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　　福井県看護連盟会長　　林　靖子　　

　平素看護連盟の活動にご支援・ご協力をいただきありがとうございます。
　コロナが未だ収束しない中、福井では 8月の大雨により甚大な被害がでま
した。被害にあわれた皆様にはこころよりお見舞い申し上げるとともに、支援
活動に参加されたみなさまに敬意を表します。
　さて、第 26回参議院選挙におきましては、私たちの組織代表「友納理緒氏」
が 174,335 票を獲得し、全国比例自民党（特別枠を除く）31名中 9位という
成績で初当選を果たすことができました。

　福井県看護連盟では「今回の選挙は『寝たっきりの給料体系』を含む看護職の処遇改善であり「看護
の明日をつくる」選挙であること、そして、私たちの組織代表候補者はリーガルナースであり、これか
ら先このような逸材は現れないかもしれないこと。」を訴えてきました。その結果、福井県では 5,124
票（前回は 3,431 票）を獲得し、全国比例自民党内 2位という成績でした。
　今回の選挙を総括しますと、
　１）看護協会長をはじめ看護協会の全面的協力の元、一致団結して取り組めたこと
　２）短い活動期間であるがゆえに看護管理者・会員役員等の皆さまの多大なる協力が得られたこと
　３）看護議員連盟の方々が医療施設や企業、役所等にも精力的に働きかけて下さり支援をしてくださった事
などと考えます。
ご支援いただいた皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
　「看護は一つ」これからも看護協会と協力して看護協会の政策実現に向けて、頑張っていきたいと思
います。そして、友納理緒氏には国政での活躍を期待し、これからも応援をしていきたいと思います。

　　福井県看護協会会長　　江守　直美　　

　三年目になった、新型コロナイルス感染症 (COVID-19) の第 7波では、医療よ
り介護を要する高齢入院患者が激増し、介護や子育て世代の看護職を中心に医療現
場で働く人材が不足する事態となる中、最前線でご活躍いただいた皆様に感謝申し
上げます。
　このような第 7波の中、7月の参議院選挙では、「看護職員の処遇改善」を目標

に掲げ、見事に看護職の代表を政界に送り出された、皆様の情熱とパワーに深く敬意を表します。
　その甲斐あり、8月 30 日公正価格評価検討委員会の場において、人事院が国家公務員医療職棒給表
（三）の級別標準職務表を改定する検討を進めていることが明らかにされ、委員会の増田座長が「厚生
労働省から医療関係団体に、この内容を踏まえつつ、看護職のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を
検討いただくよう、要請を行っていただきたい」旨の発言をされたということです。
　日本看護協会ならびに、当協会は、これを機に、看護の専門性と役割の重要性見合った賃金体系が広
く普及することを期待しています。
　これからも、皆様のご協力をよろしくお願いします。
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　　衆議院議員　　阿部　俊子　　

　7月の第 26 回参議院選挙にて、とものうりおさんがご当選されました。誠にお
めでとうございます。とものうりおさんのご当選にご支援くださいました看護連盟
の皆さま方には、自民党国会議員としても御礼を申し上げます。

　コロナ禍では、現場の看護師不足が顕著になりました。これは、看護師の絶対数が少ないというので
はなく、医療制度の在り方、人員配置、地域医療への移行など、複数の要因が絡まったものです。一つ
一つを解きほぐし、より良い看護を提供するための現場に変えていかなければなりません。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、看護系議員として、とも
のうりおさんと一緒に努力してまいります。皆さまのお声をお聞かせください。

　　衆議院議員　　たかがい 恵美子　　

　福井県看護連盟の皆さま、日頃よりご支援を賜りまして誠にありがとうございま
す。いのちの現場で、思いやり看護の尊い使命を尽くして下さっている皆様とご家
族の皆様に、心より感謝を申し上げます。
　参議院選挙におきまして、見事な成果を勝ち得ることができ安堵しております。

　看護連盟の思いを遂げる新たな政治活動のスタートに期待を膨らませております。
　7月 8日には、難病を抱え満身創痍であっても国家国民のため全身全霊を投じた安倍晋三元総理大臣
がテロ事件の犠牲となり尊い生命を奪われました。ご生前のご功績を偲び衷心からご冥福をお祈りいた
します。政治における精神的支柱とも言うべき偉大な存在をなくし、周囲がひときわ空虚な喪失状態に
陥っています。どんなときでも踏みとどまることなく前へ向かう在りし日の姿を胸に、思いやりと感謝
の心で微力を投じてまいる所存です。
　末筆ながら、福井県看護連盟の更なるご発展と会員各位のご健勝を祈念申し上げます。

　　参議院議員　　石田　昌宏　　

　新型コロナ蔓延をはじめ多くの困難の中、医療の最前線に立ち続け、地域の健康
を守るために力を尽くす皆様に心より感謝と敬意を申し上げます。
　コロナ蔓延前の社会活動へ戻ろうと、感染類型の見直し等が検討されています。

しかし、医療現場ではスタッフ不足や、コロナの影響により休まざるを得ないスタッフが有給消化での
対応を迫られたりする等、厳しい状況が続いています。社会が通常の活動を行うならば、医療も特別な
対応ではなく通常の対応で済むように、並行して抜本的に体制を変えるべきです。このことについて、
厚生労働委員会閉会中審査にて質問を行い、対応を求めました。引き続き、皆様が「今日も良い看護が
できた」と実感できる環境づくりのために尽力して参ります。



得　 票 　数　174,335票
順　　　　位　　　　 21位
自民党内順位    9 位 / 31 名（特別枠を除く）
医 療 関 係 者    自見はな子氏（医師会）
                         山田宏氏（歯科医師会）に次ぐ3位

得　 票 　数　5,124票（前回より 1,693 票増）
自民党内順位    　　　2位
医 療 関 係 者    　　　1位

5つの看護政策
コロナ禍、頑張る仲間がもっと
報われるために！1
看護職がもっといきいきと
働き続けられるために！2
地域社会にもっと
訪問看護を！3
看護職にもっと
安心・安全を！4
看護職がもっと
安心して子育てができるように5

　この度の第 26回参議院議員通常選挙にあたり，福井県看護連盟の皆さまより多大なるご支援
を賜り，心よりお礼申し上げます。今回の選挙では，「看護の明日をつくる」「看護をまもること
は，いのちと生活をまもること」をスローガンにさまざま政策の必要性を訴えてまいりました。
看護職の視点から気づいたことを，弁護士の観点から分析し解決していくこと，これが立法府に
おける私の役割です。皆さまの力でスタートラインに立たせていただきましたので，訴えた政策
を，現場の課題を，共有させていただきながら，法律や制度の見直しに義務感と責任感を持って
取り組んでいきます。
　どうぞ今後ともより一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

参議院議員 友納 理緒

とものう りおが取り組む

全　国 福　井
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テーマ：「個人情報の取り扱いと法的責任について」
参加者：会場 31名、オンライン 82名
リーガルナースの友納理緒先生を招いて研修会をしました。
SNS等も含め看護職として取り扱う情報や責任について学びました。
午前中は県内の 9つの病院（木村病院（あわら）、三国病院、春江病院、
赤十字病院、丹南病院、木村病院（鯖江）中村病院、林病院）を訪問し、
いろんな意見交換ができました。
同じ日、東京では全国会長会が開催されていました。

実施年月日：2022 年 4月 15日　　実施会場：福井県看護協会会館

第 26回参議院選挙を控えた中で、大島連盟
会長は「医療職俸給表㈢」の見直しと変更
を求めていかないといけないと述べられま
した。
総会終了後には私たちの組織内候補者
「とものうりお」総決起大会が開かれました。

総決起大会の為福井駅に着いた友納さんは県内の国会議員の方々と
街頭演説をしました。多くの人たちが耳を傾けて下さいました。
総決起大会はコロナ禍でもあり、縮小しての開催となりましたが、
来賓の熱い祝辞や青年部の頑張ろうコールで盛り上がりました。

実施年月日：2022 年 5月 25日　　実施会場：ザ・プリンスパークタワー東京

実施年月日：2022 年 6月 4日　　実施会場：JR福井駅前＆商工会議所
参　加　者：165 名

未だコロナは収束しておらず、出席者は例年に比べ少人数で
したが、3年ぶりの商工会議所での開催となりました。
県会議員の先生方をはじめ看護議員連盟の方々がご臨席くだ
さり、盛会のうちに終わりました。
総会終了後、「とものうりお」個人演説会が行われました。
友納さんの看護政策はDVDで伝え、日本看護連盟会長、石田
参議院議員は応援メッセージを動画などで送って下さいました。
出席者の心に残るものとなりました。

実施年月日：2022 年 6月 25日　　実施会場：商工会議所
出　席　者：会場 137 名、委任状 3938 名

午前中は国会議員事務所や看護議員連盟、腎友会など
選挙でお世話になった方に挨拶に伺いました。
交流会は急な事でもあり、コロナも収束していないため、
施設の看護職責任者の方や役員の方に参加していただき
ました。
27名の参加でしたが、楽しい時間を過ごしました。

実施年月日：2022 年 9月 14日　　実施会場：福井県看護協会会館

街宣車には石田まさひろ参議院議員が
同乗してくださいました。
看護議員連盟の応援も受けて、4 時間
の短い時間の中、できるだけ多くの場所
をまわりました。

実施年月日：2022 年 6月 28日
実施会場：泉が丘病院、福井県看護協会会館駐車場、
　　　　　赤十字病院前、済生会病院駐車場、
　　　　　嶋田病院駐車場、穂仁会（大滝病院駐車場）、
　　　　　アルプラザ・アミ、道の駅さかい

友納理緒氏来福　施設訪問＆研修会友納理緒氏来福　施設訪問＆研修会

日本看護連盟通常総会日本看護連盟通常総会

友納理緒氏街頭演説＆総決起大会友納理緒氏街頭演説＆総決起大会

福井県看護連盟通常総会福井県看護連盟通常総会

「とものうりお街宣車」「とものうりお街宣車」

友納理緒参議院議員来福　関係議員に挨拶＆連盟会員と交流会友納理緒参議院議員来福　関係議員に挨拶＆連盟会員と交流会

2022 年度　活動報告2022 年度　活動報告
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看護師
青年部
Twitter

救急車の音に必ず反応しちゃう1 夜勤中のカップ麺は高確率で伸びる2

医療略語って覚えにくい3 夜勤入りと明けのテンションの違いは異常4

月跨ぎは恐怖の6連勤地獄に陥りやすい5 夜勤の回数によって給料格差が生まれる6

叙勲お祝い　おめでとうございます

2021年秋　 木村八重子様、上山香代子様、（瑞宝単光章）

2022年春　 清水和枝様、浅川久美子様（瑞宝単光章）
令和４年度
福井県看護連盟

会員数

合計：4,622名
令和４年10月1日現在

●福井赤十字病院
●福井健康福祉センター
●こぱんだ訪問看護ステーション
●医 ) さくら千寿会　さくら病院

●福井県立病院
●医）福井循環器病院
●医）福井愛育病院
●社）福井県看護協会
●福井県看護連盟
●福井県立看護専門学校
●福井県こども療育センター
●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）健康会　嶋田病院
●訪問看護あさがおステーション

●医 ) 厚生会　福井厚生病院
●医）厚生会　在宅医療部

●福井県済生会病院
●福井県済生会訪問看護ステーション
●福井総合病院
●福井病院
●福井総合クリニック
●新田塚訪問看護ステーション
●社）白寿院　新田塚ハイツ
●　　〃　　　新田塚ハウス
●新田塚介護相談センター
●福井北包括支援センター
●福井市医師会看護専門学校
●福井県庁
●医）穂仁会
●  〃  福井リハビリテーション病院
●  〃  大滝病院
●  〃  福井ケアセンター
●仁愛ケアサービス　仁愛訪問看護センター
● 　 　   〃　   　    　居宅介護支援事業所
●福井県労働衛生センター
●医）慈豊会　田中病院
●医療法人　安川病院
●ケンコウ訪問看護ステーション

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

福井厚生支部福井厚生支部

●福井勝山総合病院
●奥越健康福祉センター
●医）たけとう病院
●尾崎整形外科病院

●公立丹南病院
●医）寿人会　木村病院
●介護療養院　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
●医）東山会　斎藤病院

●医）　林病院
●訪問看護ステーション府中
●医）　中村病院
●武生看護専門学校
●さわやか訪問看護ステーション
●医）池慶会　池端病院

●市立敦賀病院
●レイクヒルズ美方病院
●医）敦賀温泉病院
●医 ) 保仁会　泉ヶ丘病院

●公立小浜病院
●公立若狭高等看護学院
●若狭高浜病院

●個人会員
●福井県看護連盟特別会員

●坂井市立三国病院
●医）博俊会　春江病院
●医）至捷会　木村病院

坂井支部
　　
坂井支部
　　

奥越支部奥越支部

鯖江支部鯖江支部

武生支部武生支部

敦賀支部敦賀支部

小浜支部小浜支部

OB 会支部OB 会支部

支 部 紹 介支 部 紹 介

会員数
1,725名

会員数
552名

会員数
1,005名

会員数
70名

会員数
148名

会員数
160名

会員数
217名

会員数
194名

会員数
314名

会員数
209名

会員数
28名
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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

LINEの登録してますか？
連盟ではLINE専門のスタッフがいます。
是非登録して下さい！皆さんの御意見お待ちしています。

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！

Twitter「メイとレン」
Followしてください

福井県看護連盟青年部 @fukuikango

∞アンフィニL IN E

日本看護連盟の∞「アンフィニ」の
公式 LINE です。
看護連盟の活動や案内はもちろん、
看護系議員の活動を知ることがで
きます。

福井県看護連盟　責任者 林　靖子
福井市北四ツ居町６０１ 福井県看護協会会館内 

発行者

小林直登、山本久美子、松山実苗子、堀　浩美、山本絹代、木村和子、岩崎佐織、中野謙吾広報委員

2022年10月31日発行発行日

身近な方にも入会をおすすめください !

募 集 中
連 盟 会 員

入会費 7,000円
（本部会員費5,000円・県会員費2,000円）

賛 助 会 員

1口  1,000円
学 生 会 員

入会費  無 料

2022年度2022年度
連盟会員・賛助会員・学生会員

公式


