
平成２９年度事業報告書 

Ⅰ．公益目的事業 

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：９回 延べ ９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（赤津 安恵美氏） 

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：８名（所 圭吾氏、藤田 義隆氏、鈴木 和江氏、増渕 裕子氏、柳町 幹氏、 

内藤 幾愛氏、長谷川 聡氏、平田 清次氏） 

事業内容： 

① 健康プラザにおいて、３級指導士養成講習会の運営補助及び一部科目（解剖運動学：神

経及び復習解説）の講義を行う。 

② 市町村で開催する３級指導士養成講習会において、講義の一部（解剖運動学：神経及び

復習解説）を担当する。 

③ 健康プラザにおいて、介護福祉士を対象とした介護予防体操研修会の講師又はその運営

補助を行う。 

④ 健康プラザスタッフとの連絡会議に出席する。 

⑤ その他 

○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（川﨑 仁史氏） 

○茨城県訪問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（鈴木 和江氏） 

    ○認知力アッププログラム教材作成モデル事業（茨城県受託事業） 

委員（木村 剛英氏、直井 洋明氏、飯島 弥生氏、石塚 和重氏、大曽根 賢一氏、 

川﨑 仁史氏、桜井 哲也氏、佐藤 誠氏、鈴木 和江氏、高田 祐氏、野本 理恵氏、 

平田 清次氏、細木 一成氏、松田 智行氏、向井 佑太氏、斉藤 秀之氏） 

① 認知力アップ基礎研修会  

期 日：    平成２９年７月３１日  会 場：つくば国際会議場 

     ②認知力アップ教材作成委員会 

期 日：１回目 平成２９年１１月１３日 会 場：本会事務所 

期 日：２回目 平成２９年１２月１１日 会 場：本会事務所 

期 日：３回目 平成３０年１月１５日  会 場：本会事務所 



期 日：４回目 平成３０年２月５日   会 場：本会事務所 

期 日：５回目 平成３０年３月２日   会 場：本会事務所 

③認知力アップ評価研修会 

期 日：    平成３０年２月２８日  会 場：茨城県庁 

３）市町村支援に関する事業 

当会が推薦し一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会の委嘱を受けた会員である理

学療法士を４４市町村に配置し、各種事業に対応 

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 ４件 

    ② 住民運営の「通いの場」等への関与促進事業 

        〇シルバーリハビリ体操教室訪問による利用者への講話・相談支援 (市内９教室実施) 

実施回数 １３回 参加者 １５３名 相談件数 ２１件 

〇小川地区介護予防教室   

実施回数 ９回  参加者 ７８名 

    〇サロン   

実施回数 １回  参加者 １５名 

    〇高齢者教室  

実施回数 １回  参加者 １２名 

    〇元気ステーションでのミニ体力測定＆相談会 

  実施回数１１回  参加者 １２３名 

    〇元気ステーションへの通い  

実施回数 個別：５回 参加者 ５名  

集団：５回 参加者 ７名 

③ 共同利用型訪問リハビリテーション事業 

       訪問件数 ３０７件 （うち実践型 延べ３０１件、指導型 延べ６件） 

①～③の事業のプロボノ登録者数 ２４名 

④ 訪問リハビリテーションサポートセンター推進事業 

          相談件数  ２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 

平成２９年度茨城県訪問リハビリテーション実務者研修会 

   期 日：１日目 平成２９年１０月２９日 会 場：筑波記念病院 

   期 日：２日目 平成２９年１２月１７日 会 場：茨城県総合福祉会館 

   参加者：５６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 

①全国一斉介護予防・健康増進キャンペーン 
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        期 日：平成２９年７月９日      会 場：笠間市地域交流センターともべ 

    内 容：講話及び理学療法相談会    参加者：７３名 相談者：６名 

     ②全国一斉介護予防・健康増進キャンペーン 

    期 日：平成２９年７月９日      会 場：市民ホールやたべ 

    内 容：講話及び理学療法相談会    参加者：１２５名 相談者：５名 

     ③健康づくりキャンペーン 

    期 日：平成２９年９月９日      会 場：イオンモール水戸内原 

    内 容：体力測定及び理学療法相談   測定者：１３１名 相談者：２名 

   ④古河ふれあい広場２０１７ 

    期 日：平成２９年９月２３日     会 場：ネーブルパーク 

    内 容：体力測定及び理学療法相談   測定者：１２４名 相談者：０名 

⑤スポーツ健康フェスティバル 

    期 日：平成２９年１０月８日・９日  会 場：国営ひたち海浜公園 

    内 容：体力測定及び理学療法相談   測定者：４２１名 相談者：０名 

   ⑥みんなの生活展 

    期 日：平成２９年１１月２５日    会 場：しもだて地域交流センターアルテリオ 

    内 容：体力測定及び理学療法相談   測定者：６７名 相談者：０名 

茨城県看護協会「まちの保健室」との共同事業への会員派遣 

     ①期 日：平成２９年８月１２日        会 場：常陸大宮ピサーロ 

    内 容：体力測定及び理学療法相談      測定者：３名 相談者：３名 

    ②期 日：平成２９年８月２７日        会 場：イオンモール水戸内原 

    内 容：体力測定及び理学療法相談      測定者：２５名 相談者：０名 

③期 日：平成２９年１０月２６日       会 場：茨城県保健衛生会館 

    内 容：体力測定及び理学療法相談      測定者：１４名 相談者：０名 

    ④期 日：平成２９年１１月２３日     会 場：鹿島ショッピングセンターチェリオ 

    内 容：体力測定及び理学療法相談    測定者：１２名 相談者：２名 

    ⑤期 日：平成２９年１１月２５日・２６日  会 場：茨城県三の丸庁舎 

    内 容：体力測定及び理学療法相談     測定者：２１６名 相談者：０名 

７）介護予防フェスティバル事業 

①介護予防フェスティバル事業 

期 日：平成２９年１２月１０日         会 場：北茨城市民ふれあいセンター 

       内 容： 講話 テーマ：「認知症予防について」 

         介護予防イベント 

      参加者：１２１名 

②シルバーリハビリ体操フェスティバル事業 

 シル・リハ全国フェスタ２０１７ 

   期 日：平成２９年７月１０日       会 場：茨城県立県民文化センター 

   内 容：講演・事例報告・シルバーリハビリ体操の実技・大会宣言 

   参加者：１,３４５名 



（２）スポーツ支援関連事業 

 １）野球支援事業 

第６９回 春季関東地区高校野球茨城大会  

平成２９年５月５日（準決勝）     会場：水戸市民球場 派遣：２名 

５月６日（決勝）      会場：水戸市民球場 派遣：２名 

第６９回 春季関東地区高校野球大会  

平成２９年５月２０日（１-２回戦）会場：水戸市民球場、ひたちなか市民球場 派遣：２名 

５月２１日（１-２回戦）会場：水戸市民球場、ひたちなか市民球場 派遣：２名 

５月２２日（準々決勝） 会場：水戸市民球場、ひたちなか市民球場 派遣：２名 

５月２３日（準決勝）   会場：水戸市民球場 派遣：１名 

５月２４日（決勝）   会場：水戸市民球場 派遣：１名 

第９９回 全国高校野球選手権茨城大会  

平成２９年７月２３日（準々決勝） 会場：水戸市民球場、ひたちなか市民球場 派遣：４名 

７月２５日（準決勝）  会場：水戸市民球場 派遣：２名 

７月２７日（決勝）   会場：水戸市民球場 派遣：２名 

第１６回 茨城県少年野球教室  

平成２９年８月２６日（県北・水戸地区）会場：ひたちなか市民球場 派遣：２名 

平成２９年８月２７日（県南・県西地区）会場：結城市鹿窪球場   派遣：３名 

第７０回 秋季関東地区高校野球茨城大会  

平成２９年９月３０日（準決勝）      会場：ひたちなか市民球場 派遣：２名 

平成２９年１０月１日（決勝）       会場：ひたちなか市民球場 派遣：２名 

  ２）スポーツ支援事業 

〇第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）、第１９回全国障がい者スポーツ大会 

（いきいき茨城ゆめ大会）に向けた情報収集、ヒアリングの実施 

〇第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）、第１９回全国障がい者スポーツ大会 

（いきいき茨城ゆめ大会）対応調整会議 

   期 日：平成２９年１２月２５日 

 会 場：本会事務所 

〇国体・全国障がい者スポーツ大会支援のための連絡調整会議への出席者派遣 

   期 日：平成３０年３月１０日 

 会 場：日本理学療法士協会田町カンファレンスルーム 

派遣者：浅川 育世氏、永井 智氏 

〇関東甲信越ブロック協議会スポーツ関連事業運営委員会への出席者派遣 

 期 日：平成２９年９月２３日 

 会 場：ホクト文化ホール（長野県） 

派遣者：鈴木 康文氏 

    〇スポーツリハビリテーションマップの作成準備、情報収集 
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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２１回茨城県理学療法士学会の開催 

   期 日：平成２９年７月３０日      会 場：つくば国際大学 

テーマ：Hand in Hand ～地域包括ケアと多職種連携～ 

   学会長：桜井 哲也氏（結城病院） 

   参加者：２０２名（会員：１３３名、県外会員：９名、一般：４名、学生：３８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 

期 日：平成２９年８月２７日   会 場：茨城県立青少年会館 

テーマ：A-１ 理学療法と倫理                 参加者：１５５名 

テーマ：A-２ 協会組織と生涯システム             参加者：１５７名 

テーマ：A-３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む）  参加者：１５８名 

テーマ：A-４ 人間関係および接遇（労働衛生含む）        参加者：１５６名 

テーマ：A-５ 理学療法における関連法規（労働法含む）     参加者：１５２名 

 

期 日：平成２９年９月１７日   会 場：つくば国際大学  

テーマ：C-１ 神経系疾患の理学療法               参加者：１３２名 

テーマ：C-２ 運動器疾患の理学療法               参加者：１４４名 

テーマ：C-３ 内部障害の理学療法                参加者：１３４名 

テーマ：C-４ 高齢者の理学療法                 参加者：６８名 

 

期 日：平成２９年１０月２２日  会 場：つくば国際大学 

テーマ：D-１ 社会の中の理学療法               参加者：１２３名 

テーマ：C-５ 地域リハビリテーション（生活環境支援含む）   参加者：８２名 

テーマ：D-２ 生涯学習と理学療法の専門領域          参加者：１３０名 

テーマ：D-３ 理学療法の研究方法論（EBPT 含む）        参加者：１６名 

 

期 日：平成２９年１１月２６日  会 場：日立総合病院  

テーマ：B-１ 一次救命処置と基本処置              参加者：８４名 

テーマ：B-２ クリニカルリーズニング              参加者：５８名 

テーマ：B-３ 統計方法論                    参加者：２３名 

テーマ：B-４ 症例報告・発表の仕方               参加者：９名 

 

期 日：平成２９年１２月１７日  会 場：茨城県立青少年会館  

テーマ：D-４ 理学療法士のための医療政策論           参加者：１７名 

テーマ：E-１ 臨床実習指導方法論                参加者：９９名 

    テーマ：E-２ コーチングとティーチング（コミュニケーションスキル含む）                   



参加者：１２名 

テーマ：E-３ 国際社会と理学療法                       参加者：４名 

 

  新人症例検討会 テーマ：C-６ 症例発表 

期 日：平成２９年９月２日    会 場：水戸メディカルカレッジ      参加者：１３名 

 

期 日：平成２９年１０月１４日 会 場：筑波記念病院                 参加者：７名 

 

期 日：平成２９年１１月２４日 会 場：日立総合病院                 参加者：１名 

 

期 日：平成２９年１１月２４日 会 場：ひたちなか総合病院           参加者：１０名 

 

期 日：平成２９年１１月２７日 会 場：鹿島病院                     参加者：１名 

 

期 日：平成３０年１月２８日  会 場：協和中央病院                 参加者：１１名 

 

期 日：平成３０年２月２日   会 場：土浦協同病院               参加者：１１名 

 

期 日：平成３０年２月２日   会 場：東京医科大学茨城医療センター 参加者：２４名 

 

期 日：平成３０年３月２４日  会 場：筑波記念病院             参加者：２０名 

 

２）新人教育プログラム追加研修会の開催 

期 日：平成３０年３月２日   会 場：茨城県保健衛生会館コミュニティーホール和み  

テーマ：A-４ 人間関係および接遇（労働衛生含む）               参加者：１名 

テーマ：A-５ 理学療法における関連法規（労働法含む）            参加者：１名 

 

期 日：平成３０年３月７日   会 場：茨城県保健衛生会館コミュニティーホール和み  

テーマ：A-１ 理学療法と倫理                        参加者：３名 

期 日：平成３０年３月１２日  会 場：茨城県保健衛生会館コミュニティーホール和み  

テーマ：A-２ 協会組織と生涯システム                    参加者：２名 

テーマ：A-３ リスクマネジメント（安全管理と感染予防含む）         参加者：２名 

 

３）理学療法士講習会の開催（公益社団法人日本理学療法士協会受託事業・他） 

期 日：平成２９年８月１３日       会 場：アール医療福祉専門学校 

テーマ：関節可動域治療の基本「運動器系疾患に対する関節可動域治療手技」参加者：２７名 

期 日：平成２９年９月１０日       会 場：茨城県立医療大学 

    テーマ：筋力増強運動 骨関節系疾患に対する治療手技                   参加者：３０名 



6 

 

  

期 日：平成２９年１１月１１日・１２日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：脊髄損傷の理学療法                                           参加者：１９名 

 

期 日：平成３０年１月２８日       会 場：筑波メディカルセンター病院 

テーマ：発達が障がいされた小児期の人々に対する理学療法の進め方       参加者：３９名 

 

４）管理者研修 

① 各都道府県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制・EPDCAサイクルの徹底の必要

性に関する講義 

期 日：平成２９年６月２５日 会 場：地方職員共済組合保養所オーシャンビュー大洗 

参加者：２０名 

 

期 日：平成２９年７月３１日 会 場：日立製作所 多賀総合病院      参加者：４名 

 

期 日：平成２９年８月３日  会 場：城西病院            参加者：３名 

 

期 日：平成２９年８月１７日 会 場：友愛記念病院                   参加者：５名 

 

期 日：平成２９年８月２１日 会 場：土浦協同病院                   参加者：３名 

 

期 日：平成２９年９月１１日 会 場：つくばセントラル病院           参加者：１１名 

 

期 日：平成２９年９月２５日 会 場：鹿島病院                       参加者：２名 

 

期 日：平成２９年９月２９日 会 場：筑波メディカルセンター病院     参加者：８名 

 

② 職場内訪問指導研修 

会 場：勝田病院           回数：１０回 

会 場：県南病院           回数：２７回 

会 場：サンシャインつくば      回数：６回 

 

５）学術誌「理学療法いばらき 第２１巻」の発行  

平成２９年６月１５日 発行部数２,７５０部  

 

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 

期 日：平成２９年１０月１４日・１５日、１１月３日・１８日・１９日 

会 場：笠松運動公園、茨城県立リハビリテーションセンター、筑波技術大学 



テーマ：中級障がい者スポーツ指導員養成講習会             

参加者：２９名 

 

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 

期 日：平成３０年２月１８日  会 場：つくば国際大学 第１キャンパス 

テーマ：茨城県スポーツ理学療法士養成講習会 

参加者：５２名 

 

期 日：平成３０年３月４日  会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：茨城県スポーツ理学療法士養成講習会 

参加者：４０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 ５月、８月、１１月、２月 各２,２００部発行 

・「年報ひたちの」発行 ６月 ９１０部発行 

（２）ホームページによる県民に向けた情報発信 

・ホームページによる情報発信：８７件（４～９月）、９０件（１０～３月） 

・Facebook による情報発信：２０件（４～９月）、３１件（１０～３月） 

（３）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） 

対 象：県内に通学する高校生 

実施期間：平成２９年８月１４日～８月２６日 

参加者：４８校３０１名参加（４１０名申し込み３１１名マッチング） 

（４）理学療法週間ＰＲグッズの配布 

（主な配布先） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士進路指導担当者、理学療法・作業療法・言語聴覚療法見学

会参加者、その他各種イベント参加者 

（配布物） 

 茨城県理学療法士会ロゴ入り付箋（６６０本） 

（５）「理学療法の日」作文コンクール事業 

対 象 ：県内在住及び県内に通学している中・高校生および大学生・専門学校生（学生の部） 

県内に在住している一般の方（一般の部） 

   応募期間：平成２９年４月１５日～５月３１日 

   応募数 ：１０８名 

   受賞者 ：＜学生の部＞     

最優秀賞 高橋 未来璃（つくば国際大学）理学療法士に望むこと、そしてなりたい自分 
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優秀賞 大内 晴香（茨城県立水戸第三高等学校）理学療法の支援を受けて 

優秀賞 出野 健太（つくば国際大学東風高等学校）理学療法士を目指して 

佳作 渡引 杏菜（アール医療福祉専門学校）理学療法に想うこと 

佳作 鈴木 悠汰（つくば国際大学高等学校）笑顔を作る職業 

佳作 有坂 沙月（アール医療福祉専門学校）理学療法を体験して 

＜一般の部＞ 

最優秀賞 久保 房男（北茨城市）三人の理学療法士さんに感謝 

優秀賞 川﨑 香苗子（筑西市）理学療法に思うこと 

優秀賞 額賀 正美（土浦市）加齢は自信を持って 

佳作 塩谷 哲夫（土浦市）高齢者の増加する時代に臨んで、理学療法に求められるもの 

佳作 飯村 靖子（筑西市）先端技術に負けない理学療法 

表彰式 ：平成２９年７月３０日（つくば国際大学） 

（６）市民公開講座 

 公益社団法人日本理学療法士協会介護予防・健康増進全国一斉キャンペーン 

    期 日：平成２９年７月９日   

会 場：笠間市地域交流センターともべ（笠間市）、市民ホールやたべ（つくば市） 

    内 容：講 演 

    テーマ：「茨城の宝を日本の宝へ！シルバーリハビリ体操！」 

    講 師：長谷川 聡氏（水戸メディカルカレッジ）、江口 哲男氏（筑波メディカルセンター病院） 

    参加者：７３名（笠間市会場）、１２５名（つくば市会場） 

（７）その他 

・ホームページの閲覧状況等について解析機能を用いた分析 

・茨城新聞社広告「７月１７日は理学療法の日」掲載 １頁 

掲載日時：平成２９年７月８日 

・平成２９年度 「介護の日」 パネル展示 

期 間：平成２９年１１月２日～１１月１２日 会 場：茨城県庁２階 

 

Ⅱ．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士会合同新春賀詞交歓会・大内厚氏茨城県表彰受賞祝賀会の開催 

期 日：平成３０年１月１４日 

会 場：水戸三の丸ホテル  

参加者：茨城県理学療法士会会員２０名、賛助会員４名 

    茨城県作業療法士会会員７名 

    茨城県言語聴覚士会会員５名 

２）賛助会員等との意見交換会の開催  



  １）との同期開催 

３）会員に向けた情報発信 

・ホームページの更新やFacebookによる情報発信 

 ・FAXニュース配信：５件 

・会員所属施設一覧の作成：１１月号インフォメーションに掲載依頼 

（２）卒前オリエンテーションの開催  

 期 日：平成３０年２月２６日 

   会 場：水戸メディカルカレッジ、茨城県立医療大学、筑波技術大学 

       アール医療福祉専門学校、つくば国際大学 

   参加者：計１７８名 

（３）団体補償保険に関すること   

   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）茨城県臨床実習連絡協議会の開催 

第１回 

期 日：平成２９年７月２７日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

第２回 

期 日：平成３０年３月３０日 

会 場：アール医療福祉専門学校 

 

２）茨城県臨床実習指導者研修会の開催 

期 日：平成３０年２月１１日 

会 場：茨城県立医療大学 

テーマ：「学校教育における臨床実習」、「臨床実習指導総論・教育スキル」 

参加者：２５名 

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研修会等への協力  

期 日：平成３０年１月１４日 

会 場：水戸三の丸ホテル 

テーマ：トリプル改定におけるリハ専門職への期待  参加者：４６名 

 

期 日：平成３０年３月９日 

会 場：茨城県保健衛生会館 

テーマ：介護報酬改定に係るサテライト会場研修会  参加者：４４名 

 

期 日：平成３０年３月３０日 

会 場：茨城県保健衛生会館 
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テーマ：診療報酬改定に係るサテライト会場研修会  参加者：６６名 

 

（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：茨城県がん計画作成等各種委員会資料にて入手 

（４）職域、職能に関する各種調査：県高齢者プラン、県障害者プラン作成等各種委員会資料にて入手 

（５）その他：地域リハ普及促進委員会、地域包括ケア推進委員会等に委員として参画し提案 

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 

 

Ⅲ．管理部門 

１．各種会議運営事業 

（１） 運営会議  

１）第４４回定時総会 

期日：平成２９年６月２５日           会場：オーシャンビュー大洗  

２）理事会 

第１回     期日：平成２９年５月１９日   会場：本会事務所 

持ち回り理事会 期日：平成２９年９月２１日    

第２回     期日：平成２９年１１月１７日  会場：本会事務所 

臨時理事会   期日：平成３０年２月１４日   会場：本会事務所 

３）業務執行理事会 

第１回     期日：平成２９年４月２８日   会場：本会事務所 

第２回     期日：平成２９年７月２１日   会場：本会事務所 

第３回     期日：平成２９年９月１５日   会場：本会事務所 

第４回     期日：平成２９年１０月２７日  会場：本会事務所 

第５回     期日：平成３０年１月１９日   会場：本会事務所 

第６回     期日：平成３０年３月１６日   会場：本会事務所 

４）ブロック長会議               期日：開催なし 

５）ブロック会議 

水戸：                   期日：平成２９年４月２７日 

日立：                   期日：平成２９年６月２７日 

常陸太田・ひたちなか：           期日：平成２９年９月６日 

鹿行：                   期日：開催なし 

土浦：                   期日：平成２９年４月１８日 

つくば：                  期日：平成２９年６月１４日 

取手・竜ヶ崎：               期日：平成３０年２月２４日 



筑西・下妻：                期日：平成２９年７月２８日、１２月１３日 

古河・坂東：                期日：平成２９年７月２８日 

６）市町村担当者会議 

期日：平成３０年３月２２日   会場：土浦市勤労者総合福祉センター 参加者：２４名 

期日：平成３０年３月２３日   会場：茨城県開発公社ビル      参加者：１６名 

７）理学療法部門責任者会議 

期日：平成２９年６月２５日   会場：オーシャンビュー大洗 参加者：３３名 

８）その他 

管理者ネットワーク会議 期日：平成３０年１月１６日  会場：茨城県保健衛生会館  

参加者：６９名 

（２） 平成２８年度期末監査および平成２９年度中間監査 

平成２８年度期末監査 期日：平成２９年５月１９日   会場：本会事務所 

平成２９年度中間監査 期日：平成２９年１１月１７日  会場：本会事務所 

（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  

 期日：平成２９年６月２５日   会場：オーシャンビュー大洗 

２）茨城県表彰に係る受賞候補者の推薦に関する調査 

・平成２９年度茨城県表彰に係る表彰候補者調査 平成２９年５月 

 平成２９年度茨城県表彰功績者表彰受賞 大内 厚氏 

   ・医療従事者に係る叙勲・褒章候補者の調査 平成２９年５月 

・平成２９年度ハーモニー功労賞表彰候補者調査 平成２９年５月から７月 

・第４６回医療功労賞に係る候補者調査 平成２９年６月から８月 

・平成２９年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者調査 平成２９年９月 

・平成２９年度 茨城県理学療法士 功労賞・功績賞・学術賞候補者調査 

・日本理学療法士協会賞候補者調査 

・第７０回「保健文化賞」候補者調査 平成３０年２月から４月 

（４）第５３回日本理学療法学術研修大会準備委員会 

  平成２９年５月１日、６月５日、７月２０日、９月１日、１０月１３日、１１月１０日、 

１２月４日、平成３０年１月５日、２月９日、３月２日、３月２９日 

 

２．委員会 

（１）定款組織検討委員会 

・ 会員規程改定、職務分掌細則改定、組織規程改定、旅費支給規程改定、職員就業規則改定、 

代議員選出規則（案）。左記、理事会からの諮問に対する答申案の検討。 

（２）表彰委員会  

  ・ 功労賞：髙橋 晃弘氏、淺野 信一氏、直井 洋明氏、大地 寛氏、村田 康成氏、國谷 伸一氏 

  ・ 功績賞：須田 浩二氏、若林 陽子氏、山田 文彦氏、石川 公久氏、根本 悟嗣氏 

  ・ 学術賞：渡邊 昌宏氏、芋生 祥之氏、大関 直也氏  



12 

 

（３）倫理委員会 

  活動なし 

（４）選挙管理委員会 

・ 平成２９・３０年度公益社団法人茨城県理学療法士会役員改選 

告  示  日  ：平成２９年４月２１日 

立候補締切日  ：平成２９年５月１２日 

立候補者告示日：平成２９年５月２６日（全員無投票当選） 

理    事  ：立候補者１５名 

直井 洋明氏、桜井 哲也氏、川﨑 仁史氏、浅川 育世氏、斉藤 秀之氏 

赤津 安恵美氏、淺野 信一氏、廣嶋 俊秀氏、大曽根 賢一氏、圷 真毅氏 

髙橋 千晶氏、金子 哲氏、國谷 伸一氏、鈴木 和江氏、森田 英隆氏 

監    事  ：立候補者１名 

黒澤 保壽氏 

（５）代議員選挙管理委員会  

・ 平成３０・３１年度公益社団法人茨城県理学療法士会代議員選挙 

告  示  日   ：平成３０年２月２２日 

立候補受付期間  ：平成３０年３月１２日～３月３１日 

 

３．事務所運営事業機能 

（１）資料据え置き及び公開事業 

定款、規程、社員名簿、定時総会議事録、理事会議事録、事業計画書、収支予算書、 

貸借対照表、損益計算書、事業報告書、監査報告書、財産目録、役員名簿（理事、監事、部長、

委員長、部員、委員、ブロック長名簿）、各種広報物、など 

（２）慶弔（祝金・弔慰金、祝電・弔電）に関する事業 

    祝金 １件  弔慰金 ３件  祝電 ９件  弔電 ６件 祝花 ６件 

（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  

１）変更届（公益目的事業、相互扶助等事業の変更）の茨城県への提出 

期 日：平成２９年５月２９日 

２）平成２８年度事業報告書等の茨城県への提出 

期 日：平成２９年６月２８日 

３）変更届（定款・役員の変更）の茨城県への提出 

期 日：平成３０年２月１４日 

４）平成３０年度事業計画書等の茨城県への提出 

期 日：平成３０年３月２０日 

（５）理学療法士の求人に関すること 

    求人広告：５件 


