
 平成30年度事業計画                     公益社団法人 石川県作業療法士会 

作業療法の学術発展に関する事業 

【学術部】 担当理事  麦井 直樹、河野 光伸 

学術発展のための学会の開催と学術雑誌の発刊を実施 
1． 第27回石川県作業療法学会  平成30年  6月24日（日） 場所：金沢大学十全講堂 
2． 石川県作業療法学術雑誌の発行 平成31年  3月15日（金）  

 

【教育部】 担当理事  寺田 佳世、桂 靖典 

作業療法士の生涯教育における研修会の開催と認定作業療法士、専門作業療法士の育成支援 
1. 新人オリエンテーション  平成30年  5月 19日（土） 場所：KKRホテル金沢 
2. 現職者共通研修 平成30年  6月 16日（土） 場所：石川県リハビリテーションセンター

3. 現職者共通研修 平成30年  8月 19日（日） 場所：石川県リハビリテーションセンター

4. 現職者共通研修 平成30年 11月 23日（金） 場所：石川県リハビリテーションセンター

5. MTDLP基礎研修 平成30年  7月 22日（日） 場所：石川県リハビリテーションセンター

 
【各支部】 作業療法士の生涯教育における研修会を開催 

［加賀支部］ 部長  西村 幸盛   担当理事  村田 明代、明福 真理子、中森 清孝  
1．第1回事例検討会 平成30年  5月 23日（水） 場所： 
2．第2回事例検討会  平成30年  8月 26日（日） 場所： 
3．第3回事例検討会 平成30年10月 10日 （水） 場所： 
4．第1回MTDLP事例検討会 平成30年  7月 18日（水） 場所： 
5．第2回MTDLP事例検討会 平成30年 12月 12日（水） 場所： 
6．第3回MTDLP事例検討会 平成31年  2月 13日（水） 場所： 
7. 研修会 平成30年  8月 26日（日） 場所： 

 

［金沢東支部］ 部長  堀江 翔  担当理事  麦井 直樹、桂 靖典 
1．第1回事例検討会 平成30年  6月  9日（土） 場所： 
2．第2回事例検討会 平成30年 11月  2日（金） 場所： 
3．第3回事例検討会 平成31年  2月  1日（金） 場所： 
4．第1回MTDLP事例検討会 平成30年  5月23日（水） 場所：千木病院 
5．第2回MTDLP事例検討会 平成30年  9月26日（水） 場所：浅ノ川病院 
6．第3回MTDLP事例検討会 平成31年  1月23日（水） 場所：松原病院 
7. 研修会 平成30年  6月  9日（土） 場所： 

 

［金沢西支部］ 部長  苗山 卓弘  担当理事  渡邉 貴之、高多 真裕美 
1．第1回事例検討会 平成30年  6月20日（水） 場所： 
2．第2回事例検討会 平成30年  9月19日（水） 場所： 
3．第3回事例検討会 平成31年  1月26日（土） 場所： 
4．第1回MTDLP事例検討会 平成30年  7月  4日（水） 場所： 
5．第2回MTDLP事例検討会 平成30年 11月21日（水） 場所： 
6．第3回MTDLP事例検討会 平成31年  2月27日（水） 場所： 
7. 研修会 平成31年  1月26日（土） 場所： 

［能登支部］ 部長  永井 亜希子  担当理事  川上 直子 
1．第1回事例検討会 平成30年  6月 29日（金） 場所： 
2．第2回事例検討会 平成30年 10月 19日（金） 場所： 
3．第3回事例検討会 平成31年  2月 17日（日） 場所： 
4．第1回MTDLP事例検討会 平成30年  5月  25日（金） 場所： 
5．第2回MTDLP事例検討会 平成30年  8月  24日（金） 場所： 
6．第3回MTDLP事例検討会 平成30年 11月  30日（金） 場所： 
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7．第4回MTDLP事例検討会 平成31年  3月   8日（金） 場所： 
8．研修会 平成31年  2月  16日（土） 場所： 

 
 

作業療法の技能の向上に関する事業 

【病院医療部】 担当理事  川上 直子、渡邉 貴之 

医療分野における技能の向上研修を実施 
1．達人OTセミナー 平成30年 11月  25日（日） 場所： 

 

【精神医療部】 担当理事  岡田 千砂、大西 真澄美 

精神医療分野における技能の向上研修を実施 
1．精神医療部会 平成30年  4月 25日（水） 場所：石川県立高松病院 
2．精神医療部研修会 平成30年 11月 10日（土） 場所：未定 
3．勉強会① 平成30年  8月  3日（金） 場所：未定 
4．勉強会② 平成31年  3月  1日（金） 場所：未定 

 
【発達障害支援部】 担当理事  安本 大樹、寺田 佳世 
発達障害分野における技能の向上研修を実施 
1．研修会  平成30年 7月  8日（日） 場所：金沢こども医療福祉センター 
2．ワークショップ① 平成30年 9月 16日（日） 場所：金沢こども医療福祉センター 
3．ワークショップ② 平成30年 11月 18日（日） 場所：金沢こども医療福祉センター 
4．パンフレット作成 平成30年  9月完成予定  

 

【社会福祉部】 担当理事  渡邉 貴之  

福祉分野、福祉用具・住宅改修分野における技能の向上研修を実施 
1．福祉用具・住宅改修研修 平成30年  6月30日（土） 場所： 

 

【健康福祉部】 担当理事 寺尾 朋美 

介護予防総合事業に関わる技能の向上研修を実施 
1．情報交換会① 平成 30年  6月 13日（水） 場所：加賀支部地域内  
2．情報交換会② 平成 30年 10月 16日（火） 場所：金沢東支部地域内 
3．情報交換会③ 平成 31年  2月 20日（水） 場所：金沢西支部地域内 
4．研修会 平成 30年 11月 11日（日） 場所：石川県リハビリテーションセンター 

 

【在宅支援部 施設事業分野】 担当理事  明福 真理子 

介護保険分野における技能の向上研修を実施 
1．現職者選択研修会（老年期） 平成30年  9月23日（日） 場所： 
2．診療報酬・介護報酬改定研修会  平成31年  3月23日（土） 場所： 

 
 
 

【在宅支援部 訪問事業分野】 担当理事  村田 明代、中森 清孝 

訪問作業療法分野における技能の向上研修を実施 
1．訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・地域ﾘｰﾀﾞｰ会議 平成30年 5 月19~20日 場所：東京 

2．第9回石川県訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会  平成30年 7月  7日（土） 場所： 

 

【特設事業】  担当理事  東川 哲朗 
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時代に対応した技能の向上研修を実施 

1．リーダー育成研修会 （東海北陸地区作業療法士会と協働） 

2. 生活行為向上マネジメント委員会 

 

【執行部】  担当理事  麦井 直樹 
1．新人会員への研修  平成30年  5月19日（土） 場所： KKRホテル金沢 
2．石川県リーダーｰ研修会 平成30年  8月 18日（土） 場所： 金沢大学附属病院 
3．潜在人材開発研修① 平成30年  4月   随時 場所： 
4．潜在人材開発研修② 平成30年 10月   随時 場所：  

 

作業療法の有効活用の促進に関する事業 

【企画部】 担当理事  小池 隆行、白山 武志、桂 靖典 

年齢、障害、社会的立場を超えたリハビリテーションとしてのスポーツ大会の開催 
1．新会員歓迎会 平成30年  5月19日（土） 場所：KKRホテル金沢 
2．第1回審判講習会 平成30年  7月21日（土） 場所：城北クリニック  
3．第2回審判講習会 平成30年  7月29日（日） 場所：城北クリニック 
4．第32回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会  
 平成30年10月6日（土） 場所：いしかわ総合スポーツセンター 

 
【地域包括ケアシステム推進委員会】 担当理事  村田 明代、中森 清孝 
1．地域ケア会議、総合事業に関わる人材   育成研修会  
 平成30年11月 10日（土） 場所： 

 
【認知症対応委員会】 担当理事  岡田 千砂、大西 真澄美 
1．認知症アップデート研修  平成31年  1月 19日（土） 場所： 

 

【運転と作業療法に関する委員会】 委員長  高間 達也   担当理事  東川 哲朗、寺田 佳世 
1．障がい者への自動車運転支援 研修会  平成30年 8月4日（土） 場所： 
2．障がい者への自動車運転支援 事例検討 平成30年11月 3日（土） 場所： 

 
【災害対策委員会】 委員長  東 ひとみ   担当理事 寺田 佳世 
 

作業療法の普及と振興に関する事業、内外関係団体との交流に関する事業 

【事業部】 担当理事  小池 隆行、米田 貢 

【日本作業療法士協会・モデル事業（平成30年度 特設）】 担当理事 米田 貢、白山 武志、桂 靖典 

児童又は青少年の健全な育成、作業療法の普及と振興を目的とする事業の実施 
1．モデル事業：小学生の親子体験 平成30年  8月  5日（日）  

2．なごやか作業療法セミナー 平成30年 10月14日（日）  

3．モデル事業：中学校支援（会員訪問、職業講話、キャリア教育、ほか） 
4．モデル事業：高等学校支援（卒業生会員の母校訪問、職業講話、インターンシップ、ほか） 
5．モデル事業：養成支援（能動型キャリア教育・インターンシップ） 
6．モデル事業：ジョブカフェ石川（仕事探しシェルパ）、ヤングハローワーク（Jr.インターンシップ事業）との連携 
7．モデル事業：啓発動画の作成およびWeb配信 

※日本作業療法士協会が実施するモデル事業「作業療法士を目指す人材の確保に関する取り組み」に、当会の「『作業療法士の働き方を伝

える』教育支援プラットフォーム事業」が採択されました。 
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【在宅支援部 施設事業分野】 担当理事  明福 真理子 

他団体への協力、協働事業の実施 
1．いしかわ介護フェスタ 平成30年10月  日 場所： 

 

【各支部】地域生活事業、健康フェア等の事業協力と広報活動の実施 

［加賀支部］ 部長  西村 幸盛  担当理事  村田 明代、明福 真理子、中森 清孝 
1. 能美市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 平成30年 8月   日（日） 場所：未定 
2.  加賀市こころまちﾌｫｰﾗﾑ 平成31年  3月   日（土） 場所：未定 

 

［金沢東支部］ 部長  堀江 翔  担当理事  麦井 直樹、桂 靖典 
1．百万石踊り流し 平成30年 6月 2 日（土） 場所：金沢市 
2．健康づくりﾌｪｱ 平成30年    月   日 場所： 

 

［金沢西支部］ 部長  苗山 卓弘  担当理事  渡邉 貴之、高多 真裕美 
1．金沢福祉のつどい  平成  年  月  日 場所： 

 

この法人の目的を達成するために必要な事業 

【教育部】 担当理事  寺田 佳世、桂 靖典 
認定作業療法士、専門作業療法士の育成支援事業 

1． 各種研修会申請確認 
2． ポイント認定確認 

3． 認定作業療法士更新に関すること 

4． 生涯教育制度の更新手続きに関すること 

5． その他生涯教育に関する事務処理 

 
【広報部】 担当理事  明福 真理子、米田 貢、白山 武志 

1． 石川県作業療法士会ニュース発行(107-110号) 平成30年6月・9月・12月・平成31年3月 

2． 広報誌発刊（1-2号）平成30年7月・11月 …新規事業 

 
【事務部】 担当理事  麦井 直樹 

1． 会員管理（入退会管理、名簿管理） 

2． 士会の管理・運営に関する事務 

3． 一般社団法人 日本作業療法士協会との連絡事務 

4． 総会の運営・開催事務 

5． 理事会開催事務 年3回 場所：西泉事務所 

6． 理事連絡会開催事務 年6~7回 場所：西泉事務所 

7． 三役会議開催事務 随時 

8． 渉外活動（他団体との連絡調整事務、年賀状） 

9． 介護保険認定審査会への委員派遣 

10．障害支援区分認定審査会への委員派遣 

11．その他の事務処理一般 

 

【財務部】 担当理事  安本 大樹、高多 真裕美 

1． 会費の徴収管理 
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2． 各部・各事業の収支予算・決算 

3． 経理に関する帳簿、書類の管理 

 

【表彰選定委員会】 担当理事  東川 哲朗、寺田 佳世、岡田 千砂、進藤 浩美 
1． 表彰式典  平成30年  5月19日（土） 場所：KKRホテル金沢 
2． 県内養成校優秀学生県士会表彰 日時：各養成校の卒業式  

 
【情報通信委員会】 担当理事  東川 哲朗 

1． 県士会webの管理 

2． 県士会データベースの管理 

3． 協会データベースシステム事業 

4． 認定・専門作業療法士データ管理 

5． 研修会など開催案内 

 


