令和４年度

事業計画

【重点事業】
１ 2025年を見据えた看護職の定着・確保の推進
２ 質の高い看護の提供体制の構築・推進
３ 地域包括ケアにおける看護提供体制の構築・推進
４ 地域における健康危機管理体制の強化
５ 組織基盤の強化
●事業計画は、定款第４条の7つの事業に沿って掲載
Ⅰ 教育・研修等による看護の質の向上に関する事業
Ⅱ 看護師等の労働環境等の改善、就業促進等による看護師等の人材確保・定着に関する事業
Ⅲ 訪問看護の推進に関する事業
Ⅳ 県民の健康・福祉の増進に関する事業
Ⅴ 看護に関する調査研究、看護業務の開発及び看護制度への提言等に関する事業
Ⅵ 指定居宅サービス・居宅介護支援に関する事業
Ⅶ その他この法人が目的を達成するために必要な事業

Ⅰ

教育 ･ 研修等による看護の質の向上に関する事業

重点事業 : 強調、新規事業 : 太ゴシック

【目的】
県民に安全で安心な看護サービスを提供するため、職能団体の責任において、専門職としての生涯教育の機会を
提供し看護職の資質の向上を図る。

予算
（単位 : 千円）

事業内容
1．生涯教育
重点事業 2-1
111 研修
分類 1：「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の普及に向けた継続教育

15 研修
・認知症対応力向上研修【認知症ケア加算対応】
・看護職員認知症対応力向上研修
・准看護師のためのスキルアップ研修【JNA オンデマンド活用研修】～看護に生かす褥瘡予防
の基本・誤嚥性肺炎を予防する口腔ケアの基本～
・医療から在宅につなぎ支える看護①
・医療から在宅につなぎ支える看護②小児
・高齢者に起こりやすい機能低下と 生活適応を支える看護
・医療安全管理者養成研修【医療安全対策加算対応】【JNA インターネット配信研修
〔オンデマンド〕】
他
分類 2：ラダーと連動した継続教育
80 研修
(1) ニーズをとらえる力（5 研修）
・フィジカルアセスメントの基本を学ぼう
循環・意識障害
・フィジカルアセスメントの基本を学ぼう
呼吸・腹部症状
・フィジカルアセスメントの基本を学ぼう
骨筋・神経
・小児のフィジカルアセスメント
他
(2) ケアする力（14 研修）
・食べたいをかなえる！経口摂取ケアのポイント
・地域保健を効果的に進めるための保健師研修（仮）～支援困難事例の検討を学ぶ
他
(3) 協働する力（9 研修）
・リーダーを始める人のための コーチング
・医療安全Ⅰ～危険予知トレーニング KYT ～
・医療安全Ⅱ～チームステップス～
・看護職のストレスマネジメント ～アンガーマネジメントの視点を取り入れて～
・ハラスメントのない職場環境を目指して
・LGBTQ の理解
他
(4) 意思決定する力（3 研修）
・看護実践における看護倫理 他
(5) 看護共通（49 研修）
・フレッシュセミナー（秋）
・共に考えよう ! 2 年目として「やりがいのある働き方」
・看護研究
基礎編①～研究テーマの決定と文献検索～
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公益目的事業

基礎編②～研究計画書をつくる～
基礎編③～データ収集と分析（質・量）～
基礎編④～発表・論文作成～
・看護研究 指導編～研究の指導をするためのスキル～
・レポートや小論文の記述力を高めるために
・プレゼンテーションスキルを磨こう！
・自己の成長を促すナラティブ・アプローチ
他
分類 3：看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための力量形成に向けた継続教育
・看護管理者ビギナー研修～主任の役割と看護管理～
・看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）の理解と施設内教育への活用
【JNA オンデマンド活用研修】
・看護補助者の活用促進のための看護管理者研修
・職場適応を支えるメンタルヘルス～うつ・発達障害の基本的知識とその対応～
・ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）について学ぼう！ 他
分類 4：専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育
・人を育てる臨地実習
・教育担当者研修
分類 5：資格認定教育
・訪問看護師養成講習会
・喀痰吸引指導者養成講習会
・認定看護管理者教育課程 ファーストレベル
・認定看護管理者教育課程 セカンドレベル
2．千葉県看護研究学会
重点事業 2-2
1) 第 40 回千葉県看護研究学会
・開催日
令和 4 年 10 月 7 日（金）
・場 所
東京ベイ幕張ホール
3．中小規模病院看護管理者の育成
重点事業 2-5
1) 中小規模病院看護管理者の研修・情報交換会
4．委員会の開催
1) 教育委員会
2) 看護研究委員会
3) 認定看護管理者教育課程運営委員会
4) 千葉県看護教員養成講習会運営委員会
5) 看護研究倫理審査委員会（仮称）
5．医療安全対策の推進
重点事業 2-6
1) 医療・看護に関する相談支援、情報提供
（1）医療事故調査に関する情報提供、支援者紹介
（2）「世界患者安全の日」の啓発
2) 医療安全の推進
(1) 医療安全大会の開催
・開催日 令和 4 年 11 月 13 日（日）
・場 所 幕張メッセ国際会議場
(2) 医療安全推進の普及啓発
・医療安全に関する標語の募集
・患者安全のためのチーム活動の募集
・ポスター等による普及啓発
3) 医療安全管理者の育成
(1) 医療安全管理者養成研修会 ( 再掲 )
(2) 医療安全担当者中央交流会（1 回）
(3) 医療安全担当者地区交流会
（2 年目：市川 ･ 千葉 ･ 船橋地区 1 年目：印旛 ･ 山武地区）
4) 関係機関等との連携促進
5) 医療安全委員会の開催
6回
6．図書室の運営管理
1) 図書室の管理運営
2) 資料・文献検索・レファレンス・メールによる文献複写等の相談 等
小

計

9 研修

2 研修
5 研修
2回

6回
6回
4回
2回

98,558
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Ⅱ

看護師等の労働環境等の改善、就業促進等による看護師等の人材確保・定着に関する事業

【目的】
ヘルシーワークプレイスを踏まえて、看護職が専門性を発揮し、働き続けられるための環境づくりを推進し、看
護職の定着・確保を図る。

予算
（単位 : 千円）

事業内容
1．第 5 次千葉県看護職定着・確保推進計画の普及・推進
重点事業 1-1
1) 看護職定着・確保推進計画の推進・評価
2) 看護職定着確保対策協議会の開催
1回
3) 看護職定着・確保対策事業の普及啓発
(1)「看護ちば」、ホームページ等による広報
(2) 各種協会事業を通した普及
4) 労働環境改善委員会の開催
6回
2．看護職の労働環境の向上
1) ヘルシーワークプレイス推進事業
重点事業 1-2
(1) ヘルシーワークプレイスの広報
(2) ヘルシーワークプレイス取組宣言施設の増加
(3)「ヘルシーワークプレイス推進週間」の推進
(4) ヘルシーワークプレイス研修 （再掲）
(5) ヘルシーワークプレイス推進アドバイザーによる相談支援の強化
3．ナースセンター事業 ( 千葉県委託 )
重点事業 1-3
1) 看護職の定着確保に係る実態調査
2) 看護職の無料職業紹介
3) 届出制度
(1) ナースセンターコンピュータシステム（とどけるん）を利用し、離職届の受理
(2) とどけるん登録者へ就業の意思確認と e ナースセンターへの登録の働きかけ
（一斉メール等）
(3) 合同就職説明会開催情報、研修会、求人情報、施設概要等の提供
(4) 届出者に対する就業支援
(5) 就業確認 郵送による就業調査
4) 未就業看護職の就業支援
(1) 看護基礎技術講習会（8 回 / 月程度開催）
(2) 合同就職説明会の開催
(3) 看護職への求人情報の提供
(4) 公共職業安定所と連携した相談ブースの設置
（千葉 2 回 / 月、松戸 2 回 / 月、木更津 1 回 / 月、成田 1 回 / 月、船橋 1 回 / 月）
(5) サテライト事業の推進
(6) 就業相談推進アドバイザーによる求人施設の情報収集
(7) プラチナナース研修会
(8) ナースセンター来所者、ハローワーク相談者への就業確認
5) ナースセンター運営委員会の開催
1回
6) ナースセンター事業の広報
7) 日本看護協会・中央ナースセンターと公共職業安定所等との連携
8) 看護職への相談支援
9) 看護進路相談事業
重点事業 1-4
(1) 出前授業
(2) ふれあい看護体験
(3) 進路相談
(4) 進路担当教員等への情報提供
10) 訪問看護再就業支援事業（再掲）
重点事業 3-3
11) ナースセンター維持管理
小

計

公益目的事業

78,011
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Ⅲ

訪問看護の推進に関する事業

【目的】
在宅医療の中核を担う訪問看護の質の向上を図り、安定的な供給を図る。
事業内容
1．訪問看護推進事業（千葉県委託）
重点事業 3-3
1) 訪問看護推進協議会の開催
(1) 会議の開催 2 回
(2) 部会の設置
・訪問看護総合支援センター（仮称）設置に関する検討部会
2) 訪問看護に関する総合相談
3) 地域連携フォーラムの開催
4) パンフレットの配布等
5) 訪問看護師指導者育成研修会 2 回
6) 訪問看護再就業支援事業
(1) 訪問看護基礎研修会 5 回
(2) 訪問看護ステーション見学体験事業
(3) 訪問看護就職フェア 1 回
7) 訪問看護病院経営者（看護管理者）講習会 1 回
2．訪問看護推進事業（協会単独事業）
重点事業 3-3
1) 訪問看護師人材育成事業
(1)「新卒者等訪問看護師育成プログラム」を活用した人材育成支援事業
対象：新卒訪問看護師、チャレンジ看護師、転職看護師
(2)「新卒者等訪問看護師育成プログラム」を活用した人材育成支援事業のあり方について検討（運
用方法変更の評価等）
(3)「新卒者等訪問看護師育成プログラム」を活用した人材育成事業の普及
(4) 訪問看護師養成講習会（再掲）
2) 訪問看護総合支援センター（仮）事業
重点事業 1-5
(1) センター設置に向けた検討
情報収集及び事業内容の検討
・検討部会の設置（再掲）
・他団体との情報共有
・県への働きかけ
3．関係団体との連携
1) 日本看護協会、訪問看護事業協会等との連携
2) 千葉県訪問看護ステーション協会等との連携
小

Ⅳ

計

予算
（単位 : 千円）
公益目的事業

3,109

県民の健康・福祉の増進に関する事業

【目的】
看護を通して、県民の健康の保持増進に寄与するとともに、看護への理解を深める。
事業内容
1．「看護の日」「看護週間」事業
重点事業 1-4
1) 令和 4 年度「看護の日・看護週間」事業
(1) 中央行事の開催
開催日 令和 4 年 5 月 8 日（日）11:00 ～ 17:00
場 所 ペリエホール（集合開催＋ Live 配信）
(2) 地区部会での行事の開催
開催日 令和 4 年 5 月 14 日（土）（または各地区部会で決定した日）
会場・内容 地区部会ごとに決定
2) 実行委員会の開催
2回
3) ナーシングデイ＆ウィーク（「看護の日」事業報告書）配布
2.「まちの保健室」事業
1) 常設型・イベント型の開催
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予算
（単位 : 千円）
公益目的事業

3．自殺予防対策
1) 心の総合相談窓口
(1) 専用電話・専用メールによる相談対応
(2) 自殺予防に関する広報
(3) 相談員研修
2) 人材育成研修の開催 （再掲）
(1)「ヘルシーワークプレイス ( 健康で安全な職場 ) について学ぼう」
(2)「職場適応を支えるメンタルヘルス
～うつ・発達障害の基本的知識とその対応～」
4. 関係機関・他団体への協力
1) 小児救急電話相談事業への協力
2) 千葉市認知症初期集中支援推進事業
3) 健康ちば推進県民大会
4) その他関連機関行事
・がん予防展・講演会
5．災害支援対策事業
重点事業 4-2
1) 災害支援ネットワークの強化
(1) 災害時における関係機関との連携
・日本看護協会及び都道府県看護協会
・千葉県、関係団体等
(2) 平常時における連携
・県内施設、日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練
・九都県市合同防災訓練、市町村等訓練への参加
2) 災害に備えた支援体制の整備
(1) 災害支援ナースの登録促進
(2) 災害支援ナースの登録・管理
(3) 天災危険担保特約付国内旅行傷害保険包括契約の継続
(4) 災害時の災害支援ナースの派遣調整
(5) 災害時必要物品の管理
1回
3) 災害支援ナースの育成
(1)「災害支援ナースの第一歩～災害看護の基礎的知識」（再掲）
(2)「災害医療と看護（実践編）」（再掲）
(3) 災害支援ナース更新・再登録要件講習会
4) 災害対策委員会の開催
6回
6．感染症対策事業
重点事業 4-1
1) 関係機関との連携強化
2) 支援体制の整備
3) 感染症対策を担う看護職の育成
(1) 感染症対策出向支援
(2) トピックス研修
(3) 新型コロナウイルス感染症の現状と対応 ( 再掲 )
4）感染症対策委員会の開催
6回
7．事業継続計画（BCP）の策定
重点事業 4-3
小

Ⅴ

計

28,727

看護に関する調査研究、看護業務の開発及び看護制度への提言等に関する事業

【目的】
看護を取り巻く課題を明確にし、看護職の専門性や看護の発展に寄与する。
事業内容
1．職能委員会
1) 保健師職能委員会				
2) 助産師職能委員会				
3) 看護師職能委員会 ( 領域Ⅰ）			
4) 看護師職能委員会 ( 領域Ⅱ）			
2．職能集会・交流会
1) 職能集会

予算
（単位 : 千円）
公益目的事業

6回
6回
6回
6回
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・開催日 令和 4 年 6 月 23 日 ( 木 )
・場 所 東京ベイ幕張ホール
(1) 保健師職能集会				
1回
(2) 助産師職能集会				
1回
(3) 看護師職能集会 ( 領域Ⅰ )			
1回
(4) 看護師職能集会 ( 領域Ⅱ )			
1回
2) 各職能別交流会
(1) 保健師職能交流会			
1回
(2) 助産師職能交流会 ( 管理者、中堅 )
各1回
(3) 看護師職能交流会 ( 領域Ⅰ )		
1回
(4) 看護師職能交流会 ( 領域Ⅱ )		
1回
(5) 准看護師交流会				
1回
３．４職能委員長会			
3回
重点事業 5-2
４．県行政等への要望・意見具申 ( 看護制度）
1) 県の令和 5 年度予算等に関する要望書の提出
2) 県議会等の活動への協力依頼等
3) 千葉県医療審議会等への参画
５．看護関連施策に対する提言 ( 看護制度）
1) 国・日本看護協会等の要望・提言
2) 資格認定制度の推進
(1) 専門看護師、認定看護師等の資格取得の促進
重点事業 2-3
(2) 特定行為に係る看護師の研修制度の普及・資格取得の推進
重点事業 2-4
小

計

6,896

Ⅵ 介護保険法に基づく指定居宅サービス、居宅介護支援に関する事業並び健康保険法に基づく訪問看護に関する事業

【目的】
在宅療養者に質の高い訪問看護及び居宅介護支援を提供するとともに、訪問看護の普及啓発等を通して在宅療養
者の環境づくりに寄与する。

予算
（単位 : 千円）

事業内容
1．訪問看護事業
1) 質の高い訪問看護の提供
2) 在宅ホスピス・医療ニーズの高い患者家族への支援
3)24 時間、緊急時の訪問看護の提供
2．居宅介護支援事業
1) ケアプランの提供
2) 地域のネットワークづくり
3) 利用者の申請代行
3．訪問看護の普及
1) 訪問看護研修生の受入れ
2) 看護学生実習の受入れ
4．地域ニーズに応じた運営体制の整備
1) 在宅ホスピス・医療ニーズの高い患者家族への支援
2) ちば訪問看護ステーション定例会議  毎月
3) ちば訪問看護ステーション運営会議 2 回
5．医療機関・介護サービス事業所及び他職種との連携
1) 医療機関、介護支援専門員等との連携
(1) 地域連携の会・交流会、ケア担当者会議への参加
2) 利用者確保のための広報活動
6．職員の資質の向上
1) 事例検討ミーティング
2) 研修会・学会等への参加
3) 地域の行事・交流会、連絡会等への参加
4) 訪問看護師クリニカルラダーの活用
7．ちば訪問看護ステーション未来づくり計画の推進
1) 看護協会立の訪問看護ステーションとしての公益的・先駆的な取組み
2) 職員が働きやすく、魅力ある職場づくり
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公益目的事業

3) 経営の安定化
4) 看護協会ちば訪問看護ステーション運営評価委員会の開催
小

Ⅶ

1回

計

63,453

その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【目的】
１．県民の健康な生活の実現に貢献するために、地域の特性を考慮した看護の提供及び保健知識の普及を行う。
２．情報提供及び広報を行う。
３．当協会会員に対する相互扶助等の（福利厚生）事業を行う。
４．県民の健康な生活の実現に貢献するために、公益社団法人としての組織運営を円滑・適正に行う。

予算
（単位 : 千円）

事業内容
1．地区部会活動事業
1) 具体的な地区部会活動
(1) 役員会 6 回
(2) 連絡会 2 回
(3) 研修会 3 回
(4) まちの保健室の開催（再掲）
(5)「看護の日」「看護週間」事業（再掲）
(6) その他、地区特有の事業
2) 地区部会長会の開催 2 回
2．情報提供、広報事業
1) 千葉県看護協会の広報
(1) 機関誌「看護ちば」の発行 5 回（定期 4、号外 1）
(2) ホームページの充実
(3) 協会パンフレット等の活用
2) 広報委員会の開催
6回
小

計

87,886

1．販売手数料及び出展広告に関する事業
1) 看護関連図書の紹介
2) 出展広告掲載業者の募集
3) 会員管理受託業務及び代議員選出受託業務（日本看護協会）
2．会員サービス・福祉の充実等
1) 会員への相談支援、情報提供
2) 看護職の表彰
3) 慶弔見舞金等の給付
4) 災害時の支援 ( 再掲）
5) 会員福利厚生サービスの実施・広報
小

公益目的事業

計

収益事業会計

6,759
法人会計

1．組織運営に関する会議等の開催
1) 定時総会
・開催日 令和 4 年 6 月 23 日 ( 木 )
・場 所 東京ベイ幕張ホール
2) 理事会
6回
3) 監事監査 2 回
4) 施設等会員代表者会		
2回
5) 地区部会長会（再掲）
2回
6) 保助看職能委員会（再掲） 6 回
7) 推薦委員会			
6回
8) 常任委員会（再掲）		
6回
教育委員会
労働環境改善委員会
医療安全委員会
広報委員会
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会員増促進委員会
看護研究委員会
災害対策委員会
感染症対策委員会（再掲）
9) 特別委員会
ナースセンター運営委員会（再掲）
認定看護管理制度教育課程運営委員会（再掲）
看護職定着・確保対策協議会（再掲）
看護会館建替検討委員会（仮称）
10) 関係団体との連携会議（千葉県看護連盟等）
11) 創立 40 周年記念事業企画運営委員会
2．会員増の促進
重点事業 5-1
1) 新規・再入会の促進
2) 継続会員への勧奨
3) 千葉県内看護師等学校養成所卒業生に向けた協会案内
(1) 看護学生の表彰
(2) 協会の機能と役割に係る特別講話
4) 会員増促進委員会の開催 6 回
3．公益社団法人に係る届出事務（千葉県知事等）
1) 令和 4 年度事業計画・収支予算等の提出
2) 令和 3 年度定期報告（事業報告・決算報告等）
3) 役員等の変更登記及び届出
4．日本看護協会との連携
1) 通常総会
2) 法人会員会・理事会
3) 地区別法人会員会
4) 職能委員長会
5) 日本看護協会通常総会代議員選出
5．行政等との連携
1) 千葉県及び市町村主催の会議等への参画
2) 関係団体との連携
6．役員・職員の資質の向上と福利厚生
1) 担当業務に係る外部研修等の受講
2) 集合研修の実施
3) 健康診断およびインフルエンザ等予防接種
4) 有給休暇の取得促進
7．協会資産の管理
1) 看護会館等の管理
(1) 看護会館の管理
① 保全等
② 環境整備
(2) 協会物品の管理
① 固定資産台帳の管理
② 物品台帳の管理
(3) 公用車の管理
2) 情報資産の管理・活用
(1) 情報資産の管理
① 情報セキュリティの確保
② 個人情報関連業務の標準化
(2) 情報資産の活用
① グループウェア、ファイルサーバー等による情報共有
② 研修管理システムの管理・運用
③ 看護管理者メーリングリストの活用
小

計

49,498

予算合計

422,897
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