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岐阜県看護連盟

会長　山口 絢子

日本看護連盟

会長　草間 朋子

公益社団法人 岐阜県看護協会

会長　橋本 波枝

岐阜県看護連盟会長のあいさつ
　石田昌宏参議院議員　誕生おめでとうございます。
念願の参議院議員二人体制が整いました。
本当にうれしく思います。身も心も、熱い暑い選挙戦でした。
支部長、支部幹事長、役員を始めとし、多くの会員の皆様にご支援を頂きありが
とうございました。また、議員の先生方からは、絶大なるご尽力を賜り、心よりお
礼申しあげます。
　選挙期間中は、無我夢中で活動し、当県では前回の参議院選挙にくらべ、得票
数を上回ることができました。最後になって看護職が一体となれた事が、この喜
びにつながったものと確信致しております。
今後ますます組織強化に努めて参る所存でございます。
皆様どうぞよろしくお願い致します。

日本看護連盟会長あいさつ
　この度、日本看護連盟会長の重責を担わせていただくことになりました。
国会議員としての長年のご経験をお持ちの清水会長の後任としては、力不足であ
ることを痛感しておりますが、会員一人ひとりのみなさまの情熱と連盟組織のパ
ワーに支えていただき、「超高齢社会を迎えた日本の『治し支える医療』を支えて
いくのは看護である」を目標に、全力投球させていただきます。
　これからの日本の医療保健の質を左右するのは、チーム医療のキーパーソンと
位置付けられている看護職の提供する看護の質であると思っております。国会議
員の先生方のご支援をいただきながら、看護の質を高めるために働く環境、基礎
教育、継続教育、キャリアアップの機会などさまざまな看護問題の改革・改善に
取り組み、看護界のさらなる発展に向けて存在感のある力強い組織にしていきま
しょう。
　気力と情熱だけは、誰にも負けないつもりでおりますので、どうぞよろしくお願
いします。

岐阜県看護協会会長あいさつ
　長かった猛暑もようやく過ぎ、ススキの穂が風になびく季節になりました。
　今年の夏が暑かったのは気温だけではありません。第23回参議院選挙もその
一つです。看護界のねじれが解消し、看護連盟と看護協会が一致団結し、石田昌
宏氏を国政に送ることができました。ご協力いただきました皆さまに心から感謝
申し上げます。
　今回の選挙では、石田昌宏氏に加え、倉林明子氏も当選され、看護職の国会議
員は4人になり、彼らの活躍に大きな期待をしています。
　厳しい医療事情にあっても患者さんに良質な看護が提供できるよう、そして看
護職が活き活きと働くためには、どうしても政治の力が必要です。これからは全て
の看護職が政治に関心をもち、私たちの手で現場を変えていきましょう。
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衆議院議員

あべ俊子先生

参議院議員

髙階恵美子先生

　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。
　参院選の結果、石田まさひろさんが201,109人もの皆様からのご支持をいただ
き、無事国政の場へ送り出していただくことができました。これもひとえに、全国
の看護連盟の皆様の長きにわたる地道で力強い取り組みの賜物であり、岐阜県看
護連盟の皆様にも多大なるご尽力を賜りましたことに、この場をお借りいたしまし
て心から感謝申し上げます。そして参議院での歴史ある看護の議席を再び取り戻
せたことにも喜びを深くかみしめております。
　今回の選挙の結果、国会におけるねじれを解消することができました。おかげ
さまで、復興をはじめ日本を取り戻すための政策に邁進していける環境が整った
次第です。看護界における諸課題に対しても、これからは一人増え、たかがい恵美
子議員、石田まさひろ議員とともに三人で力を合わせて国政の場で頑張ってまい
ります。引き続き、岐阜県看護連盟の皆様の温かく心強いお力添えを心よりお願
い申し上げます。

　先般の参議院選挙において、私たち日本の看護界は、国会にフレッシュな男性
議員を誕生させるという大事業を成し遂げました。看護の議席を新たに得て、こ
れからは、成熟社会日本を支える新たな社会保障制度体系の構築に向けて、いの
ちを護る者が看ている視点を存分に活かした政治活動を、いっそう強力に進めて
参ります。
　私にとって初めての議員立法となったDV防止改正法（6/26成立）はいま、一部
の方々に‘奇跡の法律’と呼ばれています。言わば不健康な関係病理による生命危
機を公権で回避する特殊法であるため、議員各位の理解を得る過程が極めて険
しかったからです。解決策は明らかでも了解されなければ事を成せない。だからこ
そ、ともに闘える同志が必要なのです。みなさまのお支えに、心から感謝申し上げ
ます。
　今秋以降の国会では、社会保障制度改革に関する国民会議の報告書を受けた
法的基盤整備も含む種々の議論が白熱するものと予測されます。これからの国会
審議には、実際に社会保障サービスを提供している専門家の鋭い切り込みと建設
的で現実的な提案が是非とも必要なのです。私たちの活動範囲はまだまだ無限
大です。たかがいは、一人一人の悩み、気づき、アイディアをお聞きして､実際に政
策に反映する橋渡し機能を果たせるよう、地道に努力を続けて参りますので、引
き続きご厚情賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

国会議員だより

　長期間の国会議員活動に加え看護連盟活動おつかれさまでした。
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

日本看護連盟 前会長 清水嘉与子さん
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平成25年度 日本看護連盟通常総会報告
岐阜第2支部　服部　久代

　平成25年6月13日（木）ザ�プリンスパークタワー東京において日本看護連盟通常総会が開催された。1788名
が参加した。
　最初に清水嘉与子日本看護連盟会長より挨拶があり、昨年の総会にて石田まさひろ氏を推薦し、今回の参議院選
挙では、高い得票率での当選を目標とした。来賓祝辞では、坂本すが日本看護協会会長より、協会の政策実現に向
けて、協会連盟が力を合わせての取り組みを表明された。
　今回役員改選があり、清水嘉与子会長が任期を終えたが、夏の参議院選挙が終了するまでは会長を務められるこ
ととなった。新任の会長は、東京医療保健大学草間朋子副学長が就任された。
　議事の途中に、野田聖子自民党総務会長が駆けつけ、挨拶を述べられた。
　総会終了後に総決起集会が行われ、80名を超える国会議員が来賓として紹介され、看護連盟への関心の高さが
うかがわれた。石田まさひろ氏への挨拶では、「何よりも看護の現場を元気にしたい。看護が元気になれば日本が
元気になる。そのために頑張りたい」と決意を表明された。
　今回は、今までにない熱伝導を感じる熱い大会となった。

岐阜県看護連盟通常総会報告
日　時：平成25年7月27日（土）　13：00〜15：00
会　場：ホテルグランヴェール岐山
参加者：213人　委任状：4,202人

　　　重点目標　「看護職の代表」を必ず国政におくる
重点活動　１ 安全な政治活動・選挙活動を勧める  ２ 確かな政策の実現力をもつ
　　　　　３ 多くの人材提供力を持つ    ４ 強力な集票力を持つ
　　　　　５ 徹底した会員確保対策を勧める

総会後、特別講演をいただきました。
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岐阜県看護連盟新役員紹介

新支部長紹介

　　平成25年7月27日岐阜県看護連盟通常総会で承認されました。
　私達が就任させていただきます。よろしくお願いします。

石田まさひろさん当選にあたり
①支部活動で取り組んだ事
②今後の議員活動に期待することなど
　岐阜第4支部ではまず皆に知って
もらう事から始め、連盟について研修
会を持ちました。選挙が近づいた時に
は、職場以外に家族はもちろんのこと
友人、知人にも声かけし、同時に期日
前の投票を多くの人に呼び掛け、また
電話作戦を頑張りました。見事当選、
岐阜県で多く票が取れうれしく思って

います。今後は、やはり看護職員の待遇改善ですね。そして
ますます増える高齢者に対し行き届いた看護ができる体制
を作ってほしいと願っています。

石田まさひろさん当選に当たり、
①支部で取り組んだこと
　石田さんを招き交流会、お人柄に好
感を抱き看護師達が石田さんを投票
したいと期日前投票は今回300名以
上。青年部の伊佐治さんに「連盟と政
治」についてご講演を賜り会員達の士
気を高めました。
②今後の議員活動に期待することを
含めて
　看護連盟活動が看護師達の為の政

治に結びつくイメージを広める活動になるように議員さん
達は、小さな医院で働く看護師達の意見も吸い上げてほしい
と思います。

　岐阜第５支部では、「ベッドサイドか
ら政治を変える」をスローガンに会員
の投票率100％を目標とし、活動に取
り組んで参りました。看護実践のあら
ゆる場における看護サービスの発展を
めざして看護職一人ひとりが、安心し
て働き続けることのできる社会環境づ
くりを目指していただく為にも会員が
力を合わせ組織強化に繋がるような活
動ができればと考えております。どう
ぞ会員の皆様のご支援、ご協力をよろ
しくお願い致します。

石田まさひろ氏当選に於ける
大垣支部活動報告
　支部活動として、所轄範囲施設以外
にも、精神�神経内科病院の施設訪問を
しました。それぞれ異なる環境下の施
設にあっても、看護と政治の必要性を
感じて頂けました。また、ポスター・ビ
ラ配布、友好団体激励集会・電話作戦へ
の参加等、支部幹事長及び施設連絡員
との密接なる連携を持って、参議院議
員選挙活動に参戦でき、看護職の代表

を国政に送ることができました。
　今後、新たな政策により現場がどう変わるか、変わったか
を実証し、身近に感じられる政治へと導いて頂きたいです。

会長 
山口 絢子

（再任）

副会長 
山田 信子

（再任）

幹事長 
小原 万千子

（新任）

財政部長 
森前 光子

（新任）

幹事 
松井 和世

（新任）

監事 
後藤 美代子

（新任）

第4支部
杉山 恵美子

中濃支部
大塚 恵美子

第5支部
折戸 朱美

大垣支部
野崎 好美
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ステップ

ジャンプ

新人研修会

日　程／平成 25 年 5 月 14 日（火）
会　場／ホテルグランヴェール岐山
テーマ／看護連盟の役割・活動
講　師／岐阜県看護連盟会長　山口絢子
　　　　岐阜県看護連盟青年部長
　　　　　　　　　　　　　伊佐治哲也
参　加／ 145 人

全体研修会

日　程／平成 25 年 9 月 28 日（土）
会　場／ホテルグランヴェール岐山
テーマ／看護と政治
　　〜社会の動きと看護問題対応について〜
講　師／参議院議員　髙階恵美子
参　加／ 170 人

新人支部長研修会

日　程／平成 25 年 9 月 27 日（金）
会　場／ホテルグランヴェール岐山
新　任／ 4 人

石田まさひろ参議院議員誕生までの活動

選挙カーでの応援　平成25年7月17日（水）

　岐阜駅前を皮切りに白衣姿の青年部と本部連盟
大島敏子政策研究会会長をはじめ県役員などの連
携で半日という短い時間でしたが岐阜市、美濃加茂
市、笠松町を廻り、気温にもまして熱い熱い声援でし
た。皆様の応援ありがとうございました。

平成25年4月23日（火）24日（水）岐阜・大垣・揖斐地域の施設訪問をされました。
23日（火）支部集会では参加者140人　於ホテルグランヴェール岐山
　岐阜第7支部長がリーダーで大垣支部・羽島支部・岐阜第5支部の4支部が中心になり夕方の
時間でしたが多くの方々が勤務を終えてからかけつけてくれました。

平成25年6月24日（月）参加者273人　ホテルグランヴェール岐山
　日本看護協会坂本すが会長、日本看護連盟清水嘉与子会長、岐阜県看護協会橋本波枝会
長、自由民主党岐阜県連猫田孝幹事長も応援にかけつけてくださり、すばらしい集会でした。
参加者全員赤のシンボルスカーフを巻き、会場は熱伝導にあふれる応援でした。

平成25年度岐阜県看護連盟研修会 青字は実施済み
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青年部研修会

日　程／平成 26 年 3 月 8 日（土）
会　場／ホテルグランヴェール岐山
テーマ／つながる…つなげる…看護と政治

県別リーダー研修会

日　程／平成 25 年 10 月 7 日（月）
会　場／ホテルグランヴェール岐山

看護管理者・看護教育者研修会

日　程／平成 25 年 11月 30 日（土）
会　場／ホテルグランヴェール岐山
テーマ／交渉中
講　師／前・日本看護連盟副会長 大島敏子

国会議事堂見学研修会

平成 25 年 10 月 22 日（火）
参加人数 40 名程度
ねらい
国会議事堂の見学と看護職代表議員の活動
状況を見聞し「看護と政治」のかかわり等
を学ぶ

看護学生対象 出前講座　看護学校等からの申請で講師派遣

石田まさひろ参議院議員
誕生おめでとうございます

各支部長さんのつぶやき！！今回の活動のなかで支部での活動内容が聞こえてきました。

　岐阜県看護連盟の皆様、日ごろよりお世話になりましてありがとうございます。
石田昌宏です。お陰様をもちまして今夏参議院選挙で当選することができました。岐阜
県看護連盟の皆様から頂いた多大なご支援に心より感謝申し上げます。一人ひとりの熱
い想いを今もなお感じ続けています。
　当選証書を授与され胸に議員バッジをいただいたとき、喜びよりも責任の大きさを痛
感致しました。特に秋の臨時国会においては、社会保障制度改革国民会議がとりまと
めた報告書をもとに医療、介護、少子化対策、年金に関し制度改革が進められていきま
す。岐阜県看護連盟の皆様に衷心より感謝申し上げますとともに、今後とも見守り続け
ていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。参議院委員

石田 昌宏

期日前投票の証明書
3626枚（平成25年7月19日現在）

石田まさひろ氏の得票結果
総得票数 201.109票
岐阜県得票数 　　　5.856票（全国8位）

皆で頑張りました

こんなつぶやきを聞くたびに

看護職の力を感じました

このがんばりのなかで

当選できました！！

新人研修でよく説明したよ！！

師長会で毎日話したよ。

自分たちのことだから代表を送りたい。

投票証明書がこんなに集まったわ。

育休中の人に話さないと。

本人を知ってから力がはいったわ。
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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

編集後記
　第23回参議院議員選挙で私達の代表「石田まさひろ」さんを髙階恵美子参議院議員につづき国政の場におく
ることができました。会員皆様の熱伝導の成果ですネ。今後ベッドサイドから政治を変えるために現場の意見を連
盟にお寄せ下さい。このことが政策につながっていきます。
　なお、ひきつづき東日本大震災の支援のため募金活動を行っていますので御協力よろしくお願いします。
 広報委員／戸田郁子、櫻井育子、山田信子

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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