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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年埼玉県看護連盟では、参議院選挙に向けてたかがい恵美子氏の応援活動が活発に
行われ、見事に看護系議員として再選を成し遂げました。これは埼玉県看護連盟の皆様
方のご努力の賜物と敬意を表します。

　私たち看護職の代表が再選されたことは大変重要であり、看護職の問題解決に向けてさらにご尽力いた
だけるものと期待したいと思います。
　さて、私たち看護協会重点事業も順調に経過しております。そして、新しい看護研修センターの工事も
順調に進み、₅月末に引っ越し・₆月₁日竣工式を迎える予定です。
　今後は、竹内新会長とともに協会と連盟が連携し看護の質向上や地域における安全で安心な医療・看護
の提供のために努力して参りますので、ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　第24回参議院選も無事終了し、新春を迎えました。決意を新たに、会員のみなさまと
一丸となって、次の目標に向かってがんばってまいりましょう。
　日本のこれからの「予防し、治し、支える」保健医療介護を担っていくのは看護職で
す。看護職が、安心して、明るく、プライドをもって活躍できることが、県民、国民の

みなさまによりよい医療介護を提供できる原動力になります。このためには、看護が抱える課題（看護政策）
の実現に向けて組織的に活動していく、看護連盟の「組織の力」の強化が不可欠です。
　連盟のスローガンは、「ベッドサイドから政治を変える」です。連盟の活動は、会員のみなさまの、「発言」
「働き掛け」からスタートします。「待ちの姿勢」ではなく、会員のみなさまの一人ひとりの前向きな積極
的な行動が、看護政策実現に結びつくと信じて、連盟活動を楽しく続けてまいりましょう。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は世界的に大きな変化が予測されておりますが、新しい年が皆様にとって良い年
になりますように祈念致します。
　昨年は就任の挨拶を兼ねて病院や施設など、100箇所余りを訪問致しました。いずれの

現場でも診療報酬上の矛盾などと戦いながら、利用者の皆様の人権を第一に考えケアし、そして職員が働
き続けられる職場を目指しさまざまな取り組みを行っている姿を拝見しました。又「現場の声を聞かせて
ください」にも具体的な現状や問題が綴られ、多くの提言が寄せられました。これらの声を国会議員にそ
して県議会、市町村議会に届け、制度政策につなげる政治活動に連盟役員一丸となって取り組んでまいります。
　会員の皆様には引き続き、ご支援ご協力のほどお願い申し上げます。

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

埼玉県看護連盟会長　
竹内　良子

ご　挨　拶

開かれた楽しい連盟活動を目指して
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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年は全国の看護連盟の皆様のお力添えのおかげで、
国政での看護の議席を堅守できた大変喜ばしい年となり
ました。私自身は昨年の党内人事によって、厚生労働委員
会の委員を拝命するとともに、新たに副幹事長として党務
に就かせていただくこととなりました。
　新しい年を迎え、我が国の抱える課題である2025年問
題にもまた一歩近づきました。これからの超高齢社会を
支えるためには、看護職の皆様の大きな力が必要です。
その看護職の皆様お一人お一人が働きやすく、やりがい
をもって看護できるよう、現場の声をお聞かせいただき
ながら本年も変わらず全力で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。

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　初当選から2年、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。
　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。そして、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。
　最後になりましたが、京都三区（京都市伏見区、長岡京
市、向日市、大山崎町）にご家族・親類・ご友人等がいらっ
しゃいましたら、ぜひ木村の紹介をお願いいたします。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

　埼玉県看護連盟の皆さま、謹んで新春のお慶びを申し
上げます。
　昨年はたかがい恵美子先生が参議院議員として₂期目
の当選を果たされ、引き続きご活躍の場が得られたこと
は心強い限りです。たかがい先生が取り組んでこられた
女性の健康に関する支援の重要性がさらに求められてい
ますが、さいたま市でも昨年から妊娠出産包括支援セン
ターが設置され、妊娠期から出産前後の様々なニーズに
対して総合的に相談・支援をしていく体制を整備してお
り、今年度はさらに強化していく予定です。私も皆様と
共に看護の政策の推進のために努力して参りますので、
今年もご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　謹賀新年　丁酉の2017年は、直感力と行動力を磨いて
運気を取り込み‘いのち（人生）の実り’について、改
めて考えたいと思っています。
　ひとの生きる力を守り支える看護のパワーを存分に活
かせる社会づくりを進めたい。そのために今、私たちは
自らの知識・技術・経験を総動員して、諸般の労働法制
の改革に取り組んでいかなければなりません。
　これからの数年間は、従来の予想を超える多様な医療
需要の増加と供給市場の拡大が急速に進むと見込まれま
す。変化を座して待つのではなく、プロの目利きで時代
を先取りする攻めの姿勢で挑みたいものです。
　また、2015年に始動した我が国の女性の健康科学につ
いては、十分な学術基盤が醸成されるように、2016年に
始動した「幸齢社会への挑戦‘ハッピープラチナ運動’は、
順調に各所での事業が充実するように、引き続き力を注
いで参ります。
　さらに₂期連続の自民党女性局長として、₇つの重点
政策の一層の推進と女性議員の育成と政治力向上の体制
整備にも取り組みます。
　本年も、看護職の誇りを胸に鋭意努力する所存です。
みなさまのますますのご繁栄を心よりご祈念申し上げま
す。

　埼玉県看護連盟の皆様、新年おめでとうございます。
平成29年が皆様にとってすばらしき一年になりますよう、
心からお祈り申し上げます。
　2017年の干支は丁酉（ひのととり）となります。酉年
の“酉（ゆう）”は、「酒」という字のつくりになってい
るように、収穫した作物から酒を作る、「実る」　という
意味もあるのだそうです。実りある年になるよう今年も
精進して参ります。
　通常国会においては、引き続き社会保障制度改革の議
論が進められていきます。
　2018年の診療報酬、介護報酬同時改定に向け、今年は
大きな山場を迎える年です。地域包括ケアの中心的役割
を期待されている私たち看護職が「良い看護ができた」
と実感出来るよう皆様の声を国政に反映して参ります。
　皆様とともに手を携え歩んでまいりますので、引き続
きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

衆議院議員 岡山₃区
あべ　俊子

衆議院議員 京都₃区
木村　弥生

さいたま市市議会議員
稲川　さとみ

参議院議員
たかがい　恵美子

参議院議員
石田　まさひろ

議員ご挨拶
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　平成 29 年 1月 17 日（火）、19 時から熊谷駅構内施設において、高崎線沿線
の医療・介護施設や訪問看護ステーションなどの看護管理者 17 名と石田参議
院議員との対話集会を開催しました。目的は診療報酬等に対する現場の生の声
を石田議員に届け、2018 年の診療報酬・介護報酬の同時改定時に反映させる
狙いです。石田議員による「現行の診療報酬の解説と今後の動向」に続き、参
加者との対話が続きました。現場の声として「看護職の配置基準の見直しが必
要」、「看護必要度の患者への悪影響」、「看護職の現
任教育」、「看護職が活き活き働く職場を選ぶために、
地域で紹介しあおう」等があがり、石田議員からは
全国各地をまわって得られたさまざまな工夫の紹介
などもあり、活発な意見交換の時間となりました。
　こうした対話集会を、今後も県内各地域で開催す
る予定です。

政治活動（現場の声を制度政策に反映する活動）報告
女性版ふるさと対話集会

自由民主党看護振興懇話会

石田議員との対話集会「診療報酬・介護報酬の現状と課題」

活動の詳細は、順次ホームページでご紹介致します。

　平成 28 年 11 月 28 日（月）、上尾市において、たか
がい恵美子参議院議員と中根一幸衆議院議員（埼玉₆
区）による、「女性版ふるさと対話集会」を開催致しま
した。地域住民 29 名（内看護職₇名）が参加し、参
加者の皆様からは子育て支援への要望や家族の在宅看
取りへの支援など活発な意見が出されました。司会役
の頓所澄江鴻巣市市会議員は「今回の皆様の声は必ず
市議会に伝えます。市議会ではこうした声を待っています」と力強いメッセージを頂きました。
　たかがい恵美子議員は、自由民主党女性局長として、全国各地でこのような対話集会を開催し、女性の視
点でより良いふるさとを作っていこうと呼びかけています。

　平成 28 年 12 月 21 日（水）、埼玉県議会において県議会議員との「自由民主
党看護振興懇話会」を開催しました。当日は県議会議員 34 名、看護協会及び
看護連盟役員10名が出席しました。講師は日本看護協会会長坂本すが氏で、「看
護の将来ビジョンと 2025 年問題、看護を取り巻く環境や今後の課題など」を
講演致しました。講演後、県会議員からは「なぜ埼玉県は人口 10 万人あたり
の医師や看護職の配置が少ないのか」、「新人看護師の退職理由に『健康上の理
由（精神）』があるが、これに対する対策は？」、「シ
ニアナースの活躍を期待している」など積極的な質
問や意見が寄せられました。最後に県議会議長は「今
回の話し合いの内容を、今後埼玉県の制度政策に活
かしていきます」と締めくくり、非常に有意義な会
合となりました。
　県議会、市町村議会との結びつきは今後ますます
重要になってきます。地域との関わりを積極的に進
めていきましょう
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研修会報告
リーダー研修会Ⅰ【平成２８年10月₇日（金）】参加者140名

【平成２８年10月₇日（金）】参加者２1８名

演題：リーダー・施設連絡員の役割
講師：埼玉県看護連盟前会長　佐藤澄子 氏

研修会時、書いていただいたアンケート結果は埼玉県看護連盟ホームページに掲載いたしますご覧下さい。

演題：No Life No Communication ディズニーに学ぶ職場環境
講師：ディズニー流笑顔の接遇研修インストラクター　石坂秀己 氏

演題：ピンチをチャンスに！！
講師：元宮崎県知事・国会議員、タレント　東国原英雄 氏

東国原氏講演会

第８回ポリナビワークショップ in 埼玉

⃝議員さんの講演を多くしてほしい。
⃝�看護協会と看護連盟がタイアップして行う研
修会の開催を望みます。
⃝若手や看護学生をまきこむ研修を増やしてほしい。
⃝�看護協会の政策をしっかり提言をしっかり
と ! 看護連盟の活動を広めてください。
⃝�協会・連盟同時入会によるセット割！魅力だ
と思います。

⃝東国原英夫氏の話に元気を貰いました。
⃝国政に出た人の活動内容をもっと聞きたい。
⃝�初めて連盟の研修に参加させていただきました。
これをチャンスにこれからも連盟に興味を持って
いきたいと思います。
⃝東国原さんの講演は本当に楽しかったです。
⃝�身近な話題を面白おかしく話す話術に感動しました。

⃝�政治に対する知識を増やしたい。
⃝�とても楽しかったです。
⃝�無料ですばらしい学びの機会をありがとうござ
いました。
⃝�青年部の活動を今回初めて知りました。
⃝スライド大変わかりやすい。

参加者の声

参加者の声

参加者の声

【平成２８年11月1９日（土）】参加者10８名

青年部部長
妙中勇貴
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上里町

神川町

本庄市

美里町

寄居町

小川町
嵐山町

滑川町

東松山市

鳩山町
ときがわ町

越生町

飯能市
日高市

狭山市

入間市
所沢市

三芳町

川越市

ふじみ野市
富士見市

志木市
朝霞市
和光市

戸田市
蕨市
川口市

新座市

毛呂山町
鶴ヶ島市

吉見町

川島町
坂戸市

長瀞町

皆野町

小鹿野町

秩父市

横瀬町

東秩父村

深谷市

熊谷市 行田市

羽生市

加須市

久喜市 幸手市

杉戸町
宮代町

白岡市

蓮田市
春日部市

松伏町

越谷市 吉川市

三郷市
八潮市

草加市

鴻巣市

北本市
桶川市

上尾市

さいたま市

伊奈町

■第６支部

埼玉県看護連盟支部紹介

三浦　喜代美支部長

施設数：6か所　会員数：470名

施設数：4か所　会員数：49名

施設数：17か所　会員数：596名

施設数：4か所　会員数：435名

施設数：9か所　 会員数：48名

2016.12.31現在

施設数：12か所　会員数：126名

施設数：13か所　会員数：660名

施設数：9か所　会員数：728名 施設数：11か所　会員数：87名

反町　かおり幹事長

■第1支部

磯部　幸子支部長 浅見　マリ子幹事長

■第10支部

新井　トヨ子支部長 小泉　千秋幹事長

■第９支部

飯島　哲子支部長 前場　富子幹事長

■第2支部

飯島　幸江支部長 山崎　さよ子幹事長

■第8支部

西川　紀子支部長 砂川　鶴子幹事長

■第5支部

金指　幸子支部長 村上　尚美幹事長

施設数：24か所　会員数：645名
■第3支部

野田　敦子支部長 阿部　智美幹事長

施設数：4か所　会員数：97名
■第7支部

平井　悦子支部長 青木　かおり幹事長

■第4支部

菊地　章子支部長 船木　陽子幹事長

■第11支部

十文字　敦子支部長 加藤　加澄幹事長
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■第2支部

飯島　幸江支部長 山崎　さよ子幹事長

■第8支部

西川　紀子支部長 砂川　鶴子幹事長

■第5支部

金指　幸子支部長 村上　尚美幹事長

施設数：24か所　会員数：645名
■第3支部

野田　敦子支部長 阿部　智美幹事長

施設数：4か所　会員数：97名
■第7支部

平井　悦子支部長 青木　かおり幹事長

■第4支部

菊地　章子支部長 船木　陽子幹事長

■第11支部

十文字　敦子支部長 加藤　加澄幹事長
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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。

平成29年度　連盟会員　入会受付中！
皆様のご入会を
お待ちしております。

問合せ先：048-824-8153

お知らせ

日本看護連盟会費� 5,000円
埼玉県看護連盟会費� 3,000円
　　　　　　　　計� 8,000円

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

　あけましておめでとうございます。
　今年も現場の皆さまの声をより多く国政に届け、
一人でも多くの会員（学生会員含む）の獲得をめ
ざし広報活動を行っていきます。ご協力の程、宜
しくお願いいたします。
 （福田・水上）

P-B10151

この印刷物は再
生紙と環境にや
さしい「植物油
インキ」を使用
しています。

日 内　　容 場　　所
₂月17日（金） リーダー研修会Ⅱ ラフレさいたま桃の間
６月15日（木） 日本看護連盟総会 東京プリンスホテル
₇月₁日（土） 埼玉県看護連盟総会 ラフレさいたま欅の間

年会費

学生会員：無料

編 集 後 記


