
対談「先人からの次世代への贈り物」 

成田会長：皆様こんにちは。司会を担当させて頂きます、第 10 代会長成田でございます。本日は、第 7

代会長の近田敬子様、第 8 代会長の大森綏子様をお招きして、対談をさせて頂きます。平成から令和へ

と時代が新しくなり、社会保障制度も、地域包括ケアに向けて大きく進み、兵庫県看護協会も 2040 年に

向けて力強く踏み出す今、過去から学び、今を見据え、未来に向けて大きく羽ばたくためにと願いを込め

て今回の対談を企画させていただきました。本日お招きしましたお二人の会長は、阪神・淡路大震災で、

大倉山にあった会館が使えなくなり、無一文から今の会館を建て、看護師の魂と願いを込めた会館にさ

れました。そのあたりのお話を本日お聞きし、次の世代に語りつないでいきたいと思います。それではま

ず初めに近田様、お願いいたします。 

 

近田元会長：近田と申します。存じ上げているお顔が、少なくなって

きたと思いますが、だからこそ今までの経験をお伝えしなければなら

ないということで、この席をお引き受けいたしました。私の在任期間

は、1999 年から 2005 年までで、おおよそ 20 年前になるかと思いま

す。そのころ、ご存じのように阪神・淡路大震災が起こりまして、ど

うしても決定的に新しい会館を建てなければならないと決意した理

由は、3 つほどあります。 

1 つは、当時元会長の席の後ろが、震災によって 20 センチ幅の亀裂

が入っていたこと。震災の認定としては「半壊」でした。建て替えし

なければならないのは当然であったのですが、組織の中ですから、そうすぐにはできず、皆様から資金を

お願いし、全国からの資金もいただきながら、修繕を重ねておりました。「半壊」という決定的なことが

ございましたし、見事哀れな建物だったのですが、とりあえず修繕し維持しておりました。 

2 つ目は、修繕後 3 年程たった頃、「もうこれ以上保証が出来ない」と全館の保証がすべて切れる状況

となりました。いつ火事が起きるかもしれない、2 階の天井が落ちるかもしれない、というような危機状

態でした。それでも皆様熱心に看護協会に通っていただいておりました。 

3 つ目は、ファーストレベルなどでは、たくさんの参加ご希望がありましたが、「暑い、暑い」と多く

のクレームがありました。セカンドは、到底その会館では実施できず、「セカンド実施の希望」が多いも

のの、他に会館を借りなければならないが、計算すると採算性が取れない状態で、皆様からのニーズがあ

ったにもかかわらず、手狭で実現することが出来なかったことがありました。 

以上のようなことから、どうしても新会館を建てなければならないという思いがございました。 

建て替えとなると、総会を通さなければならないけれども、そのころ、大阪の総会で「会費の値上げ」

が２年程否決されていたことがありました。組織というものはそういうものだと思います。建て替えな

ければならない、ですが、1 年の間にすべてに合意を得ていくのは難しいと思いまして、2 段構えを覚悟

して、初めの年に「建て替える」だけの合意を得ました。人間は誰でもそうですが、総論賛成各論反対と

いうことが必ず出てまいります。お金が絡みますので「建て替えは賛成、お金を払うのは反対」お金の支
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払いの際に、建て替えまで話を蒸し返してしまうと、なかなか

前に進まないことがわかっていましたので、2 段構えにしよう

という覚悟で総会に通していったということがございます。 

特に資金計画は、エピソードがたくさんございます｡会館の

資金計画は、建物を建てて、お金の段取りをしてからオーダー

するのではないので、「お金を貸してほしい」といろいろなと

ころを回りました。私が陣頭指揮を執るわけですが、笑われた

ことがあります。銀行へ行って「お金を貸してください」とい

うと、「いくら持っていますか？」「いや、ゼロです。」「じゃあ、担保はどうしますか？」と言われたので、

「じゃあ、古い建物を担保にします。」「それではとても足りない」２０億円ほど必要であったので「じゃ

あ、新しい会館を担保にします。」と言ったら笑われました。「できてもいないのに担保にできるはずがな

い。」と、笑われながら、銀行周りをしたことは、非常に大変でした。けれども、誰かがやらなければな

らないということで、やっておりました。 

総会では、一応「建て直すこと」はＯＫが出たのですが、その後 2003 年に、対組織の活動ですから、

総会はいつも６月です。ところが、総会前の 3 月の時に、「手付けを打たないと土地の契約が出来ない」

ということで、その時のお金が 5,000 万円でしたが、総会は通っていない。5,000 万円借りるのは何とか

なるかと思っていましたが、「総会を通っていないのに、手付けをしてしまって、総会で反対になってし

まったらどうしますか？」という問題が出てきました。それで、そのころの理事に「どうしますか？」と、

お一人でも反対があればこれはやってはいけないと思ったのですが、全理事に丁寧にお伺いしました。

「もし、5,000 万円手付けで払ってしまってから、総会で否決されたら、理事全員で等分して負担しまし

ょう。」当時の 13～14 人の理事でしたので利子も含め 1 人 400 万円近い自腹を切っていただきます、と、

そのような覚悟で理事会をやった覚えがあります。それが語り草になっているのですが、よく資金ゼロ

でそんなことをしたと、周りからは言われました。理事の皆さんのお力もいっぱいありまして、理事はそ

れぞれの支部から出てきてらっしゃいましたから、支部でその説明役を更にしていただくという、そう

いった大きな力に膨れ上がっていって無事にその次の総会にこぎつけました。反対意見ももちろんあり

ましたが、一票ずつ丁寧に数えて、「これは 7 割以下になったらやめなければならない」と思っていたの

ですが、幸い 8 割以上の賛成を得られてスタートを切った、という状況がございました。決して、すっと

進んだ訳でなく、今でも「ようやった、そんなゼロから」と笑われていますが、本当に立派な会館になっ

て、何よりかなと思っております。 

 

成田会長：ありがとうございました。そのような戦略と、肝っ玉の大きな覚悟で今があるのかな、とお聞

きしました。その当時副会長としても、支えてこられました、大森様いかがでしょうか。 

 

大森元会長：私はその当時、副会長をさせて頂いておりましたので、今の近田元会長のお話はよく分かり

ます。大森でございます。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。お話をするに

あたり、資料を振り返りながら、会員の皆様と刻んでまいりました時というものが、非常に懐かしく思い



対談「先人からの次世代への贈り物」 

出されました。私は、平成 18 年から 8 年間、会長をさせて頂きま

した。この間の会員の皆様、役員の皆様に感謝しながらお話を進め

させていただきます。 

 看護協会の組織は、皆様もご存じのように県民のライフサポータ

ーとして、そして、兵庫県下で働く看護職の活動の拠点として、凛

と立つ誇れる組織であると考えています。組織を動かすためには、

活動の拠点が必要です。その拠点となる新会館は、平成 18 年 8 月

22 日に竣工したのですが、そこに至るには、今近田元会長がお話に

なったようなご苦労があったということでございます。会館に行かれたことがあるでしょうか。右手に

黄色いピアノと、正面に立つナイチンゲール像がありますが、これも会館に魂を入れた一つとなります

ので、後程お話しさせていただきます。 

 会長に就任してからの主な仕事は、やはり新会館に関する事業でした。なぜならば、会館は「組織の見

える化」、会員個々の成長を支援するためにも、活動拠点として絶対に必要だったからです。建築に際し

目標を立て進めてまいりました。まず、「建設コンセプトの作成」で、「5Ｈ History、Humanity、Hospitality、

Healing、Harmony」この 5H の心を大切にしようと考えたわけです。鹿島建設、設計事務所、それから

私共のパートナーであるまちづくり財団、そういった方々と一緒に開く建設会議では、会議の内容がぶ

れてくると、いつもこの 5H に戻りながら確認していったことを思い出します。 

History についてです。刻まれた看護協会の歴史と、その歴史の上に立ち刻んでいる今を大切にすると

いう心が、History であると考えました。兵庫県看護協会は今、新会館を活動の拠点とし、公益社団法人

兵庫県看護協会組織として活動しています。公益化のお話は時間の都合で省略します。この公益社団法

人兵庫県看護協会がどこからスタートしてきたかということを考えてみたいと思います。戦前は、助産

師は産婆、看護婦、保健婦、それぞれが部会を持って活動していました。戦後、兵庫県においても昭和 22

年「日本助産婦看護婦保健婦協会 兵庫県支部」が創設され、活動の拠点は県の衛生部公衆衛生課が事務

所となっていました。昭和 23 年に、兵庫県の衛生部看護課のミスキャストさんの助言で「3 職能共有の

会館」が必要ではないかと考え、３職能で構成する会館建設委員会を開き、昭和 25 年に木造二階建ての

会館「兵庫県助看保会館」を建設し、活動の拠点とされていた経緯があります。すなわち兵庫県看護協会

の、活動の拠点のスタートは、県衛生部公衆衛生課が事務所であったということになります。木造の会館

建築に当たりましては、「社会一般の保健衛生業務に従事する 3 職能の再教育と親睦を図ること」を目的

とされていました。建設資金では、会員から 1 人 1,000 円集めよう、バザーで資金を稼ごうということ

で、バザーを積極的に開かれていたと聴いています。特に助産師職能の皆様には、精力的にご尽力いただ

いたと伺っています。 

それから昭和 32 年に、「社団法人兵庫県助産婦看護婦保健婦協会」が法人格を取得することに始まり、

昭和 57 年「社団法人兵庫県看護協会」と名称を改正しています。平成 6 年に「社団法人日本看護協会兵

庫県支部」と「社団法人兵庫県看護協会」の二つの組織を統合し、新しく「社団法人兵庫県看護協会」が

誕生したのです。現在の「公益社団法人兵庫県看護協会」の前身となるわけでございます。その当時の活

動の拠点は、今近田元会長がお話になりました、中央区楠町に昭和 52 年建設された鉄筋 3 階建ての会館
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でした。この会館は、阪神・淡路大震災に遭遇しています。

私も看護管理のファーストでお話しさせていただく機会

がありましたが、受講生の皆様が目の前にいらっしゃっ

て、チョークの粉が飛んでいくのではないかと思うくらい

狭いところでした。今は、跡地になっておりますが「兵庫

県看護協会跡地」の記念碑が立っておりますので、お出か

けの折にはどうぞ立ち寄っていただきますとそこに歴史

が見えてくるのではないかと思います。「3 職能の再教育と

親睦」を目的として建設した旧会館から、新会館に移転するときにびっくりしましたのが、親睦のための

小道具がたくさんありました。例えば、踊りのための番傘、お茶やお花を習うための和室もありまして、

懐かしく思います。 

 次に Humanity ですが、「人を大切にする心」「心と心が通じ合うこと」ということですが、人とは、や

はり看護職、もう一つは地域住民、他団体ということになると思います。看護職では、看護師を志す若い

世代から、現在働いている看護職の成長発達過程を支援する、すなわちキャリア開発支援を行うための

仕組みと、働き続けられる労働環境の整備に、取り組んでまいりました。ハード面では、研修室の充実と、

図書機能の整備に力を入れました。ソフト面では、看護協会の運営組織図を見直し、「部」を整備、教育

研修部を強化してまいりました。旧会館では職員数が 20 名ほどでしたが、新会館では、50 名程度が事務

所で働くことになってわけです。そして、ファースト、セカンド、サードの研修を開き、平成 8 年には認

定看護師制度による皮膚排泄ケア認定看護師教育課程の教育機関として、都道府県看護協会の中では、

初めて開講できました。このように、常に先取りの事業が展開できたのではないかと思います。地域との

かかわりでは、会館は、地域住民に開かれた会館であるということを念頭に、設計の段階から考えられて

いました。自治会長さんへの説明や、町内の盆踊りには必ず参加し交流をもつよう努めました。今では年

二回開催される「看護の日」「看護フェア」での健康チェックなど楽しみに参加されています。ハード面

では、まちの保健室、訪問看護ステーションを 1 階に置き、何かあれば相談できる場所となっています。

他団体では、放射線技師会との合同研修から始まって、今では栄養士会等含め 11 の団体が連携をしてい

ると昨日成田会長よりお聞きし、ますます必要になる連携の仕組みではないかと感慨深く思います。 

 次に Hospitality と Healing ですが、内容が重複しますので少しまとめてお話しします。会館は看護職

の皆様の「癒しの場」であってほしい、疲れた時看護協会へ来ると、現場の忙しさを忘れて、ほっとでき

る空間を提供できるようにしよう、そのためには、ハードとソフト面での整備が必要です。ハード面では

1 階正面のナイチンゲール像を設置しています。これは平成 5 年、全国で初めて県立で単科の看護大学が

兵庫県で開学しています。看護職は非常に喜びました。そして、私たちも何か寄贈しょうと考え決定した

のが、「ナイチンゲール像の寄贈」でした。イタリアからレプリカが送られてきました。本体は兵庫県立

大学にあります。レプリカを看護協会の会館に移設してきました。阪神・淡路大震災で大理石の一部が欠

けましたが新会館のシンボルとして移設してまいりました。来年はナイチンゲール生誕 200 年になると

いうことで、会館に行かれた折には、ぜひご覧いただきたいと思います。先程、お話をお聞きしたのです

が、単科の看護大学開講に至るプロセスでは、本日感謝状をいただかれた美濃先生にご尽力いただいた

とお聞きしました。感謝し歴史を語り継いで行くことが大切であると考えます。そして、黄色いピアノも

癒しの一つとしてあります。阪神・淡路大震災で心身ともに大きなダメージを受けた方々の、心の懸け橋



対談「先人からの次世代への贈り物」 

として、全国で 5 台目が兵庫県看護協会へ寄贈されたわけです。これはボランティア活動で、皆の寄付

で黄色いピアノが贈られました。自動演奏がついて、常に静かな音色が皆様をお迎えして、皆様の癒しに

なればいいなと思っております。それから随所に絵画があります。二期会の森茂子先生の絵です。そして

最も大切にしたのは、看護協会で働く職員がおもてなしの心を持つことでした。看護協会組織の目的や、

おもてなしの心の大切さということを皆で語り合いました。 

 それから、Harmony、調和の心ですが、近隣には 400 名収容できる会館はありませんでした。そこで、

400 名収容できるハーモニーホールを設けました。会員のみならず地域に開かれた会館として、近隣の皆

様や他団体、行政の皆様に広く活用していただきたく思います。今年の「看護の日」に参加し、11 の団

体がそれぞれの専門性を活かし活動されていることに感動いたしました。11 団体は協議会を発足し、近

隣のライフサポーターとしての役割を果たすことになっており、大変誇りに思っております。以上 5H に

ついてお話させていただきました。 

 

成田会長：ありがとうございました。近田様、今の大森様の

お話をきかれましていかがでしょうか。 

 

近田元会長：少し、お話戻ってもよろしいでしょうか。当時、

銀行でお金を借りようと思っていたのですが、借りられなく

て、最終的には、県より低金利でお貸しいただくという形に、

ずいぶん県の皆様そして、県にいらした看護職の皆様にもご

尽力いただいたと思っております。 

計画を立てました時は、「一括 10 万円」の人もあってよい

のではないか、「もうすぐ定年かなという人はすみませんが 10 万円払ってください」というようなこと

でお願いし、理事の皆様や看護部長の皆様は 10 万円払っていただきました。「5 万円を 2 回」など、いく

つかコースがあって、最終的には「1 か月 500 円（ワンコイン）」1 年間 6,000 円ということで皆様の合

意を得たい、ということでした。しかし、お金を支払っていただくのはそんなに簡単に話が進むものでは

ありませんので、本当にそのころの理事、支部長の皆様が、とてもご尽力いただいたと思います。そのこ

ろ、会員が 2 万 5 千人でしたが、この状況で、お金が絡むと会員が減るかな、と 2 万人ぐらいになるか

もしれないという予測の中で、返済計画は 2 万人でさせて頂いて、18 年間でした。 

そういう状況でもやはり看護協会で研修をし、それぞれのステータスを挙げていかれるというのはと

ても大事なことで、メリットもたくさんございますので、会員の皆様が順次ずっと増え続けていきまし

た。 

注）会員数の増加に伴い、返済は 16 年で終了しました。 

現在 3 万人になってらっしゃるのですかね。そうなると、たくさん返済に充てられるということで、

それが返済を 2 年早く終了したという経緯となります。プロセスではいろんなことがありました。でも、

総会で決めたことですので、前へ向くしかない、という状況でした。そういうことを通して、一致団結す

るという思想、考え方が兵庫県にはあるのかな。先ほどから出てきますが、「一歩先、一歩先」というこ

とですが、看護協会の仕事というのは、現実の仕事に降りてくるためには 5 年かかるかと思います。で

すが、看護協会やここにおられる皆様は、早く色々な情報を得て、今後どうしたらよいかという取り組み
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を考えられる、看護協会の窓口は非常に大事な窓口だと思っております。 

 

成田会長：ありがとうございました。一致団結し、一歩先をということでは「一歩先を行った活動」とし

ては、大森様いかがでしょうか。 

 

大森元会長：ぜひともお話しておいたほうが良いかと思いま

したのは、災害と看護協会です。これは、絶対に忘れてはい

けないことで語り継いでいく必要があると思います。阪神・

淡路大震災の体験は、すべての事業に活かされていると感じ

ています。私が在職中には、3 つの予期せぬ大きな出来事が

ありました。1 つは、神戸市で発生した「新型インフルエン

ザ」への対応、2 つ目は「佐用町の水害」、3 つめは「東日本

大震災」でございます。新型インフルエンザへの対応では、

延べ 220 名の看護ボランティアの方を神戸市に派遣できたということです。まず初めに兵庫県看護協会

の専門職２０名の派遣です。神戸市の 3 交代での電話相談でした。佐用町の水害では、避難所に災害看

護ボランティアを派遣しました。型にはまるのではなくて、先取りしながら、何をしなければいけないか

ということをきっちり見極めて活動することが必要になったのは、東日本大震災ではないかと思います。

災害看護ボランティアを派遣したのですが、派遣するときに 2 つの方法がありました。1 つは日本看護協

会から災害ボランティアを派遣する方法、もう 1 つは関西広域連合から、連合チームの一員として派遣

する方法、です。すぐに対策本部を立ち上げ、日本看護協会からの看護ボランティアの派遣ではなくて、

関西広域連合チームの一員として派遣することに決定いたしました。これは、阪神・淡路大震災の時に

「点と点の活動では、決して被災地の支援にはならない」ということを体験していたからです。きちんと

面としてつながっていかなければ、被災地の支援にはならないのではないかということで、関西広域連

合から派遣したわけです。延べ 1,080 名の災害看護ボランティアが派遣できたということは、当時ご協

力をいただきました、看護師の皆様、看護部長様、施設代表者の皆様に感謝したいと思います。 

注）現在は災害ボランティア登録数も増え、関西広域連合としての JMAT からと、日看協の支援の両方に取り組んでいます。 

 

成田会長：もう一つの先駆的な兵庫県の取り組みについて、近田様お願いいたします。 

近田元会長：「まちの保健室」に関しまして、先ほども表彰がございました。もう何十年にもなるのです

が、やはり阪神・淡路大震災から始まっている活動です。当初は、復興住宅に地域が限定されておりまし

たけれども、途中からこの活動は高齢化社会の縮図として地域が見えていましたので、看護協会の皆様

の声がありまして、全県下に実施していこうという流れになりました。さらに今、国がそういう方向に動

いていますので、本当に先駆的なものであると思います。私は、学生を通しながら、毎年、まちの保健室

が全国でどう活動されているかというのを調べるのですが、兵庫県は断トツです。数の問題もあります

けれど、仕組みの問題としても断トツだなあという風に思います。個人的な見解かもしれませんが、これ

からどうするかというところで、大学との連携を当初しっかりとっていましたので、連携によって評価

したり、先を見通していったりというあたりを、一緒にやるとすごくいい活動になっていくと思います

ので、もう少し続けて頂けると、ぐっと先が見えてくるのではないでしょうか。それから、多職種との連



対談「先人からの次世代への贈り物」 

携に力を入れておられると感じますので、なるほど、とうかがっておりました。その次の段階かもしれま

せんが、住民の方々をどう巻き込んでいくか、何かをやって差し上げたのではなく、「その人たち・地域

が元気になる」ということにつなげていけたらいいのかなと思います。私の言葉ですが、「看護職の力で

地域を変えることができる」と思っております。そういった思いが信念にあります。今の国の動き、看護

協会の動きと似ているのではないでしょうか。 

 

成田会長：まだまだいろいろなお話を伺いたいところですが、最後に後輩の皆様に一言お願いします。 

 

近田元会長：看護協会の活動は先駆的でないと意味がないと思っております。先手を取っていくために、

非常にしんどいですが、変化をしていかなければいけない。変化は大変です。変化はそんなに簡単に受け

入れられません。痛みを伴うと思います。創造的な取り組みをすることだと思うのですが、そのことを決

断するには、情報量が必要かなと思っております。ぜひ皆様も先手で行っていただければと期待いたし

ます。 

 

大森元会長：人生 100 年時代、職能団体として期待されることは、たくさんあると思っています。過去

から今に至る先人たちが作り上げてきた、兵庫県看護協会の組織風土は誇れるものであり、常に先取り

の情報を収集し、会員の皆様に提供できる組織であると考えています。未来は、今生かされている者たち

がどう行うかにかかるといわれています。私たちは長い歴史の中で生かされ、生きているわけです。後世

に残せる未来を、今生かされている会場の皆様、そして県下の看護職の皆様とともに、英知を出し合いな

がら仕組みを作り、語り継いでいきたいという風に思っております。 

 

成田会長：ありがとうございました。本当にもっとお話をお伺いしたいところですが、時間の都合上これ

で終わらせて頂きたいと思います。看護協会の歴史から、皆様へのメッセージ、会長として取り組まなけ

ればならないことなど様々教えて頂きました。それでは、お二人に盛大な拍手をお願いいたします。あり

がとうございました。 


