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梨

会員の皆様には、
日頃より、連盟活動にご支援、
ご協力いただき心より感謝申し上げます。昨年は、
皆様のご支援を頂き、石田昌弘さんを国会へ送ることができました。有難うございました。
現在、
３人の議員は、精力的に国会で看護職の代表として活躍をしております。中でも、今年の雪
害による影響で看護師国家試験に臨めなかった方々を救うべく、要望書を厚生労働省等に即提出し
８３４名の方が国家試験の追加試験に臨み、
４月１日から他の新人と共にそれぞれの道にスタートを切

千葉県看護連盟
会長

ることが出来ました。看護の代表議員の素早い対応に心から感謝したいと思います。

近藤 明子

ースセンターへの届け出制度」等、保助看法の一部改正もあべ俊子衆議院議員及びたかがい恵美

尚、
６月には、予てより看護協会が要望しておりました、
「特定行為に係る看護師の研修制度」
「ナ
子参議院議員が厚生労働委員会（理事）
・国会対策委員会（副会長）
で、精力的に活動することによ

って、他の議員の賛同を得、法案を通すことが出来ました。
千葉県でも６月２０日の千葉県定例県議会（本会議）
において、阿部紘一県会議員が「看護師確保対策について」発言
され、知事からの答弁も頂きました。
看護連盟は、看護協会の提言する看護政策を実現するため、国会議員、地方議員を応援し、看護問題について検討し
て頂いております。
今年度の千葉県看護連盟のスローガンは、国の政策としても、病院中心の医療から在宅医療へと推進されています。そこ
で、今まで以上に組織強化を図り、地域の現場の声を生かし、政治に訴えるため「現場の声から政治を変える！」と致しました。
尚、各支部も自律し活性化を図りやすいよう、
ブロック協議会を設置し、情報交換、諸問題を共有するための体制づくりに取
り組んでおります。皆様の現場の声を聞かせていただきながら、
さらに連盟活動を積極的に進めて参りたいと思っております。
最後になりましたが、皆様のご健康、
ご活躍をお祈りすると共に、千葉県看護連盟のご支援ご協力を宜しくお願い申し上
げます。

衆議院議員

皆様のご
お願い申し

あべ 俊子

千葉県看護連盟の皆様、いつも温かいお力
添えを賜わり、心より感謝申し上げます。
また、
６月２日、自民党本部での国政報告会も
連盟皆様のご支援のもと、無事に終えることが
できましたことを重ねてお礼申し上げます。
第１８６回通常国会も６月２２日に無事に閉会いたしました。私が

参議院議員

所属する議院運営委員会や自民党国会対策委員会、厚生労働委
員会、外務委員会などの活動も活発に、法案の説明や整理、与野
党間の話し合いに取り組むなど、国会運営に携わりつつ、週末は

会員のみなさまにおかれましては平素より看護政策の推進にご
し上げます。

地元へ帰り、できる限り皆さんとの触れ合いを大切にしながら、国
会活動をしてまいりました。

たかがい

現政権も誕生から２１ヶ月となり、いよいよ公約の達成状況が問
ます。先の国会では医療介護推進法が成立し、三党合意に基づく

また、国会の合間をぬって、
４月にはアメリカでの人口問題に関す
る会議に出席し、
５月・６月・７月には中国・韓国へ出張し議員外交をし

ロセスも、着実に歩を進めております。そしてこれからは私たち看
護職の新たな労働体系の構築についても、冷静かつ科学的な議

てまいりました。

また、昨年秋の国連演説で総理が
「女性が輝ける国づくりを目

日々、分刻みのスケジュールを頑張り通すことができましたのも、
皆様の応援のおかげでございます。

護職にも大きな勇気を与えています。一般社会における就業形
十分な問題提起がなされておりません。従来通りの看護職の定

今、国会では必要な法案を通し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たいと思っております。

30%を看護分野ではどう捉え、昇格昇給制を構築するか、看護
盤をどう整えるのかなど・
・
・。
人口減少が加速する中、看護力がこれからの成熟社会を牽引

同時に、看護職の皆様の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。

は、私たち看護職自身が持ち得る知恵を出し、拠って立つ社会
要です。
看護連盟には、地域の最前線に立って、病や障害に苦しむ人
いる仲間が集っています。そして、現場の課題を何とかしなけ

今後とも千葉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。

す。だからこそお互いを信じ、目標を共有し、社会保障を実現す
かに・堂々と働き続けることができる環境づくりを進めて行け
重ねて参りましょう。私も仲間の一人として、精一杯の努力を

ご挨拶

日本看護連盟会長

草間 朋子

スローガン
「ベッドサイドから政治を変える」
を実現するために
2025年
（2025年問題）
を目の前に控え、解決しなければならない看護に関連した課題は山積しております。
日本看護連盟、千葉県看護連盟ともに平成26年度のスローガンとして標記を掲げて、社会・時代のニーズに合っ
た、すなわち国民目線に立った看護政策の実現を目指して活動を続けております。
「スローガン」
は、連盟の活動の目的を簡潔に示したもので、実現に向けた活動をしていかなければ、単なるお題目になってしまいま
す。まず、実践の現場、ベッドサイドから声を上げていただく必要があります。実践現場に横たわっている、さまざまな看護に関する問
題を、
「課題」
として取り上げる
「気づき」
が大切です。日常の業務に追われ忙しい毎日を過ごしていると、ともすれば問題であるという
ことを、認識する感性さえ鈍くなってしまいます。日本看護連盟には
「現場の声」
活用促進委員会を設置しております。
この委員会に現場の声を届けていただき、組織として改革に向けての方策を立案し、国会議員の先生方の協力を得ながら実現し
ていくという、ボトムアップのプロセスが現実的です。
看護に関連した課題は
「勇気」
と
「気迫」
をもって看護職自らが、積極的に解決していかなければならないという認識・姿勢が、一人
ひとりの看護職にも組織にも求められていると思います。今回の保助看法の改正
「特定行為に関する看護師の研修制度」
は、まさに
看護の教育現場から問題提起をし、看護協会・連盟の力、国会議員の力を活用して実現した、看護界の連携・協力の賜物であると思っ
ています。
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ご支援を
し上げます

石田 まさひろ

参議院議員

千葉県看護連盟の皆様、平素はお力添えを賜りあり
がとうございます。
厳しい暑さが続いておりますが、体力が消耗しやす
いこの季節、どうぞご自愛ください。
7月の始めに民主化が進むミャンマーを訪問し、病院やクリニックなどの保健医
療施設、農村や市場などを視察してまいりました。ミャンマーでは感染症と、母子

恵美子

保健が保健医療の大きなテーマですが、その原因は生活環境にあります。上下水
道や水はけの良い道路などを整備すると共に、生活習慣の改善の教育を行い、感

尽力を賜り厚く御礼申

染症を減らすことができれば、死亡率は激減するのではないかと思います。
ミャンマーが公衆衛生の向上、ならびに保健医療制度を充実させるには、
リー

われる段階を迎えてい

ダーとなる人材が必要なため、リーダー育成の支援などを行っていきたいと思

社会保障制度改革プ

います。

護職能の適正評価と身分保障、近未来に向けた看
論を展開していかなければなりません。

国内では、先の国会で看護関連の法律を多数含む
「医療介護総合確保推進
法」
が成立しました。同法には
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための

指します」
と世界に発信したメッセージは、私たち看
態が大きく変化する一方、看護職については、未だ
年制をいかに改善するべきか、管理職への女性登用
職が主体的にサービスを提供するための制度的基

改革の推進に関する法律
（プログラム法）
」
の中身を実行に移すための内容が
盛り込まれており、今年10月からの施行に向けて具体化が進んでいきます。
また、今年4月にアップされた消費税の増収により、
「 地域医療・包括ケア
創生基金」
が新たに設置され、病床転換や在宅医療の充実を始めとする、医
療機能の分化・連携のための財政支援として活用されますが、各都道府県

する公財として、存分に機能を発揮していくために
保障のしくみづくりに参加していくことが是非とも必

の地域の実情に応じた、医療計画・地域包括ケア計画が重要となります。
法律の運用が具体化するここからが肝心です。
「仏作って魂入れず」
とい
うことにならないよう、
しっかりと意見を述べていきたいと思います。

とそのご家族に接し、現実的な問題･課題を熟知して
れば ！ という問題意識を明確に持って行動していま
る最大規模のプロ集団として、また看護職が楽しく・豊

皆様が「今日もいい看護ができた！」
と実感し、輝きをもって看護を行う
ことができるよう、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。

る。未来に向けて一人一人ができることを地道に積み
続けて参ります。

新 千葉県看護協会会長

星野 恵美子

秋晴れのさわやかな季節を迎えました。
会員の皆様には、日頃から当協会に深いご理解とご支援を頂いておりますことに、感謝申し上げます。
私儀、去る6月の定時総会において、皆様にご承認をいただき、松永敏子前会長から引き継いで会長に就任いたしました。
前任者同様、宜しくお願い申し上げます。
さて、現在、団塊世代が75歳以上になる2025年を見据えた医療提供体制の改革が、具体的な形となって進んでおります。
本年４月に診療報酬の改定で、医療・看護の提供体制が大きく在宅へとシフトした形となりました。また、本年６月には
「医療介
護総合確保推進法」
が、参議院本会議で可決成立しました。さらに、次年度は介護報酬の改定の年でもあります。
千葉県の厳しい医療・看護提供の実情の中ではありますが、 看護職がいきいきと働き続けられるための職場環境づくり や、その背景に必要
な 信頼できる人間関係の構築及び新しい時代の変化に則した更なる取組 を進めてまいりたいと考えております。
また、一歩ずつではありますが、こうしたステップを踏むことにより、喫緊の課題である看護職の定着・確保が成し遂げられ、地域のさらには千
葉県全体の人々の、安心につながるものと認識しております。
そのためにも、連盟と協働して知恵を出し合って、数多く残されている難題に、少しずつではあっても具体性を持って、取り組んでいきたいと考え
ております。
最後になりますが、暑かった夏の疲れのでる頃です。どうぞお体ご自愛ください。
皆様のご支援を重ねてお願い申し上げます。
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議員3氏の６〜８月のおもな活動報告
あべ俊子議員
議事進行係
6月12日

衆議院の議院運営委員会の一員として「議長〜！」
と
議長に発言を求め、会議の進行を促す役を担っています。

自民党本部で『あべ俊子構成報告会』開催
谷垣禎一法務大臣をはじめ多くの方から温かいご祝辞がありました。

7月13日

第186回通常国会

開会日

宮地安らぎの里(久米南町)の『はすの花まつり』に参加
はすの花は見ごろでとても綺麗！

8月15日

この夏―皆様にお会いし皆様の声を国政に届けるべくひたすら地元をあるいておられます。
地元岡山では、たくさんの国政報告会を開催

たかがい恵美子議員
7月 1日

ストップ結核パートナーシップ推進議連総会に出席

7月 8日

国際人口問題議員懇談会合同部会に出席

7月 9日

食品安全政策研究会にて挨拶

7月18日

東北ダム事業促進連絡協議会要望会に出席

7月23日

女性の健康法案成立に向けた意見交換会を開催

7月24日

UNDP人間は開発報告書２０１４公式発表会に出席

看護政策懇話会を開催

2014年7月15日

安倍晋三内閣総理大臣をお招きし、今後の看護政策に関する意見交換会を開催されました。総理
はこれからの社会保障のあり方とともに、
ご自身の掲げる
『女性が輝く日本』
を目指す上でも、看護師の
皆様の活躍に大きな期待を寄せているというお話があったそうです。

石田まさひろ議員
6月12日

憲法審査会で質問

6月11日

認知医療の充実を推進する議員の会設立総会

7月2〜7日

ミャンマー訪問《保健大臣等と面談/病院等の視察》

7月25日

全国通信制看護学校協議会研修会

7月29日

NHKのSK研究センター視察

わかしの会
介護報酬研究会
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立ち上げ

スタート

35歳以下限定。
若く志を持った社会人や学生が主体的に学び交流することを

改定プロセスをリアルタイムに追うことで、

目的とした勉強会です。

報酬の理解を深めることが

第1回目はTBSのジャーナリスト武田一顕氏を招き、

できます。

日中関係について勉強しました。

６月定例県議会に
「看護師確保対策について」
一般質問あり、連盟役員等７人傍聴！
！
6月20日定例県議会において、看護問題対策議員連盟

及び本年度から、身近な場所で就業相談ができるよう、

会長の阿部紘一議員（自由民主党）が「看護師確保対策に

県内３ヵ所のハローワークと連携し出張相談を行う等、

ついて」具体的な質問を致しました。

再就業者の増加に努めている。
最後に直接森田知事に、医師・看護職員の厳しい不足状

１）看護師不足により、病床の一部が利用でき

況、不足解消に向けての所見を伺った。

ない病院数について

知事答弁

２） 看護師確保対策として、新たに取り組んで

厳しい現状を真摯に受け止め、現場や有

いる事業について

識 者の声も聴きながら、一 層の取り組みを

３） 本年度の看護師等修学資金の貸付状況

推進していきたいと答弁した。

について
４）認定看護師養成支援事業の継続について

以上、県議会での質問と答弁の一部を掲載

５）県内の潜在看護師について

させていただきました。
千葉県は長年、看護師不足を訴えてきましたが、かつてこ

県担当部長答弁
１） 調査結果では３８病院が看護師不足で一部の病床を使

のように具体的に看護師確保対策に踏み込んで県議会で
取り上げていただいたことはありませんでした。県会議員の

っていなかった。
２） 県外の看護学校に在学する県内出身者等に修学資金

皆様も看護師不足に対しての認識を新たにしていただけた
のではないでしょうか。県政に看護のテーマを継続して審議

制度の貸付対象者３０名を拡大した。
３） 修学資金の拡大については５年間で１２０名増やし充実

して頂くためにも、看護協会、看護連盟が連携を図り、現場

を図ってきた。今後も医療現場や看護学校の方々の声

の声をしっかり国会、県政に届けるよう活動して参りたいと

も聴きながら検討する。

思っております。皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。

４） 県では２年間地域医療再生基金を活用して、養成研修

（文責

近藤）

に看護師を派遣する機関に財政支援を行い、新たに６９
名の認定看護師が要請された。今後は認定看護師を目
指す看護師に対し、どのような支援が可能か千葉県看
護協会の皆様と相談しながら検討していく。
５） 千葉県の潜在看護師は２万５千人程度存在すると推計
される。再就業を促進するため、院内保育所への支援

総会に御出席いただきました看議連の先生方

山田節子様よりご寄付を頂きました
この度、永きに渡り千葉県看護連盟の役員としてご貢献頂きました千葉県看護連盟元副会長 山田節子様より、
「千葉県看護連
盟が、
これからも積極的に看護の為に活動して頂ける一助になれば」と寄付金をいただきました。山田様のお気持ちに添える連盟
活動を進めて参りたいと思っております。千葉県看護連盟会員を代表致しまして心より感謝申し上げます。
キリトリ

メッセージカード
あなたの声を聞かせてください！
（無記名でもOK）

ご氏名
勤務先

年齢
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平成２６年６月５日オークラ千葉ホテルにて

平成２６年度

「千葉県看護連盟通常総会」
が開催されました。
ご来賓に石田まさひろ議員をはじめ、千葉県選出の国会議員や
「千葉県看護問題
対策議員連盟」
の議員のご出席を頂きました。

平成２６年度スローガンについて

第２号議案

規約一部改正について

「現場の声から政治を変える！」
に改めた

審

▼ ▼

第１号議案

▼

総会出席者９２名、委任状２３８５名、計２４７７名の参加があり総会は成立しました。

日本看護連盟の規約、細則に則り文言の統一を図った
新たにブロック協議会を設置したため条項を追加した

平成２６年度活動計画について

▼

議

第３号議案

第２４回参議院選挙に向けた体制を整えるための活動

事

重点目標 １．
確かな政策実現力を持つ

項

２．
強力な集票力を持つ
３．
多くの人材提供力を持つ
第４号議案

平成２６年度予算について

第５号議案

平成２６年度役員選出ついて

以上 ５議案すべて賛成多数にて承認されました。
特別講演ではあべ俊子衆議院議員が
「国民が安心して暮らせる社会保障」
についてパワー全開の講演をいただき
終了しました。

平成26年度 千葉県看護連盟研修計画（案）
目標

看護職者が看護連盟の活動を理解し、政治活動に結びつけることができる。
1. 研修会を通し、看護連盟活動の理解を深める。
2. 支部研修会を通し、地域での看護連盟活動の活性化を図る。
3. 現場の声を政治につなげる

1. 千葉県看護連盟の研修会
回数

研修会名

開催年月日

対

象

ね ら

い

施設連絡員
病棟連絡員

施設連絡員、病棟連絡員の役割を認識し、支部活動できる

1

施設連絡員研修会

済
07月09日
（水）

2

看護管理者研修会

済
07月25日
（金）

看護管理者

管理者の政治に対する意識を高め、組織強化の原動力と
する
（ワークショップ）

3

国会見学

済
09月10日
（水）

新規採用者

国会議員の活動を知り、連盟活動を理解する

4

ナースマン研修会

10月25日
（土）

看護政策実現のため政治の動向に注視し行動できる

5

リーダー研修会

11月予定

男性の看護職
及び看護学生
施設連絡員
病棟連絡員
支部役員

施設連絡員、病棟連絡員、支部役員の役割を認識し、国政、
地方議会、選挙について理解を深める

2. 千葉県看護協会・千葉県看護連盟合同研修会
回数

研修会名

開催年月日

対

象

1

協会・連盟合同研修会

済
07月25日
（金）

看護管理者

2

協会・連盟合同研修会

平成27年1月予定

看護職

ね ら

い

協会と連盟が連携を図り、看護職が自律するとともに
政治に理解を深め行動できる

3. 各支部での研修会
回数
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研修会名

1

基礎研修

2

続・基礎研修

3

支部研修会

開催年月日
各支部・各施設にて
随時実施
年2回 各支部年間
研修会にそって実施

対

象

ね ら

い

看護職
基礎研修修了者
看護職

継続的に研修を受講し連盟活動の理解を深める。
（県・支部共通の資料（CD・印刷物）
を利用）

新役員・新支部長

よろしくお願いします

セコメディック病院

副会長

千葉県看護連盟

幹事長

小 池 文江

看護職としての核たる連盟組織

阿津 公子

社会保障制度改革が急展開して

の活性化の為に、少しでも協力できるよう、力を尽

いる今、看護職のベッドサイドからの声を重視した

くして参りたいと思います。

政策にするためには、私達の政治力をますます強化

私自身、政治的な学びが不十分ですので、この機

しなければなりません。

会に勉強し、会員の皆様の地位向上にも努力した

一人でも多くの理解者を増やせるように、千葉県

いと思います。

幹事

の会員の皆様と共にがんばってまいります。

監事

瀧 口 美千穂

千葉県看護協会
常任理事

橋野 恭子
社会情勢の変化、医療体制・制度

長年、看護の道を歩み、皆様のお

改革に伴い、看護職を取り巻く環境も大きく変化

世話になってまいりました。
現場の看護職が、生き生きと誇りを持って働き続

し、役割拡大が求められています。このような状況

けられる社会になる様に、少しでもお手伝いができ

下における組織の担う役割は大きく、その目標にむ

ればと思い、お引き受けしました。

け適切な組織運営が推進されるように、微力であ

役員、会員の皆様の御協力を頂きながら、努めて

るが尽くしていきたい。

いきたいと考えております。

安房
支部長

南陽会田村病院

山 口 弘達

今年度より、安房支部の支部長として大役を
務める事になりました。
連盟の会員歴も短く、活動経験も殆んど無いまま引き受けま

長夷
支部長

公立長生病院

庄司 和子

今 年 度より、長 夷 支 部
の支部長を勤めさせて頂くことになり
ました。

したので、正直な所、何をして行ったら良いのか戸惑っています。

看護職員の確保対策や労働環境の

この安房地区でも、過疎化問題に伴い超高齢化社会が進む一

改善など、色々な問題を解決して行く

方、各施設での人材不足による諸問題が、山積みで有るのも実

為にも、今後も看護の代表を国政に送

情です。
「現場の声から政治を変える」
のスローガンを、現場で悩

ることが私達の役目と思っております。

んでいる人達に一人でも多く理解して頂ける様、又一人でも多く

連盟活動の意義を、研修を通して私

の会員を増員し、職場環境の向上に、微力ではありますが努力し

達の仲間に伝えて行く事が、会員確保

て行きたいと思います。

に繋がって行くと思います。

皆様のご指導、御鞭撻の程宜しくお願いします。

宜しくお願いします。
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INFORMATION

あなたの入会が活動を支えます
あなたの
入 会が活 動を支えます
現場の 声 を聞かせてください。
●看護連盟会員入会受付中！
●賛助会員も受け付けています。

日頃の業務の中で
遭遇したことや
聞いてもらいたいこと…
どんなことでも
結構です。

平成26年度
会員数

2,952名
日本看護連盟会費 ／5,000円
千葉県看護連盟会費／5,000円

千葉県看護連盟ホーム ページをご覧下さい

http://www.kangorenmei-chiba.jp/
問合せ先

賛助
会員数

137名
年会費／1,000円

〒260-0843 千葉市中央区末広5-8-6 大松ビル302
ＴＥＬ 043
（305）
1213／ＦＡＸ 043
（305）
0205 千葉県看護連盟事務局

（8月26日現在）

 編 ● 集 ● 後 ● 記 
残暑厳しい日や異常気象が続いていましたが、皆様の健康管理はいかがですか。
４月に入職された職員の方々も
職場に慣れ活躍されていると思います。千葉県看護連盟では少しでも皆様が働きやすい環境になるよう皆様の声
を政治に届けていきたいと思います。是非、
メッセージカードを御利用下さい。お待ちしています。

広報出版 委 員 会

北関東・北信越

地域限定商品
＊＊＊発売地域＊＊＊
栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・新潟・長野・富山・石川・福井県

Voyage!

営業スタッフが企画から商品完成まで参画した自信作 ！
営業スタッフが企画から商品完成まで

素敵な旅をあなたとともに・・・
東洋羽毛北関東販売
（株）千葉営業所
千葉県佐倉市城354ー8
0120-006745
http://www.toyoumo.co.jp
〒285-0815
（お問い合せ先）
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