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２０１２年（平成２４年）度 第１回 理事会議事録 
 
Ⅰ．日時：２０１２年５月２４日（木） 19：00～20：00  
Ⅱ．場所：神奈川県作業療法士会事務所 
Ⅲ．理事会定数 17 名（出席 15 名、委任 2 名） 
  出席理事：渡邉、鈴木、木村、作田、冨山、中西、原、福留、三浦、澤口、淺井、奥原、小峰、錠内、野々垣 
  委任理事：佐藤、机     

出席監事：清宮、長谷川 
  出席事務局員（書記）：名古屋、中尾、金山 
  その他：酒井（広報部対外広報班）、松本(広報部ニュース班)、沼田(福祉用具委員会委員) 
Ⅳ．議長団選任 

議長：渡邉会長 
副議長：澤口事務局長 
＊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：渡邉会長、長谷川監事、野々垣理事 

Ⅴ．配布資料  
  各部 

事務局／財務部／学術部／広報部／福利部／教育部／地域リハビリテーション部 
  各委員会 

福祉用具委員会／社会保障制度対策委員会／ウェブサイト管理委員会／学会評議委員会／企画調整委員会／ 
代議員制度対策委員会 

 
Ⅵ．回覧資料 

１）日本医療科学大学  学科新設案内 
２）福祉用具情報誌アシスティブプロダクツ 
３）「スマイレット安寝」資料 
４）雑誌「臨床作業療法」見本 
５）平成２３年度すこやかかながわ一万人健康ウォーク 結果報告と会議記録 
６）京都府作業療法士会『特別支援教育と作業療法 協働の糸口を探る「教育現場における作業療法の有用 

性」報告書』 
７）日本理学療法士協会「地域におけるリハビリテーション提供のあり方に関する調査研究事業」報告書 

 ８）OT 協会「障害福祉領域における作業療法実践などに関する情報提供者名簿」 
９）第１０回神奈川県介護支援専門員研究大会 資料 

１０）電動ペーパーホルダー紙トール  発売ご案内 
１１）一般社団法人三重県作業療法士会設立記念誌 
１２）一般社団法人山梨県作業療法士会設立記念誌 
 
Ⅶ．各部からの報告・検討事項 
＜事務局＞ 報告：澤口事務局長 
【報告事項】 
１．平成 24 年度 第４回定期総会 
 日時：平成 24年４月 15 日（土）17時 30 分より 場所：神奈川県立保健福祉大学 講堂 

 総会当日の議決権のある正会員数 1711 名  

 出席正会員数 54 名  委任状数 717 名  この議決権の総数 771 名 よって総会成立 

 第１号議案～第６号議案まですべて承認 
※昨年の委任状数は 520 名（昨年度より 200 名増）→委任状を連名で記入できる方法に変えたことが成果 

２．渉外関連 
１）関連団体より 法人移行・役員名簿・役員改選等の挨拶状など受理 

  ①かながわ福祉サービス振興会→公益社団法人へ 

  ②神奈川県医師会→公益社団法人へ 

  ③神奈川県病院薬剤師会役員改選挨拶状 
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  ④全国病院理学療法協会平成 24 年度執行委員のお知らせ 

  ⑤神奈川県社会福祉士会役員交代挨拶状 

  ⑥神奈川県放射線技師会平成 24・25 年度役員挨拶状 

  ⑦神奈川県病院協会新役員ご就任 

  ⑧神奈川県病院協会→公益社団法人へ 

２）リハ養成校 卒業式・入学式対応 

   ①卒業式案内状→すべて祝電で対応 

   ・茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 3月 9 日  

   ・横浜リハビリテーション専門学校 3月 9 日  

   ・国際医療福祉大学 3 月 15 日→祝電の礼状あり 

  ②入学式案内状→すべて祝電対応 

   ・国際医療福祉大学 4 月 4 日→祝電の礼状あり 

   ・横浜リハビリテーション専門学校 4月 5 日  

   ・茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 4月 10 日  

３）後援・事業協力・委嘱・その他周知依頼など 

  ①かながわ住まい・まちづくり協会「神奈川県住まいのバリアフリーリフォーム支援事業」→今年度も 

事業協力の継続 

②青葉区歯科医師会第 6回かながわお口の健康フォーラム（7月 1日）後援名義使用依頼→理事 ML 承認 

  ③日本精神障害者リハビリテーション学会第 20 回神奈川大会後援名義使用依頼→理事 ML承認 

④（一社）神奈川県老人保健施設協会設立 20 周年記念式典・・・澤口事務局長出席 

  ⑤第 10 回神奈川県介護支援専門員協会研究大会後援のお礼と事業報告受理 

  ⑥神奈川県介護支援専門員協会：平成 24 年度団体会員会費納入を行なった（年会費：1万円） 

  ⑦神奈川県保険医協会 第 21回在宅医療介護セミナーチラシ〈総会で配布〉 

  ⑧神奈川県言語聴覚士会 士会設立への協力についてお礼状 

  ⑨日本理学療法士協会「地域におけるリハビリテーション提供のあり方に関する調査研究事業」報告書 

  ⑩NPO 法人横浜市まちづくりセンターよりコラム欄（みん横連携関連団体）への原稿依頼→澤口事務局長 

  ⑪神奈川県保健福祉局地域保健福祉部「医師国家試験等の受験資格認定の取り扱い等について」の一部改

正についてご連絡と新旧対照表 

  ⑫神奈川県健康危機管理課「HIV 相談と検査～神奈川県実施機関一覧～」10 部 

  ⑬公益財団法人かながわ健康財団内「すこやかかながわ一万人健康ウォーク実行委員会」事務局より 

「平成 23年度すこやかかながわ一万人健康ウォーク臨時実行委員会の結果報告と会議録送付について 

→広報部で対応    

４）他団体から研修会等周知依頼 

  ①リンパドレナージ協会「第 9回日本医療リンパドレナージ協会学術大会」→HP 掲載済み 

②福祉機器コンテスト 2012 開催及び作品募集について 応募・掲示・関係先への周知依頼→HP 

３．公的機関より会員の派遣依頼・委員委嘱依頼など 

１）小田原市介護認定審査委員（浅野恵先生から舘下潤一先生へ）の任期途中交代について 

 会員本人からの申告 事務局にて推薦し申請済み（任期は２５年３月末） 

２）神奈川県リハビリテーション協議会 連携指針検討部会委員任期延長（H24）・・渡邉会長継続 

３）県社会福祉協議会 研修会情報提供について研修情報内容確認書を提出（紹介文の作成あり） 

   →事務局にて作成中（5/31 締切） 

４）平成 24 年度小田原地区糖尿病週間行事実行委員会委員（小田原市健康づくり課）派遣依頼 

   →前年度より引き続き 野津創氏 石井希氏継続にて申請 昨年度報告書受理 

５）県病院協会学術委員会・事業委員委嘱（平成 24 年 4月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 

渡邉会長委嘱（実務は中西先生 6/6 第１回学術委員会あり出席予定) 

４．OT 協会関連 

 １）『障害福祉領域における作業療法実践などに関する情報提供者名簿』の送付並びに活用について 

 ２）表彰決定について 

   協会表彰 該当なし 

   功労表彰 城下絵里香、谷口順子 

 ３）教育部研修開催のお知らせと会員への周知協力 

 ４）一般社団法人移行登記完了のご連絡 



一般社団法人 神奈川県作業療法士会 2012 年度第 1回理事会議事録 

 3

 ５）生涯教育制度推進担当者→教育部：奥原理事を推薦し申請 

 ６）士会管理システムについて 

①管理責任者及び士会システム担当者について 

  以下のように申請。管理責任者：澤口事務局長 システム担当者：斎藤・高橋・名古屋事務局次長 

   ②士会システムパソコン設置場所の報告  県士会事務所として申請 

   ③士会会員管理システム担当者講習会（個人情報保護・システム研修・・実際にＰＣ使用） 

    日時：平成 24年 8 月 25 日（土）・26日（日）  事務局にて参加者調整中 

５．WFOT 関連 

 １）WFOT2014 開催に関する広報活動・その他協力依頼を文書にて受理 

 依頼事項：広報事業、及び行政（神奈川県、横浜市等）への折衝・交渉、その他 

※OT 協会より「ヨーロッパ作業療法学会」において次回のＷＦＯT開催県の当会に同行の依頼があり、 

渡邉会長にて調整：友利幸之介氏（神奈川県立保健福祉大学）に依頼 

６．他県士会より 

１）法人移行・役員名簿・役員改選 

  ①佐賀県作業療法士会→一般社団法人へ 

  ②島根県作業療法士会→一般社団法人へ 

  ③佐賀県作業療法士会→一般社団法人へ 

  ④山梨県作業療法士会→一般社団法人式典へ祝電（礼状あり）設立記念誌〈回覧〉  

  ⑤福岡県作業療法士会→公益社団法人へ 

  ⑥和歌山県作業療法士会→役員改選 

  ⑦岡山県作業療法士会→一般社団法人へ 

  ２）その他 

  ①東京都作業療法士会「第 11回子供の福祉用具展 2012」周知依頼→ＨＰ掲載 

  ②第 12 回東海北陸作業療法学会・第 25 回静岡県作業療学会 周知依頼→ＨＰ掲載・ニュース 156 号掲載 

  ③一般社団法人三重県作業療法士会設立記念誌〈回覧〉 

  ④京都府作業療法士会『特別支援教育と作業療法 協働の糸口を探る「教育現場における作業療法の有用

性」報告書』→回覧 

【審議事項】 

１．医療専門職連合会総会について 

  日時：平成 24 年 6月 11 日（月）18：30～20：00 場所：県民サポートセンター305 号室 

理事各位は代議員のため参加むけて日程調整を行う。 

  役割：議事録署名人２名の選出、総会終了後の講演会（各団体１名１０分程度）演者の選出 

  →決まり次第、医療専門職連合会事務局へ連絡する⇒事務局対応にて検討 

２．第 10回ＯＴ協会・都道府県士会合同役職者研修会 

  日時：平成 24 年 7月 28 日（土）12：30～18：30 29 日（日）9：00～12：30 

  場所：日本工学院専門学校（東京都大田区西蒲田 5-23-22 

  参加者：協会理事、監事及び都道県士会長もしくは役職者等→各県士会より 2 名まで（締め切り：6/8）   

⇒ 事務局対応にて検討 

３．開校案内 

 １）東京医療学院（多摩市） 式典日程 6/17（日） 出欠席締切 5/31 ⇒ 祝電対応 

４．神奈川県病院協会 第 80 回定時総会後懇親会・公益社団法人設立祝賀会 

日時：6月 20 日（水）5：30～ 場所：ホテルキャメロットジャパン 

参加者⇒渡邉会長 

５．「第 16 回 NPO 法人全国精神障害者地域生活支援協議会 全国大会 in 江の島」後援依頼・来席依頼 

（全国精神障害者地域生活支援協議会より） 

日時：7/6（金）7（土） 日時：7/6（金）13：00 開会式 

場所：神奈川県立かながわ女性センター（藤沢市江の島 1-11-1） 

回答〆切：6月 12 日（火） 

後援⇒承認  開会式出席⇒事務局対応にて検討   

６．かながわ住まい・まちづくり協会 

「第 5回住まいのバリアフリーリフォームコンクール」審査員派遣依頼 

審査時期：書類審査 H24 年 9 月中旬（約半日）現地調査 H24 年 9月下旬（終日）⇒ 渡邉会長にて受託 
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＜財務部＞ 報告：野々垣理事 
【報告事項】 

1. 平成 23 年度監査について 

4 月 12 日に監査を実施．総会にて報告済み． 

※領収書の宛名が統一されていなかったため、「一般社団法人神奈川県作業療法士会」で領収書をもらうよう

にしてほしい。 

2. 会費振込用紙発送について 

平成 24 年度分の会費振込用紙を 4月 25・26 日に郵送（1,588 通）．コンビニ決済の納入期限は 7 月末日まで

（最終期限は 9月末日に設定）．ウェブサイトに掲載済み． 

3. 上半期事業費の振込について 

6 月 15 日以降に各部へ入金予定（回収した会費が県士会に入金されるのが 15 日のため）．学術部，広報部，

福祉用具委員会については会計部門ごとの新規口座を開設準備中． 

4．会計の説明について 

  今年度，会計担当者が変更になった部・委員会については個別に説明します．該当する部門がある場合には，

財務部まで連絡する． 

【審議事項】 

１．会費の徴収方法について 

コンビニ決済から、銀行口座引き落としへの変更 

＜理由＞ 

①今年度の会費が振り込み用紙によるコンビニ決済では６月まで財務部に入金がない。 

②H21 年度の時点で他県士会の半数が銀行引き落としに切り替えている。 

③振り込み用紙は、当県士会で１通 150 円負担している。さらに毎年振り込み用紙の郵送に 1通あたり 22

円発生している。 

④銀行引き落としは１回 90 円の負担で済み、初回に口座を記載してもらうための通知を送れば、次年度

以降は経費は必要ない。 

⇒銀行引き落としの実施はいつから可能か、経費の比較、行程等について、次回検討事項にあげる。 

 
＜学術部＞ 報告：福留理事 
【報告事項】なし 

【審議事項】  

1．部員の承認⇒2名ともに承認 

学術誌刊行班  大野勘太（麻生総合病）   

分野別講習班  林慎也 （新横浜リハビリテーション病院） 

 
＜教育部＞ 報告：奥原理事 
【報告事項】 
１．研修会予定 
 １）現職者共通研修 ＊講師、座長は調整中 
   第 1 回：9 月 29 日（土）・30 日(日) 6 テーマ 会場：横浜リハビリテーション専門学校 

＊29 日終了後福利部主催新入会員オリエンテーション＆歓迎会開催予定⇒9 月 29 日にて決定 
   第 2 回：10 月 28 日（日）午後 2 テーマ 会場：ウイリング横浜 
     第 3 回：2013 年 2 月 24 日(日)午後 2 テーマ（事例報告・事例検討）会場：ウイリング 横浜 
 ２）現職者選択研修（身障、老年期） ＊詳細は未定 
   2013 年 2 月 2 日（日）会場：ウイリング横浜 
   2013 年 2 月 3 日（土）会場：ウイリング横浜 

 
 ３）事例報告登録制度研修会 ＊詳細は未定 
  ＊OT 協会学術部に協力依頼、あるいは県士会単独にて実施 
  ＊現職者共通研修の中に県士会講座として組み込んでの実施検討中（例 10 月 28 日の午前中） 
【審議事項】なし 
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＜広報部＞ 報告：小峰理事、松本部員(ニュース編集班)、酒井部員(対外広報班) 
【報告事項】 
１．ニュース編集班 

１）今後のニュース発行予定  
  155 号の印刷・発送作業中。今後のニュースも予定とおり実施していく。 

２）学会実行委員からの報告について 
155 号～161 号に以下の内容で学会関連記事を掲載する予定 

ニ ュ ー

ス 原稿締切 記事内容 担当 ページ数 掲載 

155 号 4 月 20 日 演題募集＆写真 演題、広報 １P 巻頭言 

156 号 6 月 10 日 
学会テーマ 学会長 1Ｐ 巻頭言 
協賛 渉外 １P 中ページ 
演題募集 演題採択 見開き２P 中ページ 

157 号 8 月 10 日 学会準備状況 事務局長 １Ｐ 巻頭言 
158 号 10 月 10 日 企画紹介 企画 1Ｐ 巻頭言 
159 号 12 月 10 日 機器展示紹介 機器展示 1Ｐ 巻頭言 

160 号 平成 25 年 
2 月 10 日 

学会紹介 実行委員長 1Ｐ 巻頭言 
学会プログラム 企画＆会場 見開き 2Ｐ 中ページ 

161 号 4 月 30 日 学会開催報告 学会長 1Ｐ 従来通り 
３）ニュース 155 号広告の件 

横浜市総合リハビリテーションセンターから横浜ヒューマンテクノランド 2012 の広告依頼があった。 
１ページ全面広告（掲載料金 24,000 円）として掲載する予定。 

４）その他 
年間通して記事掲載の希望がある部署は、計画表を作成する。通年でニュースページを確保していく。 

２．対外広報班 
１）学生を対象とした対外広報新企画：高校教員(進路指導担当)、生徒、保護者向けガイダンスの開催予定 

   日時：平成 24 年 6 月 10 日（日）10 時～ 会場：かながわ労働プラザ 
   内容：学生の進路指導に役立つような情報の提供（作業療法士の仕事・養成校での勉強内容） 

２）学生を対象とした継続企画：新宿セミナーでの合同入試ガイダンスの講演は中止。ブース出展に変更。

日時：平成 24 年 7 月中旬 会場：新宿セミナー横浜校 
   内容：医療系の養成校のガイダンスでのブース出展 
３）一般県民を対象とした継続企画：ラジオ出演  
  日時：平成 24 年 8 月 30 日（木）、11 月下旬、3 月下旬の年 3 回を予定 
  昨年度のラジオ出演が好評であり、スポンサーのヤマシタコーポレーション様より頻度増加の交渉をい

ただいた。来年の県学会で市民公開講座があれば 3 月のラジオ出演時に宣伝が可能。→会員周知する 
 ４）県士会パンフレットの改訂（A4 サイズ 8P～12P で検討中） 
３．その他 

１）神奈川県医療専門職連合会広報委員会へ参加 
検討事項：次回広報誌について 
内容：診療報酬に関する内容（各団体 1 題ずつ、総会の演者から原稿をいただく） 
発行予定日：8 月 20 日（月）  原稿締切日：6 月 30 日（土）  

 
＜福利部＞ 報告：富山理事 
【報告事項】 

１．新入会員オリエンテーション＆歓迎会について  

平成 24年 9 月 29 日（土）16:30～18:00 現職者共通研修終了後開催 

場所：横浜リハビリテーション専門学校地下 1階 ※18：30～懇親会を開催予定（会場周辺） 

【審議事項】なし 
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＜地域リハビリテーション部＞ 報告：木村理事 
【報告事項】 
１．広報紙への記事掲載 
  155 号→2 ページ記事掲載 
２．研修会開催報告 
 １）生活行為向上マネジメント講習会  
   日時：2012 年 6 月 3 日（日）9:30～16:00 会場：横浜市開港記念会館 定員：60 名 受講費：2,000 円 
   ※主に協会での講習内容の伝達であるため、可能であれば教職員の参加を促す。 
２）第 2 回 OT・PSW 合同研修会 

   日時：2012 年 9 月 2 日（日）会場：ウィリング横浜  受講費：2,000 円 
３．訪問リハ事業所の情報掲載について 
  対象を OT から PT および ST まで拡大。ウェブサイト管理委員会と協力しながら変更作業を進行中。 
４．パイロット事業報告書 
  5 月上旬にパイロット事業の報告書が完成予定。200 部 
  OT 協会、都道府県士会、ALS 協会、神奈川県支部、県内 OT 養成校などに配布予定。 
  県士会をアピールすることがあれば使用可能。数に限りがあるので、使う際は木村理事に相談。 
５．特別支援学校を中心としたタウンミーティング 
  昨年度事業の結果として、県立座間養護学校から木村宛に学校評議員への委嘱あり。 
【審議事項】  
１．部員承認⇒全員承認 
  大寺 亜由美 氏（北里大学東病院） 
  佐々木 秀一 氏（北里大学東病院） 
  前場 洋佑 氏 （北里大学東病院）    パイロット事業に関わっていた元学術部員で転籍 
  竹内 寛人 氏 （北里大学病院） 
  成田 香代子 氏（北里大学医療衛生学部） 
  磯 朋代 氏  （北里大学東病院） 

遠藤 陵晃 氏 （クローバークリニック） 
山浦 菜穂 氏 （日野病院） 
青木 紀恵 氏 （武田病院）           

２．第 2 回訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ地域ﾘｰﾀﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催と受講料について 
  日時：2012 年 6 月 17 日（日）10:00～16:30 会場：ウィリング横浜 定員：120 名  
  現在参加者は 6 名。要相談 PT 士会は無料。OT 士会は受講費をとっていく方針（1,000 円）だったが、他団体

が無料であること、講師による講義というより参加者で話し合う場なので、受講料をどうするか。 
⇒今回は事業計画を変更して、受講費はとらないことで承認。 

 
Ⅷ．各委員会からの報告・検討事項 
＜福祉用具委員会＞ 報告：沼田部員 
【報告事項】 
１．活動報告 
  東京都士会より協力依頼『キッズフェスタ 2012』でのブースでの案内・展示品デモンストレーション 
  日時：平成 24 年 4 月 28 日(土) 4 月 29 日(日) 会場：東京流通センター 部員 4 名派遣 
  →当日は、ひっきりなしにブースに人が集まっていて成功だった。展示品は i-pad でのトーキングエイドなど 
【審議事項】 
２．部員の承認⇒2 名とも承認 

岡田 雅史 （済生会神奈川県病院） 
中村 元樹 （介護老人保健施設 港南あおぞら） 

 
＜社会保障制度対策委員会＞ 報告：三浦理事 
【報告事項】 
１．身体障害領域診療報酬勉強会実施（6/1～募集開始） 

日時：平成 24 年 7 月 7 日(土) 13:30～15:30 場所： 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 
講師：福留大輔(新戸塚病院) 受講料：500 円(資料代) 対象者：50 名(応募者数によって変更可能) 
今回の診療報酬は大きな変化がなかったため、新人または主任経験が浅い OTR を対象とする。 
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２．情報の配信について 
4 月 25 日、5 月 7 日に県士会ブログに情報の掲載を行なった。 

【審議事項】 なし 
 
＜ウェブサイト管理委員会＞ 報告：作田理事 
【報告事項】 
１． H24 年度ウェブサイト管理委員会委員→全員継続 
金子香菜子（池上総合病院）       佐藤良枝（曽我病院） 
大澤彩（昭和大学保健医療学部）     福嶋祐子（汐田総合病院） 
平澤友代（新戸塚病院）         水野玲子（東海大学医学部付属大磯病院） 
三苫幸恵（ハートフル川崎病院） 

２． メールアドレス・メーリングリスト 
新規で，@kana-ot.jp のアカウントのメールアドレスまたはメーリングリストの使用を希望する場合は，申

請書に記入後，作田理事まで送信する。県士会関連のメールアドレスおよびメーリングリストは活動記録と

もなるため@kana-ot.jp を利用していく。詳細：メーリングリスト [KAOT-ML:00713] H24/4/22 発信 
３． 県士会サイトへの記事の掲載依頼について 
記事掲載基準（H17/7/12 理事会承認）に準じた掲載内容であれば，県士会サイトへの記事の掲載が可能。

記事の掲載について，具体的なアイデアになっていない段階でも相談に応じる。詳細：メーリングリスト 
[KAOT-ML:00715]  H24/4/22 発信 

４． 各部署からの「お知らせ」の発信について 
県士会サイトでは，各部署からの情報の発信のために，2 種類の「お知らせシステム」を用意している。必

要に応じて使い分けまたは併用してほしい。詳細：メーリングリスト [KAOT-ML:00714]  H24/4/22 発信 
【審議事項】 
１． 賛助会員 B 特典について 
賛助会員 B 増加の一助となるため，特典として県士会サイトへ賛助会員 B の「ロゴ」およびリンクの掲を検

討。詳細は別紙資料を参照。 
《要点》 

・１PV につき，賛助会員の「ロゴ」を 1 つだけ右上に表示する 
・表示される「ロゴ」はランダムに選択される 
・県士会サイト本体＋求人情報ページ＋講習会・研修会ページに表示する（全 PV の約 5 割） 
・希望する賛助会員 B のみ 
・「ロゴ」は賛助会員が用意する 
・口数と表示される確率を対応させる（2 口会員⇒2 倍） 

→準備でき次第始めることは可能なため進めていく ⇒ 承認 
２． 原稿の依頼 

１） 各部・各委員会のページの更新（各理事） 
締め切り：6 月 8 日まで 原稿は作田理事[kaot@kana-ot.jp]までメールする。 

２） （必要であれば）「県士会長のあいさつ」のページの書き換え 
内容：本文（500～1000 文字程度） 

 
＜学会評議委員会＞ 報告：原理事 
【報告事項】 

１．第 1 回神奈川県臨床作業療法大会  
開催日：平成 24 年 4 月 15 日（日） 会場：神奈川県立保健福祉大学講堂（500 名定員） 
プログラム：一般演題 19 題、ランチョンセミナー1 題、特別講演１題（公開） 
大会長：鴻井健三（横浜市立大学付属市民総合医療センター） 
実行委員：10 名、当日運営スタッフ（OT4 名、学生 57 名） 
参加人数：310 名（会員 211 名）：事前登録（会員 130 名、非会員 3 名）当日参加（会員 81 名、 

非会員 14 名、他士会 3 名、他職種 1 名、一般 2 名、学生 76 名） 
決算：収入 会費（525,500 円）＋大会助成金（1,000,000 円） 

支出（約 800,000 円）  残高（約 700,000 円） 
→最終決算報告を含めて詳細報告（収入見込みも考慮する）は、次回理事会で行う。 
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【審議事項】なし 
 

＜企画調整委員会＞ 報告：淺井理事 
１．平成 23 年度神奈川県士会各部・委員会事業計画について 

別紙参照。活動報告と、各事業計画の達成率をまとめたのでご活用願いたい。 
 
＜代議員制度対策委員会＞ 報告：錠内理事 
【報告事項】 

１．年度計画  

  2012 年 7 月まで 代議員制に向けた課題の抽出 

      11 月まで 理事会に方向性の提案・審議 

  2013 年 ２月まで 県士会としての計画（案）決定 

      ４月総会 代議員制度導入に関する定款の改定 

 →2014 年度から実施できないかと、渡邊会長より提案がある。 

鈴木理事（規約委員会）から定款の改定の流れについて意見がある。詳細は以下の通り。 

2013年4月総会 代議員制導入に向けて定款を改定すると承認（正会員の3／4の賛成が必要）を得る。 

2013 年秋    定款の改定案を提示する。 

2014 年１～2月 定款改定 

2014 年 4月総会 代議員制での総会を実施する。 

  

２．広報部への関連記事掲載希望 

ニュース 原稿締切 記事内容 担当 ページ数 掲載希望 

155 号 4 月 20 日     

156 号 6 月 10 日     

157 号 8 月 10 日 対策委員会始動 錠内 １P 中ページ 

158 号 10 月 10 日     

159 号 12 月 10 日 具体的方向性 錠内 １P 中ページ 

160 号 
平成 25 年 

2 月 10 日 
総会参加のお願い 錠内 １P 中ページ 

161 号 4 月 30 日     

【審議事項】 

１．委員の承認⇒４名ともに承認 

  委 員：淺井憲義（北里大学医療衛生学部） 

      鈴木孝治（国際医療福祉大学小田原保健医療学部） 

      名古屋和茂（横浜ＹＭＣＡ学院専門学校） 

      金山 桂（横浜ＹＭＣＡ学院専門学校）     

 

 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  ００分 

   次回の理事会開催日時   平成２４年 ７月１２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   渡邉愼一        印 

             

               監事   長谷川 元       印 

   

               理事   野々垣 睦美      印  


