
令和２年度事業報告

事業計画で予定し、新型コロナの影響で中止したものは取消線で記載した

Ⅰ．会員に関する報告
令和元年度会員数は１５９５名で、令和２年度会員数は１６１６名であり、

１年間で２１名（１．３％）増加している。（各年度の年会費入金者数）

Ⅱ．「令和２年度当会事業」に関する概要報告
以下、本会の定款に定められた「事業」について、令和２年度に行った活動の

概要を報告する。

１．作業療法の学会、研修会、講習会の開催
(１)学会の開催（第２６回学会実行委員会）
新型コロナウイルスの影響により第２６回広島県作業療法学会をWEB実施した

(２)研修会・講習会の開催（学術部・教育部・事業部・保険部）
年間○○回の研修会を開催した。受講者数延べ○○名

２．作業療法に関する刊行物，会誌の発行
(１)県士会報の発行 No229,230,231,232,233,234号の計６回発行（広報部）
(２)広島県作業療法士会学術活動記録集（学術部・教育部・第24回学会実行委）
３．地方公共団体等の行う保健，福祉事業への協力
(１)地方公共団体等の各種諮問委員会への会代表者派遣（計○○件）
(２)地方公共団体の介護保険・自立支援審査委員会等へ委員推薦（計○件）
(３)市町主催健康づくり事業にて、生活いきいきﾁｪｯｸｺｰﾅーを実施（計○回）
４．作業療法の普及啓発
(１)インターネット上にホームページ掲載（広報部）
(２)作業療法士養成校受験希望者への施設見学を実施（広報部）
５．関係団体との提携交流
(１)研修会・行事等の後援（計○件）
(２)県内関係団体との交流拡大をめざし、当会の会報を発送(計８０団体)
(３)県内関係団体との交流拡大をめざし、関係団体の行事へ出席（計○件）

Ⅲ．令和２年度各部局・委員会事業報告

管理部門
１．事務局 事務局長 川原 薫
(１)総会を令和２年６月１４日（日）に開催した
(２)理事会を年７回開催した（下記は主要議題）
第１回理事会 令和２年４月１２日（日）
主要議題 １．令和２年度総会議案書の理事会承認

２．新型コロナウイルスの影響に伴う各部事業の在り方
第２回理事会 令和２年６月１４日（日）
主要議題 １．総会を受けて

２．これからの主催研修会の在り方
第３回理事会 令和２年７月１９日（日）
主要議題 １．関係他団体表彰への会員推薦

２．ＷＥＢ会議での通信費費用弁償
第４回理事会 令和２年９月１３日（日）
主要議題 １．２６回学会の開催形式

２．自動車学校との情報提供書の在り方
第５回理事会 令和２年１１月１日（日）
主要議題 １．令和３年度事業計画・予算の骨子

２．各部局からの収支決算報告の頻度
第６回理事会 令和３年１月１７日（日）
主要議題 １．令和３年度事業計画・予算の審議および承認

２．令和３年度総会の開催日時
第７回理事会 令和３年３月２１日（日）
主要議題 １．広報部作業療法広報事業の検討

２．第２８回広島県作業療法学会学会長の推薦
(３)関係団体との交流（詳細は別紙後援等一覧）
(４)当会主催行事への傷害保険の加入および法人訴訟に備えた賠償責任保険加入



(５)令和２年度会員名簿の発行及び整備
(６)令和２年度６月総会議案書の作成
(７)求人・求職に関する情報提供（会報・ホームページ・メールニュースにて）
(８)会員向け電子メールニュースを配信（原則毎週金曜 計２９回配信）
(９)日本ＯＴ協会会員管理システムの運用

２．財務部 財務部長 黒瀬 博子
(１)令和２年度の予算に基づく収支管理
(２)令和３年度収支予算編成
(３)会計帳簿の作成及び管理
(４)会費納入の促進（ゆうちょ銀行・広島銀行からの自動引落実施）
(５)年会費自動引落推進のため、該当制度利用者へ主催事業参加チケットを配布
(６)税理士へ委託し、財務処理方法の確認・相談

事業部門
３．広報部 広報部長 河本 敦史
(１)会報の作成と発行（年６回偶数月２８日に発行）
(２)ホームページ・フェイスブック等の管理・運営
(３)作業療法養成校受験希望者のOT見学を中止
(４)高等学校において作業療法啓発講演を実施（11/5廿日市西高等学校）
(５)当会のパンフレットや「花の種」を会員及び関連団体へ配布
(６)フラワーフェスティバル中止に伴い「ひろば出展」は中止
(７)広島県内においてバス広告企画を開始

４．福利部 福利部長 山本恵理子
(１)親睦事業の企画と実施
①カープ懇親会 （４/29）マツダスタジアム
②スポーツ宿泊懇親会（10/３）杉の泊ＨＦｻｯｶｰ場
③４地区懇親会

(２)総会・県学会での軽食懇親会
①総会懇親会 （６/14）
②県学会懇親会 （１/24）

(３)儀礼交際規定に基づき、祝電・弔電発信０件
(４)総会・学会託児コーナー開設
(５)会員の福利厚生に対するニーズの把握と事業の検討

５．学術部 学術部長 國貞 将志
(１)学術部講演会はコロナウイルスの影響により中止
(２)地区別研修会（詳細は別項に記載）
①備北地区 ：コロナ禍における医療・介護の問題点と第２波に備えての連携
②東部地区 ：後輩育成について
③中南部地区：臨床で作業療法士が注意すべき循環器疾患の知識
④西部地区 ：対象者の行動変容と習慣化の支援を促進するための知識と技術

(３)現職者共通研修：事例検討・事例報告をＷＥＢで企画運営
(４)学術活動記録集（2019）を発行した。

６．教育部 教育部長 山根 伸吾
(１)現職者選択研修会（詳細は別項に記載）
①発達障害領域研修会１回実施 ②ＭＴＤＬＰ研修会１回実施

(２)現職者共通研修会 ４テーマを実施（詳細は別項に記載）
①作業療法生涯教育概論 ②保健・医療・福祉と地域支援
③実践のための作業療法研究 ④日本と世界の作業療法の動向
⑤作業療法における協業・後輩育成 ⑥職業倫理
⑦作業療法の可能性 ⑧事例報告と事例研究

(３)ＭＴＤＬＰ部門
①事例発表会２回

(４)臨床実習指導者講習会部門
①臨床実習指導者講習会を２回開催（１回は前年度延期分の振替）

(５)生涯教育制度に関する手続きと管理・案内の実施、推進担当者会議に出席
(６)研修会記録物の管理及び学術資料の収集



７．社会貢献部 社会貢献部長 合田 健太
(１)自治体等の要請に応じ、委員会・健康まつり等に会員を派遣（詳細は別項）
(２)他団体と連携した社会貢献活動を実施（詳細は別項）
(３)日本作業療法士協会等、関係団体の委員会・研修会への会員の出席
(４)作業療法の知識、技術を活かし行える事業の検討
(５)地域包括ケア担当
①地域包括ケア推進研修の企画・実施（詳細は別項）
②行政・他専門職会等との連携によるネットワーク構築および会員派遣調整
③地域リハビリテーション事業に関する啓発、実施状況の把握とシステム検討

(６)災害支援担当
①災害支援の方法や教育について研修会を企画・実施
②JRAT広島との連携
③災害時の対応に向けての啓発、状況把握

(７)認知症作業療法研修担当
①認知症生活行為支援指導者研修の実施（UD・ABCDEF・実1）（詳細は別項）
②認知症関連機関、関連団体との連携によるネットワーク構築および会員派遣
③認知症作業療法の推進にむけての啓発、実施状況の把握とシステムの検討

８．事業部 事業部長 矢田かおり
(１)自動車運転支援（高次脳）担当
①高次脳機能障害者の自動車運転支援に関する情報共有
②広島県警・自動車学校協会との定期的作業部会に参加
③県警・自動車学校協会と高次脳機能障害者の自動車運転に関する研修会開催
④広島県指定自動車学校との連携書式の作成及び試行

(２)就労支援担当
①就労支援に関する情報の集約と他団体との連携構築
②就労支援施設の見学と作業療法士の役割の検討および研修会の開催
③就労支援に関する会員からの相談・問い合わせに対応

(３)特別支援教育担当
①発達支援に関する講演会の開催
②発達障害専門家会議への参加

(４)司法領域担当
①刑務所支援に関する講演会の開催
②刑務所支援への派遣調整

(５)中国地区ブロックリーダー養成研修会（開催予定県：岡山）

９．保険部 保険部長 高本 晃司
(１)診療報酬担当
①社会保険に関する研修会の企画と実施（年１回）
②診療報酬に関する情報の収集と提供

(２)介護保険担当
①訪問リハビリテーション実務者研修会の実施（共催：詳細は別頁）
②市町からの介護保険等審査会委員推薦依頼に対応（詳細は別頁）
③「介護の日フェスタin広島」への参画

(３)機器対策担当
①会員への福祉用具についての情報提供
②福祉用具支援システムの広報活動
③クライアントにとって有用な機器開発への貢献

委員会報告

１０．規約検討委員会 規約検討委員長 玉井 和江
各種規定の見直しを行った

１１．選挙管理委員会 選挙管理委員長 長尾 真伸
(１)令和３・４年度役員選挙の公示

１２．第２６回学会実行委員会 第２６回学会長 矢田かおり
(１)新型コロナの影響によりＷＥＢにて開催した。参加者６３名、演題１６題

１３．第２７回学会実行委員会 第２７回学会長 小澤 恭子
(１)２７回学会の準備を開始した



令和２年度 地方自治体の委員会・関係団体の役員等への会代表者就任名簿

主 催 組 織 委 員 会 名 役職名 代 表 者

広島県 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職派遣等調整会議 委 員 高木 節

広島県 地域包括ケア強化推進検討委員会 委 員 高木 節

広島県 短期集中ｻｰﾋﾞｽ実践ﾏﾆｭｱﾙ作成会議 委 員 高木 節

福山市 介護予防ケアマネジメント懇談会 委 員 佐近 隆二

県地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ 県地域包括ｹｱ推進ｾﾝﾀｰ運営協議会 委 員 高木 節

県地域包括協議会 自立支援多職種ﾈｯﾄﾜｰｸ推進会議 委 員 高木 節

安佐地区地対協 在宅医療・介護連携推進委員会 委 員 矢田かおり

県社会福祉士会 若年性認知症支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 委 員 合田 健太

広島県看護協会 在宅医療人材確保推進事業検討委 委 員 高木 節

広島県地域保健対策協議会 理 事 高木 節

２１世紀、県民の健康とくらしを考える会 役 員 高木 節

広島県精神保健福祉協会 理 事 高木 節

ＪＲＡＴ広島 副代表 高木 節

ＮＳＴを本音で語る会 世話人 高木 節

日本ＯＴ協会 生涯教育制度推進委員 委 員 山﨑 隆二

日本ＯＴ協会 生活行為向上マネジメント推進委員 委 員 富永 雅子

令和２年度 認定審査会等委員推薦一覧

開催日 主 催 者 事 業 名 種別 派遣等会員

２年度 広島市健康福祉局 介護認定審査会委員 推薦 ９名推薦

花岡 秀明・木村 綾 ・山川 志保・有坂 尚子
草野 賢士・松永 吉史・高原 典子・竹原 佑輔・田中 貴史

２年度 三次市 介護認定審査会委員 推薦 高本 晃司

２年度 福山市 障害支援区分認定審査会委員 推薦 佐近 隆二

２年度 福山市 自立支援型地域ｹｱ会議助言者 推薦 三田 隆之

２年度 竹原市 地域包括支援センター 委員 推薦 潮 泰典

２年度 三原市 障害支援区分認定審査会委員 推薦 西上 忠臣

呉市 障害支援区分認定審査会委員 推薦 ３名推薦
２年度

玉井 和江・山路 博文・池西喜久代

岩国刑務所 女子施設地域連携事業 推薦 ３名推薦
２年度

川原 薫 ・佐藤 佳子・奈良 素子



令和２年度市町村主催「健康まつり等支援」事業一覧（社会貢献部）

開催 市町村 行 事 名 派遣会員数

９/27 竹原市 竹原ふくし健康まつり ２名

11/８ 東広島市 東広島福祉まつり １名

令和２年度関係団体主催｢健康作り事業等支援｣事業一覧（社会貢献部）

開催 主催 行 事 名 派遣会員数

年18回 認知症家族の会 陽だまりの会(広島・福山・西部) ２５名

年５回 広島市西区 オレンジャーひろば(認知症ｶﾌｪ) ５名

９／25 生協ひろしま 生協ひろしまＧＥＮＫＩ体操 ２名

２／７ 広島県薬剤師会 健康サポート薬局研修 ２名

令和２年度 後援事業一覧（後援承諾後、中止となった事業は取消線で記載）

主 催 者 事 業 名

広島県看護協会 令和２年度看護の日広島県大会

認知症の人と家族の会広島県支部 第３９回記念大会

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ広島実行委 ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2020広島(尾道)

発達障害各分野専門家会議 発達障害専門家会議第5・6回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

日本プライマリ・ケア連合学会 第１１回学術大会

広島県精神保健福祉協会 創立５０周年記念大会

NPO 福山シンフォニーオーケストラ STOP!ｺﾛﾅｸﾗｽﾀｰ 介護を守り医療を守る

広島県臨床工学技師会 第１４回広島人工呼吸療法セミナー
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