
 

令和３年度 

一般社団法人 沖縄県作業療法士会 総会 

議 案 書 
 

期 日：令和３年 6月 26 日（土）  １９時００分 

会 場：ZOOM 開催 

（沖縄県総合福祉センター  小規模団体室） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

一般社団法人沖縄県作業療法士会事務局 
沖縄県総合福祉センター 西棟 2階 小規模団体室内 

〒903-0804  那覇市首里石嶺町 4-373-1 
TEL・FAX ０９８－９８８－３７１１ 

 

 

 

総 会 式 次 第 

 

１．開会のことば 

 

２．会長挨拶 

 

３．議長団選出 

 

４．定足数報告 

 

５．書記任命 

 

６．議事登録署名人任命 

 

７．議案 

第１号議案 令和２年度事業報告 

第２号議案 令和２年度決算報告 

第３号議案 令和３年度事業計画 

第４号議案 令和３年度予算案 

第５号議案 監事改選 

その他 

 

８．議長団解任 

 

９．閉会のことば 
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会長 挨拶 
 

新型コロナ感染症（COVID-19）の世界的流⾏により、県⺠⽣活のあり⽅も⼤きく変化し、新
しい⽣活様式の適応が求められている。 
コロナ禍で停滞していた市町村事業への⽀援を継続・強化し地域包括ケアシステムの構築と

実践を推し進めます。また ICT を活⽤し、離島の会員や、家庭に⼊った会員の交流や研修、学
会参加の機会を増やし地域で求められる⼈材育成と資質向上を図って⾏きます。 
具体的には下記に⽰した 2021 年度重点活動項⽬である「３つの⼤きな⽬標」をさらに推し進

めます。 
県や市町村⾏政、他団体と協⼒しこころや⾝体に障がいを持っていても本⼈らしくいきいき

と暮らせる社会の実現に向け共に歩んで⾏きましょう。 
 

 

⼀般社団法⼈ 沖縄県作業療法⼠会 
2021 年度 重点活動項⽬ 

 
コロナ禍における地域包括ケアシステムの構築・推進と ICT を活⽤した資質向上と体制整備 

 
１． 地域包括ケアシステム構築に向けた取組み 

１） 認知症、⼦ども⽀援、就労⽀援、⾃動⾞運転再開⽀援などの取組みを進める 
２） 地域包括ケアシステムの構築に向けた県・市町村⾏政との連携を深める 
３） 沖縄県リハビリテーション専⾨職協会などの他団体との連携を深める 

 
２． 会員資質向上に向けた取組み 

１） ICT を活⽤した研修会、学会企画・運営を⽀部活動とリンクし広く展開する 
２） ⽣涯教育制度や臨床実習指導者講習会の運営を通して県内作業療法⼠の資質向上 
３） 卒前教育のあり⽅や会員数確保などの課題に取り組める県内養成校との連携強化 

 
３． 組織強化  

１） 事務機能の強化を進め、事務員 2名体制の維持 
２） ⽇本作業療法⼠協会と連携し「⼠会員＝協会員」への道筋を⽰す 
３） 地域課題を共有しネットワークを構築するための⽀部運営⽀援 

 

 

会長 比嘉 靖 
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【第１号議案 令和２年度事業報告 】 
事務局 
総務部                                 担当理事：宮城哲哉 

【士会運営班】 

1. 令和２年度 一般社団法人沖縄県作業療法士会総会の開催 

令和２年 6 月２７日（土） 沖縄県総合福祉センター（コロナ禍の為出席自粛を依頼） 

会員総数：７５４名 出席会員：515 名(本人出席：３名 委任状出席：５１２名) 

2. 三役会議（臨時を含）の開催（９月以降対面会議ではなく ZOOM 利用） 

4/14、5/12、6/9、6/16、6/30、8/14、9/8、10/20、11/10、12/8、1/14、2/9、3/12 

3. 定期理事会（臨時を含む）の開催（9 月以降対面会議ではなく ZOOM 利用） 

5/19、7/７、9/15、11/17、1/19、2/16、3/16 

 

（渉外活動） 

１．県外開催会議等の参加・派遣 

１） ４７都道府県委員会           (比嘉靖：県立南部医療センター、他理事） 

２） 九州作業療法士会長会士会長会議      (比嘉靖：県立南部医療センター） 

３） 九州作業療法士会長会事務局長会議    (三枝秀平：オリブ山病院) 

４） 九州作業療法士会長会合同研修会運営委員 (大城圭：琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院) 

５） 日本作業療法士協会代議員               (比嘉靖：県立北部病院、儀間智：琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院、 

吉岡美和：沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉学院、目取真恵子：新垣病院) 

２．県内開催会議等の参加・派遣 

１） 沖縄県介護実習・普及センター運営委員会運営委員(金城知子：おもと会本部) 

２） 沖縄県介護実習・普及センター運営委員会福祉用具専門部会部員(城間えりか：友愛医療センター) 

３） 浦添市障害者介護給付費等審査会委員（高良真奈美：宜野湾記念病院、西村正彦：琉球大学医学部) 

４） 第 37回国民文化祭及び第 22回全国障害者芸術・文化祭実行委員会(比嘉靖：県立南部医療センター） 

５） 芸術・文化講座開催等事業運営委員会       （宮城哲哉：沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院） 

 

３．那覇市介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービスCへの派遣 

(宇田薫：おもと会、末吉珠代：大浜第一病院訪問リハビリテーションセンター、 

 上前奨伍：大浜第一病院、千葉朋彦：自宅、三枝秀平：オリブ山病院） 

【人材運営班】 

1. 協会員と県士会員の整理（20２１年５月末現在） 

 日本作業療法士協会会員（県内登録）１３４８名 

 沖縄県作業療法士会員       ７４２名 

 ※改姓、所属先変更等、協会会員情報登録の促しを行った。引き続き作業を進める。 

  ※協会会員ポータルサイトの活用を士会員へ促していく 

※日本作業療法士協会の「協会員＝士会員」実現に向けての工程表（案）より、2022 年 4 月 1 日より完全履

行するスケージュールに沿っていく。 

2. 人材バンクの管理・拡大 

 教育学術局、地域社会局との連携を強化。 

 

広報事業部                                  担当理事：大見謝勝人 

1. 事業部会(ミーティング)開催 

１０月１４日 リモート会議。（理事、部長、副部長） 

11 月～令和 3 年 3 月まで各自 OTカレンダー写真撮影、編集など。 

2. 県民健康フェア（主催：沖縄県医療保健連合） ＊コロナで中止。 

3. 作業療法フェア  ＊コロナで中止 

4. 作業療法カレンダーの作成  Ａ２サイズ  200 部 

令和３年４月２８日、OTカレンダー発送作業。 

場所：沖縄県福祉センター 作業人数：６名。 

5. 令和元年度 芸術・文化講座開催等事業（沖縄県受託事業） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為「ふれあいコンサート」と「こころの芸術･文化フェスティバル」の中 

止。毎年、300点余の応募があるが、今年度はコロナ禍にも関わらず 182点の応募があった。オールカラ

ーの立派な作品集作成に事業内容を変更して開催した。 

 

 

 



 3 

財務部                                  担当理事：山城峻 

2020 年度は新入会員 38 名、会費納入率は 94.0％（698 名／742 名）となりました。 

昨年度は COVID-19感染拡大に伴い、新入会員むけオリエンテーションの開催を見送りました。 

また、日本作業療法士協会の基準に準じて支払われていました県士会主催講習会の講師謝礼について、改めて沖

縄県作業療法士会の講師謝礼規定の作成を始めています。 

 

１．令和２年度予算に基づく収支管理・決算処理 

２．令和３年度収支予算編成 

３．県士会費の徴収、管理 

４．県士会費未納者に対する納入促進 

５．会計事務所との打ち合わせ業務 

６．源泉徴収納税 

７．支払調書発行 

８．新入会員オリエンテーションでの入会手続き作業 

2020 年 5 月 16 日開催予定→COVID-19感染拡大のため見送り 

９．養成校での県士会入会案内 

2021 年 3 月 2 日 沖縄リハビリテーション福祉学院（会長、担当理事） 

   2021 年 3 月 10 日 琉球リハビリテーション学院（大城圭理事、学院教員） 

１０．沖縄県作業療法士会講師謝礼規定の作成 

 

地域社会局 
精神・認知症施策推進部                           担当理事：目取真恵子 

 昨年度までの「介護保険対策部」の事業を引き継ぎ認知症施策について、加えて 

精神部門の施策について対応を実施していく部門として活動を開始した。 

 今年度は、新たな部門運営を開始することになったが、COVID-19 の影響もあり引き継ぐ事業が在る認知症

部門運営スタッフ（部長・部員）から募り活動を開始した。 

活動内容としては、引き継ぐ事業内容と今後の方向性を確認する作業を行った。  

精神部門に関しては、運営スタッフも決まっていないため次年度で整備、活動を開始したい。 

 

【認知症施策】 

① 認知症作業療法評価研修会実施に向けて 

＊2019 年度内に対面・OT 学会・オンライン研修と 3 度のタイミングでの実施を計画したが COVID-19

禍で実施できなかった。 

村島 OTR を講師に研修会を検討してほしいとの声が多くあがっていると部員からの意見もあり 2021 年度

へ持ち越し検討する 

② 認知症定期勉強会について 

＊認知症を対象に関わっているOTRは、医療・福祉と多岐にわたる。それぞれの立場で学びたいことや困っ

ていることがあるのではないか。分野を超えて学ぶ・繋がる場所を提供できないか。実施方法、内容について

は、次年度に検討。 

③認知症の人と家族の会などの家族介護教室での講話 

  ＊COVID-19 の影響下で実施なかったため、次年度へ持ち越す。 

  部長・部員が今年度で入れ替わったこともあり、家族会との顔つなぎも出来ていないため COVID-19 の状

況をみて次年度は早めにつながりを持っていきたい。 

 

地域推進部                             担当理事：知花朋也、末吉珠代 

2020 年度から地域推進部が発足された。当初は地域包括ケアシステム関連や介護保険分野（入所・通所・訪

問）等における講習会や研修会の企画開催、また同分野内での情報交換や意見交換、他分野との連携の為にイベ

ント等を企画する予定であったが、COVID-19 の感染拡大によりほぼ開催することができなかった。 

情報交換会としては、那覇支部運営部と共同で、日本日本作業療法士協会「地域包括ケアシステム推進委員会」

の事業に則り、オンラインにて、情報交換会として研修会を開催している。 

今年度から日本作業療法士協会の事業の一つである生活行為工夫情報モデル事業に参加し、現在はwebを活

用して本島内だけでなく離島の会員からも協力を得ながら事業を進めている。 

  

【地域推進部ミーティング】 

日時：令和 3 年 1 月 14 日（木）19：00～19：30  場所：Zoom   出席者：６名 
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【地域包括ケアシステム関連研修会】 

 「地域支援事業で OTが活躍できること」 

 日時；2020.3.27 オンライン研修（OT限定にて開催） 

講師；浦添市役所  村山邦子  氏（OT） 

宜野湾市役所 吉村寿香子 氏（OT） 

    クリニック安里訪問リハ 末吉珠代 OT 

 

【生活行為工夫情報モデル事業】 

第１回運営会議 

日時：2020 年 10 月 21 日（水）19：00～21：00  場所：WANSTYLE   参加者：４名  

第 2回運営会議 

日時：2020 年 11 月 19 日（木）18：00～18：40  場所：Zoom          参加者：４名  

第３回運営会議 

日時：2020 年 12 月 22 日（火）18：00～19：00  場所：Zoom          参加者：３名 

第４回運営会議 

日時：2021 年 3 月 8 日（月）19：30～21：00  場所：Zoom             参加者：３名 

第５回運営会議 

日時：2021 年４月５日（月）19：30～20：30  場所：Zoom              参加者：３名 

※協力委員会議 

日時：2021 年２月５日（金）19：00～20：30  場所：Zoom 

参加者：運営委員３名、協力委員７名 

 

【今後の方針】 

 継続的に実施できている「生活行為工夫情報モデル事業」を推進していくことに加え、 

地域包括ケアシステムの人材育成、現在、地域支援事業に携わっているOTのステップアップ研修や情報交換会

の開催、地域共生社会へ向けて、小児や障碍者分野・認知症施策などとの連携が必要であるため、地域社会局内

での協働での情報交換会を開催していきたいと考えている。 

 

子ども支援部                            担当理事：大城由美子、久貝直美 

部  員：玉榮鮎美（沖縄南部療育医療センター）、比嘉昌吾（沖縄中部療育医療センター） 

１． 訪問に関するマニュアル作成。→COVID-19 の影響による活動の未実施 

 

２．特別支援教育に関する研修会開催 →COVID-19 の影響により未実施 

 

障害福祉対策部                             担当理事：仲地宗幸、平山陽介 

 令和 2 年度は新型コロナウイルスの流行の為に様々な活動が制限されただけに留まらず、多くの会員が現場

での混乱に対応する事を強いられ、非常に精神的負荷も多い一年であった。前半は全く活動できなかったが、後

半になりオンラインでの研修実施方法を模索し始め、どうにか沖縄県からの委託事業であるピアサポーター養成

研修も実施することができた。さらに年度末には、就労支援についてと移動についての研修を実施し、県内外か

ら多くの参加者を迎えることができた。最終的には、コロナ禍だからこそできる研修の在り方にたどり着き、従

来の対面式では参加が難しかった子育て世代の会員へも最新の情報を届けることができた。 引き続き令和 3

年度もオンライン研修の可能性を模索していきたい。 

 
1. 沖縄県精神障害者地域移行・地域定着支援事業「ピアサポーター養成研修」 

講師：増川ねてる、坂本将吏（NPO 法人はじめました） 

実施方法：オンライン    延べ参加人数：93 名 

平日コース：実施日：12 月 17 日(木)〜18 日（金）２日間   参加人数 22 名(延べ 43 名) 

土日コース：実施日：12 月 19 日(土)〜20 日（日）２日間   参加人数 10 名（延べ 20 名） 

フォローアップ研修：実施日：1 月 27 日（月)         参加人数 30 名 

 

2. 沖縄県精神障害者地域移行・地域定着支援事業 

ピアサポート活用事業 実施 2回  

浦添市自立支援協議会 住まい・地域移行支援部会 ピア交流会へ派遣 

 

3. 就労支援研修会    

テーマ：身障×精神 みんなで就労支援 —今の現場で、できること— 

講師：福澤至 社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター障害者施設にじ  

金川善衛 医療法人 清風会 茨木病院 就労移行支援事業所オンワーク 
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施日：3 月 2 日   実施方法：オンライン  参加人数：80 名 

 

4. 移動を考える会研修会   

テーマ）それぞれの立場で考える移動とは —身障×はたらく&くらし×精神— 

講師：平山陽介（沖縄リハビリテーションセンター病院）、坂本将吏（NPO 法人はじめました）、 

野村和寿（大浜第一病院）、新垣明利（大浜第二病院） 

  実施日：3 月 9 日  実施方法：オンライン  参加人数：60 名 

 

支部運営部                                担当理事：新垣進、喜納俊介 

支部運営部の目的： 

・沖縄リハビリテーション専門協会（以下、沖リ専協）活動 

・組織の強化 

・会員の要望や動向の把握 

・身体/老年/発達/精神の各領域の活性化 

・OTとしての社会貢献の強化 

（総括） 

昨年度から支部運営部は理事２名体制となった。しかし、COVID− １９の影響で県内６支部活動に制限がかか

り、対面式の会議ができず、秋頃までほぼ各支部活動が行えていない状況が続いた。２０２０年１１月に令和 2

年度 支部長会議を本島にて開催予定もCOVID− １９の影響により開催を断念。１２月より県士会 ZOOMアカ

ウントができ、Web開催で支部長会議を開催。また各支部での ZOOM を使用した会議開催が可能になった。支

部によって活動の差はあるものの、対面式以外での活動ができるようになったのは大きい。 

令和 3 年度はメーリングリスト等も活用し更なる会員同士の連携向上や、会員の要望に沿った活動が実現でき

るようにする。 

 

１．沖リ専協との連携 

１）各圏域担当者として各支部長を配置し PT・STとの連携 

２）市町村・包括支援センターから依頼された地域ケア会議、介護予防事業などへ人材バンク登録者を紹介 

３）PT・STまたは市町村職員と協働し、研修会の企画・運営に携わった。 

２．各支部活動、会議の開催 

＜支部運営部＞ 

・講演会「地域支援事業で OTが活躍できること」開催 

 演者：村山邦子氏、吉村寿香子氏、末吉珠代氏、比嘉靖氏 

・地域社会局会議への参加 

・理事会への参加 

・支部の全体会議への参加 

・多職種連携コンソーシアムの参加 

・沖縄県内の COVIDに関わるOTの情報交換会 

・OT協会からの依頼を受けて、OT事例登録への協力 

・生活行為工夫情報事業への協力（自助具登録） 

＜宮古支部＞ 

 ・支部会議開催（定例会）：毎月開催（対面式） 

・Web 会議や講習会・研修会開催を円滑にするために、パソコン・プロジェクター、スピーカー等の備品を

購入。 

＜中部支部＞ 

 ・支部会議開催（Web開催１回） 

 ・市町村・地域包括ケアセンターからの依頼に人材紹介 

2020/12/16 第 1回地域包括ケア×多職種連携フォーラム 

2021/03/24 第 2回地域包括ケア×多職種連携フォーラム 

＜北部支部＞ 

 ・支部会議開催（Web開催 2回） 

 ・市町村・地域包括ケアセンターからの依頼に人材紹介 

＜那覇・浦添支部＞ 

 ・支部会議開催（Web開催 2回） 

・市町村・地域包括ケアセンターからの依頼に人材紹介 

＜南部支部＞ 

・支部会議開催（Web開催３回） 
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・市町村・地域包括ケアセンターからの依頼に人材紹介 

＜八重山支部＞ 

・支部会議開催（対面式開催 2回） 

・市町村・地域包括ケアセンターからの依頼に人材紹介 

・支部活動を円滑に進めるため、支部用パソコン、プロジェクターを購入。 

３．その他 

・沖縄県作業療法士会の SDGSおきなわパートナーの登録準備中 

 

 

教育学術局 
 

教育部                                     担当理事：吉岡美和 

2020 年度当初はCOVID-19 の感染拡大により、講習会・研修会の開催に関し、日本作業療法士協会(以下、

協会)の動向を確認しながらwebでの開催を視野に入れた準備を行った。後半は協会のweb講習会・研修会のシ

ステムを導入し、各班班員のシステム理解と技能習熟を図り、県士会が ZOOM（web 会議アプリ）アカウント

を取得した後は、生涯教育班、MTDLP推進班、臨床実習指導者講習会班の全ての班が、webによる講習会・研

修会を開催することができた。 

また、今年度は、ICT推進班を教育部内の班として立ち上げた。直近の課題としてのweb講習会・研修会の開

催の必要性があり、ICT 推進班の活動で、この課題を解決することができた。また、離島ならびに北部といった

遠隔地の会員への支援は、以前から当士会の抱える課題として存在しており、この問題を解決するために ICT推

進は県士会全体の多岐に渡る事業に必要であることから、ICT推進班の所属を事務局に移行した。 

 

Ⅰ．生涯教育班  

1. 現職者共通研修（第１回）の企画・運営  →Zoomで開催 2021/3/14 

   「作業療法生涯教育概論」 受講者：16 名 

     講師：比嘉靖 

   「日本と世界の作業療法の動向」 受講者：17 名 

     講師：比嘉靖 

＊現職者共通研修の座学８講座中６講座の開催ができなかった。 

2. 事例検討・報告会（第１回）の企画・運営 2021/2/28 

     参加（事例検討）：８名 

     発表（事例報告）：７名 

    ファシリテーター：玉城高信、座覇政成、目取眞恵子 

＊度内２回の開催を予定していた事例検討会は１回しか開催できなかった。 

3. 現職者選択研修の企画・運営（精神障害） →Zoomで開催 2021/1/31 

   受講者：10 名 

    講師：大城圭、三善富士雄、目取眞恵子、仲地宗幸 

4. Zoomでの研修会に向けての Zoom体験会 

   2020/9/7：参加１名 

   2020/9/8：参加１名 

5. 県士会主催研修会の受講者リストを協会システムへ登録 →12 研修 15講座 

6. 生涯教育制度についての周知・相談対応 

 ・生涯教育手帳のWeb管理移行に伴う手帳移行支援 

   ・メール・FA通信での案内、HP掲載→７報 

   ・手帳移行方法説明会→Zoomにて 2020/12/22 

   ・上記説明会のアーカイブス配信→Zooｍにて 2020/12/23～2021/1/31 

   ・対面での手帳処理等の手続き 

     7/18 沖縄県総合福祉センター 2件 

          12/10 西原町町民交流センター 2件 

          12/12 名護Volareダンススタジオ 0件 

          12/13 うるま市・ゆらてく 1件 

          12/13 北中城あやかりの杜 0件 

          12/15 空手会館（豊見城市） 4件 

          12/19 沖縄県総合福祉センター 7件 

          その他 2件 

   ・郵送での手帳処理対応：19件 
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7．上記運営のための会議 →Zoomで開催 

 ・班会議：10回 （5/11,6/8,7/13,8/17,9/14,11/9,12/14,1/12,2/8,3/8） 

 ・財務部との調整会議 8/19 

 ・ICT推進会議 9/9 

 ・現職者選択研修準備会議 1/25,1/28 

8． 日本作業療法士協会 生涯教育制度推進担当者対象会議への出席 

 ・生涯教育制度推進担当者会議→Zoom開催 2020/11/14 

 ・日本作業療法士協会システム説明会→Zoom開催 2021/1/22 

 

Ⅱ．MTDLP推進班  

1. MTDLP基礎研修会（第１回）の企画・運営 2021.3.14（11 名） 

2.   MTDLP事例検討会（第１回）の企画・運営 2020.12.17（発表６名 聴講 2 名） 

3.   MTDLP事例検討会（第２回）の企画・運営 未開催 

4.  九州 MTDLP推進委員会研修会運営 2020.11.26-27（参加延数 23 名沖縄/253 名） 

5.   MTDLP研修制度の周知及び会員相談対応 

6.   研修会修了者会員名簿作成及び協会への手続き事務 

7.   MTDLP士会推進連絡会議出席 

8.   九州 MTDLP推進会議出席 

9.   上記、運営のための定期会議 

 

Ⅲ．臨床実習指導者講習会班  

1. Webでの講習会開催に向けたシステム構築と習熟 

2. 厚生労働省認定臨床実習指導者講習会 2021 年 2 月 6,7,13,14 日 参加者 50 名 

（2回を予定していたがCOVIT19感染拡大により、2 月にweb開催を 1回行った） 

3. 県内養成校との運営調整 

4. 県理学療法士協会との情報交換 

5. 臨床実習指導者研修の周知及び会員相談対応 

6. Web開催のため、事前練習会を 5回実施した 

7. 上記、運営のための定期会議 9～3 月に 8回開催 

 

Ⅳ.ICT推進班 

1. ICT推進班の立ち上げ 

2. 関連部局との連携 

3. 臨床実習指導者講習会開催・運営の支援 

4. 班の所属を教育部から事務局へ移行 

 

学術部                                       担当理事：大城圭 

2020 年度は主な活動予定として、「第 17回沖縄県作業療法学会」、「九州作業療法士会長会主催リーダー

育成研修会」が挙げられていた。他の部局と同様に COVID-19 の感染拡大により、県学会については次年度へ

延期、リーダー育成研修会は ZOOM（web会議アプリ）を活用した形で運営会議、研修会ともに開催された。 

学術部においても感染予防策を講じた中での活動であったため、例年のような企画・運営が十分に行えなかっ

た。次年度以降も密を避ける対応を迫られる中での活動になると思われるため、学会運営や研修会、会議など

ICTを活用した活動を行っていくことが望ましいと考える。 

 

1.第 17回沖縄県作業療法学会（2020 年 11 月 14 日（土）、15 日（日）予定） 

  ※COVID-19 の感染拡大に伴い、会員及び参加者の安全を考慮し次年度へ延期となる 

 

2.九州作業療法士会長会主催リーダー育成研修会 

    1）運営会議 

   第 1回：2020 年 7 月 24 日（金） 参加者：大城圭 

   第 2回：2020 年 8 月 24 日（月） 参加者：大城圭 

   第 3回：2020 年 9 月 30 日（水） 参加者：大城圭 

   第 4回：2020 年 12 月 17 日（木） 参加者：大城圭、比嘉靖県士会長 

   第 5回：2021 年 3 月 5 日（月） 参加者：大城圭、比嘉靖県士会長 

  2）リーダー育成研修会 

   日 時：2020 年 10 月 5 日（月） 19 時～21 時 

   参加者：比嘉靖、新垣進、大見謝勝人、今田達也、大城圭 
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常設（特設）委員会 
常設委員会 

・ 災害対策室                                    室長：井上美和 

・ １．沖縄 JRAT会議参加 4/２２ ５/２７ 7/27 ９/２３ 

・ ２．沖縄 JRATマニュアル作成（作業療法士の役割） 

・ ３．九州 JRATブロック会議（熊本県） →コロナ感染拡大に伴い中止 

・ ４．JAOT2020 年度大規模災害を想定したシュミレーション訓練 参加 9/25 

・ ５．JAOT2020 年度災害支援研修会～コロナ禍での災害支援に備える～ 参加 12/6 
 

・選挙管理委員会                                 委員長：久貝明人 

⒈ 沖縄県作業療法士会理事改選  

 

特設委員会  

・沖縄の移動を考える作業療法委員会                     委員長：平山陽介 

 令和 2 年度には、自動車学校と結成した『ちゅら島の移動を考える会』の活動を活発化させ、相互理解を

深めるための勉強会や、実車評価に関する連携ツールの整備を予定していた。また会員向けの研修会も例年

同様開催予定であった。しかし、新型コロナウイルスの流行の為に、上記した計画は実施することができな

かった。 

しかし、年度後半には県内自動車学校の情報一覧化に向けてのアンケートを作成し、完成させることがで

きた。また、障がい福祉対策部と共同して、移動を考えるオンライン研修会を開催し、幅広い領域の OT に

参加して頂けた。研修内では沖縄県の運転支援状況の伝達と、OT だけでなく当事者も含めたディスカッシ

ョンをすることができ有意義な研修となった。 

来年度は、オンラインを用いて停滞しているちゅら島の移動を考える会の活動を計画的に進め、自動車学

校情報一覧を完成させることを目標にしている。 

 

２．実施事業 

① 自動車学校の障がい者支援に関する現状把握アンケート作成 

   内容：障がい者の運転評価の受け入れ状況、実車評価の課題、医療機関への要望 等 

  完成日：令和 3 年 3 月 

実施日：令和 3 年 4 月 

 

② 移動を考える会研修会   

テーマ：それぞれの立場で考える移動とは —身障×はたらく&くらし×精神— 

講師：平山陽介（沖縄リハビリテーションセンター病院）、坂本将吏（NPO 法人はじめました）、 

野村和寿（大浜第一病院）、新垣明利（大浜第二病院） 

  実施日：令和 3 年 3 月 9 日  実施方法：オンライン  参加人数：60 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２号議案 令和元年度決算報告 】 
(ア) 別紙参照（一般社団法人 沖縄県作業療法士会 ホームページ掲示予定） 
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【第３号議案 令和３年度事業計画】 

事務局 
 【総務部】 

Ⅰ．士会運営班 

１）定期総会の開催（年 1 回 事業年度了後 3 ヵ月以内） 

２）三役会議の開催（年 6 回～12 回 開催予定） 

３）定期理事会の開催（年 6 回～12 回 開催予定） 

４）他団体との渉外 

  ①日本作業療法士協会 47 委員会への参画（3 回/年） 

  ②九州作業療法士会長会への参画（3 回/年） 

  ③九州作業療法士会長会事務局長会議への参画（１回/年） 

  ④なごみの会 

  ⑤その他  

＊47 委員会への参加（オブザーバー参加も含む） 

    ＊九州士会長会主催会議、研修会への参加（派遣） 

    ＊その他 

Ⅱ．人材運用班 

１）協会員＝士会員の遵守 

  ①新卒者に QR コードの活用促し（新入会説明会、養成校での説明） 

  ②協会登録情報の更新（改姓、職場異動等）を HP、FAX にて促す 

２）各種規定、保険等の整理 

  ①イベント、移動等に伴う保険関係の整理、活用 

  ②規定の整理 

３）沖縄県委託事業と精神科関連施設との連携 

  芸術・文化開催等事業における「こころの芸術・文化フェスティバル」を通して、精神科病院ならびに

地域施設との連携強化を図ると共に、精神科関連作業療法士への県士会員促進を図る。 

４）人材バンクの管理運営 

５）調査部の立ち上げ検討 

 

【財務部】 

１．令和 3 年度予算に基づく収支管理・決算処理 

２．令和 4 年度収支予算編成 

３．県士会費の徴収、管理 

４．県士会費未納者に対する納入促進 

５．会計事務所との打ち合わせ業務 

６．源泉徴収納税 

７．支払調書発行 

８．新入会員オリエンテーション（zoom開催） 

９．養成校での県士会入会案内 

 

【広報事業部】 

1. 事業部会(ミーティング)開催 

2. 県民健康フェア（主催：沖縄県医療保健連合）：ＯＴ紹介パネル展示、自助具展示、自助具体験  

3. 作業療法フェア： 作業療法・作業療法士の紹介、作業療法体験コーナー、相談コーナー、 

ミニ講座（第１回 11:30～12:00、第 2 回 14:00～14:30） 

「見つけよう無限の可能性」（子供たちの居場所作り：仮） 内容：自助具展示、自助具体験 

4. 作業療法カレンダーの作成（Ａ２サイズ  250部） 

5. 芸術・文化講座開催等事業（こころの芸術文化フェスティバル：沖縄県委託事業） 

6. 広報活動（ホームページ、SNS） 
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地域社会局 

【支部運営部】 

１．支部長会議の開催 

２．県内６支部の資質向上目的の予算計上 

（北部支部、中部支部、那覇・浦添支部、南部支部、宮古支部、八重山支部） 

 

【障がい福祉対策部】 

Ⅰ． 

① ピアサポーター養成研修（沖縄県委託事業） 

② ピアサポート活用事業（沖縄県委託事業） 

③ ピアサポート啓発研修 

④ OTの可能性と接点を考える（就労・移動・その他など）研修 

 

【地域推進部】 

① 地域包括ケア関連研修 

② 日常生活工夫情報事業会議（日本作業療法士協会事業） 

③ 通所・入所系OT連絡会 

 

【精神・認知部門推進部】 

《認知症部門》 

1．認知症の人と家族の方の家族介護教室での講話 

 「ひまわりカフェ」への参加。（2020年度は参加なし） 

 「認知症の人と家族会」の計画予定を確認・把握し計画する。 

2．認知症定期勉強会 

  2018～19年度は年 1 回「認知症OTナイトカフェ」として 6 月ごろに天久台病院にて開催していた。

2020年度は、実施回数を増やして計画予定だったが計画実施なし。 

  2021 年度は、WEBを使っての実施（年 2～3 回） 

3．認知症作業療法評価研修会の開催 

  2020年 2 月 29日（土）実施予定だったが中止。 

  県学会での再計画があったが、これも中止となり実施できていない。 

  2020年度は、WEB研修会実施の環境がまだ整っていなかったこともあり要望はあったが、計画は保

留。 

  2021 年度も引きつづき、前回の研修会予定講師 村島 OTR に依頼をし WEB での研修会の開催を

計画する。 

《精神科部門》 

1．精神科定期勉強会の実施（年 2 回） 

  評価・アクティビティ・実践報告など会員の関心のある事項を確認し実施に向け計画する。 

2．その他 

  実行委員が未定なので募り、意見を確認し計画。 

 

【こども支援対策部】 

1．発達に関わる事業所や作業療法士とのネットワーク構築 

2．発達に関わる勉強会や症例検討会の実施 

3．発達や特別支援に関わる人材育成に向け、研修等に関する開催時期や研修内容の立案 

 

 

 

教育学術局 

【学術部】 

１．沖縄県作業療法学会 

 開催時期：令和３年 11 月予定 

  ※次年度学会については、今年度開催できなかった内容を中心に再計画し実施を予定。また、新型コ

ロナウイルス感染対策への対応として、会場の変更やweb開催も視野に検討していく予定。 
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２．九州士会長会主催リーダー養成研修会 

令和 3 年 4 月：リーダー養成研修会運営会議 

      6 月：九州作業療法学会参加（事業計画の進捗状況報告） 

     10月：九州士会長会主催リーダー研修会 

 

３．学術誌再発刊 

 令和 3 年 4 月：学術誌作成委員会発足 

     11 月：定款案作成 

 令和 4 年 3 月：発刊 

  ※次年度で委員会を発足し、再発刊に向けた取り組みを行っていきたい。 

 

【教育部】 

Ⅰ．涯教育班 年間事業計画 

1. 現職者共通研修の企画・運営 

2. 事例検討・報告会の企画・運営 

3. 現職者選択研修の企画・運営 

4. 生涯教育サポーター講習会の企画・運営 

5. 県士会主催研修会の受講者リストを協会システムへ登録 

6. 生涯教育制度についての周知・相談対応 

7. 上記運営のための会議 

 

Ⅱ．MTDLP推進班 年間事業計画 

1. MTDLP基礎研修会の企画・運営 

2. MTDLP 事例検討会の企画・運営 

3. MTDLP 研修制度の周知及び会員相談対応 

4. 研修会修了者会員名簿作成及び協会への手続き事務 

5. MTDLP 士会推進連絡会議出席 

6. 九州MTDLP推進会議出席 

7. 上記、運営のための定期会議 

 

Ⅲ．臨床実習指導者講習会班 年間事業計画 

1. 厚生労働省認定臨床実習指導者研修企画・運営（2 回） 

2. 県内養成校との運営調整 

3. 県理学療法士協会との情報交換 

4. 臨床実習指導者研修の周知及び会員相談対応 

5. 上記、運営のための定期会議 

 

【常設委員会】 

選挙管理委員会 

⒈ 沖縄県作業療法士会 監事改選 

倫理委員会 

災害対策室 

 

【特設委員会】 

沖縄の移動を考える会 

 事業理念：沖縄県内における障害者の自動車運転再開支援をはじめ、移動に関する作業療法士の活動を

円滑にするシステムと、関係機関との連携を構築する。 

① 沖縄県内の自動車学校情報の一覧化 

② 沖縄県内医療者向けの現状把握アンケート 

③ ちゅら島の移動を考える会で連携シートの作成 

④ ちゅら島の移動を考える会での勉強会方法の確立と開催 
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【第４号議案 令和３年度予算案 】（県士会ホームページ掲示中） 

 

  令和 3 年度 予算案 
     

      自   2021 年 4 月 1 日 

      至  2022 年 3 月 31 日 
     

【収入の部】                              （単位；円） 

大 科 目   小科目 予算額 備  考 

会費収入   正会員会費収入 5,950,000  7,000 円× 850 名 

雑 収 入   雑収入 0  受取利子 等 

    前期繰越金 900,000    

収 入 計     6,850,000    

     
【支出の部】                            （単位；円） 

大 科 目 中科目 小科目 予算額 備  考 

管 理 費 法人運営費 計 4,082,000    

    旅費交通費 260,000  役員交通費 

    会議費 42,000  業務打ち合わせ茶菓子代 

    通信運搬費 220,000  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線、郵送代,電話・FAX 代 

    消耗品費 80,000  事務用品購入 

    図書印刷費 30,000  総会議案書他 

    水道光熱費 30,000  事務局水道光熱費 

    賃借料 70,000  事務局福祉ｾﾝﾀｰ利用料 

    給与手当 2,000,000  事務員給与 

    法定福利費 400,000  社会保険料 

    負担金 780,000  九州士会長会・沖リ専協負担金 

    租税公課 70,000  法人県民税、法人市民税 

    委託費 100,000  口座引落関連 

  財務部運営費 計 475,000    

    旅費交通費 8,000  役員交通費 

    会議費 2,000  業務打合わせ茶菓子代 

    図書印刷費 25,000  会費納入シール 

    委託費 440,000  会計事務委託 

  選挙管理委員活動費 計 10,000    

    通信運搬費 10,000  郵送代 

  倫理委員会活動費 計 5,000    

    旅費交通費 4,000  役員交通費 

    会議費 1,000  業務打合せ茶菓子代 

  災害対策委員会活動費 計 110,000    

      110,000    

事 業 費 学術部活動費 計 85,000    

    補助費 85,000  学会補助費 

  教育部活動費 計 160,000    

      20,000  現職者研修・事例検討会 

      70,000  MTDLP 基礎研修、事例検討会 

      70,000  臨床実習指導者研修 

  広報・事業部活動費 計 295,000    

  （県民健康フェア、OT フェア） 旅費交通費 92,000  役員交通費 

    通信運搬費 25,000  郵送代 

    消耗品費 10,000  事務用品、作業療法推進フェア用品購入 

    図書印刷費 80,000  作業療法フェアポスター 

    渉外費 2,000  作業療法フェアお礼 

    負担金 36,000  県民健康フェア、その他運営費 

    委託費 50,000  ホームページ保守管理 

  支部運営部活動費 計 263,000    

    支部活動費 240,000  各支部 ６支部×６0,000 円 

    会議費 3,000  
支部長会（年１回）、6 支部長×５００円 

宮古・八重山支部 渡航費２名×40,000 円 

    渉外費 20,000    

  地域推進部活動費 計 64,500    

    旅費交通費 28,500    

    賃借料 20,000  会場借用代、その他 

    講師謝礼金 6,000    

    図書印刷費 10,000    
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  子ども支援部 計 168,000    

    旅費交通費 48,000  会議交通費 

    講師謝礼金 50,000    

    消耗品費 20,000    

    通信運搬費 50,000  郵送代（オンライン研修会） 

  障がい福祉対策部活動費 計 158,500    

    旅費交通費 82,000  移動を考える会会議交通費 

    諸謝金 60,500    

    会議費 16,000  部会交通費 500 円×４名×８回 

  精神・認知症施策推進部活動費 計 84,500    

    活動費 84,500  精神・認知症勉強会、研修会開催 

  特 別 会 計 計 880,000    

    補助費 70,000  現職者研修・事例検討会 

    補助費 110,000  MTDLP 基礎研修、事例検討会 

    補助費 700,000  臨床実習指導者研修 

予 備 費   予備費 9,500    

支 出 計     6,850,000    

      （一社）沖縄県作業療法士会 
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【第５号議案 監事改選 】 
(ア) 別紙参照（一般社団法人 沖縄県作業療法士会 ホームページ掲示） 

 

 

 

 

告   示 
 
 
 
令和３年 5 月２４日付けで公示しました沖縄県作業療法士会監事補選につき、立候補を平令和３年６月４

日付けで締切りましたところ、監事の候補者を下記のとおり受け付けましたので、告示致します。 
 
 

記 
１． 候補者氏名(記載は五十音順) 
 
監 事：宇田 薫 （ お も と 会 ） 

監 事：矢野 俊恵（ 同 仁 病 院 ） 

 

 

 

 

 

 

２． 選挙方法 
 

 
 

監事は候補者がいずれも定員数を満たしましたので、無投票当選となります。 
 
 
 

以上 
令和３年６月４日 
 
 

社団法人 沖縄県作業療法士会 選挙管理委員会 
 


