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富山県看護連盟　会長　三 谷 順 子

　皆さんこんにちは。お元気でご活躍のことと思います。
　2020年は、看護連盟設立60周年、看護の日制定30周年、そしてナイチンゲール
生誕200周年、と私たち看護職にとっては記念すべき輝かしい年でありましたが、
思いがけない新型コロナウイルス感染症の対応で大変な年になりました。富山県に
おいてもクラスターが発生するなど、大変な状況が続きました。皆さんが力を尽く
していらっしゃることに心から感謝と敬意を申し上げ、社会で重要な役割を果たし
て下さっていること、改めて誇りに思います。

　今年の通常総会は規模を縮小して看護研修センターで開催し、提出議案は原案通り可決されました。
このような状況下で連盟の事業についてはやむを得ず延期、中止となるものもあります。皆さんのご理
解よろしくお願いいたします。
　日常生活において新しい生活様式になじんできているところですが、まだまだ長い戦いが続くと思わ
れます。こぼれる笑顔を隠してしまうマスク、直接接触を避けるケアなど人々に寄り添う看護は様々な
場面でジレンマもあります。人と人が直接かかわりあってこその看護と思います。コロナ禍が一日も早
く収束しますことを願い、困難の中、いまこそ看護の底力で支えることができるよう頑張っていきま
しょう。

富山県看護協会　会長　松 原 直 美

　新型コロナウイルスは全世界に広がり今もなお、感染症拡大防止のため人との接
触を断つことが最優先とされております。そのような中、日々身を挺し医療に尽力
されております看護職の皆様には、心より敬意を表し感謝申し上げます。
　令和２年度総会で富山県看護協会会長候補に選任され、理事会で会長に選定され
ました松原でございます。微力ながら誠心誠意努力する所存です。
　今年度は、「日本看護学会学術集会　看護教育」が９月に富山で開催予定でした
が、開催方法を変更することになりました。初の４府県合同のWEB学会という形

で準備を進めております。「高志の国から育て、煌めく未来へ〜看護教育のイノベーション」のメイン
テーマで共に学ぶ場でありたいと願います。また、2040年を見据えた地域包括ケアの推進にむけて在
宅療養を担う訪問看護ステーションの強化が必要と考え、人材確保としての新卒看護師の教育や訪問看
護の質の向上に向けた事業に取り組みます。
　2020年は、ナイチンゲール生誕200年の年であり、Nursing nowキャンペーンが取り組まれていま
す。富山県看護連盟や関係団体と連携し、看護の心を一つに、人々の健康向上に看護の真価を発揮しま
しょう‼︎

ごあいさつ

日本看護連盟　会長　大 島 敏 子

　富山県の会員の皆様　こんにちは。
　コロナお見舞い申し上げます。
　すべての看護職が、いつも以上に感染管理に注意し、自らの恐怖や不安を持ちな
がらも、おひとりお一人の立場で最善の努力をして下さっていることを感謝してい
ます。日本の死亡率を低く抑えているのは、臨床の看護の力と確信しています。
　今後は、長期的な視点をもってソーシャルディスタンスで新たな生活・看護の仕
方を模索しながら、感染拡大を防いで進んで参りましょう。

　昨年の第25回参議院選挙では、石田まさひろ参議院議員が、二期目の当選を果たすことが出来ました。
皆様のお力と感謝しています。しかし、会員数だけの得票が得られなかったことは残念であり、真摯に
受けとめ、今後の活動の仕方を見直してゆきたいと考えます。
　日本看護連盟は、創立60周年を迎えました。還暦を迎えるまでに先輩看護職が築いてきた、血と汗と
涙の結晶が現在として存在します。この活動を継続・発展させて参ります。
　子年は、新しい生命力が創造され「子孫繁栄」をもたらす年。
　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、共に更なる政治参加に邁進して参りま
しょう。
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　富山県看護連盟の皆様、日頃よりご支援を賜りありがとうございます。医
療現場や介護現場、または家庭においてさえ、未だ新型コロナウイルスによ
る不安や疲労と戦いながら活動していらっしゃることと拝察いたします。現
場で働く会員各位と、お支え頂いているOB・OGの皆様に心より感謝申し上
げます。
　今年はこれまで新型コロナウイルスの対応に追われる日々でした。第二次
補正予算では、看護職への慰労金給付をはじめ、病院への補助金創設、医療用
マスクなどの調達強化など現場で働く皆様への給付や補助を実現することが
できました。
　これらは日頃から皆様が現場の生の声を届けてくださったからこそ出来
たことです。富山県看護連盟の皆様、引き続き現場の声をお聞かせください。
力を合わせ看護の力でこの困難を乗り越えていきましょう。

　先般の新型コロナウィルス感染症対策への皆様のご尽力に、心より感謝申
し上げます。看護職の皆さまには、現場にて大変ご苦労・ご負担をおかけし
ております。
新型コロナウィルス感染症者の「いのち・くらし」を守るために、まずは、
最前線にいる看護職の「いのち・くらし」を守る必要があります。
　第二次補正予算の編成時には、病院等、訪問看護ステーション、介護福祉
施設等への防護具確保や、医療従事者への慰労金確保のため、関係各所との
調整に奔走しました。
　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。

　「医療崩壊寸前」との報道が、決して大げさではなかった中で、地域の医
療と健康福祉をお守りくださった看護職の仲間たちを誇りに思います。
　４/９に安倍総理、５/１に田村憲久コロナ対策本部長、５/22に二階幹事
長に要望書を手渡し、「コロナと闘う看護職への直接の危険手当を！」と、
一貫して訴え続けてまいりました。そして、第２次補正予算にて、医療従事
者や職員に対し最大20万円の慰労金が給付されることになりました。ひと
りひとりのお手元へ、速やかに確実に給付されるよう、周知徹底に努めます。
　この夏は、熱中症対策と感染症対策を並行しなければなりません。収束傾
向とはいえ、終息したわけではありません。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。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。

　大暑の候、富山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。
新型コロナウィルス感染症対策においては、いのちの最前線で活躍する看護
職の皆様の多大なるご貢献に深く感謝を申し上げます。緊急経済対策におき
まして、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
テム構築の補助、保育・介護等家族への支援を含む就業継続支援など様々な
事業が実施されています。また、医療関係職種等の各学校における実習等の
弾力的な運用や特別措置についても対応しております。
　皆様に実感していただける看護政策が発信されるよう、がんばってまいり
ますので御指導賜りますようお願い申し上げます。

国政報告

参議院議員

たかがい　恵美子

参議院議員

石田　まさひろ

衆議院議員

あべ　俊子

衆議院議員

木村　やよい



4

新型コロナウイルス感染症への富山県看護連盟の取り組み
２月下旬 研修会等の事業を中止
３月16日 役員会で３密の事業を危ぶむ声があり、４月の新人研修会を中止に決定
４月２日～ 14支部長に「現場の声」を聞き取り、 ①現状報告：長引く面会制限で苦慮、手作りマスク作成、

　洗濯方法の変更等
②マスク不足、特に私用の物が手に入らない。

４月16日 感染症指定医療機関（県内５か所）と看護協会との第１回zoom会議傍聴（新型コロナウイル
ス感染症患者対応の実際、課題等を情報共有）

４月17日 サージカルマスクを10,000枚発注し、４月20日～22日に全会員に対して２枚プラスαを配布
（会長等が県内の病院へ持参又は郵送）したところ、連盟が現場に心を寄せてくれたと多くの
感謝のことばが届く。

４月17日 「新型コロナウイルス感染症に対応している看護職に対する危険手当の支給」「妊娠中の看護職
員の休業に伴う代替職員の確保」要望に関して、県看護協会と協議。

４月23日 上記要望書を提出
①　富山県知事あて…富山県厚生部長に手交、検討中と回答あり。
②　自由民主党富山県議会議員会会長あて… 自民党県連五十嵐幹事長、藤井政調会長に手交、

同幹事長、同政調会長が県当局に交渉
前向きに検討と回答あり

４月28日 臨時県議会で鹿熊議員会会長の質問に対し、知事が全市町村での支給を目指すと回答。
５月１日 関係条例を知事専決処分で改正…日額　3,000円～4,000円
５月25日 自民党県連女性部から、対応している看護職応援の千羽鶴（万羽鶴）が届けられ、27日に会

長等が５か所の感染症指定医療機関へ届ける。

＊富山県看護連盟のホームページに、行事変更や連盟の取り組み等関連事項について掲載する。

　贈呈された千羽鶴を県看護連盟から新型コロナウイルス感染症の感染症指定医療機関（県立中央病院、富山
市民病院、高岡市民病院、黒部市民病院、市立砺波総合病院）へお届けし、感謝されました。

富山県厚生部長へ要望書を提出 自民党県連幹事長等へ要望書を提出

自民党県連女性部から千羽鶴の贈呈を受けました

富山県立中央病院へ届けました 富山市民病院へ届けました 黒部市民病院へ届けました

心のこもったメッセージ
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2020年度　富山県看護連盟通常総会

◇開 会 式
◇報告事項　2019年度事業報告・収支決算報告
◇審議事項　�2020年度スローガン・事業計画・収支予

算・改選役員選出

　新型コロナウイルス感染症が日本だけではなく世界的に感染拡大し、その対応に医療の現場では、看護職
をはじめ医療従事者はたいへんなご苦労をされているところ、５月に39県の緊急事態宣言が解除され、６月
以降100人以下の屋内集会なら、マスク着用・手指消毒等をして３密に十分配慮すれば、不要不急なものを
除く会議は開催できるようになり、通常総会を開催することができました。
　新型コロナウイルス感染症の終息の目途がたたない状況の中、３密の条件を回避し、委任状をもとに縮小
しての開催とし無事終えることができました。

日　時：2020年6月27日（土）10：00〜12：00
場　所：富山県看護研修センター
会員数：4,568名　出席者：32名　　　委任状：4,083名

大島敏子日本看護連盟会長祝辞
　令和２年度富山県看護連盟総会の開催にあたりまして一言お祝いのご挨拶を申し上げます。本来であれば、富山
県ご出身の国会議員の先生方、県会議員、市会議員の先生方など、多数のご来賓の皆様のご臨席をいただくところ
ですが、新型コロナウイルス感染症対策として通常総会の規模の縮小や書面会議にされていると伺っています。皆
様の並々ならぬご対応に感謝申し上げます。また、日々、過酷な臨床現場における皆様のご活躍に重ねて敬意を表
すると共に富山県看護連盟の組織の力強さを実感させていただき、大変うれしく思います。富山県看護連盟会長様
をはじめ、役員、会員の皆様には、日頃から日本看護連盟の活動をしっかり支えていただき、心から感謝申し上げ
ます。日本看護連盟は、昭和34年の創立以来、看護職の国会議員を国政の場に送り続け、様々な看護政策の実現
に取り組んでまいりました。現在、衆参両議院に、看護職を代表する国会議員をそれぞれ２名、合計４名を選出し
ております。昨年の第25回参議院選挙では、皆様のご支援・ご協力をいただき、全国区比例代表の石田まさひろ
議員を再び国政の場へ送り出すことができましたことを重ねて御礼申し上げます。昨年の第25回参議院選挙は大
変厳しい選挙でした。近年、医療関係団体から多数の立候補者が擁立される中、自民党公認をいただき、石田まさ
ひろ議員の地道な活動を評価してくださる全国の方々のご支援と看護連盟、看護協会の方々からのご支援が大きな
力となり当選することが出来ました。看護連盟の底力、結束力を示すことができ、「看護連盟ここにあり」と看護
連盟の存在をより一層示すことができました。あらためまして、会員の皆様方に心から感謝申し上げます。
　現在、あべ俊子衆議院議員は、国会対策委員会副委員長、厚生労働委員会委員など、たかがい恵美子参議院議員
は、文部科学部会長、東日本大震災復興特別委員会筆頭理事などとして、石田まさひろ参議院議員は、参議院副幹
事長、厚生労働委員会筆頭理事など、木村やよい衆議院議員は、総務大臣政務官として看護政策はもちろんのこと、
それぞれ幅広い領域で活躍しております。日本看護連盟としましては、４名の国会議員の先生方に、今後も継続し
てさらなる躍進をしていただくことを期待して、しっかり支援・協力してまいります。今年は、「看護の日」が制
定され30年、ナイチンゲール生誕200年と様々な記念の年になります。日本看護連盟も還暦を機に新しいスローガ
ンとして、「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」を創り、「Nursing now」の旗の下に看護の力で健康な社会
を作ることを目指しています。今、感染対策に大きな足跡を残したナイチンゲールの功績が見直されています。今
一度、ナイチンゲールの教えに学び、この国難ともいえる状況をワン・チームで乗りきり、看護の明るい未来のた
めに力を合わせてまいりましょう。看護職が国民、県民の皆様の期待にしっかり応えていくためには、看護職とし
てのプライドをもって、笑顔で明るく元気に働き続けることが必要です。日本看護連盟は、日本看護協会と力を合
わせ、看護の質保証のための看護教育・研修の充実、看護職の労働環境の改善・充実等全力で取り組んでまいりま
すので、今後とも一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。最後になりましたが、会員の皆様のさらなるご活
躍とご健勝、富山県看護連盟のますますのご発展を祈念し、祝辞とさせていただきます。

プログラム

出席者は、３密を避け、離れて着席

新スローガンのポスターを展示
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目的 目　　　標 方　　　針 活　　　　　動

政
治
力
・
政
策
実
現
力
の
強
化

目標１．看護職国会議員
の選出・支援

１）第26回参議院選挙（2022
年７月予定）に向けての活
動の推進

２）看護職国会議員の確保
３）公職選挙法の遵守

１）－①日本看護連盟本部選対会議の指針に沿った活動を行う
２）－①４人の看護職代表議員活動状況及び議員名を周知する

②岡山県看護連盟、京都府看護連盟の支援を行う
③日本看護連盟、富山県看護連盟のホームページ等を活用し各議員の活動

を周知する
３）－①日本看護連盟により作成された活動手引きを遵守した活動計画を立案

する

目標２．看護政策の実現 １）日本看護連盟、都道府県
看護連盟の政策実現力の
強化

２）現場の声の把握と改善
３）新型コロナウイルス感染症

対策

１）－①県選出国会議員の政策説明会等に参加し情報交換を行い連携を密にする
②自民党福祉環境部会に要望書を提出する
③看護問題対策議員連盟の活動状況を把握し、会員に伝える
④国会議員政策説明会等に参加し情報交換を行う
⑤東海・北陸ブロック別看護管理者等政策セミナーへの戦略的な派遣

２）－①富山県看護協会と協働し「現場の声」を集約し、日本看護連盟に届け、
要望書等につなげる

②「現場の声」に対する対応を会員に知らせる
③県議、市町村議の施設訪問の実施

３）－①医療従事者への特殊勤務手当支給等の要望を県行政・自民党県連へ
届ける

目標３．看護を理解する
国会議員の確保
と支援

１）富山県選出の国会議員との
連携強化

１）－①県選出国会議員の国政報告会へ参加し、情報交換の場を持つ
②県選出国会議員の支援を行うと共に、看護政策の必要性の理解を得る
③県選出国会議員を研修会講師として招聘（看護管理者ワークショップ：

野上浩太郎参議院議員）
④富山県の看護政策に理解を示す国会議員を支援する体制を強化する

目標４．地方議会、地方
行政への影響力
の強化

１）地方議員との情報交換と
積極的活動支援

２）富山県議会、行政等との
情報交換

１）－①県看議連との交流を図り、看護政策の必要性の理解を得る
②県議員等の県内の施設訪問を支援する

２）－①自民党富山県連政調会：福祉環境部会への要望書提出（看護協会長と
連名）

②県行政の看護政策に関する情報を積極的に入手する
③看護政策実現のために県行政への働きかけをする（看護協会・富山県

厚生部情報交換会に参加）

目標５．地方議員の擁立
と支援

１）富山県候補者の発掘と育成
２）地方議員との連携強化

１）－①富山県等の政治団体が実施している若手育成プログラム等の情報提供
及び推薦

②女性の政治参画への促進活動への支援を行う
２）－富山県議会議員の活動状況等を聞き、議員活動に興味を持つ人材を育成

する

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

目標１．看護連盟・看護
協会との連携・
協働のさらなる
推進

１）日本看護連盟と日本看護
協会との連携強化

２）都道府県看護連盟と都道府
県看護協会との連携強化

１）－①東海・北陸ブロック看護連盟会長、東海・北陸ブロック看護協会会長
合同会議の開催（11月13日　看護管理者セミナー開催　岐阜県）

２）－①富山県看護協会と富山県看護連盟の会長・役員と看護政策について検
討会の開催

②富山県看護連盟、富山県看護協会の総会に互いの会長が出席
③富山県看護協会理事会に連盟会長（役員）がオブザーバーとして参加

できないか交渉中
④連盟役員会、協会理事会の議事等を情報交換
⑤連盟・協会合同研修会の開催
⑥連盟・協会合同執行部会の開催

第２号議案 2020年度　富山県看護連盟事業計画
重点方針　みえる活動、行動する会員、確かな組織づくり

2020年度　富山県看護連盟通常総会

「届けよう看護の声を！　私たちの未来へ」
2020年度スローガン第１号議案
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目的 目　　　標 方　　　針 活　　　　　動

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

目標２．広報活動の強化・
充実

１）ナーシングナウキャンペー
ンへの積極的参加

２）会員に向けた広報活動の
充実・強化

３）選挙活動に有効なインター
ネット広報ツールの再構築

１）－①ナーシングナウキャンペーンを機関紙やホームページ等でPRする
２）－①新たなスローガンの周知・徹底

②富山県看護連盟機関紙やホームページ等を活用した情報発信を継続する
③青年部による活動等について積極的に発信
④最新情報をホームページでタイムリーに発信しその閲覧者を増やす
（アクセス数の推移の把握）

⑤機関紙「連盟とやま」及びホームページの充実・活用

目標３．看護連盟の活動
の強化および
周知徹底

１）日本看護連盟・都道府県
看護連盟との情報の共有化

２）自律した会員の育成を目指
した研修の推進

１）－①中央役員会、全国会長会、東海北陸ブロック会議等の情報を県役員会を
通してタイムリーに発信

②東海北陸ブロック会長・副会長・幹事長・支部長戦略会議の開催
２）－①効果的効率的な県連盟研修計画

①－１県役員研修（県役員、支部長、支部幹事長、支部幹事等）に大島会
長を講師に招聘する

①－２リーダー、サブリーダー研修（全リーダー、サブリーダー）開催
①－３新人研修の講師に若手県議、若手会員、青年部委員とし、ストレス

マネジメントや職業観を高める研修とする
①－４中堅看護師研修に講師として前官房副長官野上浩太郎議員を招聘し

政治の重要性を伝える
②本部作成の研修媒体（基礎研修、看護職国会議員ビデオメッセージ等）

を活用
③県外研修として国会見学等を実施し、国政への関心を高める
④看護協会・看護連盟との合同研修（金沢市：ケア科学センター）

目標４．会員の確保対策 １）2020年度の増員目標数の
設定と目標管理

２）看護連盟入会の促進・退会
者の防止

３）若者層、学生会員の確保
４）OB支部、OB会の活性化
５）会費の納入方法の検討

１）－① 2020 年度会員目標数を 4,610 人とする（2019 年度と同数）
②支部目標会員数を明確にする

２）－①看護連盟未加入施設や入会率の低い施設を訪問し、情報提供や入会への
支援と協力を得る

②看護協会役員の連盟加入を促進する
③国公立病院や看護系大学等の会員増に向けて働きかける（新看護協会長

と同行訪問）
④看護協会と合同の研修会を開催し、連盟の必要性について理解を得る
⑤看護師の賛助会員について周知し、入会を働きかける

３－① OB 支部の発足による会員数の増及び組織としての活性化を図る

目標５．日本看護連盟の
効率的な組織
運営

１）日本看護連盟の規約等に
基づいた効率的な運営

①安定的な組織運営のための規約・申し合わせ事項の適宜見直し

目標６．ブロック協議会
の活動強化・促
進

１）ブロック協議会の活性化 ①ブロック協議会事業への積極的（戦略的）参加

目標７．支部組織の活動
の強化・促進

１）支部組織の強化・支部役員・
リーダーの意識の強化

２）各支部会員のモチベーション
の強化

１－①研修等による支部役員の育成
＊リーダー・サブリーダー研修会（研修を実施し全員参加を図る　7/19）
＊県役員・支部役員研修へ講師として大島敏子会長を招聘　【10/３】
＊各支部ミニ研修の充実

②自立した支部活動の推進
③OB支部の発足による会員数の増及び活性化を図る
④東海北陸ブロック協議会会長・副会長・幹事長・支部長会議への参画

目標８．若手会員の育成 １）若手会員の活性化の促進 ①青年部推進委員会を青年部委員会に名称変更し、活動の活性化を図る
②自立した青年部活動の推進
③新人研修会に研修委員会と連携して講師等で参画する
④富山県ポリナビワークショップの企画・運営【12/12】
⑤若手研修会を地区別（県東部・県西部）に企画・運営する【８/22・29】
⑥全国会議、東海・北陸ブロック別会議への参加

目標９．関係団体・関係
組織との連携・
強化

１）看護協会以外の関係団体と
の交流の促進

①日精看富山県支部、日本助産師会富山県支部との交流の県看護連盟
②日精看・看護管理者研修会への参加（石田議員講師）
③栄養士連盟との交流
④医療系・介護系団体との連携推進

会
員
の
福
祉
の
充
実

１．災害への対応 １）災害発生地への支援 ①災害見舞、支援金等の支援

２．福利厚生への対応 １）日本看護連盟内規に基づく
対応

①名誉会員・叙勲等受賞者への対応
②物故者への対応
③慶弔時の対応

３．諸問題への対応 １）会員の安全の保証 ①新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する会員への最新情報提供及び
感染拡大による諸問題の情報収集、政治・行政・専門家との解決策の共有化を
図る

②コンプライアンスに基づく政治活動、選挙活動のための情報交換。
③諸般の疑問・問題には、専門家と相談し速やかに解決する。
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2020年度　富山県看護連盟研修計画
目標 № 研修会名 テーマ・講師 開催日時・場所 対象・参加者

自
律
し
た
会
員
の
育
成

継
続
的
な
研
修
受
講
に
よ
り
連
盟
活
動
を
深
め
る

1 中堅看護師研修 ◇看護連盟の現状と課題・続基礎研修
　講師　富山県看護連盟　会長 三谷 順子
◇看護と政策（仮）
　講師　　参議院議員　野上浩太郎 先生

9月5日（土）
（9：30〜12：00）
看護研修センター

中堅看護職員
50名

2 新人研修 ◇新人へのエール　〜先輩からのメッセージ〜
　講師　青年部委員　他
◇夢の実現のために（仮）
　講師　富山県議会議員　平木柳太郎 先生

11月1日（日）
（9：30〜12：00）
タワー111
スカイホール

新卒者
新就職者
150名

3 ポリナビワークショップ
（若手会員研修）

◇新型コロナウイルス感染症と政策の重要性（仮）
　講師　富山県議会議員
　　　　看護職

12月12日（土）
（9：30〜12：00）
看護研修センター

20歳代〜
30歳代
50名

4 OB研修 ◇情報提供「看護連盟の現状」

◇施設見学 10月
OB会員
30名

リ
ー
ダ
ー
の
意
識
強
化

5 新県役員・新支部役員
リーダー研修会

◇連盟活動におけるリーダーシップ
　講師　富山県看護連盟　会長 三谷 順子
◇支部長・リーダーの役割
　射水支部長　林　敦子
　富山東１支部長　高堂　昌子

7月19日（日）
（9：30〜12：00）
看護研修センター

新県役員・
新支部役員
リーダー

50名

6 県役員・支部役員
研修

◇看護連盟の現状と課題
　講師　富山県看護連盟　会長 三谷 順子
◇看護連盟の組織と役割について
　講師　日本看護連盟会長 大島 敏子 先生

10月3日（土）
（9：30〜12：00）
看護研修センター

県役員・
支部役員

50名

そ
の
他

7 看護協会・看護連盟
合同研修

未定
看護協会会員
看護連盟会員

＊状況により、変更になることがあります。
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◇黒部・魚津、上市　　　2 支部合同
№ 研修会名 テーマ・講師 開催日時・場所 対象・人数

1 会員研修 ◇講義「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」
講師：富山県看護連盟会長　三谷 順子

2020年10月24日（土）
10：00〜12：00
新川文化ホール
104会議室

会員・
非会員
65名

2020年度　支部活動（合同研修会）計画

◇富山東１、富山東２、富山北１、富山北２、富山西１、富山西２　　　6 支部合同
№ 研修会名 テーマ・講師 開催日時・場所 対象・人数

1 会員研修 ◇講義「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」
講師：富山県看護連盟会長　三谷 順子

◇演習「安全に食べるための援助（仮）」
講師：摂食・嚥下障害看護認定看護師

2020年8月1日（土）
9：00〜11：30
看護研修センター

※中止

会員・
非会員
120名

担当：西１・２支部

2 会員研修 ◇講義「看護連盟の役割・続基礎研修」
解説：富山東２支部　支部長

◇講演「メディカルアロマについて（仮）」
講師：調整中

2020年10月10日（土）
9：00〜11：30
看護研修センター

会員・
非会員
120名

担当：東１・２支部

3 会員研修 ◇講義「看護連盟の役割・続基礎研修」
解説：富山北１支部　支部長

◇演習「癒しのハーバリウム（仮）」
講師：日本フラワーデザイナー協会
インストラクター　藤牧 由香 先生

2020年12月19日（土）
9：00〜11：30
看護研修センター

会員・
非会員
120名

担当：北１・２支部

4 会員研修 ◇講義「看護連盟の役割・続基礎研修」
解説：富山西１支部　支部長

◇講演「身体診察から褥瘡リスクを考える」
講師：皮膚・排泄ケア認定看護師
済生会富山病院　近村 厚子 先生

2021年2月6日（土）
9：00〜11：30
看護研修センター

会員・
非会員
120名

担当：西１・２支部

◇射水、高岡・氷見 1、高岡・氷見 2　　　3 支部合同
№ 研修会名 テーマ・講師 開催日時・場所 対象・人数

1 会員研修 ◇講義「看護連盟の現状と課題」
解説：射水支部長　

◇実技「リフレッシュ体操」
講師：（株）ライフフィット代表
健康運動療法士　和田 千恵子 先生

2020年8月8日（土）
9：00〜12：00
ふれあい福祉センター

会員・
非会員
50名

2 会員研修 ◇講義「看護連盟の現状と課題」
解説：高岡・氷見１支部長　

◇実技「フラワーアレンジメント」
講師：日本フラワーデザイナー協会
インストラクター　藤牧 由香 先生

2020年10月
9：00〜12：00
済生会高岡病院

会員・
非会員
50名

3 会員研修 ◇講義「看護連盟の現状と課題」
講師：富山県看護連盟会長　三谷 順子

◇グループワーク「看護連盟の活動について」
解説：高岡・氷見２支部長　

2020年11月
9：00〜12：00
済生会高岡病院

会員・
非会員
50名

◇砺波、小矢部、南砺　　　3 支部合同
№ 研修会名 テーマ・講師 開催日時・場所 対象・人数

1 会員研修 ◇講演「（仮）看護連盟の現状と課題」
講師：富山県看護連盟会長　三谷 順子

◇講演「（仮）良い睡眠について」
講師：東洋羽毛（株）

2020年9月12日（土）
9：30〜11：30
市立砺波総合病院

会員・
非会員

2 会員研修 ◇講義「緩和ケア第２弾」
講師：緩和ケア認定看護師

2020年12月5日（土）
9：30〜11：30
市立砺波総合病院

会員・
非会員
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収入の部 （単位：円）

項　　目 2020年度予算額 2019年度予算額 内　　容　（2020年度）

Ⅰ　会　　　費 9,360,000 9,360,000
会員 ＠2,000　4,610名

賛助会員＠1,000　100名　＠2,000　20名

Ⅱ　日本看護連盟助成金等収入 11,049,600 13,036,300

研修会助成金 1,000,000 1,112,500 研修会助成等

会議等助成金 135,000 1,642,000 会議等助成（都道府県会長会）

活動助成金 9,914,600 10,281,800 活動助成（県・支部）、事務局運営助成等、会費還元

Ⅲ　雑　収　入 100,000 100,000 利息、広告掲載料

Ⅳ　前年度繰越金 9,115,776 9,180,776

総　　　　　　計 29,625,376 31,677,076

支出の部 （単位：円）

項　　目 2020年度予算額 2019年度予算額 内　　容　（2020年度）

Ⅰ　会  議  費 3,500,000 5,500,000

総　会　費 500,000 1,500,000 総会諸費（会場料、総会資料等含む）

会　議　費 3,000,000 4,000,000 都道府県会長会、役員会、委員会等

Ⅱ　事　業　費 19,600,000 19,600,000

活　動　費 11,300,000 11,300,000

県活動費、HP更新、消耗品等

通信関係（機関紙送料含む）

役員活動費、交通費等

研　修　会　費 4,000,000 4,000,000
段階別研修会、県外研修会、県役員研修会

リーダー、サブリーダー研修会等

機関紙発行費 1,800,000 1,800,000 「看護連盟とやま」年２回発行等

支部交付金 2,500,000 2,500,000 支部活動費　15 支部

Ⅲ　運営維持費 4,800,000 4,800,000

人　件　費 3,700,000 3,700,000 事務員給与、退職金積立、社会保険料等

福利厚生費 100,000 100,000 会員慶弔費

需　給　費 1,000,000 1,000,000 事務所借上、備品等運営維持費等

Ⅳ　予　備　費 1,725,376 1,777,076

総　　　　　　計 29,625,376 31,677,076

第３号議案 2020年度　富山県看護連盟　収支予算
（2020年4月1日～2021年3月31日）



役　員　名 氏　　　　　名 役　員　名 氏　　　　　名
会長 三　谷　順　子 幹事（富山北2支部長） 前　川　孝　子
副会長 大上戸　悦　子（再任） 幹事（富山西1支部長） 谷　口　奈美子
副会長 大　井　きよみ（新任） 幹事（富山西2支部長） 吉　嵜　寿　美
幹事長 後　谷　弘　美（再任） 幹事（射水支部長） 林　　　敦　子
幹事 曽根原　勝　子 幹事（高岡・氷見1支部長） 小　間　佳世子
幹事 上　田　永　子 幹事（高岡・氷見2支部長） 川　原　由　起
幹事 盛　田　大　樹 幹事（砺波支部長） 松　井　紀　子（新任）
幹事（黒部・魚津支部長） 加　藤　昌　子 幹事（小矢部支部長） 小　泉　万里子
幹事（上市支部長） 吉　森　祐　美 幹事（南砺支部長） 鍛治本　秀　子（新任）
幹事（富山東1支部長） 高　堂　昌　子（再任） 監事 田　村　雅　子
幹事（富山東2支部長） 毛　利　登美子 監事 前　野　典　綱
幹事（富山北1支部長） 竹　澤　和　恵

顧問 稲　田　まつ江

新役員紹介（私の抱負）
副会長　大井　きよみ
　この度、副会長に就任いたしました。微力ながら会長を補佐し精いっぱい努めさせていただきます。
　少子高齢化が進み、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、看護職には「あらゆる場、あらゆる人々に対する
良質な看護の提供」が求められています。社会の変化に応じた看護環境や仕組みづくりには、看護協会と看護連盟と
連携を密にしながら役割を分担し、協働して活動を行い、問題解決につなげることが重要と思っております。

　会員の皆さんとともに、看護に対する熱い思いを語り合い、一人ひとりの知恵と力を結集し、ベッドサイドの問題を政策に反映さ
せ、看護職を代表する議員を政策決定の場へ送り出しましょう。

幹事　砺波支部長　松井　紀子
　今回、砺波支部長を務めさせて頂くことになりました。微力ではありますが、支部会員の皆様、役員の方々と連携
を図りながら活動の推進に尽力してまいります。昨今、ベットサイドや療養の場において、新型コロナウイルスとい
う新たな感染症への対応が長期化しています。このような緊張の中、看護職に期待される役割は増々大きく、また、
看護職一人ひとりがより良い看護を実践するために看護職を支える看護連盟の組織はとても重要です。支部活動を通

じて一人でも多くの看護職が政策に関心を持ち、連盟活動が「看護職の役割」のひとつとして認識し理解を深めて頂けるよう活動し
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

幹事　南砺支部長　鍛治本　秀子
　日本看護協会や県看護協会・連盟は新型コロナ感染症患者に対応している看護職員への支援として、危険手当の支
給や宿泊費の補助などを国や県に要望された。医療・看護の現場で大きな負担にさらされている看護職員にとって、
この行動は有難く心温まるものを感じます。看護連盟と看護協会は、私達を守ってくれる大切な職業団体です。看護
連盟は看護協会の政策を実現するための政治団体です。看護連盟の組織力を高めるには会員数を増やさなければなら

ないと思いますが、特に慢性期病院の会員数が少ないと感じます。私は支部研修会や各施設に出向き、新型コロナ感染症について看
護連盟の支援なども伝え、看護連盟の役割や政治活動の必要性を理解してもらえるように働きかけていきたいと思います。
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2020年度　富山県看護連盟役員

富山県看護連盟活動に、
ご尽力いただきありがとう
ございました。

第４号議案 役員選出
役員選出が承認され、2020年度の役員は、次のとおりです。

釣　　朱實　副会長
大野　和美　幹事　砺波支部長
上田美津子　幹事　南砺支部長

退任役員の皆さまおつかれさまでした。



黒部・魚津
（402）

上市
（265）

富山西2
（572）

富山東2
（419）富山北2

（496）

富山北1
（197）

富山東1
（255）

富山西1
（209）

南砺
（183）

砺波
（397）

小矢部
（73）

高岡・氷見1
（638）

射水
（175）

高岡・氷見2
（287）

会員数（令和2年6月30日現在）
富山県看護連盟会員数
富山県看護協会会員数

4,568名
8,476名

支部配置図（14支部と会員数）

〜一人ひとりの会員の力が連盟活動を支えます〜

◇正 会 員　　　7,000 円
　（富山県看護連盟 2,000 円　日本看護連盟 5,000 円）
◇特別会員　　　7,000 円
◇賛助会員（看護職）　　　2,000 円
◇賛助会員（看護職以外）　1,000 円
◇学生会員　　　無料

年　　会　　費

現職を退職された後も会員として是非継続を！
看護の未来のために、共に頑張りましょう
友人、知人で入会をご希望の方がおられましたら
富山県看護連盟までご連絡ください。

会員募集中

＊詳細については、後日、ホームページ等でおしらせします。
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　思いもよらない新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、研修会等が中止・延期となり、皆様にはご迷惑をおかけしております。ま
だ、先の見えない中、手強い敵（新型コロナウイルス感染症）との戦いを強いられ、各施設は対応に追われ大変な日々をお過ごしのこと
と思います。どうか自身をお大事にされ、この状況を乗り越えていただきたいと思います。� （広報委員一同）

編
集
後
記

日　時：2020年１月28日（火）
会　場：東京プリンスホテル
参加者：760名（富山県17名）

　冒頭に第25回参議院議員選挙総括と日本看護連盟会員意識調査
報告があり、アンケート回収率は82.2％で、富山県は、87.5％で
県会員のみなさまの協力に感謝。
　20歳代の会員数が増えてきているが、若年層の低投票率が浮き
彫りになった。また投票への判断材料・投票時影響が大きかったも
のについては看護連盟の研修会という意見が一番多く、いかに研修
会で候補者の名前を知ってもらうか、投票行動に移してもらうかが
重要と思われる。その後は自由民主党法曹団　橋爪雄彦弁護士より
参議院議員選挙とコンプライアンスと題して実例をもとにどのよう
に自分たちの政治活動と選挙運動を行っていくか講義があった。会
議終了後は懇親会があり、安部晋三首相をはじめ、石田まさひろ議
員、たかがい恵美子議員など、たくさんの国会議員の先生方も駆け
つけてくださり、会場は熱気で包まれた。
　会員の皆様には、気持ちを新たに連盟活動の活性化にご支援とご
協力をいただきたいと思います。

富山県看護連盟OB支部発足！
　長年、富山県看護連盟を支えて下さったOBの方々から、連盟活動
を応援していきたいという声が届いていました。日本看護連盟へ申請
したところ、３月26日付けで支部として認定されました。今後、研
修会等を通して最新の情報を得ながら、親睦を深め、連盟活動がます
ます活発になるよう活動していきたいと意気込んでおられます。

初代OB支部長　　釣　朱實（前　副会長）

2019年度第２回都道府県看護連盟会長・副会長・幹事長・支部長合同会議

今後の行事予定
◇日本看護連盟通常総会　　　２0２0年11月30日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　東京プリンスホテル

ホームページを見てね！
看護関係のお知らせや行事の変更等は、ホーム
ページでタイムリーにお届けしています。定期的
に見てくださいね。

昨年のOB研修会に参加した方々


