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大宮中央総合病院看護部の皆様
2020年5月「緊急事態宣言」発令中、埼玉県看護連盟会員施設に「

いつもありがとうござ

います」のメッセージをつけてマスクを送りました。そのお礼として届いたのがこの写真です
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ごあいさつ
大島 敏子

日本看護連盟会長

埼玉県の会員の皆様 こんにちは。
コロナ禍にすべての看護職が、今迄以上に感染に留意し最善の努力をして下さっていることに、
敬意を表するとともに尊敬と感謝を致します。
日本看護連盟は、スローガンの選定後、₄月以降コロナ対策として、様々な動きをして参りました。日本看護協会は政
府に、連盟は自民党にと役割分担し、危険手当や慰労金支給を要望し都道府県と連携し実現して参りました。
埼玉県看護連盟は、全国に先駆けて危険手当の支給要請を行政にして下さり実現できました。素晴らしいことです。
このような実績が連盟の活動と嬉しく思いました。また、メディアを含め、多くの社会の皆様のご支援も頂いたので、
青年部が『ありがとうにありがとう』の動画を配信し好評を得ています。
創立60周年を迎え、創立時の目的通りに看護協会の政策実現をめざし、看護職の地位向上に向かい更なる政治参加
に邁進して参ります。先輩看護職が築いてきた歴史を共に継続して発展させて参りましょう。

埼玉県看護連盟会長

公益社団法人 埼玉県看護協会会長

竹内 良子

松田 久美子

会員の皆様には、日頃より看護連
盟活動をご支援いただき、心より感
謝申し上げます。
１月16日に国内初の感染者が発表された新型コロナウ
イルス感染症は、感染拡大が続き、₉月11日現在の国内
感染者は₇万₅千人余り、世界全体では₂千₈百万人を
超えました。世界中の英知を結集し、様々な挑戦と対策
が練られていますが、₈ヶ月経った今でも収束の気配は
見えません。医療現場も私達の生活も「新しい日常」が
求められ、生活様式や働き方改革が進んでおり、会議や
研修スタイルもオンライン形式が多くなり、否応なしに
この激変への対応が求められております。
「人間がなぜ地球上に生き残っているか、それは環境
の変化に柔軟に対応できているから」と看護管理者研修
会で語ってくれた現場の看護管理者を思い出します。
日本看護連盟では昨年、会員の皆様にスローガンを募
集し、今年６月に結果を発表しました。新しいスローガ
ンは「届けよう看護の声を！私達の未来へ」です。
新型コロナウイルス感染症との戦いを語り、しっかり
と未来へ伝えていきましょう。
会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

〜特別な夏〜
埼玉県看護連盟会員の皆様、お元
気でいらっしゃいますか。
今年は、長い梅雨がようやく明けた₈月からの猛暑、
いつ収束するか見通しが立たない新型感染症との闘いが
続いております。最前線の医療・福祉の現場での活動に
感謝と敬意を表します。本当にありがとうございます。
感染症の機序から、人と人との接触や行動の自由も制
限される「特別な夏」を送らざるを得ない中、看護の営
みを改めて考えさせられました。私たちはいつも対象の
傍にあり、手を取り、目を向け、健康問題を解決する支
えとなる職能です。どのようにすれば学生や新人看護職
の後輩たちに「看護」が伝えられるか悩みつつ、目の前
の事態に対峙しております。
いま、埼玉県看護協会ではオンライン研修の準備に追
われています。接触が制限された中でも県内で働く看護
職に学びの機会を提供すること、看護管理者を支えるこ
とに注力する「特別な夏」はもうしばらく続きます。皆
様もどうぞご自愛下さい。

令和２年度 春の叙勲

瑞宝単光章 受章 おめでとうございます
公益社団法人 埼玉県看護協会前会長
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熊木 孝子 様

看護系議員ごあいさつ
衆議院議員

2020年8月末現在

あべ 俊子

【国会活動報告】先般の新型コロナウイルス感染症対策への皆さまのご尽力に、心より感謝申し上げます。新型
コロナウイルス感染症へは長期的な対応が必要となって参りました。これからも、看護職の皆さまには、現場や生
活全般において大変なご苦労・ご負担をおかけすることになりますが、看護職支援の充実に、更に努めて参ります。
国会においては、最前線にいる看護職を守るため、病院、訪問看護ステーション、介護福祉施設等への防護具
確保だけでなく、生活を守るための医療従事者への慰労金確保に奔走しております。関係省庁との協議を引き続
き進めて参ります。
平穏な日々が戻りますよう、国政にて精一杯活動して参ります。引き続きご指導賜りますよう、よろしくお願
いいたします。

自民党文部科学部会長・参議院議員

たかがい 恵美子

爽秋の候、埼玉県看護連盟の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。今夏は新型コロナウ
イルス感染症対策で苛烈を極める中、豪雨災害が重なり大変なご苦労をおかけしました。被災した皆様には心か
らお見舞いを申し上げ、皆様の弛まぬ努力と多大なるご貢献に深い敬意を表します。
いま私たちは、人の優しさや思いやりを分断する狡猾なウイルスと対峙しています。様々な葛藤を抱えながら
も互いを励まし支え合い、活路を見いだしていこうとがんばっています。先の経済対策では、看護職の安全な就
業環境の確保と手厚い報酬の担保、広域調整システム構築への補助、看護職の家族への保育や介護等の支援と就
業継続支援、学校養成所等における実習等の弾力化など数多くの緊急措置を実現しました。
最前線に立つ仲間の笑顔を守るため、これからも皆様と歩調を合わせて地道に歩を進め、看護政策の結果を出
していきたいと考えています。

参議院議員

石田 昌宏

埼玉県看護連盟のみなさま、日頃より多大なるご支援を賜りありがとうございます。
医療・介護の現場をはじめとした様々な場で、そして家庭においても未だ新型コロナウイルスと戦いが続き、
絶え間のない不安な日々をお過ごしになられていると思います。
これまでに、現場から多くの声をいただき、課題の解決のため活動し続けてまいりました。
その結果、第二次補正予算では、看護職への慰労金給付の実現をはじめ、病院への補助金創設、医療用マスク
などの調達強化、通院に必要な地域公共交通の感染防止対策補助金の創設、など実現することができました。
日本の医療にとって、国民を守るために重要な局面は続きます。埼玉県民の健康は、埼玉県看護連盟の会員の
みなさまをはじめ、看護職が持つ看護の力により守られています。
私も引き続き活動を続けて参りますので、力を合わせ看護の力でこの未曽有の危機を乗り越えていきましょう。

衆議員議員・総務大臣政務官

木村 やよい

埼玉県看護連盟の皆さま、こんにちは。
コロナ禍において、現場で医療崩壊を食い止め、地域の医療と健康福祉をお守りくださっている全ての看護職の
仲間たちを誇りに思います。
第₂次補正予算にて、医療従事者や職員に対し最大20万円の慰労金の給付が示されました。
「看護職に直接」
という例はこれまでになく、今般の要望が実現したのは看護界にとって画期的なことです。慰労金が速やかに確
実に本人に給付されるよう見届けてまいります。また、これからの医療の在り方、来春改定となる介護報酬等、
尊厳とQOLをまもる、いわゆるウェルビーイングという視点を含めた議論を進めていきたいものです。地域保
健機能の強化については、私が政務官でいるうちに土台作りをする所存です。
withコロナ、afterコロナの日本の看護・医療提供体制整備に向けて努力してまいります。これからも日本の医
療と看護職の皆さまの労働環境と健康を守れるよう頑張ります。

さいたま市議会議員

いながわ さとみ

埼玉県看護連盟の皆様には平素より多大なご支援を賜り誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に立ち向かい、医療の最前線で全力で戦ってくださっている会員の皆様には心より
感謝を申しあげます。一人ひとりが高い使命感で看護に取り組まれている姿に大きな誇りを感じます。
私も皆様からお力をいただき、₂期目の市議会議員として活動をさせていただいております。今年度より新生
児聴覚検査費用の助成や避難所における液体ミルクの配備、宿泊型産後ケア事業の開始など看護職としての経験
を生かした政策を実現することができました。さいたま市議会で唯一の保健医療の専門家としてコロナ禍の中で
の責任の大きさを痛感しています。病院のみならず、小規模の医療・福祉の事業所にもきめ細やかな支援が届く
ように県や国とのパイプ役としてもしっかりと活動してまいります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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2020年度 埼玉県看護連盟通常総会
（書面決議）報告
2020年度埼玉県看護連盟通常総会は₆月27日（土）に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防
ぐため、₄月の役員会（書面会議）の承認を得て「書面決議」としましたので報告致します。
【書面決議の方法】
₁．審議事項：第１号議案～第₆号議案とその説明文を、
会員代表としての組織看護管理者、個人会員、看護
連盟役員に審査依頼送付（2020年₅月13日）
₂．審査結果を埼玉県看護連盟に返信（₅月22日）
₃．審査結果を集計し、全会員に報告「総会要綱」に同封
【審議事項】
第₁号議案：2020年度スローガン（案）日本看護連盟総
会（書面決議）で承認後発表
第₂号議案：2020年度埼玉県看護連盟活動計画（案）
第₃号議案：2020年度埼玉県看護連盟予算（案）
第₄号議案：第26回参議院議員選挙対策(案)
第₅号議案：埼玉県看護連盟規約一部改正（案）
第₆号議案：埼 玉県看護連盟県役員及び推薦委員の選出
（案）
【審査結果】
₁．配布数168通、回収（返信）数127通、回収率75.6%
₂．審査結果
第１号議案「2020年度スローガン」と第₄号議案「第
26回参議院議員選挙対策」は「内容がわからないた
め不承認」が１通ずつありましたが、他の議案は全
て「承認」でした。
 「埼玉県看護連盟規約第₄章総会（議決）」
 第23条

総会における議決は出席会員の過半数を

持って決し、可否同数の場合は議長がこれを決す
よって審議事項は承認されました。
【審査結果の報告】
上記の審査結果を「総会要綱」に同封し、全会員に送
付しました。
★その後、日本看護連盟が公表した新スローガンは「届
けよう看護の声を！私たちの未来へ」です。
 看護の未来は、国民全体の未来です。積極的に声に
出して活動してまいりましょう。
感染状況は、一旦収まるかに見えましたが、埼玉県内
では₇月、₈月と感染の拡大が続き、そのため、研修会
は中止又は延期とし、役員会等も多くは「書面会議」で
今日に至っております。
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新型コロナウイルス感染症への活動報告
今年１月16日に国内で第１号が発生した新型コロナウイルス感染症は、その後感染が拡大し、９月11日
現在、国内感染者は₇万₅千人余り、世界では₂千₈百万人を超えました。雄々しく戦っている医療・看
護現場の皆様に心より敬意を表します。
この間多くの皆様から、看護現場へのご支援を頂きましたのでほんの一部ですが、ご紹介します。

活動報告

▶さいたま市長へ要望書提出（₃月18日）

▶OB支部の支援でマスク１万枚を
看護現場に送りました。

▶クラウドファンディング
を立ち上げ、ガウン240
枚を訪問看護ステー
ションや介護現場に送
りました。
▶県知事へ要望書の提出（₄月27日）

地域の皆様からの支援

▶岡田静佳県会議員から病院へ
マスクのプレゼント

▶稲川智美市会議員から手
作りのフェイスシールド

▶さ いたま市内小・中・高校生10万
人が医療従事者への感謝の拍手

▶菖蒲の花も届きました

▶病院側ではこのように受け取り
ました（丸山記念総合病院にて）
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埼玉県看護連盟

県役員・支部長 新任・退任のごあいさつ
県役員

新任
幹事長

瀬山 澄江

令和₂年₆月 臨時拡大合同委員会に於いて、埼玉県看護連盟幹事長を務めさせていただく事となりなりました。
前職場であった、埼玉県看護協会事業を通じ、看護職の多くの皆様とネットワークが出来ました。そのつながり
を大事に、看護連盟活動を行って参ります。臨床現場からの声をいただき、竹内会長とともに、政策実現につな
げて行けたらと考えます。どうぞ「困った時の看護連盟」と思える組織づくりを目指しますので、ご支援ご協力
をお願い申し上げます。

幹事：長田

佳予子

このたび幹事を務めさせていただくことになりました。今年は記念すべき東京オリンピックも延期され、ナイチ
ンゲール生誕200年記念イベントも自粛され、それどころではない悪しきウイルス対策対応でスタートしました。
しかし、感染対策という基本中の基本を見直すとともに、そこに立ち向かう看護職の強さを実感する機会になっ
たのも事実です。長期戦覚悟の苦しい状況ですが、今こそ看護職が持つ能力を存分に発揮できるよう、会員の皆
様のネットワークを活用しつつ取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

監事

須崎 香織

この度埼玉県看護連盟の監事を務めさせて頂くこととなりました。
総合病院の看護部長職に就いた際に看護に関する情報を幅広く理解しようと思い連盟に入会しました。まだ数年
しか経過しておらず、活動の内容も把握していない中で役員として参加することは楽しみな気持ちもありますが、
不安の方が大きいというのが正直な気持ちです。しかし、今回このような機会を与えて頂いたので、諸先輩方に
色々とご指導いただきながら精一杯務めさせて頂こうと思っておりますので、何卒宜しくお願いいたします。

県役員

退任
元幹事

及川 泰

新型コロナウイルス感染症拡大禍の中、医療・介護の現場で活躍されている皆様方のご活躍に敬意を表します。
臨床現場を離れて₆年間、令和１年度もちまして任期満了となりました。微力ながら幹事の役割を担うことによ
り、多くの方と出会い、多くの事を学び、多様な経験をさせて頂いたことに感謝を申し上げます。
看護職が一丸となって、看護職の明るい未来への看護政策実現のため政治活動をする事が「国民の健康な社会」
に繋がると考えます。正に、今年度のスローガン「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」です。
今後の埼玉県看護連盟のますますの発展と皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、退任のご挨拶とさせて頂
きます。

元監事

辻村 文子

₇年前、₁本の電話
看護連盟の使命である看護の質と現状改善を私たちの声として国に届ける草の根活動又、その現状を国に届ける
議員を支援するなど看護連盟の多岐にわたる活動を知ることで私自身も大きな刺激となりました。
看護連盟の役員という貴重な経験をさせていただき有難うございました。会長他役員の皆様にご指導いただき感
謝しております。
今、コロナウイルス蔓延の中では、看護職の力が十分に発揮できるように応援していきたいです。今後は会員の
一人として連盟の活動に参加していきたいと思います。
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支部長
第３支部 支部長

安部 芳江

この度、第₃支部長を務めることになりました。
今まで、支部幹事、幹事長として連盟活動に参加
しておりましたが、支部長となり重責に身の引き締
まる思いがします。
幹事長、幹事、リーダの方々、会員の皆様の協
力を得て第₃支部カラーの団結力、行動力を発揮して、連盟の新ス
ローガンである「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」をもと連盟
会員の拡大に推進いたします。
各施設の皆様のお力をお借りして、連盟活動に取り組んでいきますの
で、ご支援をよろしくお願いいたします。

第５支部 支部長

佐藤 孝洋

看護連盟…政治団体…硬苦しい…。
そんな方々の気持ちはわかります。私もそう思います。
しかし、現場で汗を流す看護師の気持ちは声を上
げなければ何も伝わりません。
部署のことは師長へ、看護部のことは部長へ伝え
ていき初めて『声』となります。
皆さんの『声』を私たちにください。
以前より活動させて頂いていた青年部の代表に加え、この度支部長
も兼任させて頂くこととなりました。
若輩者ではございますが、看護連盟の硬いイメージを少しでも変えるべ
く皆さんと楽しく情報共有をさせて頂きたいと考えております。
宜しくお願い致します。

支部長
第３支部 支部長

野田 敦子

2004年より埼玉県看護連盟の県幹事、その後第₃
支部長を拝命し、広報活動、施設訪問、研修会開
催、選挙活動、議員の応援など活動致しました。
歴代の会長、副会長、幹事長はじめ、皆々様に大
変お世話になり、有り難うございました。看護連
盟は組織代表を国政に送り、法律制定や改正・労働条件・看護教育
の改善などに貢献しています。連盟の花である我らの組織代表はオ
レンジ・青・赤・ピンクと力強く咲き誇っています。連盟の「看護
は一つ」の旗のもとに「心を一つ」にして、看護の未来に向かい連
盟の花が咲き続けられますように。

第５支部 支部長

（済生会川口総合病院

村上 尚美

７A 病棟）

この度、埼玉県看護連盟第₅支部の支部長を退
任することになりました。
看護連盟について何も知らないまま、多くの方に支
えてもらい、幹事長一期₃年間、支部長を一期₃
年間の₆年間の任期を務めさせて頂きました。この活動を通して看護
連盟の果たす役割が少しずつ理解できたと感じています。2019年の
参議院選挙では、初めて選挙活動を行い一票の大切さ、責任の重
大さを実感しました。皆様と協力し助け合った時間は貴重な経験にも
なり、大切な財産にもなりました。
今はコロナ禍の中、大変な医療現場です。看護連盟は看護職がいき
いきと元気で働き続ける環境を実現できるように働きかけています。こ
れからも、微力ではありますが、看護連盟の会員として、活動に参加
させて頂きたいと思います。
本当にありがとうございました。

新任
第４支部 支部長

上田 幹子

このたび第₄支部支部長を拝命いたしました上
田幹子です。
他の役員の皆様のように連盟活動において百戦
錬磨のベテラン、ではなく経験に乏しい新参者
ですが、会員の皆様にとりましても看護界全体
にとりましても利のある活動をしていきたいと考えております。
コロナ禍での看護連盟の役割を考え、微力ながら精進してまいり
たいと存じます。
なにとぞご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第10支部 支部長

清水京子

今年度より、第10支部長としてお世話になります、
清水京子です。新井前支部長の後を引き継ぐに
は微力ですが、第10支部の方々のご指導、ご協
力をいただき、精一杯努めさせていただきまたいと
思います。
新型コロナウイルスによって医療現場は思いもよらぬ状態になっていま
す。私は現在総合案内で、午前中のみ勤務させていただいてます、
この経験も生かしながら、現場の声を看護連盟を通して看護職議員
へ伝えていきたいと思います。宜しくお願い致します。

退任
第４支部 支部長

田村 信代

この度、多くの方々のお支えを頂きながら、任期を
無事終えることができました。
連 盟の活 動には、幹 事・幹 事 長・支 部 長と10年
間携わらせて頂きました。在任中、大過なく任務を
させて頂きましたことはひとえに皆様のご指導による
ものと深く感謝いたしております。
新型コロナがまだまだ猛威を振るっている中、臨床現場では問題や課
題が山積しております。看護職が一丸となり「看護の力」を発揮して、
この局面を乗り切ってまいりましょう。この10年間、皆様と協力しあった
時間は、素晴らしい経験になりました。本当にありがとうございました。

第10支部 支部長

新井トヨ子

この度、支部長を退任いたしました。看護連盟の
皆様、秩父地域の皆様には、看護連盟の歴史か
ら学ぶ新支部長を温かく支えて頂き任期を終了す
ることができました。
心より感謝申し上げます。
この₆年間の看護連盟活動での学びと、たくさんの方との出会いは、
私の大切な財産となりました。
今このような時期に看護師が安心・安全に働き続けられる、看護政
策を実現するには何か？
国家資格を持つ看護職が制度政策に参画する意味を伝える目標を
持って、今後の支部活動を応援してまいります。
今後とも宜しくお願い致します。

7

日

時

内

容

場

2020年11月₇日（土） １３：３０～１５：００

リーダー研修Ⅰ「危機管理」～体験を語る～

2021年₂月20日（土） １３：３０～１6：3０

リーダー研修Ⅱ「危機管理」危機管理

（変更の可能性あり）

講師：参議院議員 石田まさひろ氏

学生会員：無料
問合せ先：048-625-7002

皆様のご入会を
お待ちしております

埼玉県看護協会研修センター内

「会員変更届」
をお忘れなく
姓の変更・転居・施設異動など、登録情報に
変更があった場合は「会員変更届」の提出を
お願いいたします。用紙は連盟ホームページ
よりダウンロードできます。

編集後記
新型コロナ感染症の蔓延は私たちの生活にも、大きな影響を

およぼし続けています。

今回の連盟だより表紙の写真からは、マスクを着けていても

優しく微笑んでいる様子が伝わってきます。どのような状況に
あろうとも、笑顔で人との関わりを心掛けたいものですね。
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お知らせ
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