5. 人々の健康生活に必要な知識・技術並びに看護の心の普及啓発に関する事業（公益目的事業）
事業計画
5．健康相談、健康講座の開催
(1)まちの保健室活動の充実（重 1）

①「まちの保健室」の開催
・4 回/年（イベント事業に合わせて開催）
血圧・身体・体脂肪測定、健康・介護相談等

(2)住民対象の講座等の開催

・健康・看護・介護等の相談、出前講座等への講師派遣

(3)一般住民向け広報活動の推進

①地域イベント等への参加
②協会事業等の PR
・協会案内、看護の心普及ポスター等の活用
・地域活動をとおしてＰＲ

(4)「看護の日・看護週間」行事による「看護の心」の普及促

①

進

看護の日記念事業の開催
日時：平成 29 年 5 月 13 日
場所：福江総合福祉保健センター

・太極拳と闘病体験談
・ふれあい看護体験発表（高校生）
②看護の日・看護週間「看護の心」の普及促進
・「看護の日」ポスター、チラシ等の活用
②

ふれあい看護体験（施設見学、看護体験等）の実施
高校生を対象に平成 29 年 8 月実施予定
記念品配布等

・地域事業等での PR、取材等への積極的対応等
・中・高校への広報、協力医療機関等の依頼

9. その他本協会の目的を達成するために必要な事業（公益目的事業/法人管理に関する事業）
事業計画
９－１）災害時の看護支援活動に関する事業
９－２）会員内外に向けた広報活動の充実
(1)会員及び看護職員への情報提供の充実

①会員への情報周知
・協会だより・ホームページ、日本看護協会発刊看護情報関連
冊子等の活用
②支部情報等の提供

(2)社会貢献への広報

①地域関連の会議・委員会等への協力

９－３）会員支援に関する事業
(1)会員向けサービスの提供
①情報交換及び最新情報の提供

ａ支部ニュースの発刊（３回/年）

②会員の福利厚生

ａ表彰者の推薦
ｂ慶弔・災害見舞等

９－４）渉外活動
(1)重点事業に関する渉外活動
(2)関連団体等との連携

９－６）法人管理に関する事業
(1)諸会議の円滑な運営

総会出席・三職能合同研修会出席

①報告会（１回/年）

理事会への出席（7 回／年）

②支部運営委員会(１回/月)

支部運営委員会

(２)公益法人事業の推進
①公益事業執行・運営体制の強化（会員への周知）
(3)事業等の円滑な運営
①委員会の開催
・広報委員会（１回/月）
②会計監査
(4)会員の拡充の推進
①会員増加への働きかけ

新規採用者へ協会入会の案内

・支部ニュースの発刊（３回/年）
・「入会案内」冊子、
「しまで活躍するﾅｰｽ達」等の活用
・事業・研修の機会活用

しまにおける看護情報誌発行への協力・配布

上五島支部事業計画
１．継続教育及び看護学会等学術集会に関する事業（公益目的事業）
事

業

内

容

１．継続教育に関する事業（重３）
(1)研修の企画・運営・評価

１)継続教育の充実推進

①上五島支部研修会

(1)研修の企画・運営・評価

7 月初旬

場所：上五島病院大会議室

内容：上五島住民に関する情報について学ぶ
担当：支部役員
②8 月下旬

場所：上五島病院大会議室

内容：「その人の望む最期を皆で支えよう！in 上五島」
講師：がん緩和認定看護師坪井久美先生
（2）県協会研修会への参加推進
①県協会研修会への参加助成

・研修センター研修計画参照

①離島就業看護職員研修会

（3）離島就業看護職員研修
・長崎看護キャリア支援センター事業への協力

日 時：9 月 9 日（土）10：30～12：30

・離島間における通配信機器を活用した研修

場 所：長崎県上五島病院 3F 大会議室

2 回/年開催

テーマ：「死生観について」

担当：上五島・対馬（予定）

講 師：長崎淵龍山天福寺ご住職予定
（4）看護師の実践能力獲得のための支援事業
①日看協看護師のクリニカルラダー活用もための手引きの周知
支部研修会開催予定、日時及び講師未定

検討中

２．看護職の労働環境等の改善及び就業促進に関する事業（公的目的事業）
事

業

内

容

２．働き続けられる労働条件・環境づくり支援事業（重 2）
１）ＷＬＢ推進普及活動の推進（県協会事業との連携）

①ナースセンター事業との連携

２）夜勤・交代制勤務に関する活動推進（同上）

届け出制度の周知（支部研修会を利用して）

３）看護職の就業支援事業（同上）

長崎県上五島病院及び関係機関との連携を図り、会員外施設へ
の働きかけ
②高等学校（進路指導教諭）との連携
看護職について進路相談実施：ふれあい看護体験を活用
③「しまの看護情報誌」への情報提供及び配布

３．看護にかかる調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善への提言等に関する事業（公益目的事業）
3－１）看護師業務の改善に関する事業（重 1、2）
(1)看護師職能委員会活動との連携（重点 1、3）

①病院と在宅看護の充実に向けた事業への協力
病院・施設・在宅看護職との交流会へ参加する
②平成 29 年 6 月 17 日（土）ながさき看護センターにて三職能研
修会へ参加する

(2)保健師職能委員会活動との連携（重 1､3）

①保健師の専門性についての検討
研修会・交流会への参加

(3)助産師業務の改善に関する事業（重 3）

①助産師の質向上に関する事業
研修会・交流会への参加
②母子保健の向上に関する事業
地域助産師・保健師との定期カンファレンス実施

３－4）医療・看護・介護の安全の普及に関する事業
３－5）看護教育制度に関する事業

４.地域ケアサービスの実施及び促進等による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
事

業

内

容

4-1)在宅支援事業の推進（重１）
①地域包括ケアシステムの充実に向けた研修会

（1）地域医療構想の実現に向けた看護職役割発揮の

日時：11 月頃

ための支援

場所：上五島病院大会議室

内容：上五島における地域包括ケアの現況と課題
講師：上五島病院院長

八坂貴宏先生

対象者：行政、医療、福祉介護関係職
②「在宅医療・介護連携のための交流会」への積極的な参画

５．人々の健康生活に必要な知識、技術並びに看護の心の普及啓発に関する事業（公益目的事業）
事

業

内

容

5．健康相談、健康講座の開催（重 1）

①地域のイベント時に開催

(1)まちの保健室活動の充実

（健康まつり／病院ﾌｪｽﾀ・福祉祭り・看護の日・くじらドン祭り

①健康・看護・介護等の相談事業
②看護協会事業等の PR

の計 4 回参加予定）
②定例型開催
開催日：5 月・7 月・9 月・11 月・1 月・3 月
第 2 日曜日
場所：青方生産市場（メルカピィ）
内容：健康・看護・介護相談、血圧測定、健康教育など
検診パンフレット配布・うつ病パンフレット配布など
・健康

看護

介護等の相談

(2)住民対象の講座等の開催
①地域住民の自主活動支援・ボランティア活動支援

①地域住民活動支援・ボランティア活動支援
内容：認知症患者家族会への協力と研修会参加推進

(3)一般住民向け広報活動の推進
①地域イベント等への参加

地域イベントでの救護等への協力・参加をする。
①五島の灯まつり 5/6（土）17：30～21：00
②トライアスロン IN 奈良尾
③蛤浜で遊ぼデー＆白浜の芸術祭
④上五島教会めぐりウォーク＆ラリー
⑤上五島駅伝フェスティバル

②看護協会事業等の PR

⑥椿＆ロードノルディック＆ウォーク
看護協会事業等の PR

(4)「看護の日・看護週間」行事による「看護の心」の普及
促進

・地域活動を通して PR、看護の心普及ﾎﾟｽﾀｰ等の活用
①看護の日記念事業の開催

①看護の日記念事業の開催

・日時

平成 29 年 5 月 13 日（土）12：30～16：00

②看護の日・看護週間「看護の心」の普及促進

・場所

新上五島町鯨賓館ミュージアムホール

・内容

①映画上映会「徘徊

ママリン 87 歳の夏」

・その他、ふれあい看護体験発表、まちの保健室、子供たちの「看
護師さん記念撮影」など
②看護の日・看護週間「看護の心」の普及促進
・地域事業等での PR,取材等への積極的対応など
・「看護の日」記念グッズ配布、ポスター、チラシ等の活用
③ふれあい看護体験（施設見学・看護体験）の実施

③ふれあい看護体験の実施
・高校への広報、協力医療福祉関係等の依頼
・日程（高校側と調整し決定する）
・対象者：県立上五島高校および中五島高校生

９．その他本協会の目的を達するために必要な事業（公益目的事業／共益事業／法人管理に関する事業）
事

業

内

容

９－１）災害時の看護支援活動に関する事業
（県看護協会との連携）
９－２）会員・非会員看護職に向けた広報活動の推進
(1)会員及び看護職員への情報提供の充実

①会員への情報周知
協会だより・ホームページ、日本看護協会発刊看護情報関連冊子等
の活用

(2)社会貢献への広報

①地域関連の会議・委員会等への参加、情報交換、委員等の派遣
・上五島地域保健医療対策協議会委員
・上五島地域・職域連携協議会委員
・上五島地域若者定着促進連携会幹事

９－３）会員支援に関する事業
(1)会員向けサービスの提供
①支部情報の提供

①情報交換及び最新情報の提供：研修会等の活用

②会員の福利厚生

②支部ﾆｭｰｽ発刊（2 回/年
②会員の福利厚生

9 月・3 月）

a 表彰者の推薦

b 慶弔・災害見舞等

９－４）渉外活動
(1)重点事業に関する渉外活動
(2)関連団体等との連携
９－６）法人管理に関する事業
(1)諸会議の円滑な運営

①県総会参加

平成 29 年 6 月 17 日（土）

②理事会への出席（6 回／年）
③支部報告会（１回／年）
④運営委員会開催（10 回／年）
（2）公益法人事業の推進

①新公益事業執行・運営体制の強化（会員へ周知）

（3）事業等の円滑な運営

①広報委員会開催（6 回/年）

(4)会員の入会拡充と管理（個人情報保護法遵守）

①会員増加への働きかけ
・新人看護師および採用者、施設看護職員への働きかけ
・「入会案内」冊子、
「しまで活躍するナース達」等の活用
・事業・研修機会の活用

壱岐支部事業計画
１．継続教育及び看護学会等学術集会に関する事業（公益目的事業）
事業内容
１．継続教育に関する事業（重３）
１)継続教育の充実推進
(1)研修の企画・運営・評価

（1）①H29 年度の離島間による通信配信機器活用研修
研修会２回/年開催予定、企画運営会議開催予定
②壱岐支部主催の研修会の開催は未定。
（１回/年開催）

（2)県協会研修会への参加推進

（2）①研修会参加のための経費助成

①研修会参加のための経費助成
（３）離島就業看護職員研修

（3）長崎県看護キャリア支援センター事業への協力
研修会開催予定

２．看護職の労働環境等の改善及び就業促進による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
事業内容
２．働き続けられる労働条件・環境づくり支援事業（重 2）
１）ＷＬＢ推進普及活動の推進
２）夜勤・交代制勤務に関する活動推進
3）①「しまで活躍するナース達」への情報提供及び配布

３）看護職員の確保定着推進

３．看護にかかる調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善への提言等に関する事業（公益目的事業）
事業内容
３－１）看護師業務の改善に関する事業（重 1､2）
(1)県協会職能別集会への参加

（1）6.17（土）ながさき看護センターにて職能集会参加

(2)看護師職能委員会活動との連携

（2）① 病院と在宅看護の充実に向けた事業への協力

(3)保健師職能委員会活動との連携（重 1､3）

（3）①保健師の専門性について検討

(4)助産師業務の改善に関する事業（重 2）

（4）① 助産師の質向上に関する事業

研修会等への参加
研修会等への参加
研修会等への参加
②母子保健の向上に関する事業

３－２）医療安全の普及に関する事業及び安全・安心な医療・
看護の提供の推進
３－３）看護教育制度に関する事業
(1)看護基礎教育の改革

4. 地域ケアサービスの実施及び促進等による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
事業計画
4-1)在宅支援事業の推進（重１）
（1）地域医療構想の実現に向けた看護職役割発揮のための支援

①「在宅医療・介護連携のための交流会」への積極的な参画

５．人々の健康生活に必要な知識及び技術並びに看護の心の普及啓発に関する事業（公益目的事業）
事業内容
５．健康相談、健康講座の開催（重 1）
(1)まちの保健室活動の充実

①「まちの保健室」の開催
・地域イベント時に開催（3 回）
健康教育、血圧測定、健康相談

等

・健康・看護・介護等の相談、出前講座等への講師派遣
(2)住民対象の講座等の開催
①地域イベント等への参加
(3)一般住民向け広報活動の推進

・壱岐市４町産業まつりイベント参加
②協会事業等の PR
・協会案内、看護の心普及ポスター等の活用
・地域活動をとおしてＰＲ

(4)「看護の日・看護週間」行事による「看護の心」の普及
促進

①看護の日記念事業の開催
・5.14(日) 郷ノ浦八日市にて開催
看護の日グッズ、チラシ配布等
健康・介護相談、
・血圧測定、保健指導

等

②看護の日・看護週間「看護の心」の普及促進
・地域事業等での PR、取材等への積極的対応等
・「看護の日」ポスター、チラシ等の活用
③ふれあい看護体験（施設見学、看護体験等）の実施
・高校への広報、協力医療機関等の依頼
・７月下旬予定

９． その他本協会の目的を達成するために必要な事業（公益目的事業／法人管理に関する事業）
事業内容
９－１）災害時の看護支援活動に関する事業
９－２）会員内外に向けた広報活動の充実
(1)会員及び看護職員への情報提供の充実
①会員及び看護職員への情報周知、就業促進
・支部ニュース発行

（2 回／年）

・協会だより・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、日本看護協会発刊看護情報
情報関連冊子等の活用
②支部情報等の提供
(2)社会貢献への広報
①地域関連の会議・委員会等への協力
９－３）会員支援に関する事業
(1)会員向けサービスの提供
①情報交換及び最新情報の提供

研修会等の活用

②交流会の開催
壱岐地区看護代表者会の開催
③会員の福利厚生
ａ表彰者の推薦
９－４）渉外活動
(1)重点事業に関する渉外活動
(2)関連団体等との連携

ｂ慶弔・災害見舞等

（1 回／年）

９－６）法人管理に関する事業
(1)諸会議の円滑な運営
①総会参加

6.17（土）

②理事会への出席
③支部報告会開催（１回／年）
④支部運営委員会開催（1 回／月）
(2)公益法人事業の推進

①新公益事業執行・運営体制の強化（会員への周知）

(3)事業等の円滑な運営
①委員会の開催
・広報委員会（１回／月）

(4)会員の拡充の推進

①会員増加への働きかけ
・施設看護職員への働きかけ
・「入会案内」冊子、
「しまで活躍するﾅｰｽ達」等の活用
・事業・研修の機会活用

対馬支部事業計画
1．継続教育及び看護学会等学術集会に関する事業（公益目的事業）
事

業

内

容

1）継続教育に関する事業（重 3）
①対馬支部研修会

(1)継続教育の推進

7 月 8 日（土）

研修の企画・運営・評価

テーマ：高齢者看護、介護における皮膚裂傷（スキンテア）の予防
とスキンケアのポイント
講

師：認定看護師

会

場：長崎県対馬病院

会議室

②通配信機器活用による研修
・配信：上五島支部
受信会場：長崎県対馬病院
テーマ：「死生観について」学ぶ
・配信会場：長崎県対馬病院
開催日：11 月 11 日（土）
テーマ：看護倫理について
講

師：検討中

会

場：長崎県対馬病院

会議室

・配信会場：ながさき看護センター
受信会場：長崎県対馬病院
開催日：平成 30 年 1 月 27 日（土）13 時 30 分～16 時
テーマ： 患者・家族へのインフォームドコンセント
～高齢患者と家族を支えるために～
講

師： 福﨑

博孝

（福﨑法律事務所）

③離島就業看護職員研修
※長崎県看護キャリア支援センター事業への協力
①県協会研修会への参加助成

(2)県協会研修会への参加推進
2）看護研究に関する事業

①看護研究報告会および看護研究に関する講演会
H30 年 2 月開催予定

(1)看護研究報告会の開催

2．看護職の労働環境等の改善及び就業促進による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（公的目的事業）
事
1）勤務環境改善への取り組み支援

業

内

容

(重 2）

（1）WLB 推進普及活動の推進
（2）
「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
（日本看護協会編）の普及
（3）看護職員の確保定着推進

①「しまで活躍するナース達」への情報提供及び配布
看護体験者、施設、県外看護学生等への配布
②ナースセンター事業との連携
届け出制度の周知(会員外施設への働きかけ)
③中学・高等学校との連携

職業講話・学校訪問等

3．看護にかかる調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善への提言等に関する事業（公益目的事業）
事
1）看護師業務の改善に関する事業（重 1、3）

業

内

容

①病院と在宅看護の充実に向けた事業への協力
・研修会、交流会への参加

2）保健師業務の改善に関する事業（重 1､3）

①保健師の専門性についての検討
・研修会、交流会への参加

3）助産師業務の改善に関する事業（重 3）

①助産師の質向上に関する事業への協力
・研修会、交流会への参加
②母子保健の向上に関する事業への協力
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4．地域ケアサービスの実施及び促進等による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
事

業

内

容

4-1)在宅支援事業の推進（重１）
(1）地域医療構想の実現に向けた看護職役割発揮のための

①各保健所が開催する「在宅医療・介護連携のための交流会等」へ

支援

の積極的な参画、研修会への参加
②地域の看護職間の連絡会開催
・上地区、下地区における情報交換会開催

5．人々の健康生活に必要な知識、技術並びに看護の心の普及啓発に関する事業（公益目的事業）
事
1）健康相談、健康講座の開催（重１）

業

内

容

①「まちの保健室」の開催

(1)「まちの保健室」活動の充実

・地域のイベント時に開催（3 回/年程度）
（看護の日・食育フェスタ・病院フェスタ等）
・商業施設等での開催
・健康・介護・看護相談の実施、血圧測定等健康チェック

(2)住民対象の講座等の開催

①看護の出前講座等への講師派遣
②中学・高校生を対象とした職業講話および進路関連講話

(3)一般住民向け広報活動の推進

①地域のイベント等への参加協力
・国境マラソン、ウォーキング大会等の救護
・認知症徘徊訓練
②イベント時にチラシ・グッズを活用した PR 活動

(4)「看護の日・看護週間」行事による「看護の心」の
普及促進

①看護の日記念事業の開催
・開催日

5 月 13 日(土)

≪イベント≫
まちの保健室、栄養士による食事指導・相談
キッズナース、ＢＬS・AED 体験、看護体験発表
≪講演会≫
テーマ：認知症に関する住民向け講演会
講

師：長崎県対馬病院院長

会

場：対馬市交流センター

川上

眞寿弘

・看護の心普及ポスター等の活用
②ふれあい看護体験の実施
中学・高等学校生を対象に実施

9．その他本協会の目的を達するために必要な事業（公益目的事業／法人管理に関する事業）
事

業

内

容

1）災害時の看護支援活動に関する事業
2）会員・非会員看護職に向けた広報活動の推進

①会員への情報周知

(1)会員及び看護職員への情報提供の充実
3）会員支援に関する事業
(1)会員向けサービスの提供

協会だより、ホームページ、日本看護協会発刊情報冊子等の活用
②支部協会ニュース発行

2 回/年（9 月、3 月）

①表彰者の推薦等

4）渉外活動
(1)重点事業に関する渉外活動

①関係団体の会議等への参加,情報交換,委員等の派遣

(2)関連団体等との連携

・対馬地域保健医療対策協議会委員
・地域医療構想調整会議委員
・対馬地域リハビリテーション連絡協議会委員

6）法人管理に関する事業
(1)諸会議の円滑な運営

・対馬市食育推進会議委員等
①通常総会

平成 29 年 6 月 17 日(土)

対馬支部受信会場での参加
②理事会への出席
(2)事業等の円滑な運営

①支部報告会（2 回/年）
②支部運営委員会(8 回/年)

2

