
 

第４９回定時総会 
 

 

 
 

本会表彰者表彰式 

第１号議案 令和３年度決算報告書（案）について 

      令和３年度度事業報告書（報告）について 

      令和３年度期末監査報告書（報告）について 

第２号議案 名誉会員の承認について 

第３号議案 第５０回定時総会議事運営員（案）について 

報告事項１ 令和４年度事業計画書および収支予算書について 

報告事項２ 令和４年度選挙管理委員改選について    

その他 

尚、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、定款１５条、定款１９条に従い、会場

出席者を会長、議長、議事録署名人、事務局長の最低必要人員での開催とする。 

 

日 時：令和４年６月２６日（日）１０：３０～１２：００ 

場 所：茨城県保健衛生会館 公益社団法人茨城県理学療法士会 事務局 

    ＷＥＢ開催 

正議長：笠原 鉄聡（水戸ブロック） 

副議長：伊藤 彰良（常陸太田・ひたちなかブロック） 

定足数：令和４年６月２６日 総代議員数１０５名 定足数６１名 

    議決権行使書提出４４名 合計１０５個の議決権で総会成立 

 



本会表彰者表彰式 

 

【 功労賞 】 

該当者なし 

【 功績賞 】 

村田 康成 

【 学術賞 】 

長谷川 大悟、井上 桂輔 

【プロボノスピリット賞】 

コロナ禍で活動困難だったため、今年度の表彰はなし 

 

 

第１号議案  

令和３年度決算報告書（案）について 

 令和３年度事業報告書（報告）について 

   令和３年度期末監査報告書（報告）について 

 

【提案理由】 

定款第３６条により、令和３年度事業報告書（報告）、令和３年度期末監査報告書（報

告）をするとともに、令和３年度決算報告書（案）の承認を求めたい。 

 

令和３年度事業報告概要版 

 

１．理学療法を通じて県民の保健・医療・福祉の増進と支援に寄与する事業 

（１）地域包括ケアシステムに関する事業 

１）障害者（児）支援に関する理学療法士派遣事業 

○水戸特別支援学校への外部専門家（理学療法士）派遣事業（月１回）   

派遣：８回 延べ８名  

○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）                          派遣者：１名 

 ○障害者相談支援事業 

  障害者相談支援事業所は茨城県リハビリテーション専門職協会へ委託 

２）高齢者の福祉増進に関する事業への協力・理学療法士派遣事業 

〇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  派遣者：９名 

○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）  派遣者：１名 

○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）   派遣者：１名 



３）市町村支援に関する事業 

４）地域自立支援センター事業 

○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         

訪問件数：７件（退院前カンファレンス、退院前訪問、退所後訪問等：６回）  

②住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

   ○小川地区介護予防教室           実施回数：１０回 参加者：７９名 

  ○元気ステーションへの通い（個別）       件数：２６回 実人数：１８名 

  ○元気ステーションでの集い（集団）     実施回数：２０回 参加者：４７名 

  ○認知力アップ教室実施協力                 実施回数：１２回 

   ○サロン活動               実施回数：１１回 参加者：１０８名 

   ○地域活動支援センターでの体力測定等支援    実施箇所：２カ所 件数：６件 

   〇高齢者クラブへの体力測定等支援       実施箇所：２カ所 参加者８４名 

③共同利用型訪問リハビリテーション事業 

○訪問件数：３９６件（実践型：２８８件、指導型：１０８件） 

○サービス担当者会議・ケア会議への出席            出席件数：５件 

○地域ケア会議への出席                    出席回数：９回 

○地域ケア会議への出席                    出席回数：９回 

 〇来所相談                             ４０件 

 〇電話相談                             ７４件 

〔②・③での登録プロボノの活動実績〕  登録プロボノ：１３名 実施回数：３５回 

〇筑西地域自立支援センター 

 ①障害者相談支援事業                   

   障害者相談支援事業所の運営を茨城県リハビリテーション専門職協会へ委託 

   実利用者：１４７名（障害児：７３名、障害者：７４名） 

     内訳：身体障害：１５名、知的障害：８名、精神障害：１２４名 

 ②無料職業紹介事業       求人 実登録数：２２件 問い合わせ数：２１件 

                  求職者 実登録数：２件 問い合わせ数：４件 

                              マッチング数：１件 

５）茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会の開催   

   期日：令和４年１月３０日                  参加者：４１名 

６）介護予防キャラバン事業：県内市町村事業・関連団体事業への協力 

 ○介護予防キャラバン シルバーリハビリ体操フェスティバル事業と同時開催 

   期日：令和３年７月１１日（電話相談）            相談件数：２件 

○茨城県看護協会「まちの保健室Ｙ・Ｙバーチャルウォーキング」開講式への会員派遣 

   期日：令和３年１１月５日                 測定者数：２５名 



○茨城県看護協会「まちの保健室Ｙ・Ｙバーチャルウォーキング」閉講式への会員派遣 

   期日：令和４年３月２２日                 参加者数：１５名 

７）介護予防フェスティバル事業 

○介護予防フェスティバル事業                      未実施 

○シルバーリハビリ体操フェスティバル事業        

  期日：令和３年７月１１日  動画配信          視聴回数：６１９回 

（２）スポーツ支援関連事業 

１）野球支援事業                    新型コロナ感染症の為中止 

２）スポーツ支援事業 

〇スポーツ傷害予防のための啓発活動（障がい児、障がい者の運動導入教室実施） 

 第１回運動導入教室          期日：令和４年３月２０日 参加者：４名 

 運動導入教室ブラッシュアップセミナー 期日：令和４年３月２７日 参加者：８名 

〇スポーツ関連支援会議への出席 

 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 

期日：令和３年４月１６日 会場：ＷＥＢ 

 全国都道府県士会学校保健・特別支援教育担当者会議（東日本地区） 

  期日：令和４年３月１３日 会場：ＷＥＢ 

２．理学療法における学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

（１）第２５回茨城県理学療法士学会の開催 

   期日：令和３年８月１日     会場：本会事務局（ＷＥＢ） 

テーマ：サルコペニア・フレイルを防げ！ 

～腎臓リハビリテーション領域での新たな挑戦と展開～             

学会長：三浦 美佐氏（筑波技術大学）  参加者：１３４名 

（２）研修会・講習会に関する事業 

１）新人教育プログラム研修会の開催               実施回数：２３回 

   新人症例検討会              実施回数：８回 演題数：６４演題 

２）理学療法士講習会の開催           実施回数：５回 参加者：２２２名 

３）管理者研修                             開催なし 

４）職場内訪問指導研修                 ２施設 実施回数：１４回 

５）学術誌「理学療法いばらき 第２５巻」の発行 

６）茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催   今年度は中止 

７）茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催   

実施回数：２回 参加者：７７名 

 

 

 



３．地域の健全な発展に寄与する理学療法の普及啓発事業 

（１）広報誌発行 

○「インフォメーション」発行  

○「年報ひたちの」発行     

（２）ホームページ等による県民に向けた情報発信 

○ＷＥＢサイト・ＳＮＳによる情報発信 

○各種メディア・催事による情報発信 

（３）高校生および高校教員向けの啓発活動  

○体験会                    申し込み：５７名 参加者：２９名 

〇オンライン座談会               申し込み：１８名 参加者：１２名 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

４．会員に関する事業 

（１）会員相互扶助事業（会員の交流援助） 

○３士会合同懇親会の開催        期日：令和４年２月７日  会場：ＷＥＢ 

○会員に向けた情報発信              ＦＡＸニュースの発行：１４件 

〇学生会員への支援                      学生会員：４２名 

〇働く環境支援                            実施なし 

（２）卒前オリエンテーションの開催         

〇茨城県立医療大学  期日：令和４年２月２１日         参加者：４５名 

〇筑波技術大学、つくば国際大学、アール医療福祉専門学校、水戸メディカルカレッジ 

オリエンテーション動画の作成 ＹｏｕＴｕｂｅ限定動画による視聴形式  

対象者：１００名 

（３）福利厚生に関すること 

 ○団体補償保険への加入                    加入件数： ２件 

 ○自動車保険の集団扱い制度への加入              加入件数：２９件  

（４）理学療法士教育に関する事業 

○臨床実習指導者講習会茨城県連絡協議会への運営支援       実施回数：２回 

○茨城県臨床実習指導者研修会の開催    実施回数：３回 受講修了者：１７１名 

５．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 

○研修会の開催               実施回数：１９回 参加者：６４２名               

 ○情報の配信 

６．各種会議運営事業  

（１）運営会議 

○第４８回定時総会（ハイブリッド開催） 

期日：令和３年６月２７日           会場：本会事務局（ＷＥＢ併用） 



○理事会（臨時理事会・持ち回り理事会含む）           実施回数：５回 

○業務執行理事会（臨時業務執行理事会含む）           実施回数：６回 

○ブロック長会議                        実施回数：１回

○ブロック会議 

＜水戸ブロック＞                       実施回数：３回 

＜日立ブロック＞                       実施回数：０回 

＜常陸太田・ひたちなかブロック＞               実施回数：０回 

＜鹿行ブロック＞                       実施回数：０回 

＜土浦ブロック＞                       実施回数：１回 

＜つくばブロック＞                      実施回数：２回 

＜取手・龍ヶ崎ブロック＞                   実施回数：０回 

＜筑西・下妻ブロック＞                    実施回数：２回 

＜古河・坂東ブロック＞                    実施回数：５回 

○理学療法部門責任者会議                     実施回数：１回 

○管理者ネットワーク会議                                実施回数：１回 

○令和２年度期末監査および令和３年度中間監査           実施回数：２回 

〇表彰式の実施および茨城県表彰に関する調査 

 令和３年度表彰受賞者表彰式             新型コロナ感染症の為中止 

  功労賞：３名   功績賞：５名   学術賞：１名 

 茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査              １件 

〇茨城県理学療法士会設立５０周年記念事業実行委員会 

 実行員会                           実施回数：８回 

 事前準備、会場打合わせ                    実施回数：５回 

〇記念講演会           期日：令和３年１１月２０日  参加者：６２名 

〇記念式典            期日：令和３年１１月２０日  参加者：７４名 

７．各種委員会 

〇定款組織検討委員会                  

  選挙規定改正案の検討、総会議事運営規定改正案の検討 

  各種規定案（退職金規程（新設）、在宅勤務規程（新設）、職場内訪問指導研修事業

謝金規程（新設）、就業規則改正案、賃金規程改正案）の理事会審議資料作成 

 〇表彰委員会 

  令和３年度茨城県理学療法士会表彰該当者調査 

 ○選挙管理委員会 

  令和３・４年度公益社団法人茨城県理学療法士会役員改選 

   理事：長谷川 大悟、直井 洋明、國谷 伸一、圷 真毅、浅川 育世、 

平田 清次、藤原 祐介、森田 英隆、鈴木 和江、荒井 秀行、 



大曽根 賢一、桜井 哲也、下神納木 加枝、廣島 俊秀、小手 彰太、 

瀧原 純、川﨑 仁史、唐澤 幹男、松田 智行、髙橋 千晶 

    監事：淺野 伸一、橋本 英之（外部監事）       （受付順・敬称略） 

 ○代議員選挙管理員会 

  令和４・５年度公益社団法人茨城県理学療法士会代議員選挙告示 

 

※別紙｢令和 3年度決算報告書(案)｣参照 

 

令和３年度期末監査報告書（報告）について 

令和３年度の事業年度における理事の職務の執行及び計画書などの監査を実施した。 

内容は「①理事の職務執行の監査」、「②計算書類等の監査」について行い、①、②ともに適正に

執行されていると判断された。 

 

【結 果】 

定款第１７条に基づき、提案通り、賛成多数（賛成１０５名、反対０名、無効０名、委

任０名）にて承認された。 

 

 

第２号議案 

令和３・４年度役員改選（案）について 

 

【提案理由】 

会員規程第５章 名誉会員 第１４条により、名誉会員の承認を求めたい。 

  

 推薦候補者 

  井坂 三男氏、佐藤 尚男氏、萩谷 俊英氏 

 

【結 果】 

定款第１７条に基づき、提案通り、賛成多数（賛成１０５名、反対０名、無効０名、委

任０名）にて承認された。 

 

 

 

 

 

 



第３号議案 

第５０回定時総会議事運営委員（案）について 

 

【提案理由】 

議事運営規程により、第５０回定時総会議事運営委員を選出したい。 

 

・理事：平田 清次（ひらた せいじ）ひたち医療センター 

・社員：犬田 和成（いぬた ともなり）アール医療福祉専門学校 

・社員：上木 祐介（うえき ゆうすけ）らふえる訪問看護ステーション 

・事務局員：和田 敏裕（わだ としひろ）水戸病院 

 

【結 果】 

定款第１７条に基づき、提案通り、賛成多数（賛成１０３名、反対１名、無効１名、委

任０名）にて承認された。 

 

 

報告事項１ 

令和４年度事業計画書および収支予算書について 

 

公益社団法人茨城県理学療法士会 

令和４年度（２０２２年度）事業計画 

 

１．障害者（児）支援に関する理学療法士派遣事業 

（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 

２．高齢者の福祉増進に関する事業への協力・理学療法士派遣事業 

（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） 

３．市町村支援に関する事業 

（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 

４．地域自立支援センター事業 

＜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 

５．茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会（茨城県在宅リハビリテーション研修会）

の開催 

６．介護予防キャラバン事業（県内市町村事業・関連団体事業への協力） 

（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 

７．介護予防フェスティバル事業 

（１）シルバーリハビリ体操フェスティバル事業 

８．野球支援およびスポーツ支援事業 

（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）全国障碍者スポーツ大会への支援 

９．理学療法における学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

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（対面あるいはＷＥＢ実施予定） 

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） 

１０．研修会・講習会に関する事業 

（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開始（前期研修・後期研修） 

（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（５回開催予定） 

   茨城県理学療法士会主催研修会として７月２４日ＲＯＭ、９月１１日筋力増強、 

１２月４日小児開催予定。その他研修は調整中。 

（４）管理者研修（１回開催予定）開催予定（日程調整中） 

（５）職場内訪問指導研 

１１．学術誌「理学療法いばらき 第２６巻」の発行 



１２．茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 

   ２０２２年度は開催予定なし 

１３．茨城県理学療法士会スポーツ理学療法士養成講習会の開催 

   開催予定（日程調整中） 

１４．広報誌発行 

（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） 

１５．ホームページ等による県民に向けた情報発信 

（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  

１６．高校生および高校教員向けの啓発活動 

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） 

１７．理学療法週間ＰＲグッズの配布 

１８．無料職業紹介事業 

１９．会員向け（共益）事業 

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 

２０．各種会議運営事業 

（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 

２１．委員会 

（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 

２２．事務所運営事業機能 

（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 

 

 

 



公益社団法人茨城県理学療法士会 令和４年度収支予算書 

 

※別紙｢令和 4年度収支予算書｣参照 

 

 

報告事項２ 

令和４年度 選挙管理委員会改選について 

 

委員：金森毅繁（筑波記念病院）、宮崎仁（筑波記念病院）、飯塚陽（筑波記念病院） 

任期：令和４年度定時総会終結のときから、令和６年度定時総会終結のときまで。 

 ※選挙管理委員長は金森毅繁とし、日本理学療法士協会選挙管理運営委員を兼任する。 

 

質疑応答 

 Ｑ）ＰＴ協会の新生涯学習制度にて、認定理学療法士を養成する「認定理学療法士臨床認

定カリキュラム教育機関」が公募されましたが、茨城県の教育機関は０となっており、

県内で専門性の高い理学療法士を目指すことが他県と比べて難しいかと思われます。 

   他県では士会が教育機関となっているところもあり、教育機関の運営には個人の病

院では難しいところもあるため、士会が中心となり、講師を集めて教育機関となって

頂けないでしょうか。 

   また、県士会の会員であれば受講費が安いなど、会員としてのメリットも作っていた

だけないでしょうか。 

 Ａ）松田学術・教育局長 

   今年度は登録理学療法士制度の整備もあるのでそちらを行う。認定理学療法士臨床 

認定カリキュラム教育機関については検討していきたい。 
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