令和２年度事業計画
本会は、県民の健康と福祉の向上を目的とした公益目的事業並びに、その公益目的事業の推進に資するための
共益事業等を以下のとおり行う。
＜事

業＞ １．教育等看護の質の向上に関する事業及び学会の実施に関する事業
２．看護職の労働環境等の改善による働き続けられる環境づくりの推進に関する事業
３．看護に関する知識の普及啓発及び相談に関する事業
４．看護職の就業の促進及び看護職の確保に関する事業
５．地域ケアサービスの実施及び促進等による県民の健康と福祉の増進に関する事業
６．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
７．その他本会の目的を達成するために必要な事業

＜重点事業＞ １．看護職の実践能力の向上・専門性の発揮とその体制整備への支援
１）看護師基礎教育の 4 年制化の推進
２）看護職の継続教育の推進
３）
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）
」の活用推進
４）
「岩手県保健師人材育成指針」の活用推進
５）高齢者施設で働く看護職の資質向上の支援
６）准看護師制度の課題解決に向けた取り組み

２．地域包括ケアの推進
１）看護職の連携強化
２）統括保健師配置の推進
３）訪問看護の周知・人材の確保
４）母子のための看護機能の推進
５）医療的ケア児に携わる看護職への支援

３．看護職の労働環境の整備の推進
１）ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進による勤務環境改善の推進
２）看護職の就業促進
３）看護職の確保における関係機関との連携強化
４）看護師等の離職時等の届出制度の周知・登録促進
５）看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドラインの活用推進
６）看護業務の効率化のための多職種との連携推進

４．看護職の役割拡大の推進
１）新たな認定看護師制度の周知
２）特定行為に係る看護師の研修制度の活用推進
３）認定看護師、特定行為研修修了者の活用推進

５．組織基盤の強化
１）会員加入に向けた取り組み
２）支部機能の充実
３）県協会と支部の連携強化
※事業計画は定款第４条の７つの事業に沿って掲載
※事業内容の太字は重点事業、下線は新規事業
※以下に、令和元年度第 5 回理事会で承認された事業計画を掲載していますが、今般の新型コロナウイルスの感染防止のため、延期・
中止となった事業が含まれています。また、今後の感染拡大の状況によっては、さらに変更となる場合もあります。

１．教育等看護の質の向上に関する事業（公益目的事業）
（１）継続教育事業
事業内容

実施計画

１）卒後臨床研修の推進【重・１】

⑴看護職の卒後臨床研修の推進
・県・病院等へ看護職員研修事業補助金の活用・促進
・厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン改訂版」
「新人保健師研修ガ
イドライン」
「新人助産師研修ガイドライン」の活用促進
・看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）活用推進

２）継続教育の推進【重・１】

⑴教育の企画・実施
令和 2 年度岩手県看護協会教育計画参照
・教育部企画研修
‣質の高い看護の普及に向けた継続教育 38 コース
‣看護管理者育成研修 7 コース
‣岩手県委託研修 15 コース
・ナースセンター事業部企画研修(岩手県委託研修) 6 コース
・職能委員会企画研修 3 コース
・支部企画研修 18 コース
合計 87 コース 内、中長期研修 5 コース
‣認定看護管理者教育課程ファーストレベル(20 日間)
‣認定看護管理者教育課程セカンドレベル(32 日間)
‣看護実習指導者講習会
‣看護実習指導者講習会(特定分野)
‣訪問看護基礎研修(12 日間)
⑵保健師の現任教育体制構築への支援
・岩手県保健師人材育成指針の周知及び活用の推進
・中堅期保健師の育成支援
‣中堅期研修、中堅期保健師コンサルテーション事業
・関係団体との連携強化
⑶助産師の現任教育体制への支援
・助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)認証制度の普及
・助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)認証制度に対応した研修会の
受講推進
・アドバンス助産師登録(新規・更新)の支援
⑷教育担当者の資質の向上
・学会研修会等への参加
‣第 51 回日本看護学会－看護教育－：9/12(土)・13 日(日) 富山市

３）看護者の質保証の推進
⑴看護に関する各種指針の普及啓発
【重・１、２、３、４】
①看護業務指針
②看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン
③保健師活動指針
④助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)活用ガイド
⑤産科病棟混合病棟ユニットマネジメント導入の手引き
⑥介護施設の看護実践ガイド
⑦介護施設における看護職のための系統的な研修プログラム
⑧看護の将来ビジョン
⑨看護業務基準 2016 年改訂版
⑩看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2019
⑪看護記録に関する指針
⑫看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に
関するガイドライン及び活用ガイド
⑬病院看護管理者のマネジメントラダー

事業内容

実施計画
⑭看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方改
訂版
・研修会等において情報提供
⑵多職種との役割分担・協働の推進
⑶看護者の倫理観の育成
・
「看護者の倫理綱領」の普及啓発
・研修会の開催
・研修会(新人研修 その他)において普及啓発
・日本看護協会公式ホームページ内「看護倫理サイト」の活用啓発

４）図書情報の周知と利用推進

⑴会員への文献検索支援
⑵長期研修者への文献検索支援
⑶ホームページ・いわての看護等情報提供

（２）認定看護管理者制度教育課程等に関する研修事業
事業内容

実施計画

１）認定看護管理者教育課程の推進 ⑴ファーストレベル研修
【重・全体】
期間：9 月 15 日(火)～10 月 21 日(水)
⑵ファーストレベル研修公開講座
⑶セカンドレベル研修
期間：7 月 6 日(月)～9 月 18 日(金)
⑷セカンドレベル研修公開講座
２）認定看護師に関する支援
⑴新たな認定看護師制度の周知
【重・１、４】
・岩手医科大学附属病院高度看護研修センター緩和ケア認定看護師育成支援
・認定看護師制度の周知
・認定看護師教育機関の情報把握と提供
・県の地域医療再生計画に基づき実施する認定看護師育成支援事業の活用
促進・普及
・認定看護師教育課程奨学金の推奨
⑵認定看護師のキャリアアップ支援
・認定看護師研修会
・研修会・進学セミナー等講師
・他団体への講師の推薦
３）特定行為に係る看護師の研修に関 ⑴特定行為研修制度の普及
する支援【重・１、４】
・日本看護協会育成方針の周知
・特定行為研修受講の推進
・研修修了者の支援
⑵特定行為研修教育機関の情報把握と提供
⑶岩手医科大学附属病院高度看護研修センター特定行為に係る看護師の育成
支援

（３）看護研究学会の開催等事業
事業内容

実施計画

１）令和 2 年度岩手県看護研究学会開 ⑴10 月 23 日(金)開催
催
会場：岩手県民会館 大ホール
テーマ「看護の力で地域包括ケアの推進を
～さらなる進化をめざした看護職の連携～」
内容：特別講演「連携から統合へ ～さらなる進化を」
講師：東京医療保健大学 副学長 坂本すが氏
研究発表

事業内容
２）看護研究学会等への参加促進

実施計画
⑴日本看護学会参加促進
⑵関連団体の研究会・学会開催の情報提供と参加促進
・いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会
・岩手転倒予防医学研究会
・日本看護学教育学会
・その他

２．看護職の労働環境等の改善推進に関する事業（公益目的事業）
（１）看護職のワーク・ライフ・バランス実現の取組推進事業
事業内容

実施計画

１）働き続けられる職場環境の改善
への支援
【重・３】

⑴働き続けられる職場環境づくりへの支援
・ワーク・ライフ・バランス(ＷＬＢ)取り組みに向けた支援
・ＷＬＢに関する情報収集及び情報提供
‣都道府県看護協会看護労働担当者会議
・ＷＬＢ推進(医療勤務環境改善支援センターと連携した支援)
‣ワークショップ参加施設への研修・支援：10 月 17 日(土)
・ＷＬＢフォローアップワークショップ開催：令和 3 年 1 月 30 日(土)
・
「看護職のワーク･ライフ･バランスの推進ガイドブック」
「はたさぽ」
「夜
勤交代制勤務に関するガイドライン」
「短時間正社員制度導入支援マニュ
アル」
「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン～ヘル
シーワークプレイス(健康で安全な職場)を目指して～」の活用・推進
⑵岩手県医療勤務環境改善支援センター運営協議会への参画
・岩手県医療勤務環境改善支援センターの活用推進

（２）看護職の処遇改善、看護管理者の労務管理の支援事業
事業内容

実施計画

１）看護職の処遇改善・労務管理支援 ⑴看護管理者への労務管理支援
【重・３】
・研修会の開催
・労務管理に関する情報提供
・岩手医療労務管理相談コーナー活用推進(岩手県医療勤務環境改善支援センター)
２）看護職の個人衛生に関する支援
⑴メンタルヘルスに関する研修会の開催
【重・３】 ⑵禁煙支援
・看護職員等学校養成所における禁煙対策・禁煙指導の取り組み
‣教員と連携した禁煙指導の取り組み
・他団体との協働支援
‣世界禁煙デー及び禁煙週間の普及啓発
‣岩手県健康いわて 21 プラン推進会議への参画

３．看護に関する知識の普及啓発等に関する事業（公益目的事業）
（１）看護の日、看護週間のイベントに関する事業
事業内容

実施計画

１）
「看護の心」普及事業の実施
⑴「看護の日」記念事業
【重・全体】
・盛岡支部との合同事業：5 月 2 日(土)
会場：アイーナ(いわて県民情報交流センター)
・各支部による事業
⑵ふれあい看護体験
対象：中学生、高校生、一般
⑶健康相談及び介護に関する相談等の実施
⑷情報提供
・マスコミ、一般社会へ活動紹介
‣各市町村広報紙への掲載

事業内容

実施計画
‣新聞、テレビ、ラジオ等による PR
‣関連団体等への案内
‣各中学・高等学校、看護職員等学校養成所への案内
・ふれあい看護体験公募

（２）子育て支援
事業内容

実施計画

１）子育てに関する支援 【重・２】 ⑴「いいお産の日 in いわて」開催(岩手県助産師会との共催予定)
⑵「こども救急電話相談事業」への協力、相談員の派遣

４．看護職の就業の促進・確保に関する事業（公益目的事業）
（１）看護師等の人材確保の促進に関する事業（岩手県ナースセンター事業）
事業内容

実施計画

１）ナースセンターの体制・機能強 ⑴看護師等のナースセンターへの届出制度の周知及び登録の促進
化
【重・３】
・看護師等のナースセンターへの登録の周知・促進
・
「ホームページ」
「いわての看護」
「ナースセンターだより」等で情報提供
・各施設・ハローワーク等にポスター、リーフレット配布
・各種イベント・会議・研修会等を通した啓発
・新聞、ラジオ等マスコミでの情報提供
・地域別懇談会にて啓発
⑵担当者の資質の向上
・研修の実施及び参加
２）就業に関する相談事業の充実
⑴無料職業紹介事業
【重・３】
・求人、求職相談窓口の充実
‣来所、電話、インターネットによる就業相談
‣インターネットで求人、求職情報提供
‣ナースセンター登録者へ毎月 1 回紙面による情報提供
・ハローワークとの連携による相談窓口・相談体制の整備
釜石・大船渡・久慈・ジョブカフェさくら・花巻
：毎月第 1・3 木曜日 10～12 時/13～15 時
水沢・一関
：毎月第 2・4 水曜日 10～12 時/13～15 時
二戸・盛岡・宮古
：毎月第 2・4 木曜日 10～12 時/13～15 時
‣相談員の資質の向上
‣相談員情報交換会
⑵看護職員確保定着支援
・ハローワークとの連携による「看護のおしごと相談」開催及び施設訪問
・日本看護協会(e ナースセンター)トップページに求人情報掲載
・中央ナースセンターを利用した看護職確保
３）ナースセンター事業運営委員会の ⑴岩手県ナースセンター事業運営委員会
開催
期日：6 月 17 日(水)
４）関係機関、団体との連携

⑴岩手労働局
・研修会等への講師派遣依頼
・情報交換
・職業紹介に係る届出等
・職業紹介事業報告(年報)
⑵公共職業安定所
・盛岡
‣看護職再就業支援研修会
‣介護就職ディ

事業内容

実施計画
‣人・自然とふれあう職場相談会
‣看護のおしごと相談〔再掲〕
・二戸・宮古・水沢・一関・釜石・大船渡・久慈・北上・花巻
‣看護のおしごと相談〔再掲〕
⑶岩手県福祉人材センター
・
「福祉の就職総合フェア」への参加(夏・秋)
・福祉人材確保推進機関等連絡会議
・情報交換・連絡調整
⑷都道府県ナースセンター
・情報交換・連絡調整
⑸岩手県看護職員県内就業推進事業への参画
・看護適職フェア
・合同就職フェア

（２）看護人材の養成確保促進事業
事業内容

実施計画

１）看護職への進路指導の強化
⑴中学生・高校生、一般社会人への的確な情報の提供
【重・３】
・看護の日等イベント開催時
・進路説明会の実施
⑵中学生・高校生、進路指導教員への進学セミナー開催
・県内 3 ヶ所で開催
‣奥州：8 月 5 日(水)
‣大船渡：8 月 7 日(金)
‣盛岡：8 月 12 日(水)
・中学・高校進路指導担当者への「看護の道」説明会
・支部主催での開催へ支援
⑶中学生対象の出前授業の実施
・日本教育新聞社公募
・支部との連携
⑷関係機関主催の説明会等への参画

（３）看護職員の定着促進事業
事業内容

実施計画

１）
「いわて看護職員確保定着アクシ ⑴看護職員確保対策連絡協議会の開催
ョンプラン」との連携・推進
期日：6 月 17 日(水)
【重・３】 ⑵いわて看護職員確保定着促進事業の推進
⑶看護職員の県内就職支援ウェブサイトの活用促進
・ホームページ、スマートフォン、インターネット等による情報提供
２）第八次看護職員需給見通しに沿っ ⑴看護職員の県内定着確保促進
た対応
・関係会議への参画
⑵関連機関等への提言

（４）潜在看護力の活用促進事業
事業内容

実施計画

１）未就業者への再就業支援
⑴看護職再就業支援研修会開催(盛岡公共職業安定所との共催)
【重・１、３】
期間：6 月 22 日(月)～26 日(金)
会場：盛岡市立病院
⑵看護職員復職研修会
期間：9 月 28 日(月)～10 月 29 日(木)
⑶看護技術習得への支援
・DVD(採血・注射・点滴、感染管理、吸引、口腔ケア等)の視聴(随時)

事業内容

実施計画
・シミュレーター活用による採血演習(予約制)
⑷再就業に向け、受講者の状況に合わせた施設研修への支援
⑸セカンドキャリア研修会開催
・県内 2 ヵ所で開催
‣一関：10 月 27 日(火)
‣盛岡：11 月 11 日(水)
⑹未就業看護職員の実態調査
・ナースセンター登録者対象

５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
事業内容

実施計画

１）訪問看護事業の推進
⑴在宅療養者の尊厳を守る訪問看護の実践
【重・１、２】 ⑵訪問看護事業の円滑な運営
⑶介護保険制度の適切な運用
⑷在宅介護者への適切な支援
⑸関係会議等の開催
・各訪問看護ステーション運営協議会開催(年 1 回)
・各訪問看護ステーション所長等会議(年 4 回)
・各訪問看護ステーション連絡会議(年 1 回)
⑹職場環境の整備
・事業所整備等
⑺職員の資質の向上
・研修会等への参加
・職員合同研修会
⑻関係団体等との連携
・岩手県在宅医療推進協議会への参画
・公益財団法人日本訪問看護財団との連携
・岩手県訪問看護ステーション協議会との連携

（２）訪問看護の推進に関する事業
事業内容

実施計画

１）訪問看護師・医療機関看護師との ⑴病院等関係機関との連絡調整
連携推進
【重・１、２、３】 ⑵訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師の相互研修

（３）訪問看護師養成講習会の実施
事業内容

実施計画

１）訪問看護師の資質向上
⑴研修会(基礎・専門・管理)開催
【重・１、２】
・基礎：6 月 3 日(水)～7 月 27 日(月)(12 日間)
・専門：8 月 19 日(水)・20(木)、9 月 8 日(火)・9 日(水)
・管理：10 月 7 日(水)・14 日(水)、28 日(水)
⑵岩手県委託新人等訪問看護師育成支援事業

（４）まちの保健室事業
事業内容

実施計画

１）地域住民への健康支援【重・２】 ⑴「まちの保健室」事業の充実・推進
・
「まちの保健室」開催
‣もりおか復興支援センター 毎週土曜日
10：00～12：00
‣ゆぴあす
毎月第 1 金曜日
10：30～12：30
‣イオンモール南
毎月第 1・3 水曜日 13：00～15：00
‣時期的開催
・
「まちの保健室」従事者連絡会議：5 月 21 日(木)、11 月 19 日(木)

事業内容

実施計画
・
「まちの保健室」従事者の資質の向上
‣研修会の開催：11 月 19 日(木)
対象：県内の「まちの保健室」従事者
・支部における「まちの保健室」への支援
⑵健康教育活動
・
「まちの保健室」開催
・地域住民に対する健康講座開催
・看護職の派遣等(健康教育講座・看護技術指導・ホームヘルパー技術指導)
・介護用品、介護図書紹介
・協会見学実習者への対応(地域住民、看護学生、高校生、中学生)
⑶健康相談事業の充実
・思春期に関する支援
・虐待予防に関する啓発
・生活習慣病に関する支援
・禁煙に関する支援

（５）安全・安心な看護の推進事業
事業内容

実施計画

１）安全・安心な看護の推進への支援 ⑴各種研修会の開催
【重・１、２、３】 ⑵医療・看護安全対策実施のための連携・体制作り
・リスクマネジャー交流会の開催：11 月 27 日(金)
・医療事故調査制度の周知
‣関連団体等との連携
⑶医療的ケア児に携わる看護職への支援
⑷県民からの医療総合相談に対応
・相談窓口の開設・対応
・医療総合相談に対応
⑸医療安全対策に関する情報提供
・日本看護協会ホームページ「医療看護安全情報」の活用推進
・
「医療安全推進に関する標準テキスト」の活用推進
・
「医療に起因する予期せぬ死亡又は死産が発生した際の対応」
⑹感染対策に関する情報提供
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応
⑺身体拘束廃止に向けての啓発
⑻行政・関連団体等の連携による活動

６．その他事業
６－１ 公益目的事業
（１）他団体との協働により保健、医療、福祉事業の実施
事業内容
１）日本看護協会との連携

実施計画
⑴看護諸問題解決への連携
「ハヤヨミ！看護政策」
「ジュクドク！看護政策」の活用
⑵日本看護協会における研修担当者への支援
⑶日本看護協会の各種調査への協力
⑷情報収集及び提供
⑸労働条件・労働環境の改善
・
「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の普及・活用促進
‣「労働安全衛生ガイドライン」の普及・活用促進
⑹関連会議等への出席
⑺看護師及び保健師・助産師教育の充実
・看護職の基礎教育に関する課題検討・調査への協力
‣看護師基礎教育の 4 年制化

事業内容

実施計画
‣保健師・助産師教育大学院化
・看護職の卒後臨床研修の推進
‣新人看護職員研修の推進及び情報提供
・特定行為に係る看護師の研修制度の普及
・看護職の裁量拡大に向けた情報収集及び提供
⑻日本看護協会との連携事業
・継続教育体制とインフラ整備
・看護政策を推進するための組織基盤の強化
・災害時の看護支援活動の強化
・Nursing Now キャンペーンの推進

２）中央ナースセンターとの連携

⑴ナースセンター事業担当者会議
期日：5 月 28 日(木)
⑵システム運用、就業相談のための研修
・ナースセンター相談員研修：5 月 29 日(金)

３）関係機関、団体との連携

⑴健康いわて 21 プラン(第 2 次)推進事業に協力
⑵「こども救急電話相談」への協力(岩手県医師会)
⑶保健・医療・福祉関係団体との連携
・関係団体等会議出席及び活動に協力

（２）災害時看護支援体制の整備充実
事業内容

実施計画

１）災害時看護支援体制の整備と充実 ⑴災害時の看護支援活動のネットワークの充実
【重・１、４】
・災害時看護支援体制の整備
‣災害支援ナース受入れマニュアルの作成
・県看護協会と県内病院等との災害支援ナース派遣合同訓練予定
・災害支援ナース登録への啓発・推進
・災害支援ナース必携マニュアルを登録者へ配布
・災害支援ナース登録者の資質の向上
‣フォローアップ研修の開催
‣防災訓練への参画
・災害時災害支援ナースの派遣
・活動に必要な物品の整備
・関係会議への参加
⑵岩手県防災会議に参画
⑶地域における防災災害活動との連携協力
⑷日本看護協会との連携
・都道府県災害看護担当者会議への出席：11 月 11 日(水)
・日本看護協会・都道府県看護協会 災害支援ナース派遣調整合同訓練
期間：12 月 8 日(火)～10 日(木)
・災害支援ナース指導者育成研修：12 月 17 日(木)・18 日(金)
会場：ＪＮＡホール
⑸いわて災害看護ネットワーク協議会との連携
・会議への参画
⑹岩手県総合防災訓練への参加
期日：8 月 30 日(日) 8：30～12：00
会場：一関市、平泉町
２）災害支援ナースの質の向上
⑴災害看護養成研修の開催(基礎・フォローアップ・実務)
【重・１】 ⑵災害支援ナース登録者の防災訓練への参画
⑶いわて災害看護ネットワーク協議会主催研修会への受講推進

（３）広報等に関する事業
事業内容

実施計画

１）会員への情報提供の充実

⑴「いわての看護」発行
・年 4 回 A4 版(内、2 回はナースセンターだよりとの合併号)、通常総会特
集 A3 版
⑵ホームページの充実
・組織の周知、PR
・ホームページによる事業内容の情報提供
・支部事業内容等会員等への周知

２）看護諸問題解決への活動

⑴関係機関、自治体等への陳情・請願
・日本看護協会の調査等への協力
・日本看護協会運営並びに事業に対する提案・要望
・政策に関する提案・要望・情報収集・会員への周知

３）関係機関との情報交換及び広報

⑴「いわての看護」
、
「ナースセンターだより」
、ホームページ、新聞、各市町
村広報紙、テレビ、ラジオによる PR

（４）東日本大震災復興支援に関する事業
事業内容
１）東日本大震災への復興支援

実施計画
⑴「まちの保健室」の開催
・もりおか復興支援センター
毎週土曜日
⑵岩手県被災者健康支援への看護職の派遣協力
⑶岩手県復興に向けた諸会議への参画
⑷被災地の看護職員の就業支援
・被災地での「看護のおしごと相談」
‣宮古市、釜石市、大船渡市
・日本看護協会「e ナースセンター」トップページに求人情報掲載
⑸日本看護協会と連携した支援
・被災地における看護職の人材確保定着育成支援
・調査への協力
⑹NPO 法人若草リボン基金への支援
・若草リボンの販売協力
⑺岩手県被災地健康支援事業運営協議会
⑻その他

６－２ 法人管理に関する事業
事業内容
１）会員数の増加拡大【重・全体】

実施計画
⑴会員加入目標数 7,600 名
会員の一括本部管理
⑵加入継続
・退職者・個人会員等の加入継続推進
・産休・育休者等への情報提供、継続推進
⑶未加入者への加入促進
・入会促進と協会事業の PR 及び情報提供
・未加入施設看護管理者への情報提供､加入促進
・研修会(支部主催の研修会を含む)、各職能委員会活動等での入会案内
⑷再加入の促進
⑸各種イベント、
「看護の日」事業等で PR
⑹協会活動について PR(教育計画、機関紙「いわての看護」を全県下関係施設
へ配布、ホームページ活用)
⑺看護学生への情報提供
・看護師等学校養成所等への PR 活動

事業内容

実施計画
‣入学式・戴帽式・卒業式への出席
‣特別講義
・看護研究学会等での PR 活動

２）支部事業への活動支援
⑴支部事業への活動支援
【重・全体】
・令和 2 年度支部運営マニュアル・様式集の配布
・会員加入促進の取り組み
・各支部事業計画別紙参照
・担当者会議の開催(年 2 回)
⑵各支部事業の紹介(ホームページ活用)
⑶各支部職能との交流会
⑷地域別懇談会の開催
３）諸会議の開催に関すること

⑴通常総会 年 1 回
期日：6 月 20 日(土) 9：30～12：30 会場：岩手県民会館 中ホール
⑵理事会 年 4 回以上(書面含む)
期日：5 月 22 日(金)、6 月 20 日(土)、7 月 17 日(金)、10 月 30 日(金)
令和 3 年 2 月 19 日(金)
⑶地域別懇談会
年5 回
⑷役員会
月1 回
⑸職能委員会
月1 回
⑹各委員会(常任・特別) 月 1 回(原則)
⑺役員・委員新旧合同会議
期日：6 月 25 日(木)
⑻常任・特別委員長会議
期日：6 月 25 日(木)、令和 3 年 3 月 4 日(木)
⑼支部担当者会議
期日：7 月 17 日(金)、令和 3 年 2 月 19 日(金)
⑽職能集会
期日：6 月 20 日(土) 13：40～15：40
会場：岩手県民会館
⑾その他

４）役員・委員・会員セミナー開催

⑴役員・委員・会員セミナー
期日：9 月 12 日(土)
会場：岩手県看護研修センター
テーマ「ヘルシーワークプレイス(健康で安全な職場)を目指して」
講師：公益社団法人日本看護協会 常任理事 熊谷雅美氏

５）会員登録に関する管理・運用

⑴会員登録管理
・ナースシップの運用
⑵支部へ会員情報の提供
⑶個人情報の適切な管理

６）会員への情報提供の充実

⑴新入会員への協会活動の啓発
⑵支部だより展示
・通常総会会場に展示
⑶ホームページでの情報提供
⑴日本看護協会通常総会並びに全国職能別交流集会
期日：6 月 11 日(木)・12 日(金)
会場：マリンメッセ福岡
⑵代議員研修会 年 1 回
期日：5 月 12 日(火) 会場：岩手県看護研修センター
⑶理事会 年 6 回

７）日本看護協会との連携

事業内容

実施計画
期日：5 月 7 日(木)、6 月 11 日(木)、7 月 30 日(木)・31 日(金)
9 月 25 日(金)、11 月 26 日(木)・27 日(金)
令和 3 年 2 月 25 日(木)・26 日(金)
⑷法人会員会 年 5 回
期日：5 月 7 日(木)､7 月 31 日(金)、9 月 25 日(金)、11 月 27 日(金)
令和 3 年 2 月 26 日(金)
⑸地区別法人会員会 年 1 回(福島県)
期日：10 月 8 日(木)・9 日(金)
⑹職能委員長会 年 2 回
期日：7 月 15 日(水)
会場：フクラシア品川
⑺地区別職能委員長会 年 1 回(福島県)
期日：10 月 8 日(木)・9 日(金)
⑻都道府県看護協会看護労働担当者会議 年 1 回
⑼都道府県看護協会事務担当者会議
⑽新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議 年 1 回
期日：9 月
⑾訪問看護連絡協議会全国会議 年 2 回
⑿全国准看護師制度担当役員会議 年 1 回
⒀ナースセンター事業担当者会議 年 1 回
期日：5 月 28 日(木)
⒁都道府県看護協会教育担当者会議 年 1 回
期日：7 月 2 日(木)
会場：神戸研修センター
⒂都道府県看護協会広報担当役員会議 年 1 回
期日：令和 3 年 2 月
⒃医療安全推進会議 年 1 回
⒄都道府県看護協会災害看護担当者会議 年 1 回
期日：11 月 11 日(水)
⒅日本看護学会運営会議 年 1 回
⒆都道府県看護協会支部役員等研修
⒇都道府県看護協会政策責任者会議
期日：9 月 24 日(木)
(21)その他

８）北海道・東北地区看護協会との連 ⑴北海道・東北地区看護協会長連絡協議会(秋田県)
携
期日：9 月 8 日(火)
９）関係機関との連携・強化

⑴関係団体への情報提供等
⑵関連会議等への出席
⑶関係団体の後援・推薦・協賛等依頼への協力
⑷関係機関へ講師として協力
⑸研修会等への参加

10）看護研修センター管理運営の円滑化
施設、備品関係の保守管理、修繕

⑴看護研修センター維持並びに管理
⑵研修室等の設備保守管理
⑶事務事業の効率化と環境整備

11）その他

⑴監事による事業監査 年 2 回
⑵事業評価及び事業計画の検討 年 3 回

６－３ 相互扶助等事業
事業内容
１）会員の福利厚生

実施計画
⑴名誉会員の推薦
⑵各受賞候補者の推薦
・表彰規程による推薦
・表彰管理システムの活用と充実
⑶弔意・災害見舞

２）看護職賠償責任保険制度の加入促 ⑴看護職賠償責任保険制度の周知
進
⑵医療事故当事者となった看護者の支援について日本看護協会と連携

