
令和元年度 

一般社団法人三重県作業療法士会定時社員総会 

議案書 
 

日時：令和元年6月9日（日）  11：10～12：40 

場所：三重県総合文化センター 生涯学習センター２F視聴覚室 

 

１．開会のことば（事務局長） 

 

２．議長選出 

 

３．書記任命 

 

４．県士会長挨拶 

 

５．定足数報告（事務局長） 

 

６．議案 

   第1号議案 平成30年度事業報告（各部局） 

   第2号議案 平成30年度会計決算報告（財務部） 

   第3号議案 令和元年度事業計画案（各部局） 

   第4号議案 令和元年度予算案（財務部） 

   第5号議案 第32回三重県作業療法学会学会長推薦 

         第21回東海北陸作業療法学会学会長推薦 

（第33回三重県作業療法学会） 

   第6号議案 令和元年度・令和2年度役員選挙 

 

７．その他 

 

８．書記解任 

 

９．議長解任 

 

１０．閉会のことば（事務局長） 

 

 

 

  



第１号議案 平成30年度事業報告 

平成30年度事務局事業報告 
1．郵送物管理（県市町、関係団体、他県士会、他団体発行物など） 

2．日本作業療法士協会からの依頼業務対応（連絡事項の伝達、調査など） 

3．総会・理事会の運営（理事会11回開催、常任理事会２回） 

4．県士会HP・Facebookの管理・運用・作製（HPリニューアル） 

5．会員名簿の管理 

6．部局委員会活動の記録・保管 

7．白書アンケート準備 

8．各研修会・勉強会等の記録 

9．公文書作成、管理 

10．県士会備品管理 

11．LINE＠運用 

平成30年度財務部事業報告 
1. 代金回収システム関連 

(1)会員情報の管理 

(2)新規会員の登録推進活動 

(3)未登録者への登録推進活動 

(4)口座振替（年１回） 

(5)領収証・会員証の発行、郵送 

(6)会費未納者対策 

2．会計業務 

(1)年会費の管理 

(2)活動費の管理・仕訳業務 

(3)積立金の管理 

3．決算、予算案の作成 

4．税務処理 

平成30年度広報部事業報告 
1．広報誌「OTみえ」の電子媒体へ移行 

2．編集、印刷会社を変更 

3．「一般社団法人三重県作業療法士会広報誌：OTみえ」の作成と発刊（年2回） 

129号：35部、130号：35部作成 

内訳：賛助会員（2施設）、関連団体と行政機関（29団体）、予備（4部） 

平成30年度作業療法推進部事業報告 
1．作業療法技術確立への検討・企画提案 

2．行政・関係団体との連携、他職種への啓発活動 

3．保険関連の情報提供 

4．障害者スポーツ推進 



(1)第21回全国障害者スポーツ大会三重県準備委員会参加 

(2)平成30年度全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会への委員派遣 

  日時：2018.7月7日（土）、8日（日） 

場所：茨城県水戸生涯学習センター 委員2名派遣 

(3)県要請障がい者スポーツ関連のイベント参加 

平成30年度作業療法啓発部事業報告 
1. OT啓発活動 

(1)作業療法推進活動PR 

①志摩ﾛｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2018（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ） 

日時：平成30年4月15日（日） 

場所：志摩スペイン村 

内容：リハレンジャー体操・ゴール誘導のサポート等 

②2018三重県ふれあいスポレク祭 

日時：平成30年6月23日（土） 

場所：四日市ドーム 

内容：リハレンジャー体操ほか 

③高校生作業療法体験・見学会 

期間：平成30年7月23日（月）～7月30日（土） 

1）受け入れ施設との連絡調整（受け入れ可能施設：73施設） 

2）三重県下高校への案内書送付・進路指導担当者・高校生との連絡調整 

協力施設・高校にアンケート内容報告 

3)参加高校生：41名（実施施設31施設） 

④PT･OT･ST合同リハビリテーション啓発活動「救急・健康フェア2018」 

日時：平成30年9月16日（日） 

場所：鈴鹿医療科学大学 

内容：リハレンジャーとのレクリエーション体験（吹き矢) 

作業療法パンフレットの配布など 

⑤リハビリテーション啓発活動「第11回赤堀ふれあい祭り」 

日時：平成30年10月21日（日） 

場所：人権プラザ赤堀 

内容：リハレンジャー体操、ゆるキャラとコラボしての写真撮影 

⑥グリル四日市クリスマス会 

日時：平成30年12月5日（水） 

場所：四日市市文化会館内グリル四日市 

内容：招待客（障がい者施設）に対するリハレンジャーウエイター業務 

2．県内外の関係団体・関係者との連絡調整 

(1)三重県理学療法士会・三重県言語聴覚士会との合同啓発活動イベント企画・運営 

平成30年度事業部事業報告 



1. 事業部主催 三重県作業療法士会公開講座（第30回三重県作業療法学会） 

日時：平成31年3月2日（土） 11：00～12：20 

場所：三重県総合文化センター 多目的ホール 

内容：「いつまでも運転が続けられるように日々の暮らしでできること」 

講師：津警察署 交通第一課  

交通総務係長 警部補 間部智之氏 

     介護老人保健施設 輝 

        三重県作業療法士会 認知症作業療法推進委員 松永麻奈氏 

  参加者：県民137名 

 

平成30年度組織部活動報告 
1．県士会活動協力者登録制度の推進 

  平成30年度新入会員10名が各部局活動に協力参加 

2．部局・委員会 部員名簿作成 

各部局名簿作成 

3． 管理職OTネットワークの会 

日時：平成31年2月17日（日） 13：00～16：00 

   場所：三重県立こころの医療センター 講堂 

   内容：グループワーク、講演「近年の学生の特徴や傾向と対応について」 

   講師：橋本昌弘氏（ユマニテク医療福祉大学校） 

   参加者数：8名 

4．少人数職場ネットワーク 

少人数職場（1～２名）対象に全ブロックでアンケート調査を実施 

期間：平成30年11月26日～12月14日まで（メールの期間は12月7日まで） 

方法：各ブロックのメール連絡網と、郵送にて調査 

結果：メール37施設、郵送65施設の計102施設のうち49施設から回答を得た 

5．三重県作業療法士会リーダー養成研修会の企画運営 

   日時：平成30年9月2日（日） 9：30～15：30 

   場所：三重県立こころの医療センター 多目的室 

   内容：グループワーク、講演「三重県作業療法士会の現状と課題」 

   講師：佐藤明俊氏（鈴鹿回生病院） 

   参加者数：２名 

6．東海北陸地区（７県士会）リーダー養成研修会の連絡調整 

日時：平成３０年１２月１日（土）～２日（日） 

場所：大垣徳洲会病院（岐阜県） 

参加者数：５名 

7．県士会施設間連絡網の取りまとめ 

3ブロック、8地区で連絡網整備 



 

平成30年度福利部事業報告 

1．新人交流会 

日時：平成30年5月13日（日） 総会後 

場所：三重県総合文化センター内レセプションルーム 

内容：昼食会、新人紹介、レクリエーション 

参加者：90名（新人54名） 

2．ファミリー交流会 

日時：平成30年7月22日（日） 

場所：リバーパーク真見 

内容：流しそうめん、レクリエーション 

参加者：大人11名、子供3名 

3．スポーツレクリエーション大会 

日時：平成30年11月11日（日）10：00～12：00 

場所：三重県立こころの医療センター体育館 

内容：風船バレー大会、交流会 

参加者：15名、子供3名 

4．倫理相談窓口業務 

平成30年度学術部事業報告 
1．総会時勉強会 

日時：平成30年5月13日 

場所：三重県総合文化センター 

内容：CVA分野 

     精神科分野 

     認知症分野 

参加者：CVA分野46名、精神科分野21名、認知症分野38名 

2．第１回研究発表支援研修会 

日時：平成30年5月27日（日） 

場所：三重大学病院外来棟4F研修室 

内容：「研究・発表を行うには？」 

講師：宮坂裕之氏（藤田医科大学 七栗記念病院）  

参加者：9名 

3．第２回研究発表支援研修会 

日時：平成30年7月21日（土） 

場所：三重大学病院外来棟4F研修室 

内容：「研究方法論について」 

講師：塩津裕康氏（中部大学 生命健康科学部 作業療法学科） 

参加者：8名 



4．中勢ブロック研修会 

日時：平成30年10月20日（土） 

場所：遠山病院  

内容：「住環境調整および居宅支援」 

講師：山田隆人氏（大阪保健医療大学） 

参加者：15名 

5．学術部主催 精神科勉強会 

日時：平成30年11月4日日曜日  13:30〜15:00 

場所：三重県立こころの医療センター 

講師：埼玉県立精神医療センター  宇田英幸氏 

テーマ：作業療法の魅力・真髄・底力〜精神障害者・精神科作業療法を通して 

参加者  31名 

6．南勢ブロック研修会 

日時：平成30年12月9日（日）     

場所：済生会松阪総合病院 講堂  

内容：「地域で認知症とともに歩むためには」 

講師： 佐野佑樹氏（長太の寄合所「くじら」管理者） 

参加者：27名 

7．第30回三重県作業療法学会 

日時：平成31年3月2日（日）  

場所：三重県総合文化センター 男女共同参画センターフレンテみえ  

多目的ホール  

学会テーマ：「原点回帰～日々提供している作業療法を再考する～」 

特別講演テーマ：「再考！CVA に対する上肢機能アプローチ」 

講師：山本伸一氏（一般社団法人日本作業療法士協会 副会長、山梨リハビリ 

テーション病院） 

一般公開講座テーマ：「いつまでも運転が続けられるように日々の暮らしででき

ること」 

 

平成30年度教育部事業報告 
 

1．日本作業療法士協会生涯教育制度説明会の開催 

日時：平成 30 年 5 月 13 日（日） 

場所：三重県総合文化センター 

2．現職者共通研修の開催 

(1)平成 30 年度 第 1 回現職者共通研修 

日時：平成 30 年 6 月 10 日（日） 

場所：津アストプラザ 5 階  

内容：「保健・医療・福祉と地域支援」 



    講師：永田穣氏 （三重県身体障害者総合福祉センター） 

   「職業倫理」 

講師：橋本昌弘氏 （ユマニテク医療福祉大学校） 

   「作業療法における協業・後輩育成」 

    講師：丸山哲雄氏 （鈴鹿厚生病院） 

   「日本と世界の作業療法の動向」 

    講師：野口佑太氏 （主体会病院） 

参加者：27 名 

(2)平成 30 年度 第 2 回現職者共通研修 

日時：平成 30 年 9 月 2 日（日） 

場所：県立こころの医療センター 

内容：「実践のための作業療法」 

       講師：宮坂裕之氏 （藤田医科大学 七栗記念病院） 

      「作業療法生涯教育概論」  

       講師：福井麻貴氏 （主体会病院） 

      「作業療法の可能性」 

       講師：橋本年代氏 （三重県身体障害者総合福祉センター） 

  「事例報告と事例研究」 

       講師：吉田裕紀氏 （ユマニテク医療福祉大学校） 

参加者：32 名 

(3)平成 30 年度 第 3 回現職者共通研修 

日時：平成 31 年 1 月 27 日（日） 

場所：三重県立こころの医療センター 

内容：事例検討 

     事例報告 

参加者：25 名 

3．現職者選択研修の開催 

(1)生活行為向上マネジメント MTDLP（基礎研修） 

日時：平成 30 年 7 月 8 日（日） 

場所：地方独立行政法人 三重県立総合医療センター  

内容：生活行為向上マネジメント概論・演習事例紹介・グループワーク 

   アセスメント演習・プラン演習・発表 

講師：福井麻貴氏（主体会病院） 

位田貴俊氏（主体会病院）  

参加者：48 名 

(2)現職者選択研修 老年期領域 

日時：平成 30 年 10 月 7 日（日） 

場所：地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 

内容：「老年期の基礎知識」 



      講師：塩津裕康氏 （中部大学） 

     「老年期の作業療法実践」 

      講師： 佐野佑樹氏 （長太の寄合所くじら） 

     「老年期作業療法の治療的枠組み」 

      講師：横井賀津志氏 （森ノ宮医療大学） 

     「地域生活を支援する」 

      講師：強力充昭氏 （介護老人保健施設 あのう） 

参加者：41 名 

4．教育部主催 生活行為向上マネジメント MTDLP 症例検討会 

日時：平成 31 年 2 月 10 日（日） 

場所：津リージョンプラザ 

内容：「生活行為向上マネジメント MTDLP 事例検討会」 

講師：福井麻貴氏（主体会病院） 

位田貴俊氏（主体会病院）  

参加者：14 名 

平成30年度渉外部事業報告 
1．関係団体・関係者との連絡調整など 

(1)第1回地域リハビリテーション部情報共有カンファレンスへの参加 

日時：平成30年7月14日（日） 

場所：三重県教育文化会館 

(2)第2回地域リハビリテーション部情報共有カンファレンスへの参加 

日時：平成30年11月10日（土） 

場所：久居公民館 

2．賛助会員の募集 

(1)賛助会員1社(平成31年3月31日現在) 

新規0社 

退会1社 

3．外部団体への派遣及び推薦委員等の名簿作成 

4．その他 

(1)福祉用具サービス計画書作成研修への推薦（株式会社トーカイ主催） 

日時：平成30年7月14日（日） 

場所：株式会社トーカイ三重支店会議室 

参加者：橋本年代氏、日比むつみ氏 

受講者：9名 

平成30年度地域リハビリテーション部事業報告 
1．地域リハビリテーション部情報共有カンファレンスの開催 

(1)情報共有カンファレンス 

日時：平成 30年 7月 14日（土）13：30～17：00 



場所：三重県教育文化会館 第 4会議室 

内容：各市町の地域リハビリテーションに関わる情報、日本作業療法士協会の方針、依

頼時の対応の仕方、活動内容の報告、具体的な取り組みについて検討 

(2)情報共有カンファレンス 

日時：平成 30年 11月 10日（土）13：30～17：00 

場所：久居公民館 2階中会議室 

内容：各地域における地域リハビリテーションの状況、地域ケア会議模擬練習、課  題

整理 

2．訪問リハビリテーション地域リーダー会議出席 

日時：平成 30年 5月 18日 13：00～19日 15：30 

場所：タイム 24 ビル 13 階 研修室（東京都江東区青海 2-4-32） 

内容：訪問リハビリテーションの普及促進活動についての振り返り、訪問リハビリ振興財

団の目的や目標、今後のビジョンなどの説明、共有 

出席者：福井麻貴氏（主大会病院 作業療法士） 

        竹森史江氏（訪問看護ステーションほたるみえ 作業療法士） 

3．県市町等からの依頼時の調整 

(1) 平成 30年度桑名市地域生活応援会議 

服部智史氏 （ヨナハ総合病院）  

加藤大氏 （かすみがうらクリニック） 

堀井美奈氏 (青木記念病院)  

(2)大台町 日常生活支援総合支援事業 訪問型短期集中専門サービス 

   橋本亜希子氏 （大台町介護老人保健施設 みやがわ） 

(3)久居一志地区医療ネットワーク委員 

   進藤直紀氏 （七栗記念病院） 

(4)平成 30年度シニア生き生きチャレンジ教室講師 

   四日市市 松本周二氏 （介護老人保健施設 みえ川村老健）  

   名張市 冨田一孝氏 （デイサービス そらまめ） 

   松阪市 三浦有紀氏 （桜木記念病院） 

津市 強力充昭氏 （介護老人保健施設 あのう） 

熊野市 久保雅邦氏 （熊野病院） 

(5)津市医療・介護ネットワーク委員 

山本泰雄氏 （社会福祉法人あけあい会） 

(6)津市在宅医療・介護ネットワークマップ作成部会 

長谷川昌士氏 （リハビリデイほっとスマイル） 

谷口裕幸氏 （榊原温泉病院） 

(7)津市在宅医療・介護ネットワーク研修・啓発部会 

上西徹氏 （しおりの里） 

(8)伊勢地区在宅医療・介護連携推進協議会委員 

成川峰子氏 （伊勢慶友病院） 



(9)伊勢市ケアマネジメント分科会委員 

古野智香氏（伊勢慶友病院） 

(10)鳥羽市地域ケア会議 

河合晶子氏（三重県医療保健部長寿介護課） 

竹内元輝氏（介護老人保健施設 志摩の里） 

工藤元貴氏（みたき総合病院） 

   松井綾乃氏（満賀里苑デイサービス） 

佐野佑樹氏（長太の寄合所くじら） 

橋本友里氏（県立こころの医療センター） 

(11)平成 31年度川越町認知症予防（回想法）講師依頼 

   佐野佑樹氏（長太の寄合所くじら） 

(12)四日市市自立支援型地域ケア会議 

橋本昌弘氏（ユマニテク医療福祉大学校） 

松本周二氏（みえ川村老健） 

(13)三重県訪問リハビリテーション協議会主催研修会委員 

福井麻貴氏（主体会病院） 

竹森史江氏（訪問看護ステーションほたるみえ） 

平成30年度規約表彰委員会活動報告 
1. 規約関連 

(1)選挙の管理・運営に関する手引きの改訂 

(2) 各ブロックで運用中又は運用予定の諸規定の集約 

2．本会、日本作業療法士協会及びその他団体への表彰推薦者の審査 

平成30年度災害対策委員会活動報告 
1．合同委員会を主体とする三重県災害リハビリテーションの強化 

(1)幹事会の開催（1回） 

日時：平成30年4月11日(水) 

場所：鈴鹿医療科学大学  

内容：会長交代、全国JRATからの報告事項等 

(2)三重県医師会への訪問 

日時：平成30年6月8日（金） 

場所：三重県医師会館 

内容：三重県医師会 会長 青木重孝氏と三重JMATと三重JRATの連携に対  

して話し合う 

(3)三重県医療保健部総務課との連携 

日時：平成31年1月 

内容：災害時の三重JRATの活動についてその仕組みなどの理解を頂く 

2．日本作業療法士協会主催「平成30年度災害発生を想定した訓練の実施」参加 

(1)ブロック連絡網の活用による情報伝達訓練 



日時：平成31年2月8日（金） 

方法：三重県で想定される被災状況を設定後、事務局と連携しブロック連絡網 

にて会員の安否ならびに被災状況の確認を行う 

3．第3回三重県リハビリテーション研修会 

日時：平成30年12月8日（土） 

場所：鈴鹿医療科学大学 

内容：「実際の被災地支援活動から見えてくる、リハビリテーション支援関連 

団体の果す役割」 

講師：今野和成氏（総合病院国保旭中央病院 作業療法士） 

参加者数：作業療法士 19名 

     理学療法士 14名（学生2名含） 

     言語聴覚士  3名 

平成30年度運転と作業療法委員会活動報告 
1．鈴鹿サーキット交通教育センター（本田技研工業）との意見交換会 

日時：平成30年9月18日（火）19:00-21:00 

場所：鈴鹿サーキット交通教育センター 

参加者：9名（会員6名、本田技研工業3名） 

2．三重県指定自動車教習所協会との意見交換会 

日時：平成30年10月23日（火）15:30-16:30 

場所：プラザ洞津 

内容：運転への関わりについて情報交換 

3．施設見学 

日時：平成30年12月16日（日）13:00～16:00 

場所：中伊豆リハビリテーションセンター 

参加者：3名（運転と作業療法委員会委員） 

日本作業療法士協会 運転と作業療法特設委員会の事業プランの一環として 

活動 

４．三重県指定自動車教習所協会（指定協）との意見交換会 

日時：平成31年3月26日（火）10:45-12:30 

場所：鈴鹿サーキット交通教育センター 

参加者：田中会長、宮坂委員長、杉山委員、指定自動車教習所協会6名、             

鈴鹿サーキットインストラクター1名 

 

平成30年度認知症作業療法推進委員会活動報告 
1．認知症と共に生きるということ 〜認知症アップデート研修〜 

日時：平成 30年 6月 24日（日） 9：30〜16:00 

場所：三重県立こころの医療センター2階講堂 

内容：認知症アップデート研修の内容（世界およ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、BPSDの原因・ 

    背景及び障害構造の理解、認知症作業療法におけるアセスメントとマネ 

      ジメント）と認知症と共に歩んでおられる中川誠治氏と中川絵里子氏を 

      お招きし、「認知症と共に生きるということ」について講演をいただいた。 

講師：中川誠治氏と中川絵里子氏（認知症の人と家族の会）、 

      佐野佑樹氏（長太の寄合所「くじら」）、橋本友里氏（三重県立こころの 

      医療センター）、河合晶子氏（三重県医療保健部長寿介護課） 

参加者：40名（OT：33名、その他：7名） 

2．みんなで学ぶ 認知症とともに地域で暮らす 研修会の実施 

日時：平成 30年 11月 4日（日） 9:30～12:30 

場所：三重県立こころの医療センター2階講堂 

内容：認知症初期集中支援チームにおける活動紹介 

参加者：55名（一般：6名、他職種：14名、OT：35名） 

講師：山口智晴氏（群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 教授） 

3．認知症作業療法推進委員会議 

日時：平成 30年 10月 27日（土）13：00～18：00、28日（日）10：00～15：00 

場所：TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール 8A 

内容：アップデート研修 2018年度版の更新、各県士会活動報告 

参加者：105名（三重県作業療法士会より工藤、林の 2名参加） 

講師：小川 敬之氏（京都橘大学 健康科学部 作業療法学科 教授） 

 長倉 寿子氏（日本作業療法士協会 認知症の人の生活支援推進委員会 

 委員長）他 

研修内では、今後の各県の認知症作業療法推進員の役割として、地域活動に 

関われる OTの人材育成や地域活動の推進が示された。 

4．第 18回 東海北陸作業療法学会でのブース展示 

日時：平成 30年 11月 17日～18日 

場所：AOSSA 

内容：中村 こと美氏（福井県作業療法士会 認知症作業療法推進委員）より、 

上記学会にて東海北陸 7県の認知症作業療法推進委員活動報告 

5．第 30回三重県作業療法学会 公開講座 

日時：平成 31年 3月 2日（土） 11：00〜12:20 

会場：三重県総合文化センター 

内容：いつまでも運転が続けられるように日々の暮らしでできること 

講師：松永麻奈氏（介護老人保健施設 輝） 

参加者：137名（一般市民：137名） 

平成30年度発達支援作業療法推進委員会活動報告 
1．日本作業療法士協会との情報交換、連絡調整 

(1)協会からの発達支援に関する情報集約及び県士会員への情報提供 



2．学童保育との連携 

(1)学童保育へのコンサルテーションなど 

  ① 大山田学童保育所コスモスクラブへのコンサルテーション 3 回 

  ② 学童保育職員への講話 

日時：平成 30 年 10 月 30 日  

場所：大山田学童保育所コスモスクラブ 

内容：「学童保育 作業療法士連携事業のこれからとこれまで」 

講師：岡山県学童保育連絡協議会 会長 糸山智栄 氏 

     実践報告 作業療法士 早川佳乃氏 

参加者：約 30 名 

（桑名地区学童支援員，桑名市役所職員，通級指導教室教員，   

桑名市議会議員など） 

  ③ 長島中部学童保育所レインボーへのコンサルテーション 1 回 

(2)松阪市内の学童保育関係者からの問い合わせ対応 

3．関係機関との連携 

(1)コグトレ研究会東海支部研修会への講師派遣（四日市市内中学校 特別支援教育士

の方からの依頼） 

日時：平成 30 年 9 月 15 日  

場所：四日市市民交流センター 研修会議室 

内容：「作業療法の視点から見た子ども支援のあり方と COGOT の活用」 

講師：熊谷ちほり氏（ユマニテク医療福祉大学校） 

参加者 約 30 名（学校教育関係者，児童発達支援関係者など） 

4．関連団体との連携 

(1)三重県障害者スポーツフェスティバル 

日時：平成 30 年 10 月 20 日 

場所：久居総合体育館 

参加者：小山隆幸氏（特定非営利活動法人 TEAM 創心） 

      熊谷ちほり氏（ユマニテク医療福祉大学校） 

 (2)三重県陸上競技大会 区分判定 

日時：平成 30 年 11 月 3 日 

場所：三重交通 G スポーツの杜伊勢陸上競技 

参加者：小山隆幸氏（特定非営利活動法人 TEAM 創心） 

平成30年度地域包括ケア推進委員会活動報告 
1．日本作業療法士協会との情報交換、連絡調整 

(1) 地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会 

日時：平成30年7月21日（土）～22日（日） 

場所：TKP秋葉原カンファレンスセンター 

参加者：伊藤正敏氏（鈴鹿中央総合病院）  久保雅邦氏（熊野病院） 



(2)地域ケア会議および介護予防･日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会 

伝達講習 

日時：平成30年11月10日（土） 

場所：久居公民館 ２階中会議室 

参加者：20名 

第30回三重県作業療法学会活動報告 
日時：平成31年3月2日（土）9：30～16：15 

場所：三重県総合文化センター内 

      男女共同参画棟 1階多目的ホール  

参加者：会員129名、非会員6名、一般県民137名 

内容：(1) 一般演題13演題 

(2) 一般公開講座「いつまでも運転が続けられるように 

日々の暮らしでできること」 

       講師： 間部智之氏（津警察署 交通総務課） 

           松永麻奈氏（介護老人保健施設 輝） 

(3) 特別講演「再考！CVAに対する上肢機能アプローチ」 

講師:山本伸一氏 

（山梨リハビリテーション病院、日本作業療法士協会副会長） 

平成30年度ブロック事業報告 
1．北勢ブロック 

(1) 北勢ブロック地区担当者会議の実施 

     定例会議を平成30年 6月6日，7月４日，8月26日平成30年11月14日に実施。 

地区担当変更のための申し送りを平成31年1月24日に実施。 

(2) 研修会・意見交換会の実施 

①北勢ブロック学習会 

日時：平成30年8月26日（日） 9：30～11：00 

場所：小山田記念温泉病院 

内容：学会発表型研修会 

発表者：下野真依氏（主体会病院）、田中里奈氏（市立四日市病院）、 

佐藤由理奈氏（ヨナハ総合病院） 

アドバイザー：若山拓也氏（小山田記念温泉病院）、 

橋本昌弘氏（ユマニテク医療福祉大学校）、 

早川佳乃氏（フリー） 

参加人数：51名 

②MTDLP勉強会 

日時：平成30年8月26日（日） 11：00～12：30 

場所：小山田記念温泉病院 

内容：MTDLPの発表、事例検討会 



発表者：永田得郎氏（リハビリ専門デイサービスエバーファイン） 

アドバイザー：福井麻貴氏（主体会病院） 

参加人数：50名 

③ブロック内の意見交換 

日時：平成30年8月26日（日） 12：30～13：00 

場所：小山田記念温泉病院 

内容：ブロック内交流、意見交換 

参加人数：50名 

(3) 会員連絡網の整備 

 ①連絡網の整備 

Eメールにて連絡先の変更の有無、代表作業療法士の変更、所属県士会員の異動

の有無を聴取。Eメールのない施設はFAXもしくは電話にて対応。新連絡網を北勢

ブロック全施設へEメールにて一斉送信。Eメールのない施設には郵送を行う。 

②連絡網の機能確認・・・9月5日 

鈴鹿・亀山地区は全4系統から当日返信あり。 

いなべ・桑名地区は4系統当日返信、１系統連絡なし。 

四日市・菰野地区は6系統中4系統から当日返信、翌日に１系統、残り１系統連絡な

し。 

(4) 新地区担当者の選出 

ブロック長      井ノ上達雄氏（大仲さつき病院） 

副ブロック長     水谷耕太郎氏（介護老人保健施設ことぶき） 

事務局係       金山知子氏（鈴鹿病院） 

会計係        岩岡裕子氏（みえの郷） 

連絡網係       今村祐子氏（介護保健施設聖十字ハイツ） 

議事録係       粉川幸子氏（塩川病院）  

研修会係       冨中真悟（三重県立総合医療センター） 

(5) 日本作業療法士協会災害訓練の実施 

日時：平成 30年 2月 8日（金） 

内容：11：00に三重県でマグニチュード８の地震が発生した想定 

北勢ブロックでは電話連絡網と一斉メールを併用して訓練を実施 

結果：72時間経過時点（2月 12日 11：00）で 51件中 48件の確認完了 

2月 13日（水）16：00時点で 51件中 51件の確認完了 

(6) 広報活動 

県士会ホームページへの勉強会案内、学習会報告を広報誌へ掲載、県士会からの

連絡事項を北勢地区会員へ伝達、台風被害状況の確認と報告 

2．中勢ブロック 

(1) 施設見学会 

   7 月 20 日榊原病院 参加者 15 名程度 

 (2)勉強会の実施 



①中勢ブロック企画学術部研修会 

日時：平成30年10月20日（土） 

場所：遠山病院  

内容：「住環境調整および居宅支援」 

講師：山田隆人氏（大阪保健医療大学） 

参加者：15名 

②中勢OT勉強会（身障・老人編）：偶数月実施（岡波総合病院） 

    4 月 11 日「認知症の周辺症状に振り回されないケアについて」  

   8 月 8 日「覚醒を上げたい方への食事介助について」  

     12 月 12 日「がん患者に対するリハビリテーション」   

     2 月 13 日「脳損傷の回復過程」            

  (3)中勢ブロック連絡網の整備 

   中勢ブロックの電話・メール連絡網の整備 

(4)広報活動 

県士会広報に勉強会等の案内を依頼 

中勢ブロックの活動報告 

(5)ブロック長選任方法の変更 

ブロック長はブロック会議の決定によって 1年に 1名地区担当者の中から選出し、

県士会理事会の承認を経て選任する。地区担当任期内は兼務となる。ブロック長

の任期は 2 年とし、1 年目のブロック長は 2 年目の補佐的な役割をする。別に理

事会が定める場合はこの限りではない。 

3．南勢ブロック 

(1)南勢ブロック連絡網の整備 

(2)ブロック会議を実施（年２回） 

①第1回ブロック会議開催 

日時：平成30年9月9日（日）11：00～13：00 

場所：ふたみシルバーケア豊壽園 

参加者：南氏、加太氏、松永氏、伊藤氏、久保氏 

検討内容：1)各地区上半期活動・予算報告と下半期活動予定の報告 

    2)広報部伊藤氏より広報誌のPC媒体への変更アナウンス 

     南勢ブロック施設紹介について 

    3）南勢ブロック研修会内容について 

②第2回ブロック会議開催 

日時：平成31年2月9日（土）11：00～13：00 

場所：大台厚生病院 

参加者：南氏、加太氏、松永氏、久保氏 

検討内容：1）各地区下半期活動・予算報告と次年度活動計画・予算案検討 

2）次年度南勢ブロック研修会内容について  

    3）志摩ロードパーティーリハレンジャーについて 



    4）災害発生を想定したシュミレーションについて 

(3)平成30年度学術部主催南勢ブロック研修会・交流会開催 

日時：平成30年12月9日（日）研修会10：00～16：10交流会12：45～13：00 

場所：済生会松阪総合病院 

講師：佐野佑樹氏（長太の寄合所くじら） 

内容：「地域で認知症とともに歩むためには」 

参加者：24名（会員23名、多職種参加1名） 

             交流会内容：1)自己紹介 2)次年度の研修会の要望  

 

 (4) 地区活動 

①松阪地区 

施設持ち回り勉強会の開催（年3回） 

1)第一回勉強会 

 日時：平成 30 年 6 月 18 日（月）18：00～20：00 

場所：嘉祥苑 

講師：山本結香氏、濱口裕摩氏（嘉祥苑） 

 内容：「福祉用具の体験と事例検討（前編）」 

福祉用具業者１１社参加 

 参加者：30 名 

2)第二回勉強会 

 日時：平成 30 年 12 月 17 日（月）19：00～20：30 

場所：嘉祥苑 

講師：川原田優希氏、宮下英氏（嘉祥苑） 

 内容：「福祉用具の体験と事例検討（後編）」 

 参加者：16 名 

3)第三回勉強会 

日時：平成 31 年 3 月 19 日（火）19：00～20：30 

場所：みずほの里 

講師：長谷川ゆみ氏（みずほの里） 

    内容：「サーキットトレーニング、入所の超強化型のリハ体制、総合事業へ

の取り組みについて」 

 参加者：14 名 

②伊勢・志摩・鳥羽地区 

 1）第一回勉強会 

    日時：平成 30 年 7 月 25 日（金）19:00～20:45 

場所：伊勢慶友病院 

講師：成川峰子氏（伊勢慶友病院） 

内容：「症例検討（困難事例：ある患者様の在宅復帰・自動車運転へのア 

プローチ）」 



参加者：25 名 

その他：伊勢医師会主催のあつまり「つながり」への参加要請 

 2）第二回勉強会 

    日時：平成 30 年 11 月 9 日（金）19:00～20:15 

場所：伊勢赤十字病院 

講師：千住雄一氏（伊勢慶友病院 理学療法士） 

内容：「呼吸器疾患について」 

参加者：25 名 

③尾鷲・熊野地区 

1）第 43 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時：平成 30 年 5 月 9 日（水）19：00～20：30 

場所：尾鷲総合病院リハビリテーション室 

講師：松本大将氏（尾鷲総合病院） 

内容：「行動変容と行動心理学」 

参加者：9 名 

2）第 44 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時：平成 30 年 7 月 11 日 19：00～20：00 

場所：尾鷲総合病院リハビリテーション室 

講師：八重森百華氏（介護老人保健施設 輝） 

内容：「デイケアにおける屋外活動」 

参加者：9 名 

3）第 45 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時：平成 30 年 9 月 12 日 19：00～20：00 

場所：尾鷲総合病院リハビリテーション室 

講師：伊藤大晃氏（熊野病院） 

内容：「精神科作業療法について」 

参加者：7 名 

4）第 46 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時：平成 30 年 11 月 14 日 19：00～20：00 

場所：尾鷲総合病院リハビリテーション室 

講師：筒井俊行氏（紀南病院） 

テーマ：「行動変容について」 

参加者：6 名 

5）第 47 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時：平成 31 年 2 月 13 日 19：00～20：00 

場所：尾鷲総合病院リハビリテーション室 

講師：福山将也氏（紀南病院） 

内容：「CVA 知覚―運動アプローチについて」 

参加者：7 名 



平成30年度会長・副会長渉外活動報告 
日　時 内　容 場　所 参加者　　備考

H30.4.11(水） 鈴鹿市 リハ医学会、PT士会・ST士会

13：00～16：00 医療科学大学 田中・奥村委員長

H30.4.28(土）～4.29（日） 東京

13：00～16：00 日本橋 田中・橋本常任理事

H30.5.26(土) 日本作業療法士協会代議員総会 東京

12：30～16：00 大手町 田中・佐藤・松本周

H30.6.13（水） 三重県リハビリ協議会　会議 鈴鹿市

19：30～21：30 三重県三士会長会議（第1回） 鈴鹿医療科学大学 田中・佐藤・山本

H30.9.18（火） 本田技研工業（株）安全運転普及本部担当者との意見交換 鈴鹿市 本田技研安全普及委員3名

19：30～21：30 運転と作業療法委員会 鈴鹿サーキット交通教育センター 田中、宮坂委員長、杉山、前田、若山(運転と作業療法委員)

H30.10.7(日） 第2回47都道府県委員会 東京

10：00～17：30 日本橋 田中

H30.10.23(火） 三重県指定自動車教習所協会との情報交換会 津市 三重県指定自動車教習所協会　会長他役員+本田技研　　

15：30～16：30 運転と作業療法委員会 プラザ洞津 田中・宮坂委員長

H30.10.27(土） 第30回東海北陸理学療法学会開会式 津市 開会式出席

9：50～11：10 県文化センター 田中

H30.11.9(金） みえ福祉用具アイデアコンクール 津市 県士会賞　授賞式参列

10：00～16：00 福祉用具フォーラム、表彰式 三重県身障センター 田中

H30.11.10(土） 市立伊勢総合病院竣工記念式典 伊勢市 式典参加

10：00～13：00 伊勢総合病院 田中

H29.11.15（水） ユマニテク医療福祉大学校評議委員会 四日市市 県士会代表、臨床施設代表者

16：00～18：00 ユマニテク 田中・松本周

H30.11.17(土） 第18回東海北陸作業療法学会開会式 福井県 開会式出席

12：30～13：00 福井市 田中

H30.12.17（月） 第1回みえメディカルバレー推進代表者会議 津市　 代表者会議2件

14：00～16：00 第1回みえライフイノベーション総合特区地域会議 プラザ洞津 田中

H31.2.2（土）～3（日） 第３回47都道府県委員会 東京

13：00～16：00 市ヶ谷 田中、北川部長

H31.2.6（水） ユマニテク医療福祉大学校評議委員会 四日市市 県士会代表、臨床施設代表者

16：00～18：00 ユマニテク 田中・松本周

H31.3.6(水） みえメディカルバレー推進代表者会議 津市　 代表者会議2件

9：00～12：00 みえライフイノベーション総合特区地域協議会 プラザ洞津 田中

H31.3.7（木） ユマニテク医療福祉大学校卒業式 四日市市 式典参加

12：30～15：00 都ホテル 田中

H31.3.10(日） みえ・医療と健康を守る会　役員会 津市　 役員会議、研修会（13：30～15：00）

12：00～13：00 医師会館 佐藤副会長代理出席

H31.3.11（月） 第2回三重県脳卒中医療福祉連携懇話会リハビリ部会 津市 代表者会議

17：00～20：00 吉田山会館 田中

H31.3.23（土） 三重県老人保健施設大会 津市 シンポジスト

13：30～16：30 シンポジウム 県文化センター 田中

H31.3.25（月） 三重県リハビリ協議会　会議 鈴鹿市

19：30～21:00 三重県三士会長会議（第2回） 鈴鹿医療科学大学 田中・佐藤・山本　　PT高橋・南出・伊藤　　ST高桑

H31.3.26（火） 三重県指定自動車教習所協会との情報交換会 鈴鹿市

10：30～12：30 運転と作業療法委員会 鈴鹿サーキット交通教育センター 田中、宮坂委員長
22

12

13

第１回47都道府県委員会

みえ災害リハビリテーション協議会

11

1

7

8

9

10

4

5

2

3

6

14

15

18

21

16

17

20

19

 



第２号議案平成30年度決算報告 

〔単位：円〕

大科目 小科目

3,270,000 3,210,000 60,000 640名、賛助会員1口

40,000 77,000 △ 37,000 77名

0 0 0

888,000 904,512 △ 16,512

4,198,000 4,191,512 6,488

〔単位：円〕

中科目 小科目

1,586,000 1,107,293 478,707

240,000 218,925 21,075

10,000 0 10,000

225,000 122,478 102,522

147,000 142,775 4,225

70,000 0 70,000

60,000 5,000 55,000

5,000 0 5,000

126,000 164,306 △ 38,306

20,000 5,985 14,015

202,000 172,309 29,691

126,000 93,730 32,270

268,000 191,232 76,768

337,000 328,653 8,347

254,000 108,400 145,600

199,000 215,096 △ 16,096

231,000 157,166 73,834

111,000 7,740 103,260

74,000 36,252 37,748

40,000 3,697 36,303

72,000 37,655 34,345

37,000 19,947 17,053

37,000 28,142 8,858

4,477,000 3,166,781 1,310,219

△ 279,000 1,024,731 △ 1,303,731

勘定科目

Ⅱ　投資活動収支の部

　1．投資活動収入

積立資産取崩収入 0 0 0

投資活動収入計（Ｄ） 0 0 0

　2．投資活動支出

積立資産取得支出 400,000 400,000 0 特別事業積立預金

投資活動支出計　（Ｅ） 400,000 400,000 0

投資活動収支差額　（Ｆ）＝（Ｄ）－（Ｅ） △ 400,000 △ 400,000 0

Ⅲ　予備費支出（Ｇ） 0 0 0

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） △ 679,000 624,731 △ 1,303,731

前期繰越収支差額（Ｉ） 3,705,781 3,705,781 0

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 3,026,781 4,330,512 △ 1,303,731

認知症作業療法推進委員会

運転と作業療法委員会

地域包括ケアシステム推進委員会

発達支援作業療法推進委員会

補正予算額 決算額

中勢ブロック

北勢ブロック

差額 備　考
中科目

一般社団法人　三重県作業療法士会

収支計算書
自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

勘定科目
補正予算額 決算額 差　額 備　考

Ⅰ事業活動収支の部

1.事業活動運用収入

作業療法啓発部

事務局

備　考

（１）管理費支出

決算額

広報部

第30回三重県作業療法学会

教育部

会　費　収　入

入会金収入

事　業　収　入

事業活動収入合計（Ａ）

（２）事業費支出

Ⅰ事業活動収支の部

2.事業活動運用支出

地域リハビリテーション部

財務部

組織部

差　額

災害対策委員会

選挙管理委員会

勘定科目
補正予算額

補助金収入

当期収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

福利部

渉外部

規約表彰委員会

南勢ブロック

事業活動支出計（Ｂ）

事業部

学術部

作業療法推進部

 



貸　借　対　照　表

一般社団法人三重県作業療法士会

平成31年3月31日　現在 （単位：円）

資　産　の　部 負　債　の　部

流　動　資　産 流動負債

科目 金額 科目 金額

　特別事業積立預金 1,450,131 正味財産　の　部

一般正味財産 5,780,643

正味財産の部合計 5,780,643

資産合計 5,780,643 負債及び正味財産合計 5,780,643

固　定　資　産 負債合計 0

未払金 0　現金・預金 4,330,512

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号議案令和元年度事業計画案 

令和元年度事務局事業計画 
1．郵送物管理（県市町、関係団体、他県士会、・他団体発行物など） 

2．日本作業療法士協会からの依頼業務対応（連絡事項の伝達、調査など） 

3．総会・理事会の運営（理事会年11回開催） 

4．県士会HP・Facebookの管理・運営 

5．会員名簿の管理 

6．部局委員会活動の記録・保管 

7．白書アンケート 

8．各研修会・勉強会等の記録 

9．公文書作成、管理 

10．県士会備品管理 

11．LINE@の会員への普及 

令和元年度財務部事業計画 
1. 代金回収システム関連 

（１）会員情報の管理 

（２）新規会員の登録推進活動 

（３）未登録者への登録推進活動 

（４）口座振替（年１回） 

（５）領収証・会員証の発行、郵送 

（６）会費未納者対策 

2． 会計業務 

（１）年会費の管理 

（２）活動費の管理・仕訳業務 

（３）積立金の管理 

3．決算、予算案の作成 

4．税務処理 

令和元年度広報部事業計画 
1．「一般社団法人三重県作業療法士会広報誌：OTみえ」の作成と発刊（年2回） 

131号、132号：約35部作成 

令和元年度作業療法推進部事業計画 
1．作業療法技術確立への検討・企画提供 

2．行政・関係団体との連携、他職種への啓発活動 

3．保険関連の情報提供 

 

令和元年度作業療法啓発部事業計画 
1．OT啓発活動 



(1)作業療法推進活動PR 

①志摩ﾛｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2019（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ） 

日時：令和元年4月21日（日） 

場所：志摩スペイン村 

内容：リハレンジャー体操・ゴール誘導のサポート等 

②2019三重県ふれあいスポレク祭 

日時：令和元年6月15日（土） 

場所：四日市ドーム 

内容：リハレンジャー体操ほか 

③高校生作業療法体験・見学会 

期間：令和元年7月22日（月）～7月27日（土） 

1）受け入れ施設との連絡調整 

2）三重県下高校への案内書送付・進路指導担当者・高校生との連絡調整 

協力施設・高校にアンケート内容報告 

④PT･OT･ST合同リハビリテーション啓発活動「救急・健康フェア2019」 

日時：未定（例年9月頃実施） 

場所：鈴鹿医療科学大学 

内容：リハレンジャーとのレクリエーション体験（吹き矢） 

作業療法パンフレットの配布など 

⑤リハビリテーション啓発活動 

「第12回 赤堀ふれあい祭り」 

日時：未定（令和元年10月頃実施） 

場所：人権プラザ赤堀 

内容：リハレンジャー体操、ゆるキャラとコラボしての写真撮影 

⑥グリル四日市クリスマス会 

日時：令和元年12月4日（水） 

場所：四日市市文化会館内グリル四日市 

内容：招待客に対するリハレンジャーウエイター業務 

⑦その他作業療法啓発活動 

2．県内外の関係団体・関係者との連絡調整 

（1）三重県理学療法士会・三重県言語聴覚士会との合同啓発活動イベント企画・運営 

令和元年度事業部事業計画 
１． 三重県作業療法士会公開講座 

日時：9月〜3月（予定） 

場所：未定 

内容：未定 

講師：未定 

令和元年度組織部事業計画 



1． 県士会活動協力者登録制度の推進継続 

2． 部局・委員会 部員名簿作成 

3． 管理職OTネットワークの会の企画運営 

4． 少人数職場ネットワーク作り 

5． 三重県作業療法士会リーダー養成研修会の企画運営 

  日時：令和元年8～9月頃 

  場所：三重県立こころの医療センターを予定 

6． 東海北陸地区（７県士会）リーダー養成研修会の連絡調整 

  場所：石川県 

  参加者：５名予定 

7. 県士会施設間連絡網の取りまとめ 

令和元年度福利部事業計画 
1. 新人交流会 

日時：令和元年6月9日（日） 総会後 

  場所：三重県総合文化センター 

  内容：新人紹介、レクリエーション 

2. ファミリー交流会 

日時：令和元年7～8月 

場所：未定 

内容：未定 

3. スポーツレクリエーション大会 

日時：令和元年10～11月 

場所：未定 

内容：未定 

4. 倫理窓口相談業務 

令和元年度学術部事業計画 
1．総会時勉強会 

日時：令和元年６月９日（日）１０：００～１１：００ 

場所：三重県総合文化センター 

内容：①「身体障害領域における作業療法士としての支援」 

     ―回復期から生活期への連携― 

講師 野口佑太氏（鈴鹿医療科学大学） 

    福井麻貴氏（作業療法士） 

②「認知症における作業療法」 

講師 河合晶子氏（三重県医療保健部長寿介護課） 

 佐野佑樹氏（長太の寄合所「くじら」）おおつ 

2．中勢ブロック研修会 

日時：未定 



内容：「臨床で見落としがちな高次脳機能障害」 

講師：大阪保健医療大学 助教 掛川泰朗氏 

3．南勢ブロック研修会 

日時：未定 

内容：「高次脳機能障害（案）」 

講師：未定 

第31回三重県作業療法学会 

日時：令和2年3月8日（日） 

場所：三重大学 

学会テーマ：生活を支えるEBOTと、NBOTの実践 

学会内容・企画：特別公演・一般演題（口述・ポスター）、企業展、STと共同開催予定 

令和元年度教育部事業計画 
1．日本作業療法士協会生涯教育制度説明会の開催 

日時：令和元年6月９日（日） 

場所：三重県総合文化センター 

2．現職者共通研修の企画運営 

 （1）第 1 回現職者共通研修 

   日時：令和元年 6 月 30 日（日） 

   場所：三重県総合医療センター 

内容：未定 

 （2）第 2 回現職者共通研修 

   日時：令和元年 10 月 20 日（日） 

   場所：未定 

内容：未定 

 （3）第 3 回現職者共通研修 

   日時：令和 2 年 1 月 26 日（日） 

   場所：未定 

内容：未定 

3．現職者選択研修の企画運営 

（1）生活行為向上マネジメント（MTDLP）基礎研修 

日時：令和元年 7 月 21 日（日） 

場所：北勢地区 

日時：令和元年 9 月 29 日（日） 

場所：南勢地区 

 （2）身体障害領域 

   日時：令和元年 11 月 10 日（日） 

4．教育部 主催 生活行為向上マネジメント MTDLP 症例検討会 

   日時：令和 2 年 2 月 16 日（日） 



5．MTDLP 推進委員連絡協議会 

 日時：令和元年 8 月 25 日（日） 

 場所：東京 

6．臨床実習指導者指導者講習会 

 (1)三重県理学療法士会、全国リハ学校協会三重県連絡校との連絡調整 

 (2)厚生労働省指定「臨床実習指導者講習会」参加者推薦 

(3) 臨床実習指導者指導者講習会（都道府県講習会）開催 

 年 2 回開催予定（1 回目：令和元年 10 月頃、2 回目未定） 

令和元年度渉外部事業計画 
1．県および市町の関係部署との連絡調整 

2．関係団体・関係者との連絡調整など 

3．賛助会員の募集 

4．外部団体への派遣及び推薦委員等の名簿作成 

令和元年度地域リハビリテーション部事業計画 

1．地域リハビリテーション部情報共有カンファレンス開催 

日時：令和元年8月3日（土）、11月17日（日） 

場所：津市内（予定） 

2．地域リハビリテーション地区ミーティング（随時） 

3．訪問リハビリ・地域リーダー会議への参加 

4．県市町等からの企画依頼時調整 

令和元年度規約表彰委員会事業計画 
1. 各種規約の作成及び改訂 

2. 規約集の発行 

3. 本会、日本作業療法士協会及びその他団体への表彰推薦者の審査 

令和元年度災害対策委員会事業計画 
1．三重県リハビリテーション関連団体災害対策合同委員会（三重ＪＡＲＴ）との連絡調整 

2. 日本作業療法士協会との連携 

 (1)災害対策室との連携、情報伝達 

(2)全国合同災害発生想定シュミレーション訓練 令和元年9月25日（火） 

3．三重県災害リハビリテーション研修会共催 

 日時:未定 

 場所：未定 

 内容：未定 

4.第12回JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 

 日時：令和元年6月15日午13時～18時10分、6月16日9時～15時 

 場所：公益社団法人 兵庫県柔道整復師会 会館 多目的ホール 

 内容：災害医療全般、グループ演習 

令和元年度運転と作業療法委員会事業計画 



1. 自動車運転に関する研修会実施 

日時・場所・講師：未定 

2. 三重県指定自動車教習所協会との意見交換会 

日時・場所：未定 

令和元年度認知症作業療法推進委員会事業計画 
H31年度の活動目標：「認知症OTの地域活動チャレンジ」 

1．会員への知識と技術の研鑽の場の提供 

 （1） 認知症アップデート研修 

  日時：未定 

  場所：未定 

  内容：「認知症アップデート研修：地域・介護・医療の、どの領域においても対 

      応できるOTを育成し、また認知症に関する最新かつ最低限の知識を習 

      得するための「日本作業療法士協会 共通研修」。研修修了者は、修了 

      者名をOT協会に登録」。また、認知症の人と家族の会との連携のもと、 

      認知症とともに歩んでいる当事者の生の声を聴く時間を設ける。 

 （2） 世界アルツハイマーデー記念講演会 

  日時：令和元年9月14日（土） 

  場所：三重県総合文化センター 多目的ホール 

  内容：毎年、認知症の人と家族の会三重県支部が主催している研修会で、代 

      表の中川絵里子氏より、記念講演会への参加を勧められた。認知症と 

      ともに歩んでいる当事者の生の声を聴き、OT としてなにができるのかを 

      考える時間を設けたい。 

 （3） 次世代の育成、協働仲間づくり 

  推進委員と、県下の認知症に携わる OT とのネットワーク作りを進めるため、 

  SNS情報共有・相談ツールとして活動している有志団体「みえーる認知症 

  OT！」と連携し、運営委員として推進委員の取り組みに参画いただく。 

2．OTが地域に出ていくための仕組みを具体化 

 （1） 認知症 OTができることを啓発するツールの作成 

 （2） 認知症スキルアップ研修（地域活動チャレンジ企画研修） 

  日時：令和元年6月23日（日） 

  場所：未定 

  内容：現在県下ではさまざまな認知症における活動がなされている。その場で 

      既に体験している OTに、紹介をしていただき、その中から活動への参 

      加を募り、一年間体験をしてみる。 

  活動紹介：認知症キャラバンメイト、若年性認知症のつどい（年 5回）、認知症 

         カフェ、認知症初期集中支援チーム、RUN伴、地域ケア会議 etc． 

  活動場所：認知症キャラバンメイト、若年性認知症のつどい（年 5回）、認知症 

         カフェ、RUN伴、地域ケア会議 etc． 



 （3） 地域活動チャレンジ報告会 

  日時：令和2年1月19日（日） 

  場所：未定 

  内容：各活動場所に参加された方に、体験したことを発表していただき、その 

        内容を冊子にまとめる。 

令和元年度発達支援作業療法推進委員会事業計画 
1．日本作業療法士協会との情報交換，連絡調整 

2．関連機関との連携 

 （1）学童保育との連携 

 （2）教育機関，福祉機関などとの連携 

3．会員間ネットワークつくり 

 （1）発達支援領域への連携および対応に関する現状把握 

4．関係部局と連携し情報発信および活動提言 

 

令和元年度障がい者スポーツ推進委員会事業計画 
1．推進委員会部内会議・研修会開催 

（１） 県士会員への周知方法・会員募集方法検討 

（２） 障がい者スポーツの説明 

2．三重県理学療法士会との情報共有・研修会開催 

（１） PT主催障がい者スポーツ関連会議への参加 

（２） PT主催障がい者スポーツ関連研修への参加・会員誘致 

令和元年度選挙管理委員会事業計画 
1. 令和元年度役員選挙における広報および公示、告示 

第31回三重県作業療法学会事業計画 
日時：令和2年3月8日（日）9：30～17：00 

場所：三重大学第一講義室 多目的室 

学会テーマ：生活を支えるEBOTと、NBOTの実践 

学会内容・企画：特別公演・一般演題（口述・ポスター）企業展、STとの共同開催する 

予定 

第21回東海北陸作業療法学会（兼第33回三重県作業療法学会）事業計画 
1.学会企画会議(6月.10月.12月) 

2.学会ホームページ準備 

3.第19・20回東海北陸作業療法学会情報収集 

令和元年度ブロック事業計画 
1． 北勢ブロック 

（1）北勢ブロック地区担当者会議の実施 

  定例会議を令和元年4月，7月，8月，11月に開催予定 



（2）研修の実施 

 ①北勢ブロック学習会 

日時：令和元年8月頃  

場所：三重県立総合医療センター 

内容：学会発表型研修会 

発表者：3名程度募集 

アドバイザー：発表分野に合わせたアドバイザーを依頼予定 

 ②ブロック内の意見交換 

日時：令和元年8月頃  

場所：三重県立総合医療センター 

内容：ブロック内交流、意見交換 

（3）会員連絡網の整備 

 ①連絡網の整備 

 ②連絡網の機能確認・・・防災の日（9月1日）前後に行う。 

(4)広報活動 

ホームページへの勉強会案内等の掲載，県士会，ブロック活動予定などのメール配信 

(5)ブロック長、地区担当者の変更準備 

2． 中勢ブロック 

(1)地区活動の強化 

  ブロック内施設見学会の実施(1回)：6月頃予定 

(2)勉強会の実施 

中勢ブロック企画学術部勉強会 日時・会場未定 

「臨床で見落としがちな高次脳障がい」（仮名）   

大阪保健医療大学 助教 掛川泰朗氏 

中勢OT勉強会（身障・老人編）：偶数月実施 

(3)中勢ブロック連絡網の整備 

   中勢ブロックの電話・メール連絡網の整備 

(4)広報活動 

県士会の広報に勉強会等の案内を依頼 

中勢ブロックの活動報告 

3． 南勢ブロック 

（１）連絡網の整備 

（２）年2～3回（8月、11月、2月頃）のブロック会議の開催 

(3)南勢ブロック交流会、学術部共催研修会の開催（年1回） 

①松阪地区 

地区勉強会・交流会の開催（年3回） 

   ②伊勢・志摩・鳥羽地区 

地区交流会の開催（年2回） 

   ③尾鷲・熊野地区 



地区交流会の開催（年4回） 

 

第4号議案 令和元年度予算案 

〔単位：円〕

大科目 小科目

3,410,000 3,270,000 140,000 680名、賛助会員1口

40,000 40,000 0 40名

補助金収入 0 0 0

792,000 888,000 △ 96,000

4,242,000 4,198,000 44,000

〔単位：円〕

中科目 小科目

1,326,700 1,586,000 △ 259,300

357,600 240,000 117,600

73,000 10,000 63,000

225,000 225,000 0

147,000 147,000 0

24,500 70,000 △ 45,500

118,000 60,000 58,000

5,000 5,000 0

176,000 126,000 50,000

16,000 20,000 △ 4,000

260,000 202,000 58,000

100,000 126,000 △ 26,000

92,000 268,000 △ 176,000

357,000 337,000 20,000

227,000 254,000 △ 27,000

210,000 199,000 11,000

41,000 0 41,000

223,000 231,000 △ 8,000

101,000 111,000 △ 10,000

0 74,000 △ 74,000

10,000 40,000 △ 30,000

10,000 0 △ 10,000

52,000 72,000 △ 20,000

37,000 37,000 0

36,000 37,000 △ 1,000

4,224,800 4,477,000 △ 252,200

17,200 △ 279,000 296,200

勘定科目

Ⅱ　投資活動収支の部

　1．投資活動収入

積立資産取崩収入 0 0 0

投資活動収入計（Ｄ） 0 0 0

　2．投資活動支出

積立資産取得支出 400,000 400,000 0 特別事業積立預金

投資活動支出計　（Ｅ） 400,000 400,000 0

投資活動収支差額　（Ｆ）＝（Ｄ）－（Ｅ） △ 400,000 △ 400,000 0

Ⅲ　予備費支出（Ｇ） 0 0 0

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） △ 382,800 △ 679,000 296,200

前期繰越収支差額（Ｉ） 4,330,512 3,705,781 624,731

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 3,947,712 3,026,781 920,931

選挙管理委員会

災害対策委員会

発達支援作業療法推進委員会

地域包括ケアシステム推進委員会

認知症作業療法推進委員会

（２）事業費

第21回東海北陸作業療法学会

当期収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

広報部

作業療法推進部

第31回三重県作業療法学会

教育部

南勢ブロック

事業活動支出計（Ｂ）

事業部

学術部

中勢ブロック

北勢ブロック

運転と作業療法委員会

障がい者スポーツ推進委員会

平成31年度

予算

平成30年度

補正予算
差額 備　考

中科目

備　考

Ⅰ事業活動収支の部

2.事業活動運用支出

平成30年度

補正予算
差　額

令和元年度

予算

勘定科目

財務部

事務局

作業療法啓発部

地域リハビリテーション部

Ⅰ事業活動収支の部

会　費　収　入

入会金収入

事　業　収　入

1.事業活動運用収入

（１）管理費

事業活動収入合計（Ａ）

規約表彰委員会

組織部

福利部

渉外部

一般社団法人　三重県作業療法士会

令和元年度収支予算書
自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日

勘定科目 令和元年度

予算

平成30年度

補正予算
差　額 備　考

 



第5号議案 第32回三重県作業療法学会学会長推薦 

第21回東海北陸作業療法学会学会長推薦 

（第33回三重県作業療法学会） 

 

第6号議案 令和元年度・令和2年度役員選挙 


