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日頃より、皆様には看護連盟活動にご協力ご支援を頂き心より感謝申し上げます。
又、
この度の7月の第24回参議院議員選挙では、2期目の挑戦であった「たかがい恵
美子」議員を再び国会に送ることが出来ました。皆様のご支援の賜物とお礼申し上げま
す。結果は、千葉県看護連盟の目標には少し足りませんでしたが３１８６票でした。
たかがい議員は昨年より女性局長としての大役や、多くの役職を担う傍ら、全国に赴
き、国会での活動報告をすると共に、社会保障の担い手である看護職の声を受け止
千葉県看護連盟
会長

近藤 明子

め、国政へ届けております。そして、6年前｢人の生きる力を守るプロ(看護職)として、人
を大切にする社会、働くことを楽しいと思える社会、明日に希望の持てる社会づくりを進
めていきたい」と誓った、その思いを今も忘れることなく国会で活躍しています。そんな

姿に私は看護職として信頼し誇りに思います。
選挙の結果は、国会議員の活動に大きく影響します。国会での発言力、役職は、本人の実力はもちろんで
すが、それを支援する看護職、応援してくださる皆様の力を得て更に自信と誇りを持ち、活き活きと国会で活
躍できるのです。
今後とも、皆様の多くのご支援を頂くために看護連盟は活動してまいります。看護連盟へのご入会も合わ
せて宜しくお願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様のご健康とご活躍をご祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。

！
う
と
当選 おめで
皆さまこんにちは。
第24回参議院通常選挙におきましては、
看護の固い結束をもって、再選の栄誉を勝ち取ることができました。
擁立方針の確認から73週、
候補予定者の決定から55週の間、
労苦を惜しまず活動される皆さまに
励まされ、感謝する毎日でした。
ともに苦難を乗り越えることが
できましたことを実に感慨深く、誇らしく思います。
私たちのこれまでの活動を通じて「看護力は国政を健全化する牽引力になる」
ことが立証されました。これからは、いのちの現場の声を
活かした政治の一層の推進に力を尽くして参ります。
国家国民の健やかなる発展と暮らしの安寧のために、
力を合わせ看護の知恵と経験
そして技術を存分に活かして参りましょう。
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千葉県看護連盟の皆様こ

労働環境を整えていくことは、女

あべ 俊子

んにちは。いつも温かいご支

性の活躍そのものにもつながっ

衆議院議員

援を賜り、心より感謝申し上

ていきます。またさらには「新たな

げます。

高等教育機関」の制度化が検討

参院選の結果、たかがい

されています。技能と学問、双方の教育を行い、教養や理

恵美子議員を国政の場へ送

論を基盤とした、実践力を養うことができる新たな高等教

り出すとともに、参議院での

育機関は、大学等と同等の評価を受けるものとして大学

歴史ある看護の議席を堅守することができました。これも

体系に位置づけられ、今後の日本の職業教育を、さらによ

ひとえに全国の看護連盟の、皆様の長きにわたる地道で

い方向へと発展させていく重要な役割を担うものです。

力強い取り組みの賜物であり、千葉県看護連盟の皆様に

看護職の教育環境と労働環境、そのどちらにおいても

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

看護がさらにより良く発展していくためのお役に立てるよ

しまして深く感謝申し上げます。

う、引き続き現場の声をお聞かせいただきながら、全力で

現在、国では「一億総活躍社会」の実現に向け、女性の
活躍に焦点をあてた施策が進められています。多くの女性

取り組んでまいります。今後とも皆様からの温かいご支援
を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

が働く看護職の皆さんにとって、働きやすさを実感できる

石田 まさひろ
参議院議員

千葉県看護連盟の

ローワークの連携の強化、

皆 様 、日頃よりお世

介護施設等における看護人

話になりましてありが

材の育成・定着に向けた研

とうございます。

修支援の充実等々が重要項

暑い毎日が続いておりますが、夏バテしていませんか？
どうかご自愛くださいませ。

目です。これらの予算獲得に
向けて尽力してまいります。

さて第24回参議院議員通常選挙では、たかがい恵美

また、7月で私も国会議員

子さんが皆様のおかげで引き続き国政の場で活躍する事

の重責をいただいてから丸3年が経ちました。初心を忘れ

になりました。あらためて皆様のご努力と団結の強さを誇

ず、現場主義に徹し、これからも皆様の元を訪問させて頂

りに思っています。

きますのでお声を聞かせてください。

さて、内閣改造のあとは平成29年度予算編成作業が

現場で働く皆様が「今日もいい看護ができた！」と実感

行われていきます。看護関係では、看護師養成の教育年

し、輝きをもって看護を行うことができるよう、これからも

限４年の実現、
「特定行為に係る看護師の研修制度」の

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

推進、看護職員の確保、夜勤負担の軽減、健康に配慮し

お願い申し上げます。

た勤務環境の改善、求人・求職に係るナースセンター・ハ
千葉県看護連盟の皆さま、
こんにちは。
参議院選挙の応援ご苦労

務所の視察同行にお声掛けく
ださいました。感謝の気持ちで

木村 やよい
衆議院議員

いっぱいです。

様でした。私も京都三区で一

また、昨年から看護政策、医療的ケアが必要な障害児

所懸命応援し、そしてたかが

の支援、養子縁組のあっせんの法案等に関わり、今年は

い恵美子先生の当選を一緒に

「待機児童問題特命チーム」の座長に就任。すべての子ど

お祝いいたしました。
私が4人目の看護職議員と

もたちが健やかに成長していける社会づくりを目指してま
いります。これからも現場の最前線でいただいたご意見や

して初当選を果たしてから、早いもので1年半が過ぎました。

ご要望を、政策に反映してまいります。そして、皆さまのご

1年生議員として、どうにかこの1年半の間を駆け抜ける

期待にそえられるよう、しっかり成長してまいりたいと心新

ことができたのも、看護職の先輩議員の皆さまにお育てい

たに思います。

ただいたからだと思います。たかがい恵美子先生は、厚生

最後に、今年の4月、私は自民党京都府第三選挙区（京

労働大臣政務官だった昨年の６月、労働者派遣法の質問

都市伏見区、長岡京市、向日市、大山崎町）の支部長に選

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

任されました。今後も光の当たらぬところにあたたかな光を

子先生は被災地訪問、石田昌宏先生は少年院や女子刑

当てる仕事に汗をかく政治家でありたいと思っています。
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参議院選
ご苦労様でした

蝉しぐれに残暑が一層厳し
く感じられるこの頃です。会

この度の選挙では、たかがい恵

員の皆様には、
日頃から当協

美子さんを無事、2期目の参議院

会の事業の推進に深いご理

議員として国政の場に送ることが

解とご協力を頂いております

できました。これも猛暑の続く中、

ことに、感謝申し上げます。
さて、7月の参議院議員選

全力投球でがんばっていただきま
日本看護連盟
会長

草間 朋子

した千葉県看護連盟をはじめとし
た各都道府県の連盟のみなさまの
ご尽力の賜物であると心からお礼

（公社）千葉県看護協会
会長

挙では「是が非でも看護の代

星野 恵美子

得点で国会に送る」という大

表・たかがい恵美子さんを高
きな目標を掲げ、近藤会長を

申し上げます。たかがいさんには、
選挙公約に掲げた3つの重点課題はもとより、看護の代

中心にそれこそ寝食を忘れてといった表現がぴった

表・女性の代表として国民、看護職のために活躍してい

りなほどの選挙を戦ってこられました。その熱い思い

ただけるよう、連盟としてもしっかり支援してまいります。

と貴連盟会員が一丸となった活動は、看護の代表

選挙はふたを開けてみないとわからないことを、今回
の選挙を振り返って痛感しているところです。18歳以上

を国会に送るという命題を見事に達成されました。
心よりお祝いを申し上げます。

に選挙権が付与されたこと、18日間の選挙戦での連盟

私こと、6月に開催された定時総会で皆様のご信

の方々の情熱・熱気等を通して、今回の選挙では目標数

任をいただき、その後の理事会で会長職に選任さ

を達成できると期待しておりました。
しかし当初の目標に

れ、引き続き2期目の協会運営を務めさせていただ

掲げた得票数を獲得することができませんでした。この

くことになりました。

結果を真摯に受け止め、組織固めをし、会員のみなさま

今後、
「地域医療構想」や「地域包括ケアシステ

の投票行動を促すことを徹底し、看護の力をしっかり結

ム」の推進など、山積する課題の実現に向けた看護

束していかなければいけないことを肝に銘じているところ

協会としての役割を心に刻み、看護の職能団体とし

です。次回こそ納得できる結果を出すことを目指して、気

て連盟と協働しながら、県民の期待に応えるべく一

を引き締めてまいります。3年はあっという間にきてしまい

層尽力致す所存です。

ます。
「今でしょ」を合言葉に日本看護連盟の組織強化
に取り組んでまいります。各都道府県の連盟あってこそ
の日本看護連盟です。
くれぐれもご協力よろしくおねがい
します。
この度はお疲れさまでした。

引き続き皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い
申し上げます。
結びに、
まだ残暑が続きそうです。熱中症や感染
症の蔓延の可能性も高いとも言えそうです。皆様、
どうぞお体をご自愛ください。

日本看護連盟通常総会報告
「看護問題解決に向けて成熟した力強い組織を目指しま
しょう」と草間会長の挨拶から始まり、大臣クラスの国会議

平成２８年度の活動計画「確かな政

員の方が多く出席され、錚々たる顔ぶれに７月の選挙に向け

策実現力を持つ」とあります。石田まさ

た「熱気」を感じました。

ひろ議員の「看護連盟の力は着実に

挨拶の中で「看護職がプライドを持ち元気で明るく活動す

伸びている。今後も若い人を取り込み

るには環境の改善が不可欠」と述べられた。ベットサイドから

ベテランが力を発揮していけば、日本

の声を受け止め、政策提言にしていく事が、問題解決に繋が

有数の団体になっていける」と言われ

千葉県看護連盟
東葛支部

るのだと思います。

た。そのことば通り、成熟した力のある

菊地

来賓の方の祝辞の中で看護師不足に触れ「看護師という
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機会となりました。

組織となる事が政策への影響力であり、

薫

仕事が魅力ある働きやすい環境になければならない」と話さ

政策実現の場への影響力の強さとは、組織のつながりの強

れました。看護職を取り巻くさまざまな環境改善が、今の医

さである。つながりの強さとは、政策決定の場へプライドを持

療・介護現場を守り支えている看護職のみでなく、未来のベ

って看護の代表を送り出せる強さであるという事を、会場全

ッドサイドに繋げるための大きな課題であると改めて考える

体で共有できる総会でした。

果
成
な
主
た
っ
送
を
表
国 政に代

日本看護連盟は、日本看護協会の政策実現や

看護現場の声を国政に届けるために、看護職の代表を国政に送る
活動をしている政治団体です。看護職の国会議員が、看護の環境をよくするために、
これまでにもたくさん法律改正や制度作りを行ってきました。
1968年

◆●看護士の誕生

1973年

夜間看護手当ての大幅アップ

1975年

育児休業法成立

1990年 「看護の日」制定
1992年

★看護師等人材確保法制定

1993年

◆●保健士の誕生

◆は保助看法改正

1995年

高齢社会対策基本法成立

●は看護職議員による議員立法

1997年

介護保険法成立

★は看護師等人材確保法

1998年

看護専修学校卒業者に大学編入の道

2000年

◆●看護職に守秘義務の規定

2000年

一般病床の看護職員配置基準の3:1へ引き上げ

2001年

DV防止法成立

2001年

◆●看護職の名称が「師」に統一

2003年

性同一性障害者の性別取扱い特例法

2003年

中医協に初の看護職専門委員

2006年

診療報酬で1.4：1ランク
（7：1）の新設

2006年

◆●資格取得の整合性、名称独占

2008年

訪問看護ステーションの基本療養費アップ

2009年

◆●卒後臨床研修の努力義務化、保健師・助産師の教育期間延長

2010年

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正
（平成25年7月3日公布、平成26年1月3日施行）

2014年

◆ 看護師の特定行為の研修制度創設（平成27年10月1日施行）

2014年

★看護師等の離職時等における都道府県ナースセンターへの届出規定
（努力義務）
の創設（平成27年10月1日施行）

看護をよりよくするためには、看護に味方してくれる政治家が必要です。
その政治家が活躍するためには、あなたの1票が大きな力になります。
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平成28年度

千葉県看護連盟通常総会について
幹事長

阿津

公子

6月3日（金）
「ホテルポートプラザちば」において、平
成28年度千葉県看護連盟通常総会が開催された。
出席会員115名、自由民主党千葉県支部連合会会
長 櫻田義 孝 衆 議 院 議員、猪口邦 子 参 議 院 議員、
（公
社）千葉県看護協会星野惠美子会長、千葉県参議院
選挙区第7支部長元栄太一郎候補予定者等多くの来
賓のご臨席の中、盛大に行われた。

総会は、報告事項、審議事項とすべて承認されて終了。その後「た
かがい恵美子決起大会」、続いて石田昌宏参議院議員による「国政
の中での看護の動向及び転換期の今、看護職が果たすべきこと」と
題して特別講演会が開催された。

平成28年度 千葉県看護連盟研修計画
1. 千葉県看護連盟の研修会
回数

研修会名

対

開催年月日

象

ね ら

い

1

施設連絡員研修会
リーダーセミナー①

平成28年
済
06月17日
（金）

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、連盟活動ができる

2

看護管理者研修会

済
06月17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なる

3

国会見学

済
05月25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15日
（土）

男性看護職及び学生、
現場の問題を明確にし、看護政策実現のために行動できる
管理者等

5

ポリナビワークショップ

11月19日
（土）

若手看護職、看護学生 若手看護職が政治への関心を高め主体的に、連盟活動ができる

平成29年2月

施設連絡員
病棟連絡員
支部役員

6

リーダー研修会②
（続・基礎研修）

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.（公社）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

06月17日
（金）済

看護管理者
施設連絡員

2

協会・連盟合同研修会

平成29年2月

看護職

ね ら

い

協会と連盟が連携を図り、より多くの対象の人々が、政治に
理解を深め行動できる

3. 各支部での研修会
回数
1
2
3

6

研修会名

開催年月日

対

象

基礎研修
続・基礎研修

各支部・各施設にて随時
実施

看護職
基礎研修修了者

支部研修会

年2回 各支部年間活動
計画にそって実施

看護職
賛助会員

ね ら

い

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 長の紹 介

副 会長
訪問看護ステーションひとみ
看護師 小宮山 日登美

看護職は地域包括医療
システム構築のための要
と言えますが、その体制は
充分整っていません。
看護職が活き活きと働けるためには、自分た
ちで作り上げる気持ちと行動が必要です。
それは、私自身が病院や訪問看護事業所で
勤務してきた中で、また自身で訪問看護事業所
の開設・運営をするにあたって、更に強く感じる
ようになりました。
千葉県看護連盟での活動を通して皆様の思
いと行動を応援し、自分自身も活き活きと働け
る環境を作っていきたいと思っています。

幹事
ケアプラン秋津
看護師

看護の職に就いてから
今まで精 神 科 病 棟 、老 健
の介護の現場で勤務して
きました。
当初、看護連盟に入会しましたがよく理解で
きていなかったと思います。
管理をする立場になってから施設、在宅で看
護を担う看護職が力を発揮できるようにするに
は連盟の力が大切だと実感するようになりまし
た。
今後、今までの経験を生かし頑張っていけた
らと思います。

どうぞよろし く
お 願いし ま す

竹末 孝子

監事
千葉県看護協会
常任理事 寺口

恵子

この度、前任者に引き
継ぎ、千葉県看護連盟監
事を勤めさせていただき
ます。
看護協会と看護連盟の架け橋となれるよう頑
張りますので、よろしくお願いいたします。

幹事
医療法人SHIODA
塩田記念病院
大橋
看護係長

清美

千葉県看護連
盟の活動を多くの
人たちに伝えていきたいです。
よろしくお願いいたします。

幹事
帝京大学ちば総合センター
看護師
川添 浩美

一人一人の看護職が生
き生きと誇りをもって働け
るよう、看護の抱える課題
の解決、および新たな看護政策の実現に向けて
看護連盟の一員として取り組んでいきたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。

長
船 橋 海 神支部

印 旛 支 部長

船橋中央病院

日本医科大学病院

公立長生病院

丸山 知香

松丸 雪江

菅谷 充子

今 年 度 より
船橋海神支部
の 支 部 長にな
りました丸山知香です。
研修会を行い看護連盟の活動
の理解を深め、会員数の確保を
目標に、現場の声が政治につな
げられるように活動していきたい
と思います。
宜しくお願いします。

平 成２８年 から印
旛支部長に就任した
松丸です。
印旛支部の幹事長の時、看護の現場にある
様々な問題の解決には看護政策として法令
化されないと解決しないことを学びました。
今後は、支部長として
「看護職の未来を看
護職で変えていく」為に一人でも多くの会員
を増やし、組織としての力を高めるために努
力していきます。張ります。

長 夷 支 部長

このたび長夷地区
の支部長に就任いた
しました。
支部長としての役割をしっかり
果たせるよう業務を理解し地区支
部役員と協力して、充実した地区
支部活動ができるように努力して
参ります。
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い致します。

7

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28年度

2,899名
日本看護連盟会費 ／5,000円
千葉県看護連盟会費／5,000円

会員数

91名

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

年会費／1,000円
（7月末現在）

〒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

 編 ● 集 ● 後 ● 記 

広報出版委員会

残暑、お見舞い申しあげます。
参議院選挙も無事、たかがい恵美子議員が当選され、連盟会員のみなさまにはホッと一息の夏をお迎えのことと
思います。ゲリラ豪雨や猛暑も予想される中、
オリンピック観戦で寝不足にならないようお元気でお過ごしください。

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！

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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