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 令和3年6月4日（金）  

リハビリテーション大神子病院付属大原クリニック 

＜重要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 徳島県作業療法士会 

 

 

事務局：リハビリテーション大神子病院 リハビリテーション部内 

770-8012  徳島市大原町大神子19番地 

TEL  088-662-1014     FAX  088-662-2275 

Mail zimukyoku@tokushimaot.com 

新型コロナウイルス感染症対策のため、当日は会場に入れません。 

 

各議案に対する質問等は、5月31日までメールで受付けます。件名を「第○号議案について」と

し、本文に所属、氏名、携帯電話番号（質問内容等を確認させていただくことがあります）、質問

内容を入力の上、事務局（zimukyoku@tokushimaot.com）まで送信下さい。尚、所属、氏名、

携帯電話番号の記載のない場合は、取り扱いませんのでご了承下さい。 
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会    長    挨    拶 

 

（一社）徳島県作業療法士会 

会 長    上 田  裕 久 

 

会員の皆様へ 

 

 

 昨年度より県士会長になり一年が経ちました。まずは、感染拡大し続けている新型コロナウ

イルス感染症(COVID-19)の影響により、様々な生活上の制限に耐えながら、医療機関や

介護施設等で感染予防に取り組み、懸命に働かれている会員の皆様に敬意を表します。 

さて、これからの当士会のビジョンは組織の強化を行い、会員にメリットのある士会にしていき

たいと思っております。コロナ禍だからこそ行える多様な研修会や福利厚生を充実させて、

会員の皆様のモチベーションを向上させ、会員一人ひとりがスキルアップをすることで、地域

の皆様に質の高い作業療法を還元していきます。そうすることが、士会の価値を向上させる

と考えております。 

そこで、新たな取り組みとして、県内の医療福祉団体で初めてＳＤＧｓ(持続可能な開発目

標)に取り組みます。士会としての長期的な発展や社会のニーズを把握することにより、それ

に付随する新しいサービスが創出されることによって新しい「作業療法」が生まれる可能性を

秘めていると感じております。グローバルな視点を持ち、物事を考えて問題解決をしていく

事で、今まで士会と関わることの無かった団体や企業と新たなパートナーとなり、作業療法

の可能性を拡大し、持続的発展に繋げていきます。 

時代の変化や多様なニーズに伴い、対象者が「やりたい！できるようになりたい！」と作業

療法士に求める「作業」も様々に変化していますが、徳島県が抱えている地域課題を一つ

ひとつみんなで解決していき、当士会ができることを会員の皆様と一緒に創り続ける事が大

切と考えております。 
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第1号議案：令和2年度事業報告 

Ⅰ．会議の開催及び運営 

1．総会 

令和2年度定時社員総会 

日時：令和2年6月13日（土） 

場所：リハビリテーション大神子病院付属大原クリニック 

2．理事会及び審議事項 

第1回理事会 令和2年6月13日（土） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、 

角野、佐尾山、田中、西山、船越、岡、中野 

第2回理事会 令和2年7月15日（水） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、 

角野、佐尾山、新名、田中、西山、船越、岡、中野 

第3回理事会 令和2年8月11日（火） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、 

角野、佐尾山、新名、田中、西山、船越、岡、 

第4回理事会 令和2年9月14日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、 

角野、佐尾山、新名、田中、西山、船越、岡、中野 

第5回理事会 令和2年10月12日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、大浦、奥野、角野、 

佐尾山、田中、西山、船越、岡、中野 

第6回理事会 令和2年11月9日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、奥野、角野、 

新名、田中、西山、船越、岡 

第7回理事会 令和2年12月14日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、角野、 

田中、西山、船越、岡 

第8回理事会 令和3年1月18日（月） 

出席：上田、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、角野、 

田中、西山、船越、岡 

第9回理事会 令和3年2月8日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、大浦、奥野、 

角野、佐尾山、新名、田中、西山、船越、岡、中野 

第10回理事会 令和3年3月15日（月） 

出席：上田、細川、井上、吉野、小森、秋山、奥野、角野、 

田中、西山、船越、岡 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．事務局 

1．総務部 

（1）会員の入退会、会員名簿の管理 

（2）日本作業療法士協会、他団体との連絡調整 

（3）内外への公文書の発行 

（4）総会議案書の作成並びに保管 

（5）会員向け文書の発送及び保管 

（6）理事会案内文書の発送及び保管 

（7）その他の文書発送及び保管 

2．財務部 

（1）令和元年度予算についての収支管理 

会費納入者数：492名（納入率：82.9％） 

各部の収支報告を会計帳簿、領収書とともに管理 

会費及び各部活動費を管理 

（2）正会員並びに転入者へ会費納入文書を発送 

（3）会費滞納者に対し、会費納入文書を発送 

（4）令和2年度収支決算報告 

収入：13,995,632円 

支出：7,155,169円 

（5）賛助会員入会ならびに継続文書を発送 

（6）令和3年度予算案の作成 

3．福利厚生部 

（1）新人歓迎会 

  新型コロナウイルス感染拡大のため未実施 

（2）忘年会 

新型コロナウイルス感染拡大のため未実施 

（3）第3回人材育成研修会 

 新型コロナウイルス感染拡大のため未実施 

（4）部会（0回） 

 

Ⅲ．学術局 

1．教育部 

（1）生涯教育委員会 

1）現職者共通研修 

・作業療法生涯教育概論 

日時：令和2年10月30日 

講師：小森和樹氏（ジラソーレ大松・八木クリニック） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：25名 

・職業倫理 

日時：令和2年11月6日 

講師：坂東仁志氏（徳島医療福祉専門学校） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：23名 

・保健・医療・福祉と地域支援 

日時：令和2年12月4日 

講師：吉野哲一氏（大久保病院） 

会場：障がい者交流プラザ 

主な審議事項 

・作業療法啓発活動について 

・士会運営について 

・作業療法の普及啓発について（ホームページ刷新等） 

・自治体及び関連機関との連携推進について    
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参加者：20名 

・実践のための作業療法研究 

日時：令和2年12月17日 

講師：森直樹氏（内科クリニックオクムラ） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：21名 

・作業療法の可能性 

日時：令和3年1月7日 

講師：原督氏（内科クリニックオクムラ） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：16名 

・事例報告と事例研究 

日時：令和3年1月21日 

講師：松村幸治氏（訪問看護ステーションはーと） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：21名 

・作業療法における協業・後輩育成 

日時：令和3年2月4日 

講師：秋山健太氏（医療法人むつみホスピタル） 

会場：障がい者交流プラザ 

参加者：22名 

2）臨床基礎研修 

テーマ：作業療法士が生かすＩＴ活用~ 

日時：令和3年1月31日 

講師：田中栄一氏（国立病院機構北海道医療センター） 

会場：アスティ徳島 

参加者：11名 

（2）MTDLP委員会 

・MTDLP基礎研修 

日時：令和2年11月15日 

講師：河野裕美子氏（吉野川リハビリセンター） 

会場：専門学校健祥会学園 

参加者：9名 

（3）臨床実習指導者講習会 

・第1回臨床実習指導者講習会 

日時：令和3年1月23,24日 

講師：小森和樹氏（ジラソーレ大松） 

細川友和氏（リハビリテーション大神子病院） 

上原さおり氏（鈴江病院） 

奥野剛史氏（専門学校 健祥会学園） 

川畑浩二氏（専門学校 健祥会学園） 

大前博司氏（専門学校 健祥会学園） 

森口智恵美氏（徳島医療福祉専門学校） 

 会場：専門学校健祥会学園 

参加者：48名 

・第2回臨床実習指導者講習会 

 日時：令和3年2月23、27日 

講師：小森和樹氏（ジラソーレ大松） 

細川友和氏（リハビリテーション大神子病院） 

井上俊子氏（小松島病院） 

角野國雄氏（小松島病院） 

奥野剛史氏（専門学校 健祥会学園） 

川畑浩二氏（専門学校 健祥会学園） 

大前博司氏（専門学校 健祥会学園） 

 場所：専門学校健祥会学園 

参加者：44名 

・第3回臨床実習指導者講習会 

 日時：令和3年3月20、21日 

講師：小森和樹氏（ジラソーレ大松） 

細川友和氏（リハビリテーション大神子病院） 

森口智恵美氏（徳島医療福祉専門学校） 

小林温子氏（徳島医療福祉専門学校） 

板東仁志氏（徳島医療福祉専門学校） 

花棚雅子氏（徳島医療福祉専門学校） 

濱敬介氏（徳島医療福祉専門学校） 

 場所：徳島医療福祉専門学校 

 参加者：45名 

2．学術部 

（1）研修会 

・第1回：令和2年9月30日（水）                    

場所：Web研修 

講師：学術部 

「Webで繋がろう 新たな学術研修会様式について」         

参加者：26名(会員：26名) 

・第2回：令和2年11月26日（木） 

場所：Web研修 

講師：長野達郎氏 

「作業療法実践のための脳画像の見方」  

参加者：20名（会員：20名） 

・第3回：令和2年12月6日、13日（両日 日曜日）                  

場所：障がい者交流プラザ 

講師：柳澤明寛氏、山口和也氏、矢間美希氏 

「WRAP集中クラス」 

参加者：10名（会員：8名 他職種：2名） 

・第4回：令和3年2月12日（金） 

場所：Web研修 

講師：大前博司氏、村上義和氏 

「高次脳機能障害の就労支援について」 

参加者：25名（会員：25名） 

（2）第19回徳島県作業療法学会 

 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止となる 
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Ⅳ．社会局 

1．広報部 

（1）ホームページ更新 

 会員限定ページ更新、ＳＤＧｓ、各部報告事項 

（2）名刺作成 

（3）バナー作成 

2．啓発活動部 

（1）PTOTST合同研修委員会 

・POS 合同研修会を予定していましたが、新型コロナウイ

ルス感染対策として中止しました。 

（2）作業療法作品展 

・第15回作業療法作品展、「作業療法の日」作業療法オリ

エンテーションを計画し、県立21世紀館 多目的活動室

を会場予約していましたが、新型コロナウイルス感染対

策として中止しました。 

 

Ⅴ．特設委員会 

1．特別支援教育推進委員会 

・活動実績なし 

2．障がい者スポーツ推進委員会 

（1）依頼事業 

・四国チャンピオンズリーグ(精神障がい者フットサル)交流会 

 県代表チーム帯同トレーナーとして参加 

日時:令和2年12月12日(土) 

場所:とくぎんトモニアリーナ 

派遣委員:4名 

・ソーシャルフットボール四国選抜【徳島】メンバー練習会へ

の協力 

＜四国選抜【徳島】メンバー練習会＞ 

日時:令和2年9月21日(月・祝) 

場所:三好市池田総合体育館 

派遣委員:3名 

＜四国選抜練習会＞ 

日時:令和2年11月21日(土) 

場所:徳島県西部防災館 

派遣委員:4名 

（2）ノーマライゼーションフットサル交流会の実施 

 (徳島県精神保健福祉協会、徳島県精神保健福祉士協会と 

の共催も含む) 

 ※令和2年2月11日(木・祝)に開催予定であったが、新型

コロナウイルス感染拡大の為中止 

（3）救護・緊急時対応(スポーツ)についての研修会 

・スポーツ現場における救護・緊急時対応の研修会 

日時:令和2年12月1日(火) 

場所:障がい者交流プラザ 

講師:松本真巳先生 

   (理学療法士、アスレティックトレーナー) 

参加者:10名 

（4）その他、障がい者スポーツに関するイベント、研修会等

への協力 

・徳島県精神保健福祉協会スポーツ振興委員会への参加 

日時:令和3年2月19日(金) 

ZOOMにて開催 

3．認知症支援推進委員会 

（1）研修事業 

・「認知症を学ぼう Let’s WEB研修会」 

日時：令和2年10月16日 

参加者：18名 

・「認知症OTリモートカフェ」 

日時：令和3年3月26日 

 参加者：7名 

（2）ラシーサカード普及事業 

・阿南市介護予防DVD撮影協力 

日時：令和2年11月14日 

・阿南市いきいき百歳交流会 講師派遣 

日時：令和2年11月18日 

・阿南市サロン講習会 講師派遣 

日時：令和2年12月24日 

（3）士会における認知症への取り組みを推進する担当者同

士の情報交換会への参加 

日時：令和3年1月31日 

オンラインにて開催 

（4）委員会の開催 

計6回 オンラインにて開催 

4．総合事業推進委員会 

（1）阿南市事業推進班 

・阿南市で毎月1回開催される地域ケア会議への助言者の

派遣 

日時：令和2年4月～令和3年3月の12回 

(令和2年4月・5月・6月・11月は新型コロナウイルス感染

拡大予防のため中止) 

（2）鳴門市事業推進班 

・通所C型、訪問C型サービスの実施 

・地域リハビリテーション支援事業による住民主体型サロン 

への講師派遣 

・世話人会及び、各地区カンファレンス定期開催 

・毎月開催される地域ケア会議への助言者の派遣 

 令和2年4月～令和3年3月第3木曜午前・午後24回 

 (令和2年4月・5月・6月PMは新型コロナウイルス感染拡   

  大予防のため中止) 

（3）神山町事業推進班 

・住民運営の通いの場への講師派遣 

令和2年10・11月、令和3年1・3月（5ヶ所）の5回に対

し講師派遣調整を行い派遣 



- 7 - 

・介護サービス事業所従事職員を対象とした研修の講師 

派遣（令和3年2月2日） 

・毎月開催される地域ケア会議への助言者の派遣 

 令和2年5月～令和3年3月に11回 

 (令和 2年 5月・6月は新型コロナウイルス感染拡

大予防のため、1月・2月・3月は会場の都合によ

り中止) 

・介護保険給付費適正化事業住宅改修点検業務へ

の助言者の派遣 

・介護保険給付費適正化事業ケアプラン点検業務

委託業務への助言者の派遣 

 令和2年5月～令和3年3月の11回 

 (令和2年5月は新型コロナウイルス感染拡大予防

のため、2月は会場の都合により中止) 

（4）板野町事業推進班 

・板野町で毎月1回開催される地域ケア会議への助言者の

派遣 

 令和2年7月～令和3年3月の 9回 

 (令和2年7月・8月は新型コロナウイルス感染拡大予防の

ため中止)  

（5）その他ケア会議助言者派遣依頼に関する調整 

・三好市からのケア会議助言者派遣依頼に対する調整  

11月に派遣 

・石井町からのケア会議助言者派遣依頼に対する調整  

2月に派遣 

5．介護予防推進委員会 

（1）介護予防推進リーダー研修 

日時：令和3年2月28日 参加者36名  

    令和3年3月7日 参加者38名 

    令和3年3月13日 参加者32名  

    令和3年3月14日 参加者33名  

場所：①阿波銀ホール（2月28日・3月7日） 

②アスティとくしま（3月13・14日） 

 受講形式：ハイブリット形式 

内容：全16講座を 4日間（1クール）実施 

（2）介護予防推進リーダー研修事業アップデート研修 

日時：令和3年3月13日 参加者11名 

    令和3年3月14日 参加者12名 

場所：アスティとくしま 

受講形式：ハイブリット形式 

内容：全7講座を 2日間（1クール）実施 

6．外出支援委員会 

（1）第 6 回徳島県自動車運転プロジェクト研修会予定だった

が、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止となる。 

7．自殺予防推進委員会 

（1）自殺予防週間における街頭啓発 

 日程：令和2年9月12日（土） 

 時間：11：00～ 

 場所：フジグラン北島 

（2）徳島県自殺対策パワーアップ研修会 

 日程：令和3年2月16日（火） 

 時間：13：00～15：30 

 場所：徳島県庁 11階講堂 

 

Ⅵ．特設委員会 

1．倫理委員会 

活動実績なし 

2．選挙管理委員会 

令和2年度役員改選の公示、告示、運営 

3．規約委員会 

活動実績なし 

4．災害対策委員会 

（1）災害医療コーディネート研修 中止  

  日時：令和2年10月4日（日） 

（2）日本作業療法士協会災害対策室主催 

  2020年度災害支援研修会（Ｗｅｂ）参加 

  日時：令和2年12月6日（日） 

（3）関西広域連合「災害医療セミナー」（Ｗｅｂ）参加 

  日時：令和3年3月15日（月） 

5．制度対策委員会 

活動実績なし 
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第2号議案：令和2年度決算報告・監事意見書 

 

令和2年度決算報告 

自 平成31年4月1日 

至 令和2年3月31日 

＜収入の部＞ 

  

(単位:円) 

勘定科目 決算額 摘要 

事務局 

総務部   4,734,000   

  諸会費 4,614,000 徳島県作業療法士会会費 

 

    9,000円×477名  18,000円×10名  21,000円×1名 

 

    27,000円×2名   32,000円×1名   34,000円×1名  

 

  40,000 賛助会員会費 1口(40,000円)×1施設 

 

雑費 30,000 一社）日本作業療法士協会補助金 

    50,000 全国リハビリテーション協会補助金 

学術局 

学術部 28,000   

 

  4,000 研修会参加費 2,000×2名 

MTDLP委員会 諸会費 24,000 参加費 3,000円×8名  

教育部   343,435   

 

諸会費 214,000 臨床実習指導者講習会参加費 

  雑費 105,435 臨床実習指導者講習会運営費 

社会局 
啓発活動部   23,275   

  賃借料 23,275 会場費返金(二十一世紀館) 

特設委員会 

総合事業推進委員会 3,055,280   

介護予防推進委員会 雑費 5 利息 

  立替金 2,000,000 生きがいのある生活行為推進指導者育成事業費 

鳴門市事業推進班 雑費 727,266 事業委託料 

    9 利息 

神山町事業推進班 謝礼金 328,000 神山町地域ケア個別会議 

雑収入   19   

  

 

雑費 19 利息 

収  入    計   8,160,009   

令和元年度繰越金   5,835,623   

収  入  合  計   13,995,632   

 

＜支出の部＞ 

   

(単位:円) 

勘 定 科 目 決算額 摘要 

理事会 195,060   

  賃借料 52,700 理事会会場費 

  会議費 142,360 理事会交通費 

事務局 

総務部  財務部 2,261,239   

 

諸会費 10,000 徳島県精神福祉協会賛助会費 

 

  10,000 日本障害者協会賛助会費 

 

  30,000 徳島県地域包括ケアシステム学会団体費 

 

  9,000 徳島県作業療法士会費返金 

 

雑費 
484,200 

監査顧問料、決算業務一式、講師報酬額税

計算料 

 

  
120,800 

徳島県リハビリテーション専門職協議会

負担金 

 

  31,443 源泉徴収税 

 

消耗品費 212,410 マスク、消毒、印鑑代 

 

  55,806 大型ロールアップバナー 

 

  465,520 パソコン代 
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258,909 

トナーカートリッジ、インクジェットラベ

ル、封筒等 

 

印刷製本費 48,675 議案書印刷製本費 

 

接待交際費 4,428 お土産代 

 

広告宣伝費 88,000 朝日・読売新聞広告掲載費 

 

通信費 274,421 発送費 

 

  68,787 ZOOM使用料、葉書、切手、発送費 

 

会議費 70,500 事務局会会議費 

 

支払手数料 18,340 手数料 

学術局 

学術部 208,687   

公益事業委員会 通信費 94 切手代 

（第2回研修会） 謝礼金 6,970 講師謝礼金 

  雑費 767 源泉徴収税 

（第3回研修会） 旅費交通費 23,135 講師旅費交通費 

  福利厚生費 651 講師飲み物代 

  謝礼金 97,200 講師謝礼金 

  消耗品費 10,506 必要物品、文具等 

  雑費 11,052 源泉徴収税 

（第4回研修会） 旅費交通費 6,000 講師旅費交通費 

 

福利厚生費 1,306 講師軽食、飲み物代 

 

謝礼金 13,500 講師謝礼金 

 

接待交際費 1,512 講師お土産代 

 

雑費 1,534 源泉徴収税 

 

賃借料 3,350 会場費 

部会 福利厚生費 390 部会湯茶代 

 

会議費 30,720 部員交通費 

教育部 826,388   

臨床実習指導者講習会 旅費交通費 28,909 講師交通費 

  福利厚生費 39,552 飲食代 

  賃借料 148,370 会場費 

  会議費 63,000 実行委員交通費 

  謝礼金 325,559 講師謝礼金 

  通信費 6,750 発送費 

  支払手数料 3,156 支払手数料 

  雑費 138,000 講習会資料代 

  諸会費 17,000 参加費返金 

 MTDLP委員会 賃借料 16,500 会場利用料（専門学校健祥会学園） 

  支払手数料 220 手数料 

  旅費交通費 1,860 講師交通費 

  謝礼金 31,500 講師謝礼金 

  会議費 2,220 部員交通費、弁当、お茶代 

  雑費 3,792 源泉徴収税 

社会局 

広報部 227,400   

広報委員会（サイト管理） 雑費 227,400 ホームページ管理費 

事業部   46,550   

作業療法作品展運営班 賃借料 46,550 会場利用料(二十一世紀館) 

（OT作品展）       

特別委員会 

認知症支援推進委員会 182,910  

 賃借料 5,570 研修会部員会場使用費（ネット環境） 

 会議費 10,140 部員活動・交通費 

  印刷製本費 167,200 ラシーサカードマニュアル製本費 

障がい者スポーツ推進委員会 62,063  

 

消耗品費 7,804 研修会備品代 

  印刷製本費 320 印刷代 

  謝礼金 13,800 講師謝礼金 
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  会議費 30,570 部員活動・交通費 

  雑費 9,569 ビブス代、源泉所得税 

総合事業推進委員会 3,143,303  

鳴門市事業推進班 福利厚生費 104 カンファレンスお茶代 

  消耗品費 
136,124 

事業お茶代、非接触型体温計、パルスオキ

シメーター 

  旅費交通費 44,881 講師交通費 

  通信費 2,462 発送費 

  謝礼金 527,620 講師謝礼金 

  支払手数料 7,040 支払手数料 

  雑費 76,166 源泉徴収税、保険料 

神山町事業推進班 謝礼金 294,515 神山地域支援事業 

介護予防推進委員会 消耗品費 278,015 事務用紙類、感染対策品、オンライン物品 

  賃借料 
372,353 

会場使用料、レンタル備品使用料、オンラ

イン通信環境整備費用 

  旅費交通費 21,420 講師、座長交通費 

  印刷製本費 
569,580 

案内文、チラシ、FAX送信用紙、配布冊子

等 

  通信費 195,321 案内文書発送費、レターパック代 

  謝礼金 426,862 講師、座長謝礼金 

  会議費 119,292 スタッフ交通費、活動費、飲料費 

  接待交際費 6,000 外部講師お土産（3,000円×2名分） 

  支払手数料 3,410 口座振込手数料 

  雑費 62,138 源泉徴収税 

支  出  計 7,153,600   

次 年 度 繰 越 金 6,842,032   

支  出  合  計  13,995,632   
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第3号議案：令和3年度事業計画案 

Ｉ．会議の開催及び運営理事会 

1．総会 

令和3年度定時社員総会 

日時：令和3年6月4日（金） 

場所：リハビリテーション大神子病院付属大原クリニック 

2．理事会 

月1～2回程度 

3．各部･各委員会 

年に数回 

 

Ⅱ．事務局 

1．総務部 

（1）会員の入退会、会員名簿の管理 

（2）日本作業療法士協会及び他団体との連絡調整 

（3）内外への公文書の発行 

（4）定時社員総会議案書の作成並びに保管 

（5）会員向け文書の発送及び保管 

（6）理事会案内文書の発送及び保管 

（7）その他の文書発送及び保管 

2．財務部 

（1）令和3年度予算執行についての収支管理 

（2）各部会計係への指導、会計帳簿管理、決算時財務処理 

（3）令和3年度上半期及び年度末収支決算報告 

（4）令和4年度予算案の作成 

（5）年会費の徴収 

（6）新規賛助会員開拓、積極的な広報活動を実施 

（7）総務部と連携し会費納入管理の徹底を図る 

（8）会費自動払込への移行、滞納者への会費納入を積極的

に促し、会費納入率向上を図る 

3．福利厚生部 

（1）新人歓迎会 開催日時、場所：未定 

（2）忘年会 開催日時、場所：未定 

（3）第3回人材育成研修会 開催日時、場所：未定 

（4）県内の作業療法士に関する調査 

 

Ⅲ．学術局 

1．教育部 

（1）生涯教育委員会 

1）現職者共通研修 

・作業療法生涯教育概論 

・職業倫理 

・日本と世界の作業療法の動向 

・保健・医療・福祉と地域支援 

・実践のための作業療法研究 

・作業療法の可能性 

・作業療法における協業・後輩育成 

・事例報告と事例研究 

・事例検討・事例報告 

2）臨床基礎研修 

 発達、精神分野の内容で1～2回 

（2）臨床実習指導者講習会 

 2回実施予定 

（3）MTDLP委員会 

・基礎研修 

・事例検討会 

2．学術部 

（1）研修会 

研修会参加のターゲットとする年層別に研修会を実施 

1）新人層（1～5年目） 

 基礎＋年層を積み上げてもリピートが期待できる内容 

 主催：各SIG（脳外、整形/ハンド、就労） 

       ＋精神科領域の協力者 

 時期：平日に実施  

 参加費：無料（県士会員） 

 7月：脳外、就労 

 8月：整形、精神 

 10月：脳外、精神 

 11月：整形、就労 

 令和4年2月：脳外、精神 

          3月：整形、就労 

2）中堅層以降（6年目以降～） 

 県外講師や著名人を招致し研修会を企画 

 主催：学術部 

 頻度：研修会 年2回 / 県学会 年１回 

 時期：日曜日に実施 

 参加費：無料（県士会員） 

 内 容：県外講師による研修会 

 その他：県外講師（著名人）研修会や県学会で対面やハイ

ブリット型も状況に合わせて検討 

3）県学会 

 日時：12月〜1月開催予定 

 場所：アスティ徳島or健祥会学園 

 開催形式：オンラインと対面での両方での検討する 

 

Ⅳ．社会局 

1．広報部 

（1）県士会ホームページの管理・運営 

（2）県士会活動の写真、ビデオ撮影 
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（3）その他（名刺作成、交通費等） 

2．啓発活動部 

（1）PTOTST合同研修会 

（徳島県リハビリテーション専門職協議会で開催） 

日時、場所：未定 

担当は徳島県作業療法士会予定 

※合同研修会に於いても令和 3 年度にはオンラインでの

開催を計画しています。 

（2）作業療法作品展 

1）作業療法作品集の作成（啓発内容ページも作成予定） 

2）ホームページ上で作品集を掲示 

3）POS合同研修会 

会員の所属している施設からそれぞれ作品の写真を募集し、

作品集を作成することを計画しています。作品写真を出して

頂いた施設だけでなく、市町村や高校などへ冊子として届け

ることが出来ればと考えております。またホームページ上で

の作品写真を掲示することも考えています。 

 

Ⅴ．特設委員会 

1．特別支援教育推進委員会 

（1）学校訪問（リモート訪問） 

（2）学校で行われる校内研修会等講師派遣（リモート研修） 

（3）その他 

2．障がい者スポーツ推進委員会 

（1) OT×ノーマライゼーションフットサル交流会の実施 

（2) ソーシャルフットボール徳島代表チーム【徳魂!】トレーナ

ー協力 

（3) ソーシャルフットボール四国選抜練習会への協力 

（4) 第4回ソーシャルフットボール全国大会への協力 

（5) 障がい者スポーツに関連する研修会の開催 

（6) その他、障がい者スポーツに関するイベント、研修会等

への協力 

3．認知症支援推進委員会 

（1）研修事業 

・認知症研修開催 

日時：未定 

・認知症OTカフェ開催 

日時：未定 

（2）ラシーサカード普及事業 

・ラシーサカード使用者研修開催 

・パンフレットの作成と各市町村への配布 

・各市町村からの協力依頼の受入れ 

（3）委員会の開催 

4．総合事業推進委員会 

（1）阿南市事業推進班 

地域ケア会議への助言者の派遣調整及び派遣 

（2）鳴門市事業推進班 

・新型コロナウイルス感染防止対策と鳴門市との連絡調整等

の実施 

・通所C型、訪問C型サービス提供を実施 

・地域リハビリテーション支援事業による住民主体型サロンへ

の講師派遣 

・世話人会及び、各地区カンファレンス定期開催(Web) 

 毎月開催される地域ケア会議への助言者の派遣調整及び 

 派遣 

 令和3年4月～令和4年3月第3木曜午前・午後24回 

（3）神山町事業推進班 

・住民対象の通いの場への講師派遣調整及び派遣  

・介護サービス事業所従事職員を対象とした研修の講師派遣

調整及び派遣 

・毎月開催されている地域ケア会議へ助言者の派遣調整及

び派遣 

・令和3年度介護保険給付費適正化事業住宅改修点検業務

への助言者の派遣調整及び派遣 

・令和3年度神山町介護保険給付費適正化事業ケアプラン

点検業務委託業務への助言者の派遣調整及び派遣 

（4）板野町事業推進班 

・毎月開催される地域ケア会議への助言者の派遣調整及び

派遣 

 令和3年4月～令和4年3月の12回 

（5）その他ケア会議助言者派遣依頼に関する調整 

新規派遣依頼に対する派遣調整の実施 

5．介護予防推進委員会 

（1）介護予防推進リーダー研修 

日時：令和4年2月頃 

（2）介護予防推進リーダー研修事業アップデート研修 

日時：令和4年2月頃 

※徳島県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（介護分）を申請予定 

6．外出支援委員会 

（1）県警、教習所と共同して運転再開の啓発ポスター、運転

教育体操（DVD）を作成予定 

（2）第6回徳島県自動車運転プロジェクト研修会の開催 

 日時：7月予定 

（3）第2回外出支援委員会Web研修会 

日時：令和4年2月予定 

内容：未定 

7．自殺予防推進委員会 

（1）自殺予防週間における街頭啓発 

（2）各種研修会参加・啓発活動 

 

Ⅵ．特設委員会 

1．倫理委員会 
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（1）協会担当部局との連絡・調整 

（2）会員への周知 

2．選挙管理委員会 

令和4年度役員改選の準備 

3．規約委員会 

各種規約の変更が必要な場合に対応を行う 

4．災害対策委員会 

（1）災害対応に関する会議・研修・訓練等への参加 

（2）会員向けオンライン研修会（東日本大災害後の地域復興  

に関する医療、福祉の職種に打診中）を予定 

5．制度対策委員会 

協会システムへの対応等が必要な場合に活動 
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第4号議案：令和3年度予算案 

令和3年度予算案 

自  令和3年4月1日 

至 令和4年3月31日 

＜収入の部＞ 

勘定科目 
予算額 備考 

  大科目 中科目 小科目 

会費 

収入 

徳島県作業療法士会正会員会費 5,022,000 9.000円×620名×90% 

徳島県作業療法士会賛助会員会費 100,000 10.000×10口 

事業 

収入 

学術局 教育部 15０,000 研修会費収入 

特設 

委員会 

総合事業推進委員会 4,850,000   

  神山町事業推進委員会 200,000 神山町地域支援事業 

  鳴門市事業推進委員会 2,650,000 鳴門市地域支援事業 

 介護予防推進委員会 2,000,000 
徳島県地域医療介護総合確保基金 

事業費補助金（介護分）を申請予定 

収入計（A） 10,122,000   

繰越収支差額（B） 6,842,032    

収入合計（C）＝（A）＋（B） 16,964,032   

＜支出の部＞ 

勘定科目 
支出予想額 備考 

大科目 中科目 小科目 

理事会     650,000 理事会、派遣・出張旅費等 

事務局 
総務部、財務部 1,420,000 士会運営費 

福利厚生部 300,000 各研修会諸費用、行動費等 

学術局 

学術部 550,000 研修会、学会、行動費等 

教育部 1,300,000 
臨床実習指導者講習会、 

現職者・臨床基礎研修等 

社会局 
広報部 350,000 Webサイト管理費等 

啓発活動部 200,000 啓発グッズ作成費等 

特設委員会 

障がい者スポーツ支援推進委員会 150,000 行動費等 

認知症推進委員会 150,000 研修会、行動費等 

総合事業推進委員会 4,850,000 鳴門市地域支援事業等 

外出支援委員会 100,000 研修会、行動費等 

自殺予防推進委員会 50,000 行動費等 

常設委員会 災害対策委員会 50,000 行動費等 

支出計（D） 10,120,000   

当期収支差額（A）－（D） 2,000   

時期繰越額（C）－（D） 6,264,032   

 


