2019年度連盟会員募集中
看護連盟は、看護協会の目的を達成するために活動しています。
現場の声が政治を変える。～現場の声を国政に～

徳島県看護連盟

徳島県看護連盟だより

第29号

正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人

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！

令和元年9月10日

年会費 8000 円

〒770－0801
徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
TEL 088－634－3297
FAX 088－634－3298
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

（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、現在は未就業で看護協会会員でない人
年会費 8000 円

№

5

藍の生産量

タデ科の植物（藍染料“青藍”が葉に含まれている）

（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）
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
葉藍に含まれる青藍を染色できる状態にした“すくも”で
作った藍染め溶液で染める（
「技の館」で藍染体験中）

編集後記
令和最初の連盟だよりに、石田議員当選の
記事を載せ、ともに喜びを分かち合うために
29号の発行を遅らせました。遅くなりました
が、今年度の計画、目標、活動等を掲載してお
ります。活動へのご協力をよろしくお願いいた
します。また、連盟へのご意見やご提言等も、
お寄せいただければ幸いです。
Nursing now 看護の力で健康な社会を！
看護は一生もののライセンス、すべての看護
職がどこにいても何をしていても健康な社会
のために看護の力を発揮できる存在です。
それにはまず、看護の力で健康な自分を！で
すね。連盟活動は、明るく（A）、元気に(G）、
楽しく（T）、そして逞しく（T）をモットーにして
います！
“AGTTで まずは目指そう。会員増加！”
（Y・K）

投 稿 先
徳島県看護連盟事務局

〒770-0801 徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
ＴＥＬ：088－634－3297
ＦＡＸ：088－634－3298
メール：
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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「技の館」で実施中の 藍粉成し（藍こなし）作業
乾かした藍を切断、風力で葉と茎に選別、葉藍を作成

阿波藍について・・・鎌倉時代の中頃、現在の美馬市のある地域で栽培が始まり、その後吉野川下流域が
主要な産地になった。江戸時代になって藩主蜂須賀家政が、播磨から藍作技術者を招いて藍の栽培、製造
を行い、その後の藩の保護奨励によって日本最大の藍作地帯として知られるようになった。
その美しさからジャパンブルーと呼ばれる藍色は、東京オリンピックのエンブレムにも使用され、広く
世界に知られることとなり、現在は、染料としてだけでなく、薬用、食用など様々な使用法が開発されて
いる。
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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。
今年の夏は、はじめは日照不足、その後は災害級の猛暑が続き、農作物の収穫に
悪影響を与え、主婦（夫）達を悩ませました。また、屋内外で熱中症患者が続出しま
した。
そのような中で行われた 7 月の参議院選挙では、私ども看護職代表の石田まさひ
ろ議員が、見事 2 期目の当選を果たされました。全国の看護連盟の結集力を心強く
実感しております。
一方、徳島県では、役員を始め会員の方が頑張ってくださったのですが、前回の選
挙より得票数が500票以上少ない結果となってしまいました。徳島県の投票率が全国
最低だったとはいえ、大きな課題が残る結果となりました。今回の結果は、若い看護
職の入会が少なく、会員の減少が続く県看護連盟の現状がもたらしたものであり、会
長としての力不足を深くお詫びいたします。今回の選挙戦略や実施状況を詳細に分析
してこれからの活動、特に 3 年後の選挙に向けた活動に活かしていただきたいと思っ
ています。
看護連盟の活動は看護の未来のためになくてはならないということは、今までの看
護情勢を振り返ると明白です。加速する長寿社会や少子化社会に向けて政策の場に
現場の声を伝え、私どもが選んだ代表議員とともに、より良い看護政策の実現を目指
して令和元年度の事業活動を続けていきましょう。
何と言っても“数は力”です。会員確保に向けて皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。
今は、猛暑が続いた夏の疲れが出る頃です。健康な社会を創る要となる看護職にとっ
てまずはご自身の健康が第一です。会員の皆様のご健康と更なるご活躍をお祈り申し
上げます。
徳島県看護連盟会員の皆様、日頃は大変お世話になり、誠にありがとうございます。
２０１９年度公益社団法人徳島県看護協会総会で、会長を拝命いたしました。多田前
会長同様、よろしくお願いいたします。
また、７ 月の参議院選挙では、石田まさひろ議員が ２ 期目の当選を果たされ、看
護政策の実現に向け今後の活躍を大いに期待をしています。
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繋がる活動を推進するのが使命であると認識しています。今後も
連携を図り、活動して参りたいと思います。
今年度、徳島県看護協会では地域包括ケアにおける看護機能の強化や健康で安全
に働き続けられる環境づくり等 ６ つの重点目標を掲げ、事業に取り組んで参ります。
看護職の皆様と共に、微力ではありますが、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。
第13代日本看護連盟会長に、ご推挙頂いた大島敏子です。

昭和34年 7 月、日本看護協会に「看護政治連盟設立準備委員会」が発足、初代看
護協会長の井上なつゑ氏が戦後初めての参院選に当選、厚生省医務局に看護課を新
設
（S23）
。その後 9 年間、議員を出せなかったとき何が起こったのか？昭和３１年には、
厚生省看護課が廃止され、年々劣悪になる労働環境を変革するため、政治的活動の
重要性を認識し、看護協会の目的を達成するための組織団体を設立したのが日本看
護連盟誕生秘話です。それが現在の連盟活動の原点で、
「Nursing now」＝看護の力
日本看護連盟
会 長

大島
2

敏子

で社会を良くしよう！という活動にも繋がっているのです。
令和の時代、連盟活動は、
「立」から「律」への意識変革です。
「立」とは経済的・
技能的自立で、
「律」とは自分なりの価値基準や信条、理念をもち自ら判断・行動する
ことです。
「自律した看護職」として、明るく・楽しく・元気よく、進めて参りましょう。

徳島県看護連盟の皆さまにおかれましては益々ご健勝のことと存じます。
この度の石田まさひろ先生の栄えあるご当選、誠におめでとうございます。看護連

盟の皆さまから多大なるご支援をいただき、看護系議員の議席を守ることができたと、
私からも心より御礼申し上げます。
今回の再選は
「すべての看護師が“今日もよい看護ができた”と思える現場にしたい」
という石田まさひろ先生の熱い情熱、看護の発展にご尽力された６年間の功績、そし
て何より、全国の看護師の方々の「私たちはもっとよい看護をしたい」という熱意によ
るものと確信しております。皆さまの17日の熱いご支援に、国会議員としての思いを
外務副大臣
衆議院議員

あべ

俊子

改めて強くいたしました。
よい看護のために現場を変える、現場を変えるために制度を変える。いつまでもや
りがいのある看護を続けられる現場づくりのため、これからも、石田まさひろ先生と

一緒に尽力して参りたいと思います。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げます。

徳島県看護連盟の皆さまにおかれましては、お健やかにお過ごしのことと拝察いた
します。令和初の参議院議員選挙では石田まさひろ議員を再選いただき、誠にありが

厚生労働副大臣
参議院議員

たかがい恵美子

衆議院議員

木村

弥生

とうございます。看護職を代表する議員として、今後ますますの活躍が期待されます
ので、引き続きよろしくお願いいたします。
厚生労働副大臣に着任後、外国人労働者の受け入れ体制整備など広範で深遠な働
き方改革の推進にあたっています。また、2040年をめざす社会保障制度改革の方向
性について議論を進めています。
就業女性数が増え育休取得率も上昇した一方、看護の現場では、各々の将来を見
据えたキャリア形成環境の整備が一層重要となっています。個性や能力を発揮し一人
ひとりが輝ける未来のために、これからも地道にがんばります。

徳島県看護連盟の皆さま、こんにちは。
参議院選挙の応援お疲れ様でした。私も京都三区で一生懸命に応援致しました。石
田まさひろ先生の当選を一緒にお祝い致しております。
私は、これまで看護の視点を軸に医療分野をはじめ、待機児童、特別養子縁組、
生活困窮者の就労支援、児童虐待、乳児用液体ミルク等の政策課題に強い思いを持っ
て取り組んでまいりました。
国の方向性として、私が提唱している「誰もがより健康で活躍できる社会」
「再チャ
レンジ可能な社会」へと加速しているように思います。また児童虐待防止・対策強化
のため、児童福祉法も 3 年ぶりに改正しました。さらに、その周辺に潜む、さまざま
なリスク因子の改善に向けて力を尽くします。
令和の時代に看護職がますます力を発揮する、そんな社会になるよう、これからも
看護職議員として、看護と政治をつなぐ役割を果たしてまいります。引き続き、ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

3

石田まさひろ議員。
参議院議員２期目当選‼
おめでとうございます！
7 月21日に投開票が行われた第25回参議院議員選挙において、私ども看護職組織代表の
石田まさひろ議員が 2 期目に挑み、189,983票を獲得し、自民党比例代表医療系候補の中で
トップ当選を果たしました。

徳島県看護連盟の皆様

参議院議員

石田

昌宏

皆様のお力をいただき、7 月21日、医療福祉系の立候補者が多くいる中で最高得
票を得て、再び社会保障政策の中心で働くチャンスをいただきました。すでに 7 月
29日より新しい任期がはじまっております。看護職員ひとりひとりの働く環境を改善
し、いい看護ができたという実感を日々得られる、プライドとプロ意識をもって看護
が出来る、そんな現場をめざします。そのために必要な人員確保、ヘルシーワークプ
レイスづくりの浸透、処遇の改善、資質の向上、すべての制度を整えたい。Nursing
now の精神を広げ、看護の力で明るい未来を導きます。
２期目も与えられた役割、使命を果たすべく、全身全霊をかけて取り組む所存です。
ご期待いただいたことの重みを忘れることなく、これからも前に進んで参ります。
今後とも見守り続けていただけますよう、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げ
ます。

第25回参議院議員選挙を終えて

石田まさひろを
応援する会会長

清水嘉与子
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石田まさひろ議員を再び国会に送ることができました。徳島県会員の皆様、本当に
お疲れ様でした。選挙期間中いくつかの県の活動状況をつぶさに見る機会がありまし
たが、どこの県もしっかり地方議員と連携し、若者会員がスマートに会を進行、参加
者達も皆元気一杯、特に赤シャツが華やかな今年は大いに期待していました。確かに
投票率が下がるとは、予測されていましたが、50%を切る国政選挙には驚きました。
その上、看護職の選挙率まで下がってしまい、目標票に遠く及ばなかったことは、石
田議員の活躍を直接見てきただけに残念でした。只、徳島の連盟会員の皆様は、こ
れまでと同様会員数以上の得票を確保していただいたことに感謝です。選挙の目前に、
なぜ看護政策を進めるのに政治活動が必要なのかお話しする機会をいただきました
が、若い人にはこんな地道な活動も必要なのでしょうか。ともあれ看護協会とともに
力を合わせ、次に向かって更なる飛躍を期待しましょう。

参議院選挙候補予定者となってからの石田議員の来徳時の様子

1

2

3

4

平成30年 3 月11日（日）13：30 ～ 15：00
一人でも多くの看護職の方々に石田議員を知ってもらうために看護協会との合同研修の講
師を依頼しました。90歳を過ぎた今も連盟活動にお力をいただいている大先輩の湯浅チヅ子
様や、今は亡き滝花佐智子名誉会長も駆けつけてくれました。

平成30年 9 月24日（月）
8 時45分に徳島駅からタクシーで県西部、県央、県南と県内を横断して、3 か所の支部研修
会に参加、看護の現状と課題を中心に国政報告をしていただき、会員から議員へ心を込めたメッ
セージや激励の言葉をお伝えしました。議員はその足ですぐ神戸へと徳島を後にされました。

平成30年11月11日（日）
中四国ブロック看護管理者・教育者看護政策セミナーでご講演

平成31年 2 月 3 日（日）13：00 ～ 14：00
看護を応援して下さる自民党の県議さん達に集まっていただき、参議院厚生労働委員会委
員長の石田議員に助言をいただきながら県内の看護問題に対して会員との意見交換を行いま
した。
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令和元年 6 月22日（土）15：15 ～ 16：30

徳島県看護連盟総決起大会に参加

石田議員から「すべての看護職が『今日もいい看護ができてよかった』と実感できる、そ
して看護を受けた方々も幸せになれるそんな現場造りに貢献したい」との決意表明があり、
参加者の心が一つになりました。

令和元年 7 月16日（火）15：00 ～ 16：00

集会と街頭演説実施

選挙運動最後の徳島入り、急遽徳島入りした街宣車と合流して看護協会で個人演説会、そ
の後、ご本人がマイクをもって呼びかけながら徳島駅前へ行き、駅前で街頭演説を行いました。
演説が終わると同時に降り出した雨の中を高知へとひた走りされました。ビラ配りご協力あ
りがとうございました。

金魚鉢のビラ、集会と街頭演説時に
手分けして配りました。

7 月 5 日から連盟事務
所 で 電 話 作 戦 を 実 施、
延べ30名の方が事務所
に来てくださいました。
自宅で電話作戦をして
くださった方も併せて
お世話になりました。
カンタとレン子も
必勝を願ってたよ！

石田議員！本当におめでとうございます。今後益々のご活躍を会員一同心よりお祈り申し上げます。
そのためには、“紺屋の白袴にならないよう”まずは健康管理をよろしくお願いいたします。
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２０１９年度日本看護連盟通常総会が開催されました
令和元年６月14日（金）ザ・プリンス・パークタワー東京で午前中に都道府県
看護連盟会長・副会長・幹事長・支部長合同会議、午後から日本看護連盟通常総
会と総決起大会が開催されました。
合同会議では選挙活動について選挙違反にならない様にかつ効果的な活動がで
きるように本部役員さんから活動予定と注意点が報告されました。
日本看護連盟通常総会では全国から1658名が出席し徳島県から小島会長、代議
員５名（山形・庄野・吉岡副会長・祖父江幹事長・西岡監事）、一般会員 7 名（宮成、
2019年度代議員

山形

富子

三好、木内、貞野、川下、中浦、北島）計13名が参加しました。日本看護連盟草
間朋子会長から「数は力なり、7 月には第25回参議院選挙が控えています。看護
連盟の組織力が問われる選挙です。看護連盟の存在感、政治力をアピールする絶

好の機会です。皆様の力を結集しましょう」と力強いご挨拶がありました。また来賓の日本看護協会福井
トシ子会長、自由民主党加藤総務会長、柴山大臣はじめ、超人気の小泉進次郎議員を含め多くの国会議員
の方々からご祝辞を頂きました。名誉会員推薦に続いて平成30年度活動実施報告、決算および監査報告、
2019年度スローガン、事業計画、予算について報告が行われた後、活発な質疑応答があり、すべて承認
されました。最後に日本看護連盟綱領の宣言、連盟歌を斉唱し
て閉会しました。
総会終了後、第25回参議院議員選挙にむけて総決起大会が
行われました。
根本匠厚生労働大臣は石田昌宏議員の活動が国政を動かす原
動力になっていると熱く語られていました。また甘利明自由民
主党選挙対策委員長はじめ多くの国会議員さんが石田昌宏議員
の応援に駆け付けてメッセージを頂きました。最後に勇壮な和
太鼓演奏、近畿ブロックと関東ブロック青年部の応援エールが
行われ、大盛況のうちに総決起大会が終わりました。
今回通常総会や総決起集会に参加させていただき、全国の仲
間との強い結束力を感じました。日本看護連盟が創立60周年
の歴史がある医療系政治団体として最大規模の団体であり、先
輩方や仲間たちが国政に関心を持ち看護連盟の「ベッドサイド
から政治を変える～現場の声を国政に～」のスローガン通りに
熱い思いを持ち、活動に励んでこられたことを知ることが出来
ました。先輩方や仲間との結束力を感じながら次世代に繋いで
いけるように看護連盟活動に取り組んでいきたいと思います。
全国の仲間たちが団結すれば必ず私たちの「現場の声」は国政
に届くと思います。貴重な体験をさせていただきありがとうご
ざいました。
今回の通常総会で、役員改選の報告がありました。
会長、
副会長、幹事長、幹事 2 名が交代されました。草間朋子会長から大島敏子会長になりましたが、
選挙がある年は 8 月に交代することとなっていますので、前役員と新役員の方々が協力して選挙活
動を強力に実践されました。草間会長始め、前役員の皆様、お疲れ様でした。
そしてお世話になりました。これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。
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２０１９年度
徳島県看護連盟通常総会・総決起大会が開催されました
令和元年 6 月22日（土）徳島県看護会館において、会員123名の出席にて開催されました。開会式で
は来賓として、徳島県知事飯泉嘉門様・衆議院議員山口俊一様・衆議院議員後藤田正純様・衆議院議員福
山守様・参議院議員中西祐介様・参議院議員三木亨様・参議院議員高野光二郎様・公益社団法人徳島県看
護協会会長稲井芳枝様の 6 名からご祝辞をいただき、一般社団法人日本精神科看護協会徳島県支部事務
局長石井良宗様・一般社団法人徳島県助産師会会長舩戸豊子様のご紹介を行いました。また、日本看護連
盟草間朋子会長からのお祝いメッセージを披露、阿部俊子議員・木村弥生議員・高階恵美子議員・石田昌
宏議員はお名前のみ披露させていただき、原文を提示させていただきました。
開会式終了後、徳島赤十字病院の鎌田知巳様、きたじま田岡病院の天羽明美様が議長に選任され、議事
が始まりました。
最初に、日本看護連盟通常総会について、代議員として参加した山形富子氏より報告がありました。そ
の後、平成30年度各種会議報告、活動報告、決算報告、監査報告があり、続いて2019年度スローガン案、
活動計画案、予算案、規約改正案、役員改選の審議が行われました。すべての議案について原案どおり可
決されました。規約改正は、日本看護連盟総会の代議員数が200人に一人の割合から400人に一人と改正
されたのを受けて県の規約も改正されました。役員改選では、監事の西岡和子氏が任期満了で退任され、
渡川明子氏が就任されました。最後に、日本看護連盟綱領を読み上げ、連盟歌を斉唱して終了しました。
通常総会終了後、同じ会場で総決起大会が開催されました。来賓として、三木亨議員、後藤田博副知事様、
後藤田正純議員代理渡辺泰成様、県会議員岡本富治様、中山俊雄様、須見一仁様、福山博史様、岡田理絵
様、山西国朗様、徳島県看護協会会長

稲井芳枝様

連盟副会長・徳島県歯科技工士会・技工士連盟会長
羽毛中四国販売株式会社課長

徳島県助産師会会長

船戸豊子様、日本歯科技工士

秋山佳弘様、徳島県栄養士連盟

橋本佳代様、東洋

岡本智志様がご臨席くださる中で、石田候補が決意表明をされました。

応援イベントの部では、徳島文理大学学生サークル和太鼓部“億”の 7 名が大小の締め太鼓で力強い
演奏と素晴らしいパフォーマンスを披露、会場が一気に盛り上がりました。看護協会会長
日本歯科技工士連盟副会長

稲井芳枝様、

秋山佳弘様の 2 名から力強い応援演説をいただき、連盟会員一同、気の引

き締まる思いでした。その後、青年部から激励メッセージ、美馬三好・吉野川・阿波支部から石田昌宏頭
文字を使っての激励メッセージ、徳島・鳴門支部からダブルハートと必勝だるま、絆だるま、金魚のバル
ンアートをつくってのフレーフレー応援、小松島・阿南美波支部から令和の称号と石田議員の似顔絵入り
赤 T シャツへの寄せ書きメッセージプレゼントと替え歌ダンスでの激励、最後に全員で替え歌阿波踊り、
そして岩本副会長の先導で必勝を祈念してガンバローコールを三唱して終了しました。
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