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令和３年度

一般社団法人 岐阜県作業療法士会 第 11 回 定時社員総会

【総会次第】

１．開会のことば

２．会長あいさつ

３．議長選出

４．書記・資格審査委員任命

５．定足数報告

６．議事

   第１号議案 令和２年度 活動報告

   第２号議案 令和２年度 会計報告

   第３号議案 第 24 回 岐阜県作業療法学会 会計報告

   第４号議案 令和３年度 活動計画（案）

   第５号議案 令和３年度 収支予算書（案）

   第６号議案 定款変更（案）

７．議長解任

８．閉会のことば
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第１号議案 令和２年度 活動報告

メインテーマ  『令和への適応 ver.２』

キャッチフレーズ 『続、後輩育成と社会に求められる作業療法の拡大』

◆総括

日頃より会員の皆様には、当士会の事業・活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝

申し上げる。

新型コロナウイルス（COVID-19）が未だ猛威を振るい、我々の社会活動に大きな制約を

強いられる情勢は続いている。現世に生きる我々は、これまで経験したことのない適応を

余儀なくされている事であろう。くしくもメインテーマに掲げる「令和への適応」の本質と

は異なる適応が士会にも求められている。COVID-19 がもたらすもの、それは対面での研修

会などの制限による士会事業の停止。しかし、負の影響のみではなく、士会事業はオン

ラインへと適応を進めている。そんな中、厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会」や学術

研修などがオンライン、Web にて執り行う事が出来たことは成果といえる。まだまだ全てが

適応している状況ではないが、この先しばらくはオンラインでの士会事業展開が予測

される。昨年度、開催延期となった県学会や、事業停止となった現職者研修、学術研修など、

会員の皆様には大変ご迷惑をおかけする事態となったが、さらなるオンライン適応にて

会員に還元できるよう事業展開を進めていきたい。これに関しては、会員諸氏の皆様に

おかれても、各自のネット環境の整備など、オンライン適応に努めていただきたい。

さて、後輩育成の観点からは先にも述べた「臨床実習指導者講習会」は年度内に Web にて

２回開催され、約 130 名の修了者を輩出するに至った。しかし、学生指導を進めていく

中では十分と言える数字ではない。本年度は予算をしっかり計上し、学生指導を行える

指導者育成に努めていくところである。

また、多職種・他団体との連携では、理学療法士会、言語聴覚士会との連携は言うまでも

なく、自治体での介護予防事業や地域ケア会議における地域支援事業への作業療法士派遣

にて、引き続き作業療法の地域社会貢献に寄与している。さらに新たに「食」に関する

他団体との連携も推進する運びとなった。作業療法啓発事業では、「キッズタウンぎふ」へ

の参画も新たな取り組みとなり、幼児や小学生へ作業療法啓発の機会が拡大されてきたと

思う。

昨年度は終始 COVID-19 による影響で、ことごとく事業停止あるいは新たな社会適応に

追われる 1年であったが、変化を恐れず、様々なカタチで社会に求められる作業療法の拡大

に努めたい。引き続き会員諸氏の皆様には、士会活動へのご理解とご協力を心から願う。
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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

令和
２年

６月 28 日 第 10 回定時社員総会 平成医療短期大学    13:30～14:30
６月 28 日 第１回理事会 平成医療短期大学    15:00～16:00
７月 28 日 第２回理事会 平成医療短期大学    13:30～15:00
10 月 24 日 第３回理事会 平成医療短期大学    13:30～15:00

令和
３年

１月 23 日 第４回理事会 Zoom を使っての WEB開催 13:30～17:30
３月 27 日 第５回理事会 Zoom を使っての WEB開催 13:30～17:30

２．事務局

１）総務部事業

部長 加藤清人 部員数 ６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
 その他事務全般

会議回数 ４回
通信端末業者 ソフトバンクテレコム
発送業者 郵便（親書）

≪新入会員オリエンテーション・新人歓迎会≫中止

≪東海北陸リーダー養成研修会≫中止

２）総会運営部事業

部長 國枝拓麻 部員数 0 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・資格審査委員選任
 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
印刷製本業者 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 宮園康嗣 部員数 １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 5 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）
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４）会員情報部事業

部長 山河陽一 部員数 ０名

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（８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≫令和３年３月 18日 現在

会員動向

 総会員数 596 名（休会者 9 名含む）
 総施設数 161 施設、自宅会員 80 名
 令和２年度入会者 38名（前年度より 21 名減）
 令和２年度会員情報変更届 33件（令和２年４月～）
 令和２年度退会者 37名（令和２年４月～）
 賛助会員（株式会社 gene）入会希望あり（令和３年度より入会）

会費納入状況
 今年度分未納入者 36名（全会員の５％）＜３/13 現在＞
 令和元年度・令和 2年度の２年分未納入者９名

メールアドレス登録状況 登録会員数 528 名（送信不能者除く）（全会員の 89％）＜３/13現在＞
印刷製本業者 冊子印刷ドットコム（株式会社春日）
通信端末業者 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業者

株式会社ラクスライトクラウド
（東京都渋谷区千駄ヶ谷５－21－12）

通信端末業者 ワイモバイル
ﾒｰﾙ配信ｼｽﾃﾑ

業者
株式会社ラクスライトクラウド
（東京都渋谷区千駄ヶ谷５－21－12）

≪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≫

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ閲覧数 １日当たり平均 90 件：最多 令和２年 12 月／最少 令和２年４月
問い合わせ件数 年間件数 47件（令和２年４月１日～令和３年３月 16 日）

会員へのメール
配信状況

・県士会主催の研修会・学会案内 12 件
・他団体研修会案内 18 件 ・県士会からの事務連絡 16 件
・災害安否確認 2 件   ・協会からの案内 3 件
・その他 1件 合計 52 件（令和２年４月１日～令和３年３月 16 日）

３．社会局

１）事業部事業

部長 吉田圭佑 部員数 3 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
・県内福祉、医療イベントへのブース出展・参加

会議回数 ２回
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≪高校生一日体験≫

担当 岐阜県作業療法士会

活動概要
新型コロナウイルスの影響により中止。昨年受け入れ施設、参加高校には中
止の連絡を手紙にて郵送し、お知らせする。

≪作業療法啓発ブース出展≫

活動概要

・毎年開催している各務原市・岐阜市・大垣市の福祉、医療イベントは新
型コロナウイルスの影響により中止。
・岐阜市「キッズタウンぎふ」（OKB ぎふ清流アリーナ）
開催日：令和 2 年 8 月 23 日

内容
キッズタウン岐阜では子供の職業体験として作業療法のブースとして出
展。模擬の認知症患者に対して作業療法士になりきり接して頂く。また、
パンフレットや啓発グッズの配布を行う。

２）広報部（会員向け）事業

部長 田原涼馬 部員数 6 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・製本業者 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）

≪広報誌ごったに≫

号 主な記事

ごったに
97 号

・巻頭言「適応力」（廣瀬 武氏）
・特別企画「ごったに」が手元に届くまで
・岐阜県リハビリテーション協会便り NO.4
・私の職場の強み（介護老人保健施設寺田ガーデン）
・突撃！となりの作業療法士

ごったに
98 号

・巻頭言「人間関係は全てを」（渋谷 玲二氏）
・新理事紹介
・私の職場の強み（岐阜清流病院）
・突撃！となりの作業療法士
・岐阜県リハビリテーション協議会便り NO.5

ごったに
99 号

・巻頭言「やり続けることの意義」 （渡邊 雄介氏）
・特集記事：今一度確認しよう、コロナ対策
・私の職場の強み（株式会社ひまわり）
・突撃！となりの作業療法士
・岐阜県リハビリテーション協議会便り NO.6

ごったに
100 号

・巻頭言「変化に対応」 （中村浩哉氏）
・特集記事：ごったに第 100 号 歴代会長からのお祝いコメント
・私の職場の強み（山田病院訪問リハビリテーション)
・突撃！となりの作業療法士
・岐阜県リハビリテーション協議会便り NO.7
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３）広報部（一般向け）事業

部長 奥谷直己 部員数 １名
活動の概要 一般向けパンフレットの印刷・発送・配布（年１回）
会議回数 ２回

≪一般向け広報誌≫

種類 作成枚数 配布先

パンフレット
Ａ４サイズ・両面

０枚

 岐阜市「キッズタウンぎふ」（OKB ぎふ清流アリ
ーナ）にて配布

 他、県内福祉・医療イベントの延期・中止に伴
い、パンフレットの配布なし

パンフレット印刷業者 今年度の印刷はなし

４）地域リハ推進部事業

部長 藤井稚也 部員数 30 名

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
 三団体（ＰＯＳ）の連携強化
 地域ケア会議への対応強化
 認知症友の会との連携強化

会議回数 １回（その他、頻回にメールでの報告・連絡・相談）

≪認知症アップデート研修≫

日時・場所 令和３年３月７日（日）  オンライン研修会（Zoom）

テーマ

 世界及び日本における認知症の課題
 認知症の障害の本質と認知症原因疾患への理解
 行動・心理状態(BPSD)の原因の背景および障害構造の理解
 認知症作業療法におけるアセスメントとマネジメント

講師 小森英世氏１）、竹下和弥氏１）、細澤剛大氏２）

参加者 【県士会員】16 名 【他県士会員】１名 【非会員】０名

  講師所属：１）博愛会病院 ２）特別養護老人ホーム ゆのきがわ

≪岐阜県ＰＴ士会、ＯＴ士会、ＳＴ士会合同 地域ケア会議推進リーダー導入研修≫

日時・場所 令和２年 10月 17 日（土）美濃市立美濃病院

テーマ

 地域包括ケアシステムについて
 地域包括ケアの実現に向けた自立支援のためのケアマネジメント

～生活行為向上支援～
 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

講師
藤井稚也氏１） 村瀬宏明氏２） 久保田将成氏３） 鵜飼浩史氏４）

谷口央晃氏４）

参加者 【県士会員】４名 【他職種】22 名

講師所属：１）岐阜保健大学短期大学部 ２）JA 岐阜厚生連 岐北厚生病院 岐阜県言語聴覚士会
           ３）岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜県理学療法士会 ４）近石病院 岐阜県理学療法士会
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≪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≫

日時・場所 令和２年 10月 18 日（日）美濃市立美濃病院

テーマ

 介護予防・日常生活支援総合事業とリハビリ専門職
 介護予防事業の展開方法
 リハビ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

講師
君垣義紀氏１） 鵜飼浩史氏２） 坪内貴志氏３） 岸本泰樹氏４）

久保田将成氏５）

参加者 【県士会員】３名 【他職種】23 名

講師所属：１）博愛会病院 ２）近石病院 岐阜県理学療法士会 ３）介護老人保健施設巣南ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ
４）岐阜県理学療法士会 ５）岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜県理学療法士会

≪岐阜県各務原市 フレイルサポーター養成研修≫

日時・場所
令和２年９月 25 日（金）那加福祉センター
令和２年 10月２日（金）那加福祉センター
令和２年 10月 13 日（火）鵜沼福祉センター

テーマ
 フレイルとは
 フレイルの多面性からみる予防方法
 フレイルチェックとその方法

講師 藤井稚也氏１）、池戸沙季氏２）

参加者 【地域住民】30 名（全３回の合計人数）

講師所属：１）岐阜保健大学短期大学部 ２）JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院

  ≪士会における認知症への取り組みを推進する担当者同士の情報交換会≫

日時・場所 令和３年１月 31 日（日） オンライン

参加者 田中美絵氏１）

講師所属：１）岐阜清流病院

≪地域支援事業等作業療法士派遣事業≫

地域ケア会議

大垣市

派遣回数：18 回
藤井亜希子氏１）（６回）、吉田麻子氏２）（３回）、
成田公美氏３）（３回）、西中美穂氏２）（３回）、
川崎加奈子氏４）（３回）

岐南町
派遣回数：２回
藤井稚也５）（１回）、宇佐美知子５）（１回）

山県市 宇佐美知子５）（１回）、廣田 薫５）（１回）

講師所属：１）はやかわｸﾘﾆｯｸﾃﾞｲ･ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ ２）自宅 ３）GK の訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
４）大垣市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ５）岐阜保健大学短期大学部

４．学術局

１）事業部事業

部長 中島啓一郎 部員数 3 名
活動の概要 学術部研修会の開催
会議回数 １回
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≪令和２年度学術部研修会≫
身体障害

領域
日時 実施なし

精神障害
領域

日時 令和３年２月 20 日(土) 13：30-16：30
会場 WEB 研修会 運営：サンビレッジ国際医療福祉専門学校

テーマ 精神科におけるクリニカルクラークシップに基づく臨床実習
講師 小林幸治氏１） 須藤智宏氏２）

参加人数 20 名(会員：17 名、非会員：３名）
老年期

障害領域
日時 実施なし

発達障害
領域

日時 実施なし

講師所属：１）目白大学 ２）小山富士見台病院

２）機関誌編集部事業

部長 宇佐美知子 部員数 ２名
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
発行実績 ０回（令和３年５月発行予定）
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

≪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３名)

活動状況 企画会議（１回）、講義(１回)、症例検討会（８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 14名

活動状況 活動なし

５．教育局

１）現職者研修部事業

部長 森島圭佑 部員数 11 名

活動の概要
 現職者共通研修会の開催（年０回・計０テーマ）
 現職者選択研修会の開催（年０回）

会議回数 ０回

≪第１回現職者共通研修会≫実施なし

≪第２回現職者共通研修会≫実施なし

≪第１回現職者選択研修会≫実施なし

≪第２回現職者選択研修会≫実施なし

≪生活行為向上マネジメント事例検討会≫ 実施なし
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２）生涯教育部事業

部長 林 節也 部員数 １名

活動の概要

・生涯教育生涯教育手帳移行推進活動
・厚労省指定「臨床実習指導者講習会（岐阜県講習会）」の企画、準備、
運営

・ポイントの申請と配布
会議回数 ８回
発送業者 郵便

６．地方局

部長 廣瀬 武 部員数 ６名

活動の概要
 各圏域の情報収集および共有
 圏域ごとの会員相互交流促進
 会員からの相談

会議回数 ０回

≪圏域ごとの事業詳細≫

内容

 各圏域での情報収取
 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

圏域ごとの
活動

≪全圏域≫活動実績なし

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 24 回岐阜県作業療法学会（学会長：古桧山建吾氏）
・日時：令和２年６月 28 日（日）

新型コロナウイルス感染拡大の影響のため延期
・場所：関市文化会館
・学会テーマ：「作業療法を変える科学と哲学－未来の作業療法士のた
めに－」
・参加人数：会員 名、学生 名、一般市民 名

倫理委員会 窓口：浅野莉沙氏(平成医療短期大学)
選挙管理委員会 富田晃弘氏（大垣徳洲会病院）

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)
・実習検討会議の実施なし

研修運営委員会 必要に応じて設置開催

２）特設委員会

   該当なし
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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

47 都道府県委員会 須貝里幸氏（大垣市民病院）
生涯教育委員 林 節也氏（介護老人保健施設 山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ）

会員管理システム 山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉ｾﾝﾀｰ）
広報部窓口 吉田圭佑氏(特別養護老人ﾎｰﾑ菜の花)

生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
推進委員

山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

倫理委員会窓口 廣田 薫氏（岐阜保健大学短期大学部)
代議員運営委員 富田晃弘氏（大垣徳洲会病院）
制度対策部

福祉用具対策委員会
樅山貴子氏（自宅）

地域包括ケアシステム
推進委員会

坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）
山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

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）

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）

   

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）

・令和２年度介護支援専門員専門研修Ⅰ講師派遣：中止
・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（岐阜保健大学短期大学部）

＜岐阜県医療推進協議会＞活動実績なし

岐阜県
リハビリテーション

連絡協議会

委員
柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院）
須貝里幸氏（大垣市民病院）
廣渡洋史氏（岐阜保健大学短期大学部）

訪問リハ
推進部会

平光亮介氏（介護老人保健施設山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ）
多和田政和氏（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｳｨｽﾞ）

災害対策
部会

池戸秀行氏・今枝敬志氏（岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ）

岐阜県健康福祉部
＜運動器の向上部会＞
藤井稚也氏（岐阜保健大学短期大学部）

岐阜市介護・福祉・
医療事業所連絡協議会

君垣義紀氏（博愛会病院）

NPO 法人 岐阜心臓
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

須貝里幸氏（大垣市民病院）

障害認定区分審査会

岐阜市：山内由香氏（山内ホスピタル）
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（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ街家）

介護認定審査会 大垣市：藤井亜希子氏（はやかわｸﾘﾆｯｸﾃﾞｲﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

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＞
活動実績なし

岐阜県 PT・OT・ST 士会
合同地域包括

ケアシステム推進会議

藤井稚也氏（岐阜保健大学短期大学部）
坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）
平光亮介氏（介護老人保健施設山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ）

生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
全国推進会議

山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

認知症作業療法
推進委員会議

田中美絵氏（岐阜清流病院）
君垣義紀氏（博愛会病院）
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各務原市フレイル予防推
進委員会

藤井稚也（岐阜保健大学短期大学部）
池戸沙季（JA 岐阜厚生連東濃厚生病院）

JIMTEF 災害医療研修 実績なし

福祉用具サービス
計画書の作成研修

中止

東海北陸リーダー
養成研修会

中止

岐阜県循環器病対策
推進協議会

君垣義紀氏（博愛会病院）

第２号議案 令和２年度 会計報告

１．賃借対照表              令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日まで

【資産の部】 （単位：円）

科   目
   金   

額

流動資産

現金預金 6,922,931

流動資産合計 6,922,931

資産合計 6,992,231

【正味財産の部】

    正味財産 6,992,231

    （うち当期正味財産増加額） 1,195,817

        負債及び正味財産合計 6,922,931

【経常収入の部】 （単位：円）

科  目 予算額 決算額 差 異

会費収入 3,720,000 3,528,000 192,000 

正会員会費収入 3,720,000 3,501,000 219,000 

賛助会員会費収入 0 27,000 △27,000

事業収入 916,000 54,000 862,000 

学術研修会収入 40,000 19,000 21,000 

現職者研修会収入 500,000 0 500,000 

地域リハ推進部事業収入 76,000 0 76,000 

広報部（会員）広告収入 0 5,000 △5,000

岐阜県作業療法学会収入 50,000 0 50,000 

補助金等収入 250,000 0 250,000 

寄付金収入 0 30,000 △30,000

雑収入 0 29 △29

受取利息 0 29 △29

経常収入合計 4,636,000 3,582,029 1,053,971 
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【経常支出の部】 （単位：円）

科  目 予算額 決算額 差 異

事業費 2,825,000 1,283,526 1,541,474 

社会局広報部（会員） 370,000 354,812 15,188 

会議費支出 11,500 2,835 8,665 

通信運搬費支出 100,000 113,966 △13,966

印刷製本費支出 250,000 224,950 25,050 

雑支出 3,000 330 2,670 

旅費交通費支出 1,500 8,200 △6,700

消耗品費支出 4,000 4,531 △531

社会局広報部（一般） 40,000 0 40,000 

会議費支出 2,500 0 2,500 

印刷製本費支出 2,000 0 2,000 

広報渉外費支出 35,000 0 35,000 

旅費交通費支出 500 0 500 

社会局事業部 150,000 110,364 39,636 

会議費支出 50,000 86,000 △36,000

雑支出 2,500 0 2,500 

旅費交通費支出 25,000 5,620 19,380 

通信運搬費支出 2,500 0 2,500 

消耗品費支出 70,000 18,744 51,256 

社会局地域リハ推進部 550,000 47,375 502,625 

会議費支出 40,000 20,630 19,370 

通信運搬費支出 10,000 0 10,000 

印刷製本費支出 100,000 0 100,000 

雑支出 5,000 1,760 3,240 

諸謝金支出 200,000 20,125 179,875 

消耗品費支出 15,000 0 15,000 

旅費交通費支出 140,000 3,630 136,370 

会場費支出 40,000 1,230 38,770 

学術局学術研修部 130,000 68,595 61,405 

会議費支出 5,000 547 4,453 

通信運搬費支出 0 210 △210

印刷製本費支出 15,000 0 15,000 

諸謝金支出 70,000 63,168 6,832 

旅費交通費支出 20,000 4,670 15,330 

会場費支出 15,000 0 15,000 

雑支出 2,000 0 2,000 

消耗品費支出 3,000 0 3,000 

学術局機関紙編集部 150,000 0 150,000 

会議費支出 15,000 0 15,000 

通信運搬費支出 15,000 0 15,000 

印刷製本費支出 120,000 0 120,000 

教育局 現職者研修部 240,000 0 240,000 

会議費支出 40,000 0 40,000 

印刷製本費支出 70,000 0 70,000 

雑支出 10,000 0 10,000 

諸謝金支出 90,000 0 90,000 

消耗品費支出 10,000 0 10,000 

旅費交通費支出 20,000 0 20,000 

0 0 0 
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教育局選択研修部 0 0 0 

会議費支出 0 0 0 

印刷製本費支出 0 0 0 

雑支出 0 0 0 

消耗品費支出 0 0 0 

旅費交通費支出 0 0 0 

会場費支出 0 0 0 

諸謝金支出 0 0 0 

教育局生涯教育部 900,000 679,577 220,423 

会議費支出 100,000 33,897 66,103 

通信運搬費支出 95,000 1,540 93,460 

印刷製本費支出 250,000 0 250,000 

雑支出 5,000 0 5,000 

諸謝金支出 250,000 568,000 △318,000

旅費交通費支出 150,000 76,140 73,860 

消耗品費支出 50,000 0 50,000 

地方局 75,000 0 75,000 

会議費支出 20,000 0 20,000 

通信運搬費支出 5,000 0 5,000 

印刷製本費支出 5,000 0 5,000 

雑支出 1,000 0 1,000 

諸謝金支出 30,000 0 30,000 

消耗品費支出 4,000 0 4,000 

旅費交通費支出 10,000 0 10,000 

岐阜県作業療法学会 160,000 22,803 137,197 

会議費支出 30,000 0 30,000 

通信運搬費支出 30,000 22,703 7,297 

印刷製本費支出 30,000 0 30,000 

雑支出 10,000 100 9,900 

諸謝金支出 0 0 0 

消耗品費支出 10,000 0 10,000 

旅費交通費支出 10,000 0 10,000 

会場費支出 40,000 0 40,000 

学会運営委員会 50,000 0 50,000 

会議費支出 20,000 0 20,000 

通信運搬費支出 500 0 500 

印刷製本費支出 1,000 0 1,000 

雑支出 500 0 500 

消耗品費支出 3,000 0 3,000 

旅費交通費支出 20,000 0 20,000 

会場費支出 5,000 0 5,000 

選挙管理委員会 10,000 0 10,000 

会議費支出 4,500 0 4,500 

通信運搬費支出 500 0 500 

雑支出 500 0 500 

消耗品費支出 1,000 0 1,000 

旅費交通費支出 3,500 0 3,500 
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管理費 1,658,000 1,102,686 555,314 

事務局総務部 1,100,000 640,374 459,626 

会議費支出 200,000 71,060 128,940 

通信運搬費支出 70,000 84,785 △14,785

印刷製本費支出 10,000 330 9,670 

雑支出 70,000 47,459 22,541 

諸謝金支出 210,000 198,000 12,000 

消耗品費支出 100,000 11,410 88,590 

旅費交通費支出 250,000 23,720 226,280 

負担金支出 68,000 113,200 △45,200

会場費支出 30,000 7,960 22,040 

租税公課支出 72,000 82,450 △10,450

寄付金支出 20,000 0 20,000 

事務局財務部 200,000 19,000 181,000 

会議費支出 30,000 5,604 24,396 

通信運搬費支出 12,000 1,105 10,895 

印刷製本費支出 5,000 5,998 △998

雑支出 3,000 503 2,497 

消耗品費支出 130,000 0 130,000 

旅費交通費支出 20,000 5,790 14,210 

事務局ＩＴ事業部 130,000 177,577 △47,577

会議費支出 5,000 0 5,000 

通信運搬費支出 100,000 176,577 △76,577

印刷製本費支出 5,000 0 5,000 

雑支出 2,000 0 2,000 

消耗品費支出 15,000 0 15,000 

旅費交通費支出 3,000 1,000 2,000 

事務局会員情報部 150,000 179,198 △29,198

会議費支出 3,000 0 3,000 

通信運搬費支出 98,000 130,378 △32,378

印刷製本費支出 40,000 42,998 △2,998

消耗品費支出 5,000 3,152 1,848 

旅費交通費支出 3,000 2,670 330 

雑支出 1,000 0 1,000 

事務局総会運営部 78,000 86,537 △8,537

会議費支出 1,000 0 1,000 

通信運搬費支出 1,000 0 1,000 

印刷製本費支出 75,000 86,537 △11,537

雑支出 1,000 0 1,000 

経常支出合計 4,483,000 2,386,212 2,096,788 

    経常収支差額 153,000 1,195,817 △1,042,817

科  目 予算額 決算額 差 異

当期収支差額 153,000 1,195,817 △1,042,817

前期繰越収支差額 0 5,727,114 △5,727,114

次期繰越収支差額 153,000 6,922,931 △6,769,931
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第３号議案 第 24回岐阜県作業療法学会 会計報告

＜収入の部＞

名目 摘要 金額

参加費 学会延期のため、財務部より運営費として 200,000

協賛金
20,000×1 口、10,000 円×3口、

5,000 円×10 口
100,000

合計 300,000

＜支出の部＞

名目 摘要 金額

施設使用料 学会延期のため 0

花代 学会延期のため 0

抄録製本代 学会延期のため 0

郵送・通信費 37,423

講師料・交通費 学会延期のため 0

講師接待費用 学会延期のため 0

印刷代 学会延期のため 0

消耗品・雑費 文具 4,034

会議費 計 6回 6,400

交通費 計 6回 10,310

その他 0

支出小計 58,167

岐阜県作業療法士会財務部へ返金 241,833

合計 300,000
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会計監査報告
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第４号議案 令和３年度 活動計画（案）

メインテーマ  『令和への適応 ver.３』

キャッチフレーズ 『続、後輩育成と社会に求められる作業療法の拡大』

１．基本方針

COVID-19 による県士会事業計画への影響は昨年度から続いており、大きな制約をもたら

している。県士会では事業でのオンライン・Web の導入が徐々に浸透してきているが、

各部局が単独で運営できる状況ではない。本年度も引き続き Web の導入を推進し、事業展開

できるよう進めたい。県士会として Web による事業運営は不慣れなところも多く、会員の

皆様には多大なご迷惑をおかけすることもあろうかと思うが、ご理解を賜りつつ、会員の

皆様が受講できるよう Web 環境の調整にご協力いただきたい。

県、自治体での地域支援事業は拡大傾向にあり、作業療法士の派遣依頼も増加している

状況である。また、地域で食を支える研究会、福祉用具関連、学童保育関連など幅広く作業

療法の需要が高まっており、多様な社会的ニーズへの対応が求められる。

上記の社会的ニーズに対応すべく人材育成と派遣対応を計画していく。また、本年度は

臨床実習指導者講習会を２回計画しており、150 名ほどの県内指導者輩出を目標に重点活動

として推進し、令和４年１月からの臨床実習指導に支障が無いようにしたい。

最後に、会員、県民の健康と、一刻も早い新型コロナウイルスの収束を祈る。

■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 24回岐阜県作業療法学会の開催、第 25 回岐阜県作業療法学会の企画・運営

２．厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会」の企画・運営、講師人材育成

３．社会的ニーズ対応に関する人材育成等の推進、人材育成・確保

４．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の推進

５．各圏域での事例検討会や研修会活動の推進

■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、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

３．他団体との共同事業展開（福祉用具、介護福祉士会、学童保育など）

■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（登記等の事務局強化、財務運営の健全化・効率化、人材育成）

４．Web を活用した法人運営の促進

５．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 ６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 900,000 円（▲200,000 円）

２）事務局・財務部

部長 宮園康嗣 部員数 １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 100,000 円（▲100,000 円）

３）事務局・総会運営部

部長 國枝拓麻 部員数 ０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・資格審査委員選任
 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 78,000 円（±０円）

４）事務局・会員情報部

部長 山河陽一 部員数 ０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

（他士会移籍者把握、協会入会者把握）
 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

活動費 150,000 円（±０円）

５）事務局・ＩＴ事業部

部長 山河陽一 部員数 １名

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
 県士会メールフォームの管理
 会員へのメール配信（メール配信システム利用）
 会員メールアドレス管理

活動費 130,000 円（±０円）
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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

 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におけるＯＴ活用を市町

村に 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

 厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会（岐阜県講習会）」（生涯教育部）
 第 24 回岐阜県作業療法学会
 領域別研修会（学術部）
 専門領域研究会の活動支援（学術部）
 現職者共通・選択研修会（現職者研修部）
 生活行為向上マネジメント研修会（現職者研修部）
 一般社団法人 岐阜県リハビリテーション協議会

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
③ 理学療法・作業療法・言語聴覚療法 高校生１日体験（事業部兼任）
④ 地域支援事業への人材育成・確保
⑤ 福祉機器展への参画

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」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 吉田圭佑 部員数 ３名

予定している
活動の概要

 高校生理学療法・作業療法・言語聴覚療法一日体験への協力
 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・参加

活動費 150,000 円（±０円）

２）社会局・地域リハ推進部

部長 藤井稚也 部員数 30 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
 三団体（ＰＯＳ）及び他職種へのＯＴ啓発および連携強化
 各圏域部員ネットワークの構築、組織化、組織力強化
 地域ケア会議への対応強化
 認知症友の会との連携強化
 総合事業に対応する組織つくりの強化

活動費 550,000 円（±０円）

３）社会局・広報部（会員向け）

部長 田原涼馬 部員数 ６名

予定している
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・研修会案内受付

活動費 370,000 円（±０円）

４）社会局・広報部（一般向け）

部長 奥谷直己 部員数 １名
予定している
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）

活動費 30,000 円（▲10,000 円）

５）学術局・学術研修部

部長 中島啓一郎 部員数 ３名

部員

身障領域：未定
精神障害領域：堀 祐太郎氏（西濃病院）
発達障害領域：後藤昭道氏（飛翔の里 第二生活の家）
老年期領域：左髙裕隆氏（フェニックス総合クリニック）
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予定している
活動の概要

（学術部研修会）

 各領域１回/年の研修会実施予定
・身障領域、精神障害領域、発達障害領域：未定
・老年期領域：テーマ未定 講師予定：海保享代氏(健康科学大学)
 他局との連携
 部局会議

活動費 130,000 円（±０円）

６）学術局・機関誌編集部

部長 宇佐美知子 部員数 ２名

予定している
活動の概要

 機関誌の論文募集・査読依頼・編集印刷・発行（２回）
 機関誌への論文投稿推進のための広報活動
 投稿規定、執筆要領の見直し
 各種様式の作成
 査読候補者の選定

活動費 270,000 円（＋120,000 円）
  

７）学術局・専門領域研究会

・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３名)
活動予定 企画会議（１回）、症例検討会（11回）

  

・岐阜県ハンドセラピィ研究会

代表者 内屋 純 会員数 13名
活動予定 岐阜手外科研究会への参加

８）教育局・現職者研修部

部長 森島圭佑 部員数 11 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）
「作業療法生涯教育概論」「作業療法の可能性」
「職業倫理」
「保健・医療・福祉と地域支援」「事例検討」「事例報告」

 現職者選択研修会の開催（年２回）
「身体障害領域の作業療法」、「生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基礎研修」

活動費 240,000 円（±0 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
 生涯教育手帳移行支援
 生涯教育ポイントの申請
 厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会（岐阜県講習会）」の

企画・運営（年２回予定）

活動費 1,000,000 円（＋100,000 円）

10）地方局

部長 廣瀬 武 部員数 ６名

担当理事

岐阜：水上智仁氏（岐阜市民病院）
西濃：安井一将氏（大垣徳洲会病院）
中濃：原 耕太氏（木沢記念病院）
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）
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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
・県士会員からの相談業務

 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 50,000 円（▲25,000 円）

11）常設委員会

規約検討委員会
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

学会運営委員会

第 24 回岐阜県作業療法学会（学会長：古桧山建吾氏）ｵﾝﾗｲﾝ
・日時：令和３年６月 12 日（土）～６月 26 日（土）
・学会テーマ：「作業療法を変える科学と哲学－未来の作業療
法士のために－」

第 25 回岐阜県作業療法学会（西濃地区）
（学会長 未定）

倫理委員会 倫理に関する相談窓口

選挙管理委員会
役員選挙の準備・施行
協会の代議員運営委員会を含む

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 必要となった場合、委員会を設置する

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 須貝里幸氏（大垣市民病院）

生涯教育委員 林 節也氏（介護老人保健施設山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ）

会員管理システム 山河陽一氏（岐阜県立希望が丘こども医療福祉ｾﾝﾀｰ）

広報部窓口 吉田圭佑氏（特別養護老人ﾎｰﾑ菜の花)

生活行為向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
推進委員

山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

倫理委員会窓口 廣田 薫氏（岐阜保健大学短期大学部)

代議員運営委員 選挙管理委員会兼務

制度対策部
福祉用具対策委員会

樅山貴子氏（自宅）

地域包括ケアシステム
推進委員会

藤井稚也氏（岐阜保健大学短期大学部）

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）

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）

＜令和３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）

一般社団法人
岐阜県

リハビリテーション
協議会

委員
柴 貴志氏（岐阜県立多治見病院）
須貝里幸氏（大垣市民病院）
廣渡洋史氏（愛知医療学院短期大学）

訪問リハ
推進部会

平光亮介氏（介護老人保健施設山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ）
多和田政和氏（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｳｨｽﾞ）

災害対策部会 須貝里幸氏（大垣市民病院）

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（岐阜保健大学短期大学部）

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（愛知医療学院短期大学）

＜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（愛知医療学院短期大学）その他 1名

岐阜市介護・福祉
医療事業所連絡協議会

須貝里幸氏（大垣市民病院）

NPO 法人 岐阜心臓
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

須貝里幸氏（大垣市民病院）

障害認定区分審査会

岐阜市：山内由香氏（山内ﾎｽﾋﾟﾀﾙ）
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：吉田麻子氏（自宅）

介護認定審査会 大垣市：藤井亜希子氏（はやかわｸﾘﾆｯｸﾃﾞｲﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

岐阜県 PT・OT・ST
士会合同地域包括
ｹｱｼｽﾃﾑ推進会議

藤井稚也氏（岐阜保健大学短期大学部）
坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）
山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

生活行為向上
マネジメント
全国推進会議

山田貴章氏（山田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）

認知症作業療法
推進委員会議

坪内貴志氏（介護老人保健施設巣南ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）他 1 名

JIMTEF
災害医療研修

（１名未定）

福祉用具サービス
計画書の作成研修

樅山貴子氏（自宅）、中谷明賢氏（ｼﾝｼｱ高山）
手塚千尋氏（特別養護老人ﾎｰﾑｼｸﾗﾒﾝ）、他２名

東海北陸リーダー
養成研修会

研修参加者を５名選出予定

岐阜県循環器病対策
推進協議会

君垣義紀氏（博愛会病院）

岐阜県多‟食”種連携
研究会

須貝里幸氏（大垣市民病院）、森島圭佑氏（河村病院）
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第５号議案 令和３年度 収支予算書（案）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31 日まで

【経常収入の部】 （単位：円）

科  目 予算額 前年度予算額 増 減

会費収入 3,060,000 3,720,000 △660,000

正会員会費収入 3,050,000 3,720,000 △670,000

賛助会員会費収入 10,000 0 10,000 

事業収入 340,000 666,000 △326,000

学術研修会収入 40,000 40,000 0 

現職者研修会収入 300,000 500,000 △200,000

地域リハ研修会収入 0 76,000 △76,000

岐阜県作業療法学会収入 0 50,000 △50,000

補助金収入 250,000 250,000 0 

負担金収入 0 0 0 

経常収入合計 3,650,000 4,636,000 △986,000

【経常支出の部】 （単位：円）

科  目 予算額 前年度予算額 増 減

事業費 合計 3,242,000 2,825,000 417,000 

社会局広報部（会員） 370,000 370,000 0 

会議費支出 11,500 11,500 0 

通信運搬費支出 100,000 100,000 0 

印刷製本費支出 250,000 250,000 0 

雑支出 3,000 3,000 0 

旅費交通費支出 1,500 1,500 0 

消耗品費支出 4,000 4,000 0 

社会局広報部（一般） 30,000 40,000 △10,000

会議費支出 2,000 2,000 0 

広報渉外費支出 25,000 35,000 △10,000

印刷製本費支出 2,500 2,500 0 

消耗品費支出 500 500 0 

旅費交通費支出 0 0 0 

社会局事業部 150,000 150,000 0 

会議費支出 50,000 50,000 0 

通信運搬費支出 2,500 2,500 0 

雑支出 2,500 2,500 0 

旅費交通費支出 25,000 25,000 0 

負担金支出 0 0 0 

消耗品費支出 70,000 70,000 0 
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社会局地域リハ推進部 550,000 550,000 0 

会議費支出 40,000 40,000 0 

通信運搬費支出 10,000 10,000 0 

印刷製本費支出 100,000 100,000 0 

雑支出 5,000 5,000 0 

諸謝金支出 200,000 200,000 0 

消耗品費支出 15,000 15,000 0 

旅費交通費支出 140,000 140,000 0 

会場費支出 40,000 40,000 0 

学術局学術研修部 130,000 130,000 0 

会議費支出 5,000 5,000 0 

印刷製本費支出 15,000 15,000 0 

諸謝金支出 70,000 70,000 0 

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 

会場費支出 15,000 15,000 0 

雑支出 2,000 2,000 0 

消耗品費支出 3,000 3,000 0 

学術局機関紙編集部 270,000 150,000 120,000 

会議費支出 15,000 15,000 0 

通信運搬費支出 15,000 15,000 0 

印刷製本費支出 240,000 120,000 120,000 

教育局共通研修部 0 0 0 

会議費支出 0 0 0 

通信運搬費支出 0 0 0 

印刷製本費支出 0 0 0 

雑支出 0 0 0 

諸謝金支出 0 0 0 

消耗品費支出 0 0 0 

旅費交通費支出 0 0 0 

教育局選択研修部 0 0 0 

会議費支出 0 0 0 

印刷製本費支出 0 0 0 

雑支出 0 0 0 

消耗品費支出 0 0 0 

旅費交通費支出 0 0 0 

諸謝金支出 0 0 0 

教育局現職者研修部 240,000 240,000 0 

会場費支出 40,000 40,000 0 

印刷製本費支出 70,000 70,000 0 

雑支出 10,000 10,000 0 

諸謝金支出 90,000 90,000 0 

消耗品費支出 10,000 10,000 0 

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 
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教育局生涯教育部 1,000,000 900,000 100,000 

会議費支出 150,000 100,000 50,000 

通信運搬費支出 95,000 95,000 0 

印刷製本費支出 250,000 250,000 0 

雑支出 5,000 5,000 0 

諸謝金支出 250,000 250,000 0 

旅費交通費支出 200,000 150,000 50,000 

消耗品費支出 50,000 50,000 0 

地方局 50,000 75,000 △25,000

会議費支出 15,000 20,000 △5,000

通信運搬費支出 5,000 5,000 0 

印刷製本費支出 5,000 5,000 0 

雑支出 1,000 1,000 0 

諸謝金支出 20,000 30,000 △10,000

消耗品費支出 4,000 4,000 0 

旅費交通費支出 0 10,000 △10,000

岐阜県作業療法学会 402,000 160,000 242,000 

会議費支出 42,000 30,000 12,000 

通信運搬費支出 30,000 30,000 0 

印刷製本費支出 120,000 30,000 90,000 

雑支出 20,000 10,000 10,000 

諸謝金支出 100,000 0 100,000 

消耗品費支出 30,000 10,000 20,000 

旅費交通費支出 20,000 10,000 10,000 

会場費支出 40,000 40,000 0 

選挙管理委員会 0 10,000 △10,000

会議費支出 0 4,500 △4,500

通信運搬費支出 0 500 △500

雑支出 0 500 △500

消耗品費支出 0 1,000 △1,000

旅費交通費支出 0 3,500 △3,500

学会運営委員会 50,000 50,000 0 

会議費支出 20,000 20,000 0 

通信運搬費支出 500 500 0 

印刷製本費支出 1,000 1,000 0 

雑支出 500 500 0 

消耗品費支出 3,000 3,000 0 

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 

会場費支出 5,000 5,000 0 
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管理費 合計 1,358,000 1,658,000 △300,000

事務局総務部 900,000 1,100,000 △200,000

会議費支出 150,000 200,000 △50,000

通信運搬費支出 60,000 70,000 △10,000

印刷製本費支出 10,000 10,000 0 

雑支出 60,000 70,000 △10,000

諸謝金支出 210,000 210,000 0 

消耗品費支出 50,000 100,000 △50,000

旅費交通費支出 180,000 250,000 △70,000

負担金支出 58,000 68,000 △10,000

会場費支出 30,000 30,000 0 

租税公課支出 72,000 72,000 0 

寄付金支出 20,000 20,000 0 

事務局財務部 100,000 200,000 △100,000

会議費支出 10,000 30,000 △20,000

通信運搬費支出 10,000 12,000 △2,000

印刷製本費支出 10,000 5,000 5,000 

雑支出 3,000 3,000 0 

消耗品費支出 47,000 130,000 △83,000

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 

事務局ＩＴ事業部 130,000 130,000 0 

会議費支出 5,000 5,000 0 

通信運搬費支出 100,000 100,000 0 

印刷製本費支出 5,000 5,000 0 

雑支出 2,000 2,000 0 

消耗品費支出 15,000 15,000 0 

旅費交通費支出 3,000 3,000 0 

会員情報部 150,000 150,000 0 

会議費支出 3,000 3,000 0 

通信運搬費支出 98,000 98,000 0 

印刷製本費支出 40,000 40,000 0 

消耗品費支出 5,000 5,000 0 

旅費交通費支出 3,000 3,000 0 

雑支出 1,000 1,000 0 

総会運営部 78,000 78,000 0 

会議費支出 1,000 1,000 0 

通信運搬費支出 1,000 1,000 0 

印刷製本費支出 75,000 75,000 0 

雑支出 1,000 1,000 0 

経常支出合計 4,600,000 4,483,000 117,000 

経常収支差額 △950,000 153,000 △1,103,000

科  目 予算額 前年度予算額 増 減

当期収支差額 △950,000 153,000 △1,103,000

前期繰越収支差額 0 0 0 

次期繰越収支差額 △950,000 153,000 △1,103,000
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第６号議案 定款変更（案）

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による活動制限の影響により、士会活動におい

ても事業展開中止を余儀なくされた。しかし、年会費の会員への公平なる還元ができていな

い。そのため、自然災害等により活動制限がもたらされた場合、年会費の減額が簡単な手続

きで可能になるようにしたい。そこで、２つの規定の変更を提案する。

変更前 変更後

第２条 定款第２章第７条に規定する会費

は、正会員にあっては年額 6,000 円とする。

第２条 定款第２章第７条に規定する会費

は、正会員にあっては年額 6,000 円とする。

ただし、自然災害等により当法人の活動の

一部が開催できない場合は、減額すること

ができる。

第５条 この規程の変更は、社員総会の議決

によらなければならない。

第５条 この規程の変更は、理事会の議決に

よらなければならない。


