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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

岐阜県看護連盟会長のあいさつ
　初春を迎え、会員の皆様方には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　また、日頃は看護連盟活動にご理解ご支援を賜り、心より感謝致します。
　昨年の参議院選挙では、皆様の懸命ながんばりの結果、組織代表の石田まさ
ひろ議員が誕生致しました。本当にありがとうございました。
　岐阜県では、前回の選挙を上回る得票数を獲得することができました。この結
果を土台とし、会員増員を中心に組織の見直しを行い、組織強化に力を入れてい
きたいと考えております。
　今、国会では「特定行為に係る看護師の研修制度」が盛り込まれ、県選出の衆・
参国会議員の先生方にお世話になっております。
　また、県では昨年12月に設立して頂きました「看護対策議員連盟」で、県議会議
員の皆様方との交流を大切にし、看護界の為に努力したいと思っています。
　これからも一層のご指導とご支援の程お願い申し上げます。

日本看護連盟会長のあいさつ
　昨年は、石田昌宏参議院議員が誕生し、看護職では初めての男性議員として、
フレッシュな感覚で頑張って活動しております。阿部俊子衆議院議員、髙階恵美
子参議院議員も、それぞれ、要職のポジションを得ることができ、看護政策に関
することはもとより、幅広い領域の活動を展開し、「看護の代表ここにあり」と存在
感がありうれしいことです。
　「看護職の役割拡大」「看護職の働く環境の改善・整備」「潜在看護師の復職支
援」など、看護界が抱えている様々な問題を解決し、政策的に実現していくこと
や、看護の代表を国政の場に送り出すことは連盟の重要な役割だと認識しており
ます。看護界が抱えている様々な問題を、看護職が自らの力で自律的に解決して
いくために会員のみなさまと一丸となって、連盟を、社会を動かすことができる「力
強い組織」として発展・進化することを目指して、全力投球してまいります。
ご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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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

参議院議員

石田昌宏先生

　岐阜県看護連盟の皆様、日頃の皆様のご活躍に心より敬意を表します。
　第二次安倍政権の誕生から12ヶ月間、政策の重点は財政再建と経済活性化、
そして新たな成長戦略の発信へ注がれて参りました。いわば我が国が将来、真に
健やかな成熟社会へ飛躍していくための基盤整備が行われたわけです。これから
は、国民のいのちと暮らしの安全・安心を安定的に保証するための社会保障制度
体系全般にかかる諸々の大改革を進める段階に入ります。
　社会保障を実現する最大規模のプロ集団として、いよいよ看護職が現場の声を
政策へ届ける時がやって参ります。私こと、髙階恵美子も看護職の一人として、こ
れまで着々と進めてきた地道な努力の積み重ねを、今度は国会の場で政策として
ひとつでも多く目に見える形で実現させていくべく、微力を投じて参ります。
　

　岐阜県看護連盟の皆様、日頃お力添えを賜りありがとうございます。
　現在開会の国会は「好循環実現国会」と位置づけられ、成長戦略の実行計画の
具体的議論が進められています。看護関連法案では、「特定行為に係る看護師の
研修制度」「看護職免許の届出・登録制度」が国会で議論されています。これこそ
我が仕事、精一杯の努力を続けています。さらに新たな社会保障制度の法案化に
むけて、年金・医療・介護などの分野を中心に連日活発に議論をしています。
　また、先日、視察団としてミャンマーを訪問しました。アウンサンスーチーＮDＬ
議長他要人と面会し、急な変貌を遂げている様子を理解しました。看護師助産
師会長との面談では、看護職が人口当たり日本の１２分の1しかいない環境下の中
で、教育のチャンスを増やしたいと強く願われており、どのような支援が必要か共
に考えました。
　皆様からいただく現場の声や貴重な経験を咀嚼し、国政の場で頑張ってまいり
ますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

国会議員だより

　岐阜県看護連盟の皆様、いつも温かいお力添えを賜り心より感謝申し上げま
す。現在、第186回通常国会が開会しています。会期前から法案の説明や整理、与
野党間の話し合いに取り組むなど国会運営の準備を進めつつ、年末年始の1ヵ月
以上にわたる地元密着の活動から国会での政策中心の活動に自分自身を切り替
えていきます。今国会では、必要な法案を通し、また復興を推し進めていくととも
に、次々年度に向けての予算獲得のための政策づくりもしていきます。それらの予
算には、10年、20年、それに続く100年後の日本のことをも考えた思いを込めな
がら、次世代に送り継ぐ政策をつくりあげていきます。同時に、看護職の皆様お一
人お一人が働きやすく、やりがいをもって看護できることを心から願い、皆様のお
声をお聞かせいただきながら、その実現に向けても引き続き精一杯取り組んでま
いります。岐阜県看護連盟の皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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平成25年度国会見学研修会報告

  平成25年10月22日(火) 37人の参加で開催しました。

例年の如く、JRを利用しての実施です。
9:40参加者集合、10:24名古屋発、12:10東京駅着、10グループに分かれタクシーにて自民党本部着、名物のカ
レーで昼食後国会議事堂に移動、見学。その後参議院会館研修室にて草間会長、髙階恵美子議員、石田昌宏議員
のあいさつ他、県選出国会議員との懇談で親交を深める時間となった。17:40東京発のぞみにて19:24JR名古屋
駅着解散しました。

Ⅰ参加者アンケート結果 
①研修会全体について
とても満足 ……………… 22名
満足 …………………… 14名
不満足 ………………… 0名

②国会議事堂見学
とても満足 …………… 20名
満足 …………………… 16名
不満足 ………………… 0名

Ⅱ参加者の声(自由記述より)
・看護と政治のつながりを理解する機会になりました。
・髙階議員、石田議員の活動の場を見聞き出来一生懸命活動していただいていることが分かり、国政に伝わる 
　気持ちになりました。
・国会見学研修にもっと会員が参加出来ると政治への関心が深まり、選挙への関心が高くなる。
・日帰りで疲れたがグループ行動で他施設看護師とも関われたので良かった。
・本日見聞きしたことを職場で伝えたり、若い世代の職員がどんどん参加出来るとよい。

③岐阜県選出議員との懇談
とても満足……………… 23名
満足 ……………………… 13名
不満足…………………… 　0名

④日帰り研修について
とても満足……………… 12名
満足 ……………………… 20名
不満足…………………… 　4名
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■期日前投票した
■期日投票した
■投票しなかった

平成25年度　岐阜県看護連盟会員意識調査結果
1.調査目的 第23回参議院選挙の評価を行うとともに、会員の政治意識・看護対策についての
  意識を知り、今後の連盟活動に役立てる。
2.調査期間 平成25年8月〜11月
3.調査対象 岐阜県看護連盟会員全員(一部役員・個人会員は除いた)
4.方　　法 日本看護連盟が行った、意識調査内容を参考とし、無記名方式とし、各施設を通じ配布回収した。
  なお、個人情報保護については、配慮した。
5.調査結果
　①配布枚数　4,914枚    ②回収数　3,750枚(回収率76%)
　③年齢構成(人)     ④投票行動(人)

　⑤年代別投票行動(人)

　⑥投票しない理由(複数回答)
項目 人数 項目 人数

忙しく時間なし 239 旅行に出掛けた 52
病気・体調不良 34 面倒だった 38
投票所が分からない 8 居住地に選挙権なし 33
適当な候補者なし 31 適当な政党なし 25
関心なし 48 選挙で変わらぬ 40

　⑦連盟についての意見・要望
　・活動を期待しています。御苦労さまです。   ・看護職の国会議員の活動が見えてこない。
　・連盟と会員に距離感を感じる。身近な問題を取り上げて欲しい。 ・若返りが必要。
　・全医療職の人が関心を持ち参加できるように努めてほしい。 ・看護協会との連携。

　⑧どのような看護政策に関心があるか(複数回答)
項目 人数

給与、処遇の改善 2333
看護職員適正配置 1876
働き続けられる職場 1118
社会保障制度充実 579
診療報酬への参画 461
保険、医療、福祉を取り巻く税制改正 388
専門看護師、認定看護師の養成、強化と配置促進 382

＊なお、調査結果は各施設代表者様に送付済み　　
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　岐阜第1支部は、河村病院4名、介護老人保健施設
サワダケアセンター5名、澤田病院59名、計68名
の連盟会員がいます。主な活動として、岐阜県看護
連盟の研修受講者を講師とし、研修伝達講習を行
い、新入会した会員が少しでも連盟活動が理解でき
るよう努めています。また、会員増加を目標に、河
村病院の看護部長さんと情報交換を行っています。
診療報酬の改定など、めまぐるしく変化していく医
療環境の中で、看護問題について語りあえる仲間を
増やし、看護の現場から、看護師達が身近な問題に
ついて声をあげ、政策に反映させていけるよう活動
しています。

支部長
吉田典子

岐阜県看護連盟　支部活動の紹介(7支部分)

　岐阜県看護連盟は18支部の活動を中心に行われています。支部での活動を順次ご紹介いたします。

　第4支部は平野総合病院、平成医療短大、岐阜中央
病院の3つの組織です。今年度の半ばから支部長を
引継いでいます。役員はそれぞれの施設から代表1
名が出ており、2か月に1度のペースで活動の方向性
や役員会の報告などを通じてコミュニケーションを
図っています。
　実際の活動は年1回、主に両病院の新人看護師に
むけて連盟の役割や活動についてDVDを鑑賞しな
がら研修会を持つ事を中心に行っています。
　研修会等に各施設内で参加できるように声かけ
し、交替で参加することで連盟活動が身近になるよ
う取り組んでいます。

　看護連盟は、「ベッドサイドから政治を変える」の
スローガンを掲げ、会員一人ひとりの自立に基づく
ネットワーク型組織へ改革をすすめました。岐阜第
三支部も支部組織の充実・強化のため、支部長、幹
事長、施設連絡員、病棟連絡委員を設けました。ま
た、施設訪問を行い管理者の理解と協力をお願いし
ました。活動は、病棟単位で研修を行い、政策過程、
選挙のノウハウ、票獲得に向けた活動等自立した会
員の育成に努めました。その結果、「会員の顔が見
える」「会員の行動が見える」支部ができました。第
23回参院選では、会員120人が608枚の投票済証
を提出しました。今後も、目標達成に向けて努力し
たいと思います。

　施設数は、岐阜市内の公的病院、看護学校、公的
医療機関合わせて11施設です。会員は、915名で
す。各施設内で研修や会議をする場所の確保が難し
い。そこで、施設連絡会、県看護連盟事務所で、施設
連絡会議を年3回行い、県連盟活動の伝達報告、各
施設の活動報告等連絡委員の方と意見交換を行い、
各施設の連絡委員の方に連盟活動の理解と協力を
していただくことを大切にしています。伝達方法も
各施設で違いはありますが積極的にとり組んでい
ます。また、施設内での研修ができないため、年1回
外部で40名程の研修会を行い、より多くの会員に
向け看護連盟の浸透を図っている。連絡委員の協力
を頼もしく感じています。

　平成25年の夏は、看護の心が一つになっ
たと実感できた忘れられない年になりまし
た。支部活動を通して、連盟会員が一丸とな
り「熱伝導」をキーワードに組織力、集票力を
確実に達成できた結果、石田議員の誕生に結
びつきました。
　私達がもっと政治に関心を持つと同時に、
より良い医療、看護の実現には、「現場の声
を伝えることが大切である」ことを知っても
らうことが重要です。その為に今出来ること
を少しづつ連盟活動を理解し研修を通して
意識の向上に努めていきたいと思っており

ます。今後も、組織強化に繋がるような活動を目指し取り組
んでいきたいと思います。皆様の一層のご協力、ご支援を頂
きますようお願い致します。

　会員の皆様には支部活動にご支援・ご協力
いただきありがとうございます。
さて、昨年7月の参議院選挙では熱伝導を合
　言葉に、ホップ、ステップ、ジャンプと県
看護連盟のご指導の基、支部活動してまいり
ました。
　会員の皆様には、石田まさひろ政策研究会
の入会名簿やアンケート等の協力をいただ
き、支部としては前回の選挙を上回る得票数
につながりました。本当にありがとうござい
ました。
　しかし、これで安心しているわけにはいき

ません。次期選挙も到来するため、今回以上の得票数を目指
す必要があります。そのためには、一人でも多くの会員を増
やすことだと思っております。今年度はそれを目標に微力な
がら活動していきたいと考えています。皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いします。

　可茂支部は岐阜社会保険病院、東可児病
院、白川病院、太田病院、あじさい看護福祉
専門学校、木沢記念病院の会員からなる支部
です。2013年の石田まさひろ参議院議員選
挙では病院の中のグループを小さくして取
り組みました。各職場の主任、リーダーが軸
になり岐阜県看護連盟研修会の伝達講習を
したり、期日前投票を促し会員に選挙に行っ
たかどうかを聞いたりしました。連盟活動で
重要なことは会員一人一人に自覚を持たせ
ることだと考えています。「看護の代表を国
政の場に送る」という命題を達成するために

会員一人一人を如何に啓発するかは職場ごとの活動がカギを
握ります。身近にいる先輩が具体的に連盟の話をすることは
違和感なく受け入れられると思います。ポリナビの役員にも
意見を聞き、支部会員の相互の親睦と連携を深める活動をし
ていきたいと考えています。

支部長
杉山恵美子

支部長
吉田妙子

支部長
森咲子

岐阜第1支部

支部長
山口純子

伊奈波支部

支部長
山田敬子

羽島支部

支部長
石山光枝

可茂支部

岐阜第3支部

岐阜第4支部

岐阜第7支部
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日本看護連盟通常総会

日　程 / 平成 26 年 6 月 3 日 ( 火 )
会　場 / 東京プリンスホテル
所在地 / 東京都港区芝公園 4-8-1

新人研修会

日　程 / 平成 26 年 7 月 22 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委員長 伊佐地哲也

主　催 / 日本看護連盟東海・北陸ブロック
開催県 / 岐阜県看護連盟
日　程 / 平成 26 年 10 月 11 日 ( 土 )

会　場 / ホテルグランヴェール岐山
テーマ /「つなげる・つながる看護と政治」
内　容 / 検討中

岐阜県看護連盟通常総会

日　程 / 平成 26 年 7 月 5 日 ( 土 )
会　場 / ホテルグランヴェール岐山

全体研修会

日　程 / 平成 26 年 9 月 6 日 ( 土 )
会　場 / ホテルグランヴェール岐山
テーマ / 検討中
講　師 / 検討中

お知らせ

「岐阜県看護対策議員連盟」設立
　平成25年12月13日岐阜県看護対策議員連盟が設立されました。看護の政策に対応される議員さんによって設立さ
れたものです。看護に関わる人達の環境整備、処遇問題等の改善に取り組んでいく方針を示されました。

岐阜県看護協会・看護連盟会員数 
連盟会員数(人) 賛助会員数(人) 協会会員数(人) 連盟:協会比(%)

23年度 5015 241 10,525 47.64
24年度 5148 270 10,689 48.16
25年度 4973 256 10,875 45.72

� 2013/12/17現在

平成26年度看護連盟通常総会のお知らせ

平成26年度上半期岐阜県看護連盟研修計画(案)

第8回全国ポリナビワークショップin岐阜
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フィーリア

汗はぐんぐん放出！
ハウスダストや

 細菌を通さない！

H75W180mm

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
　春のおとずれが身近に感じられる季節になりました。広報委員会ではいかに会員の皆様に、新しい情報を伝えていく
かということを話し合いました。昨年皆様方よりアンケートが届きました。国会議員活動と連盟会員間に距離感を感
じると言う意見がありました。
　今後会員の皆様に、より近づけるよう「れんめい岐阜」の内容等を考えていきますので、皆様のご意見ご要望をい
ただけるようお待ちしています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

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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