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2016年も決める政治、結果を出す政治に取り組みます！

仕事に誇りを

やりがい、
現場に感謝を

いきがい。
未来に希望を

たかがい！

成熟社会を創る

看護力
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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　石山 光枝

岐阜県看護連盟会長のあいさつ

日本看護連盟会長のあいさつ

岐阜県看護協会会長のあいさつ

　新年のお慶びを申し上げます。
　日頃は、看護連盟活動にご協力いただきましてありがとうございます。
　「少子高齢化社会」が進む中、看護職の私達は社会の期待に対応できるような努力が必要で
す。
　昨年の連盟活動を振り返りますと、4月に行われた統一地方選挙への協力、会員の皆様への
段階別研修会の開催、そして、看護協会と共に県看護対策議員連盟での勉強会と、県当初予算
編成に対する要望書を自民党県連に提出致しました。
　また、昨年秋からは各支部役員・リーダーの皆様にご尽力頂き、「たかがい恵美子後援会」名
簿集めの活動を行っています。
　７月の参議院選挙では、たかがい恵美子先生を必ずや国会へ送ることができるように、会
員の一人ひとりがしっかりと認識し、一丸となって頑張りましょう。
　皆様の絶大なるご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

　新春のお慶び申し上げます。
　年頭にあたり、看護連盟の組織力強化に向けて全力投球していく所存でおります。会員一
人ひとりのみなさまの元気とやる気が連盟の活力の源です。社会を動かすことができる強く
て活動的な「看護連盟」を目ざしてまいりますので、改めて、会員のみなさまの、なお一層の、
ご協力よろしくお願いします。
　「少子超高齢社会」という言葉を耳にしないあるいは目に触れない日がないほど、日本の高
齢化は急速に進んでおります。超高齢社会であることは避けて通ることができません。
超高齢化を迎えたこれからの日本の「予防し・治し・支える」保健医療を担っていくのはまさに
看護職です。私たち看護職の活動を通して、明るく、住みやすい超高齢社会をつくっていこう
ではありませんか。
　7月には参議院選があります。「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンの下、「看護
が、たかがいが、やりがい、いきがいのある社会をつくる」を旗印に、会員のみなさまの力を結
集し、一丸となって、たかがい恵美子先生を2期目の参議院議員として国会に送り、明るく元
気な超高齢社会の構築に向けた看護政策の実現のために、思う存分、羽ばたいていただきま
しょう。

看護職の力を示しましょう！
　新年、明けましておめでとうございます。
　世界に類を見ない超高齢社会に向かっている日本は、医療福祉政策について大きく舵を切
りました。病院から地域へと医療従事者の活動範囲にも変化が求められています。このよう
な変化する社会へ看護職は患者さん、利用者の皆さんのために、かつ、より良い医療、看護の
提供のため「自ら考え、決断する」職種となることが期待されています。
　各地域において、質の高い看護が提供される体制を構築するには、国および地方での看護
政策の提案と政策を実現する活動が不可欠です。2016年参議院選挙には看護の代表を高い
投票数で再選していただくために、今こそ、「ベッドサイドから政治を変える」力を示そうで
はありませんか！
　「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」の実現のため私たちの力を集結しましょう。

平成28年　新年を迎えて
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謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。厚生労働大臣政務官在任中は雇用�労働・年金・子育て分野を
主務とし、塩崎大臣の下、過重労働の撲滅、がん対策及び認知症対策の見直し、子育て支援の強化など
に取り組みました。

また、厚生労働科学研究費補助金に「女性の健康の包括的支援総合研究事業」が創設され、厚生労働
省内に「女性の健康推進室」が新設されました。2015年は、我が国の女性の健康科学が学術・行政面で
明確に位置づけられた輝かしい年となりました。さらに政務官検討グループにおいては、「幸齢社会へ
の挑戦‘ハッピープラチナ運動’」を提唱し、必要な施策を来年度予算案に計上しています。

2016年は自民党女性局長として、女性の健康推進、児童虐待防止、防災�復興推進、女性活躍支
援、地域が活きる観光振興、国際保健協力強化、女性と児童の権利擁護の7つの政策課題を掲げ、取り
組む所存です。

看護系議員であることを誇りに、みなさまと心をひとつに活動して参りますので、引き続き、よろ
しくお願いいたします。

岐阜県看護連盟の皆さまにおかれましては、清々しい新春をお迎えのことと謹んでお慶び申し上げ
ます。

皆さまのおかげをもちまして、昨年は2期にわたり約1年つとめました農林水産副大臣を退任、衆議
院議員として４期11年目を迎えることができました。これまでの積み重ねにより、国政での発言力は
増し責任も重くなりました。

激動する国際情勢、厳しい日本経済、医療・看護をとりまく環境ではございますが、日本の将来を見据
え、すべての人が安全かつ安心して生活できる社会保障制度を確立するため、

引き続き全力で頑張ってまいる所存です。
そして今年の夏には、髙階恵美子先生が２期目を迎えるための参議院選挙が行われます。
看護の４つの議席を絶やすことのないよう、看護界一丸となってこの選挙戦を闘ってまいりま

しょう。 
最後になりましたがこの一年が皆さまにとって輝かしい年になりますようご祈念申し上げます。

衆議院議員 あべ 俊子

衆議院議員 木村 やよい

参議院議員 石田 昌宏

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。4人目の看護職議員として初当選を果たしてから、早いもので
1年が過ぎました。

ここまで駆け抜けて来られましたのも、先輩議員の皆さま方にお育ていただいたからです。たかがい
恵美子厚生労働大臣政務官（当時）は、厚労委員会の質問前で緊張している私にアドバイスをください
ました。あべ俊子議員は被災地訪問、石田昌宏議員は少年院や女子刑務所の視察同行にお声掛けくださ
いました。ご期待にそえるよう頑張ります。

第三次安倍内閣が打ち出した「一億総活躍社会」の基本方針には、現役世代が
介護を理由に離職することのない社会づくりを進め、生涯現役社会を構築することなどが明記され
ました。看護職が生き生きと仕事を続けられるような仕組みづくりが加速しています。「働き続けら
れる職場づくり」などの看護政策実現とともに、日本に生まれたすべての子供たちが健やかに成長し
ていける社会づくりを目指します。本年もよろしくお願い申し上げます。

岐阜県看護連盟の皆様　明けましておめでとうございます。
平成二十八年が皆様にとって、輝かしい素晴らしい年になりますよう、心からお祈り申し上げます。
旧年中は、暖かいご支援を賜りましたことを衷心より厚く御礼申し上げます。
昨年は、実践的な理解力、高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる「特定行為研修制度」の

運用がいよいよ始まりました。責任の重さとともに、看護に対する国民の期待をひしひしと感じる歴史
的な前進です。さらに、看護職とナースセンターが離職後も“つながり”を持
ち継続的なキャリア支援や迅速な復職支援を可能にする、「看護師免許等の

届出制度」もスタートしました。制度の開始により離職の防止も期待されます。
また、看護の現場に足を運び、国政に伝える努力をしてまいりますのでよろしくお願い申し上げ

ます。
今年の夏、２期目をめざすたかがい恵美子議員の参議院選挙があります。たかがい恵美子議員が

引き続き当選できるよう、看護連盟の皆様と全力で頑張ってまいります。
平成二十八年　元旦

参議院議員 たかがい 恵美子

国会議員だより
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特集 参議院議員 たかがい恵美子

たかがい恵美子は

約束します
たかがい恵美子の描く「成熟社会・にほん」とは、国
民一人ひとりが、楽しく・豊かに・堂々と暮らせる社会
のことです。ますます進む少子高齢社会のなかでも、生
活者の願いは同じです。それは、住みなれた街で、愛す
る人と、自分らしく生きていきたい・生き終えたいとい
うこと。看護の知恵と経験で、みんなが望む成熟社会を
実現していきます。

健康を増進し、福祉を充実させます。

安心して安全に働ける社会をめざします。

おもいやりと感謝の心を育む教育と
環境をつくります。

1 だいじな

2 みらい

3 つくりたい

やりがいを、いきがいを、

確かに感じながら暮らせる成熟社会をめざして

岐阜地区決起集会

飛騨地区決起集会

中濃・東濃地区決起集会

平成28年5月1日（日） 
16：00〜17：30　ホテルグランヴェール岐山
平成28年5月15日（日）
10：00〜12：00　仮 高山赤十字病院
平成28年6月5日（日）
12：00〜16：00　シティホテル美濃加茂

たかがい恵美子 総決起大会
平成28年5月1日（日）
16：00〜17：30　ホテルグランヴェール岐山
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趣味は日本舞踊、水泳、
スキューバダイビング、珠算一級、
アマチュア無線の技師免許など、
好奇心旺盛！
音楽も好きで、学生時代には
バンド活動もしていました。

『たかがい恵美子後援会』は、たかがい恵美子の政治活動を応援することを目的とす
る会です。本会では、たかがい恵美子の活動・政策・政治姿勢にご賛同いただける会
員を募集しております。

①大切な仲間を増やす

⑤初の看護師国家試験の追加実施

○自民党看護問題対策議員連盟の会員が
350名以上に！

○「たかがい塾」を開催し、看護学生を中心に
次世代を担う人たちと意見交換

○各地の医療・福祉施設をめぐり現場の方の
声に耳を傾けてきました

2014年、豪雪被害救済措置として、看護師国家試
験の追加実施を求める決議を田村厚労大臣（当時）に
提出。追加試験を実現し、834人が受験することが
できました。

継続的に各被災地に赴き、皆さまの声に耳を傾
け、復興加速化へ向けた提言を行ってまいりま
した。これからも、復興へ向けた取り組みを進め
てまいります。

③多様な働き方の実現
良質なテレワークの普及・活用、
長時間労働削減の推進、などに
取り組んでまいりました。

②女性の健康を支える
「女性が輝く日本」の土台作りと
して、女性が安心して仕事に取
り組めるように「女性の健康を
包括的に支援する法律」の成立
に向けて、超党派で取り組んで
まいりました。

たかがい恵美子後援会に入会しませんか

④復興へ向けて継続的な取り組み

たかがいが取り組んできたこと
やりがい、いきがいのために

私達の代表 たかがい恵美子さんの働きでこんな成果がありました。

平成28年5月1日（日） 
16：00〜17：30　ホテルグランヴェール岐山
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研修会名 開催期日 研修内容 講　師 会　場 参加人数

新人研修

7月14日
（火）

看護連盟役割、活動
青年部の活動紹介
GW「入職後の3ヶ月を振り返る」

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
伊佐治哲也

ホテルグラン
ヴェール岐山 115

研修の意見　・看護と政治の関係に知る事が出来た ………… 6人　
　　　　　　・看護協会と看護連盟の違いが解った ………… 4人　他

新支部長
研修

7月10日
（金） 岐阜県看護連盟規約など 岐阜県看護連盟役員 ホテルグラン

ヴェール岐山 2

リーダー
研修

9月16日
（水） 組織指導能力向上 日本看護連盟 竹澤良子幹事長 ホテルグラン

ヴェール岐山 98

リーダー研修を今後どのように活かしたいか
・連盟活動について周りに伝える …… 37人
・会員増加に活かす …………………… 3人
・まず、自分が投票に行く …………… 2人　など

ご意見
・支部活動に差がある
・看護学生の勧誘
・看護教育の中で政治と看護について教育する事が必要

全体研修

11月14日
（土） 看護と法律について

広島大学医歯薬保健学研究科
成人看護開発学博士課程前期
武山直子

ホテルグラン
ヴェール岐山 330

グループワーク結果
　武山直子講師（あべ俊子議員准教授時代の受講生）により『私たちの議員、私たちの政治参加』の演題で講演を頂いた。
このなかで「現場の声（問題点の明確化）」→「代表者（改善案を作成）」→『発言（実現性を提言）』。この発言する力
がよりよい看護の実現に近づく。そのために看護職の代表議員を国会に送ることが大切である。又、看護協会と看護連盟の
よりよい関係性も必要であると、話された。グループワークでは①看護要員不足②給与や各種手当ての支給額の見直し③過
重労働・超過勤務・サービス残業④仕事に充実感・達成感が持てる職場の4項目について検討した。施設等によって待遇面
の違いや職場環境の違いはあるが、看護職としての誇りを持っていることが実感できた。ワークライフバランスの正負の部
分、夜勤業務の負担の増加、サービス残業等、問題点の明確化は出来るが、その改善策の作成は今後の課題である。看護職
が声をあげて政治力を活用出来る看護職の代表議員が必要であると参加者が痛感したと思われる。

リーダー
研修

平成28年
1月16日（土） 組織指導能力向上 参議院議員　石田まさひろ ホテルグラン

ヴェール岐山 118

第6回　岐阜県
ポリナビ

ワークショップ
5月23日
（土） 若手会員の連帯促進 看護職代表議員

国会議員・県会議員
ホテルグラン
ヴェール岐山 168

看護
サミット

9月1日
（火）

テーマ　
少子超高齢社会における看護対策

公益社団法人日本看護協会 
会長 坂本すが　他

東京国際
フォーラム

15
（岐阜県看護連盟

参加人数）

ブロック別看護
管理者政策セミナー

11月27・28日
（金・土）

現場の問題から政策提言出来る
能力育成

「希望日本研究所」所長
明治学院大学法学部教授
川上和久

富山国際会議場 6

〈今後の研修会予定〉

 〈平成27年度研修会中間報告〉

■ 施設リーダー
■ 部署リーダー
■ 青年部役員
■ その他
■ 無記入

連盟の必要性の理解
理解できた 53
少し理解できた 62
理解できなかった 0
合計 115

■ 理解できた
■  少し理解 

できた
54％

（62人）
46％

（53人）

看護職代表を国政に
送る事は必要か
必要である 95
どちらでもない 20
必要でない 0
合計 115

■ 必要である
■  どちらでも 

ない83％
（95人）

17％
（20人）

48.44％
（48人）

12.11％
（12人）

6.5％
（6人）

17.16％
（17人）

26.24％
（26人）

施設リーダー 12
部署リーダー 48
青年部役員 17
その他 26
無記入 6
合計 109

職場での役割（複数回答）

研修会名 開催期日 研修内容 講　師 会　場 参加予定人数
看護管

理者・教育者
ワークショップ

平成28年
2月13日
（土）

看護対策と現場の課題の関連を学び
政策提言能力を養う

県会議員
看護管理者政策
セミナー参加者

ホテルグラン
ヴェール岐山 100
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次年度
予定

平成28年度日本看護連盟通常総会　　　　　平成28年6月14日（火）
平成28年度岐阜県看護連盟通通常総会　　　平成28年6月25日（土）

ことしは参議院選挙よね

投票日前に市町村で決めた場所で
投票できるのよ

あなた投票に行かないの！！
忙しかったら期日前投票できるわよ

エエッ…

私多忙だから投票に
行ったことがないわ

それな〜に？
どうするの？

          わたしも投票できた
選挙に参加すると気分がいいわ

そして…
後日

やった !!

告示日の翌日から投票日の前日まで各市町村に期日前投票所が設けられる（期日前投票所）
↓

参議院選挙では選挙区・比例区ともに候補者名を書きましょう！

私たちの大切な一票が看護の未来を明るくします

期日前
投　票

皆さん 投票に行きましょう
今回から法律

の改正で 18 歳以上 が選挙の対象です

今回から法律の改正で 18 歳以上 が選挙の対象です

平成27年 秋の叙勲 受章おめでとうございます

現 一般社団法人岐阜県助産師会会長
永年のご活躍に敬意を表し心よりお祝い申し上げます

旭日単光章 石田 チハル様

　昨年度発足した『岐阜県看護対策議員連盟』の第2回目「看護を考える会」が岐阜県議会議員27名の参加を得、9月18日に行われまし
た。冒頭、猫田孝幹事長、山口絢子連盟会長より挨拶、引き続き石川光枝協会長より「看護職の現状と課題」のテーマで勉強会が行われま
した。その後、意見交換があり3名の議員より発言（24時間在宅療養に関して・特別支援学級への医療介護の介入に関して・看護教員の不
足に関して・病床の縮小に関して等）がありました。熱気のある会になりました。感心の高さがうかがえます。
＊日本看護連盟の議員連盟活動「保育士」の誕生「看護婦等人材確保推進の促進に関する法律」の成立、百校を超える看護大学の誕生、ナー
スセンターの活性化、「師」への名称変更、保・助・看法の一部改正等大きな成果となっています。岐阜県においても昨年12月4日に『岐阜
県看護対策議員連盟』が発足しました。

『岐阜県看護対策議員連盟』第2回勉強会の報告
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H75W180mm

本当の清潔を極めた

　　  羽毛ふとん

デオホワイル加工羽毛を採用したゴア  羽毛

ふとんで、さらに清潔で安心の眠りを。エーデル

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
学 生 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円
・・・・・年会費無料

計 7,500円

ベッドサイ
ドの

問題を国政
へ

　明けましておめでとうございます。今年度より広報委員会になりました松井と後藤です。
今年は第24回参議院議員選挙が行われます。今回は「たかがい恵美子」さんを中心に多くのページ
を取りました。多くの皆様に「たかがい恵美子」さんを、〈知って・知らせて・応援しよう〉の思いで広報
を作成いたしましたので、どうぞよろしくお願いします。 編集委員／櫻井育子・後藤美代子・松井和世

編集後記

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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