
 

令和４年度公益社団法人北海道看護協会釧路支部大会報告 

令和４年度公益社団法人北海道看護協会釧路支部大会は、令和 5年 2月 4日（土） 3年ぶりに感染対策を十分に実施

し、会場参集で開催いたしました。 

支部大会では令和 4年度釧路支部事業及び活動報告、令和 5年度釧路支部事業計画及び予算、各員会活動内容の報

告をいたしました。また、令和 5年度役員改選も行いました。 

        支部大会参加人数： 会場参加 49名  議決権行使書による参加 64名 

 

 

開催日時：令和 5年 2月 4日（土）14:40～15:30 

場所：コーチャンフォー釧路市民文化会館 

～ご挨拶 ～                                     北海道看護協会釧路支部 支部長 井上 操   

                                 

日頃より北海道看護協会釧路支部の活動にご理解・ご協力を賜りありがとうございます。 

釧路市では新型コロナウィルスの終息がなかなか見えない中、インフルエンザが流行しています。長く続く感染症対策により、

看護職の心身の疲労もピークに達していることと存じます。この３年間、釧路地方が医療崩壊に至らずに済んだのは、病院・施設・

行政が診療の分担はもちろんのこと、看護師の応援派遣や情報の共有、調整など多職種が協力し合った結果であったと感じてい

ます。今もなお「あと少し」と思いながら、それぞれの場所で奮闘している看護職の皆様に心より感謝と敬意を表します 

釧路支部は本日の支部大会をもちまして、令和４年度の事業を終えます。コロナ感染症の流行を予測することは難しく、参集で

行った行事は助産師職能集会や１日看護師体験、施設間交流研修など限られました。それでも WEB研修への適応もあり、活発

な意見交換ができたのは収穫でした。 

さて、２０２５年、２０４０年に向けて、課題が山積しています。少子高齢化を肌で感じるようになりました。在宅看取りの増加、高

齢者の CPAでの搬送の増加、出生数の減少などです。在宅医療の増加や働き方改革に伴う医師のタスクシフトなど、看護職は

あらゆる場で必要とされています。看護職の数の確保と質の向上が求められます。 

釧路地域の看護専門学校の応募数が減少しています。３年後、看護師の確保はできるでしょうか。看護協会釧路支部ではこれ

を喫緊の課題ととらえており、看護職の確保として働き続けられる職場をつくること、若者に看護職を選んでもらえるような活動に

も力を入れていきたいと考えています。 

今後も会員の皆様のさらなるご支援とご協力をお願いいたします。 

 

～令和 4年度釧路支部事業及び活動報告～ 

施設間交流研修：9月 15日～10月２７日 受け入れ施設３ 参加者８名 

支部担当研修：「災害看護」 日時：9月 10日（土） Web開催 参加者 68名 

医療安全ネットワーク研修「ポジティブアプローチ」：日時：9月 26日（月） Web開催 参加者 44名 

                 「転倒転落・与薬のインシデント」予防対策：日時 12月 12日（月） 参加者 16名 

看護研究合同発表会：日時：11月 12日（土）Web開催 参加者 25名 

看護の日・ふれあい看護体験事業「看護の日 ポスター、チラシを各医療施設、高校に配布」 

                      「看護職の仕事紹介動画を市内の中学生に向けて YouTube配信」 

                      「１日看護師体験」：日時１０月２１日（金） 参加者２７名 

保健師・助産師・看護師職能活動 

保健師職能 「流れゆく時代、私が大切にしてきた保健師活動」研修会：日時１２月３日（土）参加者２７名 

         「保健師だより」３回発行 

助産師職能「親と子の信頼を育む子育てのために～ベビーウエアリングの大切さと技術を学ぼう～」研修会 

         日時１０月１日（土）参加者１８名 

         「助産師たより」２回発行 

看護師職能「地域医療連携における看護師の役割」 日時 10月 8日（土）Web開催 参加者 27名 

        「看護の動向」 ※ 会員懇談会と同時開催 

三職能合同集会「発達障害の理解と共に働くための具体的な関わり方」 2月 4日（土）Web開催 参加者６６名 

       ※ 支部大会同日開催 

～令和 5年度事業・活動計画～ 

 

施設間交流研修 

会員懇談会 

支部担当研修 「認知症ケア」「看護の動向」 日時：令和 5年 9月 9日（土） 

支部企画研修 「フィジカルアセスメント」 日時：令和 5年 11月 11日（土） 

医療安全ネットワーク研修 2回予定  

看護の日・ふれあい看護体験事業 

「看護の日 ポスター、チラシを各医療施設、高校に配布」 

「釧路管内の中学生を対象に看護師の仕事をプレゼン後、交流の場を作る」 

「１日看護師体験」  

働き続けられる職場環境づくりの推進 「ワークライフバランスに関する研修会」 

地域における「健康まつり」等への参加 

釧路町健康フェスティバル  

くしろ健康まつり              

保健師・助産師・看護師職能活動 

保健師職能集会 2回開催 

助産師職能集会 1回 

看護師職能集 1回 

三職能合同集会 1回 

 

令和 5年度釧路支部役員・委員 

支部長    鈴木 直美様 市立釧路総合病院        

第 1副支部長   高﨑 直子   釧路労災病院 

第２副支部長 及川 恵子様 釧路市役所 

第 1書記 百目木 幸恵 釧路孝仁会記念病院 

第２書記 吉川 和嘉子 市立釧路総合病院 

第 1会計 宮林 睦   釧路三慈会病院 

第２会計  秋山 曜子  釧路労災病院 

推薦委員長  藤田 幸代  釧路孝仁会記念病院 

教育委員長   澤川 由佳  釧路赤十字病院 

保健師職能委員長 油谷 亜鶴佐 標茶町役場 

助産師職能委員長 白田 志津絵 市立釧路総合病院 

看護師職能委員長 野宮 理江  釧路赤十字病院 

働き続けられる職場づくり推進委員長 山下 紀子 釧路星が浦病院 

 

 

令和 5年度 公益社団法人北海道看護協会代議員           予備代議員 

渡邊 麻依子  弟子屈町役場 健康こども課              澤田 美穂子    釧路中央病院 

山田 千景    釧路市音別町行政センター保健福祉課       高橋 薫       川湯の森病院 

三上 ちぐさ    釧路赤十字病院 

鈴木 直美     市立釧路総合病院 

百目木 幸恵    釧路孝仁会記念病院 

玉澤 麻美様    釧路労災病院 

遠野 いずみ   釧路赤十字病院訪問看護ステーション 

村田 奈華子   釧路三慈会病院 

一ノ戸 泰代   釧路孝仁会記念病院 

令和 5年度 日本看護協会総会代議員          予備代議員 

高﨑 直子   釧路労災病院                 長崎真由美 釧路孝仁会記念病院 

大柴 佳子  釧路赤十字病院                森重美  釧路協立病院 

                             

 

 



別紙１

Ⅰ収入の部 （円）

収入金額

本部交付金 3,579,000

　　 ①会員数見合

②支部規模見合

北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会より 50,000

3,629,000

Ⅱ事業計画及び予算 (円)

1教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業内容 計　画 勘定科目 金額 合計

①支部が独自に行う研修 実施予定なし 諸謝金

・研修計画の企画・実施 委員謝金

※支部大会同時開催可 旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

会場費

(          ) 0

②支部担当研修 「看護の動向」

 （道委託事業）　 「認知症ケア」

日時：令和5年9月9日（土）

会場：未定

③支部企画研修 「フィジカルアセスメント」

（協会本部委託事業） 日時：令和5年11月11日（土）

場所:未定

④施設間交流研修 施設間交流研修

（協会本部委託事業）

事業区分

(1)看護研修事業

支出予算

令和5年度　釧路支部　事業計画･予算（案）

内訳

収　　入　　合　　計　（A）

区分

＠1,500×1,986名【会員数(R4年10月31日現在)】 　　2,979,000

600,000

看護の日助成金



(2)医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域 医療安全ネットワーク研修 諸謝金 50,000

　ネットワークづくり 2回予定 委員謝金 40,000

※支部大会同時開催可 旅費交通費 150,000

通信運搬費

消耗品費 10,000

印刷製本費

会場費 30,000

(          ) 280,000

(3)看護研究学会の開催 看護研究学会の開催 実施予定なし 諸謝金

※支部大会同時開催可 委員謝金

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

会場費

(          ) 0

(4)保健師・助産師・看護師 保健師・助産師・看護師 保健師職能集会2回 諸謝金 240,000

　 職能の専門性を発揮する 　各職能集会の開催 助産師職能集会1回 委員謝金 190,000

　 ための活動 ※支部大会同時開催可 看護師職能集会1回 旅費交通費 400,000

3職能集合同集会1回 通信運搬費 50,000

職能Ⅱ懇談会 消耗品費 100,000

印刷製本費 10,000

会場費 150,000

(          ) 1,140,000

2看護職確保定着推進に関する事業

事業内容 計　画 勘定科目 金額 合計

(1)情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発 ポスター、ちらしを各医療施設 諸謝金

・「看護の日」行事の実施 高校に配布 委員謝金

（一部「看護の日」実行委員会助成事業） 旅費交通費

通信運搬費 15,000

消耗品費 15,000

印刷製本費

会場費

(          ) 30,000

②ふれあい看護体験の実施 ふれあい看護体験の実施 委員謝金 10,000

釧路管内の中学生を対象に看護 旅費交通費 2,000

師の仕事をプレゼン後、交流の 通信運搬費

場を作る 消耗品費 10,000

1日看護師体験 印刷製本費

釧路管内の高校生を対象に 会場費 15,000

医療施設で看護師体験 ( 謝金  ) 30,000 67,000

事業区分



(2)労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づく ワークライフバランスに関する 諸謝金 40,000

　りの推進 研修 委員謝金 10,000

※支部大会同時開催可 旅費交通費 5,000

通信運搬費

消耗品費 10,000

印刷製本費

会場費 15,000

(          ) 80,000

(3)看護制度及び看護政策に 看護政策の推進 実施予定なし 委員謝金

　関する事業 ・行政・関係団体及び教育機関 旅費交通費

　等への要請 (          ) 0

3地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業内容 計　画 勘定科目 金額 合計

(1)在宅ケアの推進に 在宅ケアの推進に係る 実施予定なし 旅費交通費

　関する事業 　関係団体との連携 (          )

※支部大会同時開催可 (          ) 0

(2)災害時の看護支援活動に 災害時支援体制の整備 実施予定なし 委員謝金

　関する事業 ※支部大会同時開催可 旅費交通費

会場費

(          ) 0

(3)母子保健活動の推進に 思春期保健活動の推進・教育 実施予定なし 委員謝金

　関する事業 　機関等での講義 旅費交通費

※支部大会同時開催可 (          ) 0

(4)健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」 釧路町健康フェスティバル 諸謝金

　等への参加 内容:健康相談 委員謝金 30,000

日時:未定 旅費交通費 30,000

通信運搬費 5,000

くしろ健康祭り 消耗品費 20,000

内容:健康相談 印刷製本費

日時:未定 会場費

(          ) 85,000

(5)広報活動 健康情報誌等の提供 「きんれんか」2回 委員謝金

・「支部ニュース」の発行 「助産師だより」2回 旅費交通費

「保健師職能だより」3回 通信運搬費 12,000

印刷製本費 10,000

委託費 5,000

(          ) 27,000

事業区分



4その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業内容 計　画 勘定科目 金額 合計

(1)会員支援に関する事業 加入促進 実施予定なし 通信運搬費

・看護教育機関への働きかけ 印刷製本費

・未加入施設への働きかけ (          ) 0

(2)組織に関する事項 ①・会員懇談会開催 管理者懇談会

  ・看護管理者懇談会開催 日時:未定

  （協会本部委託事業）

②円滑な組織運営 支部役員会議 委員謝金 450,000

・会議等の開催 各委員会の会議 旅費交通費 720,000

　　支部役員会 支部大会 通信運搬費 50,000

　　職能委員会 消耗品費 80,000

　　常任委員会 印刷製本費 220,000

会場費 50,000

    支部大会 会議費 50,000

(          ) 1,620,000

③支部運営事務 傷害保険料　2,150×役員数 旅費交通費 40,000

2,1500円×35人＝75,250円 通信運搬費 10,000

消耗品（インク・コピー用紙・ 消耗品費 38,750

ラベルシール） 印刷製本費 60,000

支払手数料 50,000

保険料 75,250

(          ) 16,000 290,000

(3)渉外に関する事項 関係機関･関係団体との連携･ 旅費交通費 10,000

行政機関､保健医療福祉関係団体 (          )

その他関係団体行事･研修等 (          ) 10,000

支部への交付金の合計（Ａ）と支出合計（Ｂ）は一致します。

支　　出　　合　　計（B）

事業区分

3,629,000
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