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平成 29 年４月 27日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 岐阜県作業療法士会 

会 長   須貝 里幸 

 

平成29年度「一般社団法人 岐阜県作業療法士会  第７回定時社員総会」のご案内 

 

拝 啓  新 緑 の 侯 、 皆 様 に は 益 々 ご 健 勝 の こ と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。 

さて、平成29年度 一般社団法人 岐阜県作業療法士会 第７回定時社員総会を下記の 

とおり開催いたします。 

 ご多忙中、誠に恐縮ですが、万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようお願い申し

上げます。 

 なお、議案書以外の議案を提起される場合には事前に事務局までご連絡下さい。 

当日欠席される方は、委任状に署名、捺印の上、５月10日（水）までに投函頂くか、 

総会当日出席者に委任状を預けて頂き、正会員としての議決権を行使下さいますよう 

お願い致します。 

委任状は切手添付不要の葉書となっておりますので、記載後はそのままポストへ投函 

願います。 

                                      敬具 

 

記 

 

日 時：平成 29年５月 14日（日）12:20〜13:20 

場 所：土岐市産業文化振興センター（セラトピア土岐） 

    （岐阜県土岐市土岐津町高山４番地） 

 

 

問い合わせ先 

〒501-1131 岐阜市黒野 180 

    平成医療短期大学 リハビリテーション学科 

作業療法専攻内 

    一般社団法人 岐阜県作業療法士会事務局 宛 

      TEL/FAX 058-234-6763 
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平成29年度 

 

一般社団法人 岐阜県作業療法士会 第７回 定時社員総会 

 

【総会次第】 

 

 １．開会のことば 

 

 ２．会長挨拶 

 

 ３．議長選出 

 

 ４．書記任命 

 

 ５．定足数報告 

 

 ６．議事 

       第１号議案 平成28年度活動報告 

       第２号議案 平成28年度会計報告 

       第３号議案 第20回岐阜県作業療法学会会計報告 

       第４号議案 平成29年度活動計画（案） 

       第５号議案 平成29年度収支予算書（案） 

    第６号議案 定款一部変更（案） 

 

 ７．議長解任 

 

 ８．連絡事項 

 

 ９．閉会のことば 

 

社員総会には必ず本議案書をご持参下さい。 
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第１号議案 平成 28年度活動報告 

メインテーマ  『地方時代に対応する県士会の地力強化Ver.２』 

キャッチフレーズ   『なりたい 雇いたい お役に立ちたい2016』 

 

◆総括 

役員改選において14年ぶりに会長交代となった初年度であり、新役員体制で臨んだ１年

であった。県士会の基本的な方針を前会長から受け継ぎ、そのうえで活動を展開した。 

さらに、日本作業療法士協会の重点活動項目も漏れなく県士会の重点活動として取り入れ

た。具体的には、地域ケア会議、介護予防事業に代表される地域支援事業に資する人材 

育成と自治体との協働、大規模災害における災害リハビリ支援体制の整備の２点であった。 

さて、近年、我が国の地域社会におけるリハビリ専門職の需要が高まっている。それに

付随して、47都道府県委員会、地域支援事業に資する人材育成委員会、認知症ＯＴ推進 

委員会、学校作業療法士推進プロジェクト等の協会主催の各種委員会への県士会人材の 

派遣が急増している。そこでは、情報収集と各士会での取り組みなどの意見交換が盛んに 

なされ、県士会での活動に活用されているところである。 

また、多職種連携の名のもと、ＰＴ・ＳＴ県士会との合同研修会事業、他団体主催の 

研修会もさることながら、当士会での研修会事業も年々増加しており、研修会参加に 

あたっては、県士会会員の負担となるのではないかと思う節もある。特に、28年度後半に 

各領域、各種研修会が集中し、計画性のない運営となったことを反省している。 

ところで、本年の県学会は第20回という節目の学会となり、特別記念講演として中村 

協会長にこれからの作業療法士の役割などご教授いただいた。当士会においても各会員 

個人の主体的な取り組みに期待したいところである。学会運営に関しては、これまで事務

処理など全て実行委員会に一任されていたが、今後、さらなる内容の充実、スムーズな 

計画立案、特に７年に１度担当することになる東海北陸作業療法学会の運営負担の軽減を 

見越した学会支援に特化した部局（もしくは委員会）の創設を検討している。 

卒後教育に関しては、学術部各領域での研修会、現職者研修も滞りなく開催するに 

至ったが、参加者の低迷が課題として浮上している。また、生涯教育制度基礎修了者も 

全国ではワースト５という残念な結果となっている。研修会企画では会員のニーズの把握

も重要とは思うが、会員の自己研鑽に期待しつつ、積極的に生涯教育制度にも目を向けて 

ほしい。 

このように、協会への人材派遣、研修会運営の増加や公益事業の拡大に伴う県士会の 

財政難はますます厳しいものになりつつある。財政再建にあたってはシミュレーションに 

よる計画的予算案の見直しや、可能な限りの経費節減により健全経営に努めていきたい。 

以上、新役員体制で手探りな運営となり、会員の方々にも多々ご迷惑をおかけする 

ところもあったと思うが、ご理解とご協力を賜り１年の事業を執り行うことが出来たこと 

に感謝申し上げる。 
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１．会議 

総会・理事会開催状況 

日時 会議名 場所・時間 

平成28年５月22日 第６回定時社員総会 大垣市情報工房   12:00～13:00 

７月16日 第１回理事会 平成医療短期大学  14:00～17:30 

10月８日 第２回理事会 平成医療短期大学  14:00～18:00 

平成29年１月21日 第３回理事会 岐阜市文化センター  13:30～17:00 

３月18日 第４回理事会 平成医療短期大学  13:30～17:00 

 

２．事務局 

 １）総務部事業 

部長 加藤清人 

部員数 ８名 

活動の概要 

●理事会・局長会の日程調整・準備・運営 ●公文書発送 

●送付物の受領および管理 ●祝電・弔電の発信、役員間の連絡調整 

●新入会員オリエンテーション ●その他事務全般 

会議回数 10回 

利用業者名 固定電話：ソフトバンクテレコム 

発送業者 郵便 

 

２）総会運営部事業 

部長 中根英喜 

部員数 ４名 

活動の概要 

●社員総会議案書の編集・印刷・送付 ●社員総会の進行と会場設営 

●社員総会議長・書記・議事録署名人選任 

●会員への社員総会案内と参加依頼 ●社員総会委任状数確認 

会議回数 ０回 

総会議案書 

製本業者 
冊子印刷ドットコム（株式会社春日） 

発送業者 クロネコ DM便 

 

３）財務部事業 

部長 木下大輔 

部員数 ４名 

活動の概要 

●各部局への活動費支給 ●県士会年会費払込みリスト作成 

●県士会財務管理と収支決算書作成 ●会計監査 

●財務事務整備 ●次年度予算編成 

会議回数 10回 

公認会計士 長尾光倫公認会計士事務所（岐阜市曙町 2-12-2） 

通信端末 ワイモバイル 

 

４）会員情報部事業 

部長 山河陽一 

部員数 ３名 
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活動の概要 

●会員属性データ管理 

●協会会員管理システム管理 

（役員履歴入力、協会入会者把握、他士会移籍者を協会へ通知） 

●会員入退会と登録変更受付 

●会員名簿編集ならびに印刷、発送（７月） 

●県士会年会費納入管理と未納者への催促 

●会員メールアドレス管理 

会議回数 ０回 

≪会員動向・会費納入状況・メールアドレス登録状況≫ ※平成 29年３月 15日現在 

会員動向 

●総会員数 495名（休会者含む） 

●総施設数 143施設、自宅会員 60名 

●平成 28年度入会者 35名（前年より 28名減） 

●平成 28年度登録情報変更届 62件（平成 28年４月～） 

●平成 28年度退会者 13名（平成 28年９月～） 

会費納入状況 
●今年度分未納入者 12名（全会員の２％） 

●平成 27年度・平成 28年度の２年分未納入者３名 

メールアドレス 

登録状況 

●登録会員数 457名（全会員の 93％） 

●メールアドレス変更ならびに新規登録届 89件 

●１名以上の会員が登録している施設（自宅会員を除く 143

施設中 139施設、97％） 

●自宅会員の登録数（60名中 56名、93％） 

会員名簿製本業者 冊子印刷ドットコム（株式会社春日） 

通信端末 ワイモバイル 

発送業者 郵便（親書）、クロネコ DM便（親書以外） 

 

５）IT事業部事業 

部長 山河陽一 

部員数 １名 

活動の概要 

 県士会ホームページの更新・管理 

 県士会メールフォームの管理 

 会員への情報メール配信 

会議回数 ０回 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ 

及びﾚﾝﾀﾙﾒｰﾙﾌｫｰﾑ 
株式会社ラクス（東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目 33-8） 

通信端末 ワイモバイル 

≪ホームページ閲覧数・問い合わせメールフォーム利用状況・会員へのメール配信≫ 

ホームページ閲覧数 １日当たり平均 86件：最多 H28.９月／最少 H28.４月 

問い合わせ件数 年間件数 31件（平成 28年４月～平成 29年３月） 

会員へのメール配信

状況 

 県士会主催の研修会・学会案内 39件 

 他団体研修会案内 69件 

 県士会からの事務連絡７件 

合計 115件 

（平成 28年４月１日～平成 29年３月 15日） 
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３．社会局 

１）事業部事業 

部長 山田貴章 

部員数 １名 

活動の概要 

●理学療法、作業療法、言語聴覚療法一日体験（高校生向け）の開催 
●作業療法啓発グッズの作成 
●県内福祉、医療イベントへのブース出展 

会議回数 ０回 

≪高校生一日体験≫ 

担当 岐阜県言語聴覚士会 

開催日 平成 28年８月２日～８月４日 

協力施設数 24施設 

参加者数 136名 

≪作業療法啓発ブース出展≫ 

イベント名 

と日時 

●各務原市「第 33回各務原市健康のつどい」（各務原市産業文化ｾﾝﾀｰ） 
（開催日：平成 28年６月 12日） 
●2016医療、教育、福祉、健康系オール学校ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（じゅうろくﾌﾟﾗｻﾞ） 
（開催日：平成 28年６月 24日） 
●大垣市「第 21回市民の健康広場」（大垣城ホール） 
（開催日：平成 28年 10月 16日） 
●岐阜市「第 37回市民健康まつり」（岐阜市文化センター） 
（開催日：平成 28年 11月６日） 

内容 

●作業活動（マクラメストラップ製作）●STEF体験 
●福祉用具紹介と個別相談 ●作業療法啓発グッズの配布 
●作業療法紹介（パンフレット配布） ●岐阜県内養成校案内 

≪日本作業療法士協会 50周年記念事業：岐阜県士会≫ 

目的 担当者 

健康に何らかの関心を寄せている市民の集う場の「各務
原市の健康祭り」で、大切にしている【作業調査】を行
う。同時に、健康にかかわる職種としての作業療法士の
啓発・普及を進める。 

君垣義紀氏１） 

山田貴章氏２） 

吉田圭祐氏３） 

小森英世氏４） 

藤井稚也氏５） 

日時 場所 
アンケート回答者 

男性 女性 

平成28年６月12日（日） 各務原市産業文化センター 12名 38名 

担当：１）博愛会病院 ２）デイサービス Com.Do DANKE  
３）各務原リハビリテーション病院 ４）博愛会病院 ５）岐阜保健短期大学 

 

２）広報部（会員向け）事業 

部長 田中美絵 

部員数 ９名 

活動の概要 
会員向け広報誌「ごったに」の編集・印刷・発送（年４回） 

求人広告受付 

会議回数 ４回 

印刷・製本 印刷：有限会社 Isukura（いすくら） 

発送業者 郵便（親書）、クロネコ DM便（親書以外） 
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≪広報誌ごったに≫ 

号 巻頭言 その他の記事 

ごったに 

81号 
中根英喜氏１） 

活動報告（大垣市民の健康広場、岐阜市健康まつり）、取

材ページ（私のまちのお店紹介、突撃となりの作業療法士、

医療機器紹介）、研修会案内、県学会事前申込について 

ごったに 

82号 
須貝里幸氏２） 

活動報告（第 20 回県学会、各務原市健康のつどい、学術

部研修会(発達)）、新理事紹介、取材ページ（私のまちの

お店紹介、突撃となりの作業療法士）、第 21 回県学会一般

演題募集のお知らせ 

ごったに 

83号 
藤井稚也氏１） 

活動報告（JRAT岐阜、訪問リハ会議、地域リハ推進部研修

会）、取材ページ（ごったに広報部アンケート集計結果、

私の職場の強み、突撃となりの作業療法士）、研修会案内、

事務連絡 

ごったに 

84号 
井畑珠実氏３） 

活動報告（大垣市民の健康広場、岐阜市健康まつり、学術

部研修会（精神）、東海北陸作業療法学会、東海北陸リー

ダー養成研修会、新入会員紹介、取材ページ（私の職場の

強み、突撃となりの作業療法士）、研修会案内 

  所属：１）岐阜保健短期大学、２）大垣市民病院、３）リハビリデイサービス ひまわり 

 

３）広報部（一般向け）事業 

部長 小川貴哉 

部員数 ４名 

活動の概要 一般向けパンフレットの編集・印刷・発送（年１回） 

会議回数 ３回 ※電話・メールにて連絡を取り合ったものも含む 

≪一般向け広報誌≫ 

種類 作成枚数 配布先 

パンフレット 

（平成 27年度作成分） 
150枚 

●高校生一日体験 

●各務原市健康のつどい 

パンフレット 

（平成 28年度新規作成分） 

（Ａ４サイズ・両面） 

200枚 

●岐阜市、大垣市「市民健康まつり」にて配布 

●来年度高校生一日体験にて配布 

●来年度各務原市「健康のつどい」にて配布 

180枚  会員所属施設へ発送 

120枚  中学校の講義にて配布（２校） 

パンフレット印刷業者 ラクスル 

 

 ４）地域リハ推進部 

部長 君垣義紀 

部員数 17名 

活動の概要 

●生活行為向上マネジメントの普及、啓発および推進 
●生活行為向上マネジメントの有効活用に向けた広報 
●認知症初期集中支援チームの普及、啓発および推進 
●認知症初期集中支援チームへのＯＴ参画に向けた広報 
●研修会等の開催 
●自治体への訪問、ＯＴの啓発、地域支援事業参画 
●各圏域部員ネットワークの構築、組織化、組織力強化 

会議回数 ６回（その他頻回に、メールでの報告・連絡・相談） 
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≪認知症初期集中支援チーム研修≫ 

テーマ 講師 

●認知症初期集中支援チームの概要と実践 
●地域で認知症の人を支えるために知っておきたいこと 
●グループワーク 

山口智晴氏１） 

日時 場所 

参加者 

県士 
会員 

他県 
士会員 

他職種 

平成 28年５月 14日（土） 
恵那市文化センター 
中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ集会室 

10名 ４名 11名 

平成 28年５月 15日（日） 
大垣徳洲会病院 
４階大会議室 

19名 ４名 30名 

講師所属：１）群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 作業療法専攻 准教授 

≪介護予防事業実務者研修≫ 

日時：平成 29年２月 19日（日）９：00～17：00 

場所：平成医療短期大学 

テーマ 講師 

参加者 

県士 
会員 

他県 
士会員 

他職種 

●介護予防事業総論とｱｾｽﾒﾝﾄ･ｱｳﾄｶﾑ 
●介護予防事業の実践と効果 
●スタッフの人材育成 
●高齢者における高齢者の健康支援 

加藤清人氏１） 

阿部 巧氏２） 

長谷川龍一氏３） 
27名 １名 ４名 

  講師所属：１）平成医療短期大学 リハビリテーション学科 作業療法専攻教授 

       ２）日本学術振興会特別研究員／筑波大学 人間総合科学研究科 体育科学 

専攻 博士後期課程、３）中部大学 生命健康科学部 作業療法学科 教授 

≪岐阜県ＰＴ士会、ＯＴ士会、ＳＴ士会合同 地域包括推進リーダー導入研修≫ 

テーマ 講師 

●地域包括ケアシステムについて 
●生活行為向上リハビリテーションについて 
●地域ケア会議に求められるリハ専門職の役割 
●模擬会議の実際と心構え 

馬場隆幸氏１） 
須貝里幸氏２） 

佐野和幸氏３） 

岡村秀人氏４） 

日時 場所 
参加者 

県士会員 他職種 

平成 28年８月 20日（土） 高山厚生病院 ６名 ５名 

平成 28年 12月４日（日） 岐阜県水産会館 ５名 27名 

講師所属：１）訪問看護ステーションほのぼ 岐阜県理学療法士会、２）大垣市民病院 
３）松波総合病院 岐阜県言語聴覚士会 
４）中濃厚生病院 岐阜県理学療法士会 

 

≪岐阜県ＰＴ士会、ＯＴ士会、ＳＴ士会合同 介護予防推進リーダー導入研修≫ 

テーマ 講師 

●介護予防事業に関連する行政組織・関連団体と福祉計画 
●介護予防事業の展開方法 
●ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職としての認知症への関わり方 
●介護予防事業の企画立案 

君垣義紀氏１） 

北村弘幸氏２） 

服部優香理氏３） 

岡村秀人氏４） 

佐野和幸氏５） 
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日時 場所 
参加者 

県士会員 他職種 

平成 28年８月 21日（日） 高山厚生病院 ８名 ４名 

平成 28年 12月３日（土） 岐阜県水産会館 １名 26名 

  講師所属：１）博愛会病院、２）ももの木デイサービス ぎなん 岐阜県理学療法士会 

       ３）岐阜県作業療法士会、４）中濃厚生病院 岐阜県理学療法士会 

       ５）松波総合病院 岐阜県言語聴覚士会 

≪岐阜県ＰＴ士会、ＯＴ士会、ＳＴ士会合同 地域包括推進リーダーアドバンス研修≫ 

テーマ 講師 

●多職種連携の重要性について 
●地域包括ケア時代のケアマネジメントのあり方 
●地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおける医師から見た療法士への期待 
●地域ケア会議の実際 

栗本佳延氏１） 
立木孝幸氏２） 

船戸崇史氏３） 

藤井稚也氏４） 

日時 場所 
参加者 

県士会員 他職種 

平成 28年９月３日（土） 瑞穂市総合センター ６名 24名 

講師所属：１）岐阜県健康福祉部 医療福祉連携推進課 主査、２）岐阜県居宅介護支援 

事業協議会 会長、３）医療法人社団崇仁会 船戸クリニック 院長 
４）岐阜保健短期大学 

≪岐阜県ＰＴ士会、ＯＴ士会、ＳＴ士会合同 介護予防推進リーダーアドバンス研修≫ 

テーマ 講師 

●総合事業の今後の展開 
●口腔機能向上の展開方法 
●介護予防事業の実際（演習を含む） 

丹羽由香里氏１） 

佐野和幸氏２） 

岸本泰樹氏３） 

日時 場所 
参加者 

県士会員 他職種 

平成 28年９月 10日（土） 岐阜県水産会館 ５名 22名 

講師所属：１）岐阜県健康福祉部 高齢福祉課 係長、２）松波総合病院 岐阜県言語聴覚

士会、３）各務原リハビリテーション病院 岐阜県理学療法士会 

≪地域ケア会議に資する人材育成研修≫ 

テーマ 講師 

●地域ケア会議と新しい総合事業における基礎知識Ⅰ 

●地域ケア会議と新しい総合事業における基礎知識Ⅱ 

●グループワーク 

君垣義紀氏１） 

藤井稚也氏２） 

日時 場所 
参加者 

県士会員 他職種 

平成 29年１月 29日（日） 中濃厚生病院 12名 ０名 

講師所属：１）博愛会病院 ２）岐阜保健短期大学 

テーマ 講師 

地域ケア会議に資す

る人材育成研修会 

日時：平成 28年６月 25日（土）～26日（日） 

会場：TKP新橋内幸町ビジネスセンターホール 614 
参加者：君垣義紀氏１） 藤井稚也氏２） 

１）博愛会病院 ２）岐阜保健短期大学 
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 ≪自治体等訪問・地域支援事業における作業療法士啓発活動≫ 

垂井町健康福祉課 
日時：平成 28年７月 11日（月） 

担当者：須貝里幸氏１） 君垣義紀氏２） 服部優香理氏３） 

岐阜県庁健康福祉部 

医療福祉連携推進課 

日時：平成 28年７月 11日（月） 

担当者：須貝里幸氏１） 君垣義紀氏２） 服部優香理氏３） 

岐阜県庁健康福祉部 

高齢福祉課 

日時：平成 28年７月 11日（月） 

担当者：須貝里幸氏１） 君垣義紀氏２） 服部優香理氏３） 

岐阜県庁健康福祉部 

高齢福祉課 

日時：平成 29年３月８日（水） 

担当者：須貝里幸氏１） 君垣義紀氏２） 

各務原市健康福祉部 

高齢福祉課 

日時：平成 29年３月８日（水） 

担当者：須貝里幸氏１） 君垣義紀氏２） 
１）大垣市民病院 ２）博愛会病院 ３）自宅 

≪地域支援事業等作業療法士派遣事業≫ 

垂井町 
オレンジカフェ 

（認知症カフェ） 
平成 28年 10月 15日（土）講師派遣：君垣義紀氏１） 

大垣市 地域ケア会議 

●平成 28年７月 13日（水）助言者：藤井亜希子氏２） 

●平成 28年８月 31日（水）助言者：君垣義紀氏１） 

●平成 28年 11月 29日（火）助言者：藤井亜希子氏２） 

●平成 29年３月 24日（金）助言者：藤井亜希子氏２） 

 

４．学術局 

１）学術研修部事業 

部長 渋谷玲二 

部員数 ５名 

活動の概要 ① 学術部研修会の開催 

会議回数 １回 

≪平成 28年度学術部研修会≫ 

身障 

日程 平成 29年３月 11日（土）10：00～16：00 
テーマ 運動器・脳血管疾患どちらにも有効な上肢機能へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 

講師 石原武幸氏１） 

会場 西美濃厚生病院 

参加人数 県士会員 14人 

精神 

日程 平成 28年 10月 29日（土）14：00～17：00 
テーマ 生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを使用した精神科領域でのケース 
講師 村井千賀氏 2） 
会場 大垣駅 アピオ６階 貸会議室 
参加人数 県士会員 15人／非会員・県外２人 

老年期 

日程 平成 29年２月 12日（日）13：00～15：00 
テーマ 星城大学における居宅高齢者への認知症予防と転倒予防活動の効果と課題について 
講師 藤田高史氏３） 
会場 平成医療短期大学 
参加人数 県士会員 13人／非会員１人 

発達 

日程 平成 28年６月 19日（日）９：30～11：30 
テーマ 名古屋市の学校巡回チームの様子 

～名古屋市専門家チーム OTの取り組みから～ 講師 伊藤玲子氏４） 
会場 平成医療短期大学 
参加人数 県士会員７人 
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地域 

日程 平成 29年２月５日（日）13:30～16:00 
テーマ 生活を豊かにするための姿勢づくり～キャスパーアプロー

チ 講師 村上 潤氏５） 
会場 西美濃厚生病院 
参加人数 県士会員９人／非会員２人 

講師所属：１）EPoch 作業療法士 ／ メディカル整体院 SpAid 院長  
２）石川県立高松病院 ３）星城大学 ４）中部大学生命健康科学部作業療法学科 
５）NPO法人『生活を豊かにする』障害児・者支援福祉協会 代表理事 

２）機関誌編集部事業 

部長 石川真太郎 

部員数 ４名 

活動の概要 機関紙「岐阜作業療法」の論文募集・査読依頼・編集・印刷・発行 

会議回数 ０回 

製本業者 冊子印刷ドットコム（株式会社春日） 

発送業者 クロネコ DM便 

 

３）専門領域研究会事業：県士会より助成している研究会／SIG 

≪岐阜県地域リハビリテーションを考える会≫  

代表者 加藤清人氏（平成医療短期大学） 

会員数 ４名 

活動状況 今年度の活動実績なし 

 

≪ぎふＯＴこどもリハビリテーション研究会≫ 

代表者 松本郁代氏（東濃訪問看護ステーション） 

会員数 27名(実行委員６名) 

活動状況 企画会議２回、症例検討会３回、研修会準備１回、研修会１回 

 

≪岐阜県ハンドセラピィ研究会≫ 

代表者 内屋 純氏（岐阜県総合医療センター） 

会員数 ６名 

活動状況 施設訪問勉強会 ２施設 

 

５．教育局 

１）現職者研修部 

部長 首藤智一 

部員数 ９名 

活動の概要 
② ・現職者共通研修会の開催（年２回・計６テーマ） 

③ ・現職者選択研修会の開催（年１回） 

会議回数 ６回 

 

≪第１回現職者共通研修会≫ 

日時 平成 28年６月５日（日）９:30～15：45 

場所 土岐市立総合病院 
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テーマ 
講師 

（県士会員） 

参加人数 

県士会員 他県士会員 

作業療法生涯教育概論 柴 貴志氏１） 26名 １名 

職業倫理 河口由加理氏２） 24名 １名 

作業療法の可能性 原 和子氏３） 24名 １名 

講師所属：１）県立多治見病院 ２）市立恵那病院 ３）岐阜保健短期大学 

 

≪第２回現職者共通研修会≫ 

日時 平成 28年 12月 11日（日）９:30～12：40 

場所  近石病院 

テーマ 
講師 

（県士会員） 

参加人数 

県士会員 他県士会員 

保健・医療・福祉と地域支援 寺倉恭子氏１） 22名 ０名 

事例検討 
寺倉恭子氏１） 

松本郁代氏２） 
11名 ０名 

事例報告 
寺倉恭子氏１） 

松本郁代氏２） 
９名 ０名 

 講師所属：１）訪問看護ステーションハーブ ２）東濃訪問看護ステーション 

 

≪第１回現職者選択研修会≫  

日時 平成 28年８月 28日（日）９:00～17:15 

場所 山田病院 

選択分野  生活行為向上マネジメント基礎研修 

テーマ 
講師 

（県士会員） 

参加人数 

県士会員 他県士会員 

概論 須貝里幸氏１） 

34名 ０名 演習 山本紀子氏２） 

事例報告に向けて 須貝里幸氏１） 

  講師所属：１）大垣市民病院、２）土岐市老人保健施設やすらぎ 

 

≪第２回現職者選択研修会≫ 

日時 平成 28年９月 25日（日）９:30～16:40 

場所  近石病院 

選択分野 老年期障害 

テーマ 
講師 

（県士会員） 

参加人数 

県士会員 他県士会員 

老年期の基礎知識 廣田 薫氏１） 

20名 ２名 
老年期作業療法の治療的枠組み 山本紀子氏２） 

地域生活を支援する 長谷川 岳氏３） 

老年期の作業療法実践トピックス 服部優香理氏４） 

  講師所属：１）岐阜保健短期大学リハビリテーション学科 

 ２）土岐市老人保健施設やすらぎ ３）三浦老人保健施設 ４）自宅 
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≪第３回現職者選択研修会≫ 

日時 平成 29年２月 26日（日）９:00～17:15 

場所 近石病院 

選択分野 生活行為向上マネジメント基礎研修 

テーマ 
講師 

（県士会員） 

参加人数 

県士会員 他県士会員 

概論 須貝里幸氏１） 

６名 ０名 演習 山本紀子氏２） 

事例報告に向けて 須貝里幸氏１） 

  講師所属：１）大垣市民病院、２）土岐市老人保健施設やすらぎ 

 

 ≪生活行為向上マネジメント事例検討会≫ 

日時 平成 28年９月 18日（日）９：30～11：45 

場所 関中央病院 

テーマ ファシリテーター 
参加人数 

県士会員 他県士会員 

生活行為向上マネジメント事例検討 山本紀子氏１） 19名 ０名 

  講師所属：１）土岐市老人保健施設やすらぎ 

 

２）生涯教育部事業 

部長 林  節也 

部員数 ０名 

活動の概要 

●新人会員への生涯教育制度オリエンテーション 

●ポイントシールの管理 

●協会へのポイントシール申請・返却 

（平成 28年度総発行ポイント数は 1,528ポイント） 

●現職者研修会・学術研修会・学会でのポイントシール発行 

●県士会裁量のポイントシール発行 

会議回数 ０回 

発送業者 郵便 

 

６．地方局 

部長 廣瀬 武 

局員数 ６名 

活動の概要 

●圏域ごとの会員相互交流促進 

●会員からの相談 

●生活行為向上マネジメントとしての活動 

会議回数 ０回（メール会議のみ） 

≪圏域ごとの事業詳細≫ 

実施圏域 岐阜圏域・中濃圏域・西濃圏域・東濃圏域・飛騨圏域 

事業内容 

●各病院とのネットワークの構築：全圏域 

●健康まつり等の参入：要請時 

●交流会の開催：西濃圏域 

●勉強会等の支援：東濃圏域・西濃圏域・飛騨圏域 
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≪各圏域 勉強会≫ 

活動内容 

岐阜圏域 
西濃圏域合同 

平成 28年７月２日（土） 
サンビレッジ国際医療福祉専門学校（30名） 

西濃圏域 
平成 28年９月２日（金）大垣市民病院（35名） 
平成 29年２月３日（金）揖斐厚生病院（23名） 

中濃圏域 
平成 28年９月 18日（日）関中央病院（19名） 
「生活行為向上マネジメント事例検討会」として開催 

東濃圏域 平成 28年８月 18日（木）土岐市立総合病院（22名） 

飛騨圏域 
平成 28年 11月９日（水）久美愛厚生病院（10名） 
平成 29年２月 23日（木）久美愛厚生病院（８名） 

 
７．各種委員会 

１）常設委員会 

規約検討委員会 （社）岐阜県作業療法士会細則及び規約の検討 

学会運営委員会 

第 20回岐阜県作業療法学会（学会長：森 義弘） 
学会テーマ：「地域に見出す新しいくらしとは」 
平成 28年５月 22日（日） 於:大垣市情報工房 
参加人数：会員 134名、新人 44名、学生 22名、一般 14名 

倫 理 委 員 会 窓口：市田博子氏(平成医療短期大学) 

表 彰 委 員 会 理事会代行 

卒前教育委員会 委員長：加藤清人氏(平成医療短期大学) 

研修運営委員会 必要に応じて設置開催 
 
２）特設委員会：なし 

 
８．関連団体委員派遣・会議等 

１）日本作業療法士協会等委員選出 

4 7 都道府県委員会 
主：須貝里幸氏（大垣市民病院） 
副：林 昌吾氏（養南病院） 

協 会 祝 賀 会 式 典 
須貝里幸氏（大垣市民病院） 
林 昌吾氏（養南病院） 

生 涯 教 育 委 員 山本紀子氏（土岐市老人保健施設やすらぎ） 

会 員 管 理 シ ス テ ム 
三島友美氏（サンビレッジ国際医療福祉専門学校） 
山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター） 

生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
推 進 委 員 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

事 業 部 窓 口 加藤清人氏（平成医療短期大学） 

都道府県作業療法士会 
連 絡 協 議 会 

柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 
（事務局長兼東海北陸支部長） 

制 度 対 策 部 
福祉用具対策委員会 

樅山貴子氏（自宅） 

生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
全 国 推 進 会 議 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 
山本紀子氏（土岐市老人保健施設やすらぎ） 

認 知 症 作 業 療 法 

推 進 委 員 会 議 
君垣義紀氏（博愛会病院） 
坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南リハビリセンター） 

地域包括ケアシステム 

推 進 委 員 会 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 
坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南リハビリセンター） 

東海北陸ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ学校 

作業療法士情報交換会 
山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター） 
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２）県士会会員の他団体・会議への派遣 

岐阜県福祉事業団 

（岐阜県福祉総合 

相談センター） 

●平成 28年度介護支援専門員専門研修Ⅰ講師派遣 

 柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 

●岐阜県介護機器普及事業運営協議会 

 樅山貴子氏（自宅） 

岐 阜 県 

リハビリテーション 

連 絡 協 議 会 

委員 
須貝里幸氏（大垣市民病院） 

廣渡洋史氏（岐阜保健短期大学） 

訪問リハ

推進部会 

西中美穂氏（訪問看護ステーション・ハーブ) 

吉田幸恵氏（自宅） 

岐阜県健康福祉部 
岐阜県介護予防推進・評価委員会 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

岐 阜 県 医 師 会 

●岐阜県医療関係機関による災害時医療救護協定検討会議 

 須貝里幸氏（大垣市民病院） 

●岐阜県医療推進協議会 

須貝里幸氏（大垣市民病院）、廣渡洋史氏、中根英喜氏、 

藤井稚也氏、廣田 薫氏（以上、岐阜保健短期大学） 

特 定 非 営 利 法 人 

岐阜県園芸福祉協会 
理事（広報担当）：柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 

障害認定区分審査会 

岐阜市：松本直人氏（岐阜市民病院） 

羽島市：木下大輔氏（羽島市民病院） 

羽島市：花井弘和氏（岐阜市民病院） 

在宅医療連携協議会 
在宅医療連携協議会事務局総務部会議派遣 

加藤清人氏（平成医療短期大学）松本直人氏（岐阜市民病院） 

介 護 認 定 審 査 会 大垣市：髙橋由美子氏（自宅） 

岐阜県ＰＴ、ＯＴ、

Ｓ Ｔ 士 会 合 同 

地域包括 ｹ ｱ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 

推 進 会 議 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

君垣義紀氏（博愛会病院） 

服部優香理氏（自宅） 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

熊本地震災害派遣 桝田臣弘氏（岐阜大学医学部附属病院） 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会 須貝里幸氏（大垣市民病院） 

東海北陸リーダー 

養 成 研 修 会 

林 節也氏（岩砂病院・岩砂マタニティ） 

後藤元久氏（西美濃厚生病院） 

吉田圭佑氏（各務原リハビリテーション病院） 

大坪 香氏（関中央病院） 

杉山弥香氏（介護老人保健施設ｻﾝﾊﾞﾚｰかかみ野） 
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第２号議案 平成 28年度会計報告 

１．賃借対照表 

【資産の部】                                   平成 29年３月 31日現在 （単位：円） 

科   目 金   額 

流動資産       
  現金預金 3,755,179 

 
  

流動資産合計   3,755,179   

資産合計     3,755,179 

【正味財産の部】 
   

正味財産     3,755,179 

 （うち当期正味財産減少額）     0 

負債及び正味財産合計     3,755,179 

 

２．収支計算書 

【経常収入の部】             平成 28年４月 １日から平成 29年３月 31日まで（単位：円） 

科  目 予算額 決算額 差 異 

会費収入 3,000,000 2,786,600 213,400 
    正会員会費収入 3,000,000 2,786,600 213,400 

事業収入 689,000 820,672 △131,672 
    学術研修会収入 120,000 72,000 48,000 
    現職者共通研修会収入 50,000 59,500 △9,500 
    現職者選択研修会収入 80,000 88,000 △8,000 
    地域リハ研修会収入 260,000 207,500 52,500 
    地域リハ推進部事業収入 0 99,000 △99,000 
    協会 50周年記念事業収入 0 163,038 △163,038 
    岐阜県作業療法学会収入 0 52,634 △52,634 
    雑収入 179,000 0 179,000 
    その他 0 79,000 △79,000 

負担金収入 100,000 0 100,000 

寄付金収入 0 13,800 △13,800 

雑収入 0 5,734 △5,734 
    受取利息 0 84 △84 

    雑収入 0 5,650 △5,650 

経常収入合計 3,789,000 3,626,806 162,194 

【経常支出の部】     平成 28年４月 １日から平成 29年３月 31日まで（単位：円） 

科  目 予算額 決算額 差 異 

事業費 2,004,000 2,339,463 △335,463 

  社会局広報部（会員） 280,000 290,325 △10,325 
    会議費支出 6,000 11,400 △5,400 
    通信運搬費支出 54,000 90,155 △36,155 
    印刷製本費支出 160,000 184,656 △24,656 
    雑支出 20,000 1,296 18,704 
    旅費交通費支出 20,000 2,570 17,430 
    消耗品費支出 20,000 248 19,752 
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 科  目 予算額 決算額 差 異 
  社会局広報部（一般） 60,000 58,376 1,624 
    会議費支出 5,000 0 5,000 
    通信運搬費支出 5,000 1,730 3,270 
    印刷製本費支出 35,000 56,430 △21,430 
    雑支出 5,000 2,160 4,784 
    消耗品費支出 5,000 0 5,000 
    旅費交通費支出 5,000 0 5,000 
  社会局事業部 180,000 126,280 53,720 
    会議費支出 10,000 33,679 △23,679 
    通信運搬費支出 50,000 11,187 38,813 
    雑支出 30,000 1,296 28,704 
    旅費交通費支出 40,000 16,460 23,540 
    負担金支出 0 50,000 △50,000 
    消耗品費支出 50,000 13,658 36,342 
  社会局地域リハ推進部 400,000 686,222 △286,222 
    会議費支出 30,000 101,558 △71,558 
    通信運搬費支出 35,000 0 35,000 
    印刷製本費支出 45,000 44,309 691 
    雑支出 20,000 0 20,000 
    広報渉外費支出 110,000 0 110,000 
    諸謝金支出 80,000 230,965 △150,965 
    旅費交通費支出 50,000 227,790 △177,790 
    会場費支出 30,000 81,600 △51,600 
  学術局学術研修部 200,000 251,912 △51,912 
    会議費支出 12,000 8,772 3,228 
    通信運搬費支出 3,000 0 3,000 
    印刷製本費支出 3,000 6,028 △3,028 
    諸謝金支出 100,000 187,280 △87,280 
    旅費交通費支出 45,000 30,970 14,030 
    会場費支出 30,000 15,090 14,910 
    雑支出 3,000 3,772 △772 
    消耗品費支出 4,000 0 4,000 
  学術局機関紙編集部 100,000 112,620 △12,620 
    会議費支出 10,000 0 10,000 
    通信運搬費支出 10,000 0 10,000 
    印刷製本費支出 70,000 112,620 △42,620 
    旅費交通費支出 5,000 0 5,000 
    雑支出 5,000 0 5,000 
  教育局共通研修部 70,000 63,701 6,299 
    会議費支出 7,000 8,228 △1,228 
    印刷製本費支出 0 1,500 △1,500 
    雑支出 15,000 2,440 12,560 
    諸謝金支出 35,000 39,000 △4,000 
    消耗品費支出 3,000 0 3,000 
    旅費交通費支出 10,000 12,533 △2,533 
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  教育局選択研修部 70,000 42,361 27,639 
    会議費支出 7,000 6,610 △2,901 
    通信運搬費支出 3,000 0 3,000 
    雑支出 12,000 0 12,000 
    消耗品費支出 3,000 0 3,000 
    旅費交通費支出 5,000 2,460 2,540 
    諸謝金支出 40,000 30,000 10,000 
  教育局生涯教育部 10,000 0 10,000 
    会議費支出 3,000 0 3,000 
    通信運搬費支出 4,000 0 4,000 
    雑支出 2,000 0 2,000 
    消耗品費支出 1,000 0 1,000 
  地方局 100,000 32,000 68,000 
    会議費支出 0 32,000 △32,000 
    通信運搬費支出 20,000 0 20,000 
    雑支出 70,000 0 70,000 
    旅費交通費支出 10,000 0 10,000 
  岐阜県作業療法学会 484,000 512,628 △28,628 
    会議費支出 40,000 26,622 13,378 
    通信運搬費支出 20,000 24,404 △4,404 
    印刷製本費支出 150,000 152,905 △2,905 
    雑支出 50,000 33,417 16,583 
    諸謝金支出 94,000 29,250 64,750 
    消耗品費支出 20,000 8,130 11,870 
    旅費交通費支出 50,000 90,160 △40,160 
    会場費支出 60,000 147,740 △87,740 
  規約検討員会 40,000 0 40,000 
    会議費支出 2,000 0 2,000 
    通信運搬費支出 2,000 0 2,000 
    雑支出 35,000 0 35,000 
    旅費交通費支出 1,000 0 1,000 
  選挙管理委員会 10,000 0 10,000 
    会場費支出 2,000 0 2,000 
    通信運搬費支出 2,000 0 2,000 
    雑支出 2,000 0 2,000 
    消耗品費支出 1,000 0 1,000 
    旅費交通費支出 3,000 0 3,000 
  JAOT 50周年記念事業 0 163,038 △163,038 
    会議費支出 0 15,300 △15,300 
    印刷製本費支出 0 30,240 △30,240 
    消耗品費支出 0 102,443 △102,443 
    旅費交通費支出 0 15,055 △15,055 
管理費 1,311,000 1,592,312 △281,312 
  事務局総務部 832,000 1,180,514 △348,514 
    会議費支出 25,000 172,767 △147,767 
    通信運搬費支出 55,000 78,649 △23,649 
    印刷製本費支出 0 38,580 △38,580 
    雑支出 100,000 33,788 66,212 
    諸謝金支出 230,000 183,600 46,400 
    消耗品費支出 50,000 32,940 17,060 
    旅費交通費支出 150,000 363,130 △213,130 
    負担金支出 150,000 46,700 103,300 
    会場費支出 0 4,560 △4,560 
    租税公課支出 72,000 112,000 △40,000 
    寄付金支出 0 113,800 △113,800 
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  事務局財務部 99,000 76,785 22,215 
    会議費支出 14,000 14,677 △677 
    通信運搬費支出 50,000 53,670 △3,670 
    印刷製本費支出 0 250 △250 
    雑支出 15,000 1,728 13,272 
    消耗品費支出 10,000 4,390 5,610 
    旅費交通費支出 10,000 2,070 7,930 
  事務局ＩＴ事業部 125,000 118,130 6,870 
    会議費支出 3,000 1,000 2,000 
    通信運搬費支出 101,000 111,114 △10,114 
    雑支出 3,000 216 2,784 
    広報渉外費支出 0 5,800 △5,800 
    消耗品費支出 15,000 0 15,000 
    旅費交通費支出 3,000 0 3,000 
  会員情報部 185,000 147,613 37,387 
    会議費支出 5,000 1,900 3,100 
    通信運搬費支出 120,000 99,560 20,440 
    印刷製本費支出 5,000 39,880 △34,880 
    消耗品費支出 40,000 3,543 36,457 
    旅費交通費支出 5,000 1,180 3,820 
    雑支出 10,000 1,550 8,450 
  事務局総会運営部 70,000 69,270 730 
    会場費支出 0 2,000 △2,000 
    通信運搬費支出 10,000 0 10,000 
    印刷製本費支出 60,000 67,270 △7,270 

経常支出合計 3,315,000 3,931,775 △616,775 
経常収支差額 474,000 △304,969 778,969 

      
科  目 予算額 決算額 差 異 

当期収支差額 474,000 △304,969 778,969 
前期繰越収支差額 0 4,060,148 △4,060,148 
次期繰越収支差額 474,000 3,755,179 △3,281,179 

 

．財産目録 

【資産の部】        平成 29年３月 31日現在（単位：円） 

科   目 金   額 

  流動資産       
  現金預金 3,755,179     
  普通預金 3,755,179     
  十六／野一色 243,719     
  郵便貯金（振替口座） 74,379     
  十六／西多治見 206,290     

  郵便貯金 3,230,791     

流動資産合計   3,755,179   

資産合計     3,755,179 

正味財産     3,755,179 
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４．会計監査報告 
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第３号議案 第 20回岐阜県作業療法学会 会計報告 

 

参加者数 214名 

（会員 134名、新規入会予定者 44名、学生 22名、一般市民 14名） 

 

○収入の部 

名目 摘要 決算 

県士会より  484,000 

非会員参加費（当日） １名 3,500 

非会員参加費（事前） １名 3,000 

協賛金  72,516 

合計  563,016 

 

○支出の部 

名目 摘要 決算 

施設使用料  111,990 

製本印刷費 抄録 700冊、コピー代 151,833 

通信運搬費  20,554 

講師謝金  29,250 

旅費 運営会議分、講師分 72,880 

会議費 運営会議分、お茶代 54,267 

雑費 花代、お茶代、名札カード、文房具 25,475 

県士会返金  96,767 

合計  563,016 
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第４号議案 平成 29年度活動計画（案） 

メインテーマ  『多様化に対応する県士会の創造と組織強化』 

キャッチフレーズ   『なりたい 雇いたい お役に立ちたい2017』 

 

１．基本方針 

世界において日本が注目されている点として、急激な高齢化への対応と災害支援で 

あろう。作業療法士を取り巻く環境は多様化の一途をたどっている。県士会でも乗り遅れ

ることなく日本作業療法士協会と情報を共有、連動し取り組む必要がある。本年度より 

本格稼働する自治体での総合事業（地域支援事業、認知症施策など）に積極的に参画し、

作業療法の需要拡大に努める。合わせて、引き続きＰＴ・ＳＴ士会と合同での研修会 

なども含めた人材育成、各事業派遣対応システムの充実を図りたい。 

人材育成、研修会事業では、一部研修会を集約し他部局合同運営を試みつつ、研修会の

頻度や規模を凝縮することで会員への負担軽減を実現していく必要がある。また、災害 

支援では、先の東日本大震災、熊本地震を教訓に、ＪＲＡＴ（大規模災害リハビリテー 

ション支援関連団体協議会）組織のシステム構築と受援体制作りが課題である。 

上記活動に関しては、一職種完結とはいかず、他職種連携は重要な課題である。それ 

ゆえリハビリ専門職のみならず、関連職の他団体、行政との渉外活動の取り組みも必要で

あり、組織強化による県士会・会員相互の目標共有化を図る。会員においては多方面への

視野拡大、参画を期待したいところである。 

 

■県士会の作業療法実践の質の向上への取り組み 

 １．作業療法の学術的発展への取り組み 

  ・各領域の学術研修会の企画と運営 

  ・機関紙「岐阜作業療法」の内容充実 

  ・第21回岐阜県作業療法学会の開催、第22回岐阜県作業療法学会の企画・運営 

 ２．総合事業、認知症施策に向けた各種研修会開催 

 ３．生涯教育制度基礎研修修了者、認定作業療法士の正会員数割合の上積み推進 

 ４．各圏域での事例検討会や研修会活動の推進 

５．災害リハビリ支援に対応に関する人材育成等の推進 

 

■作業療法の普及啓発、公益事業の拡大・充実 

 １．公益事業の継続（市町村でのイベント参加、高校生１日体験、公開講座の開催） 

 ２．総合事業、認知症初期集中支援チームの市町村への啓発と参画 

 

■組織の管理・運営 

 １．二次医療圏域にとどまらない小規模単位の地方組織化、活動機能の強化 

 ２．県士会の次世代を担う人材の発掘、育成、組織強化対策の推進 

 ３．法人管理運営（登記等の事務処理態勢強化、財務運営の健全化・効率化、人材育成） 

４．その他、他団体との渉外の推進等 
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２．管理運営 

１）事務局・総務部 

部長 加藤清人 

部員数 ９名 

予定している

活動の概要 

●理事会・局長会の日程調整・準備・運営 

●公文書発送と送付物の受領および管理 

●公印管理 祝電・弔電の発信 

●役員間の連絡調整、役員名簿の作成 新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

●他団体への出張調整旅費の支給 

●県士会への問い合わせに対する窓口 ●その他事務全般 

活動費 832,000円（△98,000円） 

 

２）事務局・財務部 

部長 木下大輔 

部員数 ４名 

予定している

活動の概要 

●各部局への活動費支給 ●県士会年会費払込み受付 

●県士会財務管理と収支決算書作成 ●会計監査 

●財務事務整備 ●次年度予算編成 

活動費 99,000円（49,000円） 

 

３）事務局・総会運営部 

部長 中根英喜 

部員数 ４名 

予定している

活動の概要 

●社員総会議案書の編集・印刷・送付 

●社員総会の進行と会場設営 

●社員総会議長・書記・議事録署名人選任 

●会員への社員総会案内と参加依頼 ●社員総会委任状数確認 

活動費 70,000円（＋70,000円） 

 

４）事務局・会員情報部 

部長 山河陽一 

部員数 ３名 

予定している

活動の概要 

●会員属性データ管理 

●協会会員管理システム管理 

（役員履歴入力、協会入会者把握、他県移籍者を協会へ通知） 

●会員入退会と登録変更受付 

●会員名簿の編集ならびに印刷と発送（７月） 

●県士会年会費納入管理と未納者への催促 

●会員メールアドレス管理 

活動費 185,000円(０円) 

 

５）事務局・IT事業部 

部長 山河陽一 

部員数 １名 
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予定している

活動の概要 

●県士会ホームページの更新・管理 

●第 21回岐阜県作業療法学会記録用ホームページ作成 

●役員用ホームページ作成 

●県士会メールフォームの管理 

●会員へのメール配信 

活動費 125,000円(０円) 

 

３．主要な事業 

１）作業療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に資する事業 

●各務原市「各務原市健康のつどい」（事業部） 

●大垣市「市民の健康広場」（事業部） 

●岐阜市「市民健康まつり」（事業部） 

●地域支援事業への参画（地域リハ推進部） 

●他団体委員派遣（総務部） 

２）作業療法の普及発展に資する事業 

●理学療法・作業療法・言語聴覚療法 高校生１日体験（事業部） 

●作業療法ロゴ入り啓発グッズの作成（事業部） 

●一般向け広報パンフレット作製（広報部） 

●県士会ホームページの公開（IT事業部） 

●認知症初期集中支援チーム、生活行為向上マネジメントの市町村への OT活用

PR（地域リハ推進部） 

３）作業療法の学会、研修会、講習会及び研究会等の開催 

●第 21回岐阜県作業療法学会準備 

●領域別研修会（学術部） 

●現職者研修 ①共通研修会、②選択研修会（現職者研修部） 

●専門領域研究会の活動支援（学術部） 

●生活行為向上マネジメント研修会（現職者研修部） 

●岐阜県リハビリテーション連絡協議会 

①訪問リハ部研修会：岐阜県訪問リハビリ現職者応用研修会 

②災害対策部研修会 

４）作業療法士の教育機関に協力し、教育の向上に資する事業 

卒前教育委員会（常設委員会） 

５）作業療法に関する刊行物の発行および調査研究事業 

●広報誌「ごったに」の編集及び発行（広報部） 

●機関誌「岐阜作業療法」第 20巻の編集・発刊（機関誌編集部） 

６）会員の資質及び社会的地位の向上に関する事業 

●生涯教育制度の推進（生涯教育部） 

７）会員相互の福祉及び厚生に関する事業 

●地方局活動（地方局） 

●新人会員へのオリエンテーション（総務部） 

●倫理委員会（常設委員会） 

●表彰委員会（常設委員会） 

●災害対策特別委員会（特設委員会） 
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８）その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

●学会運営委員会 

●選挙管理委員会（常設委員会） 

●規約検討委員会（常設委員会） 

●日本作業療法士協会・都道府県作業療法士連絡協議会との業務及び活動連携 

 

４．各部事業計画の詳細 

１）社会局・事業部 

部長 山田貴章 

部員数 １名 

予定している 

活動の概要 

① 高校生理学療法・作業療法・言語聴覚療法一日体験の開催 

② 作業療法啓蒙グッズの作成 

③ 県内福祉・医療イベントへのブース出展 

活動費 200,000円（±20,000円） 

 ２）社会局・地域リハ推進部 

部長 君垣義紀 

部員数 17名 

予定している 

活動の概要 

 生活行為向上マネジメントの普及・啓発・広報および推進 

 認知症初期集中支援チームの普及・啓発・広報および推進 

 研修会等の開催による人材育成 

 自治体への訪問、ＯＴの啓発、地域支援事業参画 

 地域支援事業参画に向けての人材確保 

 多職種へのＯＴ啓発および連携 

 各圏域部員ネットワークの構築、組織化、組織力強化 

《認知症アップデート研修会》 

平成 29年７月 23日（日） 

 講師：君垣義紀（博愛会病院） 

    坪内貴志（介護老人保健施設巣南リハビリセンター） 

活動費 450,000円（＋50,000円） 

３）社会局・広報部（会員向け） 

部長 田中美絵 

部員数 ９名 

予定している 

活動の概要 

④ 会員向け広報誌「ごったに」の編集・印刷・発送（年４回） 

⑤ 求人広告・研修会案内受付 

活動費 310,000円（＋30,000円） 

４）社会局・広報部（一般向け） 

部長 小川貴哉 

部員数 ３名 

予定している 

活動の概要 
⑥ 一般向けパンフレットの編集・印刷・発送（年１回） 

活動費 30,000円（△30,000円） 
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５）学術局・学術研修部 

部長 渋谷玲二 

部員数 ５名 

予定している 

活動の概要 

（学術部研修会） 

身体障害 

領域 

●開催時期：平成 29年７月 

●テーマ：急性期の作業療法 

●講師：未定 

●会場：ハートフルスクエアＧ 

精神障害 

領域 

●開催時期：平成 29年 10月 

●テーマ：ICFへの理解 

●講師・会場：未定 

発達障害 

領域 

●日程：平成 29年 11月 

●テーマ：青年期・成人期の発達障害者の支援 

●講師・会場：未定 

老年期障害 

領域・地域 

領域 

※地域リハ推進部研修会と合同開催 

●日時：平成 29年７月 23日 

●テーマ：認知症アップデート研修 

●講師・会場：未定 

活動費 150,000円（△50,000円） 

 

６）学術局・機関誌編集部 

部長 石川真太郎 

部員数 ４名 

予定している 

活動の概要 

機関誌「岐阜作業療法」の論文募集・査読依頼・編集・印刷・

発行 

機関誌の内容の充実（生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事例の掲載等） 

活動費 100,000円（±０円） 

 

７）学術局・専門領域研究会 

●岐阜県地域リハビリテーションを考える会 

代表者 加藤清人 

会員数 ４名 

活動予定 意見交流会・研究活動を中心に行う 

●ぎふＯＴこどもリハビリテーション研究会 

代表者 松本郁代 

会員数 27名(実行委員６名) 

活動状況 
企画会議（２回）、症例検討会（７回）、研修会準備（２回）、

研修会（１回） 

●岐阜県ハンドセラピィ研究会≫ 

代表者 内屋 純 

会員数 ６名 

活動状況 勉強会の開催 
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８）教育局現職者研修部 

部長 首藤智一 

部員数 ９名 

予定している 

活動の概要 

・現職者共通研修会の開催（年２回・計６テーマ） 

「日本と世界の作業療法の動向」「実践のための作業療法研究」

「作業療法における協業・後輩育成」「事例報告と事例研究」「事

例検討」「事例報告」 

・現職者選択研修会の開催（年２回）老年期障害領域、生活行

為向上マネジメント基礎研修 

活動費 
共通研修 90,000円（＋20,000円） 

選択研修 170,000円（＋100,000円） 

 

９）教育局生涯教育部 

部長 林 節也 

部員数 １名 

予定している 

活動の概要 

新人会員への生涯教育制度オリエンテーション 

ポイントシールの管理 

協会へのポイントシール申請・返却 

現職者研修会・学術研修会・学会でのポイントシール発行 

県士会裁量のポイントシール発行 

活動費 5,000円（△5,000円） 

 

10）地方局 

局長 廣瀬 武 

局員 

岐阜：廣瀬哲司氏（自宅） 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

西濃：安井一将氏（大垣徳洲会病院） 

中濃：加藤政樹氏（鷲見病院） 

東濃：鈴木隆史氏（中津川市民病院） 

飛騨：野尻博文氏（久美愛厚生病院） 

予定している 

活動の概要 

●地方局事業計画（全体） 

  ・各圏域の会員相互交流の促進 

  ・県士会からの相談業務  

  ・生活行為向上マネジメント推進委員としての活動 

●各圏域の計画 

  ・各病院とのネットワークの構築、継続 

  ・勉強会等の支援 

活動費 100,000円（±０円） 
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11）常設委員会 

規約検討委員会 
① ①定款の更新と全施設への郵送 ②施行細則等の整備 

③入会施設への定款発行 

学会実行委員会 

●第 21回岐阜県作業療法学会（学会長：渡邊 紀子） 

学会テーマ：「生活に寄り添って」 

平成 29年５月 14日（日） 

於:土岐市産業文化振興センター（セラトピア土岐 ） 

●第 22回岐阜県作業療法学会（岐阜地区） 

学会長:廣渡洋史氏 

倫 理 委 員 会 市田博子氏（平成医療短期大学） 

選挙管理委員会 役員選挙の準備・施行 

表 彰 委 員 会 理事会代行 

卒前教育委員会 卒前教育の教育水準の向上、養成校のネットワークを図る 

研修運営委員会 必要に応じて設置開催 

 

12）特設委員会 

法人化推進委員会 当面は活動休止 

各種調査委員会 特別に調査が必要となった事項について委員会を設置する 

 

13）日本作業療法士協会・その他の活動連携 

47 都道府県委員会 
主：須貝里幸氏（大垣市民病院） 

副：林 昌吾氏（養南病院） 

生 涯 教 育 委 員 林 節也氏（岩砂病院・岩砂マタニティ） 

会員管理システム 
三島友美氏（サンビレッジ国際医療福祉専門学校） 

山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター） 

生 活 行 為 向 上 

マ ネ ジ メ ン ト 

推  進  委  員 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

事 業 部 窓 口 加藤清人氏（平成医療短期大学） 

制度対策部福祉 

用具対策委員会 
樅山貴子氏（自宅） 

生 活 行 為 向 上 

ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ 全 国 

推 進 会 議 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

山本紀子氏（土岐市老人保健施設やすらぎ） 

認知症作業療法 

推 進 委 員 会 議 

君垣義紀氏（博愛会病院） 

服部優香理氏（自宅） 

地域包括ｹｱｼｽﾃ ﾑ 

推 進 委 員 会 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南リハビリセンター） 

東海北陸ブロック 

学校作業療法士 

情 報 交 換 会 

山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター） 

運転と作業療法 

委 員 会 
萩野勝也氏（岩砂病院・岩砂マタニティ） 
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14）県士会会員の他団体・会議への派遣 

岐阜県福祉事業団 

（岐阜県福祉総合 

相談センター） 

平成 29年度介護支援専門員専門研修Ⅰ講師派遣 

 柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 

岐阜県介護機器普及事業運営協議会 

 樅山貴子氏（自宅） 

岐 阜 県 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

連 絡 協 議 会 

委 員 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

廣渡洋史氏（岐阜保健短期大学） 

柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 

訪問リハ推進部会 吉田幸恵氏（自宅） 

災 害 対 策 部 会 池戸秀行氏（岐阜県総合医療センター） 

岐阜県健康福祉部 
岐阜県介護予防推進・評価委員会 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

岐 阜 県 医 師 会 

●岐阜県医療関係機関による災害時医療救護協定検討会議 

 廣渡洋史氏（岐阜保健短期大学） 

●岐阜県医療推進協議会 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

廣渡洋史氏、藤井稚也氏、宇佐美知子氏 

（以上、岐阜保健短期大学） 

特定非営利法人 

岐阜県園芸福祉 

協 会 理 事 

（ 広 報 担 当 ） 

柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院） 

障 害 認 定 区 分 

審 査 会 

●岐阜市：松本直人氏（岐阜市民病院） 

●羽島市：木下大輔氏（羽島市民病院） 

●羽島市：花井弘和氏（岐阜市民病院） 

●大垣市：髙橋由美子氏（自宅） 

在宅医療連携協議

会（在宅医療連携

協議会事務局総務

部 会 議 派 遣 ） 

加藤清人氏（平成医療短期大学） 

松本直人氏（岐阜市民病院） 

介護認定審査会 

（ 大 垣 市 ） 
高橋由美子氏（自宅） 

岐阜県ＰＴ、ＯＴ、

Ｓ Ｔ 士 会 合 同 

地域包括ｹｱｼｽﾃ ﾑ 

推 進 会 議 

須貝里幸氏（大垣市民病院） 

君垣義紀氏（博愛会病院） 

服部優香理氏（自宅） 

藤井稚也氏（岐阜保健短期大学） 

東海北陸リーダー 

養 成 研 修 会 

開催県：三重県 

林 昌吾氏（養南病院）、他４名参加予定 
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第５号議案  平成 29年度 収支予算書（案） 

 【経常収入の部】         平成 28年４月１日から平成 29年３月 31日まで（単位：円） 

科  目 予算額 前年度予算額 増 減 
会費収入 3,090,000 3,000,000 90,000 
  正会員会費収入 3,090,000 3,000,000 90,000 
事業収入 530,000 689,000 159,000 
  学術研修会収入 60,000 120,000 △60,000 
  現職者共通研修会収入 60,000 50,000 10,000 
  現職者選択研修会収入 250,000 80,000 170,000 
  地域リハ研修会収入 100,000 260,000 △160,000 
  岐阜県作業療法学会収入 60,000 0 60,000 
  雑収入 0 179000 △179,000 
補助金収入 100,000 0 100,000 
負担金収入 0 100,000 △100,000 
経常収入合計 3,720,000 3,789,000 △69,000 

 

【経常支出の部】     平成 28年４月１日から平成 29年３月 31日まで（単位：円） 
科  目 予算額 前年度予算額 増 減 

事業費 合計 2,103,000 2,004,000 99,000 
 社会局広報部（会員） 310,000 280,000 30,000 
  会議費支出 22,000 6,000 16,000 
  通信運搬費支出 93,000 54,000 39,000 
  印刷製本費支出 190,000 160,000 30,000 
  雑支出 2,000 20,000 △18,000 
  旅費交通費支出 3,000 20,000 △17,000 
  消耗品費支出 0 20,000 △20,000 
 社会局広報部（一般） 30,000 60,000 △30,000 
  会議費支出 3,000 5000 △2,000 
  通信運搬費支出 5,000 5,000 0 
  印刷製本費支出 20,000 35,000 △15,000 
  雑支出 2,000 5,000 △3,000 
  消耗品費支出 0 5,000 △5,000 
  旅費交通費支出 0 5,000 △5,000 
 社会局事業部 200,000  180,000 20,000 
  会議費支出 45,000  10,000  35,000 
  通信運搬費支出 35,000  50,000  △15,000 
  雑支出 20,000  30,000  △10,000 
  旅費交通費支出 35,000  40,000  △5,000 
  負担金支出 50,000  0  50,000 
  消耗品費支出 15,000  50,000  △35,000 
 社会局地域リハ推進部 450,000  400,000  100,000  
  会議費支出 40,000  30,000  10,000 
  通信運搬費支出 5,000  35,000  △30,000 
  印刷製本費支出 15,000  45,000  △30,000 
  雑支出 5,000  20,000  △15,000 
  広報渉外費支出 0  110,000  △110,000 
  諸謝金支出 200,000  80,000  120,000  
  旅費交通費支出 165,000  50,000  115,000  
  会場費支出 20,000  30,000  △10,000 
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 学術局学術研修部 150,000  200,000 △50,000 
  会議費支出 8,000  12,000 △4,000 
  通信運搬費支出 0  3,000 △3,000 
  印刷製本費支出 0  3,000 △3,000 
  諸謝金支出 100,000  100,000 0 
  旅費交通費支出 15,000  45,000 △30,000 
  会場費支出 15,000  30,000 △15,000 
  雑支出 2,000  3,000 △1,000 
  消耗品費支出 10,000  4,000 6,000 
 学術局機関紙編集部 100,000  100,000  0 
  会議費支出 10,000  10,000  0 
  通信運搬費支出 0  10,000  △10,000 
  印刷製本費支出 90,000  70,000  20000 
  雑支出 0  5,000  △5,000 
  旅費交通費支出 0  5,000  △5,000 
 教育局共通研修部 90,000  70,000  20,000 
  会議費支出 20,000  7,000  13,000 
  通信運搬費支出 2,000  0  2,000 
  印刷製本費支出 15,000  0  15,000 
  雑支出 0  15,000  △15,000 
  諸謝金支出 40,000  35,000  5,000 
  消耗品費支出 3,000  3,000  0 
  旅費交通費支出 10,000  10,000  0 
 教育局選択研修部 170,000  70,000  0 
  会議費支出 20,000  7,000  13,000 
  通信運搬費支出 2,000  3,000  △1,000 
  印刷製本費支出 20,000  0  20,000 
  雑支出 0  12,000  △12,000 
  消耗品費支出 3,000  3,000  0 
  旅費交通費支出 10,000  5,000  5,000 
  会場費支出 50,000  0  50,000 
  諸謝金支出 65,000  40,000  25,000 
 教育局生涯教育部 5,000  10,000  △5,000 
  会議費支出 3,000  3,000  0 
  通信運搬費支出 0  4,000  △4,000 
  雑支出 0  2,000  △2,000 
  旅費交通費支出 2,000  0  2,000 
  消耗品費支出 0  1,000  △1,000 
 地方局 10,000  100,000  0 
  会議費支出 90,000  0  90,000 
  通信運搬費支出 0  20,000  △20,000 
  雑支出 5,000  70,000  △65,000 
  旅費交通費支出 5,000  10,000  △5,000 
 岐阜県作業療法学会 488,000  484,000 4,000 
  会議費支出 61,000  40,000 21,000 
  通信運搬費支出 10,000  20,000 △10,000 
  印刷製本費支出 160,000  150,000 10,000 
  雑支出 10,000  50,000 △40,000 
  諸謝金支出 56,000  94,000 △38,000 
  消耗品費支出 30,000  20,000 10,000 
  旅費交通費支出 53,000  50,000 3,000 
  会場費支出 108,000  60,000 48,000 
 規約検討委員会 5,000  40,000  △35,000 
  会議費支出 3,000  2,000  1,000 
  通信運搬費支出 0  2,000  △2,000 
  印刷製本費支出 0  35,000  △35,000 
  雑支出 0  1,000  △1,000 
  旅費交通費支出 2,000  0  2,000 
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 選挙管理委員会 5,000  10,000  △5,000 
  会議費支出 3,000  2,000  1,000 
  通信運搬費支出 0  2,000  △2,000 
  雑支出 0  2,000  △2,000 
  消耗品費支出 0  1,000  △1,000 
  旅費交通費支出 2,000  3,000  △1,000 
管理費 合計 1,367,000 1,311,000 56,000 
 事務局総務部 870,000 832,000 38,000 
  会議費支出 40,000 25,000 15,000 
  通信運搬費支出 58,000 55,000 3,000 
  雑支出 10000 100,000 △90,000 
  諸謝金支出 200,000 230,000 △30,000 
  消耗品費支出 30,000 50,000 △20,000 
  旅費交通費支出 180,000 150,000 30,000 
  負担金支出 150,000 150,000 0 
  租税公課支出 172,000 72,000 100,000 
  印刷製本費支出 30,000 0 30,000 
 事務局財務部 99,000 99,000 0 
  会議費支出 30,000 14,000 16,000 
  通信運搬費支出 54,000 50,000 4,000 
  雑支出 5,000 15,000 △10,000 
  消耗品費支出 5,000 10,000 △5,000 
  旅費交通費支出 5,000 10,000 △5,000 
 事務局ＩＴ事業部 144,000 125,000 19,000 
  会議費支出 5,000 3,000 2,000 
  通信運搬費支出 117,000 101,000 16,000 
  印刷製本費支出 5,000 0 5,000 
  雑支出 5,000 3,000 2,000 
  消耗品費支出 10,000 15,000 △5,000 
  旅費交通費支出 2,000 3,000 △1,000 
 会員情報部 184,000 185,000 △1,000 
  会議費支出 1,000 5,000 △4,000 
  通信運搬費支出 124,000 120,000 4,000 
  印刷製本費支出 55,000 5,000 50,000 
  消耗品費支出 0 40,000 △40,000 
  旅費交通費支出 1,000 5,000 △4,000 
  雑支出 3,000 10,000 △7,000 
 総会運営部 70,000 70,000 0 
  通信運搬費支出 0 10,000 △10,000 
  印刷製本費支出 65,000 60,000 5,000 
  雑支出 5,000 0 5,000 

経常支出合計 3,470,000 3,315,000 155,000 
経常収支差額 250,000 474,000 △224,000 

          
科  目 予算額 前年度予算額 増 減 

当期収支差額 250,000 474,000 △224,000 
前期繰越収支差額 0 0 0 
次期繰越収支差額 250,000 474,000 △224,000 

 
 
 
 



32 

 

第６号議案 定款一部変更（案） 

１．事務所住所変更について 

事務所の住所変更に伴い、定款第１章（事務所）第２条の住所変更を行う。 

変更前 変更後 

当法人は、事務所を岐阜県岐阜市黒野 

182番地に置く。 

当法人は、事務所を岐阜県岐阜市黒野 

180番地に置く。 

【変更理由】 

 これまで事務所を設置していた平成医療専門学院が、平成医療短期大学に昇格し、これ

に伴い、事務所設置施設の住所が変更された為。 

２．「日本作業療法士協会員＝都道府県作業療法士会員」について 

●第２章 会員（種別） 第５条（１）正会員 

変更前 変更後 

理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年
法律第 137号）第３条に規定する作業療法
士で、当法人の目的に賛同して入会した岐
阜県内に勤務し、又は在住する個人。 

一般社団法人日本作業療法士協会正会員
で、当法人の目的に賛同した岐阜県内に勤
務する者、又は岐阜県内の自宅に在住する
者。 

●第２章 会員の資格喪失 第８条（４） 

変更前 変更後 

正会員にあっては、第５条第１号に規定 
する免許を取り消されたとき。 

正会員にあっては、第５条第１号に規定 
する資格を失ったとき。 

【変更理由】日本作業療法士協会定款施行規則、協会、士会協定書より一部抜粋 

◆日本作業療法士協会旧・定款施行規則第 49条 

各地方における作業療法の普及発展を図るため、正会員は、都道府県ごとに作業 
療法士会を構成する。 

◆日本作業療法士協会と〇〇県作業療法士会との関係に関する協定書第２条 

〇〇県における作業療法の普及発展を図るため、〇〇県が勤務先の所在住所又は 
現住所である。 
甲の正会員は乙に所属し、乙の構成員は甲に所属することを原則とする。甲と乙は 

前項の原則を遵守することを目標に掲げ、その達成に努めなければならない。 

◆現・定款施行規則第８条第２項 

会員は、勤務先の所在地又は現住所の都道府県において、当地の都道府県作業療法
士会の構成員となることを原則とする。 

 日本作業療法士協会では、組織強化の一助として会員管理を士会、協会と別々に行う 
のではなく、協会にて一元化していく方向である。全ての士会で士会システムを士会 
名簿として使用でき、共有化を図る目的も兼ねている。 
 今後、ある時点をもって、「協会員＝士会員」でない人は会員資格を喪失することに 
なる。このことを踏まえて、協会・士会ともに、実現に必要な広報、制度や規定の変更、
システム環境の整備等に取り組む。また、会員への十分な周知を含めた移行期間を設定
していく。 
 上記の協会の方針ならびに協定書に基づき、当士会においても定款第２章に「協会＝ 
士会員」について明記していく。 


