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第 12 回 一般社団法人栃木県作業療法士会総会議事録 

 

日 時：令和 3 年 5 月 22 日（土） 10:00〜11:30 

場 所：書面決議及びオンライン 

参 加：会長    仲田 和恵 

    副会長   横山 奈美 

    理事    坂田 尚昭 

    理事    松川 勇	

    理事    高村 直裕	

    理事    和久井 千夏子	

    理事    渡邉 真一 

    理事    有馬 正人 

    理事    岩瀬 直樹 

    監事    松崎 昭治郎 

    監事    黒渕 永寿 

    顧問    根本 路子 

 

司会      事務局長 坂田 尚昭 

１．定足数報告  事務局長 坂田 尚昭 

  会員総数   717 名（令和 3 年 3 月 31 日時点） 

  定足会員数は構成員の過半数（359 名） 

  会員数    582 名（当日出席者 12 名、有効議決権行使書 570 名） 

  定款 第 4 章 第 25 条および第 27 条の定めにより定足数充足につき総会成立を宣言 

 

２．開会    副会長 横山 奈美 

 

３．会長挨拶  会長  仲田 和恵 

 

４．議長選出 

  （会場より立候補および推薦がなく理事会推薦が承認された） 

  議長：水野 智規（新上三川病院） 

 

５．書記任命 

  （会場より立候補および推薦がなく議長一任が承認された） 

  書記：岡田 唯（自治医科大学附属病院） 

     井澤 雅子（曙訪問看護ステーション） 

  議事録署名人任命 

  （会場より立候補および推薦がなく議長一任が承認された） 
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  議事録署名人：横山 奈美（JCHO うつのみや病院） 

         渡邉 真一（白澤病院） 

６．議事 

 （1）第 1 号議案 「令和二年度事業報告」 

    各部理事、各委員会委員長より令和二年度事業報告が行われた。 

    事業報告 総会資料（2 頁〜８頁） 

    総会質疑 特になし 

    第 1 号議案「令和二年度事業報告」は賛成 570 名、反対０名で承認された。 

 

 （2）第 2 号議案 「令和二年度収支決算報告」 

    財務部小島理事より令和二年度収支決算報告が行われた。 

    松崎監事、黒渕監事より会計監査報告が行われた。 

    収支決算報告 総会資料（９頁） 

    総会質疑 特になし 

    第 2 号議案「令和二年度収支決算報告」は賛成 570 名、反対０名で承認された。 

 

（3）第 3 号議案 「令和三年度事業計画案」 

    各部理事、各委員会委員長より令和三年度事業計画案が行われた。 

    事業計画案 総会資料（10 頁から 14 頁） 

    総会質疑 特になし 

    第 3 号議案「令和三年度事業計画案」は賛成 570 名、反対０名で承認された。 

 

 （4）第 4 号議案 「令和三年度収支予算案」 

    財務部小島理事より令和三年度収支予算案が行われた。 

    収支予算案 総会資料（15 頁） 

    総会質疑 特になし 

    第 4 号議案「令和三年度収支決算報告」は賛成 570 名、反対０名で承認された。 

 

 （５）第５号議案 「選挙報告ならびに役員選出」 

    令和２年度任期満了に伴う選挙実施の報告が選挙管理委員長より行われた。 

    理事の立候補について、令和３年２月 13 日公布３月 16 日締め切り時点で立候補がなかった

ため、理事会案（総会資料 16頁）による選任を議長から提案し下記の者を挙げ可否を諮った。 

    総会質疑 特になし 

    第５号議案「選挙報告ならびに役員選出」は賛成 570 名、反対０名で承認された。 

 

    理事 ： 会 長   仲田 和恵 （上都賀総合病院 精神科デイケア） 

理事 ： 副会長   谷口 敬道 （国際医療福祉大学） 

理事 ： 副会長   横山 奈美 （JCHO うつのみや病院） 
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理事 ： 事務局   坂田 尚昭 （新上三川病院） 

理事 ： 総務部   友利 海邦 （新上三川病院） 

理事 ： 会員管理部 板倉 未来 （緑の屋根診療所） 

理事 ： 財務部   松川 勇  （足利赤十字病院） 

理事 ： 学術部   須藤 智宏  （小山富士見台病院） 

理事 ： 広報部   高村 直裕  （国際医療福祉大学） 

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

理事 ： 事業部   山口   理貴   （一般社団法人 Bridge） 

理事 ： 教育部   渡邉 真一  （白澤病院） 

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

理事 ： 委員会担当  岩瀬 直樹 （第２宇都宮リハビリテーション病院） 

監事  ： 松崎 昭治郎 （氏家病院） 

監事  ： 黒渕 永寿   （自治医科大学附属病院） 

 なお、被選任者はその就任を承諾した。 

 

 （６）第６号議案 「定款変更に承認を求める件」 

    定款の変更についての報告が仲田会長より行われた。総会資料 （18 頁） 

    賛成 569 名 、 反対１名で承認された。 

  

 ７．議長の解任  

   議長よりすべての議事終了が告げられ、議長の解任が宣言された。 

 

 ８．その他 

   坂田事務局長より、今回作成の議事録について、総会終了後、会員１部ではなく施設１部で送付 

し、必要な方はホームページより印刷していただくよう説明があった。 

    

 ９．総会閉会の辞  副会長   横山 奈美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本議事録の記載に相違ないことを認め、署名捺印する
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一般社団法人栃木県作業療法士会  第 12回総会
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