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C o n t e n t s

看護の心を、
　みんなの心に

会員数…………… ３,922人

（平成28年1月31日現在）賛助会員数…………… 44人
（　　　　　　　　　　　）保健師 ………147人

看護師 ……3,595人
学生 ………… 10人

助産師 ………109人
准看護師 …… 61人



埼玉県看護連盟会長
佐藤　澄子

　新春のお慶び申し上げます。
　社会を動かすことができる強くて活動的な「看護連盟」を目ざし全力投球していく所
存でおりますので、改めて、会員の皆さまの、なお一層の、ご協力よろしくお願いします。
会員一人ひとりの皆さまの元気とやる気が連盟の活力の源です。
　世界に類を見ないスピードで進む日本の少子超高齢社会が目指す、「予防し・治し・
支える」保健医療を担っていくのはまさに看護職です。私たち看護職の活動を通して、
明るく、住みやすい超高齢社会をつくっていこうではありませんか。
　₇月の参議院選では、「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンの下、会員の
皆さまの力を結集し、たかがい恵美子先生を2期目の参議院議員として国会に送り思う
存分、羽ばたいていただきましょう。

日本看護連盟会長
草間　朋子

ご　挨　拶

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆さまにおかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと存じます。
　さて、今年はいよいよ大きな目標に、会員の総力を結集し挑む年です。看護の未来を
切り開くために、目前に山積する看護問題解決のためなんとしても ｢たかがい恵美子｣
議員には再び国政で活躍していただかなければなりません。
　と申しましても平常心を失わず、今まで着実に目標管理を積み重ねてきた皆さまの活
動成果を信じ結実に向け最後のひと頑張りをしようと決意を新たにしております。
　₂月16日には坂本すが日本看護協会長をお迎えし ｢看護の未来を大いに語る会｣ を看
護協会と共に開催の予定です。新年にあたり看護の未来に向け今なすべきことに思いを
馳せてみませんか？
　当連盟も昨年10月には念願の地方議員の方々と「自民党看護振興懇話会」を発足させ
ることができ53名もの入会をいただきました。目的は県内の看護環境を整備し、体制の
充実強化を図ることにあります。早速新年より勉強会を開催の予定です。
　本年も引き続きのご指導とご協力をお願い申し上げます。
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　謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。厚生労働大臣政務官在任中は雇
用・労働・年金・子育て分野を主務とし、塩崎大臣の下、過重労働の撲滅、がん対策及
び認知症対策の見直し、子育て支援の強化などに取り組みました。
　また、厚生労働科学研究費補助金に「女性の健康の包括的支援総合研究事業」が創設
され、厚生労働省内に「女性の健康推進室」が新設されました。2015年は、我が国の女
性の健康科学が学術・行政面で明確に位置づけられた輝かしい年となりました。さらに
政務官検討グループにおいては、「幸齢社会への挑戦‘ハッピープラチナ運動’」を提唱し、
必要な施策を来年度予算案に計上しています。
　2016年は自民党女性局長として、女性の健康推進、児童虐待防止、防災･復興推進、
女性活躍支援、地域が活きる観光振興、国際保健協力強化、女性と児童の権利擁護の₇
つの政策課題を掲げ、取り組む所存です。
　看護系議員であることを誇りに、皆さまと心をひとつに活動してまいりますので、引
き続き、よろしくお願いいたします。

参議院議員　　
たかがい　恵美子

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年は看護職の議員として、木村弥生さんが衆議院議員として、また、さいたま市西
区からは稲川さとみさんが市議会議員として誕生し、身近な存在で心強く思っている次
第です。そして、今年は参議院の選挙があります。先日、現職のたかがい恵美子さんの
活動報告会もあり、是非夏の選挙では、たかがい恵美子さんに再選していただくことを
強く決意し、看護連盟と協力のもと、看護職が一枚岩となって応援していく所存でござ
います。後には、看護職の課題解決に向けてご尽力いただけるものと期待しております。
　今後とも、協会と連盟が連携し看護の質向上のために努力してまいりますので、ご支
援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

埼玉県看護協会会長　
熊木　孝子
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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年は₂期にわたり約１年つとめました農林水産副大臣を無事退任、衆議院

議員として₄期11年目を迎えることができました。これまでの積み重ねにより国政での発言
力は増し責任も重くなりました。
　激動する国際情勢、厳しい日本経済、医療看護をとりまく環境ではございますが、日本の
将来を見据え、すべての人が安全かつ安心して生活できる社会保障制度を確立するため引き
続き全力で頑張ってまいる所存です。
　今年の夏はたかがい恵美子先生が2期目を迎えるための参議院選挙が行われます。看護界
一丸となってこの選挙戦を闘ってまいりましょう。 
　この一年が皆さまにとって輝かしい年になりますようご祈念申し上げます。

衆議院議員　　あべ　俊子

　埼玉県看護連盟の皆さま　明けましておめでとうございます。
　平成28年が皆さまにとって、素晴らしい年になりますよう、心からお祈り申

し上げます。
　昨年は、「特定行為研修制度」の運用がいよいよ始まりました。責任の重さとともに、看護
に対する国民の期待をひしひしと感じる歴史的な前進です。さらに、「看護師免許等の届出制
度」もスタートし、人材確保も新しい段階を迎えたといえるでしょう。
　今年も現場に足を運び、皆さまが直面する課題を国政の場に持ち帰らせていただきます。
　看護職の代表として活躍しているたかがい恵美子議員とともに、看護連盟の政策を実現す
べく、看護連盟の皆さまと全力で頑張ってまいります。

参議院議員　　石田　昌宏

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。₄人目の看護職議員として初当選を果
たしてから、早いもので１年が過ぎました。

　ここまで駆け抜けて来られましたのも、先輩議員の皆さま方にお育ていただいたお陰です。
衆議院議員の妹分として、なにかとお引き立てくださったあべ俊子議員。委員会の質問前で
緊張している私にアドバイスくださった、たかがい恵美子議員。石田昌宏議員は少年院など
の視察同行にお誘いくださいました。先輩方のご期待にそえるよう頑張ります。
　「働き続けられる職場づくり」などの看護政策実現とともに、日本に生まれたすべての子供
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。本年も、よろしくお願い
申し上げます。

衆議院議員　　木村　弥生
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活動報告

平成27年10月₉日「リーダー研修Ⅰ」� 第₄支部　支部長　菊地　章子

　143名のリーダーが参加し、ブ
リランテ武蔵野で第１回研修会
が実施された。GWは支部毎に
「後援会名簿の目標数達成のた
め、リーダーとしてできること」
について、活発に討議がなされ
た。参加者はその活動はまるで
子育てのよう、薄紙を重ねるよ
うに自分が行動する、自分の言
葉で伝え繰り返す。リーダーの
活動の輪が大きく広がることを
期待し、サポートの強化も広め
なければと感じている。

第₇回ポリナビワークショップに参加して� 蓮田病院　竹中　証

　看護職の働く環境を良くしていくためには政治力
が必要不可欠であるという基調講演の後、参加者８９
名・１グループ₆名の若い看護師たちで「今、改善
したいことは何か」のグループワークを行った。グ
ループ発表後、どのマニフェストが良かったかを投
票しあい、最優秀グループが選ばれた。若い人たち
も現状の働く環境を良くしたいと考えていることが
わかった。今後は選挙に関心を持ち、投票へ行き、
国政に意見を届ける必要性を強く感じた。

協会・連盟合同研修会� 埼玉県看護協会　専務理事　村木　京子

　たかがい恵美子政策推進集会に先だち、髙
須久美子氏による「労働環境改善への取り組
み」と題し、講演会が行われた。
　印象に残った内容は、自由自在の多様な
働き方、笑顔を大切にしている方針、看護
部の経営貢献から尊重される看護部長発言
等である。パワフルで余裕を感じさせる看
護管理に間違いなくマグネット看護部であ
ると感じた。
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政策推進集会� 埼玉県看護連盟　幹事　竹内　良子

　たかがい議員は、午前中に県内各
施設を回った後会場に到着し、200
余名の参加者から議員のシンボルカ
ラーであるブルーのハンカチで出迎
えられた。来賓としてご参加の県会
議員や看護団体の代表による応援
メッセージをいただき、その後看護
職代表の国会議員としての現在の活
動や未来への抱負などを熱く語った。

　引き続き、菊地章子第₄支部長による「たかがい議員を必ず再選させよう」の「が
んばろうコール」を全員で行った。菊地支部長による「今日初めて聞いたこと、初め
て知ったこと、関係者の皆さまの覚悟を自分の言葉できちんと周りの人に伝えていき
ましょう」の言葉は、しっかりと参加者の心に届いたことと確信している。最後は秩
父音頭（表紙参照）で会場を回り、締めくくった。
　埼玉県看護協会村木京子専務は「政策推進集会に参加し、広報の重要性を改めて実
感した。私たちを代表する議員への応援は、議員の実績に関心を持ち、代弁者として
議員のぶれない信念を意図的に語り続けることであると思います」と感想を述べていた。

埼玉県看護協会
会長　熊木　孝子氏

日本看護協会
監事　古橋　美智子氏

自由民主党埼玉県連　幹事長
埼玉県議会議員
鈴木　聖二氏

埼玉県看護管理者会
常任理事　清水　美由紀氏

埼玉県助産師会
会長　中島　桂子氏 訪問看護ステーション協会

会長　中島　悦子氏

さいたま市議会
議員　稲川　智美氏

心をひとつに
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国会・首相官邸見学を終えて� 上尾中央総合病院　高柳　克江

　10月23日、国会見学30名、首相官邸見学18名の2コースで実施しました。議員の
方の挨拶や講演を通し、私たちの一票がとても重要であること、そこから看護政策が
変わることを再認識しました。看護管理者となった今、一票の重みを現場に伝えてい
きたいと思います。
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平成28年度会員募集
＊会員･特別会員　8,000円

　(連盟本部会費：5,000円
県　　会　　費：3,000円 ）

＊学生会員：会費　無料
＊賛助会員：会費　1,000円

■ 問合せ先：埼玉県看護連盟　電話：048-824-8153

▪ お知らせ ▪

坂本すが日本看護協会長
看護の未来を大いに語る会

日時：�平成２８年２月１６日（火） 
１4：30～１5：45（受付　１4：00～）

場所：埼玉地域看護研修センター　３階　講堂

日時：�平成２８年2月２7日（土） 
１3：00～１６：00（受付　１２：30～）

場所：ラフレさいたま 4階　欅の間
講師：東国原　英夫氏（元宮崎県知事）
演題：ピンチをチャンスに！

協会・連盟合同研修会
「診療･介護報酬改定の勉強会」
日時：�平成２８年3月１８日（金） 

１８：30～２0：30（受付　１８：00～）
場所：�カルタスホール 

（JR北浦和駅東口下車　徒歩3分）

日本看護連盟総会
日時：�平成２８年６月１4日（火） 

１２：30～（受付　１２：00～）
場所：�東京プリンスホテル　２階　「鳳凰の間」

日時：�平成２８年６月４日（土） 
１0：２0～（受付　９：50～）

場所：ラフレさいたま

埼玉県看護連盟総会

発行所：埼玉県看護連盟
〒338-0011さいたま市中央区新中里3-3-8
埼玉地域看護研修センター内
TEL 048-824-8153　FAX 048-824-8166
http：//www.kango-saitama.jp/
発行責任者　佐藤　澄子
印刷所　株式会社アサヒコミュニケーションズ
TEL 048-541-5152

日頃、「連盟だよりさいたま」をご愛読いただき有難う
ございます。今年は半年後に選挙があり、今後ますます
活発になる看護連盟活動及び各支部活動、多くの会員の
皆さまの声をお届けいたします。そして、一人でも多く
の仲間を増やし、みんなの力を集結してより多くの得票
で当選した看護職の議員が看護政策を実現できるように
広報活動に取り組みたいと思います。今後とも連盟活動
へのご支援をお願い申し上げます。 （広報　竹内　水上）
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講演会
たかがい恵美子総決起大会


