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　2020 年度栃木県看護協会総会が開催される時

期になりました。この一年間、皆様にご支援と

ご協力を賜り心より感謝申し上げます。

　2019 年度事業につきましては、概ね計画通り

に進められたと評価しております。これもひと

えに会員の皆様のご支援の賜物であります。

　半面、振り返れば災害や感染症による予想外

のことも発生しております。昨年の 10 月 12 日

に日本に上陸した台風 19 号により関東甲信地方

や、東北地方において記録的な大雨による甚大

な被害がありました。

　栃木県においても、南西部において床上・床

下浸水や自家用車の浸水など多くの被害を受け

ました。10 月下旬には栃木県からの要請により、

災害支援ナースを派遣し地域ごとに保健師とと

もに家庭訪問を実施していただきました。地域

に強い保健師と実践に強い看護師の連携は相乗

効果となり地域に還元できたといえます。

　その後、今年 2 月から 3 月にかけて中国湖北

省武漢市における新型コロナウイルスによる感

染症が猛威を振るいパンデミックの状況となり

ました。国の要請に伴い各病院や施設、訪問看

公益社団法人栃木県看護協会　会長　渡邊 カヨ子

2020年度栃木県看護協会通常総会の開催にあたって

護ステーションにおいてはマンパワーの確保、

マスクや消毒用アルコールの確保に苦慮しなが

らも対応をしていただきました。いつでもどん

な時でも知恵を出し合い創意工夫して、苦難を

乗り越える現場のパワーに心から敬意を表して

おります。

　さて栃木県看護協会では 2019 年度は広報活動

に力を入れてきました。明るい話題作りとして、

看護協会のラッピングバスの運行、そして看護

職の資格を持ちながら仕事をしてない方の再就

職推進のためのラジオコマーシャル（FM 栃木）

を導入しました。看護職のイメージアップや人

材確保は一朝一夕には難しいといえますが引き

続き努力していきたいと考えております。また

先に述べた災害や感染リスク対策等についても

予算計上をして備えていきたいと考えておりま

す。

　最後に 2020 年は「Nursing Now −看護の力で

健康な社会を−」のキャンペーン中です。

　人生 100 年時代の担い手として、看護職一人

一人が、人々の健康の向上に貢献していきましょ

う。今年度もよろしくお願いいたします。
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通常総会提出議題通常総会提出議題通常総会提出議題 　公益社団法人日本看護協会の2020年度通常総会は2020年6月11日（木）マリン
メッセ福岡で開催されます。栃木県看護協会は6月20日（土）とちぎ健康の森講堂で
開催いたします。
　会員の皆さまに一人ひとりに提出議題を十分にご検討いただけますように、その内容
についてお知らせいたします。

今般の新型コロナ感染拡大状況を鑑み、開催方法等を変更することがあります。

報告事項
　報告事項１　2019年度活動報告
　　重点事業を中心に事業展開した。詳細は、「2020年度総会要綱」に記載する。
　報告事項２　2019年度決算報告及び監査報告
　　決算及び監査の内容については、「2019年度決算報告書・2020年度収支予算書」に掲載する。
　報告事項３　2020年度重点事業及び事業計画（P5〜9参照）
　報告事項４　2020年度収支予算（P10〜11参照）
提出議題
　第一号議案　2020（令和2）年度　改選役員及び推薦委員の選任（案）について
　第二号議案　2021（令和3）年度　日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員の選出（案）について

2020（令和２）年度　重点事業
　地域包括ケアシステムの実現に向け、2018年（平成30）度から医療構想を反映した保健医療計画、介護保
険事業計画の運用が始まっており、地域支援事業「在宅医療、介護連携推進事業」も全市町で実施されてい
ます。
　誰もが健やかに生まれ育ち、疾病や障害があっても地域で安心して暮らすことができるための地域包括ケ
アシステムの構築、推進は地域共生社会実現の基盤であります。
　このような中、医療と生活の両方の視点を持つ看護職には「あらゆる世代、あらゆる場、あらゆる機会」
に良質な看護の提供が求められています。
　栃木県看護協会は、本協会の基本理念である「県民の健康な生活の実現」を目指して、「看護の質の向
上」「働き続けられる環境づくり」「人々のニーズに応える社会貢献」を使命に掲げて活動を推進してお
り、引き続き事業を推進してまいります。
　また、2020年はナイチンゲール生誕200年を迎えることから、看護の力で健康な社会の実現に向け
「Nursing Now」キャンペーンを推進し、看護職の持つ可能性を最大限に活用し、社会に求められる役割を果
たせるよう取組を進めてまいります。

１．看護の安全性・専門性の向上と実践力の強化
１−１　看護職の教育研修事業の充実
１−２　栃木看護学会学術集会再開に向けた体制の整備
１−３　特定行為に係る看護師の研修制度の周知

２．地域包括ケアシステムの構築と推進
２−１　地域における看護職のネットワーク強化
２−２　地域包括ケア推進に対応する保健師の人材育成と確保
２−３　在宅・介護施設等における看護の機能強化
２−４　医療的ケア児の支援に関する情報収集と課題の整理

３．看護職の働き方改革の推進
３−１　健康で安全な職場づくりの推進
３−２　看護職員の確保定着の推進

４．看護を普及啓発し、県民の健康づくりを支援
４−１　看護に関する普及啓発事業の推進（Nursing Nowキャンペーンの推進）
４−２　県民の健康づくりの支援
４−３　災害時の看護支援活動の充実

５．組織強化のための政策提言
５−１　関係機関との連携
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●12：00　開　場
　　　　　オリエンテーション
●13：00　開　会
　　　　　物故会員への黙祷
　　　　　会長挨拶
　　　　　来賓祝辞
　　　　　来賓紹介
　　　　　祝電披露
　　　　　（休憩）
●13：30　議長団選出
　　　　　議事録署名人選出
●13：40　議　事
　　　　　報告事項　
　　　　　　報告事項１　2019（令和元）年度
　　　　　　　　　　　　活動報告

（総会・理事会・事業・委員会・

地区支部活動・日本看護協会
通常総会代議員）

　　　　　　報告事項２　2019（令和元）年度　決算報告
　　　　　　　　　　　　及び監査報告　　
　　　　　　報告事項３　2020（令和2）年度　重点事業
　　　　　　　　　　　　及び事業計画
　　　　　　報告事項４　2020（令和2）年度　収支予算
　　　　　提出議題
　　　　　　第一号議案　2020（令和2）年度　改選役員及

び推薦委員の選任（案）について
　　　　　　第二号議案　2021（令和3）年度　日本看護協

会通常総会代議員及び予備代
議員の選出（案）について

●15：40　新役員の紹介・旧役員への謝辞
　　　　　協会歌斉唱
●16：00　閉　会

2020（令和2）年度　公益社団法人栃木県看護協会　通常総会プログラム
日　時　2020（令和2）年6月20日（土）
場　所　とちぎ健康の森　2階　講堂

2020（令和2）年度　公益社団法人栃木県看護協会　職能集会プログラム

保　　健　　師
とちぎ健康の森　１階　大会議室

８：40 受　付

９：00 オリエンテーション
 開　会
 委員長挨拶

９：10 日本看護協会保健師
 職能委員会報告

９：30 栃木県看護協会保健師
 職能委員会報告

９：50 休　憩

10：00 講演　
 「地域共生社会に向けた
 保健師に期待される役割」
 講師：日本看護協会
 　　　常任理事
 　　　鎌田  久美子

11：30 質疑応答

11：45 閉　会

８：40 受　付

９：00 オリエンテーション
 開　会
 委員長挨拶

９：10 日本看護協会助産師
 職能集会報告

９：30 栃木県看護協会助産師
 職能委員会報告
 １．研修会報告
 ２．その他

９：50 休　憩

10：00 講演　
 「ウィメンズヘルスケア
 概論ー女性の一生涯の
 健康と助産師の役割ー」
 （アドバンス助産師更新、
 ウィメンズヘルスケア区
 分対象研修」
 講師：自治医科大学
 　　　看護学部
 　　　教授　成田　伸

11：30 質疑応答

11：45 閉　会

種　別
会　場

助　　産　　師
とちぎ健康の森　２階　小会議室

看　　護　　師
とちぎ健康の森　２階　講堂

開催日　2020（令和2）年6月20日（土）

８：40 受　付

９：00 オリエンテーション
 開　会
 委員長挨拶

９：10 日本看護協会看護師
 職能集会報告

９：30 栃木県看護協会看護師
 職能委員会報告
 １．研修会報告

９：50 休　憩

10：00 講演　
 「職場をどのように変え
 ていけば、幸せが手に入
 るのか？ポジティブサイ
 コロジーのアプローチ」
 講師：国際医療福祉大学
 　　　教授  中田  光紀

 質疑応答

11：30 閉　会

プ
ロ
グ
ラ
ム
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１　看護職の教育研修事業の充実

２　栃木看護学会学術集会再開に
向けた体制の整備

３　特定行為に係る看護師の研修
制度の周知

（継続）准看護師の安全・安心な
　　　　看護提供のための支援

（継続）助産師の機能強化の推進

１　看護の安全性・専門性の向上と実践力の強化
事　　　業

（１）一般・領域別・トピックス研修の充実
（２）各委員会の研修の充実
（３）地区支部研修の充実
（１）準備委員会の組織化
（２）関係機関との連携
（１）研修会及び交流会の開催
（２）関係団体への働きかけ
（１）関係機関への働きかけ
（２）就業・進学相談窓口の設置
（３）質向上のための研修
（１）新人助産師の資質向上のための研修
（２）アドバンス助産師の養成
（３）助産師相互研修

内　　　容

関係委員会
教育研修課
各地区支部
関係委員会
教育研修課
教育研修課
会長・役員
会長・役員
ナースセンター課
教育研修課
関係委員会
教育研修課

主な担当

１　地域における看護職のネット
ワーク強化

２　地域包括ケア推進に対応する
　　保健師の人材育成と確保
３　在宅・介護施設等における
　　看護の機能強化
４　医療的ケア児の支援に関する
情報収集と課題の整理

（継続）訪問看護事業所の機能
　　　　強化及び人材育成と確保

２　地域包括ケアシステムの構築と推進
事　　　業

（１）地区支部活動における連携推進
（２）病院、施設等訪問と会員拡大

（１）各保健師団体との連携
（２）関係機関への働きかけ
（１）介護施設等の課題の抽出
（２）研修会の開催
（１）関係機関との連携
（２）座談会の開催
（１）訪問看護推進のための研修の充実
（２）関係団体との連携

内　　　容

各地区支部
会長・役員
経営管理課
関係委員会
会長・役員
関係委員会

会長・役員
教育研修課
在宅支援課
教育研修課
会長・役員

主な担当

１　健康で安全な職場づくりの推
進

２　看護職員の確保定着の推進

３　看護職の働き方改革の推進
事　　　業

（１）ヘルシーワークプレイスの普及推進
（２）とちぎ医療勤務環境改善支援センター

と連携したＷＬＢの推進
（１）ナースセンター事業の強化
（２）再就業支援研修事業
（３）潜在看護師・プラチナナースの支援

内　　　容

関係委員会
経営管理課
ナースセンター課
ナースセンター課

主な担当

　2020（令和 2）年度　重点事業
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１　看護に関する普及啓発事業の
　　推進
　　（Nursing Nowキャンペーン

の推進）
２　県民の健康づくりの支援

３　災害時の看護支援活動の充実

４　看護を普及啓発し、県民の健康づくりを支援
事　　　業

（１）記念講演・シンポジウムの開催
（２）ラッピングバスの運行等県民への広報

活動
（３）看護週間における行事の実施
（１）健康相談「まちの保健室」事業
（２）関係団体への教育事業
（１）災害支援事業への参加
（２）災害支援ナースの育成と組織体制整備

内　　　容

会長・役員
教育研修課
経営管理課
ナースセンター課
各地区支部
経営管理課
関係委員会
各地区支部
経営管理課

主な担当

１　関係機関との連携

（継続）組織強化と会員拡大

（継続）協会立訪問看護ステーション
　　　　事業等の推進

（継続）看護協会の広報・ＨＰの
　　　　強化

５　組織強化のための政策提言
事　　　業

（１）県等への政策提言

（１）会員の就学支援
（２）会員の拡大
　　ア　卒業生対象の看護学校訪問
　　イ　未加入施設への加入促進
　　ウ　関係機関との連携強化
（１）健全経営の推進
　　ア　業務効率化と生産性の向上
　　イ　ナーシングホームの組織強化
（２）管理者及び職員の質の向上
　　ア　管理者会議の開催
　　イ　計画的な研修の受講
（１）看護とちぎの企画・編集
（２）ＨＰの内容の充実

内　　　容

会長・役員

関係委員会
各地区支部
経営管理課
ナースセンター課
会長・役員
在宅支援課
事業所所長

関係委員会
ＨＰ職場委員会
経営管理課

主な担当
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　Ⅰ−2　在宅医療の推進に関する事業

事　　業 具体的計画など

１　訪問看護及び居宅介護支援 経営改善と安定した事業の展開
　　事業の運営 　①　介護保険による訪問看護サービスの実施
 　②　医療保険による訪問看護サービスの実施
 　③　その他の制度による訪問看護サービスの実施
⑴　訪問看護ステーション事業 訪問看護年間目標延べ件数等
　　の充実 ・とちぎ訪問看護ステーションうつのみや　　　　訪問件数 7,800件
　　 ・とちぎ訪問看護ステーションいまいち　　　　　訪問件数 5,640件
 ・とちぎ訪問看護ステーションみぶ　　　　　　　訪問件数 13,680件
 ・とちぎ訪問看護ステーションくろばね　　　　　訪問件数 5,760件
 ・とちぎ訪問看護ステーションおやま　　　　　　訪問件数 9,960件 
　　 ・とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ　　　　訪問件数 10,260件 
　 ・とちぎ訪問看護ステーションあしかが　　　　　訪問件数 13,620件
⑵　居宅介護支援事業　 ・居宅介護支援事業所うつのみや　　ケアプラン作成目標数 1,248件 
　　ケアプラン作成や相談支援 ・居宅介護支援事業所みぶ　　　　　ケアプラン作成目標数 912件
 ・居宅介護支援事業所おやま　　　　ケアプラン作成目標数 840件
　　 ・居宅介護支援事業所たかねざわ　　ケアプラン作成目標数 936件
　　 ・居宅介護支援事業所あしかが　　　ケアプラン作成目標数 1,560件
⑶　ナーシングホーム事業 ・ナーシングホームあしかが　　　　８床　　ベット稼働率　70％
⑷　訪問看護・居宅介護支援事 ・職員の自己評価　　　　年１回
　　業の質評価
⑸　看護職員等の資質向上 ・各団体主催の研修会への参加
 ・事業所主催の勉強会の実施
 ・看護管理者研修への参加
 ・特定行為研修への参加
 ・主任介護支援専門員研修への参加
⑹　看護職・看護学生等に対す ・看護大学生・看護専門学生・看護職・医科大学生等
　　る教育支援
　　看護職・看護学生等の実習 看護基礎教育  16校　　約1,080名
　　受け入れ

　2020（令和 2）年度　事業計画
Ⅰ．公益目的事業
　Ⅰ−1　看護師の安全性・専門性の向上と実践能力の強化に関する事業

事　　業 具体的計画など
１　看護職の質向上の支援
⑴　継続教育に関する事業
　　①教育研修 45研修（51日） 人数 3,020名
　　②県受託研修 22研修（96日） 人数 1,610名
⑵　各職能および地区支部の研修 46研修（46日） 人数 2,490名
⑶　認定看護管理者育成事業 ２研修（52日） 人数 154名
⑷　医療安全対策推進事業 ３研修（３日） 人数 220名
⑸　災害支援ナース育成事業 ２研修（３日） 人数 180名
⑹　社会経済福祉委員会事業 ２研修（２日） 人数 150名
 計　122研修（253日） 人数 7,824名
２　栃木看護学会学術集会開催 準備委員会の組織化
　　に向けた体制の整備
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　Ⅰ−3　看護職の労働環境等の改善及び雇用の質の向上等確保定着事業

事　　業

事　　業

具体的計画など

具体的計画など

⑺　地域住民への健康づくり活 ・地域住民に対する在宅療養者への相談・助言
　　動支援         　　　　　　　　　　　　  来所＆電話相談　　随時
 ・管轄地域市町における健康づくり活動への参加協力　10回程度
⑻　関係機関との連携強化 ・保健・医療・福祉関係機関、専門職等との連携会議
⑼　各種会議 ・事業所長会議　年12回
 ・居宅支援業務会議　年３回
 ・副所長・主任会議　年６回
 ・事務職ＷＥＢ会議　年12回
 ・ナーシングホームあしかが運営会議　年４回程度
２　入退院連携共通シート推進 ・地区支部における退院支援 看・看連携研修会の開催
　　事業
３　多職種連携会議・随時

１　看護職員確保定着の推進
⑴　ナースセンター事業 ・栃木県ナースセンター事業運営委員会の開催
　ア　看護師等無料職業紹介事業 ・看護師等無料職業紹介所　（月〜金）
　　　（eナースセンター） ・求人・求職就業等の目標利用件数　年5,000件
 　目標就業件数　年200件
 ・就業ガイダンス等への参加　年１回
 ・求人情報紙の作成及び発行　毎月１回
・「看護師等の届出制度」 ・看護職の届出サイト「とどけるん」の周知PRと登録者支援
 ・登録目標　年200件
・就業相談 ・利用者ニーズに応じた再就業支援
・離職者調査・看護職の離職防止 ・アンケートにより退職理由を把握し分析
　イ　ハローワーク等との連携 ・求人情報紙の提供と情報交換
 ・「ナースセンター通信」の発行
 ・施設訪問
 ・「ナースセンター・ハローワーク連携事業」（ハローワーク宇都宮他）
 ・計18回（13：30〜15：30）の求職者相談、支援　１回４名（予約制）
 ・就職相談会：年２回・会場：研修センター（11月．２月予定） 
 　200床以下の病院、診療所、介護系施設等の施設説明会と求職者との就業
 　相談会を実施する。
⑵　復職支援研修事業
　ア　研修事業 ・看護職員再就業支援研修の開催
 ・訪問看護師養成講習会　　定員　40名
 　　訪問看護eラーニング・集合研修（講義と演習）・実習
２　働きやすい環境づくりの推進
⑴　看護職の労働環境整備の推進 ・関係委員会の開催　　　年４回
 ・研修会の開催　　　　　年２回
⑵　看護職のワーク・ライフ・ ・看護職確保定着（WLB）推進委員会の開催　　　年３回程度
　　バランス（WLB）推進事業　 ・研修会の開催
 ・WLB推進事業参加施設への支援・情報提供

　Ⅰ−4　看護を普及啓発し、県民の健康づくりの支援に関する事業

事　　業 具体的計画など

⑴　看護週間における行事 
　ア 「看護の日」記念行事の開催 ・年１回　栃木県総合文化センター　メインホール
 　記念講演　　講師　沼尾　ひろ子
 　　　　　　　テーマ：「脳梗塞からの復帰、そして見つけた大切なこと」
 　　　延べ1600名目標
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事　　業 具体的計画など

　 ・まちの保健室
 　（血圧・体脂肪測定、健康相談、超音波骨密度測定、タッチケア、
 　　AED体験、その場でできる応急処置、災害支援ナース活動の紹介、
 　　進路・就職相談、看護学生向けセミナー、看護職の魅力紹介、他）
　イ　ふれあい看護体験 ・実施期間５月１日〜８月31日まで　　
 　施設協力　約50施設・体験約920名、体験者の中から３名を選出し記念
 　行事の開催日に体験発表する。
 ・「看護への道」を発行・配布　12,000部発行
　 ・「看護の出前事業」の実施
 　　「看護への道」冊子利用　　　開催　年10回程度
 ・看護学生への就労啓発事業の実施
 　　看護系教育施設での出前講座　目標20回程度
２　県民の健康づくりの支援 
⑴　健康相談 ・対面式健康相談
　  「まちの保健室事業」 　地区支部担当　年26回　1700名
 　（宇都宮地区支部）場所　FKD宇都宮店　
 　　　　　　　　　　年６回　奇数月第３土曜日、対象　地域住民 400名
 　（他、地区支部開催）場所　学校、百貨店、イベント他
 　ヒューマンフェスタへの参加　　
 　　11月予定　対象　400 名
 　  （看護協会主催）場所　とちぎ健康の森　年16回　50名
３　災害支援事業の充実 
⑴　災害支援事業への参加 ・県災害医療コーディネート研修への参加（地区支部役員等）
 ・県・日光市総合防災訓練への参加（災害支援ナースの派遣）
⑵　災害支援ナースの育成と ・災害支援ナース研修会の開催
　　組織体制整備

Ⅱ．その他の事業
　Ⅱ−1　公益社団法人事業の展開と組織強化に関する事業

事　　業 具体的計画など

１　組織強化と会員拡大
⑴　会員支援 ・会員の就学支援
２　会員の福利厚生 ・表彰及び推薦（日本看護協会長表彰等）
 ・会員の慶弔見舞い
 ・会員特典等の拡大（優待契約等）
３　組織強化
⑴　総会等の開催 ・通常総会の開催
 ・理事会、協議会の開催
⑵　関係機関との連携強化 ・日本看護協会との連携
 ・栃木県及び関連団体の役員・委員として参画
 ・県等への政策提言・要望書提出
 ・外部団体からの共催、後援依頼等に関する事項
 ・四師会との定例会（協議会・災害訓練）
 ・講師、イベント救護等の派遣
４ 　会員数の増大
⑴　会員数の増加　 ・目標　12,000名
　ア　新人看護職員等に関する ・看護管理者、教育担当者及び介護福祉施設等への働きかけ
　　　加入促進 ・卒業生対象の看護学校訪問 
 ・看護学校等卒業生への栃木県看護協会長表彰   
 ・准看護学校卒業生への記念品贈呈
　イ　未加入者施設への加入促進 ・地区支部役員との施設訪問および協会活動のPR
５　看護協会の広報・ＨＰの強化 ・「看護とちぎ」の企画、発行　年４回　各13,000部　　委員会　年８回
 ・ホームページのリニューアル（適宜）
 ・ツイッターの更新（適宜）
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(単位:円)

Ⅰ　事業活動収支の部

 1. 事業活動収入

特定資産運用収入

特定資産賃貸料収入 　連盟・協議会・駐車場賃貸収入

特定資産使用料収入 　研修ｾﾝﾀｰ使用料収入

特定資産運用収入計

入会金収入

入会金収入 　新規入会者820名

入会金収入計

会費収入

正会員会費収入 　会員12,000名

会費収入計

事業収入

受講費収入 △ 390,650 　研修受講料

委託事業収入 　栃木県

訪問看護・居宅介護支援事業収入 　訪問看護収入

事業収入計

補助金等収入

研修事業補助金収入 　栃木県

教育助成金収入 　日本看護協会

その他の補助金等収入 　栃木県

看護の日普及啓発事業助成金収入 　日本看護協会

補助金等収入計

雑収入

受取利息収入 △ 1,300

雑収入 △ 234,000 　実習受入・広告代等

雑収入計 △ 235,300

事業活動収入計

 2. 事業活動支出

事業費支出

役員報酬支出 △ 300,000

給料手当支出

賞与支出 △ 80,000

役員退職慰労金 △ 1,050,000

退職給付支出

福利厚生費支出 　会員・職員の福利厚生

法定福利費支出 　役職員の社会保険料

旅費交通費支出 △ 41,000 　役職員の旅費

通信運搬費支出 　協会ﾆｭｰｽ送料・郵便料金・宅配料 他

消耗什器備品費支出 　非常用電池 他

消耗品費支出 　事務用消耗品・災害備蓄品 他

修繕費支出 　ｼｽﾃﾑ機器修理

印刷製本費支出 △ 753,200 　教育計画・協会ﾆｭｰｽ・学会誌・事業報告書 他

燃料費支出 　事業所車両燃料費 他

光熱水料費支出 　研修ｾﾝﾀｰ・事業所光熱費

賃借料支出 　会場設備使用料・車両ﾘｰｽ料 他

保険料支出 　建物火災保険料 他

諸謝金支出 　研修講師謝金

租税公課支出 　固定資産税・消費税・印紙税

委託費支出 △ 4,706,000 　研修ｾﾝﾀｰ保守 協会ﾆｭｰｽ等発送 他

図書費支出 　参考図書

会議費支出 　委員会費

職員研修費支出 　職員研修費

広告費支出 　新聞広告掲載・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽ広告 他

医療消耗品費支出

研修費支出 △ 1,649,860 　研修会消耗品・雑費 他

支払手数料支出 　振込手数料 他

諸会費支出 　公衆衛生会費 他

修学貸付金支出 　修学資金貸与

交際費支出 △ 580,000 　会員の慶弔・災害見舞金

雑費支出 　看護ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ賞金

事業費支出計

資金収支予算書
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

科目 予算額(A)
前年度予算額

増減(A)-(B) 備考

(単位:円)

科目 予算額(A)
前年度予算額

増減(A)-(B) 備考

管理費支出

役員報酬支出 △ 100,000

給料手当支出 △ 225,000

賞与支出 △ 75,000

役員退職慰労金支出 △ 350,000

退職給付支出

福利厚生費支出 　役職員の福利厚生

法定福利費支出 △ 60,000 　役職員の社会保険料

会議費支出 △ 14,000 　委員会費

交際費支出 　祝金

旅費交通費支出 △ 74,000 　役職員の旅費

通信運搬費支出 　回線使用料・郵便料金・宅配料 他

消耗什器備品費支出

消耗品費支出 　事務用消耗品 他

修繕費支出 △ 16,700 　ｼｽﾃﾑ機器修理

印刷製本費支出 　総会要綱・封筒 他

燃料費支出

光熱水料費支出 　事務局光熱費

賃借料支出 　総会会場使用料 他

保険料支出 　役員保険 他

諸謝金支出

租税公課支出 　固定資産税・消費税・印紙税

寄付金支出 　災害見舞金 他

職員研修費支出 　職員研修費

委託費支出 　顧問料・ｼｽﾃﾑ運用ｻﾎﾟｰﾄ・清掃代 他

諸会費支出 　諸会費

支払手数料支出 　振込手数料 他

広告費支出 　新聞広告掲載 他

図書費支出 　参考図書

管理費支出計

その他の支出

法人税、住民税及び事業税

その他の支出計

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

 1. 投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

特定資産取崩収入計

投資活動収入計

 2. 投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 △ 1,391,780

特定資産取得支出計 △ 1,391,780

固定資産取得支出

什器備品購入支出 △ 250,000

固定資産取得支出計 △ 250,000

投資活動支出計 △ 1,641,780

投資活動収支差額 △ 9,755,240

Ⅲ　財務活動収支の部

 1. 財務活動収入

財務活動収入計

 2. 財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額
１．　借入金限度額　100,000,000円
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(単位:円)

科目 予算額(A)
前年度予算額

増減(A)-(B) 備考

管理費支出

役員報酬支出 △ 100,000

給料手当支出 △ 225,000

賞与支出 △ 75,000

役員退職慰労金支出 △ 350,000

退職給付支出

福利厚生費支出 　役職員の福利厚生

法定福利費支出 △ 60,000 　役職員の社会保険料

会議費支出 △ 14,000 　委員会費

交際費支出 　祝金

旅費交通費支出 △ 74,000 　役職員の旅費

通信運搬費支出 　回線使用料・郵便料金・宅配料 他

消耗什器備品費支出

消耗品費支出 　事務用消耗品 他

修繕費支出 △ 16,700 　ｼｽﾃﾑ機器修理

印刷製本費支出 　総会要綱・封筒 他

燃料費支出

光熱水料費支出 　事務局光熱費

賃借料支出 　総会会場使用料 他

保険料支出 　役員保険 他

諸謝金支出

租税公課支出 　固定資産税・消費税・印紙税

寄付金支出 　災害見舞金 他

職員研修費支出 　職員研修費

委託費支出 　顧問料・ｼｽﾃﾑ運用ｻﾎﾟｰﾄ・清掃代 他

諸会費支出 　諸会費

支払手数料支出 　振込手数料 他

広告費支出 　新聞広告掲載 他

図書費支出 　参考図書

管理費支出計

その他の支出

法人税、住民税及び事業税

その他の支出計

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

 1. 投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

特定資産取崩収入計

投資活動収入計

 2. 投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 △ 1,391,780

特定資産取得支出計 △ 1,391,780

固定資産取得支出

什器備品購入支出 △ 250,000

固定資産取得支出計 △ 250,000

投資活動支出計 △ 1,641,780

投資活動収支差額 △ 9,755,240

Ⅲ　財務活動収支の部

 1. 財務活動収入

財務活動収入計

 2. 財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額
１．　借入金限度額　100,000,000円
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１．役員　改選（12名）
役　職　名 氏　　　名 施　　設　　名 推薦 立候補

前自治医科大学附属病院
獨協医科大学　看護学部
獨協医科大学病院
獨協医科大学日光医療センター
とちぎメディカルセンターしもつが
芳賀赤十字病院
森病院
済生会宇都宮病院
新小山市民病院
那須中央病院
栃木医療センター附属看護学校
自治医科大学附属病院

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2020年度
公益社団法人栃木県看護協会　理事・監事・委員候補者一覧

2020年度
公益社団法人栃木県看護協会　理事・監事・委員候補者一覧

会　　長
第一副会長
助産師職能理事
看護師職能理事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事

朝　野　春　美
山　口　久美子
佐　藤　君　江
小　倉　佳　子
福　田　裕美子
三　橋　明　美
駒　場　悦　子
穂　高　律　子
野　本　史　子
杉　本　友　子
片　寄　典　子
大　柴　幸　子

２．推薦委員（7名）
役　職　名 氏　　　名 施　　設　　名 推薦 立候補

国際医療福祉大学病院
佐野厚生総合病院
自治医科大学附属病院
獨協医科大学病院
栃木県立衛生福祉大学校
済生会宇都宮病院
壬生町役場

1
2
3
4
5
6
7

○
○
○
○
○
○
○

委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

　田　恵津子
吉　田　登美恵
関 　 道 子
小　山　喜代美
矢　口　君　江
佐　藤　幸　子
落　合　有　美

３．保健師・助産師・看護師職能委員（保3名・助3名・看７名）
役　職　名 氏　　　名 施　　設　　名 推薦 立候補

安足健康福祉センター
大田原市役所
小山市役所
国際医療福祉大学病院
新小山市民病院
那須赤十字病院
足利赤十字病院
自治医科大学附属病院
老人保健施設わたのみ荘
とちぎ訪問看護ステーションうつのみや
医療法人洋精会訪問看護ステーション星が丘
御殿山病院
とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

保健師職能委員
委　　員
委　　員

助産師職能委員
委　　員
委　　員

看護師職能委員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

石 下 友 基
小　倉　恵　子
山　縣　千　開
氏　家　由美子
松　田　直　美
渡　辺　悦　子
三　田　典　子
高　久　美　子
直　井　好　子
濱　本　明　代
黒　崎　雅　子
関　口　千　恵
藤　田　みかる

　公益社団法人栃木県看護協会定款第５章、細則第４章に基づき、理事11名、監事１名、推薦委員７名、保
健師職能委員３名、助産師職能委員３名、看護師職能委員７名、計32名の立候補者を推薦並びに候補の受付
を行いました。

推薦委員長　田　恵津子
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氏　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

副会長

副会長

専務理事

常任理事

保健師職能委員長

助産師職能委員長

看護師職能委員長

准看護師代表

宇都宮地区代表

小山地区代表

県東地区代表

看護師職能代表

　2021年度公益社団法人日本看護協会通常総会代議員数について、定款・細則に基づき公益社団法人栃
木県看護協会は「12名」の代議員並びに同数の予備代議員が決まり、公益社団法人日本看護協会より通
知がありました。

推薦委員長　田　恵津子

公益社団法人日本看護協会通常総会　代議員並びに予備代議員
2021年度

公益社団法人日本看護協会通常総会　代議員並びに予備代議員
2021年度

山　口　久美子

増　淵　美　樹

鱒　渕　清　子

渡　邉　芳　江

金　澤　優　子

佐　藤　君　江

小　倉　佳　子

関　口　千　恵

穂　高　律　子

野　本　史　子

三　橋　明　美

直　井　好　子

代議員（保健師3　助産師2　看護師6　准看護師1）
役　　　職

氏　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

看護師代表

保健師代表

栃木県看護協会

栃木県看護協会

保健師職能委員

助産師職能委員

看護師職能委員

准看護師代表

宇都宮地区代表

県北地区代表

県西地区代表

看護師職能代表

勅使河原　由江

大　友　昌　子

髙　木　弥　生

片　柳　香　織

田　沼　かおり

塚　田　祐　子

高　久　美　子

相　田　奈津江

小　川　洋　子

高　橋　美知子

駒　場　悦　子

濱　本　明　代

役　　　職

予備代議員（保健師2　助産師2　看護師7　准看護師1）
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助産師職能委員会活動報告

佐藤　君江助産師職能委員長

　助産師職能委員会は栃木県の周産期医療の向上や助産師の皆様が活躍できますよ
う意見集約や課題発見に努めております。情報共有の場としてホームページに助産
師だより「ミッドワイフトーク」の掲載や、産科施設情報「こうのとりネットワー
ク」の掲載をしています。また、助産師向けの研修会の実施、イベントでの助産師
の周知活動などを行っています。皆様が生き生きと働けるお手伝いができますよう
活動してまいります。
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看護師職能委員会活動報告

質の高い看護、地域包括ケアシステム実現に向けて

齋藤　由利子看護師職能委員長

　看護師職能委員会は、看護の動向を鑑み、さまざまな研修会を企画しています。

毎回講義の後に、ワールドカフェを入れているのが看護師職能ならではです。一方

的な講義での知識学習のみではなく、各施設や職場での現状を踏まえ、情報交換・

共有し、今後の行動に生かせることを目的としています。複数年に渡り、組織を動

かす看護管理者と、在宅領域の看護師も含めた地域包括ケアシステムを加味した在

宅支援研修をテーマに研修しています。
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協力企業 優待内容 利用条件 所在地・TEL

アルファクラブ㈱ 宇都宮市滝の原2-4-25
☎028-638-5000

宇都宮市大通り5-3-9

日光市山内2339-1
☎0288-53-3751

会員証を提示

会員証を提示

会員証を提示

葬儀一式20％OFF
会館使用料20％OFF
婚礼衣装30％OFF
会場費は無料
送迎バス（御両家）各1台無料提供

各店舗とも食事の場合、グラス
ワインorソフトドリンク一杯を
サービス

日光総業㈱の運営レストラン
○西洋料理「明治の館」
○明治の館別館「游晏山房」
○ステーキハウス「みはし」
○精進料理「堯心亭」
○霧降高原「山のレストラン」

東京都千代田区内幸町1-1-1
☎03-3504-1111
予約　☎03-3539-8187
問い合わせ　☎03-3539-8046

（参注）四季によりレストランと
メニューは変わる。

9％～31％割引料金

17％～40％割引料金

帝国ホテル東京レストラン

〇トラディショナルダイニング
　ラブラスリー（タワー館地下1階）
〇オールデイダイニング
　パークサイドダイナー（本館1階）

【葬祭部】さがみ典礼・県内33葬祭施設

【冠婚部】ベルヴィグループ

帝国ホテル提供
の「栃木県看護
協会様向け優待
券」を提示する。

シーボン予約センター
（日曜定休）に予約する。
会員証提示

ビッグツリー
スポーツクラブ

矢板カントリークラブ

癒しハウス蘭

入会金＋事務手数料 8,000円が無料
月会費1,000円引き

（会員本人とともに看護協会職員も）
宇都宮市桜5-2-5
☎028-639-7777

矢板市平野1364
☎0287-44-1121

宇都宮市峰4-24-20
☎090-7403-2116

会員証を提示

医療法人ＤＩＣ
宇都宮セントラルクリニック

「3ＤマンモグラフィーＴＯＭＯ＋
超音波」検査
20,000円を7,000円に（税別）

宇都宮市屋板町561-3
☎028-657-7300

会員証を提示

会員証を提示
（完全予約制）

プレー料金をビジター料金より
10％OFF

鬼怒川カントリ̶クラブ 日光市高徳62
☎0288-21-8111会員証を提示

プレー料金をビジター料金より
平日は20～10％引き
土日は15～10％引き

乗馬クラブクレイン栃木 野木町野木3324
☎0280-54-5588

会員であることを
告げる。

乗馬スクール（45分）5,000円
（税抜き）を30％割引

Ｕｎ Ｒeve(アンレーヴ）那須店 那須塩原市沓掛414-8
☎090-5434-2957

会員証を提示
（電話予約要）

全メニュー15％ＯＦＦ
（東京サロン価格より30％ＯＦＦ）

株式会社シーボン トライアルプラン
通常価格1,500円を優待価格500円

リ・シェルＡｋｉ
会員証を提示

（電話予約要）

オイルリンパ6,600円を
3,300円に割り引き。
光脱毛体験1,080円

森の中のモビリティテーマパーク
「ツインリンクもてぎ」

茂木町桧山120-1
☎0285-64-0001

会員証を提示

会員であることを
告げる。

入場料を優待割引料金に。
（会員本人と同伴含め5人まで）

整体・足ツボ・アロマリンパ
トリートメント

（70分・90分・120分の3コース）
通常料金から約5～7％引き

La・Lijuneo【ラ リジュネオ】
○看護師考案の便秘改善・くびれ
　・腸セラピー・バランス整体など

宇都宮市駒生町1837-1 １階
☎028-666-7059

会員証を提示
（電話予約要）

予約時に「看護協
会 乳 が ん 検 診 利
用」の旨を伝える。
会員証（看護協会
職員は身分証明書
＝名刺か健康保険
証）を提示する。

冠
婚
葬
祭

レ
ス
ト
ラ
ン

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

エ
　ス
　テ

健
康
診
査

九州メディカルサービス㈱ 東京都台東区小島2-20-73
☎03-3863-8028

①シグバリスのストッキング２銘柄
（コットンハイソックス、ハイライト
ハイソックス）を１足から２０％の割
引価格で提供。②購入金額（税込
価格）が5,000円以上の場合は購
入金額の12.5％を更に割り引く。
③２足以上購入の場合は、ストッキ
ング着脱用ゴム手袋を進呈。

ヘ
ル
ス
ケ
ア
用
品

レ
ジ
ャ
ー

施
設

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

会員だけのお得な特典がいっぱい!!リフレッシュ！健康増進！の優待特典

宇都宮市西川田287-1
ビッグツリースポーツクラブ
プラザ店内
☎028-684-1515

・全施術メニュー15％OFF・取
り扱いのボディーケア・フェイス
ケア用品全品5％OFF

神奈川県川崎市宮前区菅生1-20-8
コールセンター
☎0120-4892-39
宇都宮店、佐野店、太田店、高崎店

温
　泉

新
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・
賃
貸

協力企業 優待内容 利用条件 所在地・TEL
鬼怒川パークホテルズ

湯けむりまごころの宿
「一心館」

鬼怒川プラザホテル

花の宿「松や」

ホテルサンシャイン鬼怒川

湯けむりの里「柏屋」

きぬ川ホテル三日月

鬼怒川温泉「山楽」

きぬ川不動瀧

ほてる白河湯の蔵

ホテル栂の季

渓流の宿 緑水

旅の宿 丸京

あさや

鬼怒川温泉ホテル

きぬ川国際ホテル

乃木温泉ホテル

日光市鬼怒川温泉大原1409
☎0288-77-1289
日光市鬼怒川温泉滝542-3
☎0288-77-0008

日光市鬼怒川温泉滝530
☎0288-76-1031

日光市鬼怒川温泉藤原19
☎0288-77-1221

日光市鬼怒川温泉大原1437-1
☎0288-77-2727

日光市川治温泉高原62
☎0288-78-0002

日光市鬼怒川温泉大原1400
☎0288-77-2611
日光市鬼怒川温泉大原1060
☎0288-76-2211
日光市鬼怒川温泉大原656-1
☎0288-76-2008
日光市鬼怒川温泉滝483
☎0288-76-0020
日光市鬼怒川温泉大原1438-1
☎0288-77-0002
日光市鬼怒川温泉滝861-3
☎0288-77-4001
日光市鬼怒川温泉大原1388-3
☎0288-76-0050
日光市鬼怒川温泉滝813
☎0288-77-1111
日光市鬼怒川温泉滝545
☎0288-77-0025

日光市鬼怒川温泉滝540
☎0288-77-0019
那須塩原市下永田1-993-11
☎0287-37-4126

会員証を提示
（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
特別プラン等は除外

会員証を提示
（電話予約要）

現金のみ（クレジット不可）
除外日あり

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）
犬・猫同伴ホテル

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料10％引き

（本人含め5人まで）

三井ホーム㈱栃木支店 宇都宮市平松本町1112-2
☎028-614-1131会員証を提示ご自宅や病院の新築・リフォーム

など３％割引

㈱レオパレス２１
東京都中野区本町
2-54-11
☎0120-921-523

会員証を提示

大和ハウス工業
株式会社

さいたま市中央区
新都心11-1
JRさいたま新都心ビル
☎048-601-1539

会員証を提示
モデルルームにて

会員証を提示

マルモコハウス（丸山木工所） 宇都宮市西原2-4-3
☎028-902-1008

会員証を提示
※会員及び会員から
　の紹介者にも特典

住友林業㈱
東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17階
☎03-5956-2160 

井頭温泉チャットパレス 真岡市下籠谷41
☎0285-80-3311

会員証を提示
平日の宿泊に限る。
（休日前、ＧＷ・お盆・
年末年始期間は除外）

宿泊料金500円引き
夕食時にワンドリンクサービス
宿泊日とチェックアウト日は
隣接の真岡井頭温泉利用が無料

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
※記念日の旅行に記念品をご用意

住まいの新築・リフォームの見積
もり総額から５％割引・施行中の
仮住まい無料・建築士による建
物診断・リフォーム相談とも無料
ご新築やリフォームの工事、分
譲住宅（建売）のご購入に際し
ましては、会員割引をご利用で
きます。
「賃貸契約」「マンスリー１２回
以上」「学割プラン」契約成立
時に、契約金から２万円値引き
住宅商品（本体価格）、分譲住宅（建物
価格）、増改築（見積価格）を3％割引
分譲マンション（分譲価格　税込）を
1％割引等（会員及び職員並びにその
配偶者及び３親等以内の直系親族）
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温
　泉

新
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・
賃
貸

協力企業 優待内容 利用条件 所在地・TEL
鬼怒川パークホテルズ

湯けむりまごころの宿
「一心館」

鬼怒川プラザホテル

花の宿「松や」

ホテルサンシャイン鬼怒川

湯けむりの里「柏屋」

きぬ川ホテル三日月

鬼怒川温泉「山楽」

きぬ川不動瀧

ほてる白河湯の蔵

ホテル栂の季

渓流の宿 緑水

旅の宿 丸京

あさや

鬼怒川温泉ホテル

きぬ川国際ホテル

乃木温泉ホテル

日光市鬼怒川温泉大原1409
☎0288-77-1289
日光市鬼怒川温泉滝542-3
☎0288-77-0008

日光市鬼怒川温泉滝530
☎0288-76-1031

日光市鬼怒川温泉藤原19
☎0288-77-1221

日光市鬼怒川温泉大原1437-1
☎0288-77-2727

日光市川治温泉高原62
☎0288-78-0002

日光市鬼怒川温泉大原1400
☎0288-77-2611
日光市鬼怒川温泉大原1060
☎0288-76-2211
日光市鬼怒川温泉大原656-1
☎0288-76-2008
日光市鬼怒川温泉滝483
☎0288-76-0020
日光市鬼怒川温泉大原1438-1
☎0288-77-0002
日光市鬼怒川温泉滝861-3
☎0288-77-4001
日光市鬼怒川温泉大原1388-3
☎0288-76-0050
日光市鬼怒川温泉滝813
☎0288-77-1111
日光市鬼怒川温泉滝545
☎0288-77-0025

日光市鬼怒川温泉滝540
☎0288-77-0019
那須塩原市下永田1-993-11
☎0287-37-4126

会員証を提示
（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
特別プラン等は除外

会員証を提示
（電話予約要）

現金のみ（クレジット不可）
除外日あり

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）
会員証を提示

（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）

会員証を提示
（電話予約要）
犬・猫同伴ホテル

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き

（本人含め5人まで）
宿泊料10％引き

（本人含め5人まで）

三井ホーム㈱栃木支店 宇都宮市平松本町1112-2
☎028-614-1131会員証を提示ご自宅や病院の新築・リフォーム

など３％割引

㈱レオパレス２１
東京都中野区本町
2-54-11
☎0120-921-523

会員証を提示

大和ハウス工業
株式会社

さいたま市中央区
新都心11-1
JRさいたま新都心ビル
☎048-601-1539

会員証を提示
モデルルームにて

会員証を提示

マルモコハウス（丸山木工所） 宇都宮市西原2-4-3
☎028-902-1008

会員証を提示
※会員及び会員から
　の紹介者にも特典

住友林業㈱
東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17階
☎03-5956-2160 

井頭温泉チャットパレス 真岡市下籠谷41
☎0285-80-3311

会員証を提示
平日の宿泊に限る。
（休日前、ＧＷ・お盆・
年末年始期間は除外）

宿泊料金500円引き
夕食時にワンドリンクサービス
宿泊日とチェックアウト日は
隣接の真岡井頭温泉利用が無料

宿泊料及び日帰り入浴料を10％引き
（本人含め5人まで）
※記念日の旅行に記念品をご用意

住まいの新築・リフォームの見積
もり総額から５％割引・施行中の
仮住まい無料・建築士による建
物診断・リフォーム相談とも無料
ご新築やリフォームの工事、分
譲住宅（建売）のご購入に際し
ましては、会員割引をご利用で
きます。
「賃貸契約」「マンスリー１２回
以上」「学割プラン」契約成立
時に、契約金から２万円値引き
住宅商品（本体価格）、分譲住宅（建物
価格）、増改築（見積価格）を3％割引
分譲マンション（分譲価格　税込）を
1％割引等（会員及び職員並びにその
配偶者及び３親等以内の直系親族）
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開業130周年記念 帝国ホテル東京レストラン特別料金のご案内
適用期間 ： 2020年4月1日（水）～2020年9月30日（水）

オリンピック期間もご利用頂けます。除外日 ： 催事期間中

オールデイダイニング

パークサイドダイナー 本館1階

予約不要

栃木県看護協会様向け

TEL 03-3539-8046

フレッシュジオレンジジュース、伝統のパンケーキ、

フレッシュベリー、ナッツ＆ハニー、グラノーラヨーグルト、
ハーブティまたはコーヒー、紅茶

①開業130周年記念 パンケーキブランチ

スモークサーモンとポテトサラダ、本日のスープ、
サーロインステーキ（US 180g）、選べるデザート（5品）、
コーヒーまたは紅茶

②ダイナーステーキコース

¥3,000 （通常料金 ¥4,235）

平日限定 6：00～11：00

11：00～23：00

¥5,900 （通常料金 ¥9,909）

③選べるランチ＆ディナー ¥4,000 （通常料金 ¥5,765～¥6,662）
前菜(4品)/メイン(4品)/デザート(5種)/コーヒー又は紅茶

より1品ずつお選び頂けます。

帝国ホテル特製ビーフカレーまたは
野菜カレー + コーヒーまたは紅茶

⑤カレーセット

⑥ケーキセット
日替わりのケーキより
お好きなケーキ1品をお選び頂き、
コーヒー又は紅茶とともに
お楽しみ頂きます。

11：00～23：00
※③④のメニューに追加料金¥2,000でフリードリンク（120分）を

お付けすることができます。
（ビール、白ワイン、赤ワイン、ソフトドリンク）

11：00～23：00

¥1,500 （通常料金 ¥1,815）

¥2,900 （通常料金 ¥3,960）

④選べるメイン＆デザート ¥3,300 （通常料金 ¥4,534～¥4,926）
メイン(4品)/デザート(5種)/コーヒー又は紅茶

より1品ずつお選び頂けます。

④フランス料理ランチコース
¥5,300 （通常料金 ¥6,600）

②帝国ホテル伝統のフルコース

¥9,800 （通常料金 ¥12,650）

③帝国ホテル伝統のフルコース
3ドリンクセット

◆土日祝日 ¥6,000 （通常料金 ¥6,600）

11：30～14：30（L.O.)

17：30～21：30（L.O.）

トラディショナルダイニング

ラ ブラスリー タワー館地下1階

≪メニュー例≫

ニース風サラダ

コンソメスープ

海老と舌平目のグラタン“エリザベス女王”風

帝国ホテル生まれのシャリアピンステーキ

デザート コーヒーまたは紅茶

要予約
TEL 03-3539-8073

≪メニュー≫

スモークサーモン ケイパーとレモン添え

エスカルゴの香草バター焼き

海老と舌平目のグラタン“エリザベス女王”風

帝国ホテル生まれのシャリアピンステーキ

デザート コーヒーまたは紅茶

≪フリードリンク≫

スパークリングワイン、ﾋﾞｰﾙ、
白ワイン、赤ワイン、ソフトリンク

≪メニュー≫

オードブル

スープ
＜3種類からお選びいただけます＞

魚料理・肉料理
＜5種類からお選びいただけます＞

（ローストビーフ +900円）

デザート コーヒー または 紅茶

①インペリアル130

（フリードリンク付き）

¥13,000 （通常料金 ¥17,006）
11：30～14：30（L.O.)

11：30～14：30（L.O.)

17：30～21：30（L.O.）

¥4,700 （通常料金 ¥6,600）

13：30～14：30（L.O.)

（スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン
その他ソフトドリンクより3杯お選び頂けます）

¥11,000 （通常料金 ¥16,125）

【お問い合わせ】〒100－8558  東京都千代田区内幸町1－1－1 本館17階 TEL 03-3539-8187（直通）

【ご予約】 ご予約の際に栃木県看護協会の方である旨を、予約係にお申し付け下さい。
（※ランデブーラウンジでは、ご予約を承っておりません）
ご来店の際に本紙を印刷してお持ち頂くか、スマートフォンの画像等でご提示ください。

※上記料金は、消費税・サービス料込の料金でございます。
※1組のご予約で10名様までご利用可能です。

※ほかのご優待との併用は、ご遠慮ください。
※食材の都合によりメニューが変わる場合がございます。ご了承ください。

⑤★平日13時30分以降限定★
フランス料理ランチコース

キ
リ
ト
リ
線
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活 動こんな
していますこんな
しています

シリーズシリーズ

14
̶ 精神科病院における暴力をケアするための技術 ̶

小倉　敏満
栃木県立岡本台病院
包括的暴力防止プログラムインストラクター

　私が勤務する病院は栃木県の中央に位置し、病床数221床の精神科単科の病院です。勤務する
病棟は、精神科救急病棟に位置付けられ、県内の夜間休日における精神疾患の三次救急（緊急措
置、措置入院）を受け入れています。非自発的入院のシステムが行われる精神科医療の臨床で
は、患者さんの不満・不安や精神症状の悪化など、様々な理由で暴力に至るケースがあります。
　精神科病院における暴力対応を目的として、包括的暴力防止プログラム（Comprehensive 
Violence Prevention and Protection Program：CVPPP）が開発され、2004年から全国
の精神科病院を中心に研修が行われるようになりました。このプログラムは以下の構成要素から
成り立っています。
①リスクアセスメント：当事者の攻撃性を理解する
②ディエスカレーション：当事者が安心でき、落ち着きを取り戻すための方法
③ブレイクアウェイ：攻撃からいったん距離をとる必要があるときに適切に離れ、再度関わる

ことを可能にするための方法
④チームテクニクス：暴力行為に対してチームで身体介入を図り、全ての人の安全を保つ方法
⑤振り返りと報告：暴力がおさまった後のアフターケア

　このプログラムが目指すのは「当事者と医療者双方の安全と安心」です。単なる「暴力抑制
術」ではなく、「Person-centered」の理念の基に、医療現場で起こる攻撃、暴力を適切にケ
アするための方法を伝えています。４日間の研修を受講することでトレーナーの資格が認定さ
れ、さらに、トレーナーを育成するためのインストラクター資格が設けられています。現在、当
院には48名のトレーナーと2名のインストラクターが在籍しており、院内の仲間達とCVPPPク
ラブを立ち上げ、院内や院外での研修および普及活動を行っています。
　CVPPPの理念を県内の精神科関連施設を中心に広めていくことで、安心安全な精神科医療が
提供できるように、これからも頑張っていきたいと思います。
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編集後記編集後記編集後記編集後記 　新年早々、新型コロナウイルスがこれほどまでに世界中を震撼させると誰が想像したでしょう。医療崩壊を
危惧する今だからこそ、私達は健康で元気に看護の力を発揮したいものです。（宮﨑）

新型コロナウイルスを乗り切ろう！新型コロナウイルスを乗り切ろう！

　広報誌「看護とちぎ」では、前回、前々回とパラリンピック
特集を載せてきました。今回が３回目の特集を掲載予定でしたが、
新型コロナウイルスが発生し世界中で猛威を振るう中、東京オリン
ピック・パラリンピックの延期が決定した現状を受け、パラリン
ピック特集を一旦終了させていただきます。

　新型コロナウイルスの猛威は収まることなく、連日新たな感染者や痛ましい報道がされています。県民の
皆様、協会員の皆様の不安の大きさは計り知れません。医療従事者の方々も対策に追われ、緊迫した中で
業務にあたり疲弊していることと思います。栃木県看護協会の仲間が「ONE TEAM」となって、お互い
助け合いながらこの局面を乗り切って行きましょう！
　感染された方々の一日でも早い回復と、新型コロナウイルスの終息を願っております。

栃木県看護部長会からNursing Now栃木県看護部長会からNursing Now

令和元年11月6日
日本看護協会にて 福井会長と共に

栃木県看護部長会 会長　細野 克子

　当会は昭和57年5月27日に会則が施行されました。目
的は「看護部長または看護の責任者として、最新の看護
の動向を理解し、トップマネジメント能力の向上ならびに
親睦を図る」ことです。現在、108施設の看護管理者･責
任者が、ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を
構築するために奮闘しています。その原動力は、ナイチ
ンゲールから頂いた「看護の灯」です。皆様と一緒に
Nursing Now！！

会員登録のお知らせ
登録施設に変更がある方は手続きください

異動で施設が変わった方、職場を退職した場合も手続きが必要です

〒320－8503   栃木県宇都宮市駒生町3337－１
　　　　　　　 とちぎ健康の森　４階
　　　　TEL 028－625－6141
　　　　FAX 028－625－8988
公益社団法人栃木県看護協会　会員登録担当

ご不明な点はお電話でご相談下さい

会員変更届、提出の流れ

施
設
会
員
・
個
人
会
員

栃
木
県
看
護
協
会

日
本
看
護
協
会

会員変更届

※ダウンロード可

看護とちぎ等発送

変更データ申請

日本看護協会ニュース発送

●申請内容の確認・変更
●施設会員数の確認・変更
●発送先の確認・変更

●申請内容の確認・
変更受付

●次年度継続申請書
　（プレプリント版）へ
反映

【会員変更届提出の注意事項について】
①会員変更届はご本人が提出してください。
②会員変更届はFAXまたは郵送で送付ください。
③電話による変更手続きはできません。
※会員変更届は、栃木県看護協会ホームページより
　ダウンロードができますのでご利用ください。
　　　 ▶▶http://www.t-kango.or.jp

第34回栃木県看護大会・第30回「看護の日」記念行事の延期について
　新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、５月16日（土）に栃木県総合文化センターにて開催を予定しており
ました、第34回栃木県看護大会・第30回「看護の日」記念行事を中止とし、10月24日（土）に延期して実施する
ことにいたしました。ご理解、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
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