歩調
を合わせ、議論を進めています。記録の簡素化も直近の
課題として取り組んでいるところです。
　２期目も与えられた役割、使命を果たすべく、全身全
霊をかけて取り組む所存です。
　ご期待いただいたことの重みを忘れることなく、これ
からも前に進んで参ります。
今後とも見守り続けていただけますよう、変わらぬご支
援をよろしくお願い申し上げます。



石田ま
さひろ

 石田まさひろ
　　　　　  参議院議員
 石田まさひろ
　　　　　  参議院議員

石田まさひろ

8:00 出発→小浜→敦賀→武生→鯖江→福井→坂井→　17:00 まで精力的に福井県内を周られました。

当選おめでとう
御支援ありがとうございました !!
当選おめでとう
御支援ありがとうございました !!

石田まさひろ
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第25回参議院比例代表選出議員選挙　支部エリア内得票結果

福井県看護連盟
総決起大会
福井県看護連盟
総決起大会

石田まさひろ
個人演説会
石田まさひろ
個人演説会

　6月1日、石田まさひろ議員の総決起大会が、福井
商工会議所にて開催されました。青年部推進委員
会メンバーが中心となり、県役員・支部役員が「ＹＭ
ＣＡヤングマン」の替え歌と踊り、福井国体の「ハピ
ネスダンス」のダンスで400名の参加者が一体と
なって熱く応援し会場が盛り上がりました。青年部
の方々の隠れていた力を見せて頂きました。

　7月19日選挙戦終盤に個人演説会が福井商工会
議所にて開催されました。坂井市看護議員連盟の
山田栄先生・田中哲治先生・川端精治先生と江守
直美看護協会長の力強い応援メッセージを頂きま
した。また若狭町看護議員連盟の松本孝雄先生も
駆けつけてくださり、石田議員が決意表明を述べら
れ、皆でエールを送りました。

業務の削減
記録や手続きの簡素化などを進め、ベッドサイドケアを充実させていきます。

質の向上
卒後教育の充実化や基礎教育での実践力をつけるためのカリキュラムの見
直しなどを図ることで、「一生涯かけて看護師として成長を続ける」という
マインドを看護師一人一人に身に着けてもらう環境を作ります。

ヘルシーワークプレイスの推進
日本看護協会が推進するヘルシーワークプレイスや働き方改革を基にした
職場づくりなどを進めることで看護師が働きやすい環境づくりを推し進め
ていきます。

人手不足の緩和
看護の根源的な課題は人手不足です。潜在看護師の活用や診療報酬の引き上
げなどを通じ、看護職員の数の充実を図るため新しい政策を進めていきます。

第３支部
田中　和美

鯖江支部
久保出　好恵

武生支部
津本　由香

県幹事
谷田　清美

監　事
良　貴子

監　事
早田　幸江

林　宏美 様　　北川　恵美子 様　　　藤澤　尚子 様
 （2018 年秋） （2018年秋）  （2018年秋） （2018年秋）   （2019 年春）  （2019 年春）

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

2019年度 福井県看護連盟 新県役員・支部長紹介新県役員・支部長紹介

瑞宝単光賞 瑞宝単光賞 

石
田
まさひろ

投票率 47.63％

支部
連盟

会員数
（R1.6.30）

市町名
会員の
エリア
在籍数

投票日 R1.7.2

石田昌宏 ％

第１ 561 

福井市 2,083 1,317 63.2 第２ 1,737 

第３ 1,097 永平寺町 240 118 49.2 

厚生 69 

3,464 小　計 2,323 1,435 

坂井 172 坂井市 609 470 77.2 

あわら市 100 87 87.0 

小　計 709 557 

奥越 170 大野市 153 94 61.4 

勝山市 188 125 66.5 

小　計 341 219 

鯖江 221 鯖江市 367 256 69.8 

池田町 5 6 120.0 

小　計 372 262 

支部
連盟

会員数
（R1.6.30）

市町名
会員の
エリア
在籍数

投票日 R1.7.2

石田昌宏 ％

武生 179 越前市 327 320 97.9 
越前町 104 89 85.6 

南越前町 42 71 169.0 
小　計 473 480 

敦賀 313 敦賀市 261 242 92.7 
美浜町 34 33 97.1 
小　計 295 275 

小浜 239 小浜市 172 123 71.5 
高浜町 16 5 31.3 

おおい町 23 24 104.3 
若狭町 45 51 113.3 
小　計 256 203 

OB 会 28 各エリアに
含む 0 

県外転出 17 0 
4,786 福井県合計 4,786 3,431 71.7 

前回との差 （+30）
全国合計 189,893 

※赤字は前回より票が伸びた市町
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第25回参議院比例代表選出議員選挙　支部エリア内得票結果
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日本看護連盟通常総会

福井県看護連盟通常総会

『令和２年度要望書提出』

意見交換会に参加して

　8月26日(月)、自由民主党福井県支部連合会会長に要望書を提出した。
　特に以下の3点に絞り、要望の説明を行った。
１ 特定行為研修にかかる看護師の研修制度の推進について
    (1) 看護師特定行為研修受講料支援について
    (2) 特定行為研修修了者への医師等の理解促進について 
    (3) 特定行為研修修了者が行う特定行為に関する診療・介護報酬の改    
        定について
２ 在宅医療・看護サービス提供の推進について
    (1) 訪問看護ステーションにおける新卒訪問看護師育成の実施について
    (2) 病院と訪問看護ステーションにおける看護師の人事交流について
３ 急性期病院における新たな認知症予防対策（福井県のモデル事業）について

　令和元年５月10日(金)17時から、福井県看護議員連盟役員・坂井市議会看護議員
連盟の方 と々の意見交換会が開催されました。
　石丸会長が各議員の方、支援企業の方へ石田まさひろ先生への支援依頼をしました。
　意見交換会では、福井でも保育所に子供をあずけることができない為に復職が困難
になっていること、病院では看護補助者が不足している現状をお伝えしました。議員の
方からは“建物はあるが保育士も不足している”ことや“保育士や補助者の処遇問題”“人
手不足問題”が複雑にからんでいて、福井だけではなく日本全体の問題であるという意
見を聞きました。また、若い看護師の定着についての質問があり【インターンシップ事業】を中小規模の病院にも広げていくとりく
みをおこなっていることが紹介されました。議員の方に直接現場の意見を聞いていただき大変有意義な時間になりました。

　総会は福井県看護連盟石丸美千代会長の挨拶で始まり、山崎正昭参
議院議員をはじめとする多数の来賓挨拶がありました。平成30年度の経
過報告や活動報告、今年度の活動計画や予算案などを含める議案の審
議があり、すべてが承認されました。また、福井県看護連盟のLINE登録へ
の呼びかけもあり、その場で登録をしている多くの参加者の姿が見られま
した。
　特別講演として、日本看護連盟会長に就任された大島敏子先生より、
「投票いいね～国に届け、看護の声～」と題した内容で、選挙の基礎や看
護連盟のあゆみについてご講演いただきました。7月の参議院選挙では、
必ず期日前投票に出向き、『みんなの意志だ　2枚目の石田』を合言葉に、石田まさひろ先生が当選できるよう看
護職一丸となり団結するよう呼びかけがありました。

　令和元年6月14日、日本看護連盟通常総会が、ザ・プリンスパークタ
ワー東京で開かれました。日本看護連盟は、本年、創設60周年を迎えた
ということで、あらためて多くの先輩方の貴重な足跡を感じ、感謝し、私
達の役割をそれぞれの分野で果たさねばと思いました。
    7月には参議院選挙を控えていたため、会場のあちこちが、石田まさひ
ろカラーの赤で埋められていました。決起大会は多くの大臣や小泉進次
郎議員をはじめとした応援演説もあり、たいへん活気あるものでした。な
んとしても、看護連盟の組織力で上位での当選を、という思いを強く持ちました。

写真：左から、江守直美看護協会長、石丸美千代連盟会長、
        山崎正昭県連会長、田中敏幸県連会長代行、
        齊藤新緑県連幹事長

令和元年6月29日（土）
会場：福井商工会議所コンベンションホール 参加者：302名

令和元年6月14日（金）
会場：ザ・プリンスパークタワー東京　　参加者：49名

新人研修会

　新人研修に参加して看護連盟の活動を理解出来ました。
　看護職が抱える問題の中には政治的手段によってしか解決出来ない問題があ
り看護職の代表を国政に送り、目指す政策や現場の声を反映させ改善、解決出来
るように活動してもらう為には、私達が選挙で投票するという形で応援出来る事
を学びました。

　研修に行く前は研修テーマの意味が理解できなかった。五日市先生の講演を聞
いて、嫌なことつらい時こそありがとうを言い続けると、色んな気づきを与えてくれ
ることがわかった。今までは嫌なことやつらいことがあった時、ありがとうは言って
いない。振り返ると自分の成長や良い経験につながっていることを思い出した。
（私たち医療機関で働く人にとって）今回のテーマを前向きに捉えながら日々の業
務に勤めることができると思いました。

研修委員会
　研修委員会は、年3回開催され、研修の企画と運営を行います。
　委員は、8名で構成され司会・受付・会場・接待の役割を分担し、研修を運営して
います。
　会員の皆様、研修希望の声を届けてください。

研修会・委員会活動報告

令和元年5月18日（土）　参加者：159名
講師：看護職キャリアサポート　顧問　大島　敏子先生

令和元年8月10日（土）　参加者：101名
講師：工学博士　五日市　剛先生

一般会員研修会

広報委員会
　広報委員会は６名の委員で活動し、５回
の会議を通して「看護連盟ふくい」の編集
を行ってまいりました。会員の皆様に連盟
活動をわかりやすくお伝えし、また楽しく
ページをめくってもらえるよういつもにぎや
かに意見交換しながら活動しております。

Web
　平成30年6月より看護連盟広報委
員会にWeb担当（ＬＩＮＥ＠）が発足
しました。多くの人が利用しているＬＩ
ＮＥアプリを通して、福井県看護連盟
の活動を皆さんにお届けしています。
是非登録してみてください！

青年部推進委員会
　今年の青年部推進委員会は、石田議員「決起大会」の為、福井国
体のハピネスダンスとヤングマン替え歌の練習で本番は盛り上がり
ました。
　練習では井上委員長のＯＫはなかなか出ませんでしたが、本番は
花丸でした。
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    (2) 病院と訪問看護ステーションにおける看護師の人事交流について
３ 急性期病院における新たな認知症予防対策（福井県のモデル事業）について

　令和元年５月10日(金)17時から、福井県看護議員連盟役員・坂井市議会看護議員
連盟の方 と々の意見交換会が開催されました。
　石丸会長が各議員の方、支援企業の方へ石田まさひろ先生への支援依頼をしました。
　意見交換会では、福井でも保育所に子供をあずけることができない為に復職が困難
になっていること、病院では看護補助者が不足している現状をお伝えしました。議員の
方からは“建物はあるが保育士も不足している”ことや“保育士や補助者の処遇問題”“人
手不足問題”が複雑にからんでいて、福井だけではなく日本全体の問題であるという意
見を聞きました。また、若い看護師の定着についての質問があり【インターンシップ事業】を中小規模の病院にも広げていくとりく
みをおこなっていることが紹介されました。議員の方に直接現場の意見を聞いていただき大変有意義な時間になりました。

　総会は福井県看護連盟石丸美千代会長の挨拶で始まり、山崎正昭参
議院議員をはじめとする多数の来賓挨拶がありました。平成30年度の経
過報告や活動報告、今年度の活動計画や予算案などを含める議案の審
議があり、すべてが承認されました。また、福井県看護連盟のLINE登録へ
の呼びかけもあり、その場で登録をしている多くの参加者の姿が見られま
した。
　特別講演として、日本看護連盟会長に就任された大島敏子先生より、
「投票いいね～国に届け、看護の声～」と題した内容で、選挙の基礎や看
護連盟のあゆみについてご講演いただきました。7月の参議院選挙では、
必ず期日前投票に出向き、『みんなの意志だ　2枚目の石田』を合言葉に、石田まさひろ先生が当選できるよう看
護職一丸となり団結するよう呼びかけがありました。

　令和元年6月14日、日本看護連盟通常総会が、ザ・プリンスパークタ
ワー東京で開かれました。日本看護連盟は、本年、創設60周年を迎えた
ということで、あらためて多くの先輩方の貴重な足跡を感じ、感謝し、私
達の役割をそれぞれの分野で果たさねばと思いました。
    7月には参議院選挙を控えていたため、会場のあちこちが、石田まさひ
ろカラーの赤で埋められていました。決起大会は多くの大臣や小泉進次
郎議員をはじめとした応援演説もあり、たいへん活気あるものでした。な
んとしても、看護連盟の組織力で上位での当選を、という思いを強く持ちました。

写真：左から、江守直美看護協会長、石丸美千代連盟会長、
        山崎正昭県連会長、田中敏幸県連会長代行、
        齊藤新緑県連幹事長

令和元年6月29日（土）
会場：福井商工会議所コンベンションホール 参加者：302名

令和元年6月14日（金）
会場：ザ・プリンスパークタワー東京　　参加者：49名

新人研修会

　新人研修に参加して看護連盟の活動を理解出来ました。
　看護職が抱える問題の中には政治的手段によってしか解決出来ない問題があ
り看護職の代表を国政に送り、目指す政策や現場の声を反映させ改善、解決出来
るように活動してもらう為には、私達が選挙で投票するという形で応援出来る事
を学びました。

　研修に行く前は研修テーマの意味が理解できなかった。五日市先生の講演を聞
いて、嫌なことつらい時こそありがとうを言い続けると、色んな気づきを与えてくれ
ることがわかった。今までは嫌なことやつらいことがあった時、ありがとうは言って
いない。振り返ると自分の成長や良い経験につながっていることを思い出した。
（私たち医療機関で働く人にとって）今回のテーマを前向きに捉えながら日々の業
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242名

令和元年度
福井県看護連盟

会員数

合計：4826名
令和元年10月1日現在

福井第 3支部長
田中　和美

小浜支部長
浦谷　由紀子

敦賀支部長
岡田　恵子

OB 会支部長
佐藤　美代子

奥越支部長
大崎　妙子

坂井支部長
堀　喜代子福井第２支部福井第２支部 会員数
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福井第 2支部長
山口　恭代

会員数
69名
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八木　美智代
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濱野　みゆき

武生支部長
津本　由香

鯖江支部長
久保出　好恵

会員数
560名
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●福井県立病院・地域医療連携室

●福井循環器病院

●医療法人　福井愛育病院

●社団法人　福井県看護協会

●福井県看護連盟

●福井県立看護専門学校
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●福井大学医学部附属病院

●福井大学医学部看護学科

●福井県立大学　看護福祉学科

●医療法人　健康会　嶋田病院

●訪問看護あさがおステーション

●あさがお在宅介護支援事業所

●医）安川病院

●福井赤十字病院

●福井県赤十字血液センター

●福井健康福祉センター

●十全会　あすわクリニック
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●医 ) 厚生会　福井厚生病院
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●医 ) 穂仁会　大滝病院
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●医療法人　慈豊会　田中病院
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●福井勝山総合病院

●奥越健康福祉センター

●たけとう病院

●尾崎整形外科病院

●さくら在宅介護支援事業所

●公立丹南病院
●木村病院
●介護医療院かがやき
●丹南健康福祉センター
●越前町国民健康保険織田病院
●はやしクリニック
●社会福祉法人　光道園
●斎藤病院
●医）寿人堂　みどりケ丘病院

●医療法人　林病院
●訪問看護ステーション府中
●財団医療法人　中村病院
●武生看護専門学校
●丹南健康福祉センター　武生福祉保健部
●さわやか訪問看護ステーション
●池端病院

●個人会員

● OB 会特別会員

●市立敦賀病院
●二州健康福祉センター
●レイクヒルズ美方病院
●医療法人　敦賀温泉病院
●敦賀市健康センターはぴふる
●敦賀市立看護大学
●医）保仁会　泉ヶ丘病院

●坂井市立三国病院

●医療法人　博俊会　春江病院

●坂井健康福祉センター

●医）至捷会　木村病院

●ディサービス山のいえ笑楽日



だいじな、みらい。
つくりたい！

こちらのQRコードを読み取って友だち追加してください！

　令和元年、新しい時代がスタートしましたが、昨年より長い梅雨の後急な厳暑や水
害がみられています。新しい時代が平和な時代である事を切に願っています。今年は
選挙があり、皆様の御協力を賜わり結果を掲載させて頂いています。今後も看護の発
展のため、国政への関心を持って頂き、参加をお待ちしております。会員の皆様におか
れましては、お身体に留意して更なるご活躍をお祈りしています。

（広報委員一同）

事務局だより事務局だより

編集員 竹内繁美、近藤芳美、林真理、菅原紀子、竹内恵子、木村和子編集員 竹内繁美、近藤芳美、林真理、菅原紀子、竹内恵子、木村和子

看護の声を
国政に届けよう。
ホームページ
随時アップ中!!

発行日
２０１９年１１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 

「ずわいがに？」と
思ったら

旬のにんじんでした。
いずれも福井県の
代表味です。

（石丸会長の家庭菜園作）

会員募集中!! 会員の皆様が『看護の力！』あなたの力が連盟活動を支えます！

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

皆様のご入会を
お待ちしております

日本看護連盟会費………………5,000円
福井県看護連盟会費……………2,000円

計………………………7,000円
学生会員：無料

年会費

学生会員：無料

年会費

3 63 6

しあわせ実感、看護の力で。
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