2020 年度 4 月 23 日理事会議事録
１日時：2020 年 4 月 23 日（木）19:00～21:23
２場所：神奈川県作業療法士会事務局
３参加理事（全員ウェブ参加）
：錠内・野々垣・木村・金山・吉本・佐々木・奥原

神保・玖島・遠藤・神田・佐藤範・戸塚・佐藤良・西川・澤口・大郷
（17 名）
欠席理事：野本（1 名）
参加監事：田中（1 名）
欠席監事：鶴見（1 名）
４議事録署名人：錠内会長、佐藤良理事、田中監事
５議決事項（議事の経過概要及び議決結果）

（１）事務局
１）重点課題 なし
２）審議事項
２－１）総会運営について
会長提案の内容を確認し、方向性を了承する。
２－２）総会の議題について
流れは例年通り。県士会表彰式は中止（賞状などは郵送。次年度総会時に出席を
依頼することも検討中）
。
３）報告事項
３－１）ＯＴ協会
３－１－１）作業療法啓発ポスター
例年すてっぷななに依頼していたが今年度の配布はないとのこと。
３－１－２）新システム公開について
延期の連絡あり。
３－１－３）新型コロナウイルス感染症への対応について
主に士会活動についての現状を報告。
３－１－４）
「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施等」について
リハビリ専門職種を追記。
３－１－５）第 1 回 47 委員会
中止の連絡あり。

３－２）行政
３－２－１）厚労省「セーフティネット保証５号対象業種の追加指定（社会福祉施設
等関連の業種についても指定された）について」
周知依頼あり。この制度は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用
保証協会が通常の保証限度額とは別枠で 80％保証を行う制度。
３－２－２）厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて（第 6・7・8 報）
」
周知依頼あり。サービス変更時に同意を得るが、そのことに対するケアプランへの
反映は後日でもよいとのこと。
３－２－３）厚労省「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた対応について」
三密をさけるようあらためて依頼あり。
３－２－４）厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関
する要請について」
妊婦への配慮、小学校休校時の給与保証について周知依頼あり。
３－３）関係団体
３－３－１）交通事故被害者家族ネットワーク後援報告
4 月 18 日開催予定の研修会は中止。11 月の同内容の研修会は開催予定。
３－３－２）横浜市立市民病院内覧会
中止の連絡あり。
３－３－３）第 29 回在宅医療・介護セミナー
開催延期の連絡あり。
４）県士会内報告
４－４－１）高陽印刷所ニュース発送ミスについて
3 月末に別便で送っていた学術誌をニュースと共に OT 協会、都道府県士会に二重
で送付してしまった。対策検討済と報告あり。
４－４－２）賛助団体退会
４－４－３）強制退会者

作業療法総合研究所。
4 名。

（２）財務部
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）2019 年度

期末監査

日時：2020 年 4 月 12 日(日) 9 時半～
場所：(一社)神奈川県作業療法士会

事務局

担当：監事

財務部

副会長 事務局長 事務局財務担当

感染防止対策を行いながら短時間で終了できるように実施する。
３－２）2020 年度予算案 確定した。
（３）学術部
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）6 月 14 日の新人オリエンテーション開催の有無について
三役会にて中止の判断。
（４）教育部
１）重点課題
１－１）研修会、行事等の事業開催について
教育部を筆頭に各部・委員会の現時点での行事開催について確認。
ほとんどの研修会、行事は未定であり、開催の可否については基本的に 2 か月前
までに判断することを確認する。
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）研修会に関して
３－１－１）臨床実習指導者講習会
7 月二回開催予定（4～5 日は 3 月分、18～19 日は新規）どうするか（中止？）。
３－１－２）現職者共通研修、選択研修状況
判断できず開催計画中断。
３－２）研修会受付に関して
バーコード受付が必要になるため、以下のもファイルを教育部奥原理事まで報告
する。
①研修会予定（理事以外が担当者の場合、担当者とメールアドレス、日時と受付
開始時間、会場）
②事前申し込みの場合、申込者名簿（会員番号、カタカナ氏名）を研修会開催 2
～3 日前までに送る。
③バーコード入力ができなかった場合、研修会終了後参加者名簿（会員番号、
カタカナ氏名）
。
３－３）OT 協会教育部生涯教育制度推進担当より
生涯教育システムが変更され、4 月稼働予定が延期された。開始に関しては未定。
手帳やポイントシールの使用は予定通り昨年度までとして、今年度は使用しない。

バーコード受付は実施。
（５）広報部
（１）重点課題 なし
（２）審議事項
２－１）ニュース班

部員承認

碇屋瑛理（いかりや えり）氏 佐藤病院
岩居洋輝（いわい ひろき）氏 佐藤病院 ⇒承認
２－２）対外広報班の活動時のマスクや消毒液等の支給について
対外広報班の活動は主として一般の不特定多数を相手にしており、活動に対する
感染管理の安全策等を最優先するため、マスク等の支給について提案あり。
⇒昨今の状況を鑑み、県士会で備蓄することが適切かどうかも含めて継続審議と
する。
２－３）活動の判断について
１重点課題（１）教育部

研修会、行事等の事業開催について参照

（３）報告事項
３－１）ニュース
現在 6 月号（WEB 版）作成中。今回は WEB 公開のみ。
部員を 2 名増やし作業の分担を進める。さらに年度中に増員の予定。
印刷所打ち合わせは新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、メール・電話
のみにする。
３－２）対外広報
３－１）活動報告
4 月開催予定だった「相模原市さくら祭り」は中止。
３－２）活動予定
7 月下旬開催予定の「ヨコハマヒューマンテクノランド」も同様に状況をみて参
加を検討予定。
8 月開催予定の「リハビリケアフォーラム」。もともと 2 月に開催よていだった
が、延期となった。今後の新型コロナウイルス感染症状況が不明確であることを
踏まえ、締め切り予定の７月まで様子をみて判断の予定。
３－３）その他
イベント出展に頼らない広報活動について再検討中（例；ラジオ・漫画・学校講
話の頻度拡大）
。その理由として、昨年度も計画していた出展（3 企画）が中止と
なったため（開催規模の縮小・台風・新型コロナウイルス感染症）
。

（６）福利部
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項 なし
（７）地域リハビリテーション部
１）重点課題
１－１）神奈川県から委託事業公募について
神奈川県の委託事業である「住民主体の通いの場への専門職員派遣モデル事業委託」
について遠藤理事より説明がある。県士会として受託するにあたり資料の確認を行
い、理事 ML にて審議予定。
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）地域リハ部について
３－１－１）研修会企画
新年度企画については、新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いてからとする。
３－２）神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会の報告
３－２－１）新年度体制
任期 2 年で、木村副会長、遠藤理事、佐藤部員が再任。会長が満期になり、今年度
から OT 士会木村副会長が協議会の会長へ就任。
３－２－１）介護予防普及展開事業アドバイザー
今年度も依頼予定。依頼された場合は、遠藤理事が継続する予定。
３－３－１）藤沢市地域ケア会議などのリハ専門職派遣、参加依頼
継続して遠藤理事へ依頼来る予定。
（８）制度対策部
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）大規模災害時会費免除規定について
それぞれ規約委員会にあらためて確認済。理事 ML での審議終了。
（９）規約委員会
１）重点課題

なし

２）審議事項 なし
３）報告事項 なし

（１０）ウェブサイト管理委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）新コンテンツ設置について
来年度ウェブでの作業療法啓蒙を推した新コンテンツ設置に向けて著作権譲渡に
関する資料作成中。弁護士に内容確認していただき、内容詰めている。
（１１）学会評議委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項
２－１）2020 年 12 月臨床大会の開催可否について
大会長からは中止の希望あり。⇒中止とする。
２－２）2021 年 7 月県学会の開催可否について
6 月 25 日の理事会で判断。

⇒提案通りと 6 月の理事会で判断。

３）報告事項 なし
（１２）公益法人化対策委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）プレ公益目的事業として「呉秀三の上映会」の企画立案（その後の進捗）
他県士会で同様の企画がないか調査したところ、栃木県作業療法士会において、
昨年の 11 月県学会中の「市民公開講座」にて実施済みであった。
支出の「協力金」について、
（社福）きょうされんに用途を問い合わせ（回答待ち）。
３－２）県士会入会者数の伸び悩みについて
入会者数が伸び悩んでいるのではないか。OT 協会に所属しながら県士会に入会し
ない方の数も会員数増に比例して増えており、県士会が選ばれていない。県士会離
れがある。早急に対策を打つべきではないか。
⇒退会者数も多いため、まずは退会理由から分析していく。
（１３）生活行為向上マネジメント推進委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項 なし

（１４）認知症対策委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）5 月の認知症の人と家族の会つどいについて
開催中止により委員の派遣中止
３－２）制度対策部福祉用具班とのコラボ研修会について
2 月へ開催延期。
（１５）地域包括ケアシステム推進委員会
１）重点課題 なし
２）審議事項 なし
３）報告事項
３－１）横浜市地域リハビリテーション活動支援事業(R2 年度)
今年度も 60 件ほどを予定していたが、新型コロナウイルス感染症のため、4－6 月
分は

横浜市と各区で調整し、延期もしくは中止の判断。

今後については現在協議中だが、横浜市へは地域派遣される作業療法士は病院や
介護現場で働くものが多く、宣言解除後すぐに派遣できるかは不透明な旨伝え、
横浜市も了承済。
（１６）エリア化推進委員会
１）重点課題
１－１）重点課題・審議におけるルール作りについて
三役会を通さずに理事会で審議事項が提案されることが散見される。何かルールを
作った方がいいのでは。⇒木村副会長よりルールについて提案する。
２）審議事項 なし
３）報告事項 なし
以上
７次回予定
（１）三役会 5 月 11 日（月）18:30～
（２）理事会 5 月 28 日（木）19:00～

文責 金山
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印

