
令和 2年度 第 13回 理事会議事録 

日時：令和 3 年 4 月 27 日（火）19：00～20：20 

場所：Web 会議、県士会事務所 

出席：（理事）小林(伸)、磯野、髙村、三科、小林(司）、

平賀、菊池、古屋、井村、大西、鈴木、有

泉、北山 

（部長）秋山、秩父、小林(泰) 

書記：秋山 

 

会員管理情報 

慶事 0 件 弔事 0 件 施設数 140   

会員数 899名（施設 836 名 自宅 63 名）                 

 

Ⅰ.審議事項（全４題） 

1.年度末監査（総会議案集）等について 

 (有泉事務局長) 

 口頭にて総会議案集を説明。 

質問・意見 

 髙村：来年度計画に山梨県臨床実習指導者協議会を追

加してもらいたい。会長、髙村会長、平賀理事が委

員になっている。 

 有泉：記載する。 

 小林：交流会（兼新人歓迎会）の記載はなくてよいか。 

 有泉：今年度は予定していないが追加し記載する。 

 結果：いくつかの細かな修正をして再度理事に確認し

てもらい、完成版とする。 

2. COVID-19対策委員会の常設委員会への移行について 

(有泉事務局長) 

  COVID-19 対策委員会について、本来であれば COVID-

19 が落ち着くことを前提に、「感染症対策委員」と名称

を変更し常設委員会とする予定だったが、COVID-19 の

収束の目途がつかないため、今年度までは COVID-19 対

策委員会という名称はそのままで常設委員会としたい。 

結果：案のとおり名称変更と常設委員会について了承。 

3．2021 年度 ダイハツ工業 健康安全運転講座について 

                （古屋社会局長） 

今年度は、講義（20 分～30 分程度）を中心に行い、

各回県士会員 3 名の動員を予定。 

 ダイハツ工業は、他団体との準備もあり 5 月上旬ま

でには返答が欲しいとのこと。 

日程、開催場所は 

6 月 8 日（火）甲府店、6 月 11 日（金）富士吉田店 

9 月 7 日（火）甲府店、9 月 15 日（水）富士吉田店 

質問・意見 

高村：感染状況を鑑みながら協力してほしい。 

 結果：感染状況を鑑み、感染が拡大しているようであ

れば協力ができない旨を伝え、協力する。 

        ダイハツ側の感染対策についても確認を行う。 

 4.学術誌編集部設立準備 GW の名称変更について 

（北山生涯学習局長） 

学術誌編集部設立準備 GWから学術誌編集部設立準備

委員会へ名称を変更し、委員長を帝京科学大学の相原

先生とする。 

結果：異論なし 

5.令和 3 年度訪問リハ・地域リーダー会議参加について 

  今年度参加者要件に変更があった。要件には地域リ

ーダーに加えて各士会の会長・副会長、もしくは、担

当理事となったため、士会からは 2 名の参加になる。

そのため小林が参加してよろしいか。 

結果：異論なし 

Ⅱ.報告事項 

1.各委員会等の報告 

①50 周年記念事業実行委員会より(三科実行委員長) 

 ・祝賀会、記念公演、記念式典について 

今年度上記事業を開催予定の関東甲信越に内容、祝

賀会の聞き取りをした。結果は以下のとおり。 

長野県理学療法士会 

1.記念公演：実施（オンライン）役員のみ会場集合 

2.記念式典：実施（オンラインで生配信予定。来賓は

県内関係者のみ。他はオンラインで参加

をお願いする予定） 

3.祝賀会…中止 

茨城県理学療法士会 

1.記念公演：実施（オンラインと会場集客） 

2.記念式典：実施（オンラインと会場集客、来賓会場

招待有） 

3.祝賀会：中止  

新潟県理学療法士会 

1.記念公演：実施（オンラインと会場集客） 

2.記念式典：実施（30 分程度。来賓会場招待有。オン

ラインで会員も見られるように進めております。） 

3.祝賀会：実施 

千葉県理学療法士会 

記念公演、記念式典、祝賀会ともに COVID-19 が落ち着

くまで延期。令和 3 年度中は開催しない。 

質問・意見 

磯野：現時点で考えると祝賀会は実施しない方向で決め

て、記念式典、記念講演をどうのように実施するかの

検討する方が現実味があるのではないか。 

また、祝賀会がなく、記念式典、記念講演でもオン

ライン形式など人を集めない場合に関して言うなら

ば、協賛金を集めるのも違和感があるので、協賛金を

やめて、記念式典、記念講演っていうところに企画自

体の内容を絞ってもよいと思う。 

平賀：コロナ禍では祝賀会はやめた方がよい。 

祝賀会を実施するメリットよりデメリットのほう

が大きいと感じるので祝賀会は中止の方がよいと感

じる。 

記念公演と記念式典に関しては、他県の士会と同様



にオンラインをベースに実施する方向性がいと思う。

会場集客については、人数制限した中で対面とオンラ

インの形がよい。 

協賛金については、金額を下げるなど工夫し集めて

もよいのではないか。また、50 周年であることを知っ

ていただける機会や士会の周知につながる。 

会長：祝賀会はなしの方向で、記念公演、記念式典とも

オンラインと会場集客で実施する方向。協賛金は金額

を下げて広報の目的で募集を検討してほしい。 

・記念公演の講師も選定について 

 先月の理事会で講師予定の田中正幸氏は主に OT が

関わっていたことが話しに挙がったが、委員では、リ

ハビリを通じて再起できたことなどを話してもらうこ

とでいかかでしょうか。 

質問・意見 

磯野：話しが進んでいるようなので、この方向で進め

てください。 

結果：協賛金については再度委員会で検討してもらう。 

   講師については田中氏で進めていく。 

2.部・局の報告 

①士会支部化の方針について 

（平賀士会支部設立推進局長） 

基本方針として考えたところで、中西部と富士東部

の 2 つの域特性を鑑みて進めていきたいと検討してい

る。特に研修会の参加が難しい施設や地域の方々もな

るべく参加できるような形で取り組んでいきたい。 

それと同時に参加者に貢献できなければいけないと

考えている。最終的には他都道府県士会の様子を参考

にして、各地域の活動や地域間での意見交換を主軸に

した方針で進めていきたい。 

今年度の前半の具体的作業として、部員の確保と各

地区に求められていることを調査する。さらに地域特

性に合わせた事業案を出していきたい。 

年度後半では、どのような実務が実現可能かという

ところを検討し 2022年 4月に活動開始に向けて進めた

い。ただ、士会を分断しないようにだけは細心の注意

を払いたい。支部によってのイベント格差があまり大

きくなり過ぎないように定期的な意見交換会などで確

認し進めていきたい。 

また、研修会に重きが向きやすいが他都道府県士会

を見ると、横の繋がりを目的とした研修会が多いので、

ただ研修会を開催するだけではなく、違った側面の取

組ができればと思っている。 

現時点の課題については、士会以外の団体との関係

が非常に多いので、まずは把握から進める必要がある。 

更にその他団体と共同事業開催で進めていけば理想

的である。 

また、休会や士会員でない人も参加できる形での取

り組みも視野に入れ進めていきたい。 

質問・意見 

磯野・髙村：ロードマップを作成していただいた方が

良いと思う。見える化することで皆さんの目に

も留まりやすく、目標になりやすい。 

結果：ロードマップを作成し後日理事会で報告する。 

②スポーツ PT 部の活動報告（古屋社会局長） 

・スポーツ理学療法部活動について 

部内研修会は 4/20 から zoom で開催、今後 2 回/月

程度で継続予定。チーム活動は本年度 4 月時点で 8チ

ームから依頼あり対応していく。 

・国際シニアテニス大会の対応依頼について 

対応部員不足で断った。職場の許可が下りず活動で

きない部員が多く対応困難が続いている。部員減に加

えコロナ感染症の影響で活動可能部員も少ない。今後

の依頼は部員数に合わせて検討。併せて部員の募集も

検討していく。 

・関東甲信越ブロック協議会スポーツ関連事業検討委

員会 

 4/16（金）18:30-20:00 zoom 情報交換（オリパラ、

各都県士会活動）関東甲信越ブロック委員長、副委

員長他、各都県士会スポーツ担当者 12 名 

③第 20 回地域理学療法研修会実施報告 

（鈴木福祉厚生局長） 

 テーマ「コロナ禍により低下した生活能力を高めるた

めに～通所リハビリテーションの事例より～ 

対 象 者：山梨県理学療法士会会員 

実施日時：令和 3 年 3 月 26 日（金） 

18 時 30 分～20 時 30 分 

場  所：Zoom によるオンライン研修（ライブ配信） 

講  師：石和共立病院 柴田 佳介先生 

参加者：事前参加登録 15 名中 13 名が参加 

（途中退席者 3 名） 

Ⅲ．事務管理局から 

①今後の予定： 

・年度末監査 5 月 14 日（金）、19：00～事務所 

  三役、監事、財務等最少人数で開催 

・令和 2年度第 14回理事会、監査報告 5月 25日（火） 

19：00～ オンライン 

・令和 3 年度定期総会 6 月 14 日（月）19：00～ 

 オンライン ＊zoom ウェビナーにて配信予定 

・令和 3 年度第 1 回理事会（拡大理事会）  

6 月 22 日または 29 日 19：00～ オンライン 

 部長、委員長、各事業担当者全員が参加対象。 

Zoom招待状は担当局長等から対象者に転送願います。 

②来年度予算について、 

請求のあった金額は確保した。 

③メール配信について（R2、10/1 配信開始） 

 登録者数：4/24 現在 584 名（重複あり） 

 メール配信数 30 件 

 メールアドレス登録について、再度声掛けをお願い

する。 



 新入会員については、会員番号の入力が必須なので

会員番号が発行されないと登録できない。 

 

Ⅳ.小林会長より 

7 月 4 日には合同学会、10 月 23 日には 50 周年記念事

業があります。皆さんには 1 年よろしくお願いいたしま

す。 

 

Ⅴ．次回の理事会日程について 

日時 令和 3 年 5月 25 日（火）19：00～ 

場所 Web 会議 

連絡 5 月 21 日（金）までに審議事項および資料を

事務管理局（有泉理事）へ提出する。 

議題がない場合でも事務管理局へ連絡する。 

 

 


