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公公益益社社団団法法人人茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  

令令和和 44 年年度度（（22002222 年年度度））事事業業計計画画  
 

１１．．障障害害者者（（児児））支支援援にに関関すするる理理学学療療法法士士派派遣遣事事業業  

（１）水戸特別支援学校への外部専門家（理学療法士）派遣事業 

（２）茨城における小児の発達を支える地域リハビリテーションを考える会への協力（世話人派遣） 

（３）障害者相談支援事業 

      

２２．．高高齢齢者者のの福福祉祉増増進進にに関関すするる事事業業へへのの協協力力・・理理学学療療法法士士派派遣遣事事業業  

（１）茨城県立健康プラザ介護予防推進室への理学療法士派遣・協力事業 

（２）茨城県回復期リハビリテーション病棟の会への協力（世話人派遣） 

（３）茨城県生活期リハビリテーション協議会への協力（世話人派遣） 

 

３３．．市市町町村村支支援援にに関関すするる事事業業  

（１）地域包括支援センター等での地域ケア会議等への専門家（理学療法士等）の派遣 

（２）介護予防教室等への専門家（理学療法士）の派遣 

 

４４．．地地域域自自立立支支援援セセンンタターー事事業業  

＜北茨城地域自立支援センター＞ 

（１）退院（所）時あるいは退院（所）前在宅訪問事業  

（２）住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

（３）共同利用型訪問リハビリテーション事業 

＜筑西地域自立支援センター＞ 

（１）障害者相談支援事業 

（２）無料職業紹介事業   

（３）住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

（４）共同利用型訪問リハビリテーション事業 

     

５５．．茨茨城城県県訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンン実実務務者者研研修修会会（（茨茨城城県県在在宅宅リリハハビビリリテテーーシショョンン研研修修会会））のの開開催催  

 

６６．．介介護護予予防防キキャャララババンン事事業業（（県県内内市市町町村村事事業業・・関関連連団団体体事事業業へへのの協協力力））  

（１）県内の市町村事業や関連団体の事業に協力 

（２）体力測定及びリハビリテーション相談等 

  

７７．．介介護護予予防防フフェェスステティィババルル事事業業  

（１）シルバーリハビリ体操フェスティバル事業 
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８８．．野野球球支支援援おおよよびびススポポーーツツ支支援援事事業業  

（１）高校野球選手権茨城県大会（主に準々決勝以降）における理学療法士の派遣及びサポートのため

の講習会の実施 

（２）スポーツ傷害予防のための啓発活動 

（３）スポーツ関連各種会議への出席 

（４）全国障害者スポーツ大会への支援 

 

９９．．理理学学療療法法ににおおけけるる学学術術及及びび科科学学技技術術のの振振興興をを目目的的ととすするる事事業業  

第２６回茨城県理学療法士学会の開催 

    期 日：令和４年８月７日 会 場：調整中 

テーマ：障害福祉領域の理学療法の再考と実践（仮） 学会長：國谷伸一（立川記念病院） 

 

１１００．．研研修修会会・・講講習習会会にに関関すするる事事業業  

（１）新人教育プログラム研修会の開催 新生涯学習システム移行に伴い、前期研修・後期研修開始 

                     ※詳細は日本理学療法士協会 HP をご覧ください 

（２）新人症例検討会（各ブロック）   

（３）理学療法士講習会の開催     令和 4 年 7 月２４日：ROM 

9 月１１日：筋力増強 

１２月４日：小児 

（４）管理者研修（１回開催予定）    

（５）職場内訪問指導研修 

 

１１１１．．学学術術誌誌「「理理学学療療法法いいばばららきき  第第２２６６巻巻」」のの発発行行  

 

１１２２．．茨茨城城県県理理学学療療法法士士中中級級障障ががいい者者ススポポーーツツ指指導導員員養養成成講講習習会会のの開開催催  

  令和 4 年度：開催予定なし 

   

１１３３．．茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会ススポポーーツツ理理学学療療法法士士養養成成講講習習会会のの開開催催  

 

１１４４．．広広報報誌誌発発行行  

（１）「インフォメーション」発行（４回） 

（２）「年報ひたちの」発行（１回） 

 

１１５５．．ホホーームムペペーージジ等等にによよるる県県民民にに向向けけたた情情報報発発信信  

（１）WEB サイト・SNS による情報発信 

（２）各種メディア・催事による情報発信 

 

１１６６．．高高校校生生おおよよびび高高校校教教員員向向けけのの啓啓発発活活動動  

理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会の実施 

（一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会と共催） 

 

１１７７．．理理学学療療法法週週間間ＰＰＲＲググッッズズのの配配布布  

  

１１８８．．無無料料職職業業紹紹介介事事業業  

  

１１９９．．会会員員向向けけ（（共共益益））事事業業  

１．会員に関する事業 

（１）会員相互扶助事業（会員の交流援助） 

１）３士会合同懇親会の開催（令和５年１月予定） 

２）会員に向けた情報発信 

   ３）学生会員への支援 

４）働く環境支援 

（２）卒前オリエンテーションの開催 

（３）福利厚生に関すること 

   １）団体補償保険への加入 

   ２）自動車保険の集団扱い制度への加入 

（４）理学療法士教育に関する事業  

１）厚生労働省指定臨床実習指導者講習会茨城県連絡協議会への運営支援 

２）臨床実習指導者講習会（茨城県）への運営支援 

２．政策提言に関する事業 

（１）日本理学療法士連盟、茨城県理学療法士連盟に係る事業 

   １）研修会の開催 

   ２）情報の配信  

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査 

（３）医療、保険制度に関する各種調査 

（４）職域、職能に関する各種調査 

（５）その他 

３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）研修会の新人教育プログラム又は生涯学習ポイントへの読み替え、及び単位認定の管理 

（２）調査・研究に関する事業 

（３）リハビリテーション関連研修会、イベント等への共催、協賛、後援、スタッフ派遣推薦 

 

２２００．．各各種種会会議議運運営営事事業業  

（１）運営会議  

１）定時総会（代議員総会）（６月）  

２）理事会（５月、１１月） 

３）業務執行理事会（６回） 

４）ブロック長会議（年２回程度） 

５）ブロック会議（各ブロック年２回程度） 

６）理学療法部門責任者会議（年２回程度） 

７）管理者ネットワーク会議（年２回程度） 

８）その他 

（２）令和３年度期末監査および令和４年度中間監査（５月、１１月） 

（３）表彰式の実施及び茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催：学術調査、研究等に功績のあった会員に対して年 1 回表彰 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

 

２２１１．．委委員員会会  

（１）定款組織検討委員会 

 （２）表彰委員会 

（３）倫理委員会 

（４）選挙管理委員会 

（５）代議員選挙管理委員会 

 

２２２２．．事事務務所所運運営営事事業業機機能能  

（１）資料据え置き及び公開事業 

（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

（３）会計処理に関する事業 

（４）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

（５）理学療法士の求人に関すること 
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（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

（３）会計処理に関する事業 

（４）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

（５）理学療法士の求人に関すること 

 

 

８８．．野野球球支支援援おおよよびびススポポーーツツ支支援援事事業業  

（１）高校野球選手権茨城県大会（主に準々決勝以降）における理学療法士の派遣及びサポートのため

の講習会の実施 

（２）スポーツ傷害予防のための啓発活動 

（３）スポーツ関連各種会議への出席 

（４）全国障害者スポーツ大会への支援 

 

９９．．理理学学療療法法ににおおけけるる学学術術及及びび科科学学技技術術のの振振興興をを目目的的ととすするる事事業業  

第２６回茨城県理学療法士学会の開催 

    期 日：令和４年８月７日 会 場：調整中 

テーマ：障害福祉領域の理学療法の再考と実践（仮） 学会長：國谷伸一（立川記念病院） 

 

１１００．．研研修修会会・・講講習習会会にに関関すするる事事業業  

（１）新人教育プログラム研修会の開催 新生涯学習システム移行に伴い、前期研修・後期研修開始 

                     ※詳細は日本理学療法士協会 HP をご覧ください 

（２）新人症例検討会（各ブロック）   

（３）理学療法士講習会の開催     令和 4 年 7 月２４日：ROM 

9 月１１日：筋力増強 

１２月４日：小児 

（４）管理者研修（１回開催予定）    

（５）職場内訪問指導研修 

 

１１１１．．学学術術誌誌「「理理学学療療法法いいばばららきき  第第２２６６巻巻」」のの発発行行  

 

１１２２．．茨茨城城県県理理学学療療法法士士中中級級障障ががいい者者ススポポーーツツ指指導導員員養養成成講講習習会会のの開開催催  

  令和 4 年度：開催予定なし 

   

１１３３．．茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会ススポポーーツツ理理学学療療法法士士養養成成講講習習会会のの開開催催  

 

１１４４．．広広報報誌誌発発行行  

（１）「インフォメーション」発行（４回） 

（２）「年報ひたちの」発行（１回） 

 

１１５５．．ホホーームムペペーージジ等等にによよるる県県民民にに向向けけたた情情報報発発信信  

（１）WEB サイト・SNS による情報発信 

（２）各種メディア・催事による情報発信 

 

１１６６．．高高校校生生おおよよびび高高校校教教員員向向けけのの啓啓発発活活動動  

理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学会の実施 

（一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会と共催） 

 

１１７７．．理理学学療療法法週週間間ＰＰＲＲググッッズズのの配配布布  

  

１１８８．．無無料料職職業業紹紹介介事事業業  

  

１１９９．．会会員員向向けけ（（共共益益））事事業業  

１．会員に関する事業 

（１）会員相互扶助事業（会員の交流援助） 

１）３士会合同懇親会の開催（令和５年１月予定） 

２）会員に向けた情報発信 

   ３）学生会員への支援 

４）働く環境支援 

（２）卒前オリエンテーションの開催 

（３）福利厚生に関すること 

   １）団体補償保険への加入 

   ２）自動車保険の集団扱い制度への加入 

（４）理学療法士教育に関する事業  

１）厚生労働省指定臨床実習指導者講習会茨城県連絡協議会への運営支援 

２）臨床実習指導者講習会（茨城県）への運営支援 

２．政策提言に関する事業 

（１）日本理学療法士連盟、茨城県理学療法士連盟に係る事業 

   １）研修会の開催 

   ２）情報の配信  

（２）身分、処遇、待遇に関する各種調査 

（３）医療、保険制度に関する各種調査 

（４）職域、職能に関する各種調査 

（５）その他 

３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）研修会の新人教育プログラム又は生涯学習ポイントへの読み替え、及び単位認定の管理 

（２）調査・研究に関する事業 

（３）リハビリテーション関連研修会、イベント等への共催、協賛、後援、スタッフ派遣推薦 

 

２２００．．各各種種会会議議運運営営事事業業  

（１）運営会議  

１）定時総会（代議員総会）（６月）  

２）理事会（５月、１１月） 

３）業務執行理事会（６回） 

４）ブロック長会議（年２回程度） 

５）ブロック会議（各ブロック年２回程度） 

６）理学療法部門責任者会議（年２回程度） 

７）管理者ネットワーク会議（年２回程度） 

８）その他 

（２）令和３年度期末監査および令和４年度中間監査（５月、１１月） 

（３）表彰式の実施及び茨城県表彰に関する調査 

１）表彰式の開催：学術調査、研究等に功績のあった会員に対して年 1 回表彰 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

 

２２１１．．委委員員会会  

（１）定款組織検討委員会 

 （２）表彰委員会 

（３）倫理委員会 

（４）選挙管理委員会 

（５）代議員選挙管理委員会 

 

２２２２．．事事務務所所運運営営事事業業機機能能  

（１）資料据え置き及び公開事業 

（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

（３）会計処理に関する事業 

（４）本会会務運営の渉外・管理に関する事業 

（５）理学療法士の求人に関すること 

 

 



 

 

 

第第２２回回シシルルババーーリリハハビビリリ体体操操全全国国オオンンラライインンフフェェスステティィババルル  
 

社会職能局長 直井洋明（土浦市療育支援センター） 

 

開催日 ：令和４年２月２日（水） １３：３０～１５：４０ 

大会長 ：斉藤秀之氏（日本理学療法士協会会長） 

配信方法：Zoom、YouTube でのライブ配信（配信会場：石川県七尾市） 

内容  ：講演：「コロナ禍における活動と健康」講師：半田一登氏（日本理学療法士協会参与） 

     大田仁史先生からのメッセージ、エール交換、シルバーリハビリ体操指導実技 

運営  ：石川県理学療法士会、岐阜県理学療法士会 

 

 日本理学療法士協会主催の第２回全国シルバーリハビリ体操フェスティバルが、上記の通り開催され

ました。茨城県理学療法士会では、事業コーディネーターの飯島弥生さん（茨城県リハビリテーション専

門職協会）、長谷川聡さん（水戸メディカルカレッジ）が準備を進め、水戸市と土浦市の会場から参加し

ました。当日は、地域ケア推進事業部長の佐藤さん（ひたちなか総合病院）も運営に加わり、行政やシル

バーリハビリ体操指導士の皆様の参加を得て、全国１３道県２６市町村の仲間と、Zoom を通して交流

をすることができました。 

新型コロナ感染症拡大の影響も懸念されましたが、感染対策を十分に講じた上での開催となりました。

当日は、全国のシルバーリハビリ体操に関わる多くの仲間との交流を深めることができ、非常に有意義

な１日となりました。 

 茨城県理学療法士会では、今後もシルバーリハビリ体操指導士会の活動を支援してまいります。ご協

力のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

活活動動報報告告  

 
（令和 4 年 2 月 3 日茨城新聞掲載） 

 

33 士士会会合合同同懇懇親親会会((オオンンラライインン))  
 

事務局共益担当 菅井康弘（茨城西南医療センター病院） 

 

令和４年 2 月 7 日に 3 士会合同懇親会が開催されました。茨城県理学療法士会、茨城県作業療法士

会、茨城県言語聴覚士会、茨城県リハビリテーション専門職協会の皆様が参加され、総勢 24 名での実施

となりました。 

本来であれば、顔の見えるコミュニケーションの場として、皆さまの親交を深め、連携を強化する事を

目的として実施されますが、今年度は新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑みオンラインという形での

実施となりました。 

各士会からの報告事項と、検討事項から構成され、報告事項としては、50 周年を迎えた茨城県理学療

法士会記念式典の報告や、臨床実習指導者講習会での指導者養成状況の共有が図られました。検討事項

としては、コロナ禍ならではの感染状況を考慮し、どのような形で公益事業を実施するかなどが話し合

われました。事業形態を柔軟に変化させつつ、皆さまへの支援を継続していきます。 

各士会、茨城県リハビリテーション専門職協会を含めた、情報共有の場の必要性を改めて感じる事がで

きました。来年度こそは、対面形式での実施ができる様、状況に合わせて準備を進めたいと思います。 
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茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  令令和和 44・・55 年年度度代代議議員員選選挙挙ににつついいてて  

  

代議員選挙管理委員会委員長 沼尻一哉 

 

告   示 

令和 4・5 年度本会代議員選挙 

 

 代議員の総定数及び地区ブロックごとの定数 

総定数：121 

ブロック定数： 

  水戸（19） 日立（6） 常陸太田・ひたちなか（12） 鹿行（7） 土浦（12） 

  つくば（23） 取手・龍ヶ崎（22） 筑西・下妻（7） 古河・坂東（7） 

 代議員の任期 

選任の 2 年後に実施される代議員選挙終了の時まで。 

 代議員立候補受付期間 

令和 4 年 3 月 11 日（金）～3 月 31 日（木）当日消印有効 

 立候補の届出方法 

立候補届出用紙を本会ホームページよりダウンロードし、立候補者が「立候補届出書」と「趣旨

書」を作成し、本会事務所へ郵送する。 

※ ダウンロードができない環境の場合は、本会事務所へご連絡下さい。届出書類をメールまたは

郵送致します。 

※ 届出書類の捺印をお忘れのないようお願い申し上げます。 

 投票期間 

令和 4 年 5 月 2 日（月）～5 月 13 日（金）当日消印有効 

 開票日 

令和 4 年 5 月 17 日（火） 

 

＜立候補届および趣旨書郵送先＞ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館内 茨城県理学療法士会事務所 

TEL：029-353-8474 FAX：029-353-8475   

＜お問い合わせ＞ 

 〒306-0433 茨城県猿島郡境町 2190 茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部 

 公益社団法人茨城県理学療法士会 代議員選挙管理委員会 委員長 沼尻一哉 

 TEL：0280-87-8111 FAX：0280-87-1801 E-mail：numajiri.rigaku08@gmail.com 
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茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  令令和和 44・・55 年年度度代代議議員員選選挙挙ににつついいてて  

  

代議員選挙管理委員会委員長 沼尻一哉 

 

告   示 

令和 4・5 年度本会代議員選挙 

 

 代議員の総定数及び地区ブロックごとの定数 

総定数：121 

ブロック定数： 

  水戸（19） 日立（6） 常陸太田・ひたちなか（12） 鹿行（7） 土浦（12） 

  つくば（23） 取手・龍ヶ崎（22） 筑西・下妻（7） 古河・坂東（7） 

 代議員の任期 

選任の 2 年後に実施される代議員選挙終了の時まで。 

 代議員立候補受付期間 

令和 4 年 3 月 11 日（金）～3 月 31 日（木）当日消印有効 

 立候補の届出方法 

立候補届出用紙を本会ホームページよりダウンロードし、立候補者が「立候補届出書」と「趣旨

書」を作成し、本会事務所へ郵送する。 

※ ダウンロードができない環境の場合は、本会事務所へご連絡下さい。届出書類をメールまたは

郵送致します。 

※ 届出書類の捺印をお忘れのないようお願い申し上げます。 

 投票期間 

令和 4 年 5 月 2 日（月）～5 月 13 日（金）当日消印有効 

 開票日 

令和 4 年 5 月 17 日（火） 

 

＜立候補届および趣旨書郵送先＞ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館内 茨城県理学療法士会事務所 

TEL：029-353-8474 FAX：029-353-8475   

＜お問い合わせ＞ 

 〒306-0433 茨城県猿島郡境町 2190 茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部 

 公益社団法人茨城県理学療法士会 代議員選挙管理委員会 委員長 沼尻一哉 

 TEL：0280-87-8111 FAX：0280-87-1801 E-mail：numajiri.rigaku08@gmail.com 
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代議員選挙管理委員会委員長 沼尻一哉 

 

告   示 

令和 4・5 年度本会代議員選挙 

 

 代議員の総定数及び地区ブロックごとの定数 

総定数：121 

ブロック定数： 

  水戸（19） 日立（6） 常陸太田・ひたちなか（12） 鹿行（7） 土浦（12） 

  つくば（23） 取手・龍ヶ崎（22） 筑西・下妻（7） 古河・坂東（7） 

 代議員の任期 

選任の 2 年後に実施される代議員選挙終了の時まで。 

 代議員立候補受付期間 

令和 4 年 3 月 11 日（金）～3 月 31 日（木）当日消印有効 

 立候補の届出方法 

立候補届出用紙を本会ホームページよりダウンロードし、立候補者が「立候補届出書」と「趣旨

書」を作成し、本会事務所へ郵送する。 

※ ダウンロードができない環境の場合は、本会事務所へご連絡下さい。届出書類をメールまたは

郵送致します。 

※ 届出書類の捺印をお忘れのないようお願い申し上げます。 

 投票期間 

令和 4 年 5 月 2 日（月）～5 月 13 日（金）当日消印有効 

 開票日 

令和 4 年 5 月 17 日（火） 

 

＜立候補届および趣旨書郵送先＞ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館内 茨城県理学療法士会事務所 

TEL：029-353-8474 FAX：029-353-8475   

＜お問い合わせ＞ 

 〒306-0433 茨城県猿島郡境町 2190 茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部 

 公益社団法人茨城県理学療法士会 代議員選挙管理委員会 委員長 沼尻一哉 

 TEL：0280-87-8111 FAX：0280-87-1801 E-mail：numajiri.rigaku08@gmail.com 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

会会員員のの皆皆様様へへ  2022年4月1日～2023年3月31日
科　　　　　　　　目 公益目的事業会計 共益事業会計 法人（管理）会計 総合計

　(1)経　常　収　益

　　①受　　取　　会　　費 11,652,500 0 11,652,500 23,305,000
　　　　正 会 員 受 取 会 費 11,582,500 11,582,500 23,165,000
　　　　前 年 度 未 納 会 費 0
　　　　賛助会員受 取 会 費 70,000 70,000 140,000
　　②事　　業　　収　　益 3,840,000 0 0 3,840,000
　　　　研  修  会  収  入 3,360,000 3,360,000
　　　　学   会    収    入 480,000 480,000
　　③受　取　補　助　金　等 1,728,700 0 0 1,728,700
　　　　民　間　補　助　金 1,728,700 1,728,700
　　④受　　託　　収　　益 6,550,000 0 0 6,550,000
　　　　地方公共団体受託金 6,200,000 6,200,000
　　　　民　間　受　託　金 350,000 350,000
　　⑤雑　　　収　　　益 140,000 50,000 150 190,150
　　　　受　　取 　利　　息 50,000 150 50,150
　　　　雑　　　 収　　　入 140,000 140,000
　　⑥前　年　度　繰　越　金 ▲ 124,885 ▲ 2,533,052 10,858,404 8,200,467
　　経　　常　　収　　益　　計 23,786,315 ▲ 2,483,052 22,511,054 43,814,317
　(2)経　常　費　用

　　①事　　　　業　　　　費

　　　　旅  費  交  通  費 2,445,000 415,000 2,860,000
　　　　通  信  運  搬  費 1,865,600 210,000 2,075,600
　　　　水　道　光　熱　費 429,800 429,800
　　　　消    耗　　品    費 680,000 680,000
　　　　印  刷  製  本  費 2,746,570 1,540,000 4,286,570
　　　　賃　　　借　　　料 1,707,000 400,000 2,107,000
　　　　会　　　議　　　費 795,000 110,000 905,000
　　　　給　  与 　 手 　 当 8,723,455 8,723,455
　　　　報　　　　　　　　　酬 900,000 900,000
　　　　諸　　　謝　　　金 2,070,000 180,000 2,250,000
　　　　法  定  福  利  費 1,399,116 1,399,116
　　　　福　利　厚　生　費 100,000 50,000 150,000
　　　　租　　税　　公　　課 0 0 0
　　　　保　　　険　　　料 10,000 196,000 206,000
　　　　支　払　寄　付　金 0
　　　　支　払　負　担　金 0 103,052 103,052
　　　　備　　　品      費 30,000 30,000
　　　　助　　　成　　　費 200,000 200,000
         委       託       費 1,995,000 150,000 2,145,000
　　　　雑                  費 735,429 110,000 845,429
　　　退職給与引当金繰入支出 126,000
　　　　渉　　　外　　　費 220,000 700,000 920,000
　　事　　　業　　　費　　　計 27,177,970 4,164,052 0 31,216,022
　　②管　　　　理　　　　費

　　　　旅  費  交  通  費 1,695,000 1,695,000
　　　　通  信  運  搬  費 365,400 365,400
　　　　水　道　光　熱　費 184,200 184,200
　　　　消　　耗　　品　　費 304,000 304,000
　　　　印  刷  製  本  費 521,250 521,250
　　　　賃       借       料 1,055,000 1,055,000
　　　　会       議       費 355,000 355,000
　　　　給　　与　　手　　当 1,578,000 1,578,000
　　　　報　　　　　　　　酬 900,000 900,000
　　　　諸　　　謝　　　金 225,000 225,000
　　　　法  定  福  利  費 234,000 234,000
　　　　福  利  厚  生  費 33,500 33,500
　　　　租　　税　　公　　課 0 0
　　　　備　　　 品       費 61,000 61,000
　　　　委       託       費 2,465,500 2,465,500
　　　　積　　　立　　　 金 0
　　　　雑                  費 1,801,945 1,801,945
　　　退職給付引当金繰入支出 54,000 54,000
　　　　渉       外       費 639,500 639,500
　　管　　　理　　　費　　　計 0 0 12,472,295 12,472,295
　　経　　常　　費　　用　　計 27,177,970 4,164,052 12,472,295 43,814,317
　(3)経　常　外　収　益

　　　特定費用準備資金繰戻収入 0

　　経　常　外　収　益　計 0 0

　(4)経　常　外　費　用

　　　　特定費用準備資金繰入支出 0
　　経　常　外　費　用　計 0 0 0 0
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会会員員状状況況  RR３３年年 1111 月月 11 日日  ～～  RR44 年年１１月月３３１１日日  現現在在        （名）  

区分 11 月  12 月 １月 

在在会会者者  22,,330066  22,,330000  22,,226688  

新入会 手続中  6 2 4 

  

◆◆入入会会促促進進へへののごご協協力力ののおお願願いい  
   新年度新たに入職者がいる施設の会員の方は、日本理学療法士協会・茨城県理学療法士会の加入

についてお声かけをお願いいたします。入会手続きは日本理学療法士協会 HP をご案内ください。 

◆◆入入退退会会・・復復会会・・異異動動等等のの会会員員情情報報でで変変更更ががあありりままししたたらら、、速速ややかかにに届届出出ををおお願願いいししまますす  
手続きは協会 HP（マイページ）にて行えます。変更がある場合はお手続きをお願いいたします。

また、施設情報の変更の場合は施設代表者のみ変更が可能です。 

 申請は随時受け付けていますが、翌年度から所属先が変わる場合には 1 月 1 日～2 月 20 日に手

続きを行っていただくことで、変更後の所属先へ会費が請求されます。 

◆◆刊刊行行物物等等のの郵郵送送先先ににつついいててごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす  
 協会または本会発行の刊行物等の郵送先については、所属施設を登録していただきますようご協

力をお願いいたします（協会 web・マイページにて登録変更可能）。 

◆◆会会費費納納入入ににはは楽楽天天カカーードドをを！！  
振込み用紙での納入をされている方へ楽天カードまたは口座振替への変更をお願いしております。 

協会では楽天カードによる納入を推奨しています。 

◆◆楽楽天天カカーードド更更新新にに伴伴ううママイイペペーージジ情情報報更更新新ののおお願願いい 
  マイページに登録されている楽天カード情報と、お手元のカード番号・有効期限・名義が相違して

いないことをご確認ください。楽天カードで年会費等の引き落としを行っている方で、マイページに

登録されているカード有効期限が過ぎてしまい、年会費の引き落としができない状況があります。楽

天カードの有効期限切れに伴い、新しいカードがお手元に届いた方は、マイページのカード情報の更

新をお忘れなく行ってください。 

◆◆日日本本理理学学療療法法士士協協会会「「年年会会費費割割引引制制度度」」ににつついいてて  
育育児児休休業業割割引引とは・・・育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度の協会年会費を割引

する制度 

シシニニアア割割引引とは・・・満 65 歳以上かつ会員歴 25 年以上の在会会員で割引申請を行った会員につ

いて、以降の協会年会費を割引する制度 

海海外外会会員員割割引引とは・・・海外会員であること（渡航前に異動申請していること） 

※海外会員割引のみ他の割引申請と手続きが異なります。 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

 

 

  

  

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  LLIINNEE 公公式式アアカカウウンントトののごご案案内内  
 

広報部 倉田俊洋（いちはら病院） 

茨城県理学療法士会の公式 LINE アカウントは、本年 2 月にて開設一周年を迎えました 

士会のトピックスや研修会情報を毎週発信しています 

是非とも友だち追加をお願い致します！ 

また、勤務先の新入職員の皆さんにもご案内くださいますようお願い致します 

 

URL https://lin.ee/wduH7Bh  ID：@271wysvm 

 

 

 

普及啓発局より 

 

 

                                      

令令和和３３年年度度  第第２２回回理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和３年１１月２６日（金）１８：３０～２０：３０ 

出席：浅川育世、大曽根賢一、直井洋明、森田英隆、荒井秀行、川﨑仁史、下神納木加枝、瀧原純、平

田清次、松田智行、唐澤幹男、國谷伸一、小手彰太、桜井哲也、鈴木和江、長谷川大悟、廣嶋俊秀、藤

原祐介、淺野信一、橋本英之(全員 Web） 

 

【【報報告告事事項項】】  

１．令和３年度中間監査報告について 

【【審審議議事事項項】】  

１．会員異動状況およびその承認を求める件について                    ⇒承認 

２．共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

３．令和４年度事業計画書（案）について                         ⇒承認 

４．令和４年度予算書（案）について                           ⇒承認 

５．代議員選挙管理委員の選出について                          ⇒承認 

６．令和３年度中間事業報告書（案）について                        ⇒承認 

７．令和３年度中間決算報告書（案）について                       ⇒承認 

８．在宅勤務規程の新設について                             ⇒承認 

９．職員就業規則改正について                              ⇒承認 

１０．職場内訪問指導研修事業謝金規程（案）の新設について                ⇒承認 

【【報報告告事事項項】】  

１．業務執行理事行動報告について 

２．各局・部・委員会報告について 

３．その他 

・JRAT 研修会の予定について 

 

 

 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

本会後援 

・・第第 3322 回回日日本本臨臨床床工工学学会会及及びび 22002222 年年日日本本臨臨床床工工学学技技士士会会総総会会  

期日：令和 4 年 5 月 14 日（土）、15 日（日） 

会場：つくば国際会議場 

 
その他 

・・第第 5577 回回日日本本理理学学療療法法学学術術研研修修大大会会 iinn ととややまま  

  期日：令和 4 年 7 月 9 日（土）、10 日（日） 

  会場：オンライン開催 ※当初予定より変更あり 

 

・・第第 4411 回回関関東東甲甲信信越越ブブロロッックク理理学学療療法法士士学学会会  

  期日：現地会場開催 2022 年 9 月 10 日（土）、11 日（日） 

     WEB 視聴開催 2022 年 9 月 10 日（土）～9 月 30 日（日） 

  会場：一部会場での対面開催とオンデマンド配信する WEB 開催 

 

・・第第 2277 回回日日本本基基礎礎理理学学療療法法学学会会学学術術大大会会    

期日：令和 4 年 10 月 1 日（土）、2 日（日）  

会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）＋WEB 

各各種種会会議議  

各各種種学学会会・・研研修修会会・・イイベベンントト案案内内  



会会員員状状況況  RR３３年年 1111 月月 11 日日  ～～  RR44 年年１１月月３３１１日日  現現在在        （名）  

区分 11 月  12 月 １月 

在在会会者者  22,,330066  22,,330000  22,,226688  

新入会 手続中  6 2 4 

  

◆◆入入会会促促進進へへののごご協協力力ののおお願願いい  
   新年度新たに入職者がいる施設の会員の方は、日本理学療法士協会・茨城県理学療法士会の加入

についてお声かけをお願いいたします。入会手続きは日本理学療法士協会 HP をご案内ください。 

◆◆入入退退会会・・復復会会・・異異動動等等のの会会員員情情報報でで変変更更ががあありりままししたたらら、、速速ややかかにに届届出出ををおお願願いいししまますす  
手続きは協会 HP（マイページ）にて行えます。変更がある場合はお手続きをお願いいたします。

また、施設情報の変更の場合は施設代表者のみ変更が可能です。 

 申請は随時受け付けていますが、翌年度から所属先が変わる場合には 1 月 1 日～2 月 20 日に手

続きを行っていただくことで、変更後の所属先へ会費が請求されます。 

◆◆刊刊行行物物等等のの郵郵送送先先ににつついいててごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす  
 協会または本会発行の刊行物等の郵送先については、所属施設を登録していただきますようご協

力をお願いいたします（協会 web・マイページにて登録変更可能）。 

◆◆会会費費納納入入ににはは楽楽天天カカーードドをを！！  
振込み用紙での納入をされている方へ楽天カードまたは口座振替への変更をお願いしております。 

協会では楽天カードによる納入を推奨しています。 

◆◆楽楽天天カカーードド更更新新にに伴伴ううママイイペペーージジ情情報報更更新新ののおお願願いい 
  マイページに登録されている楽天カード情報と、お手元のカード番号・有効期限・名義が相違して

いないことをご確認ください。楽天カードで年会費等の引き落としを行っている方で、マイページに

登録されているカード有効期限が過ぎてしまい、年会費の引き落としができない状況があります。楽

天カードの有効期限切れに伴い、新しいカードがお手元に届いた方は、マイページのカード情報の更

新をお忘れなく行ってください。 

◆◆日日本本理理学学療療法法士士協協会会「「年年会会費費割割引引制制度度」」ににつついいてて  
育育児児休休業業割割引引とは・・・育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度の協会年会費を割引

する制度 

シシニニアア割割引引とは・・・満 65 歳以上かつ会員歴 25 年以上の在会会員で割引申請を行った会員につ

いて、以降の協会年会費を割引する制度 

海海外外会会員員割割引引とは・・・海外会員であること（渡航前に異動申請していること） 

※海外会員割引のみ他の割引申請と手続きが異なります。 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

 

 

  

  

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会  LLIINNEE 公公式式アアカカウウンントトののごご案案内内  
 

広報部 倉田俊洋（いちはら病院） 

茨城県理学療法士会の公式 LINE アカウントは、本年 2 月にて開設一周年を迎えました 

士会のトピックスや研修会情報を毎週発信しています 

是非とも友だち追加をお願い致します！ 

また、勤務先の新入職員の皆さんにもご案内くださいますようお願い致します 

 

URL https://lin.ee/wduH7Bh  ID：@271wysvm 

 

 

 

普及啓発局より 

 

 

                                      

令令和和３３年年度度  第第２２回回理理事事会会  議議事事要要旨旨  

日時：令和３年１１月２６日（金）１８：３０～２０：３０ 

出席：浅川育世、大曽根賢一、直井洋明、森田英隆、荒井秀行、川﨑仁史、下神納木加枝、瀧原純、平

田清次、松田智行、唐澤幹男、國谷伸一、小手彰太、桜井哲也、鈴木和江、長谷川大悟、廣嶋俊秀、藤

原祐介、淺野信一、橋本英之(全員 Web） 

 

【【報報告告事事項項】】  

１．令和３年度中間監査報告について 

【【審審議議事事項項】】  

１．会員異動状況およびその承認を求める件について                    ⇒承認 

２．共催、後援、推薦等承認事項について                         ⇒承認 

３．令和４年度事業計画書（案）について                         ⇒承認 

４．令和４年度予算書（案）について                           ⇒承認 

５．代議員選挙管理委員の選出について                          ⇒承認 

６．令和３年度中間事業報告書（案）について                        ⇒承認 

７．令和３年度中間決算報告書（案）について                       ⇒承認 

８．在宅勤務規程の新設について                             ⇒承認 

９．職員就業規則改正について                              ⇒承認 

１０．職場内訪問指導研修事業謝金規程（案）の新設について                ⇒承認 

【【報報告告事事項項】】  

１．業務執行理事行動報告について 

２．各局・部・委員会報告について 

３．その他 

・JRAT 研修会の予定について 

 

 

 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

本会後援 

・・第第 3322 回回日日本本臨臨床床工工学学会会及及びび 22002222 年年日日本本臨臨床床工工学学技技士士会会総総会会  

期日：令和 4 年 5 月 14 日（土）、15 日（日） 

会場：つくば国際会議場 

 
その他 

・・第第 5577 回回日日本本理理学学療療法法学学術術研研修修大大会会 iinn ととややまま  

  期日：令和 4 年 7 月 9 日（土）、10 日（日） 

  会場：オンライン開催 ※当初予定より変更あり 

 

・・第第 4411 回回関関東東甲甲信信越越ブブロロッックク理理学学療療法法士士学学会会  

  期日：現地会場開催 2022 年 9 月 10 日（土）、11 日（日） 

     WEB 視聴開催 2022 年 9 月 10 日（土）～9 月 30 日（日） 

  会場：一部会場での対面開催とオンデマンド配信する WEB 開催 

 

・・第第 2277 回回日日本本基基礎礎理理学学療療法法学学会会学学術術大大会会    

期日：令和 4 年 10 月 1 日（土）、2 日（日）  

会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）＋WEB 

各各種種会会議議  

各各種種学学会会・・研研修修会会・・イイベベンントト案案内内  
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についてお声かけをお願いいたします。入会手続きは日本理学療法士協会 HP をご案内ください。 

◆◆入入退退会会・・復復会会・・異異動動等等のの会会員員情情報報でで変変更更ががあありりままししたたらら、、速速ややかかにに届届出出ををおお願願いいししまますす  
手続きは協会 HP（マイページ）にて行えます。変更がある場合はお手続きをお願いいたします。

また、施設情報の変更の場合は施設代表者のみ変更が可能です。 

 申請は随時受け付けていますが、翌年度から所属先が変わる場合には 1 月 1 日～2 月 20 日に手
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新をお忘れなく行ってください。 
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海海外外会会員員割割引引とは・・・海外会員であること（渡航前に異動申請していること） 

※海外会員割引のみ他の割引申請と手続きが異なります。 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 
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会場：つくば国際会議場 

 
その他 
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茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会事事務務局局（（茨茨城城県県保保健健衛衛生生会会館館内内））  

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 TEL：029-353-8474 

FAX：029-353-8475 E-mail：toiawase@pt-ibaraki.jp   

 

 

 

  

 皆様北京オリンピックはご覧になられましたでしょうか？昨年夏の東京オリンピック・パラリンピッ

クに続き、世界中のアスリートの熱戦に連日胸が熱くなりました。来たる 3 月 4 日からは北京パラリ

ンピックが開催される予定です。国際情勢が混乱する中、この平和の祭典が困難に直面する方々の希望

となることを祈っています。 

 さて、スキージャンプ混合団体を観戦していた際印象に残ったシーンがありました。規定違反で失格

となってしまい泣き崩れる日本選手に他国のスタッフが寄り添い、選手の肩に手を置き慰めている場面

でした。後日のニュースによれば、そのスタッフは理学療法士とのこと。世界を股に掛けて活躍し、一

人一人に優しく寄り添うことが出来る…国籍は違えどもそんな素敵な PT さんの存在に、何となく自分

の心も暖かくなりました。 

                                        （広報部員） 
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 皆様北京オリンピックはご覧になられましたでしょうか？昨年夏の東京オリンピック・パラリンピッ

クに続き、世界中のアスリートの熱戦に連日胸が熱くなりました。来たる 3 月 4 日からは北京パラリ

ンピックが開催される予定です。国際情勢が混乱する中、この平和の祭典が困難に直面する方々の希望

となることを祈っています。 

 さて、スキージャンプ混合団体を観戦していた際印象に残ったシーンがありました。規定違反で失格

となってしまい泣き崩れる日本選手に他国のスタッフが寄り添い、選手の肩に手を置き慰めている場面

でした。後日のニュースによれば、そのスタッフは理学療法士とのこと。世界を股に掛けて活躍し、一

人一人に優しく寄り添うことが出来る…国籍は違えどもそんな素敵な PT さんの存在に、何となく自分

の心も暖かくなりました。 

                                        （広報部員） 
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