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令和 2年 理事会議事録（第 7回） 

 

2021年 3月 9日（金）19：00～20:35 

会場：ZOOM   

理事出席：仲田、谷口、横山、坂田、遠藤、高村、和久井、渡邉、有馬、松川、岩瀬、小島 

監事出席：黒渕 

副部長出席：友利（書記） 

欠席：松崎 

順不同、敬称略 

                       

Ⅰ.報告事項 

【会長】 

① 栃木刑務所より地域連携事業に係る非常勤職員の推薦依頼における対応について 

 ・女性理事 3名にてオンライン会議を実施(2/26）：特設委員会設置についての検討 

 ・栃木刑務所との情報交換（3/2）→固定の非常勤職員（任期１年更新制）で事業を軌道に乗せる方針。 

                 →特設委員会設置の必要なし。士会から 2名推薦を進めることとする。 

    ・自宅会員への声掛けと OT士会員に向けての広報を事務局に依頼（3/3) 

   ※PT士会にも同様の推薦依頼あり。 

   ※PT士会は栃木県リハビリテーション専門職協会からの広報を進める。（OTの推薦枠も同時募集） 

【事務局】  

② 事務員について 

 一身上の都合により総会後に退職予定。後任者を探していく。 

③ 佐野地区乳幼児二次健診における OT派遣の依頼について 

 内容）乳幼児二次健康診査内での児の運動発達面評価 

 対象）乳幼児から未就学児 

 日時）⑴ 令和 3年 6月 17日（木）  ⑵ 令和３年 11月 11日（木） 

  → 米澤 亜美 氏へ依頼、決定 

④ 「栃木刑務所地域連携支援事業」OT派遣依頼について 

 3月 4日に士会HPに掲載 、 メーリングリスト登録施設にメール配信 

⑤ 入会申込み方法の変更について 

 広報部と最終調整中 

 ４月からの運用開始を目標に進める。 

【財務部】 

⑥ 令和 2年度年会費領収証発行数（2/28現在）について 

 （令和 2年度分 2020）・・・115施設 682名（内自宅会員 9名） 

 （令和元年度分 2019）・・・8施設 14名（内自宅会員 2名） 

 （平成 30年度分 2018）・・・4施設 6名（内自宅会員 1名） 

 （平成 29年度分 2017）・・・2施設 3名 

   ※2020年 7/1～2021年 2/28の期間、財務部へ納入連絡メールがあり、通帳での入金が確認できた人数 

⑦ 令和 3年度（2021）予算案について（3.3最新版…別紙） 

 ・栃木県災害リハビリ対策委員会…75,000円→95,000円へ変更連絡あり。 

 ・特別支援教育・スクール OT推進検討委員会…内訳金額の変更有。予算総額の変動なし。 

⑧ 令和 2年度決算報告の状況（3.8現在）について 

 ・決算書類レターパック預かり…4部署 

 ・決算データ確認中…5部署 

 ・3/12期日遅れの連絡…2部署+臨床実習、財務部、事務局を予定中 

⑨ 会計監査会について 

 ・2月理事会での報告事項⇒決算および予算書の作成が終わり次第、アナウンス予定。 

 ・4月上旬を開催予定として、会場は事務所を借用予定。 

【地域リハ推進部】 

⑩ 研修会報告について：2/18第一回県南ブロック研修 参加者 22名 

⑪ 会議開催報告について：2/25第三回地域包括ケア部門会議 

【教育部】 

⑫ MTDLP基礎研修報告について：令和 3年 2月 21日開催 参加者：15名 
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⑬    日本作業療法士会生涯教育推進班より研修会開催等の情報収集依頼について 

 本年研修会：28件（臨床実習指導者講習会は除く） 内開催：27件（3月予定 1件） 名簿連絡件数：26件 

※終了している研修会の名簿は全て協会事務局への登録依頼終了している 

※登録にあたり協会より確認依頼があった名簿は 2件 

【広報部】 

⑭ 今後の予定について 

 栃の実 P D F化、会員専用ページパスワードを各会員へ広報してから運営開始 

【福利厚生部】 

⑮   令和 2年度新入会者への対応について 

 新規入会者 54名へ 3/5記念品発送済 

【栃木県作業療法学会準備委員会】 

⑯ 会議開催報告について 

 第 11回栃木県作業療法学会第一回会議（3/4）での決定事項 

 ・学会日程：令和 3年 11月 21日（日） 

 ・開催方式：ハイブリット方式（対面は 1会場のみ人数限定で他はオンライン参加とする。感染拡大等にて対面 

       開催が困難な際にオンライン方式に変更する） 

 ・会場：県央ブロックにて探しているが、有線 LAN の使用等状況に合う会場が確保出来ておらず、他のブロッ

ク   になる可能性もあり。 

 

Ⅱ.審議事項 

【会長】 

① 栃木刑務所地域連携事業に係る非常勤職員の士会からの推薦者について 

 期日までに 6名のエントリーがあった   

 今後会長から推薦者へ条件等確認の上、選定に入り、先方へ返答する 

 ⇒承認 

② 令和 3・4年度役員改選について 

 3月 16日役員立候補および推薦候補の締め切り 

 立候補者および推薦候補者の届出がなかった場合は役員理事会案を作る 

 →次年度からは○○部長との役員表記はせず、○○理事（○○部）としていく  

 以下、事務局提示の役員案を検討したい。また、新理事 4名の選出について検討いただきたい。 

【事務局】  

③ 令和 3-4年度役員の選出について 

 理事会案の提示 

 ⇒新理事 4名（下線）および理事会案の承認   

      会長 ： 仲田 和恵 氏 （上都賀総合病院 精神科デイケア） 

   副会長 ： 谷口 敬道 氏 （国際医療福祉大学） 

   副会長 ： 横山 奈美 氏 （JCHO うつのみや病院） 

      理事：【事務局】： 坂田 尚昭 氏 （新上三川病院） 

   理事：【総務部、他】： 友利   海邦  氏（新上三川病院） 

      理事：【会員管理部】： 板倉  未来 氏（みどりの屋根診療所） 

      理事：【財務部】： 松川 勇 氏 （足利赤十字病院） 

      理事：【事業部】： 山口   理貴 氏 （一般社団法人 Bridge） 

         理事：【広報部】： 高村 直裕 氏 （国際医療福祉大学） 

         理事：【福利厚生部】： 和久井 千夏子 氏 （栃木県立リハビリテーションセンター） 

         理事：【学術部、他】： 須藤 智宏 氏 （小山富士見台病院） 

         理事：【教育部】： 渡邉 真一 氏 （白澤病院） 

         理事：【地域リハビリテーション推進部】 ： 有馬 正人 氏 （曙訪問看護ステーション） 

         理事：【委員会担当】 ： 岩瀬 直樹 氏 （第 2宇都宮リハビリテーション病院） 

         監事：  松崎 昭治郎 氏 （氏家病院） 

         監事：  黒渕 永寿 氏 （自治医科大学附属病院） 

           顧問：  根本 路子 氏 （栃木県医師会塩原温泉病院） 

④ 定期総会日程の変更について 

 年度末に開催される研修会後の決算報告書作成となるため、当初予定していた総会 4/24 開催は間に合わない。  

よって、総会日程を変更したいがいかがか。 
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 ・新たな総会日時案 ： 5月 22日 （土）  オンライン 10時 00分  〜  11時 30分予定 ＊9：30受付 

 ・開催までの流れ 

  決算報告書   4月 18日 事務局必着 

  議案書発送   4月 23日 

  議決権行使書  5月 13日 必着 

  リハーサル   5月 17−18日  

  議事録発送   6月 12日までに郵送 

 ⇒承認 

【事業部】 

⑤   とちぎ国体の障害者スポーツのコンディションルームのサポートスタッフ協力について 

⇒承認 

 具体的な内容を明確にして今後広報していく 

 

 

次回理事会： 2021年 4月 21日  

         会場：ZOOM 


