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令和４年度

一般社団法人 岐阜県作業療法士会 第 12 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３年度 活動報告

   第２号議案 令和３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４年度 活動計画（案）

   第５号議案 令和４年度 収支予算書（案）

７．議長解任

８．閉会のことば
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第１号議案 令和３年度 活動報告

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』

◆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。

全世界で新型コロナウイルスが蔓延して２年が経過した。ワクチンや新薬が開発され、

人類はこの新型のウイルスに対抗してきた。しかし、新型ウイルスは、人類の英知をあざ

笑うかのように変異を続け、未だ我々の生活を脅かしている。そんな中、人々のウィズ  

コロナの生活様式も徐々に定着してきたのではないだろうか。地域活動では、新型コロナの

影響にてやむを得ず事業を中止せざるを得ない状況もあるが、本来予定されていた事業も

少しずつ制限の範囲内で、手を替え品を替え、趣向を凝らし展開されつつあると思う。

当士会においても Web の活用にて厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会」や県学会、

学術研修、現職者研修を執り行うに至った。「臨床実習指導者講習会」では、一昨年度に  

引き続いて約 200 名の修了者を輩出した。2020 年４月入学の養成校学生が臨床実習で学ぶ

にあたり、指導者確保は何とか目標値にたどり着いたが、今後の長期臨床実習や各職場での

負担を鑑みると、さらなる実習指導者の確保が必要と思われる。これに関しては、会員の

皆様の協力を仰ぎつつ、次世代の作業療法士育成に取り組んでいただきたい。

また、各種研修事業では、学術研修において各領域で研修会を開催することができ、  

現職者研修では MTDLP 研修も開催するなど、オンラインを駆使して会員の研鑽を促進   

できたと思う。特にオンラインでの学会運営では、運営役員の尽力もあり、その手法や  

実績は本年度の県学会にも引き継がれており、着々と準備を進めることが出来ている。

地域・他団体との連携、自治体での事業については中止となる事業もあったが、作業  

療法士の需要は高まる一方であり、地域ケア会議など地域支援事業では作業療法士の派遣

依頼も多くなっている。こうした拡大傾向にある派遣事業に対し、人材の育成と会員への

啓発は喫緊の課題となる。

一昨年度に引き続き、新型コロナウイルスによる制約が厳しい状況の中、士会では   

新たなデバイス活用による事業展開で社会変化に適応を試みてきた。Web の活用は    

ウィズコロナにおいて必要な手法となるが、一方で会員同士の交流・親睦などの横の   

つながりにおいては懸念材料となりうる。社会情勢やコロナ状況を把握しつつ、会員間の

連携を強化し、組織強化に向けて取り組みたい。
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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
３年

６月 27 日 第 11 回定時社員総会 平成医療短期大学 13:30～14:30
７月３日 第１回理事会 Web 開催 13:30～17:30
10 月２日 第２回理事会 Web 開催 13:30～17:00

令和
４年

１月 22 日 第３回理事会 Web 開催 13:30～17:30
３月 26 日 第４回理事会 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 ５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（Zoom）≫

日時・場所
令和３年５月 23 日（日） 10:00～11:30
平成医療短期大学

テーマ
・岐阜県作業療法士会の組織および活動について
・新人教育プログラムについて
・その他

その他
参加申し込み不要としたため、正確な参加者数は把握できていない。
欠席者向けに、録画映像を YouTube で閲覧できるようにした。

≪東海北陸リーダー養成研修会派遣（愛知県士会主催）≫

日時・場所 令和３年 11月 13 日（土）13:00～18:00（WEB 開催）

テーマ

・協会と県士会の役割を踏まえ、中堅リーダーに期待すること

（日本作業療法士協会会長 中村春基先生）

・県士会ネットワークに秘められた力

- 弱い紐帯の強さとサーバント・リーダーシップから考える -

（中部大学 経営情報学部経営総合学科教授 寺澤朝子先生）

参加者

宇佐美知子氏（岐阜保健大学短期大学部）
林 あさ子氏（訪問看護ステーションハーブ）
國枝拓麻氏（大垣中央病院）
原 耕太氏（木沢記念病院）
田原涼馬氏（山田病院）
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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 ７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）

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（協会入退会者把握）
・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４年２月末日 現在

会員動向

・総会員数 625 名（休会者 12名含む）
・総施設数 170 施設、自宅会員 71 名
・令和３年度入会者 63 名（前年度より 25 名増）
・令和３年度会員情報変更届 33 件（令和３年４月～令和４年２月）
・令和３年度退会者 39 名（令和３年４月～令和４年２月）
・賛助会員（株式会社 gene・株式会社ひまわり）

会費納入状況 ・今年度分未納入 37名（全会員の６％）＜３/31 現在＞
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
登録状況

登録会員数 501 名（送信不能者除く）（全会員の 80％）＜２月末日現在＞

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）
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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 令和３年度より閲覧数情報入手が有料となったため、非掲載
問い合わせ件数 年間件数 54件（令和３年４月１日～令和４年３月 31 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 19 件
・他団体研修会案内 43 件 ・県士会からの事務連絡 15 件
・災害安否確認１件   ・協会からの案内 12 件
・東海北陸学会２件   ・岐阜県リハ協議会１件
合計 93 件（令和３年４月１日～令和４年３月 31 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、作業、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 ０回

≪高校生一日体験≫

担当 岐阜県理学療法士会

活動概要
・リモートにて３士会(PT・OT・ST)でリモート会議を行う。
・高校生オンラインリハビリ見学会として今年度は夏休み期間に
ZOOM を使用し実施。(令和３年８月３～６日、10 日、13 日、16日)

≪作業療法啓発ブース出展≫

活動概要
・各務原市・岐阜市・大垣市の福祉、医療イベントは中止。
・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３年８月 21 日(土)・22 日(日)

内容
・キッズタウン岐阜
参加対象者：年長～小学６年生
体験内容：ガラスタイルでコースター作りを行う。
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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
101 号

・巻頭言「研究と臨床と教育」（井上忠俊氏）
・第 24 回岐阜県作業療法学会のお知らせ
・私の職場の強み（カワムラヤスオメディカルソサエティ）
・突撃！となりの作業療法士
・岐阜県リハビリテーション協会便り NO.８

ごったに
102 号

・巻頭言「当院におけるがんのリハビリテーション」（坂田崇好氏）
・岐阜県作業療法士新人紹介
・私の職場の強み（県立多治見病院）
・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 NO.９

ごったに
103 号

・巻頭言「ごあいさつ-OT になって 45年」 （澤 俊二氏）
・特集記事：お仕事体験イベント「キッズタウン岐阜」の振り返り
・私の職場の強み（療育 SPOT）
・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.10

ごったに
104 号

・巻頭言「コミュニケーションについて」 （原 千太郎氏）
・特集記事：地域作業療法のススメ①
・私の職場の強み（養南病院)
・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.11

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）

なし

・岐阜市「キッズタウンぎふ」
（OKB ぎふ清流アリーナ）にて配布
・それ以外は、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 印刷発注がなかったため、利用なし
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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 ０回（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４年２月 13 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）、細澤剛大氏１）、今津明里氏１）

参加者 【県士会員】11 名 【他県士会員】０名 【非会員】０名

  講師所属：１）博愛会病院

≪岐阜県リハビリテーション協会 地域ケア会議推進リーダー導入研修≫

日時・場所
令和３年 11月 28 日（日）Web 開催
瑞穂市コミュニケーションセンター清流ぷらす

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 村瀬宏明氏１） 江頭雅巳氏２） 谷口央晃氏２） 鵜飼浩史氏２）

参加者 【県士会員】４名 【他職種】22 名

講師所属：１）岐阜県言語聴覚士会 ２）（公社）岐阜県理学療法士会

≪岐阜県リハビリテーション協会 介護予防推進リーダー導入研修≫

日時・場所
令和３年 11月 27 日（土）Web 開催
瑞穂市コミュニケーションセンター清流ぷらす

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 五十川慎也氏１） 多和田政和氏２） 坪内貴志氏２） 藤井稚也氏２）

参加者 【県士会員】３名 【他職種】23 名

講師所属：１）（公社）岐阜県理学療法士会 ２）（一社）岐阜作業療法士会
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≪岐阜県リハビリテーション協会 地域で活躍するリハビリ専門職の実際≫

日時・場所
令和３年 12月５日（日）Web開催
瑞穂市コミュニケーションセンター清流ぷらす

テーマ
・介護予防・日常生活支援総合事業に参画するリハビリ専門職
・地域リハビリテーションの意義
・リハビリ専門職に期待すること

講師 中津智広氏１） 岸本泰樹氏１） 森藤 豊氏２）

参加者 【県士会員】１名 【他職種】20 名

講師所属：１）（公社）岐阜県理学療法士会 ２）のぞみの丘ホスピタル 医師

≪訪問リハビリテーション実務者研修会関連≫

日時・場所

・令和３年６月 18 日（金）Web 開催
・令和３年７月４日（日）Web 開催
・令和３年９月 10 日（金）Web 開催
・令和３年 12 月３日（金）じゅうろくプラザ
・令和３年 12 月４日（土）じゅうろくプラザ
・令和４年２月 14 日（月）Web 開催

テーマ 訪問リハビリテーションの参画と課題
講師 平光亮介氏１）

  講師所属：１）介護老人保健施設山県グリーンポート

≪岐阜県理学療法士会 フレイル・災害研修≫
日時・場所 令和３年 11月 21 日（日）Web 開催 瑞穂市ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ清流ぷらす

テーマ
・災害リハビリテーションとは
・フレイルの概要と予防の実際
・フレイル予防活動に参画するリハビリ専門職の役割

講師 上野浩季氏１） 藤井稚也氏２） 岸本泰樹氏１）

参加者 【県士会員】４名 【他職種】22 名

講師所属：１）（公社）岐阜県理学療法士会 ２）（一社）岐阜県作業療法士会

≪JAOT 地域支援事業関連研修会および C ブロック会議≫

日時・場所

・令和３年６月 23 日（水）Web 開催
・令和３年９月 12 日（日）Web 開催
・令和３年 10 月７日（水）Web 開催
・令和３年 11 月 20日（土）Web 開催
・令和３年 12 月８日（水）Web 開催
・令和４年２月９日（水）Web 開催

テーマ
・地域支援事業に資する人材確保の必要性と実際
・作業療法士が参画する C 型事業の実際
・各県における地域支援事業の進展と課題

講師 藤井稚也氏１）、池戸沙季氏２）

参加者 20 人～200 人

講師所属：１）岐阜保健大学 ２）JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院
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≪岐阜県各務原市 フレイル予防推進事業・フレイルサポーター養成等≫

日時・場所

・令和３年６月 11 日（金）那加福祉センター
・令和３年７月７日（水）鵜沼福祉センター
・令和３年９月 10 日（金）Web 開催
・令和３年 10 月２日（金）那加福祉センター
・令和４年２月 15 日（火）Web 開催

テーマ
・フレイル推進事業の進捗と課題
・フレイルサポーター養成講座講師

講師 藤井稚也氏１）、池戸沙季氏２）

参加者 【地域住民】60 名

講師所属：１）岐阜保健大学 ２）JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院

  ≪岐阜県介護予防推進事業 運動器の向上部会≫

日時・場所
・令和３年 11 月 29日（月）Web 開催
・令和４年１月 31 日（月）Web 開催 介護予防従事者研修会講師

参加者 藤井稚也氏１）

講師所属：１）岐阜保健大学

≪地域支援事業等作業療法士派遣事業・各種認定委員会≫

地域ケア会議

大垣市
藤井亜希子氏１）、吉田麻子氏２）、成田公美氏３）

西中美穂氏２）、安井一将氏４）

岐南町 林 節也氏５）、宇佐美知子氏６）

瑞穂市 坪内貴志氏７）

認定委員会

岐阜市 障害認定区分審査会 山内由香氏８）

大垣市
介護認定審査会 藤井亜希子氏１）

障害認定区分審査会 吉田麻子氏２）

羽島市
障害認定区分審査会 花井弘和氏９）

障害認定区分審査会 木下大輔氏 10）

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）大垣徳洲会病院 ５）介護老人保健施設山県ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ
６）岐阜保健大学短期大学部
７）瑞穂市ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ清流ぷらす
８）山内ホスピタル介護老人保健施設
９）岐阜市民病院 10）羽島市民病院

４．学術局

１）事業部事業

部長 中島啓一郎 部員数 ４名
活動の概要 学術部研修会の開催
会議回数 ３回
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≪令和 3 年度学術部研修会≫

身体障害
領域

日時 令和４年２月 12 日（土）10：00～11：30
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 作業療法における治療プログラムの考え方
講師 小川貴哉氏１）

参加人数 ８名（会員：８名、非会員０名）

老年期
障害領域

日時 令和３年 10月 10 日（日）10：00～11：30
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 療法士におけるエビデンスの必要性
講師 海保享代氏２）

参加人数 12 名(会員：11 名、非会員：１名）

精神障害
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）各務原リハビリテーション病院 ２）健康科学大学

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 １回（令和３年８月１日発行）
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（ごったにへ同封）

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（自宅）
会員数 27名（実行委員３名）

活動状況 ﾘﾓｰﾄにて：企画会議（１回）、学習会（３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 ６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１回）

会議回数 ８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
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≪第１回現職者選択研修会≫MTDLP 基礎研修

日時 令和４年２月 27 日（日） ９:00～17:15

場所 Web 開催（平成医療短期大学）

テーマ 講師
参加人数

県士会員 他県士会員

概論、事例報告に向けて 須貝里幸氏１） 15 名 ０名

演習 山本紀子氏２） 15 名 ０名
  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≫ 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

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
・生涯教育基礎ポイントの申請受付

会議回数 11 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
・会員からの相談受付

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 全圏域で活動実績なし
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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）Web 開催
・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－」
・参加人数：事前登録者 432 名

（県士会員：243 名、非会員３名、学生 186 名）
訪問者 524名（うち岐阜県内：300～350 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) 活動なし
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

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(訪問看護ステーションもえぎ)

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）
（教育領域への作業療法士参画に向けた意見交換会参加）

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）

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＞
日時：令和３年６月 15 日）
参加者：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＞活動実績なし
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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（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
＜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）＜活動実績なし＞

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：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）

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

・長谷川 岳氏（三浦老人保健施設）
・君垣義紀氏（博愛会病院）

各務原市フレイル予防
推進委員会

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

JIMTEF 災害医療研修 活動実績なし

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
（再掲）

・宇佐美知子氏（岐阜保健大学短期大学部）
・林 あさ子氏（訪問看護ステーションハーブ）
・國枝拓麻氏（大垣中央病院）
・原 耕太氏（木沢記念病院）
・田原涼馬氏（山田病院）

岐阜県循環器病対策
推進協議会

君垣義紀氏（博愛会病院）
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第２号議案 令和３年度 会計報告

貸 借 対 照 表
令和４年３月 31 日現在

【資産の部】 （単位：円）

科   目 金   額

流動資産

現金 1,311,192

普通 預金 5,357,101

流動資産合計 6,668,293

資産合計 6,668,293

【正味財産の部】

正味財産 6,922,931

当期正味財産増減額 △ 254,638

負債及び正味財産合計 6,668,293

財 産 目 録

令和４年３月 31 日現在

【資産の部】 （単位：円）

科   目 金  額

流動資産

現金預金 1,311,192

普通預金 2,276,179

郵便貯金（振替口座） 3,080,922

流動資産合計 6,668,293

資産合計 6,668,293

正味財産 6,668,293

収 支 計 算 書

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 決算額 差 異

会費収入 3,060,000 3,071,630 △11,630

正会員会費収入 3,050,000 3,051,630 △1,630

賛助会員会費収入 10,000 20,000 △10,000

事業収入 590,000 178,800 411,200

学術研修会収入 40,000 14,000 26,000

現職者研修会収入 300,000 90,800 209,200

地域リハ推進部事業収入 0 0 0

生涯教育部収益 0 60,000 △60,000

岐阜県作業療法学会収入 0 14,000 △14,000

補助金等収入 250,000 0 250,000

寄付金収入 0 0
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雑収入 0 30 △30

受取利息 0 30 △30

経常収入合計 3,650,000 3,250,460 399,540

【経常支出の部】 （単位：円）

科  目 予算額 決算額 差 異

事業費 3,237,000 1,720,584 1,516,416

社会局広報部（会員） 370,000 250,055 119,945

会議費支出 11,500 3,352 8,148

通信運搬費支出 100,000 75,928 24,072

印刷製本費支出 250,000 169,950 80,050

雑支出 3,000 825 2,175

旅費交通費支出 1,500 1,500

消耗品費支出 4,000 4,000

社会局広報部（一般） 30,000 15,370 14,630

会議費支出 2,000 0 2,000

印刷製本費支出 2,500 0 2,500

広告宣伝費支出 25,000 15,000 10,000

通信運搬費支出 0 370

旅費交通費支出 500 0 500

社会局事業部 150,000 190,956 △40,956

会議費支出 50,000 62,030 △12,030

広告宣伝費支出 0 110,000

雑支出 2,500 0 2,500

旅費交通費支出 25,000 0 25,000

通信運搬費支出 2,500 0 2,500

消耗品費支出 70,000 18,926 51,074

社会局地域リハ推進部 550,000 29,560 520,440

会議費支出 40,000 3,430 36,570

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 1,015 3,985

諸謝金支出 200,000 23,465 176,535

消耗品費支出 15,000 0 15,000

旅費交通費支出 140,000 1,650 138,350

会場費支出 40,000 0 40,000

学術局学術研修部 130,000 32,940 97,060

会議費支出 5,000 2,900 2,100

通信運搬費支出 0 1,060 △1,060

印刷製本費支出 15,000 0 15,000

諸謝金支出 70,000 28,500 41,500

旅費交通費支出 20,000 0 20,000

会場費支出 15,000 0 15,000

雑支出 2,000 480 1,520

消耗品費支出 3,000 0 3,000

学術局機関紙編集部 270,000 134,226 135,774

会議費支出 15,000 0 15,000

通信運搬費支出 15,000 1,015 13,985
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印刷製本費支出 240,000 133,211 106,789

教育局 現職者研修部 235,000 122,202 112,798

会議費支出 40,000 34,571 5,429

印刷製本費支出 70,000 0 70,000

雑支出 5,000 633 4,367

諸謝金支出 90,000 33,000 57,000

消耗品費支出 10,000 46,080 △36,080

通信運搬費支出 0 5,718

旅費交通費支出 20,000 2,200 17,800

教育局生涯教育部 1,000,000 764,596 235,404

会議費支出 150,000 98,155 51,845

通信運搬費支出 95,000 5,680 89,320

印刷製本費支出 250,000 640 249,360

雑支出 5,000 10,427 △5,427

諸謝金支出 250,000 649,694 △399,694

旅費交通費支出 200,000 0 200,000

消耗品費支出 50,000 0 50,000

地方局 50,000 0 50,000

会議費支出 15,000 0 15,000

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 20,000 0 20,000

消耗品費支出 4,000 0 4,000

旅費交通費支出 0 0 0

岐阜県作業療法学会 402,000 180,679 221,321

会議費支出 42,000 19,510 22,490

通信運搬費支出 30,000 31,952 △1,952

印刷製本費支出 120,000 4,670 115,330

雑支出 20,000 2,458 17,542

諸謝金支出 100,000 98,000 2,000

消耗品費支出 30,000 173 29,827

広告宣伝費支出 0 23,916

旅費交通費支出 20,000 20,000

会場費支出 40,000 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 0 0 0

会議費支出 0 0 0

通信運搬費支出 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
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管理費 1,358,000 1,784,514 △426,514

事務局総務部 900,000 1,424,344 △524,344

会議費支出 150,000 74,566 75,434

通信運搬費支出 60,000 139,043 △79,043

印刷製本費支出 10,000 47,243 △37,243

雑支出 60,000 256,438 △196,438

諸謝金支出 210,000 0 210,000

消耗品費支出 50,000 173,534 △123,534

旅費交通費支出 180,000 0 180,000

保険料 0 34,520

負担金支出 58,000 0 58,000

会場費支出 30,000 0 30,000

租税公課支出 72,000 72,000 0

寄付金支出 20,000 627,000 △607,000

事務局財務部 100,000 149,047 △49,047

会議費支出 10,000 6,633 3,367

通信運搬費支出 10,000 8,410 1,590

印刷製本費支出 10,000 0 10,000

雑支出 3,000 1,090 1,910

消耗品費支出 47,000 129,444 △82,444

旅費交通費支出 20,000 3,470 16,530

事務局ＩＴ事業部 130,000 82,081 47,919

会議費支出 5,000 2,000 3,000

通信運搬費支出 100,000 67,982 32,018

印刷製本費支出 5,000 11,923 △6,923

雑支出 2,000 176 1,824

消耗品費支出 15,000 0 15,000

旅費交通費支出 3,000 0 3,000

事務局会員情報部 150,000 129,042 20,958

会議費支出 3,000 1,000 2,000

通信運搬費支出 98,000 114,319 △16,319

印刷製本費支出 40,000 6,778 33,222

消耗品費支出 5,000 6,945 △1,945

旅費交通費支出 3,000 3,000

雑支出 1,000 1,000

事務局総会運営部 78,000 0 78,000

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 0 75,000

雑支出 1,000 0 1,000

経常支出合計 4,595,000 3,505,098 1,089,902

    経常収支差額 -945,000 -254,638 △690,362

科  目 予算額 決算額 差異

当期収支差額 -945,000 -254,638 △690,362

前期繰越収支差額 6,922,931 6,922,931 0

次期繰越収支差額 5,977,931 6,668,293 △690,362
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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４年度 活動計画（案）

メインテーマ 『令和への適応 ver.４』

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

ご承知の通り、介護保険は地方自治体主導で事業展開はもとより保険料も定められて

いる。今後、医療に関しても地方時代がやってきそうだ。それは県単位ではなく二次医療圏

の単位である。我が国の作業療法士のおよそ８割は医療に従事していることに比例して、

岐阜県においても医療に携わる作業療法士は多い。当士会では数年前より圏域ごとに    

会員間連携を基盤とした組織強化を進めてきたが、さらに圏域ごとでの情報収集や連携が

必要とされる時代がやってくることと思う。圏域や地方自治体と作業療法士が一体と な

って医療・福祉あるいは保健分野などに関わることが重要となる。より一層の他団体連携で

ある。当士会としても地域社会に貢献できる人材の育成を推し進め、社会から求められる

作業療法拡大に努めたい。

学生指導に関しても、「臨床実習指導者講習会」修了者でなければ学生指導ができない

世の中になった。未来を担う学生や若者たちを自らの手で育成することの意義は大きい。

作業療法を絶やさぬため、そして、作業療法を広く啓発するためである。

当士会では、引き続き、変化する社会情勢や多様化する作業療法へのニーズへ適応する

ための事業展開と後輩の育成に力を注ぎたい。

■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 25 回岐阜県作業療法学会の開催、第 22 回東海北陸作業療法学会 兼 第 26 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 ５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 70,000 円（▲30,000 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
・社員総会成立判断

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）
・協会＝士会員に向けての協会との連絡調整
・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）
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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
・県士会所有パソコンの管理

活動費 130,000 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）
・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 25 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）
・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）
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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）

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
・県内福祉・医療イベントへのブース出展・参加

(岐阜市・各務原市)
・キッズタウン岐阜への出展

活動費 200,000 円（＋50,000 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
・POS 連携強化ならびに他団体への OT啓発
・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 ８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）
イベント用、横断幕等の作成

活動費 30,000 円（±０円）
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５）学術局・学術研修部

部長 中島啓一郎 部員数 ４名

部員

・身障領域：竹内典之氏（松波総合病院）
・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）

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、老年期障害領域、発達障害領域

・他局との連携
・部局会議

活動費 90,000 円（▲40,000 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（±０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
リモートにて：企画会議（１回）、学習会（５回）

症例検討会（６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 ６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」
「生活行為向上マネジメント基礎研修」

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（±０円）
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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）

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

＜各圏域の活動計画＞
・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
・定款の更新と全施設への送付
・施行細則等の整備

学会運営委員会

第 25 回岐阜県作業療法学会（学会長：廣瀬 武氏）Web 開催
・日時：令和４年６月 16 日（木）～６月 22 日（水）
・学会テーマ：「連携と結束 〜今の時代だからできること〜」

第 26 回岐阜県作業療法学会（岐阜地区）兼 第 22 回東海  
北陸作業療法学会（学会長：加藤清人氏）

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（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝもえぎ)

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（自宅)

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）
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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）

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）

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４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＞
浅野莉沙氏（平成医療短期大学）

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）
・君垣義紀氏（博愛会病院）

訪問リハ
推進部会

・平光亮介氏（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事業＞

藤井稚也氏（岐阜保健大学）

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）その他２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

君垣義紀氏（博愛会病院）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）他３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）

大垣市自立支援型
地域ケア個別会議

安井一将氏（大垣徳洲会病院）、吉田麻子氏（自宅）
成田公美氏（GK 訪問看護ステーション）
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）
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第５号議案 令和４年度 収支予算書（案）

令和４年４月１日から令和５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 3,680,000 3,060,000 620,000 
正会員会費収入 3,660,000 3,050,000 610,000 

賛助会員会費収入 20,000 10,000 10,000 

事業収入 210,000 340,000 △130,000

学術研修会収入 30,000 40,000 △10,000

現職者研修会収入 100,000 300,000 △200,000

地域リハ研修会収入 0 0 0 

生涯教育部収入 60,000

岐阜県作業療法学会収入 20,000 0 20,000 

補助金収入 250,000 250,000 0 

負担金収入 0 0 0 

経常収入合計 4,140,000 3,650,000 490,000 

【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 2,805,000 3,237,000 △432,000

社会局広報部（会員） 300,000 370,000 △70,000

会議費支出 9,000 11,500 △2,500

通信運搬費支出 80,000 100,000 △20,000

印刷製本費支出 200,000 250,000 △50,000

雑支出 3,000 3,000 0 

旅費交通費支出 4,000 1,500 2,500 

消耗品費支出 4,000 4,000 0 

社会局広報部（一般） 25,000 30,000 △5,000

会議費支出 2,000 2,000 0 

広告宣伝費支出 20,000 25,000 △5,000

印刷製本費支出 2,500 2,500 0 

消耗品費支出 0 0 0 

通信運搬費支出 500 0 500 

旅費交通費支出 0 500 △500

社会局事業部 200,000 150,000 50,000 
会議費支出 50,000 50,000 0 

雑支出 2,500 2,500 0 

通信運搬費支出 2,500 2,500 0 

広告宣伝費支出 110,000 0 110,000 

旅費交通費支出 15,000 25,000 △10,000

消耗品費支出 20,000 70,000 △50,000

社会局地域リハ推進部 250,000 550,000 △300,000

会議費支出 20,000 40,000 △20,000

通信運搬費支出 5,000 10,000 △5,000

印刷製本費支出 50,000 100,000 △50,000

雑支出 5,000 5,000 0 

諸謝金支出 100,000 200,000 △100,000

消耗品費支出 15,000 15,000 0 

旅費交通費支出 15,000 140,000 △125,000

会場費支出 40,000 40,000 0 

学術局学術研修部 100,000 130,000 △30,000
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会議費支出 5,000 5,000 0 

通信運搬費支出 5,000 0 5,000 

印刷製本費支出 10,000 15,000 △5,000

諸謝金支出 45,000 70,000 △25,000

旅費交通費支出 15,000 20,000 △5,000

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 270,000 270,000 0 
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 240,000 240,000 0 

教育局現職者研修部 150,000 235,000 △85,000

会場費支出 40,000 40,000 0 

印刷製本費支出 20,000 70,000 △50,000

雑支出 5,000 5,000 0 

諸謝金支出 60,000 90,000 △30,000

消耗品費支出 10,000 10,000 0 

旅費交通費支出 15,000 20,000 △5,000

教育局生涯教育部 1,000,000 1,000,000 0 

会議費支出 150,000 150,000 0 

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 200,000 200,000 0 

消耗品費支出 50,000 50,000 0 

地方局 50,000 50,000 0 

会議費支出 15,000 15,000 0 

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 20,000 0 

消耗品費支出 4,000 4,000 0 

旅費交通費支出 0 0 0 

岐阜県作業療法学会 400,000 402,000 △2,000

会議費支出 40,000 42,000 △2,000

通信運搬費支出 30,000 30,000 0 

印刷製本費支出 120,000 120,000 0 

雑支出 20,000 20,000 0 

諸謝金支出 100,000 100,000 0 

消耗品費支出 30,000 30,000 0 

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 

会場費支出 40,000 40,000 0 

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 

学会運営委員会 50,000 50,000 0 

会議費支出 20,000 20,000 0 
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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 

管理費 合計 1,291,000 1,358,000 △67,000

事務局総務部 900,000 900,000 0 

会議費支出 150,000 150,000 0 

通信運搬費支出 60,000 60,000 0 

印刷製本費支出 10,000 10,000 0 

雑支出 60,000 60,000 0 

諸謝金支出 210,000 210,000 0 

消耗品費支出 50,000 50,000 0 

旅費交通費支出 180,000 180,000 0 

負担金支出 58,000 58,000 0 

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 73,000 100,000 △27,000

会議費支出 10,000 10,000 0 

通信運搬費支出 10,000 10,000 0 

印刷製本費支出 10,000 10,000 0 

雑支出 3,000 3,000 0 

消耗品費支出 20,000 47,000 △27,000

旅費交通費支出 20,000 20,000 0 

事務局ＩＴ事業部 100,000 130,000 △30,000

会議費支出 5,000 5,000 0 

通信運搬費支出 80,000 100,000 △20,000

印刷製本費支出 2,500 5,000 △2,500

雑支出 2,000 2,000 0 

消耗品費支出 7,500 15,000 △7,500

旅費交通費支出 3,000 3,000 0 

会員情報部 140,000 150,000 △10,000

会議費支出 3,000 3,000 0 

通信運搬費支出 120,000 98,000 22,000 

印刷製本費支出 10,000 40,000 △30,000

消耗品費支出 5,000 5,000 0 

旅費交通費支出 1,000 3,000 △2,000

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 4,096,000 4,595,000 △499,000

経常収支差額 44,000 △945,000 989,000 

科  目 予算額 前年度予算額 増 減

当期収支差額 44,000 △945,000 989,000 

前期繰越額 0 0 0 

次期繰越収支差額 44,000 △945,000 989,000 


