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看護は人のいのちと
暮らしを守り、
未来に希望を与える

石田
まさひろ

看護が豊かに
 行われる社会づくり
安心・安全で幸せに暮らせる日本の未来のために、私が取り組むこと

福祉
誰もが住み慣れたまちで
暮らし続けるために、

医療、介護、福祉を
一体化させ

地域ケアの充実に
取り組みます。

子育て
子どもたちの笑顔あふれる

未来のために、

保育、教育、女性の労働
など、トータルで安心な
子育て支援の充実に
取り組みます。

健康
生涯元気で

ありつづけるために、
『健康」をキーワードに

医療、保健、環境、食
などの環境づくりに
取り組みます。

雇用
若者も、高齢者も、障がい者も、
女性も生きがいをもって
働き続けるために

就労支援の充実と
働きやすい環境づくりに
取り組みます。



　残暑厳しい中にも朝夕の涼風に心が和むこの頃でございます。
　会員の皆様には､日頃から看護連盟活動にご支援・ご協力をいただきありがとうござい
ます。
　先般8月8日には、平成24年度岐阜県看護連盟通常総会が滞りなく終了し、本年度の活
動計画案と予算案につきましてご承認をいただきました。
　今年度の活動としましては、第23回参議院議員選挙の候補予定者、石田まさひろさんを
多くの方々にご理解頂くことです。
　その為に今春から来春にかけて「ホップ・ステップ・ジャンプ」と段階を踏んで「石田まさ
ひろ県内遊説」を計画致しました。「ホップ」はすでに終了致しました。参加いただきまし
た皆様、ありがとうございました。
　又、「ステップ」で伺いますその節には石田さんの顔と名前と経歴を知り、政策内容をご
理解下さいますようお願い致します。
　「確実に国政に送る」という目的達成にむけて努力したいと考えております。
　皆様どうぞよろしくご支援・ご協力の程、お願い申し上げます。

　残暑をすぎたというのに、37℃を越す気象予報が出されるなど、日本列島は異常気象に
見舞われています。そのうえロンドンオリンピックで熱くなった余韻はまだ残っていませ
んか。熱中症の多発もニュースになりましたが、現場で対応されたみなさん、ご苦労様です。
　その合間に国会の方にも大きな動きがありました。内閣不信任案が提出されそうになっ
た途端、野田総理が近いうちの解散に言及することによって自民�公明の協力を得、懸案
の社会保障と税の一体改革関連法案の参議院採決が行われました。当分「近いうち」とは何
時か、解散の時期を巡って与野党の攻防が行われることでしょう。いずれにしてもそう遠
からず衆議院選挙があると見ざるを得ないわけで、連盟としてはあべ俊子議員の選挙態勢
にも気を配りながら、総選挙の結果が来年夏の選挙によい影響を与えてくれることを願っ
ているところです。この暑さの中でも石田まさひろさんは元気に全国を飛びまわっていま
すが、その元気の源は会員の皆さんからのエネルギーであることに間違いありません。こ
れから1年足らずの間ですが、岐阜県内各支部の隅々まで熱伝導でエネルギーが充満して
いくことを期待しております。

私達が就任しました。よろしくお願いします。
看護連盟発展のため全力投球で努めさせていただく所存です。

岐阜県看護連盟

会長　山口 絢子

監　　事

市原 鶴枝
監　　事

松井 和世
幹　　事

森 咲子
幹　　事

戸田 郁子
再任幹事

櫻井 育子
再任幹事

鈴木 宮子

日本看護連盟

会長　清水嘉与子

岐阜県看護連盟会長あいさつ

新役員紹介

日本看護連盟会長あいさつ
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参議院議員

髙階恵美子先生

衆議院議員

あべ俊子先生

　岐阜県看護連盟の皆様、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。
　さて第180回通常国会は会期を延長し、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が重ねられました。また一方で今国会では、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もこれまで以上に精力的に精進
してまいりました。すぐに実を結ぶことはなかなか難しいのですが、「千里の道も一歩か
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。

　岐阜県看護連盟の皆様、こんにちは。
　去る8月10日に社会保障、税一体改革関連8法案が参議院で可決され、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
靱な安全�安心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。

　平成24年6月15日（金）、東京プリンスホテルにおいて日本看護連盟通常総会が開催された。
　総会には代議員、一般会員、役員合計1,722人の参加があった。
　清水嘉与子会長の挨拶につづき、来賓の坂本すが日本看護協会会長が挨拶された。
　議事に入り活動計画、予算が審議され、全て満場一致で承認された。役員選出では清水嘉与子会長が再任された。来年の参議院
議員選挙候補予定者として「石田まさひろ」氏が満場一致で決定された。全会員が一丸となり「熱伝導」をキーワードに、組織力・
集票力・人材力を強め組織の目標を確実に達成することを誓った。南野知恵子顧問から赤色のネクタイが贈られ「看護のイシダ」

「熱伝導の赤」として印象づけられた。
　総会終了に引き続き、「石田まさひろを国政へ」のビデオが流れ、看護界初の男性候補者の決起大会に会場は拍手と熱気につつ
まれた。 下呂支部　川尻節子

国会議員だより

日本看護連盟通常総会報告
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平成24年8月8日（水）会場ホテルグランヴェール岐山
13：00〜15：00（227人参加）

平成24年度　岐阜県看護連盟活動計画

重点目標　組織活動を強化拡大する

　　　　　　　　1.　強力な集票力を持つ

重点活動　　　　2.　多くの人材提供力を持つ
　　　　　　　　3.　確かな政策実現力を持つ
　　　　　　　　4.　ホップ�ステップで候補者の知名度をあげる

平成24年8月8日（水）会場ホテルグランヴェール岐山　15：30〜17：30
通常総会につづき200名余りの参加者で盛大に開催!!

「石田まさひろ」さんの政策主張で看護が豊かに行われる社会づくりのための政策が熱く語られた。

青年部による「政治活動Q&A」は全員が参加し興味深く盛況でした。
司会：伊佐治青年委員長
方法：質問毎に青 赤 の紙で手あげ、それぞれにコメントを加えた。

Q 看護協会と看護連盟の関係で政策提言するのはどっち？
A 看護協会と答えた人は全体の8割だった。
Q 参議院議員の任期は何年ですか？3年�6年？
A 6年（ほとんどの人が正解）
Q 参議院に解散はありますか？有る�無い？
A 無い（ほとんどの人が正解）

最後に委員長から期日前投票への呼びかけをした。

岐阜県看護連盟通常総会報告

第23回参議院議員候補予定者 石田まさひろ「政策推進集会」

詳細は平成24年度通常総会資料を参照

強いイシ（意志）

  熱い想いが

　伝わってきました。
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岐阜県看護協会

7月6日（金）

澤田病院

中濃厚生病院

関中央病院木沢記念病院

村上記念病院 山田病院

岐阜中央病院岩砂病院・岩砂マタニティ

岐北厚生病院 グランヴェール岐山

支部集会

美濃加茂シティホテル

支部集会

スタッフの
皆様より
多くの提言を
いただきました。実習指導者

研修生と
握手

金曜日の夕方
にも関わらず
大勢の皆様と
対話しました

七夕の短冊に
当確の願いを
書かれました。

ポスターより
やせた石田さんが
印象的。120名の
参加がありました

関連施設を
かけ足で回り
多くのスタッフ
と握手

若い人の
応援に

力がこもって
いました

各部署の
スタッフと
対話しました

第23回参議院議員候補予定者
石田まさひろ氏 “県内遊説”

ホップ ステップ ジャンプ今春より来夏にかけて　　　　　　　　　　　　　　を計画。皆様のお近くでの遊説です。参加をお待ちしています。

ホップ

5月25日（金）

施設訪問と支部集会の報告
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とき / 平成25年6月24日（月）
会場 / ホテルグランヴェール岐山

岐阜県総決起大会

ステップ

ジャンプ

飛騨および下呂方面

とき / 平成24年12月4日（火）
会場 / 施設訪問後　久美愛厚生病院にて支部集会

恵那 ･多治見方面

とき / 平成24年12月5日（水）
施設訪問

岐阜・大垣・羽島方面

とき / 平成25年4月23日（火）・24日（水）
会場 / 施設訪問後
　　　ホテルグランヴェールにて支部集会

郡上方面

とき / 平成24年12月4日（火）
施設訪問

※「れんめい岐阜」18号でお知らせしましたジャンプの日程が都合により変更しています。

ステップ ジャンプ
ひきつづき

を計画しています

石田まさひろ氏
が

　各地域にまい
ります

　　みんなで盛
り上げよう!
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 キーワードは「熱伝導」
 看護連盟の活動は「熱伝導」

 リーダーの熱意・行動が結果を定める！

家族や知人、地域の人たち

会員

病棟連絡員

支部役員・施設連絡員

県役員

自分の考えをしっかりもち、
熱意をもって伝える。

◆113人が回答／ 131人が参加
◆年齢　20代／80人　30代／13人　40代／17人　未記入／3人　　◆性別　男／13人　女／90人　未記入／10人

平成24年5月31日 開催

200 40 60 80 100 113

平成24年度看護連盟 新人研修会アンケート集計結果

Q1. 看護連盟について知っていたか

Q2.どの様な手段で知ったか

Q3. 連盟の必要性が理解出来たか

Q4. 看護の代表を国政に送る必要性

Q5. 石田まさひろさんを知っているか

Q6.どの様な手段で知ったか

Q7. 若者の役割が理解出来たか

知っていた　48人

看護学校 15人

思う　94人

ポスター　45人
HP

HP

れんめい岐阜

はい　45人

2

理解出来た　67人

どちらとも　19人

はい　72人

アンフィニ　27人

少し分かった　65人

職場の先輩・ハンドブック　48人

少し理解出来た　46人

いいえ　41人

3 4

2
分からない

少し知っていた　46人 知らない　19人

平成24年度看護連盟 新人研修会アンケート報告

石田まさひろの4つのアピールポイント

現場での看護の思いを熱
意をもって伝えましょ
う！みなさんの熱意が伝
わってゆけばそれが国政
に反映されみなさんに熱
意がかえってきます。
看護の力を強め、日本の
元気につなげましょう！

●日　時：平成24年5月31日（木）13:30〜16:00 ●会　場：ホテルグランヴェール岐山　鳳凰の間　　　●参加者：131名
●テーマ：「看護連盟の役割・活動について」 　講　師：岐阜県看護連盟　会長　山口 絢子
　　　　　「青年部の活動について」  　　　　岐阜県看護連盟　青年部委員長　伊佐治　哲也　

意見（自由記述抜粋）
Q　若者の役割としてどんな活動をしたいと思いますか？（原文のまま載せています）

A 若さを生かしたアクティブな活動（他者が見てもわかりやすい）を継続して行い、訴えつづけていくことが大切だと感じた。
A 働きやすい職場づくり、生き生きとした病棟にしていきたい。
A 看護の仕事が政治につながり、職場での意見を反映していく活動は必要なことだと思う、もっとつながりを強くし現場が少しでも 

 よい環境になってほしい。
A 看護連盟の重要性を理解し、会員を増やす活動が必要だと思う。看護協会とペアにし、施設や病院内で会員の増加を目指す。
A 看護の仕事が充実できるように自分の現場に対し、必要と感じた意見を看護連盟という窓口へ働きかけたり、政治に目を向け連盟 

 活動に参加していくことが大切と感じた。

「石田まさひろ」さんのイメージカラーは赤です
政策通
政策づくりの基本は現場からの発想、そして、スピード感。 
何よりも大切にしていることは、新たな政策により「現場が 
どう変わったか」を実証し、次のステップに導いていくこと。

確かな実行力
看護師として、病院や地域を改革し最先端の病院づくりにかかわっ
た。日本看護協会では政策担当者として、保健師助産師看護師法改
正や診療報酬改定等をリードしてきた。
日本看護連盟では、全国選挙を勝利に導く。さらに看護連盟組織の
リフォームを企画・実行した。地域や施設、教育現場での講演等によ
り「看護と政治」の必要性を広め、看護職の政治参加意識を高めた。

未来をつくる熱い情熱
44歳、働き盛り、思春期まっただ中の2人の父親
若手看護師から慕われる兄貴分
事件が起きれば、即　現場に走る

多彩な分野への広がり
趣味は神社めぐりと魚の飼育、中でも、多彩な分野の本を年間
150冊以上読破する。自らも書籍を多数執筆している。専門の看
護や医療分野に限らず、経済、文化、教育、国際問題にも関心を持
ち、独自の発想を広めてきた。

を計画しています
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あなたの入会が
あなたの問題を解決します。

http://www.gkr.jp

研修会

行事日程

組織図

入会のご案内

研修会などの情報がすぐわかります！
よろこび、充実。皆様とともに・・・

お問い合わせは、岐阜県看護連盟事務所まで

ア
ク
セ
ス

　
し
て
み
て
ね
！等々、情報満載！

年　会　費
正 会 員・特 別 会 員
日本看護連盟会費
岐阜県看護連盟会費

賛 助 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円

計 7,500円

ベッドサイ
ドの

問題を国政
へ

岐阜県看護連盟ではひま
わりノートを通じ東日本
へ支援をお願いしてまい
りました。この活動はひき
続き行います。今後とも御
利用いただき支援につな
げたいと思っております。

平成24年度「れんめい岐阜」19号をお届けしま
す。今回参議院議員選挙に向け石田まさひろ氏の
県内活動状況を抜粋し掲載しました。皆様力を合
わせて「看護の代表を国政に送る」を合言葉に活動
したいと思います。
 広報委員／戸田郁子、櫻井育子、山田信子

編集後記

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り

8

岐阜県看護連盟　平成24年9月30日　第19号


