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２００９年度 第 6 回 理事会議事録 
 
１、日 時：平成２２年３月１８日（木） 19：00～ 
２、場 所：神奈川県作業療法士会事務所 
３、理事会定数 １５名 
  出席理事：渡邉、佐藤、錠内、鈴木、作田、奥原、中西、原、富山、浅井、野々垣、澤口、木村、 
  委任理事：机、野本、山路 

出席監事：長谷川 
委任監事：清宮 

  出席事務局員（書記）：芳賀、名古屋 
  その他：参加者なし 
４、議長団選任 

議長：渡邉 
副議長：佐藤、錠内 

※ 議事録署名人は会長、監事及び出席理事より 1 名選出しなければならない（定款より）。よって出席

理事より下記のように互選された。 
議事録署名人：渡邉、野々垣、長谷川 

５、配布資料 
  各部 

事務局理事会資料 
   財務部 
   学術部理事会資料 
   教育部理事会資料 
   広報部理事会資料 
   福利部理事会資料 
   地域リハビリテーション部資料 
   福利部理事会資料 
  各委員会 
   ウェブサイト管理委員会 
   
   
６、回覧資料  

神奈川県保険医協会  
    映画＆端段企画の案内 

神奈川県エイズ対策推進協議会 
「2010 春のかながわレッドリボン月間」チラシ 

 
７、報告事項 
  【事務局】 
    １）総会準備報告（別紙参照） 
      議案書発送済み 
      当日のタイムスケジュール確認 
        日時：4 月 18 日（日）受付 13 時より 

会場：神奈川県総合医療会館７階大講堂 
最寄駅：JR 関内駅より徒歩 10 分・もしくは市営地下鉄伊勢崎長者町駅より徒歩２分。 

13：30～講演１（藤原先生） 
14：45～総会 ※理事・役員は遅くても 14：30 には会場内に着席 

※総会運営委員は現在事務局にて選定中。 
15：15～15：30 休憩 
15：30～ 講演２：日本作業療法士協会・中村会長 
16：30 終了 
17：00 撤収完了 

        ※講演参加者は県士会会員のみとする 
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２）神奈川県医療専門職連合会総会 
総会３月 17 日（水）出席の確認⇒錠内副会長参加 
総会当日に配布される役員名簿の確認⇒連絡済み 

３）渉外活動 
3 月 24 日（水）神奈川県介護支援専門員協会 理事会⇒錠内副会長参加 
3 月 24 日（水）神奈川県リハビリテーション協議会⇒錠内副会長参加 

４）入学式ご臨席依頼⇒祝電対応 
  国際医療大学小田原保健医療学部 
  茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 
５）社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 研修情報の収集および提供について 
  県士会研修内容を情報提供する⇒三役承認 
６）平成 21 年度神奈川県エイズ対策推進協議会総会の開催⇒長谷川監事参加 

日時：平成 22 年 3 月 23（火） 
場所：神奈川県庁本庁社 ３階大会議場 

７）平成 22 年度小田原地区糖尿病週間行事実行委員会 
委員の継続依頼⇒承認 
小澤病院 野津、石井 

  【学術】 
１）講習会終了報告 

１月 30 日（土） 分野別講習会（横浜 YMCA 学院専門学校） 
身体障害分野：「はじめての嚥下障害の評価と治療」 

受講者数 52 名（会員 47 名、他士会ＯＴ５） 
精神障害分野：「精神科における実践報告」 

受講者 30 名（会員 30 名） 
２）神奈川リハビリテーション研究会 平成 21 年度第２回役員会出席 

岡本連三先生に代わり、新会長に伊藤利之先生（横浜市総合リハビリテーションセンター）が就任。 
次回は 9・10 月付近に横浜市大病院にて開催予定。 

  【教育】 
１）研修会終了報告 （ウイリング横浜） 

１月 31 日（日） 現職者選択研修 
発達障害 
受講者：67 名（会員 39 名・他県県士会 22 名・部員６名） 

2 月 20・21 日（土・日） 現職者共通研修（「事例検討」・「事例報告」） 
受講者 107 名 

  【広報】⇒澤口事務局長代読 
    １）次年度ニュース掲載・チラシ封入について 

県士会ニュース 143 号（平成 22 年５月発行）から、ニュースのレイアウト・印刷・発送作業を（株） 
第一印刷に一括依頼する。 
それに伴い、紙面に掲載する「お知らせ」と封入チラシの依頼方法が変更になる。 

  【福利】 
    第一回職場見学会開催予定⇒ニュースで広報済み 

日時：平成 22 年 5 月 21 日（金）19：00～20：00 
場所：日本綱官病院 
講師：錠内広之先生 
内容：OT 室の見学、錠内先生による説明、質問・悩み相談コーナー 

     終了後懇親会予定 
     →HP でも広報すること 
  【地域リハビリテーション】 

１）研修開催報告 
第 17 回 PTOT 地域ケアネットワーク合同研究会 
２月 14 日（日）「PTOT の可能性～広がる職域～」 

参加人数：県士会会員 37 名・非会員６名・PT60 名 
２）パイロット事業について 
「パイロット事業採択提出書類」締め切り３月 12 日（提出済み）。３月中に予算が振り込まれる。 
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４月中二プロジェクトチームの第一回会議を開催予定 
３）講習会開催予定日：7 月 17 日（土）・８月 21 日（土）、９月４日（土）⇒計３回行う予定。 
４）ＯＴＰＴ（ＳＴ）訪問リハビリテーション研修会（仮）の開催について 

PT 士会の露木理事より上記研修会開催の協力依頼あり。 
来年度、訪問 OT 研修会を開催予定のため、PT との合同開催を今後協議していく。 

５）求人情報のまとめ作業について 
福利部 冨山理事と協議中 

６）地域フォーラムへの OT ブース設置の手伝い 
７）「自立支援に向けた“作業”の捉え方とその評価・支援技術研修会」へ参加。 

    ８）来年度活動方針の具体化 
地域における作業療法の普及・推進に関すること 

⇒三回の研修会を企画。 
⇒地域リハ従事者および需要の把握 

地域リハビリテーションにおける他職種・機関・組織との連携に関すること 
⇒PT 士会と合同で研修会を企画 
⇒労働局、神奈川県障害者職業センターとの職リハへの取り組み（パンフレット作成などの企画） 

地域で暮らす障害者・家族、支援者等との連携に関すること 
⇒会員数 100 名以上で、定期的な活動（交流会以外）を実施して団体の活動に参加、活動の広報。 

          ※試験的取り組みを始めてばかりなので対象とする会の規定は今後検討する 
その他地域リハビリテーションに関すること 

⇒パイロット事業の講習会の開催･･･５月に総会があるためその際に宣伝する。 
  【ウェブサイト管理】 

１）県士会サイトの管理とアクセス件数報告 
研修会、講習会の依頼がかなり増えている。 

２）修正予算執行報告 
パソコン購入のため増えている 

  【企画調整】 
    １）年度末までの活動状況を報告すること 
       監査までに行うこと 

⇒近日中にメーリングでフォーマットを送付する 
  【財務】 
    １）今年度決算報告（2 月末まで） 
      選挙管理委員会の委託費項目なく補正予算承認依頼⇒承認 
      県学会会費収入⇒確認すみ 
    ２）次年度予算案 
      県学会積立金について 
       次回は北里大学で行う。しかし規模が拡大中又会場費が格安で行えているが、上積みが必要か？ 
       ⇒三役会議で検討 
      支払い時期 
       各部、各委員会に予算を支払う時期を、現行の前後期の 2 期から４半期毎に変更も検討中 
    ３）監査 
      監査必要書類は事務局に 4／５必着。（送料は着払い） 
      ３／３１の時点の通帳記載をすること 
 
８、検討事項 
  教育部、学術部の研修会の参加費用について 
    来年度も参加費用は現状通り。 
      90 分 1000 円計算 
      但し講師費用や資料などの充実を目指し、講師給の規約の変更を検討 
        ⇒規約委員会で案を検討し 5 月の理事会に提出 
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 以上をもって審議議案はすべて終了。以下、議事録署名人が確認し記名押印する。 
 
   会議終了時間        ２０時  ２０分 
 
   次回の理事会開催日時   平成２２年 ５月 ２０日（木）１９時より 
 
         開催場所   一般社団法人神奈川県作業療法士会事務所 
                〒２３１－００１１ 

神奈川県横浜市中区太田町４－４５第一国際ビル３０１ 
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４５－６６３－５９９７ 

 
    

議事録署名人    議長             印 
             
               監事             印 
   
               理事             印 
    


