２０１９年度徳島県看護連盟活動計画
1．看護職代表議員への支援体制強化と選挙の勝利

重点方針

2．組織の充実・強化に向けて会員増加と人材育成
目

標

活

動

（太字は新規項目）
手

段

政 策
実
現

1．
看護職
１）第25回参議院選挙に向けて候補予 ・第 25回参議院選挙 候補予定者の県内得票数
国 会 議 員 の 支 援を
定者の高得票当選への支援強化
３０００票以上
強化する
２）看護職国会議員の周知と支援強化 ・応援する会への入会促進(会員の８割以上)
３）公職選挙法遵守の徹底
・第２５回参議院選挙対策に沿って活動展開を強
化
・期日前投票を推進する（親会員の６０%以上）
・ 代 表議員、日本看護連盟、県内各支部との連携
を密にする
・看護職国会議員の名前や活動を周知させる（活
動報告・HP・各種グッズ等の活用）
・コンプライアンスに基づいた活動を実施する

力
の
強

・看護を支援する地方議員の選挙を応援し、地域
活動に協力
・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
・県・支部で議員を含めた勉強会や施設視察会等
を開催する
・関 連議員主催の講演会等への参加や研修会の
講師を議員に依頼する

３．他 関 連 団 体との 連 １）関連他団体への働きかけ
携強化を図る
２）賛助会員の確保推進

・関連他団体に総決起大会や研修等を案内する
・日本精神科看護協会・助産師会・支援団体や支
援企業・地域住民との交流の場を持つ

 ・支部の増員目標作成
1．会員数の増加を図 １）県
 護協会との連携強化
２）看
る
３）入会継続の推進
４）退会者の防止と再入会促進
５）学生会員・賛助会員の入会推進
６）OB会の組織化
 加しやすい連盟活動の工夫
７）参

・増員目標数として50名、賛助会員10名増員させ
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説明を行い、入会勧誘する
・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、
ポリナビ活動の見学を推進する
・ OB会を立ち上げ、活動の活性化を図る
・ニーズに合った親しみやすい活動を企画運営す
る

化

２．
県選出の国会議員・ １）看護に理解のある議員の活動支援
地 方 議 員との 連 携 ２）議員との情報交換、連携強化
を強化する
３）会員が議員と接する機会を提供

組
織
の
充
実
・
強
化

２．看 護 協 会との 連 携 １）徳 島県看護協会への働きかけと情 ・徳島県看護協会との意見交換会を最低年2回開
強化を図る
報の共有
催する
・連 盟の役員会に協会役員の参加を依頼するほ
か情報交換の場を多く持つ
・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
・通常総会への会長の相互参加を実施する

9

目

標

活

動

手

段

３．看護連盟活動の周 １）効 果的な情報発信・活発な情報交 ・機 関誌アンフィニ、ミニアンフィニ、メールマガ
知を図る

換
２）効果的な連盟活動のPR
３）連盟活動への参加推進

ジン、ホームページ、連盟紹介ビデオ、会員ハン
ドブック、各種グッズを活用する
・ホームページの内容更新・適時適正な情報発信
をする
・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

4．県・支部・会員の １）県・支部・施設の目標の明確化
主体的活動を推進 ２）本部・県・支部間の情報の共有化
する

３）リーダーの育成と実践力の強化

・県・支部・施設の活動目標を設定し、評価する
・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

４）看護管理者や看護教育者の政治参 ・県 役員会・支部役員会へ相互参画し、必要な情
加促進
５）会員の自立に向けた活動強化

報の収集発信を進める
・ 各施設各病棟にリーダーの配置呼びかけとリー
ダー研修への参加を促す
・看 護代表者に看護政策セミナー等への参加を
呼びかける

組

5．
支部組織を充実・強 １）支部支援体制の強化

織 の

化させる

・支部担当の役員を配置し、支援を強化する

２）支 部役員の役割・活動内容の周知 ・リーダー研修・支部長研修等で役員の役割等を
徹底

周知徹底する

充 実

３）支部役員・リーダーの意識強化

・ 各部署で役割を発揮できるリーダーを育成する

４）支部会員のモチベーション向上

・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

・

・連盟活動や研修に会員の声を反映させる

強 化

6．若手会員の育成に １）青 年部の活性化と活動の充実・促 ・青 年部主催ポリナビワークショップを企画・開
努める

進

催する（12月頃）

２）積 極的に県・支部の役割依頼等活 ・全国・他県のポリナビワークショップに参加する
用促進

・ 各支部から青年部委員を出す

３）看 護代表者や施設長、看護教育者 ・県役員会に青年部委員長参加・総会その他の活
に協力を依頼
４）学生への働きかけ

動時の役割を依頼する
・学校・学生へのポリナビ参加案内をする

7．
継続的な研修により １）新人基礎研修・続基礎研修を実施 ・新人基礎研修…各支部主催・県協力で実施（6
連盟活動への理解 ２）新支部長、施設幹事、リーダー研
を深める

修を実施
３）一 般会員研修会・OB研修会を開
催

月～）
・ 続 基礎研修…各支部主催・県協力で実施（7月
～）
・県主催で開催

４）看護管理者・教育者ワークショッ （新役員支部長研修…7月6日）
プを開催
５）看護協会、看護連盟合同研修会を
開催

（リーダー研 修…5月11日、11月10日石田昌宏
氏）
（一般研修7月6日、講師：清水嘉与子氏）
（OB研修9月21日

講師：大西智城氏）

（管理者・教育者ワークショップR2．2月頃）
・連 盟協会共催で開催（R2．3月7日
トシ子氏）
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講師：福井

目

標

活

動

手

段

適
正
な

1．
施設・支部・県・ブロ １）本
 部・ブロック・県・支部の連携強化 ・本部関連会議に参加する｛総会（6/14）・全国会
ック・本部と連携した ２）会員への情報周知と活動への参加推
長会・県別会議（10/23）開催｝
組織活動を推進する
進
・ブロック別会議研修に参加する
（会 長会、会長・幹 事長合同会議、・ブロック看
護管理者・教育者看護政策セミナー（11/30～
12/1)、ポリナビ協議会）
・通常総会開催（6/22）
・県役員会・支部長合同会議等開催（原則第1土）
・ 各支部会議
・本部への月次報告を行う
・支部の運営効率化に向けて阿南第1と第2を統合する

組
織

・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

3．会員の福利厚生を １）災害・慶弔時の適切な対応
適切に対応する

・日本看護連盟内規並びに県連盟規約に基づき、
災害見舞・慶弔へ対応する

管 理

2．事務局の運営を適 １）適正な会員管理
正に行う
２）業務・財務の適正な執行管理

4．諸問題に適切に対 １）会員の安全対策
・災害時等、緊急時の連絡や情報提供を円滑にで
処する
２）本 部や専門家と連携した迅速な問
きるよう県及び支部役員の連絡網を整備する
題解決
・コンプライアンスに基づく活動のための情報を
提供する
・本部や専門家等と連携を密にし、適切に対処する

今年のスローガン

現場の声が政治を変える

〜現場の声を国政に〜

＊会員の皆様、現場の声をお寄せください。国政の場に、県政の場に届けましょう。
それが、現場を変える第 1 歩です。
＊来年度から日本看護連盟の通常総会の代議員数は、会員400名に一人になります。

2019年度新役員・新支部長の一言
新たな役割に思う
2019 年度より、監事を拝命致しました渡川明子でございます。どうぞ宜しくお
願い致します。
日本は超少子高齢社会を迎え、社会の在り様も変化しています。その中で在宅医
療の推進は私たち看護職にとっても、また生活者の一人としても大きな変化である
と感じています。このような時代だからこそ、看護職がその力を遺憾なく発揮でき
監

渡川

事

明子

る仕組みを整えることが重要だと思います。看護職の役割拡大や看護の基礎教育な
ど課題山積ですが、それらは看護職の活動や提案に政治が動いて解決へと向かって
いきます。
「徳島県看護連盟は、日本看護連盟および公益社団法人徳島県看護協会
の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与する
こと」を目的として徳島県看護連盟は活動しています。今回、思いがけず監事とい
う役割を頂き、様々な連盟活動の場面を通して、その在り様や意義を学ぶとともに、
先輩方からご教示を受けながら新たな役割が果たせるよう努めたいと思います。
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この度、美馬・三好支部支部長を拝命する事となりました、看護協会訪問看護ス
テーション半田の宮成みどりです。看護連盟の活動は初めての事で、諸先輩方のご
指導を賜りながら行っております。今年度は、平成から令和と新しい年号となりま
した。又、医療・介護・障害の三位一体の報酬改定があり、看護の現場での体制も
様変わりしているのではないでしょうか。訪問看護ステーションでは、地域包括ケ
アシステムの構築に伴い、多職種連携しチームとなり、在宅療養される方々に寄り
添った看護を提供していますが、看護職員の人材が不足している現状があります。
美馬・三好支部長

宮成みどり

病院や介護施設でも看護職員が活躍されていますが、困りごとはありませんか？現
場の生の声を国政に届けるために、皆様の代弁者となる看護の代表を国会に送れる
ように、会員の皆様と共に力を合わせ活動していきたいと思っていますので宜しく
お願い致します。

この度、阿波支部の支部長をさせていただくことになりました。今までは、連盟
会員でありながら連盟活動について勉強不足であったと反省しています。支部長と
なりまだ数カ月ですが、看護連盟総会や研修会、支部長会等の連盟活動に参加する
ことで、看護連盟の歴史を学び歴代の看護職代表議員の活動によって看護を取り巻
く環境が改善されている事、組織の代表を国政に送ることで法律の制定や改正・労
働条件 ･ 看護教育の改善などに繋がっている事を改めて実感しています。私達が働
く現場の声を届け政策に反映し様々な看護問題を解決するためには、まず私達看護
師が政治に対する関心と知識を持つ事が必要です。今年度阿波支部は新しく 5 名の

阿波支部長

入会があり会員数38名です。支部活動を通じて看護連盟の活動と必要性を理解し

貞野ひとみ

てもらい、今後も一人でも多くの方に入会してもらえるよう連盟活動に取り組んで
いきたいと思いますので、御指導、御協力宜しくお願い致します。

今年度より支部長をさせていただくことになりました。
阿南共栄病院と阿南中央病院が統合して阿南医療センターとなり、阿南第一支部
と阿南第二支部が統合して「阿南・美波支部」となりました。会長をはじめ役員の
方々、前支部長さんたちのサポートを頂き、各施設幹事やリーダーの皆さんと協力
しながら、活動していきたいと思います。1 人でも多くの人に看護連盟の役割を理
解してもらい、連盟活動に関心を持ってもらえるように頑張ります。
阿南・美波支部長

川下佳代子

徳島県看護連盟の支部は、以下の 7 支部となりました。

１．美馬・三好支部

２．阿波支部

３．吉野川支部

４．鳴門支部

５．徳島支部

６．小松島支部

７．阿南・美波支部
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支部のリレートーク
阿南医療センター看護部長

千田

幸代

令和に改元された５月１日に阿南共栄病院と阿南中央病院が合併し、阿南医療センターが開院しまし
た。
“地域住民の健康な生活を守ることに専念し、信頼される医療に最善を尽くします”を基本理念と
し、地域の医療機関との連携による地域完結型医療を目指しています。病床数398床、内訳は急性期病
棟、回復リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、介護療養病棟となっています。また、来春には、
緩和ケア病棟も開設さる予定となっています。新棟にはヘリポートも設置し災害拠点病院として災害時
には県南地域住民の安全確保に努めています。
看護部も340名程の大所帯となりました。両病院が合併することにより、いろいろと問題も出てきて
いますが、話し合いを重ね問題を解決しています。令和元年の看護目標は“こころをひとつに、よりそ
い支える看護をいたします”としています。これからも、患者様一人一人に寄り添える看護部でありた
いと思います。

研

修

会

報

告

第1回リーダー研修会
日

時：令和元年５月11日（土）

会

場：ザ・グランドパレスとくしま

参加者：64名

テーマ：
「看護連盟リーダーの役割遂行と後援会活動
講

師：岡山県看護連盟

会長

選挙対策のイロハ」

江尻美惠子 氏

第1回リーダー研修会を終えて

幹事長

祖父江定子

令和元年5月11日、岡山県看護連盟会長江尻美惠子氏を迎え、
「看護連盟リーダーの役割遂行と後援会活動に
ついて」のテーマに開催されました。
看護職の国会議員、県議会議員、市議会議員を輩出されている岡山県看護連盟の活動を経験を交えて具体的
にお話いただきました。まず、看護協会と連盟の役割について、看護者の倫理綱領には、
「看護者は、専門職組織
を通じて、看護の質を高めるための制度確立に参画し、よりよい社会づくりに貢献する」と掲げています。
看護連盟は、看護協会の政策実現のために看護者の倫理に基づき政治活動・選挙活動を行っている組織です。
リーダー（施設内連絡員）は、施設において会員や非会員の身近に存在し、会員確保や支部活動の実践などに大
きな役割を果たしています。支部の横のつながりと協力がいかに重要であるかを知ることができました。
私たちは、議員を国政に送り、看護の問題・課題を制度化、法制化につなげる活動ができるよう支援していくこ
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とが重要です。そのために、政治への関心を持ち、自らが参加する状態まで導きだすとともに活動できる環境が大
切であることを学びました。
看護政策実現のために、一致団結して石田先生を応援していきたいと思います。

一般研修会
日

時：令和元年７月６日（土）

会

場：徳島県看護会館

参加者：67名

テーマ：
「看護の未来を託す」
講

師：日本看護連盟

顧問

石田まさひろを応援する会

会長

清水嘉与子 氏

～２０１９年度徳島県看護連盟研修会に参加して～
吉野川医療センター

嘉勢山真実

看護連盟研修会への参加は４度目となる。この会で連盟の歴史を学ぶ度、過去の諸先輩方のご苦労と看護職代
表議員選出の必要性を痛感する。今回も各自が各々の施設に持ち帰り、選挙へ行くことの重要性を語ったことと
思う。今回の選挙で189,893票を得て、石田まさひろ氏が当選したことからもうかがえる。同じ当選でも獲得投票
数の多い議員の意見が反映されやすいという。全国の就業者看護師総数は166万人といわれており、今回の獲得
投票数は全体の１割程度とまだまだ増票の余地はある。
私たちが患者や家族に対して良い看護ができるよう、
１票でも多く投票できるようにしていきたい。そのために
も、まず選挙へ行くことが当然であるという環境作りからはじめたい。そして、若い方たちにこのような研修会に参
加する機会を持ってもらいたいと思う。
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一座建立

私の

自慢
シリーズ

森山

節子

お茶（茶の湯）を習い始め
て数十年になる。飽きずに続
いているのは、何年経っても
身につかない作法のせいかも
しれない。いや作法が身につ

かなくても楽しいのである。
最初はお茶の全貌が見えずにいたが、だんだん奥深さや魅力
を知り、離れられずにいる。
習い始めの頃、初釜や利休忌、朝茶などの茶事に招かれ、全
貌を薄々わかり、懐石や濃茶の美味しさに感動した。そして客
としての作法を学び、亭主の「もてなし」の心を尽くした表現
に魅了されたのである。
床の軸、季節を先取りする茶花、道具の取り合わせ等など、
亭主と客が一体となってその場を味わい尽くす、まさしくこれ
が「一座建立」なのだと納得する。以来、茶友と懐石料理の作
り方や点前作法を合宿して学び、
「一座建立」を目指して、忘れ
ても懲りずに繰り返し楽しんでいる。
写真は、皆で懐石料理を作り、お互い主客となって茶事を楽
しんだものである。

看護連盟からのお知らせ

1

【シリーズ 私の自慢】
への
投稿をお待ちしております。

徳島県看護連盟は年間2回連盟だよりを発行し
ております。その中で、会員の皆様から私の自慢
シリーズを掲載させていただいております。マイ

2

OB研修会を開催します！

開催日：令和元年 9 月 21 日
１３：３０～１５：００
場

所：ザ・グランドパレスとくしま

ペットやマイホビー、最近始めたこと等何でも

人生100年時代を楽しく楽に生きるコ

OKです。写真と共に400字程度の説明を入れてお

ツを高野山真言宗地蔵院、真言宗御室派

送りください。

願成寺住職、社会福祉法人白寿会本部理

送り先は、

事長大西智城先生にご講演いただき、そ

〒770-0801

徳島市上助任町三本松 375-5

の後は茶話会で懐かしい人たちとお互い

青藍コーポ 301 号

に近況を語り合いましょう。ぜひご参加

メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

ください。
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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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