
令和4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4年6月12日（日）  10：00～12：00 

開催方法：WEB（zoomミーティング）開催 

 

1．開会のことば（事務局長） 

 

2．議長選出 

 

3．書記任命 

 

4．会長挨拶 

 

5．定足数報告（事務局長） 

 

6．議案 

   第1号議案 令和3年度事業報告（各部局） 

   第2号議案 令和3年度会計決算報告（財務部） 

   第3号議案 役員・部員の報酬（財務部） 

   第4号議案 令和4年度事業計画案（各部局） 

   第5号議案 令和4年度予算案（財務部） 

第6号議案 第35回三重県作業療法学会学会長推薦（学術部） 

 

 

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3年度事業報告 

令和3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） 

 日時：令和4年6月6日（日）10：00～11：40 

 出席者数480名 

4．会員名簿の管理 会員数（令和4年3月31日現在664名） 

5．部局委員会活動の記録・保管 

6．各研修会・勉強会等の記録 

7．公文書作成、管理 

8．県士会備品管理 

9．LINE＠運用 

 令和4年3月現在の登録者数：402名 

 令和3年度：有料期間利用料（37,796円） 

10．WEB会議運用（zoom使用） 

 

令和3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3年度広報部事業報告 
1．「一般社団法人三重県作業療法士会広報誌：OTみえ」の発刊とWEB掲載 

135号：40部、136号：40部印刷 

内訳：賛助会員（4施設）、関連団体と行政機関（33団体）、予備（3部） 

2．OT協会広報部意見交換会 



日時：令和 3 年 11 月 18 日（木） 19：00～20：30 

場所：WEB開催 

 内容：作業療法士を目指す人向け啓発活動 

講師：青森県士会、岩手県士会、石川県士会、岐阜県士会、高知県士会、三重県士   

会 

参加者：各県 2-3 名、三重県からは島崎博也氏、宮坂裕之氏 

3．ホームページ更新に関する会議 

日時：令和 3 年 11 月 16 日（火） 19：00～20：00 

場所：WEB開催 

 内容：県士会ホームページの更新に関する会議 

 参加者：各県 2-3 名ユナイテッドワークス担当者 1 名、宮坂裕之氏、萩野 創氏 

 

令和3年度啓発部事業報告 
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2021（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ）⇒中止 

日時：令和3年4月予定 

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 

②2021三重県ふれあいスポレク祭⇒中止 

日時：令和3年6月予定 

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3年7月26日（月）～7月31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する

とともに、④作業療法のビデオ視聴活動をPRした。 

④高校生を対象とした作業療法のビデオ視聴 

 ～動画を見て作業療法を知ろう～ 

日時：令和3年7月1日（木）～令和3年12月31日（金） 

内容：県内在住の高校生へ作業療法について動画視聴 

視聴登録者：11名 

⑤PT･OT･ST合同リハビリテーション啓発活動「救急・健康フェア2021」 

⇒中止 

日時：令和3年9月予定 



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 

  ⑥作業療法の紹介（高等学校への講義） 

日時：令和3年10月14日（木）13:20～15:10 

   場所：鈴鹿高等学校 

内容：リハビリテーション・作業療法についての職種や役割の紹介 

   参加高校生：26名 

⑦グリル四日市クリスマス会⇒不参加 

日時：令和3年12月予定 

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 

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2021（救急健康フェア2021内での活動）」企画・運営⇒中止 

3．公開講座 

 日時：令和3年10月23日（土） 

 場所：WEB開催 

テーマ：学校と家庭のチームで叶える届けたい教育 

講師：仲間 知穂氏（こどもセンターゆいまわる） 

 参加者：69名 

 

令和3年度組織部事業報告 
1．県士会活動協力者登録制度の推進継続 

COVID-19の影響で対面での総会や新人オリエンテーションがなく、新入会員の登

録や実際の活動参加に結びつけられなかった。 

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 

必要に応じて対応できるよう準備した。 

3．部局・委員会 部員・委員名簿作成 

各部局・委員会名簿を作成し、各理事に配布した。 

4．管理職OTネットワークの会の企画運営 

日時：令和3年12月7日（火） 20：00～21：30 

場所：WEB開催 

内容： 単位取得を意識してもらうことについて、教育（スペシャリストと 

ジェネラリスト、若手スタッフのキャリアアップやモチベーションなど）、

COVID-19によるOT採用の影響、良い人材とは 

参加者：7名 

5．三重県作業療法士会活動研修会（旧：三重県作業療法士会リーダー養成研修会）企



画運営 

日時：令和3年7月30日（金）21：00～22：00 

場所：WEB開催 

内容：三重県作業療法士会の歴史や活動を知る、ブロック長や地区担当者の役割を

学び、県士会活動に活かしていく 

講師：佐藤 明俊氏（鈴鹿回生病院） 

参加者：15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3年11月13日（土） 13：00～18：00 

場所：WEB開催（愛知県作業療法士会主催） 

参加者：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．県士会活動協力調査 

期間：令和4年1月16日（日）～1月31日（月） 

目的： 県士会活動への参加の現状把握と協力の可否、どの分野（部局・委員会）に 

興味があるかの把握 

 方法： Googleフォーム 

  結果：93件の回答を得られ、県士会活動への協力の可否について45.2％は既に活

動している、15.1％は少しなら協力してもよい、18.3％はどちらともいえない、

5.4％はできれば協力したくない、1.1％は協力したくない、15.1％は子育てや介

護等で協力することができないであった。 

 興味のある県士会活動について認知症作業療法と地域活動が同数で 1 番多く、  

教育が 2 番目、学術が 3 番目、運転と作業療法と研究が 4 番目、発達支援作業療

法が 5 番目であった。 

 

令和3年度福利部事業報告 
1．新入会員への入会記念品の作成と贈呈 

内容：入会金振り込みの確認ができた43名に記念品を贈呈した 

2．倫理相談窓口業務 

 

令和 3 年度学術部活動報告 
(1)北勢ブロック主催学会発表支援研修会 

  日時：令和 3 年 8 月 22 日（日）14：00～17：00 

  場所：WEB 開催 

  内容：学会発表支援 

  講師： 野口 佑太氏  （鈴鹿医療科学大学） 

      佐野 佑樹氏 （長太の寄合所くじら）  



  参加者：49 名 

(2)発達障害分野 

  日時：COVID-19 の影響により中止   

  内容：「学校を理解して支援ができる作業療法士の育成研修会―基礎編―」 

  講師：日本作業療法士協会制度対策部障害保健福祉対策委員会 

(3)精神科訪問リハビリについて 

  日時：令和 4 年 2 月 27 日（日） 13：30～15：00  

  場所：WEB 開催  

  講師：大野 聡子 氏（久居病院）、中西 伸彰 氏（こころの医療センター） 

  内容：訪問看護配属の OT と作業療法配属の OT からの現場報告、精神疾患を抱

える方の訪問看護で聞きたいこと 

参加者：15 名 

(4)福祉用具の選定 

  日時：令和 4 年 3 月 13 日（日） 10：00～11：00 

  場所：WEB 開催 

  講師：日比 むつみ 氏（三重県身体障害者総合福祉センター） 

  内容：福祉用具を選定するポイント、福祉用具相談支援システムの紹介 

  参加者：15 名  

(5)運転と作業療法 

  講師都合により中止 

  内容：運転と作業療法 

 

令和 3 年度教育部事業報告 
1．現職者共通研修の開催 

(1)令和 3 年度 第 1 回現職者共通研修 

日時：令和 3 年 7 月 25 日（日）9:00～18:00 

 場所：WEB開催 

内容：「作業療法生涯教育概論」 

  講師： 福井 麻貴氏 （すずらん診療所） 

   内容：「職業倫理」 

  講師： 橋本 昌弘氏 （しおはま在宅介護サービスセンター） 

    内容：「事例報告と事例研究」  

  講師： 吉田 裕紀氏 （常葉大学）  

  参加者：26 名 

(2)令和 3 年度 第 2 回現職者共通研修 

  日時：令和 3 年 9 月 5 日（日）9:00～18:00 

 場所：WEB開催 

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） 

     「作業療法の可能性」 

       講師：今井 あい子氏 （鈴鹿医療科学大学） 

「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）  

  参加者：30 名 

(3)令和 2 年度 第 3 回現職者共通研修 

  日時：令和 3 年 12 月 5 日（日） 

 場所：WEB開催 

内容：「作業療法における協業・後輩育成」 

    講師： 山中 愛弓氏 （小山田記念温泉病院）  

     「実践のための作業療法研究」 

      講師： 宮坂 裕之氏 （藤田医科大学七栗記念病院）  

     「事例検討」「事例報告」 

      講師： 福井 麻貴氏 （すずらん診療所） 

  参加者：18 名 

2．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 4 年 2 月 11 日（祝日） 

場所：WEB開催 

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： 鈴木  由利氏（県立こころの医療センター） 

位田 貴俊氏（主体会病院）  

  参加者：18 名 

(2)現職者選択研修 老年期領域   

日時：令和 3 年 10 月 17 日（日） 

場所：WEB開催 

内容：「老年期作業療法の実践、トピックス」 

    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：山中 愛弓氏 （小山田記念温泉病院） 

   「地域生活を支援する」 

        講師：強力 充昭氏 （ゴールドエイジ久居） 

   「老年期の基礎知識」 

    講師：永田 得郎氏 （ユマニテク医療福祉大学校） 

  参加者：31 名 

3．三重県作業療法士会 主催 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会開催 

(1)令和 3 年度厚生労働省指定臨床実習指導者講習会（三重県） 



日時：令和 4 年 1 月 22 日（土）～1 月 23 日（日） 

場所：WEB 開催 

参加者数：42 名（欠席者 2 名） 

 

令和 3 年度渉外部事業報告 
1．賛助会員への案内 

  4 社 

2．第 16 回みえ福祉用具アイデアコンクール 三重県作業療法士会賞授与  

日時：令和 3 年 11 月 19 日（金）15:00～15：30 

 場所：WEB 開催 

3．関係団体との連携 

 

令和 3 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全体会議 

(1)第1回 

日時：令和3年6月25日（金）20：00～21：30 

場所：WEB開催 

内容：県士会の組織・運営について、各班の今年度活動計画について、地域リハ 

便りについて、コロナ禍における介護予防の現状と課題など 

出席者：28名 

(2)第2回 

日時：令和3年11月26日（金）20：00～21：50 

場所：WEB開催 

内容：今年度の活動経過報告、次年度活動にむけた提案・意見交換、講師依頼な 

どの対応について、基金について、研修会開催における取り決めなど 

出席者：21名 

2．講師・委員などの協力依頼の調整  

(1)日本作業療法士協会主催「地域支援事業への参画のための WEB 研修会」への参 

 加 

①臨時研修会 

日時：令和 3 年 6 月 23 日（水）19：00～20：40 

場所：WEB 開催 

内容：地域包括ケア・地域支援事業に関する今般の動向、具体的戦略 

参加者：伊藤 正敏 氏（三重北医療センター 菰野厚生病院） 

     竹内 元輝 氏（介護老人保健施設 志摩の里） 

②第 1 回 

日時：令和 3 年 9 月 12 日（土）9：00～12：30 

場所：WEB 開催 



内容： 地域支援事業への参画推進にあたっての課題、自立支援の推進など 

参加者：伊藤 正敏 氏（三重北医療センター 菰野厚生病院） 

       竹内 元輝 氏（介護老人保健施設 志摩の里） 

③第 2 回 

日時：令和 3 年 11 月 20 日（土）9：00～12：30 

場所：WEB 開催 

内容：総合支援事業における先進事例共有 

参加者： 伊藤 正敏 氏（三重北医療センター 菰野厚生病院） 

        竹内 元輝 氏（介護老人保健施設 志摩の里） 

(2)紀南圏域自立支援協議会 精神障がい者の地域生活を考える部会への講師調整 

久保 雅邦 氏（熊野病院） 

(3)津市在宅医療ネットワーク(帝人ファーマより)意見交換会への参加調整 

第 1 回 古野 智香 氏 (伊勢慶友病院) 

以 降 竹森 史江 氏 （訪問看護ステーション ほたるみえ） 

(4)伊勢市地域ケア会議への出席調整 

  古野 智香 氏 (伊勢慶友病院) 

(5)メモリーカフェ‘日永’オンラインへの参加調整 

工藤 元貴 氏（デイサービスセンター渚園） 

佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

前田 健太 氏（主体会病院） 

横田 美空 氏（主体会病院） 

上田 奈央 氏（主体会病院） 

伊藤 真里奈 氏（主体会病院） 

伊藤 容加 氏（主体会病院） 

伊藤 正敏 氏(三重北医療センター 菰野厚生病院) 

(6)認知症の人と家族の会（世話人）への参加調整 

   工藤 元貴 氏（デイサービスセンター渚園） 

  佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

(7)一般社団法人三重県レクリエーション協会主催セミナー「身体機能を低下させな 

い為のレクリエーション」講師調整 

  大野 智生 氏（桜木記念病院）  

(8)認知症フレンドリー社会に向けた有識者ミーティングへの参加調整 

   上田 奈央 氏（主体会病院） 

  佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

(9)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：令和 4 年 1 月 30 日（日）13：00～16：00 

場所：WEB 開催 

内容：政府の認知症施策、都道府県士会アンケート結果報告、認知症疾患医療セ

ンター調査結果・渉外活動報告、士会取り組み紹介、士会同志の情報交換



など 

参加者：佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

     大西 里奈 氏（介護老人保健施設やまゆりの里） 

(10)認知症フレンズレベルアップ研修会における回想法研修の講師推薦 

日時：令和 4 年 2 月 28 日（月） 10：00～12：00 

場所：四日市市総合会館 7 階 第１研修室 

内容：回想法を学んでみよう！ 

  講師：佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

     上田 奈央 氏（主体会病院） 

(11)亀山市多職種連携研修会講師推薦 

日時：令和 4 年 3 月 16 日（日） 19：00～20：00 

場所：亀山市総合保健福祉センター（状況によりオンライン開催、後日オンデマンド 

配信） 

内容：変えやな！認知症のイメージ〜当事者の声が活動の出発点〜 

  講師：佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」） 

(12)津地区多職種連携会議への後任推薦 

依頼元：津医師会 

内容：全体会議及び研修開発部会 

推薦者：橋本 毅 氏（訪問看護ステーション ほたるみえ） 

(13)三重デイサービスセンター協議会中勢地区研修会講師の紹介 

日時：令和４年６月中旬以降開催予定 

内容：「生活につながるデイサービスでの運動とは」 

講師：宮下 龍樹 氏（宮川さくら苑デイサービス） 

3．塗り絵はがきの配布と使用調査 

(1)配布状況 

塗り絵はがき・パンフレット 約1200枚配布 （県士会員16名から依頼あり） 

(2)第20回東海北陸作業療法学会（富山）特別展示 

4．講演用資料作成 

  他職種への作業療法説明用 PowerPoint 資料の作成 

5．地域リハ便りの発行 

  掲載月：令和3年6月、9月、12月 

  担当：塗り絵はがき（久保雅邦氏） 

    地域包括ケア班、講演資料チーム（伊藤正敏氏、服部智史氏） 

    認知症とともに班（大西里奈氏、佐野佑樹氏） 

    四日市市（淺生千晶氏） 

6．勉強会・研修会の開催 

 (1)認知症アップデート研修会 

日時：令和 3 年 8 月 1 日（日） 13：30～16：30 

   場所：WEB 開催 



   内容：「病院・地域で働いて感じる多職種連携」、「BPSD に対する薬物治療」、 

「病院 OT の他職種連携について〜認知症の BPSD に対する非薬物療法 

の取り組み事例〜」、グループディスカッション 

   参加者：26 名（他職種：2 名、OT：24 名） 

   講師：工藤 元貴氏 （デイサービスセンター渚園） 

薬剤師 川口 勝氏 （ひなが調剤薬局） 

      上田 奈央氏 （主体会病院） 

(2)認知症スキルアップ研修会 

日時：令和 3 年 11 月 21 日（日） 13：00～16：30 

   場所：WEB 開催 

   内容：１．地域における認知症リハビリテーションの視点 

2．地域における認知症リハビリテーションの実践報告として、「通所・訪問サービ 

 スにおけるリハビリテーション実践」「認知症普及啓発の取組におけるリハビリテ

ーション専門職の役割」「暮らしの保健室における実践」「認知症カフェにおける

回想法実践」 

3.グループワーク 

   参加者：46 名（他職種：26 名、OT：20 名） 

   講師：工藤 元貴氏 （デイサービスセンター渚園） 

加藤 麻衣子氏 （主体会病院） 

河合 晶子氏 （三重県医療保健部長寿介護課） 

小林 誠氏 （いなべ暮らしの保健室） 

       上田 奈央氏（主体会病院） 

(3)認知症フレンドリー研修会 

   日時：令和 4 年 1 月 15 日（土） 19：00～21：30 

   場所：WEB 開催 

   内容：「認知症フレンドリー社会について考える〜誰もが買い物を楽しめる社会へ〜」を 

テーマにした特別講演。認知症とともに班の取組紹介として、北勢地区から「他市 

町から学んだことと北勢地区の現状」、中勢地区から「認知症当事者と高齢者の 

買い物に関する現状と課題」、南勢地区から「地元スーパーとの情報交換会から 

得られたこと」。認知症フレンドリー社会の視点を深めるためのグループワーク。 

   参加者：15 名（他職種：6 名、OT：9 名） 

   講師：仙波 梨沙氏 （西九州大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療 

法学専攻講師） 

(4)オンライン勉強会 

   日時：令和3年6月28日（月） 21：00～22：00 参加者：11名 

       令和3年7月26日（月） 21：00～22：00 参加者：10名 

       令和3年8月23日（月） 21：00～22：00 参加者：8名 

       令和3年9月27日（月） 21：00～22：00 参加者：10名 

       令和3年10月25日（月） 21：00～22：00 参加者：6名 



       令和3年11月22日（月） 21：00～22：00 参加者：9名 

       令和4年1月24日（月） 21：00～22：00 参加者：10名 

       令和4年2月28日（月） 21：00～22：00 参加者：8名 

       令和4年3月28日（月） 21：00～22：00 参加者：13名 

  場所：WEB 開催 

  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とともに班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。 

 (5)みえーる認知症OT交流会勉強会 

日時：令和3年11月6日（土） 20：30～22：00 

   場所：WEB 開催 

参加者数：60 名 

内容：「行政療法士からの発信」 

講師：長倉 寿子氏 （厚生労働省 老健局 高齢者支援課） 

     佐藤 和彦氏 （北海道恵庭市保健福祉部障がい福祉課） 

河合 晶子氏 （三重県医療保健部長寿介護課） 

 (6)OTオンライン回想法 

   日時：令和3年6月17日（木） 21：00～22：30 参加者数：12名 

       令和3年7月21日（水） 21：00～22：30 参加者数：17名 

       令和3年9月15日（水） 21：00～22：30 参加者数：11名 

       令和3年10月21日（木） 21：00～22：30 参加者数：18名 

       令和3年11月18日（木） 21：00～22：30 参加者数：14名 

       令和3年12月11日（土） 20：00～21：30 参加者数：23名 

       令和3年12月16日（木） 21：00～22：30 参加者数：6名 

       令和4年2月17日（木） 21：00～22：30 参加者数：8名 

       令和4年3月18日（金） 21：00～22：30 参加者数：9名 

   場所：WEB 開催 

   内容：病院や施設、地域で回想法を活用できるよう、回想法の学びと実践、昭和の暮ら 

しなどの勉強会を実施。また、回想法を通した依頼に対応できる人材育成を行っ 

ている。 

(7)地域別勉強会 

   ①第 1 回（鳥羽地区） 

    日時：令和3年11月17日（水） 19：00～20：00 

    場所：WEB 開催 

参加者数：50 名 

内容：「自立支援に向けた新たな視点」 

講師：山本 泰雄 氏（鈴鹿医療科学大学） 

      竹内 元輝 氏（志摩地域医療福祉センター） 

伊藤 正敏 氏（三重北医療センター 菰野厚生病院） 



古野 智香 氏（伊勢慶友病院） 

西川 智英 氏（鳥羽市介護保険サービス事業者連絡会会長 鳥羽豊和苑 介

護支援専門員） 

②第2回（津地区） 

日時：令和4年1月26日（水） 19：00～20：30 

場所：WEB 開催 

参加者数：33 名 

内容：「目標設定に向けたナラティブスロープの紹介」 

講師：山本 泰雄 氏（鈴鹿医療科学大学） 

      竹森 史江 氏（訪問看護ステーション ほたるみえ） 

      竹内 元輝 氏（志摩地域医療福祉センター） 

      田中 武士 氏（津生協病院後継者対策室 社会福祉士） 

 

令和3年度規約表彰委員会事業報告 
1. 規約関連 

(1) 謝金規程の改訂 

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3年度災害対策委員会事業報告 
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 

日時：令和 3 年 6 月 7 日（月）、10 月 7 日（木）の両日ともに 19：00～21：00 

 場所：WEB 開催 

 内容：三重 JRAT 活動報告（情報共有） 

    三重 JRAT 規約変更 

    副委員長交代について 

    熱海災害 JRAT 活動報告 

    定期研修会開催について 

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)令和 3 年度大規模災害発生を想定したシミュレーション訓練（メール訓練） 

日時：令和3年9月25日（土）実施 

3．三重災害リハビリテーション研修会共催 

 日時：令和4年2月9日（水）17：30～ 

 場所：WEB 開催 

 内容：災害時のリハビリテーションについて-コロナ渦における災害医療の 

在り方- 

4．第12回JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 



 日時： COVID-19の影響にて中止 

5．三重県作業療法士会災害勉強会 

 日時：COVID-19の影響にて中止 

6．JRAT全国研修会 中部ブロック会議並びに定期研修会 

 日時：熱海災害のため延期（アンケート調査に回答） 

場所：Web開催 

 内容：中部圏域の各県士会JRATとの連絡・協議・研修会を行う 

7．三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）と三重県

における協定締結のための会議 

 日時：COVID-19の影響にて中止 

 場所：三重県庁 

 

令和3年度障がい者スポーツ推進委員会事業報告 
1．三重県からの委員派遣に関する対応 

 （1）三重とこわか大会資格審査 

   日時：令和 3 年 7 月 17 日（土） 

場所：三重県吉田山会館 2 階 第 206 会議室 

参加者：佐藤明俊氏（鈴鹿回生病院）、奥川義久氏（しおりの里）、 

佐藤直宏氏（南勢病院） 

  以下(2)～(7)の行事は COVID-19 の影響にて中止 

   (2)三重とこわか大会代替大会 バスケットボール 

   日時：令和 4 年 1 月 29 日（土） 

   場所：津市久居体育館 

   (3) 三重とこわか大会代替大会 卓球(一般卓球) 

   日時：令和 4 年 2 月 6 日（日） 

   場所：津市安濃中央総合公園内体育館 

   (4) 三重とこわか大会代替大会 バレーボール(知的障害の部) 

   日時：令和 4 年 2 月 6 日（日） 

   場所：亀山市西野公園体育館 

(5) 三重とこわか大会代替大会 卓球(サウンドテーブルテニス) 

   日時：令和 4 年 2 月 6 日（日） 

   場所：三重県障害者総合福祉センター体育館 

(6) 三重とこわか大会代替大会 車いすバスケットボール 

   日時：令和 4 年 2 月 13 日（日） 

   場所：三重県障害者総合福祉センター体育館 

(7) 三重とこわか大会代替大会 バレーボール(身体障害の部) 

   日時：令和 4 年 2 月 20 日（日） 

   場所：津市久居体育館 



3．テーピング講習 

日時：令和 3 年 8 月 8 日（日） 

 場所：三重大学医学部附属病院リハビリテーション室、鈴鹿回生病院研修棟 3 階講

義室 

参加者：佐藤明俊氏（鈴鹿回生病院）、奥川義久氏（しおりの里） 

佐藤直宏氏（南勢病院）、村田光氏(鈴鹿厚生病院) 

浅沼慎也氏(南勢病院)、嶋津貴大氏(松阪厚生病院) 

牧野有華氏(三重県立こころの医療センター) 

小山隆幸氏（NPO 法人 TEAM 創心） 

 

令和3年度 選挙管理委員会事業報告 
1．公示 

 日時：令和3年2月  

 内容：公示をホームページ及び広報誌を通じて実施 

2．告示及び選挙公報 

 日時：令和3年5月  

 内容：告示及び選挙公報をホームページ掲載 

3．役員選出 

 日時：令和3年6月6日（日） 

 場所：WEB開催 

 内容：令和3年度総会にて役員として代表理事１名 理事10名  

監事2名の選出結果を報告 

 

令和3年度戦略企画委員会事業報告 
1．士会活動中長期計画の作成（5カ年計画） 

  理事会へ4つの計画を提出 

  ①組織率査②次世代育成③研修会の充実④広報の充実 

2．作業療法技術確立への検討・企画提案 

  今回企画提案できず 

3．作業療法関連法規 保険情報提供 

  今回情報提供できず 

 

第32回三重県作業療法学会事業報告 
日時：令和 4 年 3 月 6 日（日）9：00～16：00 

場所：WEB 開催 

学会テーマ：「生きる」から「活きる」へ －“作業への気づき”がもたらすブレイクスルー－ 

内容： 

・一般演題発表 



・ランチョンセミナー 

・基調講演： 

「作業療法士が開く扉」 

講師： 吉川 ひろみ氏（県立広島大学） 

・シンポジウム： 

「“作業”に焦点を当てた実践を語る」 

参加者：116名（都道府県士会会員110名、他職種1名、学生5名） 

  

令和 3 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）事業報告 

 
1．学会企画準備 

(1)学会会期・会場・内容 決定 

日時：令和 4 年 11 月 12 日（土）～12 月 13 日（日） 

場所：WEB 開催 

学会テーマ：「伝えよう！作業療法の魅力～健康を支える作業の力～」 

内容：令和 4 年 11 月 12 日（土）～12 月 13 日（日）までオンデマンド配信 

   令和 4 年 11 月 13 日（日）のみライブ配信 

①一般演題発表 

②基調講演 

③シンポジウム 

④教育講演 

⑤スキルアップセミナー 

⑥公開講座 

(2)企画会議 

①本部チーム会議 

   日時：令和3年5月21日（金）19：30～21：00 参加者数：9名 

       令和3年6月6日（日）12：30～13：30 参加者数：6名 

       令和3年6月30日（水）19：30～21：00 参加者数：6名 

       令和3年7月16日（金）19：30～21：00 参加者数：6名 

       令和3年9月17日（金）19：30～21：15 参加者数：6名 

       令和3年11月19日（金）19：30～21：00 参加者数：6名 

       令和3年12月17日（金）19：30～21：00 参加者数：6名 

       令和4年3月9日（水）19：30～21：00 参加者数：6名 

        

  ②事務局会議 

     令和 4 年 3 月 5 日（土）19：00～21：00 参加者数：6 名 

③運営局会議 



       令和3年7月20日（火）19：30～21：00 参加者数：8名 

       令和3年12月8日（水）19：30～21：00 参加者数：8名 

       令和4年2月14日（月）19：30～21：00 参加者数：9名 

 

④学術局会議 

   令和 3 年 3 月 26 日（土）19：30～21：00 参加者数：9 名 

 

 

２．ホームページ運営準備 

３．第 20 回東海北陸作業療法学会参加 

(1)開会式・閉会式参加 

日時：令和 3 年 12 月 12 日（日）10：00～17：00 

  場所：富山県国際会議場 

  内容：次期学会長挨拶 

  参加者：当日参加 160 名、参加登録 340 名 

(2) 学会 PR チラシ配布、各県士会長への協力依頼 

 

令和3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 

  令和3年4月7日(水)20：00～21：00 参加者6名 

令和3年6月9日(水)20：00～20：50  参加者7名 

  令和3年7月7日(水)20：00～10：45  参加者7名 

  令和3年9月8日(水) 20：00～21：10：  参加者7名 

  令和3年11月10日(水) 20：00～21：00：参加者7名 

  令和4年2月9日(水)20：00～21：00：参加者7名 

(2) 北勢ブロック研修会 

日時：令和3年8月22日(日)14：00～17 ：00 

場所：WEB開催 

①「ここだけは押さえておきたい事例研究のポイント」 

内容：事例研究のポイント  

講師：野口佑太氏（鈴鹿医療科学大学） 

②「人と作業療法をつなぐ学会発表～スライド作成と発表のポイント～」 

内容：スライド作成と発表のポイント 

講師：佐野佑樹氏（長太の寄合所「くじら」） 

参加者：43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 3 年 9 月 25 日（土） 

内容：大規模災害発生を想定したシミュレーション訓練 

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 時間経過時点で 54 件中 38 件の確認完了 

2 週間経過時点で 54 件中 53 件の確認完了 

(5) 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 

 

2．中勢ブロック 

(1)中勢ブロック会議：Zoom にてリモート形式で開催 

 日時：令和 3 年 5 月 19 日（水）19：00〜21：20 参加者 8 名 

 日時：令和 3 年 7 月 11 日（日）18：10〜18：30 参加者 8 名 

 日時：令和 3 年 11 月 5 日（金）22：00〜22：20 参加者 8 名 

 日時：令和 3 年 12 月 27 日（月）20：00〜21：00  参加者 8 名 

(2)勉強会の開催 

①第 1 回中勢ブロック勉強会 

日時：令和 3 年 7 月 11 日（日）17：30～18：10 

場所：WEB 開催 

テーマ：「車椅子シーティングについて」 

講師：倉田 彩木香氏（藤田医科大学 七栗記念病院） 

   参加者：37 名 

アンケート回収数：32 件 

②第 2 回中勢ブロック勉強会 

日時：令和 3 年 11 月 5 日（金）21：00〜22：00 

  場所：WEB 開催 

テーマ：「老年期分野で働く作用療法士集まれ！ 

他施設と交流する事で日々の臨床を活性化させよう！」 

主催：米澤 悦子氏（ハーモニーハウス伊賀大山田） 

中 麻未氏（介護老人保健施設伊賀さくら苑） 

参加者：10 名 

アンケート回収数：9 件 

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 



県士会広報にて中勢ブロック活動を報告 

 

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 

  日時：適宜電話・インターネットなどを通じて情報交換 

(3）各地区活動 

 ①松阪地区 

地区連絡網の整備 

 ②伊勢・志摩・鳥羽地区 

  地区連絡網の整備 

  伊勢・志摩・鳥羽地区令和 3 年度 第 1 回研修会 

    日時：令和 3 年 10 月 1 日（金） 19：00～20：30 

    場所：オンライン開催 

    内容：1)施設紹介 

       2)症例検討（目標設定、症例へのアプローチについてグループワーク） 

       3)情報交換会(自己紹介、近況報告など) 

講師：大谷 知宏 氏、兼松 真紀 氏(PT)（介護老人保健施設 弘樹苑）  

参加者：13 名 

伊勢・志摩・鳥羽地区 令和 3 年度 第 2 回勉強会  

  日時：令和 4 年 2 月 24 日（木） 19：30～21：00 

  場所：オンライン開催 

  内容：①情報交換会(自己紹介、近況報告、コロナ禍の退院支援、新人教 

           育について) 

     ②介護老人保健施設 鳥羽豊和苑の施設紹介 

     ③講義 認知症に対する非薬物療法 

  講師：濱口 真 氏 (介護老人保健施設 鳥羽豊和苑) 

  参加者：10 名 

③尾鷲・熊野地区 

  地区連絡網の整備 

 

令和3年度会長渉外活動報告 
1．日本作業療法士協会代議員総会 

日時：令和3年5月29日（土）13：30～17：30 

  場所：WEB 開催 

2．三重 JART 会議 

日時：令和 3 年 6 月 7 日（月）19：00～20：00 

  場所：WEB 開催 



3．第1回47都道府県委員会 

日時：令和 3 年 6 月 12 日（土）9：00～15：30 

  場所：WEB 開催 

4．第 1 回みえメディカルバレー推進代表者会議 

第 1 回みえライフイノベーション総合特区地域協議会 

日時：令和 3 年 6 月 24 日（木）＊書面会議にて対応のため会議時間無し 

  場所：WEB 書面会議 

5．第 1 回三重県循環器病対策推進協議会社会連携・リハビリ部会 

日時：令和 3 年 7 月 8 日（木）19：00～21：00 

  場所：津市庁舎 

6．ユマニテク医療福祉大学教育課程編成委員会 

日時：令和 3 年 7 月 28 日（水）16：00～18：00 

  場所：WEB 開催 

7．第 2 回みえメディカルバレー推進代表者会議 

第 2 回みえライフイノベーション総合特区地域協議会 

日時：令和 3 年 8 月 20 日（金）10：00～12：00 

  場所：WEB 開催 

8．第 2 回三重県循環器病対策推進協議会社会連携・リハビリ部会 

日時：令和 3 年 9 月 2 日（木）19：00～21：00 

  場所：WEB 開催 

9．第 2 回 47 都道府県委員会 

日時：令和 3 年 9 月 4 日（土）9：00～15：30 

  場所：WEB 開催 

10．第 1 回三重県リハビリ協議会・三重県三士会長会議 

日時：令和 3 年 9 月 14 日（火）19：00～20：00 

  場所：WEB 開催 

11．三重 JART 会議 

日時：令和 3 年 10 月 7 日（木）19：00～20：00 

  場所：WEB 開催 

12．第 3 回 47 都道府県委員会 

日時：令和 3 年 12 月 11 日（土）9：00～16：00 

  場所：WEB 開催 

  東海北陸作業療法学会参加のため、松本事務局長、牧野常任理事代理参加 

13．第 21 回東海北陸作業療法学会 開会式、シンポジウム、閉会式 

日時：令和 3 年 12 月 12 日（日）9：00～17：00 

  場所：富山国際会議場 

14．第 3 回みえメディカルバレー推進代表者会議 

  第 3 回「みえライフイノベーション総合特区地域協議会 

日時：令和 3 年 12 月 24 日（金）＊書面会議にて対応のため会議時間無し 



  場所：WEB 書面会議 

15．第 2 回三重県循環器病対策推進協議会社会連携・リハビリ部会 

日時：令和 4 年 1 月 26 日（水）19：00～21：00） 

  場所：WEB 開催  

16．第 2 回三重県リハビリ協議会・三重県三士会会長会議 

日時：令和 4 年 2 月 17 日（木）19：00～19：30 

  場所：WEB 開催 

17．ユマニテク医療福祉大学教育課程編成委員会 

日時：令和 4 年 3 月 3 日（木）16：00～17：45 

  場所：WEB 開催 

18．第 4 回 47 都道府県委員会 

日時：令和 4 年 3 月 12 日（土）9：00～16：00 

  場所：WEB 開催 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第2号議案令和3年度決算報告 



〔単位：円〕

大科目

3,570,000 3,410,000 160,000 正会員677名、賛助会員4口

50,000 38,000 12,000 新入会員38名

0 54,000 △ 54,000 三重県補助金

1,195,000 846,685 348,315 学術部・教育部・地域リハ・学会

4,815,000 4,348,685 466,315

〔単位：円〕

中科目

799,000 282,726 516,274

250,000 244,544 5,456

82,000 77,366 4,634

189,000 21,793 167,207

122,000 9,580 112,420

11,000 0 11,000

130,000 100,000 30,000

4,000 1,228 2,772

175,000 163,020 11,980

4,000 4,879 △ 879

379,000 97,808 281,192

138,000 28,600 109,400

588,000 373,448 214,552

372,000 260,661 111,339

180,000 117,569 62,431

225,000 102,922 122,078

130,000 0 △ 130,000

76,000 27,226 48,774

40,000 13,829 26,171

6,000 0 6,000

3,900,000 1,927,199 1,972,801

915,000 2,421,486 △ 1,506,486

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 400,000 400,021 △ 21

400,000 400,021 △ 21

特別事業積立預金（東海

北陸学会、記念式典、東

海北陸リーダー研修、高

額備品）

投資活動支出計　（Ｅ） 400,000 400,021 △ 21

投資活動収支差額（Ｆ）＝（Ｄ）－（Ｅ） △ 400,000 △ 400,021 21

Ⅲ　予備費支出（Ｇ） 0 0

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） 515,000 2,021,465 △ 1,506,465

前期繰越収支差額（Ｉ） 7,524,864 7,524,864 0

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 8,039,864 9,546,329 △ 1,506,465

一般社団法人　三重県作業療法士会

令和3年度収支計算書
自　令和3年4月1日

至　令和4年3月31日

勘定科目 令和3年度

補正予算
決算額 差　額 備　考

備　考決算額 差　額
令和3年度

補正予算

Ⅰ事業活動収支の部

会　費　収　入

1.事業活動運用収入

補助金収入

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

決算額

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

広報部

（２）事業費

第21回東海北陸作業療法学会

規約表彰委員会

差額 備　考
中科目

当期収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

戦略企画委員会

第32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）

学術部

中勢ブロック

北勢ブロック

災害対策委員会

令和3年度

補正予算

 



正味財産の部合計 12,196,510

資産合計 12,196,510 負債及び正味財産合計 12,196,510

　特別事業積立預金 2,650,181 正味財産　の　部

一般正味財産 12,196,510

　現金・預金 9,546,329 未払金 0

固　定　資　産 負債合計 0

科目 金額 科目 金額

流　動　資　産 流動負債

貸　借　対　照　表

2022年3月31日　現在 （単位：円）

資　産　の　部 負　債　の　部

一般社団法人三重県作業療法士会

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第3号議案 役員・部員等の報酬 
1．提案事項 

 (1)県士会活動を担っている役職者、部員・委員及び協力会員に報酬を支給いたした

い 

(2)報酬額  

  1)役職者 A：10,000 円（年額：税込み） 

  2)役職者 B： 7,000 円（年額：税込み） 

  3)部員・委員： 5,000 円（年額：税込み） 

  4)部員・委員以外の協力会員：1,000 円（参加毎：税込み） 

 (3)年末調整されなかった給与額と、そのほかの所得が年間 20 万円を超える 

  場合は確定申告する必要がある。20 万円以下で確定申告を行わない  

場合も、住民税においては金額に関わらず居住している市町に申告  

する必要がある  

  

2．提案の経緯、理由 

 (1)令和 2 年度より Covid-19 の影響により、研修会、学会、理事会、会議等全て WEB

開催となり、通常支給していた会議費は次の方法で支給していた 

  ①令和 2 年度：WEB 開催の支給規定がなく、全て支給無し 

  ②令和 3 年度：WEB で行う会議・研修会運営を、まとめて日当と科目変更、  

支給額は 500 円もしくは 700 円支給（支払時源泉徴収し支給） 

(2)令和 3 年度は、会議、研修会等参加回数に応じ、約 120 名の会員に日当を 

支払ったが、参加回数の確認作業を行う業務が年度末に集中するため、担当者の

負担が増大した 

(3)源泉徴収を行った金額で支給するため、支払い金額が端数となり硬貨を大量に準

備する必要があり担当者の負担が増大した 

(4)日当報酬支払い対象者が WEB 会議、研修会運営の部員、協力会員のみと 

なっており、各部局・委員会で膨大な雑務を行っている部員への対価が支 

払われていない 

 

3．会議費・交通費、役員報酬額比較 

(1)会議費・交通費等支払い額経緯 

 ①令和元年度：1,070,671 円 

 ②令和 2 年度：0 円 

 ③令和 3 年度：476,410 円 

 ④令和 4 年度予算案：1,072,000 円 

 

 以上により、第 3 号議案の提案を行う 

 



第4号議案 令和4年度事業計画案 

 
令和4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．会員名簿の管理 

5．部局委員会活動の記録・保管 

6．各研修会・勉強会等の記録 

7．公文書作成、管理 

8．県士会備品管理 

9．日本作業療法士協会の組織改革への対応 

 

令和4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4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」の発刊とWEB掲載 

137号、138号：約40部作成・印刷 

2．県士会HP・Facebook・インスタグラムの管理・運営 

 

 

令和4年度啓発部事業計画 
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2022（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨｰﾗﾝ） 

日時：令和4年4月（予定） 

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 

②2022三重県ふれあいスポレク祭 

日時：令和4年6月（予定） 

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4年7月25日（月）～7月30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 

④高校生を対象とした作業療法のビデオ視聴 

  ～動画を見て作業療法を知ろう～ 

日時：令和4年6月（予定：高校生作業療法体験・見学会中止の際） 

場所：ビデオ視聴 

内容：県内在住の高校生へ作業療法についての動画を視聴していただく 

⑤PT･OT･ST合同リハビリテーション啓発活動「救急・健康フェア2022」 

日時：令和4年9月予定 

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 

⑥グリル四日市クリスマス会 

日時：令和4年12月（予定） 

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 

2．県内外の関係団体・関係者との連絡調整 

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2022（救急健康フェア2022内での活動）」企画・運営 

3．公開講座 

 日時：令和4年11月13日（日）10：00～11：30 

場所：WEB開催（第21回東海北陸作業療法学会） 

テーマ：みんなでチャレンジ！夢と友情をつなげるサーフィンプロジェクト  

4．リハレンジャーLINE スタンプ作成 

 リハレンジャーグッズ作成の一環として LINE スタンプの作成・配布 

 

 



令和4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 

   日時：未定 

   場所：WEB開催予定 

5． 三重県作業療法士会活動研修会の企画運営 

日時：未定 

場所： WEB開催予定 

目的：三重県作業療法士会の歴史や活動を知る、ブロック長や地区担当者の役割を学

び、県士会活動に活かしていく 

参加者：各ブロックのブロック長や地区担当者、その他希望者を予定 

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：未定 

   参加者：5名 
7. 県士会施設間連絡網の取りまとめ 

8．令和 3 年度に組織を統合した部へのフォローアップ 

方法：ヒアリングまたはアンケート 

  地域リハビリテーション部、啓発部、広報部に対し、統合から 1 年経過し統合し

ての良さと課題を中間評価という形でアンケートを取る 

  そこから得られた情報をもとにフォローアップしていく 

 

令和4年度福利部事業計画 
1. 新入会員への入会記念品の贈呈 

2. オンライン交流会 

日時：令和4年5月29日（日） 

場所：WEB開催 

内容：オンライン交流会 

3. 倫理窓口相談業務 

令和４年度学術部事業計画 
１．研修会 

(1)学会発表支援研修会 

日時：令和４年 7 月中に２回予定 

場所：WEB開催 

内容：学会発表支援  

講師：未定  

(2)発達障害分野（北勢ブロック企画） 



日時：令和４年 8 月予定 

テーマ：「学校 OTの現状、問題点（仮）」 

場所：WEB開催 

(3)身体障害分野 

日時：令和４年 9 月 24 日（土）予定 

場所：WEB開催 

テーマ:「神経難病分野を中心としたＩＴ活用支援の研鑽 」 

講師：未定 

(4)老年期分野 

日時：令和４年 10月予定 

場所：WEB開催 

内容： 未定 

講師： 未定 

(5)身体障害分野 

日時：令和４年 11月予定 

場所：WEB開催 

内容： 未定 

講師： 未定 

(6)精神障害分野  

 日時：令和４年 12月予定 

 場所：WEB開催 

 内容：未定 

 講師：未定 

(7)発達障害分野  

 日時：令和５年１月予定 

 場所：WEB開催 

 内容：未定 

 講師：未定 

2．三重県作業療法学会運営支援、学会運用マニュアル整備 

 

 

令和 4 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 4 年 5 月 29 日（日） 

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 4 年 7 月予定 

場所：WEB開催 



  内容：未定 

(2)第 2 回現職者共通研修 

  日時：令和 4 年 9 月予定 

場所：WEB開催 

  内容：未定 

(3)第 3 回現職者共通研修 

  日時：令和 4 年 11 月予定 

場所：WEB開催 

  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：未定 

場所：WEB開催 

 (2)身体障害領域 

  日時：令和 4 年 11 月予定 

  場所：WEB開催 

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：未定 

 場所：WEB 開催 

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  

日時：未定 

場所：WEB開催 

令和 4 年度渉外部事業計画 
1. 賛助会員の案内 

2. 企業などへの賛助会員の紹介 

3. 関係団体への連携 

 

令和 4 年度地域リハビリテーション部事業計画 
1．講師・委員などの依頼への調整・対応 

 (1)各市町の地域ケア会議への参加 

 (2)認知症の人と家族の会の活動への参加 

 (3)その他 

2．各市町における認知症カフェ事業への参加 

3．塗り絵はがきの配布と使用調査 

4．勉強会・研修会の開催  

 (1) 認知症アップデート研修会 

  対象：医療・介護領域を中心とした全県士会員 

  目的：全領域の県士会員に対する認知症対応力の底上げ 



  日時：7~8 月 

  場所：未定 

 (2) 認知症スキルアップ研修会 

  対象：県士会員と、連携が必要となる多職種・関係団体・行政 

  目的：①施策に基づいて創出されている地域の多様な資源・取組についての知識の普及 

②地域生活を視野に入れた臨床支援を展開できるスキルの研鑽 

③行政等と連携して地域の資源に参画し、専門性を発揮できるスキルの研鑽 

  日時：10～11 月 

  場所：未定 

 (3)オンライン勉強会 

  日時：未定 

  場所：WEB開催 

  対象：認知症とともに班員を主とする三重県士会員 

  目的：若手会員の育成とアウトプット支援 

 (4)OTオンライン回想法勉強会 

  日時：未定 

  場所：WEB開催 

  対象：若手を対象とした三重県士会員を主とする 

  目的：①地域活動に活用できる回想法スキルの獲得 

②若手会員のネットワークづくり 

③地域活動へのつなぎ 

 (5)みえーる認知症OT交流会勉強会 

  日時：未定 

  場所：WEB開催 

  対象：全国の認知症支援に携わる作業療法士、多職種 

  目的：各地の取組発信、情報交換、ネットワークの形成を行う 

(6)介護予防リハビリテーション多職種研修会 

 日時：令和４年 9 月予定 

  場所：WEB開催 

(7)地域別多職種勉強会 

 日時：令和 5 年 1 月予定 

場所：WEB開催 

5．講演用資料作成 

  紙芝居および作業療法説明資料「おばあちゃんの炊き込みご飯（仮）」の作成 

6．地域リハ便りの発行（令和４年６月、11月） 

  担当：津市の会員、尾鷲市の会員 

7．地域リハビリテーションへの作業療法士の参加状況に関するアンケート調査 

8．認知症フレンドリー社会に向けた研究と社会実装 

  目的：認知症フレンドリー社会における作業療法士の役割を探る・創る 



   (1)買い物に関するアンケート・インタビュー調査 

   (2)関係機関との連携を構築するための取組 

   (3)認知症フレンドリー社会に向けた仕組み作り 

   (4)認知症フレンドリー研修会・報告 

 

令和4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. 規約集の発行準備   

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4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 

日時：未定 

場所：未定 

内容：未定 

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)令和４年度大規模災害発生を想定した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12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：被災時のJRAT活動の理解と演習 

6．JRAT全国研修会 中部ブロック会議並びに定期研修会 

 日時：未定 

 場所：未定  

 内容：中部圏域の各県士会JRATとの連絡・協議・研修会を行う 

7．三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）と三重県 

における協定締結のための会議 



 日時：未定 

 場所：三重県庁 

 

令和4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． 人材育成 

3． 情報共有・研修会開催 

（1）障がい者スポーツ関連会議への参加 

（2）障がい者スポーツ関連研修への参加・会員誘致 

4．三重県からの委員派遣に関する対応 

 
 

令和4年度戦略企画委員会事業計画 
1．士会活動中長期計画の作成（5カ年計画） 

2．作業療法技術確立への検討・企画提案 

3．作業療法関連法規 保険情報提供 

 

令和4年度 選挙管理委員会 事業計画 
1．公示 
内容：令和５年度役員選挙の公示に向けて準備を行う。 

 

第34回三重県作業療法学会事業計画 
１．学会企画準備 

２．学会ホームページ準備 

学会テーマ：未定 

学会内容：特別講演、一般演題、その他企画 

 

令和 4 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．学会運営 

日時：令和 4 年 11 月 12 日（土）～12 月 13 日（日） 

場所：WEB 開催 

学会テーマ：「伝えよう！作業療法の魅力～健康を支える作業の力～」 

内容：令和 4 年 11 月 12 日（土）～12 月 13 日（日）：オンデマンド配信 

   令和 4 年 11 月 13 日（日）：ライブ配信 

   ①一般演題発表 ②基調講演 ③シンポジウム ④教育講演 

   ⑤スキルアップセミナー ⑥公開講座 ⑦学生企画 ⑧レセプション 

   ⑨その他特別企画 



２．学会ホームページ運営 

３．学会運営準備 

(1)学会本部会議・運営会議 

 ①本部会議  

 ②チーム会議（事務局会議、運営局会議、学術局会議） 

 ③実行委員全体会議 

 ④その他企画に伴う会議 

4．学会啓発活動 

 

令和 4 年度ブロック事業計画 
1． 北勢ブロック 

（1）定期会議の開催（年 6 回予定） 

 場所：WEB 開催 

（2）新連絡網の整備（6 月までに） 

（3）学習会・研修会 

 日時：令和 4 年 8 月予定 

場所：WEB 開催 

（4）日本作業療法士協会主催防災訓練 

2． 中勢ブロック 

（1）ブロック会議の開催 

  ①顔合わせ、年間計画の話し合い 

  ②勉強会企画運営に伴う話し合いおよび反省会 

  ③年間活動の振り返り、業務引き継ぎ 

（2）勉強会の開催 

  年間3回程度の勉強会開催を計画している 

（3）病院見学会の開催 

  感染拡大防止対策をした上で例年のような活動の再開を検討している 

（4）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 

（5）広報活動 

  県士会広報にて中勢ブロック活動を報告 

  総会・拡大理事会にて活動報告 

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 

  日時：適宜電話・インターネットなどを通じて情報交換 

(3)各地区活動 

①松阪地区 



・地区連絡網の整備 

②伊勢・志摩・鳥羽地区 

 ・地区連絡網の整備 

・オンラインでの地区交流会を予定（年１回） 

 ③尾鷲・熊野地区 

 ・地区連絡網の整備 

  ・オンラインでの地区交流会を予定（年１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第5号議案 令和4年度予算案 

〔単位：円〕

大科目

3,620,000 3,570,000 50,000 正会員720名、賛助会員4口

50,000 50,000 0 新入会員50名

0 0 0

3,425,000 1,180,000 2,245,000 学術部・教育部・地域リハ・学会等

7,095,000 4,800,000 2,295,000

〔単位：円〕

中科目

897,000 769,000 128,000

341,000 250,000 91,000

122,000 82,000 40,000

199,000 189,000 10,000

169,000 122,000 47,000

14,000 11,000 3,000

150,000 130,000 20,000

18,000 4,000 14,000

670,000 175,000 495,000

26,000 4,000 22,000

391,000 379,000 12,000

208,000 138,000 70,000

608,000 588,000 20,000

345,000 372,000 △ 27,000

0 180,000 △ 180,000

2,680,000 225,000 2,455,000
運転と作業療法委員会 41,000 0 41,000

25,000 130,000 △ 105,000

58,000 76,000 △ 18,000

72,000 40,000 32,000

25,000 6,000 19,000

7,059,000 3,870,000 3,189,000

36,000 930,000 △ 894,000

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 1,400,000 0 1,400,000 東海北陸作業療法学会準備金

投資活動収入計（Ｄ） 1,400,000 0 1,400,000

　2．投資活動支出

積立資産取得支出 1,400,000 400,000 1,000,000

1,400,000 400,000 1,000,000
特別事業積立預金（東海北陸学

会、記念式典、東海北陸リーダー

研修、高額備品）

投資活動支出計　（Ｅ） 1,400,000 400,000 1,000,000

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

Ⅲ　予備費支出（Ｇ） 0 0 0

当期収支差額（Ｈ）＝（Ｃ）＋（Ｆ）－（Ｇ） 36,000 530,000 △ 494,000

前期繰越収支差額（Ｉ） 9,546,329 7,524,864 2,021,465

次期繰越収支差額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ） 9,582,329 8,054,864 1,527,465

備　考
令和3年度

補正予算
差　額

令和4年度

予算

一般社団法人　三重県作業療法士会

令和4年度収支予算書
自　令和4年4月1日

至　令和5年3月31日

勘定科目 令和4年度

予算

令和3年度

補正予算
差　額 備　考

Ⅰ事業活動収支の部

会　費　収　入

（２）事業費

第21回東海北陸作業療法学会・第33回三重県作業療法学会

（１）管理費

啓発部

災害対策委員会

規約表彰委員会

事務局

1.事業活動運用収入

補助金収入

入会金収入

選挙管理委員会

差額

事　業　収　入

事業活動収入合計（Ａ）

令和4年度

予算

組織部

勘定科目

渉外部

財務部

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

備　考
中科目

当期収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

広報部

戦略企画委員会

第32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）

学術部

中勢ブロック

北勢ブロック

地域リハビリテーション部

令和3年度

補正予算

 



 

第6号議案 第35回三重県作業療法学会 学会長推薦 

 

       中林容子氏（市立伊勢総合病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


