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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…………… ３,874人

（平成28年7月15日現在）
（　　　　　　   　　　　　）保健師 ………130人

看護師 ……3,555人
助産師 ………134人
准看護師 …… 55人



埼玉県看護連盟会長
竹内　良子

　この度₆月末日を持ちまして埼玉県看護連盟会長の任を辞する運びとなりました。

　会員の皆様方には₇年の長きにわたり一方ならぬご協力とご指導を賜り心より御礼申し

あげます。

　第２４回参議院議員選挙に当たりましては目標管理を導入し全力で取り組んで参りました

が目標到達には至らずご迷惑をおかけいたし反省することしきりです。選挙活動時の反応

と結果の不一致が納得しがたく澱として淀んでいます。

　組織としての体制作りのために施設訪問時に多くの皆様にお会いできたこと、国会議員、

地方議会の先生方との交流を深められたことなど長年の臨床経験とは別世界の体験をさせ

ていただき、私の最後の人生にいろどりを持たせていただき感謝あるのみです。人口増加

に伴う増床が実施される埼玉県にはまだ会員を増やせる伸びしろは満載です。

　新会長の指揮の下埼玉県看護連盟の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝を祈念し、

お礼の言葉とさせて戴きます。

埼玉県看護連盟前会長
佐藤　澄子

ご　挨　拶

　この度埼玉県看護連盟の会長を務めることになりました竹内良子でございます。

前任の佐藤会長をはじめ、歴代の関係者の皆様が築いて来られた埼玉県看護連盟の運営を

お引き受けすることになり、責任の重大さに身の引き締まる思いが致します。

　第24回参議院議員選挙で、たかがい恵美子参議院議員は見事再選を果たしました。会員

の皆様の熱いご支援に心より感謝申し上げます。

　英国のEU離脱や超少子高齢社会の進展など社会情勢が刻々と変化している中、私達看

護職はベッドサイドにいる専門職として代表者を国会に送り、医療福祉制度の改善に繋げ

ていく責任があります。看護連盟のスローガン「ベッドサイドから政治を変える！」の達

成に向け、組織全体で誠心誠意努力してまいります。

　皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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　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。

参議院議員(₂期目）　　
たかがい　恵美子

　向暑の候　連盟会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申
し上げます。また、皆様方には看護協会の事業推進にあたり、ご支援・ご協力を
賜り深く感謝申し上げます。
　さて、この度の衆議院議員選挙におきましては、佐藤会長のリーダーシップの

もと、たかがい恵美子氏の再当選が見事に達成され、連盟の皆様方の大変なご努力の賜物と心からお
祝いを申し上げます。私たち看護協会は微力ながら、自分たちの立場で出来ることを精一杯協力させ
ていただき、この度の当選はうれしく思っておりますし、改めて組織力として一枚岩になることの重
要性を感じた次第です。　そして、これからはしっかりと政策提言を行い、国会に届けていただける
よう連盟との連携を密にして参りたいと思います。
　この度は誠におめでとうございました。そして、佐藤澄子会長さま、長きに亘り大変お疲れ様でした。

　この度の選挙では、たかがい恵美子さんを、無事、2期目の参議院議員として
国政の場に送ることができました。これも、猛暑の続く中、全力投球でがんばっ
ていただきました埼玉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、看護の代表・女性の代表として国民、看護職のために活躍してい
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。
　今回の選挙では、６つの医療福祉関連団体がそれぞれ候補者を擁立したことなども関係し、当初、
目標に掲げた得票数を獲得することができませんでした。この結果を真摯に受け止め、組織固めをし、
会員のみなさまの投票行動を促すことを徹底し、看護の力をしっかり結束していかなければならない
ことを痛感しているところです。次回の選挙に向けて納得できる結果を出すために、今から気を引き
締めてまいります。

埼玉県看護協会会長　
熊木　孝子

日本看護連盟会長　
草間　朋子
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　埼玉県看護連盟の皆様、こんにちは。いつも温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
　参院選の結果、たかがい恵美子議員を無事国政の場へ送り出して頂くことができました。
埼玉県看護連盟の皆様に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しまし
て深く感謝申し上げます。

　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。看護
職は多くの女性が働く職業であることを常に念頭に置き、看護職の教育環境、労働環境を整え、皆さんがいき
いきと活躍できるためのお役に立てるよう、引き続き国政の場で全力で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。

衆議院議員　　あべ　俊子

　埼玉県看護連盟の皆様、日頃よりお世話になりましてありがとうございます。
　暑い毎日が続いておりますが夏ばてしていませんか？どうかご自愛くださいませ。
　さて第24回参議院議員通常選挙では、たかがい恵美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りに思っています。

　さて、内閣改造のあとは平成29年度予算編成作業が行われていきます。看護関係では、看護師養成の教育年限
４年の実現、「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進、看護職員の確保、夜勤負担の軽減、健康に配慮した
勤務環境の改善、求人・求職に係るナースセンター・ハローワークの連携の強化、介護施設等における看護人材
の育成・定着に向けた研修支援の充実等々が重要項目です。これらの予算獲得に向けて尽力してまいります。
　また、₇月で私も国会議員の重責をいただいてから丸₃年が経ちました。初心を忘れず、現場主義に徹し、こ
れからも皆様の元を訪問させて頂きますのでお声を聞かせてください。
　現場で働く皆様が「今日もいい看護ができた！」と実感し、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お願い申し上げます。

参議院議員　　石田　まさひろ

　埼玉県看護連盟の皆さま、こんにちは。
　参院選の応援ご苦労様でした。私も京都三区で一所懸命に応援いたしました。たかがい
恵美子先生の当選を一緒にお祝いいたしております。
　昨年から看護政策、医療的ケアが必要な障害児の支援等に関わり、今年は待機児童問題
特命チームの座長に就任。子どもたちが健やかに成長していける社会づくりを目指します。

また、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、政策に反映してまいります。
　さて今年の₄月、私は自民党京都府第三選挙区（京都市伏見区、長岡京市、向日市、大山崎町）の支部長
に選任されました。皆様から頂いたご支援・ご声援を忘れることなく、新たな選挙区で頑張りますので、今
後ともよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員　　木村　弥生

　埼玉県看護連盟の皆さまには平素より多大なご支援を賜りありがとうございます。
　先の参議院議員選挙で高階恵美子先生が無事当選されましたことは連盟の皆さまのご尽
力に感謝いたしますとともに、これまで取り組んでこられました政策がさらに大きく推進
されますことをご祈念申し上げます。
　本年₆月で退任されました佐藤澄子前会長には私の選挙中から応援をしていただき、ま

た当選後の議員活動におきましても常に暖かく優しくお力添えをいただきまたことを心から感謝申し上げま
す。
　市議会議員₂年目として看護師不足の問題や地域包括支援事業、女性活躍の推進事業、女性の健康支援事
業など看護職の強みを生かし、活動に取り組んでまいります。何卒よろしくお願いいたします。

さいたま市議会議員　　稲川　さとみ
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平成２８年度 日本看護連盟通常総会代議員報告

副会長　　塚田　忠子

　₆月14日、平成28年通常総会がザ・プリン
スパークタワー東京で開催された。参加者は
代議員935名、一般会員1，０21名で定足数を満
たし定刻に開始された。
　当初に草間会長は「21万人の連盟会員が一
丸となり一つひとつの課題解決に向けて看護
政策を動かせる成熟した力強い組織つくりを
目指してきた。保健師は健康寿命の延伸に向
け真の健康づくりへの取り組みを、助産師は
少子化対策としての性と生殖の専門家とし
て、看護師はチーム医療推進のキーパーソン
としての立場を制度的に認められる活動基盤
の構築をめざしていく。ベッドサイドから政
治を変える。のスローガン達成に向けて看護
協会との更なる連携強化を推進する。今年は
それを示すための正念場の年である。」と挨
拶された。
　来賓として坂本すが日本看護協会会長から
は、看護教育の抜本改革として看護基礎教育
の充実のための年限延長について熱く語ら

れ、目的達成のためにも看護職が政治力を持
つチャンスとしての参議院選挙での勝利を目
指し一致協力を誓い合った。
　一号議案は名誉会員として29名の方が承認
され、また、二号から六号議案までがすべて
協議承認され無事総会は終了した。

　あわせて、たかがい恵美子総決起大会が開
催され、自民党看護対策議員連盟加入のほと
んどの議員が国会の合間を縫って順次出席さ
れ厚いエールを送られた。各地ポリナビによ
る応援も華やかに選挙に向け最後の支援を誓
い合った。

　最後に全国看護連盟会長、幹事長、支部長
会議が開催され、茂木俊充選対委員長より効
果的な選挙戦略についての講演があり、期日
前投票の積極的活用と、参加者全員がたかが
い恵美子になりきる、あつめる、つなぐ、を
合言葉に目的達成を再確認した。
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退任役員・支部長挨拶

平成28年度　埼玉県看護連盟通常総会� 幹事　水上　美津子

　₆月₄日（土）₉時2０分よりラフレさいたまにおいて開催され、出席会員168名、委
任状3，０26名、役員1０名、合計3，2０4名で総会が成立した。
　開会式では佐藤会長より、埼玉県看護連盟の取り組みについて「会員が一丸となって
看護政策の実現を図る」という連盟の使命を再認識し、現場の課題一つひとつ着実に解
決していくことが大切である。その為にも総力を結集し看護の代表者を国政に送る大切
な時期である」と話された。来賓祝辞では、埼玉県看護協会会長、木村弥生議員、稲川
さとみ議員、看護関係団体来賓の方々から祝辞を頂いた。看護連盟活動に貢献された₇
名（井上由紀子・木村友江・十文字敦子・手島初江・向田良子・武藤光代・山越美恵子）
の方に感謝状が贈呈された。議長の田村信代・原祥子両氏の進行により事業報告・決算
報告が承認され、審議事項のスローガン・活動計画・予算案・第24回参議院議員選挙
対策・役員の選出についての議案がすべて可決された。

　私は、期₆年間監事として連盟活動に参画してきました。高階恵美子参議院議
員選挙で始まり、野党自由民主党公認でしたが厳しい選挙戦を乗り越え初当選。
₃年後は、石田まさひろ参議院議員選挙で、与党自由民主党公認で、看護協会と
看護連盟が一致団結した熱伝導の選挙戦で初当選。本当にやりがいを感じました。

　また、日本看護連盟の「現場の声」活用促進委員を₂年間拝命し、国会中継を見る機会が増え、
看護問題検討委員会の傍聴を体験し、多くの示唆を得ました。さらに、看護職代表の₄議員や埼
玉選挙区の国会議員との顔の見える関係が構築できたのは、各支部長をはじめ、佐藤会長や伴野
幹事長の活動のおかげだと思います。

埼玉県看護連盟役員を退任して　　監事　丸山なみ子

　埼玉県看護連盟第１１支部の新設時より、支部長として₁期₃年勤めさせていた
だきました。
　当支部は１０市₃町の県北東部に構成され、₄つの衆議院議員小選挙区に関わり
ます。新設当初は、7４名であった会員も支部役員、施設管理者の方々のご理解と

ご協力により、平成２7年度には１２４名になりました。これからも新支部長のもと、支部のさらなる
発展のため、支部会員のみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

支部長退任挨拶　　依田　茂樹
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新役員・支部長挨拶
幹事　　福田　裕美

　この度平成２８年度埼玉県看護連盟総会にて県役員（幹事）を務めることとなりました。
　長きにわたり、会員の一員として連盟活動に参加しておりましたが、ここで新たに
役員の使命を認識し、襟を正す思いでございます。諸先輩方にご指導いただきながら、
県協会との連携強化はもちろんのこと、本年度のスローガンである「ベッドサイドか
ら、政治を変える」～国政で看護職議員の発言力を高める～の実現に向けて、誠心誠
意努めてまいります。皆さま、今後とも、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上
げます。

幹事　　竹花　茂祥
　平成28年度通常総会において、幹事をさせていただくことになりました。
　連盟活動における役割が何であるか右も左もわからない状況ですが、自分にできる
ことを探し、連盟活動に貢献していきたいと考えていますが、新会長の元、支部の方々
とも協力するなかで、ご指導いただけたらと思っています。
　「看護はひとつ」の旗のもとにパッションを持って、努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

　第１１支部長をやらせていただく十文字敦子です。
　前病院を退職し蓮田よつば病院で働いております。労働環境、認知症看護、介護と
の関係などこの₁年様々なことを考え、感じてきました。この経験を生かし、加藤幹
事長とともに楽しく活動していきます。よろしくお願いいたします。

第１１支部長　　十文字　敦子

　今年度、看護連盟の監事を仰せつかりました。看護連盟の役割の大切なことは知っ
ておりましたが、自分が何かお手伝いできるとは思っておりませんでした。今回、お
話を頂き微力ながら連盟の仕事に関わる機会を与えて頂きありがたいことと受け止め
ております。私は今年₄月に看護学校を退職いたしましが、講義の中で日本の看護の
歴史を学生に伝えています。その中で、今日の看護の組織を作り上げてこられた諸先
輩方の功績に触れ、看護を広く社会に向けてアピールしていくことの大切さを実感し
ております。私たちの職場環境の改善や看護職への社会の認識を変えていくためには、
政治が大きく関わっていることを、看護師が認識することが大切であると感じています。

監事　　井口　かほる

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
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この瞬間、
輝くために

東洋羽毛工業株式会社（本社）は
経済産業省「製品安全対策優良企
業」優良賞を受賞しました。

製品安全対策
優 良 企 業
経 済 産 業 省

埼玉営業所 0120 - 223062
〒362-0017　埼玉県上尾市二ツ宮 963-3 ～ お気軽にお問い合わせください ～

デオホワイル
加工羽毛を採用した
ゴア 羽毛ふとんで

さらに清潔で
　安心の眠りを。

▪ お知らせ ▪

リーダー研修会
日時：�平成28年10月₇日(金) 

13：20～14：50（受付 12：50～）
場所：ラフレさいたま ₄階 欅の間

日時：�平成28年11月19日(土) 
14：00～17：00（受付 13：30～）

場所：ラフレさいたま ₄階 桃の間

第₈回�ポリナビワークショップ

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　竹内　良子
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」をご愛読いただきあ
りがとうございます。これからも看護連盟活動や
各支部活動、新会員となった学生会員の方々等、
多くの会員の皆さまの声をご紹介し、連盟会員を
さらに増やし、国政に現場の声を届けていきたい
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　水上）

編 集 後 記
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この印刷物は再
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インキ」を使用
しています。

日時：�平成28年10月₇日(金) 
15：00～16：00（受付 14：40～）

場所：ラフレさいたま ₄階 欅の間

講演会「ピンチをチャンスに！」
講師：東国原英夫氏


