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日本一低い山・弁天山標高６.１ｍ

国土地理院認定の自然にできた日本で一番低い山です。
頂上には、海の守り神、弁財天が祭られています。山な
のに海の守り神とはこれ如何に？ 何でも昔はこの一帯
は海だったのが、室町時代に水が退き、小島が小山になっ
たとか……。一番低くこれより下がないということで別
名 出世弁財天 ともいわれています。
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おめでとうございます！

ご

挨

拶

会員の皆様には、いつも連盟活動にご協力をいただき、ありがとうございます。
地球環境の変化が及ぼす影響なのか、今年も熊本・大分、そして秋田・新潟と日本
のあちらこちらで豪雨による甚大な被害が出ており、被災地の皆様の生活に大きな爪
痕が残されてしまいました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに少
しでも早く復旧が進みますよう願ってやみません。
さて去る６月１５日に平成29年度の日本看護連盟の通常総会が開催され、
「ベッドサ
イドから政治を変える」をスローガンに活動を進めることとなりました。また、次期
参議院議員選挙の組織内候補予定者が石田昌宏議員に決定し、清水嘉与子元参議院
徳島県看護連盟会長 議員を会長として「石田昌宏を応援する会」が結成されました。そして６月24日には

小島

泰代

徳島県看護連盟通常総会が無事終了いたしました。会員数の減少が進む中で看護協
会との連携を深めながら現場の問題解決に向けて地道に活動を続けていきたいと思っ
ています。連盟の役割は、よりよい看護実践に向けて現場の声を政策に反映させるた
め

①看護職の代表議員を国政の場に送ること

でも多くつくること

②看護を応援してくれる議員を少し

③そのための組織づくり・人づくりを行うことが基本だと思って

います。会員一人ひとりが自分にできることを見つけて自主的に活動する組織となるよ
う皆様とともに前進したいと思います。今年度もよろしくお願いいたします。残暑厳し
い毎日です。まずは身体のコンディションを整えて A（明るく）G（元気で）T（楽しく）
T（逞しく）をモットーに活動しましょう！

真夏日が続く毎日ですが、猛暑の中、日夜、頑張っておられる看護職の皆様に改め
て敬意を表します。平成29年度の総会を無事終え、会長様はじめ、皆様ほっとされ
ておられることと思います。総会では、日本看護連盟の綱領を会員の皆様全員で声高
らかに宣誓されました。
2025年を目前に控え、
「予防し・治し・支える医療」を担っていくのは、看護職です。
看護職が、患者さん達の信頼を得つつ、明るく、楽しく役割を果たしていくためには、
看護界が一丸となって就労環境の改善等、山積する課題を解決していかなければなり
ません。看護政策の実現に向けて、綱領の中にある、
「看護は一つ」の持つ意味をしっ
日本看護連盟会長

草間

朋子

かり認識していくことが、今の看護界にとって大事なことであると思っています。
去る６月15日の日本看護連盟の総会におきまして、第25回参議院選の組織内候補
予定者として、石田まさひろ現参議院議員を満場一致で決定させていただきました。
看護政策の実現に向けて石田議員をしっかり応援してまいりましょう。暑さに負けない
よう体調管理をしっかり心がけてください。

この度は、徳島県看護連盟会員の皆様にご挨拶の機会を頂き、誠にありがとうござ
います。平成29年度公益社団法人徳島県看護協会総会で、会長に承認いただきました。
森山前会長同様、よろしくお願いいたします。
徳島県看護連盟と徳島県看護協会は、県内の看護職の職能団体として、看護の発
展や看護職の支援につながる活動を推進するのが使命であると認識しています。看護
連盟は政治活動、看護協会は政策提言と言われますが、役割分担や連携をしながら、
効果的に活動して参りたいと思います。そのためには、看護職の皆様方に理解を得て、
看護連盟や協会に入会していただくことが大きな力になると思います。一人一人の力
公益社団法人
が結集されてこそ、対外的に説得力もあり、組織の基盤が強化されます。看護職の力
徳島県看護協会会長
量を高め、やりがいや誇りをもてるよう、看護職の皆様と共に、微力ではありますが、

多田
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敏子

責務を果たしたいと考えております。皆様のご協力をお願い申し上げます。

徳島県看護連盟の皆さま、いつもご支援をありがとうございます。
昨年末より議論を重ねてまいりました、一億総活躍社会の構築に向けた提言がまと
まり、安倍晋三総理大臣と加藤勝信担当大臣へ申し入れを行いました。
あべが座長を務めました女性活躍・子育て・幼児教育 PT からも様々な提案を行っ
ています。保活や病児保育などの子育てサポートの充実はもとより、男性の家事参画
の推進や介護・看護師夜勤手当拡充の検討、さらには DV・性暴力被害対応のための
議員立法を含めた党内検討を進めることなど、女性がより活躍できる社会を創ってい
衆議院議員

あべ

俊子

くために早急に取り組んでいきたい提案を幅広く盛り込むことができました。
国会閉会中の現在は、できるだけ現場に足を運び、皆さまと直接対話できる機会を
持ちたいと努めています。今後も引き続き、様々な課題を改善・解決の方向へ動かし
ていけるよう取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

残暑の候、徳島県看護連盟の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じ
ます。平素より、国民福祉の向上と看護政策の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上
げます。お陰様で、当選来一貫して社会保障制度改革の重要な任にあたらせていただ
くとともに、一昨年秋より女性局長を務めさせていただいております。先の参院選を
経て、党所属女性国会議員数は43名となり、地方議会においても女性議員数が493
名となりました。女性版ふるさと対話集会の創設と全国展開、政治女子を育てる党政
治塾「プレミアム・ウィメンズクラブ」の創設・開講、女性の健康の包括的支援に関す
参議院議員

る法案成立への取り組み、女性医療職エンパワメント推進議連の創設と、着実に政策

たかがい恵美子

提言を進めています。これからも皆様と呼吸を合わせ、丁寧な仕事を心がけて参りま
すので、ひき続き、よろしくお願いいたします。

徳島県看護連盟の皆さま、こんにちは。
６月18 日、
150 日間に及ぶ第 193 通常国会が閉会。60 以上の法案が成立しました。
初当選から２年半、看護の視点を軸にさまざまな法案に関わってまいりました。特別
養子縁組のあっせんに関する法案では、議員立法作成・成立の過程を勉強させていた
だき、障がい者総合支援法の改正では、医療的ケア児に対する教育・医療・福祉の連
携した支援体制の構築に力を注ぎました。
昨年３月には待機児童問題等対策特命チームの座長に就任。ここまで来られたのも、
衆議院議員

木村

弥生

看護職の皆さまのご指導があってこそです。これからも現場の最前線でいただいたご
意見やご要望を政策に反映し、光の当たらぬところにあたたかな光を当てていく政治
家でありたいと思っています。
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徳島県看護連盟の皆さま、日頃よりお力添えを賜りありがとうございます。
先般開催されました日本看護連盟通常総会において、組織内候補予定者としての決
定をいただきました。看護政策推進の使命をいただいたものと、身の引き締まる思い
でおります。皆さまのお力で、参議院議員の重責をいただいてから四年が経過し、看
護師免許保持者の届出制の新設、認知症ケア加算の新設、民間看護職紹介会社の適
正化など、看護の現場をよりよくするための活動を積み上げてまいりました。
これからも、職場環境の改善、基礎教育と卒後教育の連続的充実、看護の社会的
参議院議員

石田

昌宏

地位の向上など力強く推進し、全ての看護職が「今日もよい看護ができてよかった！」
と実感できるよう全力を尽くします。
現在、全ての都道府県を訪問して皆様の声を伺う「現場の声を届ける会」が始まり、
いくつかの県を訪問させていただきました。皆さまの声を国政に届け、課題の解決に
向け、看護職の代表として力の限り行動して参ります。

「石田まさひろを応援する会」会長就任にあたって
酷い暑さが続いています。徳島県看護連盟の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。
さて、過日開かれた日本看護連盟総会で、石田まさひろ議員が次期参議院選挙候
補予定者として全会一致で選出されたことは既にご承知のことと存じます。平成25年
に初当選して以来看護職の代表として徹底した現場主義を貫き、多く人たちからその
誠実な人柄を慕われてきた石田議員は、参議院の中でも着実に与えられた仕事をこな
石田まさひろを
応援する会 会長

し、多くの先輩議員からの信頼も厚い存在になっています。私としても見藤会長から

清水嘉与子

力や人となりを見込んで参議院に議員として送り込んだ人ですから、皆様からの支持

のバトンタッチを受け、石田幹事長とタッグを組んで髙階選挙を成功させ、その政治

は当然と信じていました。
早速に後援会組織「石田まさひろを応援する会」が立ち上がり、不肖私が会長の役
割をお引き受けすることになりました。看護の世界が大きく変革を遂げつつあること
は確かですが、まだ道半ば。政治の力はまだまだ必要です。石田応援団の輪を大きく
広げ、堂々たる得票で再び国政の場へ送り出したいと願っています。皆様のご活躍を
期待しています。

会員
募集

徳島県看護連盟でも「石田まさひろを応援する会」の会員を募集しています。
会員の皆様には、追って入会用紙をお送りさせていただきますので、ぜひともご入会
をよろしくお願いいたします。私達の代表として国政の場で幅広く活躍されています。
石田議員のホームページ（石田昌宏政策研究会）では、２〜
３分の動画報告やパワーポイントなど国政の様々なことについ
てわかりやすくまとめてくれていますので、ぜひご覧になって
ください。
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平成２９年度日本看護連盟通常総会が開催されました
代議員報告
平成 29 年６月 15 日（木）日本看護連盟通常総会が東京プリンスホテルにて開
催され、会員・関係者等約 2,000 人が参加しました。徳島県からは会長様はじめ、
名誉会員様・幹事長様・一般会員様・そして代議員併せて 16 人が参加しました。
ホテルのロビーには人が溢れ、初めて参加した私は圧倒されたと同時に、看護連
盟の組織の強さを実感しました。
阿南中央病院

船田

美紀

総会は日本看護連盟草間朋子会長の挨拶から始まりました。世界に類を見ない
スピードで少子超高齢化を迎えた日本では、現在、2025 年をターゲットに医療・
看護・福祉を進めていくうえで、看護職の活動が極めて重要であること、質の高い、

効果的・効率的な医療を、安心・安全のもとで明るく元気に提供していくことができる体制を整備してい
くことが、日本看護連盟の組織としての使命であると述べられました。
「予防し、治し、支える」これか
らの医療・看護・福祉を進めていくうえで、看護職の活動は極めて重要であることを再認識しました。来
賓祝辞では、日本看護協会長坂本すが前会長に代わって就任された福井トシ子新会長から、少子高齢化社
会にあって看護職の量の確保はもとより、質を上げることが重要であり、そのために急がれるのが「看護
基礎教育制度の改革」
「地域包括ケアシステムへの看護の参画」
「働き続けられる環境の整備」であること
が述べられました。議事に入り平成 28 年度活動報告のあと、平成 29 年度議案として、名誉会員の推薦・
スローガン・活動計画・予算・選挙対策・役員選出の６議案が審議され、すべて承認されました。今年度
のスローガンは「ベッドサイドから政治を変える！」〜看護政策実現に向けて、自ら活動する力強い組織
をつくる〜に決定し、活動計画の重点目標は①組織力の強化・拡大②政治力の強化③会員の福祉の充実と
なりました。選挙対策では第 25 回参議院議員選挙の組織内候補予定者に石田まさひろ議員が選出されま
した。
総会終了後には、たかがい恵美子参議院議員・あべ俊子衆議院議員・木村弥生衆議院議員・石田まさひ
ろ参議院議員より国政報告会が行われました。次期選挙の組織内候補予定者に選出された石田議員より、
「看護職が夢や誇りを持ち、働き続けることのできる職場をつくること。また看護職がイキイキと働くこ
とで国民の健康を増進し、
元気で活力のある日本を作っていくことが重要である」と述べられました。
「今
日もいい看護を受けることができてよかったという言葉が、医療や福祉の現場に満ち溢れるように、議員
活動を加速していきたい」というお言葉からは、力強いエネルギーを感じました。
日本看護連盟の頑丈な骨組みを作るために重要な連盟会員について、現在就労している看護職の 15％
にすぎないという現状があります。看護に関する課題を解決するためには制度化・法制化することが不可
欠であり、看護政策を実現するためにもたくさんの方に看護連盟の活動を再認識してもらい、会員数を増
やしていくことが重要です。その取り組みに少しでも貢献できるよう頑張っていきたいと思います。
今回日本看護連盟通常総会に参加したことで、看護連盟の意義を改めて知る機会となりました。
貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。
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国会議事堂内を見学しました
日本看護連盟通常総会翌日の６月 16 日に、
徳島県選出の国会議員５名（山口俊一議員・後藤田正純議員・
福山

守議員・中西祐介議員・三木

亨議員）に看護基礎教育の４年制化の要望書を提出するため、各事

務所を訪問しました。また、看護代表議員４名（阿部俊子議員・たかがい恵美子議員・石田昌宏議員・木
村弥生議員 ) の事務所にもご挨拶させていただきました。その後、福山議員のご配慮で国会見学を実施し
ました。議員と秘書さんから国会内の説明を詳しくしていただき、国政の現場の重みを感じることができ
ました。最後に議事堂内の食堂で福山議員から国政の現状についてのお話を聞きながら食事をいただき、
また、その席に福山議員のお計らいで、石破茂議員がお越しになって約 15 分、国政のトピックスや看護
に関するお話をしてくださいました。現職議員のお話から政治の重要性と代表議員の必要性を認識させて
くれました。

平成２９年度徳島県看護連盟通常総会が開催されました
平成 29 年６月 24 日 13 時から徳島県看護会館にて 962 名中 156 名の会員が参加して開催されました。
来賓として徳島県知事飯泉嘉門様・衆議院議員山口俊一様・同後藤田正純様・参議院議員中西祐介様・同
三木

亨様・公益社団法人徳島県看護協会会長多田敏子様、衆議院議員福山守様代理事務所所長吉田紘様・

一般社団法人日本精神科看護協会徳島県支部支部長古川信二様・一般社団法人徳島県助産師会会長橋本公
子様にご臨席いただきました。
議長団は半田病院

長尾春美様、徳島赤十字乳児院

宮地幸美様が選出され、平成 29 年度日本看護連

盟通常総会代議員報告・平成 28 年度各種会議報告・県並びに支部活動報告・28 年度決算報告・監査報告・
平成 29 年度活動計画案及び予算案・規約・細則改正（南部支部廃部、阿南第一支部に統合）
・役員改選（幹
事長、財政部長、監事）すべて原案通り承認され、審議終了、新旧役員あいさつの後、鴨島病院石原美花
様の先導で綱領宣言、最後に連盟歌を合唱して閉会しました。

議長
宮地様
（左）
・長尾様
（右）

飯泉知事からご祝辞
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役員・支部長の一言
看護連盟会員の皆様、こんにちは、日頃は連盟活動にご理解・ご協力を賜り、あ
りがとうございます。
連盟活動は選挙活動なので、会員になったら選挙活動をやらされる。また、選挙
の年は候補者の応援だけでなく、票を集めるための様々なイベントや活動があり、
貴重な休日が消えてしまう。公務員なので選挙活動はできない。だから私は連盟に
入会しない。と考える人がいるとすれば連盟会員は減少するばかり。
連盟活動の内容は多岐にわたり、看護の代表を応援する方法もいろいろあります。
第一副会長

吉岡批呂子

表だってできない方は、連盟会員になり、投票に行くだけ。無理しなくても自分に
できることをやればそれが連盟活動なのです。連盟研修会では、看護問題が政治で
解決できることを学べたり、政治家とツーショットで写真撮影ができ、他では体験
できない楽しみもあります。また、医療現場の当たり前のことが当たり前になって
いない状況を把握し、看護の代表議員に伝えることで改善できるとわかれば、もっ
と力を入れて応援しようと積極的な連盟会員になるはずです。まだ、看護問題を看
護の代表が政治の場で解決してくれることを信じられない方は、ひたすら看護現場
の声をどんどん、看護の代表をはじめ政治の場に届けましょう。

昨年に引き続き、徳島県看護連盟第二副会長を務めさせていただくことになりま
した、社会福祉法人

仁栄会

春叢園の伊藤幸代です。任務３年目となる今年は、

青年部会のアドバイザーとして若手看護師とともに連盟活動に携わる機会を与えて
いただきました。政治・政策について学び考えるポリナビを通し、自由な発想で自
ら行動できる青年部の活動を共に活性化していきたいと思っています。どうぞよろ
しくお願いいたします。
第二副会長

伊藤

幸代

平成 29 年度徳島県看護連盟幹事長の大役を受けさせていただくことになりました。
予期せぬ出来事に戸惑っております。至らぬことも多々あると思いますが、会長をは
じめ皆様方のご支援・ご協力を賜わり、責務を果たせるよう努めたいと思っております。
在職中に連盟活動に携わる機会もありましたが、会員一人一人に看護連盟の役割や活
動を伝達する難しさを痛感しておりました。また、看護職の中には看護連盟の活動内
容や存在を知らない方もいると思います。活動計画の会員数の増加と若い会員の育成、
支部の活発な活動、連盟活動の周知など地道に行うことが、やがて大きな力となり組
幹事長

祖父江定子

織の強化と拡大に繋がっていくと考えております。
看護連盟の使命は国民の健康を守り、安心と安全の看護を提供することです。看護
職を国政に送り、看護の政策や意見を反映させ解決できるように微力ながら努力して
いきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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現在、徳島支部の会員数は 200 名（平成 29 年６月末）で、支部役員・施設リー
ダー合わせて 14 名で運営しています。私は支部長として３年目を迎え、支部の組
織強化、活性化に向けて微力ですが役割を果たしてきました。しかし、新規加入者
も含め会員数の増加については厳しい状況で、本年度も継続目標としています。会
員数増加に直結するような対策の実施は難しいですが、支部役員、施設リーダーと
協力し、連盟活動が看護の未来に重要な役割を担うことを周知するとともに、連盟
への関心、理解を深めていただけるよう、日々地道に丁寧に活動していきたいと思
財政部長・徳島支部長

木内

和江

います。
また、基礎研修と併せて行う支部研修会は、連盟の役割や具体的な活動を学び、
徳島支部の会員同士が意見交換できる重要な機会と考えています。本年度は、９月
16 日（土）に「ハワイアンダンスで心も体もリフレッシュ！」のテーマで、講師
の浜辺淳子氏を予定しております。多忙な日常を離れ、リフレッシュしませんか？
会員、非会員問わず多くの方のご参加をお待ちしています。

日頃より、連盟活動にご理解ご協力を頂き、ありがとうございます。平成 27 年
度より、徳島県看護連盟

幹事を務めさせていただいております。先日、平成 29

年度リーダー研修において、
「聴こう、話そう、あなたの思い、私の思い」と題し
たグループワークを行いました。それぞれの会員の皆様の思いを聴き、話し合う機
会を持つことができました。その中で自分たちができる具体的な連盟活動内容や
リーダーとしての役割を再認識することができました。
職場の努力だけでは看護は変わりません。看護職の未来を変えるのは同じ看護職
幹事

瀬尾

澄子

です。看護職を目指す人のために「ベッドサイドから政治を変える！」を念頭に、
会長をはじめ、県役員の方々と協力しながら、連盟活動に取り組んでまいります。
会員の皆様と共に力を合わせて活動していきたいと思っておりますのでどうぞよろ
しくお願いいたします。

幹事として活動させて頂き３年目になります。
昨年の第 24 回参議院議員選挙では、何が何でもたかがい恵美子さんを当選させ
ようという思いで、役員一丸となり活動してきました。結果、たかがい恵美子さん
は当選されましたが、目標獲得数は伸び悩み大きな課題を残しました。今回の選挙
から、選挙権が 18 才になりました。そのため、今後は、若い世代の看護師に興味
をもって頂けるよう、新人の入会を勧め会員数獲得に向けた取り組みを行い、多く
幹事

仁木
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祐江

の方に看護連盟をもっと知ってもらうように願いを込めて活動していきたいと思っ
ています。

今年度、監事に再任されました。職務を十分果たせるよう努めたいと思いますの
でよろしくお願いします。そこで私が常々思っていることを少し書かせていただき
ます。
看護連盟の必要性は、看護職であれば周知のことであるにもかかわらず、会員数
が年々減少しているのはなぜなのかと時々考えてしまいます。本部では〜看護政策
実現に向けて自ら活動する力強い組織をつくる〜とスローガンが出されておりま
す。誰かがやってくれると他力本願では、しっかりとした変革はできません。看護
監事

平野

文子

に関する課題は、自分たちで解決していかなければなりません。山積みされた課題
を政策的に解決するためには、国政の場に看護職を送り、現場の声を届けることが
よりよい社会を目指すことにつながり、私たちの果たすべき責務だと思います。
それには、小さなことからコツコツと、一人ひとりが一人でも多くの理解者を増
やし、連携を密にして、主体的な活動を目指し、会員確保の対策を立て実践し、組
織強化を図らなければなりません。看護政策実現には、まず、数に勝るものはあり
ません。会員数を増やし、自分のため、看護職のため、安全で安心できる働きやす
い環境づくりに努めましょう。

美馬・三好支部は現在会員数 72 名で、看護協会員比率は 20% となっております。
支部として次のような事業を行っております。①支部役員会：支部長・幹事長（永
尾病院）
・幹事（個人２名）
・施設代表（半田病院・訪問看護ステーション半田・美
馬保健所・三好病院・三好保健所）からなる９名を構成員として年５回程度開催。
関連情報の伝達及び意見交換を行っています。支部活動に関する意見や現場が抱え
る問題等会員の皆様の生の声を待っています。②支部研修会：年１回、看護連盟の
活動の現状とか支部会員が興味を持っていただけるテーマで開催しています。普段
監事・美馬三好支部長

西岡

和子

できない他施設の会員との交流の機会でもありますから、皆さんぜひご参加くださ
い。③施設訪問：主に看護連盟会員のいない施設にお伺いし、連盟活動への協力を
お願いしています。今年度も、一人でも多くの方に看護連盟活動にご理解いただき、
会員になっていただき、支部活動を実りあるものにしていきたいと思っていますの
でご協力をよろしくお願いいたします。新任看護職の方はもとより、看護協会員で
あって看護連盟に入会されていない方、連盟会員になっていない方が、身近な知り
合いとか、同僚、友人におられましたらぜひ入会を勧めていただきますよう、会員
の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。看護連盟への入会を躊躇する要因の
一つとしてよく耳にするのは「看護連盟は入会してもメリットがない」ということ
がありますが、歴代の看護職代表の国会議員の活躍によって、また現任国会議員の
奮闘によって、看護を取り巻く環境改善というメリットを現段階でも受けているの
ではないでしょうか。今も未来もより良い看護を確立するために看護職の団結が重
要です！
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吉野川支部は４施設と個人会員で会員数が 165 名です。
今年度は支部役員会７回と基礎研修・続基礎研修を 10 月に計画しています。
私たちが安心して医療・福祉の現場で活動するためには政治の力が不可欠です。
質の高い看護を提供するには、一人ひとりの努力だけでは限界があり、人員配置
や、労働環境を決めている制度を変えていくことが重要です。そのためには、「現
場の声」を国政に届けることが大切です。支部では会員数が年々減少傾向にあり、
会員数の維持・増加を目指し 180 名を目標としています。新入職員・退会者に働
吉野川支部長

笠井

一子

きかけ会員確保に努めていきたいと役員会で検討しています。
研修会では連盟活動の重要性や理解を深められるよう、私たちのおかれている現
状を学びながら楽しく仲間を増やしていけるよう、多くの人に参加して頂けるもの
にしたいと考えています。
今後とも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

今年度より鳴門支部長を務めさせていただくことになりました三好です。今年度
は、副支部長に藤本、財政部長に天羽、監事に平野の併せて４名が交代しました。
鳴門支部は、現在会員数 100 名と昨年度より減少しています。会員増加に向けて
施設訪問などを予定しています。一人でも多くの方にご入会いただき、ともに活動
できることを願っております。今年度の支部研修会は、10 月 15 日（日）14 時か
ら小川病院６階大会議室にて、講師に野間智子先生を招き、災害時の非常食「身近
な食品からの工夫」と題して講演と実演を予定しています。多くの方のご参加をお
鳴門支部長

三好

節子

待ちしています。前支部長さんはじめ、役員、会員の方々のご指導、ご協力を得な
がら役割を果たしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

今年度より支部長をさせていただくことになりました。よろしくお願いします。
小松島支部は現在９施設会員数 200 名です。基礎研修会を７月に、小島会長を
講師にお迎えして 54 名の参加で実施しました。看護連盟の役割や活動内容を聴き、
現場の問題を政界に向けて声に出していくことで労働条件がよくなり、現場が充実
するという事を知り、看護連盟の必要性を実感したと言う声が多くきかれました。
今後も、一人でも多くの看護師が連盟の活動に関心を持ち一緒に活動していけるよ
う努力したいと思います。私も、６月に初めて日本看護連盟通常総会に参加させて
小松島支部長

庄野

美香

頂き、４名の国会議員の方が中心になって看護現場を守ろうと看護労働条件の改善
や看護施設の充実を目指して日々頑張って下さっていることを知りました。現場の
問題を報告することで、やりがいのある充実した職場を確保できると思います。今
年度は、会員数が増加できるように活動していきたいと思っています。
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この度、阿波支部の支部長を引き継ぎました西村と申します。看護連盟の活動に
はこれまでも時々参加させていただき先輩たちの背中を見て参りました。このよう
な先輩たちのご努力を無駄にしないように継承していきたいと思います。当院も退
職や、職員数の減少や、数名の退会者などが出る理由から支部会員数が年々減少し
てしまっているのが現状です。
これ以上、会員数が減少しないように、退会者が再入会することや、新たな入会
に繋がるように今年も支部研修会やリフレッシュ研修などを利用して、看護連盟の
阿波支部長

西村久美子

活動に魅力を感じていただき、少しでも関心を持ってもらえるように、微力ながら
努めていきたいと思います。新人でご迷惑をおかけしますが、どうかご指導の程、
宜しくお願い致します。

今年から阿南第一支部長をさせていただくことになりました。今まで連盟会員で
ありながら連盟活動について勉強不足でした。この機会にまずは自ら学ぶ姿勢を持
ちながら、会長、前支部長、役員の方々の御指導、御協力を得ながら活動をして参
りたいと思っています。
今年度より、阿南第一支部と南部支部が統合され、阿南中央病院の施設支部から、
県南７施設、会員数 122 人となりましたので、各施設への連絡・協力体制を確立
阿南第一支部長

桑村

直美

できるような働きかけを行うとともに、１人でも多く入会してもらえるよう頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。

看護連盟の支部長として活動し始めてから 3 年目を迎えました。支部長になるま
では、看護連盟の意義を深く考えることなく、何となく活動に参加していた気がし
ます。連盟役員支部長会議、研修会、看護連盟総会等に出席を重ねるたび、看護に
関する課題は看護職自らが解決していかなければならないと認識しました。看護職
の代表を政治の場、国会に送り出していくことの重要性を改めて認識しています。
看護連盟は「ベッドサイドから政治を変える」をスローガンとして掲げています。
時代のニーズ・社会のニーズに合った看護政策を実現するために、微力ながら看護実
阿南第二支部長

藤原

由香

践者として現場の声を届ける活動を続けていきたいと考えています。また活動を理解
してもらえるよう支援してくださる方々を少しでも増やしていければと思います。

この度青年部部長を務めさせていただく事となりました。初めての事で戸惑うこ
ともあると思いますが、さらに連盟に興味をもって頂けるよう全力をつくし、努力
致します。
つきましては、ご指導ご鞭撻を賜わりますよう謹んでお願い申し上げます。
今年度から新しく入部してくださった方もいて心強いです。各支部から参加して
青年部

寺﨑

部長

下さることを願っています。一緒に楽しく活動しませんか。

冬美
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平成29年度徳島県看護連盟活動計画
重点方針
目

組織の充実・強化に向けて会員増加と人材育成を図り、政治力を強化する
標

１．会員数の増加を図る

組 織
の
充
実
・ 強
化
政
治 力 の 強 化
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活

動

１）平成29年度の増員目標の明確化
２）看護協会との連携強化
３）看護代表者や施設代表者への協力依頼
(特に公的病院)
４）退会の防止と再入会促進
５）看護現場の問題について話し合う機会の
確保
６）参加しやすい連盟活動の工夫
７）各種会議・委員会の活性化
８）学生会員の入会推進
９）賛助会員の確保
10）連盟からの情報発信と効果的な活用促進
11）会員が政治の現場を知る機会を提供

手

段

・増員目標数として看護協会会員数の1％以上を獲得する
・看護協会との連携を密にし、協力体制（情報交換の場・意
見交換会他）を構築する
・看護代表者への依頼（電話、施設訪問）を効果的に実施する
・施設訪問による情報提供・情報交換・現場の声収集の機
会を多くする
・退職者に特別会員の紹介を行う
・看護連盟未加入者の多い施設との交流の機会を作る
・明るく元気に楽しくをモットーに親しみやすい活動を企
画運営する
・会議では全員最低一度は発言する
・看護学校での看護と政治に関する講座実施を推進する
・学生にパンフレットや入会リーフレットを配布、ポリナビ
活動見学を推進する
・連盟本部−県連盟−各支部−会員の情報収集・発信を効
果的に行う（ホームページ作成検討含）
・地方議会見学・傍聴・国会見学等の機会をつくる

2．県・支部・会員の主体的 １）県・支部・施設の目標の明確化
・県・支部・施設の活動目標を設定し、評価する
活動を推進する
２）本部・県・支部間の情報の共有化
・県役員会・支部役員会へ相互参画し、必要な情報の収集
３）リーダーの育成と実践力の強化
発信を進める
４）看護管理者や看護教育者の政治参加促進 ・各施設各病棟にリーダーの配置呼びかけとリーダー研修
５）会員の自立に向けた活動強化
への参加を促す
・看護政策セミナー等への参加を呼びかける（ブロック別
と県連盟主催）
・研修その他の活動実施にあたって参加しやすいような工
夫をする
3．支部組織を充実・強化 １）支部支援体制の強化
させる
２）支部役員の役割・活動内容の周知徹底
３）支部役員・リーダーの意識強化
４）支部会員のモチベーション向上
５）会員への情報提供の徹底化

・支部担当の役員を配置し、支援を強化する
・リーダー研修・支部長研修等で役員の役割等を周知徹底する
・各部署で役割を発揮できるリーダーを育成する
・連盟の役割と活動の意義を広め、会員の政治参画意識を
向上させる
・会員が自ら情報が得られるよう情報源や内容を広報する

4．若手会員の育成に努め １）青年部の活性化と活動の充実・促進
る
２）積極的に県・支部の役割に登用
３）看護代表者や施設長、看護教育者に協力
を依頼
４）看護学校教師や学生に連盟の必要性を説明

・できる限り各支部から青年部員を出す
・青年部主催ポリナビワークショップを企画・開催する（12月頃）
・全国・他県のポリナビワークショップに参加する
・県役員会に青年部長参加・総会その他の活動時の役割を
依頼する
・各学校に依頼して連盟活動を説明する機会をつくる

5．継続的な研修により連 １）新人基礎研修を実施
盟活動への理解を深め ２）続基礎研修を実施
る
３）新支部長、施設幹事、リーダー研修を実施
４）一般会員研修会・OB研修会を開催
５）看護管理者・教育者ワークショップを開催
６）看護協会、看護連盟合同研修会を開催

・各支部主催・県協力で実施（６月〜）
・各支部主催・県協力で実施（７月〜）
・県主催で実施（７月・12月頃）
・県主催で開催（８月・10月頃）
・県主催で開催（H30．
１月頃）
・連盟協会共催で開催（H30．３月）

1．看護協会その他関連団 １）徳島県看護協会への働きかけと情報の共 ・徳島県看護協会との意見交換会を最低年2回開催する
体との連携強化を図る
有
・連盟の役員会に協会役員の参加を依頼するほか情報交
２）関連他団体への働きかけ
換の場を多く持つ
３）賛助会員の確保推進
・看護協会会員への情報提供ができる場をつくる
・協会と連携した要望活動・陳情等をする
・日本精神科看護協会・助産師会との交流の場を持つ
・支援団体や支援企業・地域住民との交流の場を持つ
・「現場の声」を発信する等連盟活動をＰＲし、協力を得る
2．国会議員・地方議員と １）徳島県看護問題対策議員連盟発足の推進
の連携を強化する
２）看護職代表議員との連携強化
３）看護職代表議員活動の会員への周知徹底
４）第25回参議院議員選挙の活動方針の決定
５）看護に理解のある議員の活動支援

・県連会長・議員へ議連発足を呼びかける
・県内議員と意見交換会を持つ
・現場の声や諸問題を集約し、政策提言・要望書を提出する
・看護代表議員との連携を密にする
・アンフィニやメルマガ、国政ニュース等を活用し議員の活
動を周知する
・県・支部役員会で第25回参議院議員選挙の活動方針を
検討し、会員に周知する
・研修会講師依頼や事務所訪問など会員が議員と接する
機会を提供する
・本部・県・支部で議員を含めて勉強会や施設視察会等を
開催する
・議会傍聴、看護問題対策議員連盟その他関連会議や議
員主催の国政報告、講演会等に参加する
・看護を支援する地方議員の選挙や地域活動に協力する

政治力の強化

3．広報活動を推進する

１）効果的な情報収集・発信・活発な情報交換 ・機関誌・weeklyアンフィニ・メールマガジン等のＰＲ・
２）ホームページの作成検討
本部連盟ホームページ・連盟紹介ビデオ、会員ハンド
３）効果的な連盟活動のPR
ブック・各種グッズを活用する
４）連盟活動への参加推進
・ホームページの作成を検討する
・県連盟だより（年2回）の内容を充実させる
・各種研修会を充実させ、参加を促進する
・支部活動の充実と会員への支部活動内容周知を図る

適正な組織管理

1．施設・支部・県・ブロッ １）本部・ブロック・県・支部・各施設の連携強化 ・本部関連会議に参加する｛総会(6/15)・全国会長会・
ク・本部と連 携した 組 ２）会員への情報周知と活動への参加推進
ブロック別会長会・ブロック研修会・全国研修会･全
織活動を推進する
国会長幹事長支部長会議(6/15)・県別会議(9/29)開
催｝
・県・支部会議を開催する・総会開催(6/24) ・役員会
等(適時開催)・月次報告を行う

会

・会員管理システム・後援会システムの円滑な運営をする
・政治資金規正法を遵守する
・報告連絡の徹底と服務規律の遵守を徹底する
・詳細な監査を実施する

1．
会員の福利厚生を適切 １）規約の順守
に対応する

・災害見舞い、物故者への弔意、受章
（彰）
者へのお祝い
等を適切に実施する

2．災害その他諸問題に適 １）会員の安全の確保対策検討
切に対処する
２）本部や近隣県と協働した適時適切な支援
２）本部や専門家と連携した迅速な問題解決

・会員緊急連絡体制・災害時活動マニュアル等の整備
を検討する
・姉妹都道府県・近隣県との連携を具体的に検討する
・政治活動や選挙運動等関係法規を熟知する
・本部や専門家等と連携を密にし、必要な指導を受けて
対処する。

員

2．事務所の運営を適正に １）適正な会員管理
行う
２）財政の適正管理
３）適正な職員管理

福
祉

私の

シリーズ 1

自慢の絵や写真、
自慢の
自慢の絵や写
慢の絵や写
絵や写真
写真
真、
、
エピソード等を
エピソ
ソード
ード等
ド等を
ド等
ド等を
ご紹介します。
ご紹介
ご紹
ご紹介
紹介し
紹介します
します
しま
ます。
す。

自慢
じ

まん

名前は「花」
木内

の

一枚

我が家の末娘？？

和江

我が家の末娘？？の
写真です。
寒い夜に、土手に捨

てられていた子猫が、家

に迷い込んできました。あれから 4 年、今はぷく
ぷく肥えて毎日わがままに暮らしています。毎日
忙しい会員の皆様に対して少しでも癒しになれば
と思います。
名前は「花」です。
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研

修

会

報

告

「徳島県看護連盟通常総会」特別講演
日

時：平成29年６月24日（土）15：15〜16：00

会

場：徳島県看護会館大研修室

参加者：156名
テーマ：
「あなたは犯罪から自分や家族を守れますか？」
〜徳島県の現状・事例から学ぶ日常の注意点〜
講

師：徳島県警察本部

生活安全部生活環境課

指導官

徳島県警部

富田

勲氏

通常総会の後、引き続き、特別講演を実施しました。徳島県内でも起こっている消費者被害についての
お話でした。消費者被害には、①生命や体に関する被害として欠陥商品による被害（遊具が壊れてケガを
した、電気製品が発火してやけどした、ストーブ利用で一酸化炭素中毒になった等）、食中毒・異物混入
（焼き肉、フグ中毒、食品に異物等）、サービス・医療・美容（アートメイクやまつげエクステ、レー
ザー脱毛等美容施術による健康被害）②財産に関する被害として悪徳商法（不要な住宅リフォーム工事、
物干し竿の訪問販売）、金融商品等の勧誘・購入（未公開株の勧誘名目の詐欺や事業投資名目の詐欺）③
その他（ヤミ金融被害や産地偽装商品の購入等）があるそうです。
被害者の特徴としては、高齢者が多い、被害にあっているという認識が薄い、再被害にあっている人が
多いとのことでした。実際に徳島県であった事例についてその手口や被害状況の紹介があり、最後に消費
者被害を防ぐには、まずは誰かに相談することが最も大切であるとまとめられました。
警察官といえば何となく怖そうなイメージがありますが、ハンサムでとても優しそうで、軽妙な語り口
で聞きやすく、有意義な内容でした。「私は大丈夫」と思っている私やあなたこそ要注意！
（小島

泰代）

リーダー研修会報告
日

時：平成29年７月23日（日）10：00〜12：00

参加者：62名（支部長・支部役員・施設幹事・リーダー・病棟連絡員・オブザーバー・他）
会

場：看護会館２階研修室

講

演：
「看護連盟の役割と活動」

講

師：連盟会長

G

W：
「聴こう。話そう。あなたの思い、私の思い！」

小島

泰代

〜私ができる具体的な看護連盟活動について〜
連盟活動のリーダーとしてその役割を認識し、リーダー間の親睦を図りながら話す力、聴く力をUPさ
せ、活動の強化につなげることを目的に実施しました。
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●リーダー研修に参加して
仁木

裕子

私は看護連盟に加入して 7 年目が過ぎます。今までは支部の役員として決められたこと、役割を果た
すことが多かったように思います。今回、初めてリーダー研修に参加させていただきました。リーダー研
修では、連盟活動のリーダーとして、連盟の役割を認識するとともにリーダー間の親睦を図りながら話す
力・聴く力を向上させて連盟活動の強化につなげるという目的で行われました。私は、小島泰代会長の講
演とグル―プワークを通して、今回の研修目的にもありますが、連盟活動の役割を認識すること、支部を
超えた連盟会員同士の親睦をはかるとともに今私たちが課題とすることについて共有することができまし
た。
小島泰代会長の講演では、今、看護現場が抱える問題が明らかになりました。2025 年には高齢者人口
が人口比 30％となると推測され介護・医療費等社会保障費の急増が懸念されます。その中で、私たち看
護職は、病院だけでなく地域に向けての取り組みが必要となり、人材の確保・労働時間・教育制度といっ
た看護制度に関わる問題が課題とされます。私たちが安心して課題に取り組むためにも制度や法律を変え
ていく必要があり、政界へ伝えていく必要があります。そのために、私たち連盟会員は、一人の意見を沢
山の意見にして伝えていくことが役割だと感じました。現在、看護職組織の代表としてあべ俊子衆議院議
員、たかがい恵美子参議院議員、石田まさひろ参議院議員、木村弥生衆議院議員が政治界で活躍されてい
ます。私たちが政界で活躍されている方たちに看護現場の声を伝えたことで法律が変わり、過去より現在、
現在より未来へと働きやすい職場環境となっていくことが理解できました。これからも、ベッドサイドか
ら政治を変えるという意識をもって今以上に現場の声を伝えていくことが重要だと痛感しました。
グループワークでは、「聴こう。話そう。あなたの思い、私の思い！」をキャッチフレーズとし、テー
マである「私ができる具体的な連盟活動について」グループ討議を行いました。最初に看護現場での現状
について話し合いました。意見の中には、
「事務的連絡となっている」「連盟活動についてあまり理解でき
ていない」
「看護の現場での問題が組織だけになっている」と言う声や「看護連盟組織の代表である方の
政界での活躍を知らない」ということがありました。次に、現状の中から問題点を明確にし、今後どう私
たちが活動することが課題となるかを討議しました。今後、私たち自身が連盟の活動内容と役割について
の知識を持つこと、私たちの看護職の職場環境を良くするためには、組織を動かすだけでなく法律を変え
ることが重要であり、日常会話の中から問題となることを伝えていくことで変わっていくということを伝
えていくことが課題となり、グループメンバー間で情報の共有を図ることができました。
今回の研修を通して、看護連盟活動についての知識の向上と会員としての役割について認識することが
できました。今後の 2025 年問題に対してどう課題に取り組んでいくか、そのために今の看護現場から
何を伝えることが必要なのか、再度研修を振り返り、考えていきたいと思います。貴重な研修有り難うご
ざいました。

アンケート調査結果（一部）
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平成29年度会員募集中
看護連盟は、より良い看護を提供できるよう政治という畑の土を耕し、タネをまく組織です。
正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人
年会費 8000 円

ぜひ
ご入会ください！
あなたの声を
政治の場に
届けましょう！

（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

特別会員・・・正会員の経歴を有し、未就業で看護協会会員でない人
特
年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

賛助会員・・・看護連盟の趣旨に賛同する人（看護職でなくてもよい）
賛
一口 1000 円（何口でも可）
学生会員・・・連盟の趣旨に賛同する看護学生

お問い合わせ先

徳島県看護連盟事務局

会費無料

T E L：088−634−3297
FAX：088−634−3298
メールアドレス
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

編集後記
ギラギラと照り付ける太陽を体いっぱい受
けて汗だくで走り回った遠い記憶の中に、
うる
さいくらい耳に響くセミの鳴き声がある。
６月
始め頃からニイニイゼミが桜の木にとまり鳴き
始める。暑さが強くなるとミンミンゼミ、
クマゼ
ミ、
アブラゼミと鳴き声が加わり、蝉時雨となっ
て夏本番を教えてくれた気がする。
しかし、いつの頃からか、特に最近はニイニ
イゼミやアブラゼミの鳴き声をあまり聞かなく
なった気がする。そう思うのは私だけかな？
とにかく暑い毎日です！体調管理を十分にし
て夏バテを予防しましょう。
今回から
「シリーズ徳島県の日本一」
を表紙
に、そして
「シリーズ私の自慢の一枚」
で自慢の
絵や写真、エピソード等の掲載を始めました。
会員の皆様の投稿をお待ちしています。
(小島泰代）
野菜の花の女王といわれるオ
クラです。夏バテ予防にオク
ラのネバネバがいいですよ！

投 稿 先
徳島県看護連盟事務局
ＴＥＬ：088−634−3297
ＦＡＸ：088−634−3298
メール：
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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