
根室振興局地域政策推進事業における

根室地域医療従事者確保の取り組みについて

１ 経過

根室地域医療従事者確保の取り組みは、令和３年度から５カ年計画を立てて取り組む

こととし、本年度の具体的取り組みとして、医療従事者確保専用ＨＰの改修と看護師を

目指す高校生のための養成校合同説明会（キラリ☆未来ナース事業）の取り組みを推進

して参りました。

今回は、関係機関協議を経て作成したキラリ☆未来ナース令和４年度開催要領（案）

についてご提案させていただきます。

【５カ年計画の概要】

２ キラリ☆未来ナース事業について

看護師を目指す高校生のための専門校合同説明会開催については、地域全体が共同で

開催するという方針を掲げ、昨年１０月に関係機関によるＷｅｂ意見交換会を開催し、

本年度事業の評価と次年度開催に向けた意見交換を実施しました。

本年１月には、その内容を加味した令和４年度開催要領（案）について書面により意

見集約を行った結果、別添（案）に沿って準備を進めることを関係機関の総意により確

認したところです。

看護師を目指す子どもを一人でも多く育てることを目標に、幼少期から看護師とのふ

れあいを深め、インターンシップや青少年体験などで意識を育み、そして本事業を契機

として意思を固めていただく、そうした流れを共有しながら、看護師をはじめとする住

民個々、組織、そして地域が一体となって取り組む機運の醸成を図り、休床病床の再開、

地域の在宅医療充実等に向けて、看護師確保の取り組みを推進して参りましょう。

３ ご意見・御要望等について

別添「令和４年度キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンバス～」開催要領

（案）のご承認と、根室地域医療従事者確保の取り組み推進に向けたご意見をお寄せく

ださいますようお願い申し上げます。

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

地域協議 保健医療福祉圏域連携推進会議等において取り組み方策協議

施策推進 上記協議における検討施策の推進

キラリ☆ ＷＥＢ開催 中標津開催 根室市開催 別海町開催 根室市開催

広報等 ＨＰの改修 ＨＰの更新
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（１） 釧路市内看護師養成校の説明

（２） 地域で働く現役看護師さんからのお話

（３） 行政からのお知らせ

6

12:30 受付開始

13:00 開会

13:05 釧路市内看護師養成校の説明（２０分×４）移動で５分見込み

14:40 休憩

14:50 地域で働く現役看護師さんからのお話（質疑合わせて１５分×３）

15:50 行政からのお知らせ

16:00 閉会

7

12:30 接続開始

13:00 開会

13:05 釧路市内看護師養成校の説明（１５分×４）

14:05 休憩

14:15 地域で働く現役看護師さんからのお話（１０分×３）

14:45 行政からのお知らせ

15:00 閉会

8 送迎

根室バス（大型）による送迎を実施（運行時間の予定は次のとおり）

10:00 根室高校出発（途中停車予定場所：厚床、別海高校）

11:40 中標津町到着～各自昼食を取って会場へ

16:15 会場出発

18:00 根室高校到着

プログラム（ＷＥＢ開催の場合）

参加対象者

目的

根室圏域の地域医療構想実現に向けた最重点課題が医療従事者の確保となっており、特に看護師において

は病院に限らず、訪問看護事業者や介護老人保健施設等地域の保健医療福祉関係事業全般に渡って不足し

ている現状にあることに加え、釧路市内の看護師養成校進学者も減少傾向にある。

　このため、圏域内の高校生を対象として、看護師の魅力ややりがい、最も身近にある釧路地域の養成校

各校の魅力や、進学に必要な情報を伝えることにより、看護師を目指す高校生の増加を図るとともに、将

来的な地元就業への意識を醸成するため、魅力ある職場情報を圏域の保健・医療・福祉職場から発信し、

本事業を通じて地域全体での医療従事者確保に向けた意識の醸成を図ることを目的とする。

令和４年度　キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンバス～開催要領（案）

根室圏域１市４町に在住する高校生とその保護者を基本とし、希望に応じ、近隣圏域からの参加も可とする。

プログラム（会場での開催（ＷＥＢ併用）の場合）

開催内容

令和４年６月５日（日）１３：００～

開催場所

開催日

中標津経済センター「なかまっぷ」　コミュニティホール及び多目的ホール

中標津町東２条南２丁目１（ＴＥＬ：０１５３－７２－５８００）

※　ＷＥＢ（Ｚｏｏｍ）併用開催（状況に応じて完全ＷＥＢ開催に変更）



1 釧路市内看護師養成校の説明

（１） 参加者を４グループに分けて説明実施（ＷＥＢ参加者の人数に応じてＷＥＢグループ作成）

【多目的ホール】 ※　現地参加とＷＥＢ参加が半々の場合

（２） 上記４グループを各養成校が２０分ずつ巡回して説明を行う。

２ 地域で働く現役看護師さんからのお話以降

（１） 収納可能な座席は展開しておく。

【コミュニティーホール】

（２） 開始までに各自移動していただく

（３） 壇上で順に説明

説明者の斜め前方にスクリーンを設置し、ＷＥＢ参加者を投影

３ その他

多目的ホールでの養成校の説明で会場が手狭な場合は、コミュニティホールも活用。

その際は、座席を収納してスペースを確保する。

ＷＥＢグループをコミュニティーホールで実施

開催手法及び会場の配置など（案）

交流スペース

現地説明の

グループ１

現地説明の

グループ２

ＷＥＢ説明の

グループ１

ＷＥＢ説明の

グループ２

座席を展開しておく

壇
上
で
説
明

パソコン１

パソコン２

パ
ソ
コ
ン
４



年 月 日

3 10 7 関係機関によるＷＥＢ意見交換会（１回目）開催

10 29 関係機関によるＷＥＢ意見交換会（２回目）開催

12 7 参加意向調査実施

12 14
中標津経済センターなかまっぷ（コミュニティホール・多目的

ホール）会場内定（仮予約済）

12 15 参加意向調査提出期限

12 28 保健所内打ち合わせ（Ｒ４開催要領案等決定）

4 1 4 バスの仮予約（済） 根室バスの大型バス（４５席）

1 31 関係機関へのＲ４開催要領案に対する意見提出期限 ※　期限厳守をお願いします。

2 Ｒ４開催内容等決定・関係機関周知

3 根室保健医療福祉圏域連携推進会議への準備状況等報告

4 4
開催決定・会場と送迎バス使用申込・関係機関への通知及び参加

者事前アンケートの実施

5 13
参加者（機関）及び事前アンケート集約期限

集約後、速やかに関係機関で結果共有

6 5 説明会開催

【説明等参加機関】

・釧路市内看護師養成校４校

・現役看護師のお話（現地説明）

　町立中標津病院

　標津町国民健康保険標津病院

　指定訪問看護STエヴァーグリーン

・行政説明

　根室市（WEB説明）

・資料提供

　市立根室病院

　訪問看護STエトピリカ

　別海町訪問看護STやまびこ

6 24 事後アンケート集約

9 関係機関意見交換会（ＷＥＢ）

令和４年度　キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンバス～

参加機関及び開催準備日程（予定）

時期
内容 備考

※　令和４年６月５日（日）開催で準備を

進めることを確認



区分 名称 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

市町 根室市保健課 087-8711 根室市常盤町２丁目２７番地 0153-23-6111 0153-24-8692

市町 根室市介護福祉課 087-8711 根室市常盤町２丁目２７番地 0153-23-6111 0153-29-2266

市町 別海町（町民保健センター） 086-0205 野付郡別海町別海常盤町280番地 0153-75-0359 0153-75-0337

市町 中標津町（保健センター） 086-1197 標津郡中標津町丸山２丁目２２番地 0153-72-2733 0153-72-7964

市町 標津町（保健福祉センターひまわり） 086-1631 標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号 0153-82-1515 0153-82-1530

市町 羅臼町 086-1892 目梨郡羅臼町栄町100番地83 0153-87-2161 0153-87-2358

医療機関 市立根室病院 087-0008 根室市有磯町１丁目２番地 0153-24-3201 0153-24-9693

医療機関 町立別海病院 086-0203 野付郡別海町別海西本町52番地 0153-75-2311 0153-75-2974

医療機関 町立中標津病院 086-1110 標津郡中標津町西10条南9丁目1 0153-72-8200 0153-73-5398

医療機関 標津町国民健康保険標津病院 086-1631 標津郡標津町北１条西５丁目６－６番１１号 0153-82-2111 0153-82-3461

医療機関 知床らうす国民健康保険診療所 086-1823 目梨郡羅臼町栄町100番地83 0153-87-2116 0153-87-3550

看護協会 （公社）北海道看護協会根室支部 086-1631 0153-82-2111 0153-82-3461

老健 介護老人保健施設セラピーこざくら 087-0025 根室市西浜町５丁目８９番地１ 0153-23-5522 0153-23-3113

老健 別海町介護老人保険施設すこやか 086-0203 野付郡別海町別海西本町103番地の3 0153-75-3226 0153-75-3007

訪問看護ST 訪問看護ステーションエトピリカ 087-0006 根室市曙町3丁目3番地 0153-29-2355 0153-29-2363

訪問看護ST 訪問看護ステーションはまなす根室出張所 087-0003 根室市明治町1丁目2番地2 0154-53-5517 0154-53-5518

訪問看護ST 別海町訪問看護ステーションやまびこ 086-0203 野付郡別海町別海西本町 0153-75-0862 0153-75-3007

訪問看護ST 中標津訪問看護ステーション 086-1110 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地4 0153-79-2020 0153-79-2076

訪問看護ST 指定訪問看護ステーションエヴァー・グリーン 086-1124 標津郡中標津町西4条北１丁目1番地1 0153-73-3133 0153-78-9061

養成校 釧路市立高等看護学院 085-0822 釧路市春湖台１－１８ 0154-42-1302 0154-42-1302

養成校 釧路市医師会看護専門学校 085-0834 釧路市弥生１丁目４－１２ 0154-44-7766 0154-44-7780

養成校 釧路労災看護専門学校 085-0052 釧路市中園町１３－３８ 0154-25-9817 0154-32-3012

養成校 釧路孝仁会看護専門学校 085-0062 釧路市愛国１９１－２１２ 0154-39-1230 0154-39-1255

北海道 根室教育局教育支援課 087-8588 根室市常盤町3 丁目28 番地 0153-23-6933 0153-24-8520

北海道 根室振興局保健環境部社会福祉課 087-8588 根室市常盤町3 丁目28 番地 0153-23-6915 0153-23-6176

北海道 根室保健所 087-0009 根室市弥栄町2丁目1番地 0153-23-5161 0153-24-0343

北海道 中標津保健所 086-1001 標津郡中標津町東１条南６丁目１－３ 0153-72-2168 0153-72-6894

高等学校 北海道根室高等学校 087-0002 根室市牧の内１４６番地 0153-24-4675 0153-24-3812

高等学校 北海道別海高等学校 086-0214 野付郡別海町別海緑町７０－１ 0153-75-2053 0153-75-2263

高等学校 北海道中標津高等学校 086-1106 標津郡中標津町西６条南５丁目１ 0153-72-2059 0153-72-2492

高等学校 北海道標津高等学校 086-1652 標津郡標津町南２条西５丁目２－２ 0153-82-2015 0153-82-2021

高等学校 北海道羅臼高等学校 086-1834 目梨郡羅臼町礼文町９番地３ 0153-87-2481 0153-87-3359

キラリ☆未来ナース　関係機関一覧

標津郡標津町北1条西5丁目6番1
標津町国民健康保険標津病院内


