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実施年月日：2022 年 4月 15日　　実施会場：福井県看護協会会館

2022年度　後期活動報告2022年度　後期活動報告
一般研修一般研修

石田先生より、看護師の給料UPに向けた働きかけの詳
細についてや、今後の活動について研修参加の皆さんに
ご報告いただきました。
会場からは先生に対し様々な質問や意見も飛び交い、とて
も活発で学びのある研修となりました。

石田参議院議員と
リモートでの意見
交換を行いました。

入院期間の短縮や患者の高齢化に伴い急性期におけるせん
妄の発症リスクは非常に高くなっています。山本講師の講
義は現場に即したわかりやすい講義でした。

コロナ禍も 3年目になり、医療・看護の現場の状況
を議員連盟の議員に伝え、議会の現状についても聞
きしました。
看護職不足は変わりませんが、コロナで看護職を離
れていく人もでて来ている現状や県内でも地域・施
設規模により差があることがわかりました。また、
看護職が安心して働けるよう 24時間保育や病児保
育などの支援をしてほしいという意見も出ました。

　１．「看護の未来をつくる」
　　　富田きよ子日本看護連盟会長代行

　２．「令和４年度重点事業について」
吉川久美子日本看護協会常任理事

　３．「国政と看護政策」　　　　石田まさひろ参議院議員
　４．「県要望と予算」　　　　　五十嵐務富山県議会議員
についての講義とグループワークがあり、各県の課題と
取り組みについて話し合
いました。
福井県は申し込み者７名
のところ３名の欠席があ
り、残念でしたが、短い
時間の中でいい学びができ
ました。

看護議員連盟と福井県看護連盟の意見交換会看護議員連盟と福井県看護連盟の意見交換会

日　時：2022 年 11 月 11 日（金）
参加者：71 名 2.

1. テーマ：急性期におけるせん妄ケア
講　師：山本隆認知症看護認定看護師
テーマ：看護と政策～看護職の賃金について学ぶ～
講　師：石田まさひろ参議院議員

ブロック別看護管理者等
政策セミナー

ブロック別看護管理者等
政策セミナー

　　日　時：2022年12月22日（木）
　　会　場：各県集合とオンライン
メイン会場：富山県看護研修センター
　　参加者：41名（福井県４名）

日　時：2022 年 12 月 2日（金）
会　場：ザ・グランユアーズフクイ

出席者：看護議員連盟議員関係　　　　13 名
　　　　福井県看護協会役員　　　　　2名
　　　　福井県看護連盟役員・支部長 34名

「県議会の仕組み」「県会議員の仕事」「選挙の仕組み」
等について学びました。
その後、グループ毎に病院や看護職の現状について話し
たり、県議会での議題について説明を受けたりしました。

会 員 研 修会 員 研 修
日　時：2023年2月24日（金）　　会　場：福井県看護協会会館
テーマ：県議会について学ぶ
講　師：兼井大議員、山浦光一郎議員、山本建議員、松崎雄城議員
出席者：福井県議会看護議員連盟の議員 11名
　　　　福井県看護連盟役員・支部長 17名
　　　　福井県内病院看護管理者他 19名
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　　福井県看護連盟会長　　林　靖子　　

　大雪、寒波も過ぎ、春の芽吹きを感じるころとなりました。
　会員の皆様には常日頃看護連盟の活動にご協力いただき、ありが
とうございます。
　2022 年度参議院議員選挙では友納理緒氏を国政に送りました。私
たちの代表をもって看護職の処遇改善を訴えてきました。そして、
やっと医療職俸給表（三）の級別標準職務表の改正が実現しました。

管理職や専門性の高い看護職がより高い職務の級にUPするというものです。これは私た
ちの代表が国政で看護職の現状を訴えつづけてきた大きな成果であると思います。これか
らも参議院議員の石田まさひろ先生、友納理緒先生に現場の声を届けていきましょう。
　また、１月の都道府県会長会において日本看護連盟新会長は高原静子さんに決定しまし
た。新会長を中心に更なる連盟活動の活性化を図っていきたいと思います。看護連盟会員
は減少傾向にあります。数は力です。新年度に向け、会員数増加のご協力をお願いしたい
と思います。
2023 年度も、看護職の処遇改善に向け、一緒に頑張っていきましょう。

日本看護連盟会長挨拶

福井県看護連盟会長挨拶

　　日本看護連盟会長　　髙原　静子　　
　福井県看護連盟会員の皆様には、日本看護連盟の事業にご理解
とご支援を賜り感謝申し上げます。
　新型コロナ感染症の収束をみないまま 2023 年の幕が開けまし
た。医療や介護、地域の様々な場所で新型コロナ感染症と戦って
いる会員の皆様に心から感謝と敬意を表します。
　感染が長期化している中、看護職の安全が確保され、安心して
役割を発揮できるよう日本看護協会と連携し、コロナ禍における

課題解決に向け、国へ働きかけて参ります。
　また、岸田政権下で看護職員の処遇改善が表明され、診療報酬による「看護職員処
遇改善評価料」の新設、「国家公務員医療職俸給表（三）表が改正され、厚生労働省よ
り全国の医療機関に通知が出たところです。
　政治の力は、行政の迅速な対応を促します。「現場の声」を届ける私たち組織の声こ
そが、政治を動かす原動力となります。日本看護連盟と日本看護協会の連携はもとより、
各都道府県におかれましても看護連盟と看護協会が連携し、それぞれの地域で政治力
を遺憾なく発揮することが重要になって参ります。緊密に意思疎通を図り、看護政策
の実現のため、ともに力を合わせ進んでまいりましょう。
　今後とも福井県看護連盟、日本看護連盟の活動をご理解いただき、ご支援・ご協力
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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　コロナ禍、様々な局面で命と向き合い、看護を提供して下
さっている皆さまに心より感謝申し上げます。
新しい年を迎えました。国政の場では、１月 23日から第 211
回通常国会が始まっています。60 本の法律が提出される予定
です、緊張感をもって取り組みます。
　昨年は皆さまから力強いご支援を賜り、国会に送り出して
いただきました。昨年の臨時国会では、厚生労働委員会におい
て，2回、質問に立ち、皆さまから伺ったさまざまな現場の課
題をふまえ、法案がより良いものとなるよう質問をしました。
この臨時国会中には、長年の懸案事項だった国家公務員医療
職俸給表（三）も改正されました。声をあげれば変わることが
あります。皆さまの声をしっかりと国政に届ける役割を今後
も果たして参ります。
　今行われている国会では全世代型社会保障制度構築に向けた様々な法案が提出され、医療
と介護の連携などについて議論がなされます。また、本年、「こども家庭庁」が創設されます。
こどもの命を守るため、妊娠前からの切れ目のない支援を行うため、看護職には大きな役割が
期待されます。
　看護の明日をともにつくりましょう。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

活動報告参議院議員
　福井県看護連盟の皆様、日頃より多大なるご支援を賜り、
誠にありがとうございます。
　国会において、議院運営委員会理事、厚生労働委員会委員、
参議院自民党国会対策委員会副委員長を務めています。議院
運営委員会は国会運営が主な仕事であり、国会対策委員会は
野党との交渉や与党内の内部調整が主な仕事です。国会が円
滑に運営され、国民生活を支える法案を可決させるために
は、どちらも重要な仕事です。円滑な国会運営に向けて交渉
役として走り回ると共に、厚生労働政策を推し進めて参ります。
　昨年、国家公務員看護職の俸給表である医療職俸給表（三）
の昇級基準の改正が公表され、長年の課題であったキャリア
アップに伴う処遇が改善されます。改正では、看護師長クラ
スや高度な知識経験を持つ看護師の給与ランクが上がること
になります。また、昇格基準改正の意図を理解し、キャリアアップに伴う処遇改善を進めるよ
う、厚生労働省医政局長が通知を出しました。看護師の処遇改善は国の意思です。各病院でも、
改正に追随するよう、給与表の見直しに取り組んで欲しいと思います。
　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引き続き尽力して参ります。

2022 年度 会長の職域活動報告
4 月 8日（金）

故安倍晋三元総理大臣と。

10 月 16 日（日）

10月 30 日（日） 10月 30 日（日）

11月 18 日（金） 2月 3日（金）

りぶるの会（於：富山市） 「いどばたキャラバン
　　　in 福井」（於：福井市）

厚生労働大臣加藤勝信先生
を囲んで（於：福井市）

自民党武生支部政策セミナー（於：越前市）

自民党女性局・青年部・青年局合同
北信越ブロック会議（於：長野市）
自民党女性局・青年部・青年局合同
北信越ブロック会議（於：長野市）

10 月 9日（月） 参議院幹事長の世耕弘成先生
が来福されました。
世耕先生は友納理緒氏を国政
に送るにあたり、看護連盟にと
ても尽力してくださいました。
高木先生にもお会いしました。

福井県看護協会新年会で、4
月の知事選挙に向けて、看
護連盟は杉本知事に推薦状
をお渡ししました。

総務副大臣の尾身朝子先生を講師
に招き、「家庭や地域の防災」について
学びました。

コロナ過での医療の現状につ
いてお話をさせていただきま
した。

女性局長の松川るい先生を囲み、
「女性が安心して働けるような子
育て支援が必要だ」と話しました。

今回は拉致問題がメインテーマでした。
青山繁晴参議院議員とお話しする
機会がありました。

参議院選挙のお願いをしました。

石田まさひろ議員石田まさひろ議員 友 納 り お 議 員友 納 り お 議 員
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北信越ブロック会議（於：長野市）

10 月 9日（月） 参議院幹事長の世耕弘成先生
が来福されました。
世耕先生は友納理緒氏を国政
に送るにあたり、看護連盟にと
ても尽力してくださいました。
高木先生にもお会いしました。

福井県看護協会新年会で、4
月の知事選挙に向けて、看
護連盟は杉本知事に推薦状
をお渡ししました。

総務副大臣の尾身朝子先生を講師
に招き、「家庭や地域の防災」について
学びました。

コロナ過での医療の現状につ
いてお話をさせていただきま
した。

女性局長の松川るい先生を囲み、
「女性が安心して働けるような子
育て支援が必要だ」と話しました。

今回は拉致問題がメインテーマでした。
青山繁晴参議院議員とお話しする
機会がありました。

参議院選挙のお願いをしました。

石田まさひろ議員石田まさひろ議員 友 納 り お 議 員友 納 り お 議 員
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福井県看護連盟を応援して　　　くださっている議員（敬 称 略）2023年2月10日現在

福 井 市福 井 市

福井県議会看護議員連盟

敦 賀 市敦 賀 市

力野　 豊（63 歳）
新型コロナ対応でご苦労
された皆様に敬意と感謝
を申し上げます。

大 野 市大 野 市

兼井　 大（49歳）
子ども達に希望ある未来
を準備するために頑張り
ます。

長田 光広（52歳）
看護連盟のみなさま、誠
にありがとうございま
す。共に頑張ります。

勝 山 市勝 山 市

田中三津彦（63 歳）
貴連盟にとって、本年が
輝かしい年になることを
お祈りいたします。

清水 智信（41歳）
看護職の皆さまには日頃
より感謝いたしておりま
す。処遇改善に向け全力
を尽くして頑張ります。

鯖 江 市鯖 江 市

山本　 建（38 歳）
皆さまが益々ご活躍でき
るよう共にがんばりま
す。

山浦光一郎（41歳）
国政における石田先生・
友納先生ともタッグを組
んで頑張らさせていただ
きます。

大飯郡大飯郡

田中 宏典（58歳）
福井の医療・福祉のた
め、共に考え一緒に行
動していきましょう。

越前市今立郡南条郡越前市今立郡南条郡

仲倉 典克（55 歳）
看護師の職場環境の改善
と充実に全力を尽くしま
す。

小浜市三方郡三方上中小浜市三方郡三方上中郡郡

小堀 友廣（73 歳）
コロナ禍の中、看護師の
皆さんは本当にご苦労様
です。

松崎 雄城（29歳）
皆様からご指導頂きな
がら、若い力で頑張り
ます。

坂 井 市坂 井 市

斉藤 新緑（66 歳）
石丸前看護連盟会長より、福井県の
看護議員連盟結成のご依頼を受け、
議連会長をお引き受けし結成させて
頂いた。看護連盟、看護師の皆さん
のためにしっかり働きます。

大森 哲男（68 歳）
皆様の最寄りの政治家と
して、何時でも何でもお
使いください。
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稲田　朋美
最前線で命を守り、笑
顔を絶やさない皆様の姿
に、いつも勇気を頂いて
います。

高木　毅
国民の生命と健康を守る為
に医療現場の最前線で日々
奮闘されている皆様に、敬
意を表し感謝申し上げます。

山崎　正昭
現場での経験や見識をもって
県民の健康と福祉向上にむけ
たご活動に敬意を表し、今後
も大いにご期待申し上げます。

滝波　宏文
長引くコロナ禍の下、献
身的な看護に、改めて感
謝申し上げます。



福井県看護連盟を応援して　　　くださっている議員（敬 称 略）2023年2月10日現在

大野市

勝山市永平寺町

あわら市

坂井市

福井市

鯖江市越前町

越前市
池田町

南越前町

敦賀市

美浜町

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町

統一地方選挙
知事選挙
　　　　　　告示日　3月 23日
　　　　　　投票日　4月　9日
県議会議員選挙
　　　　　　告示日　3月 31日
　　　　　　投票日　4月　9日
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坂井市議会看護議員連盟

若狭町議会看護議員連盟

伊藤　聖一
64 歳（坂井）

渡辺　竜彦
59 歳（春江）

林　豊夏
32 歳（三国）

前田　嘉彦
65 歳（丸岡）

山田　秀樹
58 歳（三国）

古屋　信二
63 歳（丸岡）

田中　哲治
71 歳（坂井）

岡部　恭典
66 歳（春江）

後藤　寿和
50 歳（春江）

戸板　 進
67 歳（丸岡）

鍋嶋　邦広
64 歳（三国）

佐藤　寛治
74 歳（春江）

廣瀬　陽子
43 歳（丸岡）

前川　 徹
61 歳（丸岡）

佐藤　岳之
41 歳（丸岡）

松本　孝雄
79 歳

今井　富雄
73 歳

坂本　 豊
69 歳

島津　秀樹
62 歳

辻岡　正和
66 歳

熊谷　勘信
70 歳



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

2023年3月31日発行発行日

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

身近な方にも入会をおすすめください !

公式

2023年度2023年度
連盟会員・賛助会員・学生会員 募集中

令和 5年度要望書提出
令和 4 年 10 月 24 日、福井県知事・自由民主党福井県
支部連合会会長・福井県看護議員連盟会長へ、「訪問看護
ステーションへの教育研修の強化について」要望書を提出
した。

自由民主党表彰（敬称略）

・自由民主党　総裁表彰
・自由民主党福井県支部連合会 優秀党員

大崎　妙子
髪元　里美、高村 由美子、福岡　清美


