
令和2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2年6月28日（日）  10:00～11:30 

場所:web会議 

 

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 令和元年度事業報告（各部局） 

   第2号議案 令和元年度会計決算報告（財務部） 

   第3号議案 令和2年度事業計画案（各部局） 

   第4号議案 令和2年度予算案（財務部） 

   第5号議案 第34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） 

    

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 令和元年度事業報告 

令和元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） 

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 会員数（令和2年3月31日現在640名） 

6．部局委員会活動の記録・保管 

7．白書アンケート実施 

 調査期間：2019年8月19日～9月16日 

 回答人数：304名、有効回答率46.6%、回答施設99施設、有効回答率76.1% 

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 

 令和2年5月現在の登録者数：293名 

 令和元年度：2か月の有料期間利用（5,500円×2ヶ月=11,000円） 

 

令和元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 

令和元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．「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:35部、132号:35部印刷 

内訳:賛助会員（2施設）、関連団体と行政機関（28団体）、予備（5部） 

 



令和元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 

 

 

令和元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2019（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ） 

日時：平成31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 

参加人数：体操参加、約100名（全体約10000人） 

②2019三重県ふれあいスポレク祭（天候不良により中止） 

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（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：62名（実施施設38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2019」 

日時：令和元年9月15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 

      参加人数：221名 

⑤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（障がい者施設）に対するリハレンジャーウエイター業務 

参加人数：35名 

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「リハビリ

テーションフェア2019（救急健康フェア2019内での活動）」企画・運営 



 

令和元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 

日時:令和元年 12 月 8 日（日） 10:00～11:30 

場所:名張市役所 大会議室 

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:名張警察署  

交通課長 警部 河本直紀氏 

     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 64 名 
 

 

令和元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 

  令和元年度新入会員8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・委員会名簿を作成した 

3． 管理職OTネットワークの会 

新型コロナウィルスの影響のため未実施 

4．少人数職場ネットワーク 

   令和元年9月8日の南勢ブロック会議で地区担当者から現状を伺った 

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:令和元年9月28日（土） 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:講演「三重県作業療法士会の現状と課題」、グループワーク 

   講師:佐藤明俊氏（鈴鹿回生病院） 

   参加者数:3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:令和元年11月30日（土）～12月1日（日） 

場所:金沢大学サテライト・プラザ（石川県） 

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 

8．組織部調査 

  令和元年12月16日(月)～12月31日(火)の期間、県士会の組織力強化のため、県士

会員の人財発掘、研修希望などをGoogleフォームで調査 

  結果:160名の会員から回答を頂き、ホームページとLINE＠で報告した 



 

令和元年度福利部事業報告 

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レセプションルーム 

内容:新入会員と既存会員との交流会 

参加者:79名 

2．ファミリー交流会 in おやつタウン 

日時:令和元年7月28日（日） 

場所:株式会社おやつタウン 

内容:県士会員および家族間の交流 

参加者:大人20名、子供27名 

3．みえOTボッチャ体験会 

日時:令和2年2月9日（日）10:00～12:00 

場所:鈴鹿厚生病院 体育館 

内容:ボッチャおよびフライングディスクの体験 

参加者:14名、子供2名 

4．倫理相談窓口業務 

 

令和元年度学術部事業報告 
1．総会時勉強会 

日時：令和元年6月9日（日） 

場所：三重県総合文化センター 

内容：「身体障害領域における作業療法士としての支援」 

講師：福井麻貴氏（社会福祉法人すずらん福祉会） 

   野口佑太氏（鈴鹿医療科学大学） 

参加者：53名 

内容：「私たちが担う認知症の人の支援」 

講師：佐野裕樹氏（長太の寄合所「くじら」） 

   河合晶子氏（三重県医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班） 

参加者：50名 

 

2．中勢ブロック研修会 

日時：令和元年10月６日 10:30～16:00 

内容：「臨床で見落としがちな高次脳機能障害」 

講師：掛川泰朗氏（大阪保健医療大学） 

参加者：26名 

 



3．南勢ブロック研修会 

日時:令和2年1月19日（日） 9:30～12:00    

場所:済生会松阪総合病院  

内容:「高次脳機能障害 ～回復期を終えてから社会復帰までの道のり～」 

講師: 島村藍氏（三重県身体障害者総合福祉センター 臨床心理士/公認心理士） 

参加者:26名 

 

 

 

令和元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:令和元年 6 月 9 日（日） 

   場所:三重県総合文化センター 

   参加者：49 名 

2．現職者共通研修の開催 

（1）令和元年度 第 1 回現職者共通研修 

 日時:令和元年 6 月 30 日（日） 

 場所:三重県立総合医療センター 

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） 

   「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） 

   「職業倫理」 

    講師:橋本 昌弘氏 （ユマニテク医療福祉大学校） 

          「作業療法生涯教育概論」  

       講師:福井 麻貴氏 （すずらん診療所） 

   参加者:29 名 

 

   （2）令和元年度 第 2 回現職者共通研修 

   日時:令和元年 10 月 20 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） 

「日本と世界の作業療法の動向」 

    講師:野口 佑太氏 （鈴鹿医療科学大学） 

      「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:38 名 

 

（3）令和元年度 第 3 回現職者共通研修 

   日時:令和 2 年 1 月 26 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:20 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:令和元年 7 月 21 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（すずらん診療所） 

位田 貴俊氏（主体会病院）  

   参加者:29 名 

   

（2）生活行為向上マネジメント MTDLP（基礎研修） 

 日時:令和元年 9 月 29 日（日） 

 場所:伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑 

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（すずらん診療所） 

位田 貴俊氏（主体会病院）  

   参加者:30 名 

 

（3）現職者選択研修 身体障害領域 

 日時:令和元年 11 月 10 日（日） 

 場所:小山田記念温泉病院 

 内容:「身体障害領域の基礎知識」 

      講師:永田 穣氏 （三重県身体障害総合福祉センター） 

    「急性期の作業療法」 

      講師:草川 裕也氏 （鈴鹿医療科学大学） 

    「回復期の作業療法」 

      講師:中川 裕規氏 （七栗記念病院） 

    「生活期・終末期の作業療法」 

      講師:豊田 志奈子氏 （ユマニテク医療福祉大学校） 



   参加者:42 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:令和 2 年 2 月 2 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（すずらん診療所） 

位田 貴俊氏（主体会病院） 

    参加者:20 名 

 

 5．三重県作業療法士会 主催 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会  

開催 

• 日時:令和元年 10 月 26 日・27 日 

場所:鈴鹿医療科学大学 

参加者:98 名 

• 日時:令和元年 12 月 14 日・15 日 

場所:松阪中央総合病院 

参加者:84 名     

 

 

令和元年度渉外部事業報告  
1．賛助会員の募集 

(1)賛助会員2社(令和2年3月31日現在) 

新規1社 

令和元年11月16日(土)・17日(日) 東海北陸作業療法学会 

令和元年11月22日(金) みえ福祉用具ﾌｫｰﾗﾑ・アイデアコンクール表彰式にて 

賛助会員案内 

 

令和元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:令和元年 8 月 24 日（土）9:30～16:00 

場所:アスト津 会議室 1 

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、地

域ケア会議の状況報告、会員への情報発信の方法あについて検討 

参加数：13 名 

(2)情報共有カンファレンス 

日時:令和元年 12 月 21 日（土）9:30～16:00 



場所:教育文化会館 

内容:各地域における地域リハビリテーションの状況、地域リハOT便りについて検討、課

題整理、地域リハビリ勉強会 

参加者数：18 名 

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 31 年 4 月 27 日（土）～28 日（日） 

場所:AP 西新宿（東京都新宿区西新宿 7 丁目 2-4） 

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル貸ホール（東京都渋谷区代々木 3 丁目

25−3） 

内容:財団運営の訪問リハステーションの現状、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 

参加者: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．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出席 

  日時:令和元年 8 月 3 日（土）～4 日（日） 

  場所:TKP 築地新富町カンファレンスセンター ホール 3A 

（東京都中央区入船 3-2-10 アーバンネット入船） 

  内容:最新の地域包括ケア関連の動向と作業療法士の課題、地域包括ケアシステム

参画の手引きの活用方法など 

  参加者：伊藤 正敏（鈴鹿中央総合病院） 

      久保 雅邦（熊野病院） 

 

4．県市町等からの依頼時の調整 

 (1)久居一志地区医療ネットワーク委員 

   上西 徹氏 （しおりの里） 

(2)平成 31 年度シニア生き生きチャレンジ教室講師 

   四日市市 強力充昭氏 （むらしま整形外科）  

   尾鷲市 強力充昭氏 （むらしま整形外科）  

   松阪市 強力充昭氏 （むらしま整形外科）  

津市 強力充昭氏 （むらしま整形外科）  

 (3)平成 31 年度三重県介護支援専門員協会研修会主催研修会講師  

山本泰雄氏 （鈴鹿医療科学大学） 

(4)伊勢市ほほえみカフェ（回想法）講師 

   橋本友里氏（三重県立こころの医療センター） 

   寺田龍樹氏（宮川さくら苑） 

   成川峰子氏（伊勢慶友病院） 

(5)菰野町ボランティア養成講座講師 

 夏目紫帆氏（菰野厚生病院） 

(6)尾鷲市地域ケア会議出席依頼 

 松本大将氏（尾鷲総合病院） 



(7)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（すずらん診療所） 

竹森史江氏（訪問看護ステーションほたるみえ） 

(8)三重県言語聴覚士会主催地域リハ活動推進のための研修会講師 

  伊藤正敏氏（鈴鹿中央総合病院） 

(9)伊勢地区医師会主催「脳卒中・認知症 市民公開講座」講師 

  成川峰子氏（伊勢慶友病院） 

 

令和元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 

 

令和元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:令和元年 8 月 23 日(金) 

場所:鈴鹿医療科学大学  

内容:全国 JRAT からの報告事項等 

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:令和元年 9 月 25 日（水） 

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 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～6 月 16 日  

 場所:公益社団法人 兵庫県柔道整復師会会館  

 内容:JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース受講 

    災害時の初動から役割について学習 

4．JRAT 全国研修会 中部ブロック会議並びに定期研修会 

    今年度は新型コロナウイルスの影響により中止 

 

  

令和元年度運転と作業療法委員会活動報告 
1．三重県指定自動車教習所協会教習指導員への研修会開催 

日時:令和元年10月2日（水）13:30-15:30 

場所:三重県運転免許センター 



内容:高次脳機能障害 

教習指導員:34名 

講師：渡邉 誠氏（藤田医科大学七栗記念病院） 

2．運転と作業療法特設委員会協力者会議での意見交換会 

日時:令和2年1月11日（土）11:00-16:00 

場所:大阪医療福祉専門学校 

参加者:杉山 祐基氏（小山田記念温泉病院）             

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  

 

 

 

令和元年度認知症作業療法推進委員会活動報告 
令和元年度の活動目標:「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）共に支え合って歩もう 〜認知症アップデート研修〜 

  日時:令和元年 8 月 25 日 9:30〜15:40 

  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 

おられる奥様を介護している河戸義男氏をお招きし、「介護者、家族の会からの 

メッセージ」をテーマに講演をいただいた。 

   参加者数:29 名（OT:18 名、その他:11 名） 

  講師:河戸 義男氏（認知症の人と家族の会 三重県支部副代表） 

      林 展行氏（松阪厚生病院） 

       工藤 元貴氏（みたき総合病院） 

 （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） 13:30～16:00 

  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。 

 （3）みえーる認知症 OT！交流会 

  日時:令和元年10月6日（日） 9:30～12:10 

  場所:松阪厚生病院 

  内容:三重県の認知症に携わる OT や他職種が集まり、認知症作業療法における研修、 

施設見学、情報発信と収集、相談、また認知症作業療法士の育成の場として 

実施した。 



  講師:林 展行氏（松阪厚生病院） 

      辻本 真子氏（桜木記念病院） 

      三浦 有紀氏（桜木記念病院） 

 （4）重度認知症デイケアへの見学 

  日時:令和 2 年 2 月 4 日（火） 10:00～11:00 

  場所:医療法人 久居病院 

  内容:県内の認知症作業療法をより地域生活に資するものにしていく取り組みを進める 

ために、医療・介護施設の臨床現場の実情を把握することがあると考え、さまざまな 

フィールドの視察を実施していく。 

  実施理由：認知症支援のフィールドが、医療・施設から地域へと拡大してきている 

一方で、多くの作業療法士が医療・介護施設の中で勤務している実態が 

ある。三重県認知症作業療法推進委員会では、医療・介護施設における 

認知症作業療法をより地域生活に資するものにしていくために、それら 

がどのように展開されているのか、どういった課題を抱えているのかを 

把握し、会員に向けて発信するスキルアップ研修や情報提供の内容を充 

実させる根拠としたいと考えている。その一環として、今回委員会活動 

において、認知症の人の地域生活を支える資源の一つである「重度認知 

症デイケア」の視察を企画・実施した。 

  視察者：河合 晶子氏（三重県 医療保健部 長寿介護課） 

工藤 元貴氏（みたき総合病院） 

橋本 友里氏（三重県立こころの医療センター） 

2．OT が地域に出ていくための仕組みを具体化 

 （1）認知症スキルアップ研修（地域活動チャレンジ企画研修会） 

日時:令和元年 6 月 23 日（日） 9:30～12:00 

   場所:三重県立こころの医療センター2 階講堂 

   内容:地域活動のチャレンジにつながるよう、現在活動されている OT にキャラバン 

メイト・地域ケア会議、RUN 伴、認知症の人と家族の会、認知症カフェについて

の 

話題提供、展示ブースを用いての情報交換会を行った。 

   参加者:46 名（学生:3 名、他職種:10 名、OT:33 名） 

   講師:河合 晶子氏（三重県 医療保健部 長寿介護課） 

       松永 麻奈氏（介護老人保健施設 輝） 

       工藤 元貴氏（みたき総合病院） 

       佐野 佑樹氏（長太の寄合所「くじら」） 

 （2）回想法フェス 

   日時:令和元年10月27日（日） 13:00～15:30 

   場所:四日市総合福祉会館 8階視聴覚室 

   内容:回想法を通して、認知症の人とその家族がなつかしい話に花を咲かせ、出会い 

直しや生活につながることができるように、認知症作業療法推進委員会のみ 



ならず、認知症専門医や ST、回想法パートナーと協働し、ともに開催した。 

   参加者:70 名（認知症の人とその家族、回想法パートナー、専門職、行政職員） 

 

3．2019 年度 認知症作業療法推進委員会 

  日時:令和元年 11 月 9 日（土） 13:00～18:00、10 日（日） 10:00～15:00 

  場所:TK321P 築地新富町カンファレンスセンター ホール 3A 

   内容:協会・認知症の人の生活支援推進委員会の取り組みや士会活動報告、 

特設委員会との連携企画、地域包括ケアシステム参画に向けた取り組み、 

認知症と運転、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援 

ガイドラインなど。 

  参加者数：102 名 

   出席者:工藤 元貴氏（みたき総合病院） 

       上田 奈央氏（主体会病院） 

 

4．講師派遣 

 （1）家族介護教室 

   日時:令和元年 10 月 16 日（水）  

   場所:鈴鹿市社会福祉協議会 

   内容:認知症の人と家族の会の鈴鹿市世話人代表の下野和子氏より、介護家族向け 

に「ストレスをためないで上手に発散するコツとは？」の研修会の依頼があり、 

実施した。 

   講師:上田 奈央氏（主体会病院） 

   参加者：7 名 

 （2）体験カフェ「つどい」 

  日時:令和元年 7 月 17 日（水） 10:00～11:00、 

      令和元年 12 月 18 日（水） 10:00～11:00 

  場所:川越町社会福祉協議会 

  内容:人と人をつなぐ回想法の体験 

  講師:佐野 佑樹氏（長太の寄合所「くじら」） 

  参加者:48 名 

 （3）認知症カフェにおける回想法実践 

  日時:令和 2 年 2 月 16 日（日） 13:30～15:30 

  場所:ほほえみカフェ（伊勢） 

  内容:回想法を通して、認知症の人とその家族がなつかしい話に花を咲かせ、出会い 

直しや生活につながることができるように、実施した。 

  講師:橋本 友里氏（三重県立こころの医療センター） 

  参加者数：18 名 

 



令和元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 

2．関連機関との連携 

 （1）学童保育との連携 

    ・大和学童保育所あおぞらへのコンサルテーション 1 回 

    ・前年度コンサルテーションを行った学童保育が、諸事情により今年度のコン

サルテーションが中止となったため、今年度は 0件 

    ・津市内の学童保育より問い合わせがあり調整中 

 （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 HP を通じて OT 協会や他団体からの情報を会員へ発信 5 件 

 

第31回三重県作業療法学会活動報告 
   ※下記の日程で開催予定だったが新型コロナウイルス感染予防の為に中止 

 

日時:令和 2 年 3 月 8 日（日）10 時～16 時 30 分  

   場所:三重大学（第一講義室、多目的室） 

   内容:生活を支える EBOT と NBOT の実践 

   特別講演： 

講師:加藤貴志氏（井野辺病院） 

 

令和元年度 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）活動報告 

 
1．学会企画準備 

(1)学会日程  

開催日時：令和 3 年 11 月 13 日（土）～11 月 14 日（日） 

場所：四日市市文化会館 

２．第 19 回東海北陸作業療法学会参加、情報交換 

  日時：令和元年 11 月 16 日（土）～17 日（日） 

   場所：静岡県浜松市 アクトシティ浜松 

 

 

令和元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31年 4月11日，令和元年6月27日，8月25日 11月7日に実施。 



(2) 研修会・意見交換会の実施 

 ①救急看護認定看護師による講演会 

「救急リハビリ室24時 そこにOTがいたから 

－救急看護認定看護師からの視点」 

日時:令和元年8月25日（日） 9:30～10:30 

場所:三重県立総合医療センター 

内容:患者急変時の観察視点、反応の見方、対処法 

発表者:上山一樹（三重県立総合医療センター救急看護認定看護師） 

参加者:8名 

① 北勢ブロック学習会 

日時:令和元年8月25日（日） 10:30～11:30 

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:大谷豊満氏（多度あやめ病院）服部智史氏（ヨナハ総合病院）、 

住田佳緒里氏（三重県立総合医療センター） 

アドバイザー:吉田裕紀氏（常葉大学 保健医療学部 作業療法学科 

橋本昌弘氏（ユマニテク医療福祉大学校）、 

参加人数:8名 

② ブロック内の意見交換 

日時:令和元年8月25日（日） 12:30～13:00 

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 

参加人数:8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。 

(4) 日本作業療法士協会災害訓練の実施 

日時:令和元年 9 月 25 日（金） 

内容:11:00 に台風被害の確認報告を受け 

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（9 月 28 日 11:00）で 46 件中 40 件の確認完了 

10 月 9 日（金）16:00 時点で 46 件中 44 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 

   日程:令和元年 6 月 28 日（金） 

場所:介護老人保健施設あのう 参加者 6 名 

 (2)勉強会の実施 

①中勢ブロック企画学術部研修会 

日時:令和元年10月6日（土）13:00～16:10 

場所:遠山病院  

内容:「臨床で見落としがちな高次脳機能障害」 

講師:掛川泰朗氏（大阪保健医療大学） 

参加者:26名 

②中勢OT勉強会（身障・老人編）:偶数月実施（岡波総合病院） 

   日程：平成 31 年 4 月 10 日 

場所： 岡波総合病院  

内容：「リハビリテーションと知覚」 

参加者：14 名  

日程：令和元年 8 月 14 日 

場所：岡波総合病院 

内容「寝たきりにならないための基礎知識」  

参加者 13 名 

   日程：令和元年 10 月 30 日 

場所：岡波総合病院 

内容：「箱づくり法」 

参加者 15 名 

   日程：令和元年 12 月 11 日 

場所：岡波総合病院 

内容：「リハビリテーション栄養」   

参加者 16 名 

   日程：令和 2 年 2 月 12 日 

場所：岡波総合病院 

内容：「高次脳機能障害の ADL」  

参加者 14 名 

            

  (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 



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:令和元年9月8日（日）11:00～13:00 

場所:介護老人保健施設 輝   

参加者:南基典氏（阿児第２通所介護センター真珠荘）、加太俊太朗氏（大台厚

生病院）、松永麻奈氏（介護老人保健施設 輝）、牧野有華氏（三重県立こころの医

療センター）、久保雅邦氏（熊野病院） 

検討・報告内容: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)組織部牧野氏より少人数職場アンケート調査結果報告、一 

人職場の現状と組織部への要望（研修会内容など） 

       3）南勢ブロック研修会内容について 

           4）報告書・会計報告書などの記載方法について 

②第2回ブロック会議開催 

日時:令和2年2月2日（日）11:00～13:00 

場所:リハビリハウス みやま 

参加者:南基典氏（阿児第２通所介護センター真珠荘）、山口陽平氏（伊勢赤十

字老人保健施設 虹の苑）、松永麻奈氏（介護老人保健施設 輝）、茨木孝氏（介護

老人保健施設 嘉祥苑）、浅井巧氏（リハビリハウス みやま）、久保雅邦氏（熊野

病院） 

検討・報告内容:1）各地区下半期活動・予算報告と次年度活動計画・予算案 

2）令和元年度県士会裁量ポイントについて  

    3）志摩ロードパーティーリハレンジャーについて 

    4）南勢ブロック研修会・交流会について 

    5）次年度南勢ブロック長・地区担当者の変更について 

＜新南勢ブロック長・地区担当者＞ 

   南勢ブロック長:加太俊太郎氏（大台厚生病院） 

  松阪地区:茨木孝氏（介護老人保健施設 嘉祥苑） 

伊勢志摩鳥羽地区:山口陽平氏（伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑） 

  尾鷲熊野地区:浅井巧氏（三時間デイサービス リハビリハウスみやま） 

 

(3)学術部南勢ブロック共催研修会・交流会開催 

日時:令和2年1月19日（日）研修会9:30～12:00交流会12:15～12:30 

場所:済生会松阪総合病院 

内容:「高次脳機能障害 ～回復期を終えてから社会復帰までの道のり～」 

講師: 島村 藍氏（三重県身体障害者総合センター 臨床心理士/公認心理士） 

参加者:23名（会員20名、他職種3名） 

             交流会内容:1)次年度担当者変更（輪番制）について 2)次年度研修会の要望  



         3）南勢ブロックに対する要望     

 

 (4) 地区活動 

①松阪地区 

施設持ち回り勉強会の開催 

1)第一回勉強会 

 日時:令和元年 8 月 30 日（金）19:00～20:00 

場所:介護老人保健施設 やまゆりの里 

    内容:「やまゆりの里の入所・通所・訪問・通所介護の現状報告、認知症カ 

フェの取り組みについての活動報告」 

講師:大西里奈氏、高本元気氏、喜田美緒氏、嶋田えり氏（やまゆりの里） 

 参加者:19 名 

②伊勢・志摩・鳥羽地区 

 1）第一回勉強会 

    日時:令和元年 8 月 30 日（金）19:00～20:00 

場所:伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑 

内容:「①介護保険を取り巻く状況報告と介護保険施設の役割②虹の苑の施設

紹介③症例検討④レクリエーション」 

講師:山口陽平氏（伊勢赤十字老人保険施設 虹の苑） 

参加者:25 名 

 2）第二回勉強会 

     日時:令和元年 11 月 29 日（金）19:00～20:30 

場所:海野デイサービスセンター 

内容:「①施設紹介②施設見学③症例検討④レクリエーション」 

講師:西山 奈津希氏（海野デイサービスセンター） 

参加者:13 名 

③尾鷲・熊野地区 

1）第 48 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時:令和元年 7 月 28 日（日）10:00～11:30 

場所:介護老人保健施設 輝 

内容:「RUN 伴について」 

講師:松永麻奈氏（介護老人保健施設 輝） 

参加者:5 名 

2）第 49 回尾鷲・熊野地区交流会 

日時:令和元年 11 月 13 日（水）19:00～20:30 

場所:尾鷲総合病院 

内容:「作業療法士の頭の中」「臨床実習について」 

講師:久保雅邦氏（熊野病院）、松本大将（尾鷲総合病院） 

参加者:7 名 



令和元年度会長・副会長渉外活動報告

 

 

日 時 内 容 場 所 備 考 備考 
R1.4.13(土）～4.14（日） 東京 

13：00～16：00 田中・佐藤副会長 

R1.5.9(木） 鈴鹿市 PT 士会南出 養成校（PT 畠中・OT 橋本、島崎） 

19：00～20：45 鈴鹿医療科学大学 田中・冨中（県士会） 

R1.5.25(土) 東京 

12：30～16：00 大手町 田中・佐藤・松本周 

R1.6.16(日） 三重県介護福祉士会前期研修  津市 講師 
10：00～16：00 ー作業療法士との連携についてー 社会福祉会館 田中・森田 
R1.6.19（水） 鈴鹿市 

19：30～21:00 鈴鹿医療科学大学 

R1.7.8（月） 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 

R1.7.27(土)～7.28（日） 第 2 回 47 都道府県委員会 東京 

13：00～16：00 田中・大塚常任理事 

R1.8.23（金） JRAT 会議 鈴鹿市 

19：00～ 鈴鹿医療科学大学 松本副会長代理出席 

R1.9.9（月） 第 1 回みえメディカルバレー推進代表者 
会議 津 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 

R1.10.9(水） 津市 

16：00～ 三重県身障センター 佐藤 

R1.11.16(土） 静岡県 開会式出席 

12：30～13：00 田中 

R1.11.22(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 

R1.11.24(日） 田村代議士講演会 津市 

15：00～ 田中・橋本 

R2.2.1（土）～2（日） 第３回 47 都道府県委員会 東京 

13：00～16：00 田中、大塚 

R2.3.4（水） 四日市市 県士会代表、臨床施設代表者 中止 

16：00～18：00 ユマニテク 田中・松本周 

R2.3.8(日） 津 役員会議、研修会（13：30～15：00） 中止 

12：00～13：00 医師会館 田中 

R2.3.11（水） 三重県リハビリ協議会 会議 鈴鹿市 中止 

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 

R2.3.12（木） 四日市市 式典参加 中止 

12：30～15：00 都ホテル 佐藤副会長代理出席 

R2.3.12(木） 第 2 回みえメディカルバレー推進代表者 
会議 津 代表者会議 2 件 中止 

14：00～16：00 第 2 回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 

R2.3.25（水） 津市 代表者会議 中止 

18：30～20：30 吉田山会館 田中 
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三重県臨床実習指導者講習会 
全国リハビリテーション学校協会 
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第１回 47 都道府県委員会 
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日本作業療法士協会代議員総会 

みえ福祉用具アイデアコンクール 
審査会 

第 19 回東海北陸作業療法学会開 
会式 

ユマニテク医療福祉大学校評議 
委員会 

ユマニテク医療福祉大学校卒業 
式 

田中・佐藤・山本  PT・南出・伊藤・高橋  ST 高桑 

ユマニテク医療福祉大学校評議 
委員会 

三重県リハビリ協議会 会議（第 
1 回） 

みえ・医療と健康を守る会 役員 
会 

第 2 回三重県脳卒中医療福祉連携懇話 
会リハビリ部会 



第2号議案令和元年度決算報告 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔単位：円〕

大科目

3,410,000 3,295,000 115,000 会員656名、賛助会員2口

40,000 62,000 △ 22,000 62名

0 0 0

792,000 792,026 △ 26 学術部・教育部研修会など

4 ,242 ,000 4 ,149 ,026 92 ,974

〔単位：円〕

中科目

1,326,700 748,547 578,153

357,600 316,203 41,397

73,000 66,134 6,866

225,000 184,624 40,376

147,000 117,506 29,494

24,500 0 24,500

118,000 90,608 27,392

5,000 0 5,000

176,000 142,244 33,756

16,000 0 16,000

260,000 156,659 103,341

100,000 31,106 68,894

101,000 79,561 21,439

357,000 628,314 △ 271,314

227,000 131,007 95,993

210,000 62,331 147,669

41,000 2,500 38,500

223,000 109,535 113,465

101,000 1,512 99,488

10,000 500 9,500

10,000 5,690 4,310

52,000 24,102 27,898

37,000 18,897 18,103

36,000 23,291 12,709

4,233,800 2,940,871 1,250,119

8 ,200 1 ,208 ,155 △ 1,199 ,955

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 400,000 400,013 △ 13 特別事業積立預金

投資活動支出計　（Ｅ） 400,000 400,013 △ 13

投資活動収支差額　（Ｆ）＝（Ｄ）－（Ｅ） △ 400,000 △ 400,013 13

Ⅲ　予備費支出（Ｇ） 0 0 0

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） △ 391,800 808,142 △ 1,199,942

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

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 3 ,313 ,981 5 ,138 ,654 △ 1,824 ,673

第21回東海北陸作業療法学会

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

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

第31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

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

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31年4月1日

至　令和2年3月31日

勘定科目
補正予算額 決算額

認知症作業療法推進委員会

運転と作業療法委員会

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

障がい者スポーツ



一般社団法人三重県作業療法士会

貸　借　対　照　表

令和2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 1,850,144 正味財産　の　部

一般正味財産 6,988,798

正味財産の部合計 6,988,798

資産合計 6,988,798 負債及び正味財産合計 6,988,798

固　定　資　産 負債合計 0

未払金 0　現金・預金 5,138,654

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第3号議案令和2年度事業計画案 

令和2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．白書冊子作成 

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 

12．Web会議推進準備 

令和2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2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） 

133号、134号:約35部作印刷 

令和2年度作業療法推進部事業計画 
1．作業療法の保険に関することの情報提供 

2．作業療法技術確立への検討・企画提供 

 

 

 



令和2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2020（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ）⇒中止 

日時:令和2年4月19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⇒中止 

日時:令和2年6月13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⇒中止 

期間:令和2年7月27日（月）～8月1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 

   ※中止の為、三重県内高等学校に、作業療法の啓発にかかわる資料を送付 

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2020」 

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13回赤堀ふれあい祭り」 

日時:未定（例年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2年12月2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2年度事業部事業計画 
1．事業部会議 

 1）7月、10月、1月予定 



2．公開講座 

 日程：令和2年10～11月予定 

 場所：未定 

 内容：「放課後デイ」または「就労支援」を検討中 

 

令和2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． 組織部調査をもとにした部局・委員会 部員・委員人数の調整 

3． 部局・委員会 部員・委員名簿作成 

4． 管理職OTネットワークの会の企画運営 

5． 少人数職場ネットワーク作り 

6． 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2年8～9月頃 

  場所:三重県立こころの医療センターを予定 

7． 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:未定 

  参加者:5名 

8. 県士会施設間連絡網の取りまとめ 

 

 

令和2年度福利部事業計画 
1. 新人への入会記念品授与 

2. スポーツレクリエーション大会 

日時:令和2年10～11月 

場所:未定 

内容:未定 

3. 倫理窓口相談業務 

 

令和2年度学術部事業計画 
1． 北勢ブロック研修会 

日時:令和2年8月23日 

場所:三重県立総合医療センター 7階講堂 

内容：「矯正と更生保護について」 

講師:吉田裕紀氏（常葉大学 保健医療学部） 

2．中勢ブロック研修会 

 日時：未定 

 場所：未定 

 内容：「臨床で遭遇する上肢整形の基礎知識」   



講師：坂尚樹氏（鈴鹿回生病院） 

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 

※下記の日程で開催予定だったが新型コロナウイルス感染予防の為に中止 

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 

 

 

４．研究発表支援研修会 

 日時：①令和２年８月予定 

     ②令和２年１０月予定 

 内容：①「研究・発表を行うには？」 

     ②「研究のデザイン発表」 

 講師：宮坂裕之氏 山本泰雄氏 

 場所：未定 

５．学術部主催研修会 

 日時：令和２年９月予定 

 内容：「発達分野、神経難病分野を中心としたIT活用支援の研鑽」 

 講師：未定 

 場所：アスト津（予定） 

令和 2 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 2 年 6 月 28 日（日） 

場所:四日市市文化会館 

 

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 2 年 7 月予定 

   場所:三重県立総合医療センター 

   内容:未定 

 （2）第 2 回現職者共通研修 



   日時:令和 2 年 10 月予定 

   場所:三重県立総合医療センター 

   内容:未定 

 （3）第 3 回現職者共通研修 

   日時:令和 3 年 1 月予定 

   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 2 年 8 月予定 

場所:北勢地区（予定） 

日時:令和 2 年 10 月予定 

場所:南勢地区（予定） 

 （2）身体障害領域 

   日時:令和 2 年 12 月予定 

   場所:未定 

 

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 3 年 2 月予定 

   場所:津周辺 

 

5．三重県作業療法士会 主催 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会  

開催 

  (1)日時:令和 2 年 9 月予定 

    場所:北勢地区 

  (2)日時:令和 2 年 11 月予定 

    場所:南勢地区 

 

 

令和 2 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2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（今年度2回開催） 



(1) 日時：令和2年7月予定（Web会議） 

(2) 日時：令和2年12月予定（Web会議） 

2．学会等での取り組みの発表 

3．県市町等からの講師・協力依頼の調整 

4．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（Web会議）への参加 

5．配布物（作業療法しおりキット）の製作及び配布 

 

令和2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2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ＪRAT）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ミュレーション訓練 日時:未定 

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13回JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 

 日時:未定  

 場所:未定  

 内容:未定 

5、三重県作業療法士会災害勉強会 

 日時:未定 

 場所:未定 

 内容:未定 
 

令和2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2年度認知症作業療法推進委員会事業計画 
令和2年度の活動目標:「認知症OTの地域活動チャレンジ」 



1．知識と技術の研鑽の場づくり 

 （1） 認知症スキルアップ研修 

  日時:令和2年11月15日（日） 

  場所:未定 

  内容:OTだけでなく、他職種や行政など多方面の方向けに、認知症の人の 

      IADLを工程分析して、介入につなげるための視点をご教授いただく。 

 

 （2） オンライン勉強会 

  日時：未定（年に数回、月曜日予定） 

  内容：オンラインを活用し、最近勉強したこと、研究しているテーマ、事例検討、 

      臨床での困りごと、受講した研修会の伝達などを認知症作業療法推進 

      委員会メンバーが輪番制で行っていく。また、他県、他分野からも講師 

      依頼を行い、三重県士会員のスキルアップを図る。 

 

 （3） 協働仲間づくり、次世代の育成 

  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、認知症勉強会や地域活動チャレンジできる案内をおくる。 

  また、認知症勉強会は web 上で開催し、録画をして、みえーる認知症 OT！に 

  配信を行う。 

 

2．OT が地域に出て活動していくための仕組みづくり 

 （1） 地域活動チャレンジ企画研修 

  日時:未定  

  場所:未定 

  内容:認知症の人や家族に寄り添い活動できる OT を輩出することを目的に、 

      地域に飛び出す楽しさ・意味・悩み・切り口・ツールについてを、現在 

      地域で活動中の OT や他職種から話題提供いただく。そのなかから 

      活動への参加を募り、地域活動チャレンジを実施していく。 

  話題提供:認知症キャラバンメイト、若年性認知症のつどい、認知症カフェ、 

         回想法フェス、オレンジフェスティバル、認知症初期集中支援 

         チーム、チームオレンジ、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、認知症カフェ、 

         回想法フェス、オレンジフェスティバル、RUN 伴、地域ケア会議 etc． 

 

 （2） 回想法フェス 

  日時:未定 

  場所:未定 

  内容:回想法を通して、認知症の人とその家族がなつかしい話に花を咲かせ、 



      出会い直しや生活につながることができるように、認知症専門医や ST の 

      他職種とともに開催する。 

 

3．講師・委員会メンバーの派遣 

 （1） 認知症の人と家族の会 

 （2） メモリーカフェ 

 （3） オンライン回想法 

 

 

令和 2 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．県士会員への情報発信 

 （1）日本作業療法士協会からの情報提供 

 （2）研修会，講習会などに関する情報提供 

4．関係部局と連携し情報発信および活動提言 

 

令和2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 

2． 各ブロックで障がい者スポーツについて説明会 

3． 人材育成 

4．三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 

5．三重県からの委員派遣に関する対応 

（1）障がい者区分判定研修 

（2）鹿児島開催の区分判定 

（3）三重県開催の区分判定研修 

 

令和2年度選挙管理委員会事業計画 
1. 令和2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 
日程:令和3年3月7日（日） 

場所: 鈴鹿医療科学技術大学B棟 

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 

 

 

令和 2 年度 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）活動計画 

 
1．学会企画準備 

(1)学会企画会議・運営会議 

２．第 20 回東海北陸作業療法学会参加、広報活動、引き継ぎ業務 

  日時：令和 2 年元年 11 月 7 日（土）～8 日（日） 

   場所：富山県富山市 富山国際会議場 

3．学会ホームページ準備 

 

 

令和 2 年度ブロック事業計画 
 

令和 2 年度事業活動計画 

 

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2年4月（中止）6月，8月，11月に開催予定 

  令和3年1月に次年度役員の引継ぎ会議予定 

（2）北勢ブロック学習会の実施 

日時:令和2年8月23日 

場所:三重県立総合医療センター 7階講堂 

１） 講習会（学術部とのコラボ開催） 

内容:「矯正と更生保護について」 

講師:吉田裕紀氏（常葉大学 保健医療学部） 

   2）北勢ブロック学習会 

内容:学会発表型研修会 

発表者:3～4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 

  3）ブロック内の意見交換 

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 

輪番北勢ブロック名簿で打診していく 

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 

「臨床で遭遇する上肢整形の基礎知識」   

坂 尚樹氏（鈴鹿回生病院）  

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）①年1回 学術部と共催の研修会 ブロック交流会を実施予定 

②年2～3回（拡大理事会前、必要に応じ）担当者会議を実施予定 

(4)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 

・松阪地区交流会（勉強会）を実施 

・開催予定日・場所は今後検討する。（1年に2回） 

   ②伊勢・志摩・鳥羽地区 

・伊勢・志摩・鳥羽地区交流会（勉強会）を実施。 

・開催予定日は今後検討する。（1年に2回） 

   ③尾鷲・熊野地区 

・地区交流会（勉強会）を実施。 

・開催予定日は今後検討する。（1年に3回） 

 

 

 

 

 



第4号議案 令和2年度予算案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔単位：円〕

大科目

3,460,000 3,410,000 50,000 690名、賛助会員2口

50,000 40,000 10,000 50名

補助金収入 0 0 0

610,000 792,000 △ 182,000 学術部・教育部研修会など

4 ,120 ,000 4 ,242 ,000 △ 122 ,000

〔単位：円〕

中科目

787,000 1,326,700 △ 539,700

258,000 357,600 △ 99,600

75,000 73,000 2,000

225,000 225,000 0

119,000 147,000 △ 28,000

25,000 24,500 500

129,000 118,000 11,000

5,000 5,000 0

176,000 176,000 0

37,000 16,000 21,000

262,000 260,000 2,000

95,000 100,000 △ 5,000

222,000 101,000 121,000

644,000 357,000 287,000

76,000 227,000 △ 151,000

170,000 210,000 △ 40,000

3,000 41,000 △ 38,000

223,000 223,000 0

101,000 101,000 0

8,000 10,000 △ 2,000

42,000 10,000 △ 32,000

81,000 52,000 29,000

37,000 37,000 0

27,000 36,000 △ 9,000

3,657,000 4,233,800 △ 576,800

463 ,000 8 ,200 454 ,800

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

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） 63,000 △ 391,800 454,800

前期繰越収支差額（Ｉ） 5,138,654 4,330,512 808,142

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 5 ,201 ,654 3 ,938 ,712 1 ,262 ,942

規約表彰委員会

差額 備　考
中科目

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

災害対策委員会

発達支援作業療法推進委員会

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

運転と作業療法委員会

令和2年度
予算

令和元年度
補正予算

作業療法啓発部

地域リハビリテーション部

選挙管理委員会

障がい者スポーツ推進委員会

福利部

Ⅰ事業活動収支の部

2.事業活動運用支出

事務局

入会金収入

事　業　収　入

（１）管理費

事業活動収入合計（Ａ）

組織部

勘定科目

渉外部

財務部

備　考
令和元年度

補正予算
差　額

令和2年度

予算

Ⅰ事業活動収支の部

会　費　収　入

1.事業活動運用収入

一般社団法人　三重県作業療法士会

令和2年度収支予算書
自　令和2年4月1日

至　令和3年3月31日

勘定科目 令和2年度

予算

令和元年度

補正予算
差　額 備　考



第5号議案 第34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） 

 


