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平成 31 年度第 1回理事会資料 

 

日時：平成 31 年 4 月 6日（土）13：30～15：00 

場所：弘前市民会館 中会議室 

出席者：原、平川、藤嶋、小枝、上谷、澄川、笹原、算用子、小山内、秋元、西村、安原、

工藤、新谷、福士、加藤、佐々木 

書記：金谷、佐藤、森山 

 

【報告事項】 

1.会長報告 

3. 9 東北メディカル学院卒業式出席（祝辞） 

3.16 弘前医療福祉大学、短期大学部卒業式出席 

3.18 平成 30 年度青森県保健・医療・福祉総括ケアシステム推進協議会出席 

3.18 平成 30 年度第 1回青森県医療審議会出席 

3.28 青森県介護支援専門員協会理事会出席 

4. 3 弘前医療福祉大学、短期大学部入学式出席（祝辞） 

4. 4 東北メディカル学院入学式出席（祝辞） 

予定 

4.13～4.14 47 都道府県委員会 

4.21 青森県歯科衛生士会法人設立記念式典・記念講演出席 

 

 

2.各部局委員会報告 

＜事務局＞ 

[会員数（4月 3日現在）] 

正会員数合計 865 名（内、平成 30 度入会者 62 名） 

正会員所属施設数合計 181 施設   賛助会員数合計 9施設 

（内訳） 

ブロック名 正会員数 施設数 ブロック名 正会員数 施設数 

弘前ブロック 251 42 西北五ブロック 61 18

八戸ブロック 238 53 上十三ブロック 70 20

青森ブロック 218 39 下北ブロック 27 9

※会費未納者 2名→3/31 資格喪失 

 

[渉外活動（2月 28 日～4月 3日）] 

・委員等推薦： 
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依頼元 委員等名称 委員名 

三笠在宅介護支援センター 平川市地域支援事業「介護予防教室」 講師 平川裕一 

青森県健康福祉部長 青森県介護予防市町村支援委員会 委員 平川裕一 

中泊町長 平成 31 年地域介護予防活動支援事業 講師 平川裕一 

社会福祉法人 

平川市社会福祉協議会 

第 2 回平川市生活支援コーディネーター連絡会議 

委員 
平川裕一 

 

後援等： 

依頼元 後援内容 開催日 

NPO 法人 Reconnect 
NPO 法人 Reconnect 主催 

「第 88 回 KTSM セミナーin 青森(八戸)」の後援 
2019/7/27 

「食べる」をサポートする会青森 「第 83 回青森 KTSM 実技セミナー」の後援 2019/4/27 

 

[財務担当]  

3/13，3/27 決算審議会議 

[会計監査について]  

4/3：会計監査を受けた。 

[年度当初の会計処理について]  

・2019 年度活動費支給スケジュール 

 ～4/中：活動簿フォーム，金銭出納帳フォーム，旅費交通費領収証フォーム，会計マ

ニュアルをメールにて送信 

     活動費の約 80%を通帳へ入金 

・会費納入スケジュール  

4/3 ：口座振替予定者確定：802 名 

      振り込み予定者確定：63 名 

4/26：銀行振込納入期日 

5/7：口座振替日 

5/14：振替結果通知・入金（平成 30 年度実績：振替可能 750 名，振替不能 12 名） 

[平成 30 年度 厚労省 慢性疼痛診療体制構築モデル事業報告書の寄贈について] 

福島県立医科大学 疼痛医学講座 整形外科学講座より標記冊子が寄贈された。 

[平成 30 年度地域保健総合推進事業報告書の寄贈について] 

日本理学療法士協会、日本作業療法士協会より標記冊子が寄贈された。 

[平成 30 年度老人保健健康増進等事業「地域におけるリハビリテーションの活用促進を

目指した調査研究事業」報告書の寄贈について] 

日本リハビリテーション病院・施設協会より標記冊子が寄贈された。 

[作業療法絵本の寄贈について] 
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奈良県作業療法士会より標記冊子が寄贈された。 

 

＜学術部＞ 

１）機関誌発行事業 

①機関誌「青森県作業療法研究 第 27 巻第 1号」の発行 

巻頭言：原 長也 会長 

とびら：第 31 回青森県作業療法学会 三橋武信 学会長 

特集：精神現象（心）と認知機能（成田秀美） 

研究論文 1編，症例報告 4編 

 

＜教育部＞ 

特になし 

 

＜広報部＞ 

1)ホームページの管理・運営 

2/16-3/29 

更新情報：3件の情報をアップした。 

学会・研修会情報：10 件の情報をアップした。 

2)入会勧誘活動 

3/9 東北メディカル学院卒業予定の 25 名に入会勧誘実施 

3/15 頃弘前医療福祉大学卒業予定の 33 名に入会勧誘実施 

 

＜福利部＞ 

〇会員間交流事業 

八戸ブロックが平成 31 年 3 月 9日（土）に開催予定であったが、参加申し込み人数少数

のため実施せず。 

 

＜制度対策部＞ 

・日本作業療法士会 制度対策部 保険対策委員会からの情報を県士会員に提供した。 

 

＜規約委員会＞ 

 ・特になし 

 

＜倫理委員会＞ 

なし 
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＜選挙管理委員会＞ 

 

＜災害対策委員会＞ 

 第 1 回青森県災害リハビリテーション研修会開催（青い森 JRAT 主催） 

 日時：平成 31 年 3 月 17 日（日）10:00～12:00 

 会場：健康未来イノベーションセンター 

 参加者：33 名 

 

＜第 32 回青森県作業療法学会＞ 

第 10 回常任実行委員会を開催：平成 31 年 3 月 20 日（水）18:00～20:40  出席者 8名 

 内容）・プログラム、抄録集の作成 ・レイアウト、必要物品 ・各担当者より検討事項 

 

＜地域作業療法推進委員会＞ 

（１）地域リハビリテーション活動支援事業における会員の派遣または推薦 

・むつ市「個別地域ケア会議」 

 依頼元：むつ市福祉部高齢者福祉課地域包括支援センター 

 内 容：個別地域ケア会議での助言 

  推薦者：村上 成（介護老人保健施設ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰむつ）   2019 年 4 月 17 日 

                             2019 年 10 月 16 日 

                             2020 年 3 月 18 日 

  推薦者：金平優香（むつリハビリテーション病院）     2019 年 6 月 19 日 

                             2019 年 12 月 18 日 

  推薦者：村上 成（介護老人保健施設ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰむつ）   2019 年 8 月 21 日 

                             2020 年 2 月 19 日 

 

＜認知症の人の生活支援推進委員会＞ 

・6 月 15 日(土)に開催される『弘前ブロックの作業療法士を対象とした認知症サポーター

養成講座』を弘前ブロック認知症委員が準備している。 

 

＜特別支援教育関連参画推進委員会＞ 

・3月 3日委員会主催勉強会実施（八戸市 八戸ポータルミュージアムはっち） 

勉強会内容：委員会活動報告・症例検討    参加者 13 名 

・3月 3日委員会会議開催（八戸市 八戸ポータルミュージアムはっち） 

  参加委員 3名 
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3.各ブロック活動報告 

＜弘前ブロック＞ 

なし 

 

＜八戸ブロック＞ 

 特になし 

 

＜青森ブロック＞ 

平成 31 年 3 月 15 日（金） 県民福祉プラザ 

勉強会：「症例紹介」 

参加者：7名 

 

＜西北五ブロック＞ 

なし 

 

＜上十三ブロック＞ 

なし 

 

＜下北ブロック＞ 

 特にありません。 

 

 

4.その他 

 

 

【協議事項】 

1.2018 年度事業報告・決算報告について（事務局） 

(1)2018 年度事業報告について 

承認された 

 

 

(2)2018 年度決算報告について 

基金への繰り入れを 100 万円とする. 

承認された 
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2.2019 年度事業計画・当初予算について（事務局） 

(1)2019 年度事業計画について 

承認された 

 

 

(2)2019 年度当初予算について 

承認された 

 

 

3.2019 年度総会議案について（事務局） 

承認された 

 

 

4.災害対策委員会の職務内容について（災害対策委員会） 

承認された 

 


