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会員の皆さまに感謝！
リーガルナースの国会議員誕生
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2022年度岡山県看護連盟通常総会
記念講演

支部探訪
ワークライフと私
議員とその地域を紹介



Congratulations

当選おめでとうございます！

参議院議員

友納 理緒

この度、第26回参議院議員通常選挙にあたり、岡山県看護連盟の皆さまから多大

なるご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。いただきました「17万4335票」と

いう大切な票の１票１票の重みを日々実感しております。

今回の選挙では、「看護の明日をつくる」「看護をまもることは、いのちと生活を

まもること」をスローガンにさまざまな政策の必要性を訴えてまいりました。看

護にとってこれからの６年はとても重要な６年間となります。看護職の視点から

気づいたことを、弁護士の観点から分析し解決していくこと、これが立法府にお

ける私の役割です。訴えた政策を、現場の課題を、皆さまと共有させていただき

ながら、法律や制度の見直しに義務感と責任感を持って取り組んでいきます。

看護連盟、看護協会の皆さまとともに歩む６年間とさせていただきたいと思います。

どうぞ今後ともより一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

議員
バッジ

リーガルナースの国会議員誕生！

岡山県看護連盟の皆さまへ
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朝早くから

あべ事務所前の

手振り隊に感謝当選おめでとうございます！

岡山得票数

５４０４票

決起大会

施設の皆で応援

看護協会の皆さま

街宣車津山を出発

水島中央病院の皆さまの手作り横断幕
ありがとう

倉敷で街頭演説炎天下の下

力強いメッセージ

会長と支部長の
応援メッセージ

あべ先生他議員の皆さまの応援に力づけられました

岡山で街頭演説

会員の皆さまに感謝

総決起大会

参加者全員で

ガンバローコール
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　６月25日（土）岡山県通常総会を開催す

るにあたり、夢がありました。それは新型

コロナウイルス感染症発生以来、ごく少数

の限られた会員参加でしか行えなかった通

常総会を多くの会員の参加のもと対面で開

催したいということでした。

　総会時は行動制限が解除されていました

ので、厳重な感染症対策のもと来賓をお迎

えし対面で開催することが叶いました。会

場200名、役員16名、ズーム参加99名を含

んだ委任状参加7,647名で、同じ空気を吸

いながら総会を行うことができたことは本

当にありがたいことでした。

　総会では14の報告事項が承認され、６つ

の議案が決議されました。なかでも国政選

挙対策では第26回参議員候補予定者の政

策・知名度を上げ「選挙に行こう」を合言

葉に協会と連携して取り組む。地方選挙対

策では、2023年４月に予定されている県

議会選挙で福田つかさ県議の２期目に向

け、組織代表として推薦することが決議さ

れ、推薦状をお渡ししました。

　また、新旧役員が紹介され、退任される

14人の方に感謝の意をお伝えし、これから

も共に連盟活動を支えていただくことをお

願いいたしました。

　総会後の記念講演では前衆議院議員の木

村やよい先生から「看護の動向と看護政策」

～看護職議員だからできたこと～について

貴重なお話を集合でお聞きし、ぬくもりや

絆を感じることができました。一日も早い

コロナの収束を願いつつ、連盟活動のさら

なる飛躍を願った総会でした。今後とも会

員皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申

し上げます。

岡山県看護連盟会長
井上 純子

2022年度
岡山県看護連盟通常総会を終えて

会 長 挨 拶
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　大きく２つのことを話された。

　まず１つには、超少子高齢社会の日本で、

病院だけでなく地域で働く看護職が不足して

いる現状に対して、専門性の高い看護師を配

置すると共に報酬のアップや労働環境の改善

などのキャリアアップ支援。また、研修の充

実と柔軟な働き方改革の推進などにより潜在

看護職の復職支援が必要であること。

　２つ目には、看護の視点を軸に、未婚のひとり親への支援、医療的ケア児への支援、液

体ミルクや子どもへの宅食支援などに取り組んでこられたこと。

　社会における病む人や苦しむ人への偏見や差別をなくし、生活に密着した困り事に着目

し、誰もがより健康で活躍できる日本を目指し、看護職議員だからこそできることに取り

組んできたことをお聞きし、看護職議員の必要性を強く感じた時間となった。

� 広報担当幹事　池上��淑子

第一号議案　2022年度岡山県看護連盟活動計画
　　　　　　2022年度支部活動計画
第二号議案　2022年度予算
第三号議案　国政選挙対策
第四号議案　地方選挙対策
第五号議案　2022年度役員選出

審議事項は原案通り可決されました

記念講演

演題：「看護の動向と看護政策」
 ― 看護職議員だからできたこと ―　　

 前衆議院議員　木村やよい

２
０
２
２
年
度 

岡
山
県
看
護
連
盟
通
常
総
会
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新 任挨 拶

　今年度より、県役員幹事（財政）を務めさせていただくことになりました。

　これまで、看護連盟会員として籍はありましたが、会員としての活動参加は十分

とはいえませんでした。６月25日岡山県看護連盟通常総会に出席し、改めて看護連

盟設立の目的や活動意義を認識致しました。その後、選挙活動や開催される役員会

議等の活発な意見交換、組織の団結力を体感しながら、この度の幹事（財政）担当

として其々の活動目的が支障なく達成できるよう、縁の下のサポートを努めて参り

ます。

　現在も未来までも、生涯を看護職として全うしたいとおもえる環境作りに微力な

がら尽力して参ります。ご指導のほどよろしくお願いします。

　このたび倉敷中央支部２の支部長を拝命いたしました。看護連盟の活動や政治に

関わることの大切さを伝えることができるようにしていきたいと思っております。

今年７月には参議院選挙があり、私たちの看護の代表を送り出すことができました。

私たちが安心して働き続けられる職場をつくるために「届けよう看護の声を！私た

ちの未来へ」のスローガンをもとに皆様と一緒に頑張っ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。

新任県役員挨拶・抱負

新任支部長挨拶・抱負

幹　　事
重井医学研究所附属病院

川口 法子

新任役員

県　役　員
幹　　　　事� 川口　法子　重井医学研究所附属病院
�
支 部 役 員
岡山西支部２� 井伊　信久　心臓病センター榊原病院
岡山東支部� 難波　啓子　山陽病院
岡山西大寺支部� 横川　智子　瀬戸内記念病院
岡山玉野支部� 藤原加代子　由良病院
東 備 支 部� 今川由美子　草加病院
倉敷中央支部２� 渡邊真理子　倉敷成人病センター
井 笠 支 部� 錦織恵美子　こうのしま介護老人保健施設
新 見 支 部� 石垣優美子　渡辺病院
真 庭 支 部� 福島　弘子　金田病院
津 山 支 部� 杉本真由美　津山中央病院
勝 英 支 部� 福原みゆき　さとう記念病院

倉敷中央支部２
川崎医科大学附属病院

中村 直未

れんめい岡山 No. 1256



退 任挨 拶

　私は３年間、津山支部役員として勤めました。

　コロナ禍での衆議院選挙ではどのように選挙活動をしていけばよいのか戸惑う

中、岡山県看護連盟の方やあべ事務所のスタッフの力を得て何とか動けていたとい

う状況でした。県内の他の選挙区からの応援やメッセージに岡山看護連盟の絆と力

を感じ、温かい気持ちになりました。本当にありがとうございました。

　微力ですが今後も連盟会員として支部活動に参加していきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

　井笠支部の連盟役員として４年間活動させていただきました。

　その間、統一地方選挙、国政選挙での支援活動を経験しました。

　役員として未熟ではありましたが、会長・県役員・支部役員の方々より、ご指導

頂き何とか乗り切ることが出来ました。

　多くの人々との出会いで培った経験は「宝もの」となり、今後の会員活動に必ず

役立つものと確信しています。

　無事に任期を終えたことを皆様に感謝致します。

　本当にありがとうございました。

退任支部長挨拶

退任役員

県　役　員
幹　　　　事� 坂本　和子� 個人会員
�
支 部 役 員
岡山西支部２� 本田　幸子　心臓病センター榊原病院
岡山東支部� 矢本　清美　宮本整形外科病院
岡山西大寺支部� 横山　夏代　岡山西大寺病院
東 備 支 部� 鳥越かつ枝　平病院
倉敷中央支部２� 木村　美紀　倉敷成人病センター
倉敷児島支部� 髙﨑　マリ　児島中央病院
井 笠 支 部� 山川いくみ　国定病院
新 見 支 部� 宮長　邦枝　新見中央病院
真 庭 支 部� 白石美知子　近藤病院
津 山 支 部� 小幡　陽子　津山中央病院
勝 英 支 部� 田中　啓子　さとう記念病院

津山支部
津山中央病院
小幡 陽子

井笠支部
国定病院

山川いくみ
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北区
岡山市

吉備中央町

玉野市

岡山西支部2

ワークライフと私
議員とその地域を紹介

支部探訪

　私の人生のテーマは「健康であり元気に楽しく暮らせるコミュニティをつくる」
です。５年前に人生を見つめ直す機会があり、この２年で私を取り巻く環境が激
変しました。連盟の役員をさせていただいたことも要因の一つです。人生を開拓
することが私のワークライフとなっています。
　職場では医療安全部の業務で多職種との関りから刺激をもらっています。部署
間の協働作業で多くの学びに繋がります。
　自宅で連盟研修会やサロンの開催、古民家カフェにお掃除部隊として出かけた
りしています。働き方改革としてお金の勉強も始めました。
　健康で豊かに美しくをモットーに公私にとらわれず繋がりを大切にしていきた
いと思っています。

　「県民の“生きる”を支える」をスローガンに、
県民の安心・安全を第一に考え、誰もがいきいき
と暮らせる社会の実現を目指してこられました。
　新型コロナウイルス感染症対策では、看護師の
ライセンスを活かし、宿泊療養施設での看護業務
やワクチン接種業務に携わり、医療逼迫の現状の
改善に向けた政策提言を続けておられます。
　また、今年５月には、防災・環境対策・スポー
ツ振興特別委員会委員長を拝命され、ますます
活躍の場が広がっています。
　そのほか、看護問題や子育て支援の施策など
多くのことに取り組んでおられますが、忙しい
中にもひと時の憩いを求めながら、若さと情熱
でエネルギッシュに活動されていました。

岡山城と桃ボート
令和の大改修が終わり11月にお目見え

経歴
自由民主党岡山県岡山市北区・加賀郡第二支部�支部長
自由民主党岡山県支部連合会�女性局次長
岡山県看護連盟　副会長
岡山県議会議員（一期目）

岡山県議会議員
福田  司

岡山西支部２ 支部長
心臓病センター榊原病院

森岡 早苗

岡山市北区
グルテンフリーの米粉パン専門店

吉備中央町の岩倉公園
岡山県の中心〝おへそ〟にあたる場所

©岡山県観光連盟

両支部には看護  職の議員がいます
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北区
岡山市

吉備中央町

玉野市

岡山玉野支部

ワークライフと私
議員とその地域を紹介

支部探訪

瀬戸内国際芸術祭2022
宇野港周辺にアート作品が！
フェリーで島にも渡ってみてください

玉野市築港
地元の魚料理がいただけます

玉野市築港
温泉施設でゆっくりと
話題のグランピングが！

　我が家には小学６年生の娘がいます。最近、生意気な態度や発言が見られるよ
うになってきましたが、私を自然にフォローしてくれるようにもなり、成長した
なあと感じます。
　しかし、ここまでの過程には、まさにワークライフバランスを意識せざるを得
ない状況があり、忙しい日々の中で、大切な我が子との時間を上手く過ごす事が
出来ず、苛立ちを感じる事もありました。そんな中で見つけたのが、近くの図書
館でした。一緒に絵本を読みながら、無理をする事なくゆっくり過ごせて、子ど
もが迷子になることもなく、安心して自分は好きな本を読むことができる、この
空間は、私にとって落ち着ける場所となりました。今では、毎週のように図書館
へ行き、それぞれが好きな本を自由に選べるようになりました。これからも、子
どもと過ごす短時間でも濃厚な時間を大切にしていきたいと思います。

経歴

元玉野市民病院看護部長

元岡山医療福祉専門学校専任教員

病院機能評価　評価調査者（サーベイヤー）

玉野市議会議員（一期目）

　「医療と福祉の充実」の公約の下、職責に向
き合い、市民に困ったことがあれば、まず出向き、
見て感じて行動を起こし、市民生活の安心安全
を守り、公約の実現に向け、全力を尽くしてこ
られています。
　また、毎月サロンでは、薬剤師・管理栄養士
と協力して、医療相談「上手な歳の重ね方」をテー
マに出前教室を、すでに市内全域で40教室開催
されました。
　「看護職」の強みを武器に、積極的に活動さ
れている村上光江市議を間近に感じパワーをい
ただきました。

玉野市議会議員
村上 光江

岡山玉野支部 支部長
玉野総合医療専門学校

馬場 真紀

両支部には看護  職の議員がいます
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研修会報告

岡山県知事表敬訪問
　９月５日に看護連盟会長と看護協会会長が
岡山県知事を表敬訪問し、新型コロナウイル
ス対策への感謝を伝えるとともに看護職処遇
改善への取り組みについて、現状を報告し前
進に向けての協力をお願いいたしました。
　知事からは、看護職に対する感謝の発言が
ありました。

　新型コロナウイルス感染症のため中
止やYouTube配信をしていたが、３年
ぶりの集合研修を開催した。
　心はお金で買えないが、政治家はお
金を配ることが大切として、岸田総理
大臣が看護職賃金引き上げを明言し、
看護職等処遇改善事業に結びついて
いった。今後は、国家公務員医療職俸
給表（三）を改正して昇給を検討し、
寝たきり給料を起こし昇給の基準を変

えていく。「看護と政治について」ケー
スレポートを中心にした身近なお金の
話で、若手看護師にわかりやすく議員
の仕事や看護の政治パワーの必要性を
お聞きした。
　青年部は参議院選挙が近いので、講
義と模擬投票を行い数名が候補者とな
り政策を演説。そして投票・開票を行
いました。いろいろ工夫し、集合研修
ならでの開催ができた。

6月１日・7日・14日
13：30～15：30

岡山コンベンションセンター

「新採用者・
� 若手研修会」

講　師　石田まさひろ参議院議員

テーマ「看護と政治の関係について」

講　師　青年部

テーマ「看護連盟と青年部活動について」

研修のアンケート結果
（一部抜粋）

国会に看護職を
出さないといけないのか

石田議員の講演の
理解について

青年部の活動は
必要だと思うか 選挙活動について

とても思う
103人

まあまあ思う
63人

n=184
とても理解
できた
85人

まあまあ理解
できた
90人

まあまあ必要
79人

行った
ことがある
109人

行った
ことがない
75人

とても必要
85人

どちらとも
いえない
16人

どちらとも
いえない
９人 どちらとも

いえない
15人

あまり必要で
はない
５人

あまり
思わない２人

n=184 n=184 n=184
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青年部だより

　岡山県看護連盟青年部委員会部長の南里で

す。私が青年部に籍を置いたのは、職場の先

輩に勧められて参加したのが始まりです。最

初は政治や選挙、看護連盟についての知識は

ほとんどない状態でしたが、新人研修会やポ

リナビの開催などの経験を積み重ねていくう

ちに、連盟活動の大切さを知りました。看護

連盟というと政治活動や選挙運動とのイメー

ジがあり敬遠してしまいがちですが、自分た

ちの働く環境をよりよいものにしていくため

には若い世代が看護と政治について考え行動

する必要な活動です。

　私たち看護連盟青年部の活動を通して一人

でも多くの若手看護師が、看護と政治の関係

性に関心をもってもらえるきっかけになれる

ように努めていきたいと思います。

青年部委員会部長
南里 康介

2022年青年部委員

部　長　　南里　康介　川崎医科大学総合医療センター

副部長　　貞宗　沙輝　慈圭病院

副部長　　那須　亮太　川崎医科大学附属病院（新任）

委　員　　田尻　　聖　岡山済生会総合病院

委　員　　矢本　大介　心臓病センター榊原病院

委　員　　田名後勇仁　倉敷中央病院（新任）

委　員　　赤木　瑞希　倉敷成人病センター

委　員　　野條　華蓮　向陽台病院（新任）

委　員　　横山　　潤　津山中央病院

�

退　任　　大橋　　仁　倉敷中央病院

　　　　　丸山　　薫　落合病院

Follow me

Twitter Facebook

青年部 SNS青年部 SNS

登録お願いします

新任部長挨拶

作��貞宗�沙輝
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応募方法 　左記の二次元コードから応募してください。

締め切り 　2022年10月31日（月）
当選発表 　ホームページに掲載するとともに商品を発送いたします。
　　　　　　名前の掲載を希望しない方は、申し込み時にニックネームをご記載ください。

　猛暑から、はや秋です。
　この秋を楽しむ計画をお持ちですか。
　今回、事務所を飛び出し、真夏の汗をかきながら、連
盟支部を取材してきました。
　家族と、ゆっくり温泉を楽しみ、おいしいものを食べ、
夜空を眺めながら眠る。今回はそんな紹介もあります。
お楽しみいただければ幸いです。
　話は変わりますが、９月１日自民党看護問題小委員会
が開催され、令和５年度看護関係予算の概算要求の説明
会に橋本岳衆議院議員が出席し、看護職の処遇改善をす
べての看護職に適応できるよう意見を述べてくださいま
した。この動きが加速するよう期待しています。
 広報担当幹事　池上  淑子

正会員・特別会員会費

本 部 会 費　5,000円 看護職賛助会員　3,000円
岡山県会費　3,500円 一 般 賛 助 会 員　1,000円
　　計　　　8,500円 学　生　会　員　　　0円

8,990名です。
現在の会員数は

2022年９月15日

看護連盟に入会しましょう

連
盟
ク
イ
ズ

NUMBER

05
QUESTION

QUESTION

応募は
コチラ

2022年度の岡山県看護連盟の青年部委員は
何人でしょう。
　1 ５人　2 ７人　3 ９人

「M Y -K A M I N K E T」（50,000円相当の品）を１名
スターバックスカード（1,000円分）を10名
の方にプレゼント

プレゼント今回の賞品 プレゼントプレゼント今回の賞品今回の賞品

「れんめい岡山125
号」

の中にあるよ！

HINT

編集後記


