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富山県看護連盟　会長　大 井 き よ み
　このたび、令和３年度富山県看護連盟通常総会において、会長に選任されました。
「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」のスローガンのもと、微力ながら会員の
皆様とともに精一杯力を尽くしたいと思いますので、ご支援ご協力よろしくお願い
します。
　令和３年６月26日、コロナ禍で規模を縮小して開催しました富山県看護連盟通
常総会では令和３年度のスローガン、事業計画、収支予算、選挙対策、改選役員の
議案が承認されました。選挙対策については、次期参議院議員選挙組織代表候補者
は、令和３年度日本看護連盟通常総会で決定されることになっているのですが、ま
だ、総会が開催されていません。候補者が決定次第、看護職能団体として組織一丸

となって、国政の場へ看護の代表者を送りましょう。
　看護協会の政策を実現するための活動を行う看護連盟です。人とのつながり、心の通い合いが活動の
基本と思います。国民の健康と福祉の向上のために、看護の現場の声を政治に届け、看護協会、看護連
盟をはじめ、看護職の皆様、心をひとつに頑張っていきましょう。

富山県看護協会　会長　松 原 直 美
　日頃から連盟会長様はじめ会員の皆様には、富山県看護協会の事業運営にご支援
ご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　皆様もご存知の通り、2020年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、い
ままでに私たちが経験したことのない苦難や多くの我慢を強いられました。しかし
これだけ看護職に注目が集まったことはなく、私たちは感染の収束に力を注ぐとと
もに、この機会を逃がさず、看護の役割、価値を社会に示していくことが必要です。
　さて、医療を取り巻く環境の変化は、少子高齢化、人口減少、大規模災害、そし
てWithコロナ時代を迎え、更に健康課題だけでなく8050、ヤングケアラー、生活
困窮と複雑多岐にわたっています。厚生労働省は、地域包括ケアシステムから地域

共生社会を目指した地域福祉計画を推進しています。
　そのような中、令和３年度の富山県看護協会事業は、１.新興感染症の対応及び災害発生時初動体制、
２.看護基礎教育４年制への情報収集、３.全世代型地域包括ケアにおける看護提供体制の推進、４.看護
職の働き方改革の推進、５.看護職の役割拡大の推進と人材育成の５項目で事業を進めていきます。今
後も富山県看護協会は、看護連盟と協働しながら、看護職の専門性が発揮され、県民の皆様が安心して
豊かな生活を送れるように、現場の声を届け、活動していきます。

ごあいさつ

日本看護連盟　会長　大 島 敏 子
　富山県看護連盟の三谷前会長、２期６年でのご退任、本当にお疲れ様でした。
　そして、大井新会長、ご就任おめでとうございます。
　コロナ禍で様々な医療・看護の課題が山積するなか、大変だとは思いますが、と
もに頑張りましょう！
　皆様の現場、地域ではワクチン接種は進んでいますでしょうか？
　東京などでは、また四次緊急事態宣言が発令され、病院や施設の多忙さは改善さ
れていません。ワクチン接種を早急に進め、集団免疫の獲得に社会が動いてほしい
と願っています。
　もちろん理由があって打てない方、正しい知識を持って判断した方は、その限り

ではなく、打たない選択をした方に誹謗中傷があってはなりません。
　さて、日本看護連盟のミッションであります第26回参議院議員選挙候補予定者の人選ですが、推薦委
員会は全会一致で新人候補に決定し、５月の中央役員会に報告、総会で皆様のご承認をいただくべく準
備を進めていますが、諸般の事情から、若干、総会開催を延期しております。
　一方で、目前に衆議院選挙が迫ってきております。まずは、看護職を応援する国会議員の勝利に向け、
看護の力を結集してまいりたいと思います。
　私たちの目標は一つ、看護協会が推進する看護政策の実現です。私たちの政策提言は、直接現場の看
護に直結します。看護連盟のスローガンである、“届けよう看護の声を、私たちの未来へ！“に向かって、
力強く進んで参りましょう！

令和３年春の叙勲　受章おめでとうございます

増山　三津子 様　元 高岡市民病院　副院長 看護部長瑞宝双光章
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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。
　新型コロナウイルス（以下コロナ）は収束には至っていませんが、徐々に
ワクチンの接種が広がり、新たなフェーズへと移行しつつあります。コロナ
対策を続けつつ、コロナ前の当たり前の日常を取り戻せるよう前に進んでい
きましょう。
　今年もコロナの対応に奔走する日々を送っています。現場の声を受け、医
療・介護従事者が業務でコロナに感染した場合、労災給付の対象となること
や、ワクチンの優先接種では、当初対象でなかった訪問看護師や助産所の従
事者、実習を行う看護学生等を加えられました。また、来年の診療報酬改定
に向けても目を光らせています。
　コロナが発見されてから常に最前線で戦い、国民の支えとなっているのは
看護師です。厳しい戦いは続いていますが、現場の声を引き続きお聞かせく
ださい。私も国会という現場で、日本の医療を守るために戦い続けます。

　盛夏の候、皆様ますますご健勝のことと存じます。皆さまのご協力の下、
ワクチン接種も進み、感謝申し上げます。
　国会閉会後は、地元・岡山を歩き、地域の方からご意見をいただいていま
す。新型コロナウイルスだけでなく、氏制度の在り方、LGBT、持続可能な
年金制度など様々な課題に対して、時にはお叱りもいただきます。
　今年の経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）では、女性の活躍・子
育て支援に向けて、学童保育、病児保育サービスの充実が言及されました。
これは私が何度も自民党の部会で発言してきたことです。
　看護職には子育て中の方も多くいらっしゃいますが、子どもがいる・いな
いに関わらず、スタッフ全員が平等に働ける環境づくりが必要です。子育て
と就労を両立できる施策は、すべての看護職に有益なものとなるはずです。

　現場で大変な思いをして地域の医療と健康福祉をお守りくださっている看
護職の仲間たちを誇りに思います。
　私は、2014年12月に政界へお送りいただきました。今年で７年目となり
ますが、看護と看護職の皆さまのために議員バッジをつけて仕事をさせても
らっているとの思いを忘れたことはありません。
　コロナ禍は、これまで硬直化していたものが、大きく動く契機にもなりま
した。感染症対策がまさにそうです。速やかに皆さまの健康と安心を取り戻
し、看護職が疲弊せずいきいきと働き続けられる環境づくりに力を尽くして
まいります。
　誰もがより健康で活躍できる社会へ。「コロナの後のほうが日本は良く
なった」と実感できる日本を築いてまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻の
ほど、よろしくお願いいたします。

　富山県看護連盟の皆様、日頃より心温まる御支援をいただきまして誠にあ
りがとうございます。また、いのちの現場で御尽力いただいております皆様
とご家族の皆様に、心から感謝を申し上げます。
　皆様のご支援のもと、国政での活動もお陰様で11年となりました。現在
は政務調査会の副会長として厚生労働及び文教科学・スポーツ・文化政策の
立案に携わる他、新型コロナ対策本部、規制緩和・行改推進本部でそれぞれ
副本部長を務めさせていただいております。また参議院自民党では政策審議
会の副会長として、人生100年時代に相応しい政策ビジョンの構築や国内各
地における感染制御策に注力しております。先の意見聴取においては全国か
ら6051項目のご提案を頂戴し、ひとつひとつ丁寧に対応を進めているとこ
ろです。これからも皆様とともに看護政策の結果をだしていきたいと思います。

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
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2021年度　富山県看護連盟通常総会

三谷会長退任の挨拶
　平成27年７月にこの重責を引き継ぎ、２期６年間務めさせていただきました。
　当初は、連盟に対する理解が十分でなく、役員、会員の皆さんにご迷惑をおかけ
しました。連盟の目的や使命を看護職の皆さんに伝え、会員を増やし、看護職以外
の応援団も増やし、選挙で看護職の代表を好成績で国政に送り、看護政策を政治の
力で実現することで、看護が向上し人々の福祉向上につながると考えて活動してき
た６年間でした。
　組織を強くするために会員を増やそうと活動し、平成26年度4,336人から令和２
年度4,616人に増えましたが、協会員数との割合は、まだまだです。
　この間、看護連盟、看護協会が長年にわたって要望し続けてきた県内に２校目の
看護大学が誕生しました。また、平成28年に第24回参議院の髙階選挙、令和元年、

第25回の石田選挙を戦い、二人とも県内自民党比例区候補の中では好成績で２期目の国政に送ることがで
きました。
　コロナ禍の危険手当要望などで県行政と自民党に出向いたときに、政治の力で手当てが出るという大変ダ
イナミックな動きを経験しました。
　役員や会員の皆さんに支えられ今日を迎えられたこと心から感謝申し上げます。大井新会長さんを中心
に、看護の未来をつくるために皆さんが楽しく元気に根気強く活動をされて、連盟がますます発展されるこ
とを心からお祈りしております。

　三谷順子氏には、富山県看護連盟会長として、２期６年にわたって、連盟の運営にご尽力いただきました。
心より感謝いたします。お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

◇開 会 式　　来賓祝辞（公社）富山県看護協会長　松原直美 氏
◇報告事項　　2020年度事業報告・収支決算報告
◇審議事項　　�2021年度スローガン・事業計画・収支予算・�

改選役員選出

プログラム

　昨年から世界的に感染拡大している新型コロナウイルス感染症により、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が続いているところ、富山県看護連盟は、安心・安全を考慮して最少の参加人数で通常総会を
開催することができました。
　報告事項・審議事項・役員の改選などスムーズに承認され、無事終えることができました。

日　時：2021年6月26日（土）9：30〜11：00
場　所：富山県看護研修センター
会員数：4,532名　　参加者：44名　　委任状：4,105名

来賓祝辞
富山県看護協会
松原直美会長

日本看護連盟大島敏子会長から
祝辞のビデオメッセージ

執行部と議長団 参加者

三谷会長と大井新会長

新任役員紹介 退任役員のあいさつ
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自民党看護問題対策議員連盟会員より看護職へ
自民党看護問題対策議員連盟で作成された、看護職への応援ポスターをいただきました。抜粋して掲載いたします。

▶︎看護職代表国会議員

新型コロナウイルス感染拡大下における看護提供体制の現状
　新型コロナウイルス感染症拡大が長期化している中、感染症と向き合い、精力的に活動いただいている看護職
の現場における取り組みについて紹介いたします。

▶︎地 元 国 会 議 員

　『今日、何人？』と毎日の感染者数に一喜一憂し、その対策においては、試行錯誤
しながら高い緊張感のまま１年が過ぎたように思います。
　当院では昨年３月より、富山アラートの発令や、感染者数の増加により月１〜２回
新型コロナ感染対策会議を開催しています。
　会議の構成職員は、院長をはじめ各職種の代表者で、話し合った内容は速やかに周
知されています。
　コロナウイルスを持ち込まない、拡げないの考えのもと、手洗い、マスクなどの感
染対策の徹底、職員の健康管理、感染防護用具の適切な使用、感染者の発生を想定したゾーニング、職員の勤
務体制など、シミュレーションを行いながら話し合っています。
　特に、職員の行動規範に対しては、県外への移動、飲食行動範囲など内容を具体的に決めています。
　病院職員全員が、足並みを揃えコロナ感染対策を行っていくことが、より効果的に感染対策を行えると考え
ます。
　まだまだ終息しない新型コロナウイルス感染症です。今まで以上に、一人ひとりの行動に注意していくこ
とが大切であ
り、高齢者を
担う私たちが
頑張ること
で、医療崩壊
を防ぐことに
繋がればと思
います。

当病院におけるコロナ対策の取り組み 富山城南温泉病院　総看護師長　林　まゆみ

　　応援
メッセージ

相談室のテーブルにアクリル板を設置し、
サーキュレーターで換気を促進しています。ナースセンターのテーブルにアクリル板を設置しました。
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目的 目　　　標 方　　　針 活　　　　　動

政
策
実
現
力
の
強
化

1.�看護職国会議員
の選出と支援

1）�第26回参議院議員選挙
に向けて候補予定者の
支援の強化

2）看護職国会議員の確保

3）公職選挙法の遵守

1）ー①2021年度日本看護連盟通常総会で決議された組織内候補者を支援する
日本看護連盟通常総会
富山県看護連盟連盟通常総会【6/26】
②第26回参議院議員選挙【2022/7/25任期満了】に向け、後援会を立ちあげ方針を策定する
③候補予定者の知名度の向上を図る

2）ー①次期衆議院選挙に向けて、岡山県看護連盟（阿部俊子衆議院議員）京都府看護連盟（木村
衆議院議員）の支援を行う【2021年10月21日任期満了】
②看護職国会議員の名前及び活動状況を周知する
　参議院議員（髙階恵美子　石田まさひろ）衆議院議員（阿部俊子　木村やよい）

3）ー①主権者意識を向上させるための教育を実施し、主体的に政治活動・選挙運動ができる
自律した会員を育成する
②「参議院選挙実戦の手引き」を活用し、コンプライアンスに基づいた安全な活動を実施する
③富山県の選挙活動に関する問題に、随時適切に対応する

2.看護政策の実現 1）�日本看護連盟、富山県
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�
感染対策政策の推進

1）ー①富山県自民党政調５部会福祉環境部会の委員との連携を密にする
②県選出の国会議員の政策説明会等に参加し連携を密にする
③政策要望に向け、看護問題対策議員連盟への提言を周知し、活動を連弩させる
④ブロック別看護管理者等政策セミナーの参加者の政策提言力の強化を図る。オンライ
ンを活用し参加者層を拡大する。

2）ー①「現場の声」を集約し、看護協会と協議し要望書等につなげる
②ホームページを活用し、会員の意見を集約し問題解決に向けて対応する
③議員の取り組む課題や政策等について、ホームページを活用し、現場の声を反映した
ものに集約する
④政策提言された内容や制度改革に反映された成果を会員に周知する

3）ー①感染対策に関する現状を把握し、富山県看護協会や関係国会議員等に情報提供をする
②富山県看護協会と協力し、地方議会・地方行政へ要望活動ができるよう情報提供する
③政策への成果を会員に知らせ、必要に応じて、会員や看護職への支援策を実践する
④コロナ対策支援について自民党に要望する

3.�看護を理解する
国会議員の確保
と支援

1）�富山県選出国会議員と
の連携強化

1）ー①看護政策の実現に向けて、県選出の国会議員との連携を図る
②富山県看護連盟が支援している国会議員との連携状況を把握し、国会議員を支援する
体制を強化する
③国会議員の活動状況を把握し支援する
【宮腰　橘　田畑　衆議院議員】　【野上　　堂故　参議院議員】

4.�富山県議会、行
政への影響力の
強化

1）�富山県における看護議
連等の活動の促進

2）�富山県議会議員との情
報交換と活動支援

3）�富山県議会、行政等と
の情報交換

1）ー①富山県の看議連等と連携し、看護政策の必要性の理解を図り、政策情報をタイムリー
に提供し要望活動の支援をする

2）ー①富山県議員との交流の場を設け、看護連盟に対する理解を深める
②富山県議員の要望行動を把握し、活動を支援する

3）ー①富山県議会、行政等に要望書を提出する
②富山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行政へ働きかけを行う

5.�富山県での議員
の擁立と支援

1）�富山県における候補者
の発掘や育成

2）議員との連携強化

1）ー①県議、市議、首長への立候補者の発掘と人材育成の支援を行う。
②富山県、政治団体が実施している若手育成プログラム等に、積極的に参加できるよう
に適宜情報を提供する

2）ー①富山県議員の対応強化と支援を行う
②富山県議員の活動に積極的に参加及び支援を行う
③第25回参議院議員選挙の際の富山県議員の応援実績（地域得票数、講演会名簿数、選
挙運動参加等）を把握し、支援の在り方を検討する

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

1.�看護連盟・看護
協会の連携・協働
のさらなる推進

1）�富山県看護連盟と富山県
看護協会との連携強化

2）�富山県看護連盟と富山県
看護協会との連携強化

1）ー①富山県看護協会の執行部会に富山県看護連盟会長がオブザーバーで参加し、看護政策
情報の共有を図る
②富山県看護連盟、富山県看護協会の会長・役員が看護政策について適宜協議し、要望
書等の作成を行い、行政・政党・議員へ提出する
③富山県看護連盟、富山県看護協会及び看護職国会議員との話し合いの場として「看護を
語る会」を開催する
④富山県看護協会会長、富山県看護連盟会長が互いに活動方針を報告する
⑤富山県看護協会の種々の研修等の機会に、看護連盟の意義を伝え、政治活動における
連携の重要性を働きかける
⑥富山県看護連盟役員と富山県看護協会役員が、相互に看護政策について情報交換をする

2）ー①看護連盟会長会と看護協会「合同会議」を必要に応じて開催し、有機的な連携・協働の
あり方を検討する
②富山県看護協会総会・看護連盟総会に各都道府県の看護協会、連盟会長が相互に参加
する
③富山県看護連盟と富山県看護協会の連携における課題を整理する

2.�広報活動の強化・
充実

1）�会員に向けた広報活動
の充実・強化

2）�インターネットを活用
した有効な情報発信

3）�選挙活動に有効なイン
ターネット広報ツール
の構築

1）ー①機関紙アンフィニのタイムリーな情報提供の継続・充実を図る
②ミニアンフィニのタイムリーな情報発信に努める
③日本看護連盟、富山県看護連盟のホームページ、SNS等を活用した情報提供を継続する
④紙媒体の広報ツール（富山県看護連盟　機関紙とやま、会員ハンドブック、日本看護連
盟入会のご案内、入会のご案内賛助会員、アンフィニ等）を利用し、会員への情報提供
を図る
⑤看護職議員の活動報告・トピックスをHPにて広報する

2）ー①富山県看護連盟HPの閲覧数を増やす（目標数2020年度3,801から2021年度4,000へ）
②Web版アンフィニについて研修会毎に紹介する
③Web版アンフィニのトピック記事について、富山県HPよりタイムリーな情報発信に務める
④インターネット広報（広報委員会より）の人員体制を整える

3）ー①効果的なSNSの活用について学ぶ機会を設ける
②候補予定者事務所と看護連盟組織強化委員会、広報委員会、青年部委員会と連携を図る
③看護職国会議員のSNSの認知度を高め、フォロワー数をあげる
④役員、地区支部長、施設代表者などの登録数を増やし広報ツールを活用する

2021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

2021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」2021年度スローガン第1号議案

第2号議案
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目的 目　　　標 方　　　針 活　　　　　動
4）�Nursing�Nowキャンペーンへの
参加

4）ー①看護協会と連携し、広報グッズ（バッジ・Ｔシャツ）などを効率的に活用する
②日本看護連盟及び富山県看護連盟について広報媒体（機関紙、公式HPなど）で
PRする

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

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・富山県看護
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）ー①中央役員会及び各種委員会、執行部の情報、日本看護協会の政策情報等につ
いて得られた情報を整理し、富山県看護連盟役員に必要に応じて発信する

②各種会議【役員会・合同役員会】委員会【特別委員会】の活性化を図る
③県別会議【2021年9月〜11月　期日未定】では、日本看護連盟役員より富山県
の特性を活かした会員確保・選挙戦略についてアドバイスを受け実践につな
げる

④ブロック協議会長会において本部役員との情報共有、課題解決を図る
2）ー①未入会者及び連盟会員に対し連盟活動の理解を深め、各選挙に積極的な参加

を促す研修のあり方を検討する
②感染対策を考慮し、効果的・効率的な会議・研修を企画する
③新基礎研修資料を、新人会員・未入会者層の研修や集会で活用する
④看護職国会議員のビデオメッセージ、国政報告等を活用する
⑤研修会や会議をリモート開催する能力を高めるためにZOOM研修会等につい
て学ぶ機会を持つ

4.�会員確保対策 1）�2021年度の会員目標数の
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会支部、OB会の活性化

1）ー①2021年度の会員目標数4,650名とする。富山県看護協会会員の連盟入会率
は2020年度約52％（4,616名）であり更に増加を目指す

②2020年度、全国の看護連盟において会員確保に成果を上げている好事例を基
に会員増加について戦略を立てる

③看護協会と合同研修を開催し、連盟活動への賛同者を増やす
2）ー①富山県看護協会役員の連盟加入を促進する

②国公立病院や看護系大学等の会員増に向けて、看護協会と検討し協力を得る
③医療機関以外の施設で働く看護職員へ入会を働きかける
【保育所　　一般企業　　福祉施設　】
④看護連盟未入会者及び看護協会会員の多い施設に対し協力を得る
⑤他団体と連携を持ちながら、会員確保を働きかける
⑥定年退職者、産休・育休者、中途採用者に連盟入会と継続を働きかける
「入会書式」を整備し、施設訪問時に利用できるよう14支部に配布する。

3）ー①連盟役員等が講演や講義を担当する際に、看護政策や看護連盟について必要
な情報を提供する

②実習施設や研修施設において看護学生に働きかけ、学生会員の入会を促進する
③大学の看護学部や養成施設における主権者教育の実態を把握し、充実を図る
④学生会員の入会策について検討する
⑤新入職員、中途採用者に対して連盟入会を周知する

4）ー①OB会、OB支部を支部組織として活性化するように支援する
②OB交流会の開催を検討する

5.�富山県看護連盟の�
効率的な組織運営

1）�看護連盟の規約に基づいた
効率的な運営

2）財政等の健全化と適正化

1）ー①コンプライアンス（法令遵守）に基づく組織運営を行い、効果的・効率的な本
部運営に取り組む

②組織運営のための規約・規程・申し合わせ等を適宜見直し、安定的な運営に
努める

③諸会議（通常総会、役員会、各委員会）の円滑かつ効率的な運営を行う
2）ー①費用対効果を見極め、活動の活性化を図る

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）ー①ブロック協議会開催時には、活発な情報交換を図る
②ブロック協議会の会長・幹事長会議に参加する
③ブロック別看護管理者等政策セミナーへの参加を継続する
④ブロック協議会長会に、必要時本部役員の参加を要請し（リモート参加）ブロッ
ク内の問題・課題を共有し検討する

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）�会員のモチベーションの�
強化

1）ー①県別会議【2021年９月〜11月期日未定】において、会員確保方針・次期候補
者選挙活動方針の情報共有を図り、支部組織の強化を図る

②役割を発揮できるリーダーの育成を行う
③各支部ごとの研修・ミニ研修の実施状況を集約し、研修会の傾向と対策を検
討する

④支部施設、部署管理者の理解を深め、支援や協力を得られる対策を検討する
2）ー①看護職国会議員・地方議員等によるミニ研修会（医療・看護を語り合う会等）

を開催し、国会議員・地方議員との交流を深める

8.�若手会員の育成 1）若手会員の活性化の促進

2）�会員確保・選挙運動におけ
る青年部活動の推進

1）ー①青年部委員の全国青年部会議（年１回）への参加と内容の伝達を行う
②青年部ブロック会議に参加し、効率的な会議運営について学ぶ
③青年部の代表者は、役員会議・支部長会議・ブロック別政策セミナーなどの
各種の会議・研修会等に出席し、リーダーとしての能力を発揮する

④青年部ブロックミーティングに、青年部委員が各１度（年３〜４開催）は参加
し富山県看護連盟青年部活動の活性化を図る

2）ー①青年部代表が県別会議に参加する【青年部代表として参加する】
②青年部委員等に若手会員を登用する
③ポリナビワークショップを企画・実施する
④基礎研修資料を活用し、青年部委員が研修講師を務める
⑤政党等が実施する青年部研修会等に積極的に参加する

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）ー①看護系要望団体との交流の機会を持つ
②支援団体との交流の機会をつくる
③支援企業との交流の機会をつくる
④医療系・介護系団体との連携を図る

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）ー①災害時の情報を発信する
②県看護連盟、県看護協会からの情報収集をタイムリーに行い、被災地の現場
の声を国会議員に届け支援協力を要請する

③災害見舞い、支援金等の支援を実施する

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）ー①名誉会員・叙勲等受章者への対応を行う
②物故者への対応を行う
③慶弔等への対応を行う

3.�諸問題への対応 1）会員の安全の保証 1）ー①コンプライアンス（法令遵守）に基づく政治活動、選挙活動のための情報交換
を行う

②諸般の疑問・問題には、日本看護連盟（専門家）と相談し速やかに解決する
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2021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 　

◇看護と政治　〜法律が変わると看護も変わる
　講師　　看護師・保健師・弁護士
　（公社）日本看護協会　参与 友納 理緒 先生

9月18日（土）延期
（13：00〜15：30）
看護研修センター

中堅看護職員
80名

2 新人研修 ◇看護連盟について　青年部委員

◇新人へのエール〜先輩からのメッセージ〜
　先輩看護師　２名（２施設）

◇夢の実現のために（仮）
　講師　富山県議会議員 　

11月6日（土）
（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）

◇青年部　企画・運営 1月22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
2月�or�3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・サブリー
ダー研修

◇連盟活動におけるリーダーシップ
　講師　

◇支部長・リーダー・サブリーダーの役割と連携について
　講師　支部長　　リーダー　　サブリーダー

①8月7日（土）
②8月21日（土）延期
（9：30〜12：00）
看護研修センター
①②共に同内容のため
何れかに参加する

新県役員　　　
新支部役員　　
新リーダー　　
新サブリーダー

50名

6 看護管理者・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 　

◇講演　未定

10月2日（土）
（9：30〜12：00）
看護研修センター

県役員・
支部役員
50名

7 会員　県外研修 ◇国会見学　他
未定

会　員
20名〜25名

そ
の
他

8 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

◇支部研修については、各支部に於いて年に3〜4回自主的に研修会を開催
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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　テーマ「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　
講演　テーマ「健康寿命を延ばそう」
　　　講師　黒部市民病院　管理栄養士　飯野 みゆき 先生

2021年9月11日（土）延期
新川文化ホール

会員・
非会員
30名

2 会員研修 講義　テーマ「看護連盟の現状と課題：続基礎研修」
　　　解説　支部長
講演　テーマ「未定」
　　　講師　富山労災病院　認知症看護認定看護師　大城 宏子 氏

2021年11月27日（土）
新川文化ホール

会員・
非会員
30名

2021年度　富山県看護連盟　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　テーマ「看護連盟の現状と課題：続基礎研修」
　　　解説　富山北１、２支部　支部長　
講演　テーマ「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
　　　富山東１支部　幹事長
　　　済生会富山病院　近村 厚子 氏

2021年7月31日（土）
看護研修センター

＊この研修会は中止と
　なりました

会員・
非会員
60名

2 会員研修 講義　テーマ「看護連盟の現状と課題：続基礎研修」
　　　解説　富山西１、２支部　支部長
講演　�テーマ「魅力的な笑顔はメイクで作れる�

　　　　愛され笑顔メイク」（仮）
　　　講師　（株）リタシャイン　西田 美幸 先生

2021年9月18日（土）延期
看護研修センター 会員・

非会員
60名

3 会員研修 講義　テーマ「看護連盟の現状と課題：続基礎研修」
　　　解説　富山東１、２支部　支部長 　
演習　癒しのハーバリウム
　　　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

2021年12月18日（土）
看護研修センター 会員・

非会員
60名

4 会員研修 講義　テーマ「看護連盟の現状と課題：続基礎研修」
　　　解説　富山北１、２支部　支部長 　
講演　テーマ　「認知症ケア加算の最新情報」
　　　講師　認知症看護認定看護師
　　　富山北２支部　幹事長
　　　富山城南温泉病院　盛田 大樹 氏

2022年2月5日（土）
看護研修センター

会員・
非会員
60名

◇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　テーマ「看護連盟の現状と課題」
　　　解説　高岡・氷見２支部長　川原 由起
ワークショップ　「爽・楽・健」の体験
〜体の歪みを整え筋緊張を和らげる〜
　　　講師　株式会社ライフフィット
　　　　　　健康運動指導士　和田 千恵子 先生

2021年8月7日（土）
高岡市ふれあい福祉センター

＊この研修会は中止と
　なりました

会員・
非会員
60名

2 会員研修 講義　テーマ「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」
　　　解説　高岡・氷見１支部長　小間 佳世子
ワークショップ「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

2021年11月27日（土）
済生会高岡病院 会員・

非会員
40名

3 会員研修 講義　テーマ「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 　
講演　テーマ　未定
　　　講師　未定（県議会議員）

2022年2月5日（土）
高岡市ふれあい福祉センター 会員・

非会員
60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 講義　テーマ「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 　
講演　テーマ　リラクゼーション
　　　講師　臨床心理士　富田 さなえ 先生
　　　　　　北陸中央病院

2021年7月31日（土）
子供歌舞伎曳山会館 会員・

非会員
参加者60名

2 会員研修 講演　テーマ「意思決定支援のプロセス」
　　講師　がん看護専門看護師　平 優子 氏
　　市立砺波総合病院

2021年11月
会員・
非会員
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収入の部	 （単位：円）

項　　目 2021年度予算額 2020年度予算額 内　　容　（2021年度）

Ⅰ　会　　　費 9,450,000 9,360,000
会員�＠2,000　4,650名

賛助会員＠1,000　50名　＠2,000　50名

Ⅱ　日本看護連盟助成金等収入 11,880,000 11,049,600

研修会助成金 880,000 1,000,000 研修会助成等

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

活動助成金 10,000,000 9,914,600 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 10,509,639 9,115,776

総　　　　　　計 31,939,639 29,625,376

支出の部	 （単位：円）

項　　目 2021年度予算額 2020年度予算額 内　　容　（2021年度）

Ⅰ　会��議��費 5,000,000 3,500,000

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

会　議　費 3,500,000 3,000,000 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 4,400,000 4,800,000

人　件　費 3,200,000 3,700,000 事務員給与、社会保険料等

福利厚生費 100,000 100,000 会員慶弔費

需　給　費 1,100,000 1,000,000 事務所借上、備品等運営維持費、駐車場代等

Ⅳ　予　備　費 2,939,639 1,725,376

総　　　　　　計 31,939,639 29,625,376

2021年度　富山県看護連盟　収支予算
（2021年4月1日〜2022年3月31日）

第26回参議院議員選挙対策
組織内候補予定者は、日本看護連盟通常総会で決定する予定であるが、まだ、開催され
ていません。決定次第、候補者を広く知ってもらい応援してもらえるよう活動を進めて
いくことについて議決した。

第3号議案

第4号議案



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

新役員紹介（私の抱負）
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2021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。

役員選出
役員選出が承認され、2021年度の役員は、次のとおりです。

（退任役員）
三谷　順子　会長（右から３人目）
上田　永子　幹事（右端）
林　　敦子　幹事　射水支部長

（右から２人目）
小泉万里子　幹事　小矢部支部長

（左端）

退任役員の皆さまおつかれさまでした。

第5号議案

退任役員と大井新会長、稲田顧問

　日々新型コロナウイルスの脅威にさらされな
がら、社会全体の中で看護職は最も活躍が期待
される職種として注目されています。今こそ看
護連盟は、看護協会と連携し、看護職の組織力
を社会に示していくことが重要と考えます。そ
のためには、看護職の現場の声を国政の場に届
けることができる私達の代表を国会に送り出す
必要があります。
　会員の皆様一人ひとりが、看護連盟の存在意

義を十分に理解していただき役員もワンチームとなってともに活動を
強化していけるようご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

副会長
渡辺　富美子

　看護の取り巻く環境は新型コロナ感染
症により大きく変化しています。最前線
で働く看護職の現状を少しでも社会に
知って欲しい、そして今まで以上に働く
環境や職場を整えていく事が必要であり
ます。今こそ看護職が心をひとつにして
いかなければならないと思います。看護
連盟の活動を通して現場の声を少しでも
政治に届けられるよう、微力ながら頑
張っていきたいと思います。よろしくお
願いいたします。

幹事
森田　礼子

　看護連盟の
活動は、看護
職の代表を国
政に送り出
し、看護職の
意見を反映さ
せていくこと
の重要性を看
護職の皆さん

に理解していただくことが主である
と考えます。
　看護連盟活動の意義と必要性を理
解していただけるよう活動していき
たいと思います。微力ではあります
が、これからの看護職のためにお役
に立てるよう努めてまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。

幹事
岩城　豊

　日々、厳しいコロナ禍
での対応に、尽くしてお
られます皆様に心より感
謝申し上げます。近年、
健康に対する意識の高ま
りもあり、担い手として
の看護職に求められる役
割も変化し、働く場も多
様化しています。その中

で、看護職が疲弊してしまわないようにと、皆
が職務を全うできますようにとつのる思いで
す。まずは、支部会員の交流を図り、連盟への
関心を高めて、会員の輪を広げていくこと。微
力ではありますが、連盟の先輩方のご指導を頂
きながら、他の支部と協力し支部の活動をすす
めていきたいと考えています。よろしくお願い
いたします。

幹事・射水支部長
浦野　美津子

　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。
現在、医療・看護の現
場では新型コロナウイ
ルスへの対応が長期化
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
大きくなっています。私達看護職が良い看護
を実践するためには、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
いきたいのでよろしくお願いいたします。

幹事・小矢部支部長
村田　陽子



黒部・魚津
（402）

上市
（266）

富山西2
（593）

富山東2
（444）富山北2

（456）

富山北1
（198）

富山東1
（253）

富山西1
（197）

南砺
（194）

砺波
（397）

小矢部
（74）

高岡・氷見1
（685）

射水
（193）

高岡・氷見2
（275）

会員数（令和3年7月31日現在）
富山県看護連盟会員数
富山県看護協会会員数

4,627名
8,891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
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　新型コロナウイルスのパンデミックから、１年半以上経過しましたが、未だに収束に至っていません。
　ワクチン接種が進み明るい兆しも見えますが、変異株が出現し予断を許さない状況です。
　看護職の皆様方は長期にわたり対応に追われ、暑さ対策も加わり大変な日々をお過ごしのことと思います。どうかお身体を大事にされ、
この状況を乗り越えてくださいませ。� （広報委員一同）

編
集
後
記

講師紹介
東京医科歯科大学大学院保
健衛生学研究科博士前期課
程修了、早稲田大学大学院
法務研究科修了。
看護師、保健師であり、弁
護士。医療現場を経験する中で医療事故の発生時に医療者
の力になりたいと考え、弁護士を志す。

友
とものう
納 理

り お
緒

保健師・看護師・弁護士

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。
　現在、トップページに「友納理緒さんに聞いてみよう」
として「友納理緒のナースのための法律相談・判例解説」
をご覧いただけます。

中堅看護師研修

◇日時：2021年９月18日（土）
13：00〜15：30

◇会場：看護研修センター
◇対象：中堅看護職員
◇内容：１　講義「看護連盟の現状と課題」

２　講演「看護と政治
〜法律が変わると看護も変わる〜」
講師　（公社）日本看護協会　参与
　　　友納　理緒 先生

◦夜勤でポケットにさすと、両手が使えてよい。又、ラ
イトアップすることでメモの確認や細かい字が見え、
使い勝手が良い。

◦皮膚排泄ケア、摂食嚥下機能障害看護認定看護師から、
褥瘡や口腔内等の細部の観察ができ、大変役に立った。

◦訪問看護において、暗い家や点滴針を刺すとき有効に
活用できた。

◦ペンライトにキャッチフレーズが記載してあるのがよ
い。　　など

富山県看護連盟60周年記念で
配布したペンライトの感想

期日　2021年６月28日（月）　14：00〜　　場所　富山県看護研修センター
　コロナ禍で生まれた差別、偏見をなくす「シトラスリボンプロジェクト」
の取組みとして、自民党県連女性部から、水引のひもで作った「シトラスリ

ボン」を県看護連盟へたくさん贈呈いただきまし
た。贈呈された「シトラスリボン」は、県看護連
盟から新型コロナウイルス等の感染症指定医療機
関をはじめ県内の医療機関へお届けしました。暖
かい応援にたいへん感謝されました。

　コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした
愛媛の有志がつくったプロジェクトです。愛
媛特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボン
や専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おか
えり」の気持ちを表す活動を広めています。
リボンやロゴで表現する３つの輪は、地域と
家庭と職場（もしくは学校）を示しています。

〜たとえ感染しても、しなくても　　　
みんなが笑顔で過ごせる地域作りを〜

コロナ禍の差別、偏見をなくす
「シトラスリボンプロジェクト」

自民党富山県連女性部から富山県看護連盟へ
「シトラスリボン」贈呈される

愛媛特産の柑橘にちなみ
シトラス色のリボン

富山県は、
新型コロナ
のまん延防
止等重点措
置の適用等
となりまし
たので、延
期します。


