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平成２６年度 一般社団法人広島県作業療法士会６月定期総会

議 案 書
期日：平成２６年６月８日（日）１２：１５～１３：４５
場所：広島大学 保健学科２０３教室（広島市南区霞１－２－３）

総 会 次 第
１．開会のことば
２．定足数報告
３．会長挨拶
４．議長選出
５．議事録署名人任命
６．議 案

第１号議案 定款変更の件・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
第２号議案 定款施行規則変更の件・・・・・・・・・・・・・ １
第３号議案 平成２５年度事業報告の件・・・・・・・・・・・ ２
第４号議案 平成２５年度収支決算・監事意見書の件・・・・・ ７
第５号議案 第２１回広島県作業療法学会長承認の件・・・・・１２

７．議長解任
８．閉会のことば

一般社団法人 広島県作業療法士会
事務局 〒731-3622 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内１３１番地２

TEL 090-5377-9922 FAX 050-3737-3558
E-Mail jimusho@hiroshima-ota.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hiroshima-ota.kir.jp/

書面採決状（委任状）は今回同封しておりますのでご確認下さい。
都合により出席できない方は、同封したハガキの書面採決状（委任状）提

出をお願いします。また、ホームページからも書面採決状（委任状）の提出
が可能です。http://hiroshima-ota.kir.jp/26soukai/
※書面採決のうち、「Ａ．全ての議案に賛成します」 については、右の
ＱＲコードからも発信することができます。この場合は本人
確認のため、必ず会員番号・氏名・生年月日を入力して下さ
い。
※今回も書面採決・委任状を提出した方へは『士会活動協力
ポイント』として『生涯教育１ポイント』となります。
総会出席・書面採決（委任状）提出に対して付与される生涯
教育基礎コース１ポイントは、８月会報に同封する個人宛封
筒にて配布いたします。
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第１号議案 定款変更（事務所移転）の件

一般社団法人広島県作業療法士会の事務所を広島市に移転する旨の承認は、平
成２４年１１月１８日に開催した設立総会で決議されたが、法務局から一般社団
法人への移行登記と事務所移転登記は同時には行えないとの指摘を受け、新法人
設立後の総会にて定款変更（事務所移転）の決議を行うよう指導された。

よって、今回の総会にて定款変更（事務所移転）を議題として呈上する。

現行定款 第１章 総 則 （事務所）
第２条 この法人は、事務所を広島県山県郡安芸太田町に置く。
↓

新定款案 第１章 総 則 （事務所）
第２条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市安芸区に置く。

第２号議案 定款施行規則変更（第４章会務運営 事業部・保険部新設）の件

趣旨 当会に対する内外からの要望も増え、新規事業を検討・執行する機関が必
要となっており、これを担当する『事業部』を新設したい。

また、社団法人広島県作業療法士会では、委員会を執行機関の一組織として取
り扱ってきたが、委員会は本来の業務である「本会業務の基本事項について審
議」に専念することとし、執行を担当していた診療報酬委員会と介護保険対策委
員会は『保険部』へ新設移行し、また機器対策委員会は上記新設の『事業部』の
一機関に位置付けたい。

よって、今回の総会にて定款施行規則変更を議題として呈上する。

（会務の分掌）
（旧）第23条 事務局及び部は、次のとおりとする。

事務局 広報部 学術部 福利部 財務部 社会貢献部 教育部
↓

（新）第23条 事務局及び部は、次のとおりとする。
事務局 広報部 学術部 福利部 財務部 社会貢献部 教育部

事業部 保険部

（分掌事項）
第24条 事務局及び部の分掌事項は、おおむね次のとおりとする。

（新設）（以下２つの部を新設）
事業部

・新規要望がある事業に関して、把握と協議、企画実施に関する事項
・その他、他の部局に属さない事業の把握と協議、企画実施に関する事項

保険部
・診療報酬および介護保険に関する事項の調査活動と実態把握、研修会の

企画実施に関する事項
・その他、診療報酬・介護保険など社会保障に関する事項

（常設委員会）
第26条 常設委員会は本会業務の基本事項について審議叉は審議と執行を担当す

る。
２ 常設委員会の種類及び分掌事項は、おおむね次のとおりとする。

（削除）（以下３つの委員会を削除）
機器対策委員会
診療報酬対策委員会
介護保険対策委員会
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第３号議案 平成２５年度事業報告の件

Ⅰ．会員に関する報告
平成２５年３月３１日時点の会員数は１２６４名で、平成２５年９月１日（新

法人移行時）時点の会員数が１１３７名、平成２６年３月３１日現在の会員数は
１３０３名であり、年度開始日から２９名（３％）増加している。

Ⅱ．「平成２５年度当会事業」に関する概要報告
以下、本会の定款に定められた「事業」について、平成２５年度に行った活動

の概要を報告する。

１．作業療法の学会、研修会、講習会の開催
(１)学会の開催（第１９回学会実行委員会）

第１９回広島県作業療法学会を開催した。参加者１７３名
(２)研修会・講習会の開催（学術部・教育部・診療報酬委・介護保険委）

年間２５回の研修会を開催した。受講者数延べ８４９名
２．作業療法に関する刊行物，会誌の発行
(１)県士会報の発行 No187,188,189,190,191,192号の計６回発行（広報部）
(２)広島県作業療法士会学術活動記録集（学術部・教育部・第19回学会実行委）
３．地方公共団体等の行う保健，福祉事業への協力
(１)地方公共団体等の各種諮問委員会への会代表者派遣（計４件）
(２)地方公共団体の介護保険・自立支援審査委員会等へ委員推薦（計６件）
(３)広島県国保連合会と共催で、若さチェックコーナーを実施（計７回）
４．作業療法の普及啓発
(１)インターネット上にホームページ掲載（広報部）
(２)作業療法士養成校受験希望者への施設見学を実施（広報部）
５．関係団体との提携交流
(１)研修会・行事等の後援（計１５件）
(２)県内関係団体との交流拡大をめざし、当会の会報を発送(計３１団体)
(３)県内関係団体との交流拡大をめざし、関係団体の行事へ出席（計９件）

Ⅲ．平成２５年度各部・委員会事業報告

管理部門
１．事務局 事務局長 川原 薫
(１)総会を５月２６日(決算総会)と１２月１日(役員選挙総会)の年２回開催した
(２)理事会を年７回開催した（議事については会報にて報告・下記は主要議題）

第１回理事会 平成２５年４月２１日（日）
主要議題 １．平成２４年度事業報告・決算案の確定

２．第２０回広島県作業療法学会長の選任
３．お菓子博での電動車いす拒否について

第２回理事会 平成２５年５月２６日（日）
主要議題 １．平成２５年度５月総会を受けて

２．会員の研究活動への認識と研究支援へのニーズ調査
第３回理事会 平成２５年７月２１日（日）

主要議題 １．新法人移行に向けて
２．平成２５・２６年度 各部局長の選任と任期

第４回理事会 平成２５年１０月１４日（祝）
主要議題 １．役員選挙定数に満たない役員の推薦

２．社団法人広島県作業療法士会 解散時資産の確定
第５回理事会 平成２５年１２月１日（日）

主要議題 １．総会を受けて
２．部局長・委員長（業務執行理事 ９名以内）の選任

第６回理事会 平成２６年２月２日（日）
主要議題 １．部局の新設に向けて
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２．新年度事業計画・予算案について
第７回理事会 平成２６年３月２日（日）

主要議題 １．新年度事業計画・予算案について
２．協会と士会の会員協定について

(３)関係団体との交流（詳細は別紙後援等一覧）
(４)当会主催行事への傷害保険の加入（保険事故０件）
(５)平成２５年度会員名簿の発行及び整備
(６)平成２５年度５・１２月総会議案書の作成
(７)求人・求職に関する情報提供（会報・ホームページ・メールニュースにて）
(８)会員向け電子メールニュースを配信（毎週金曜 臨時報含め計５１回配信）
(９)６月総会において管理運営研修会の実施（詳細は別項）

２．財務部 財務部長 望月マリ子
(１)平成２５年度の予算に基づく収支管理
(２)平成２６年度収支予算編成
(３)会計帳簿の作成及び管理
(４)会費未納者に対する納入の促進
(５)年会費自動引落推進のため、該当制度利用者へ主催事業参加チケットを配布
(６)税理士へ委託し、財務処理方法の確認・相談

事業部門

３．広報部 広報部長 河本 敦史
(１)会報の作成と発行年６回（４・６・８・１０・１２・２月）
(２)ホームページの管理・運営
(３)作業療法推進活動月間（８月）に作業療法養成施設受験希望者の作業療法施
設見学を企画・実施。２６施設が見学受入れ可。見学者１１名
(４)社会貢献事業とのタイアップ（啓発ポスターや旗の貸し出し等）
(５)広島県作業療法士会のパンフレットを作成し、会員及び関連団体へ配布

４．学術部 学術部長 國貞 将志
(１)学術部が主催した研修会は以下の通り（詳細は別項に記載）

①講演会 「施設における看取りケアとOTの役割」
(２)地区別研修会を各地区担当副部長を中心に企画運営した

①西部地区「認知症高齢者の生活支援と認知初期集中支援チームのこれから」
②東部地区「認知症ケアの今後について」
③備北地区「地域包括ケアが求められる背景とケアマネジメントの重要性」
④福山地区（福山市医師会等と共催）「第20回福山医学祭」

「精神科領域における身体的アプローチ」
(３)事例検討会（現職者共通研修：事例検討・事例報告）を西部・東部・中南部
３地区で企画運営した。

５．教育部 教育部長 山根 伸吾
(１)現職者選択研修会（詳細は別項に記載）

①老年期障害領域研修会１日間実施
(２)現職者共通研修会 ８テーマを実施（詳細は別項に記載）

①作業療法生涯教育概論
②作業療法における協業・後輩育成
③職業倫理
④保健・医療・福祉と地域支援
⑤実践のための作業療法研究
⑥作業療法の可能性
⑦日本と世界の作業療法の動向
⑧事例報告と事例研究
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(３)広島県作業療法士会学術活動記録集の発行 Vol.4 2013年度 発行 1350部
(４)研究支援へのニーズ調査として、アンケート用紙の配布、回収、データ入力
を行った。

６．福利部 福利部長 本永 ゆみ
(１)親睦事業の企画と実施

①６月総会後懇親会(5/26) 広島大学広仁会館 １３０名
②中南部地区懇親会(9/ 1) 火山登山 悪天候のため中止
③スポーツ懇親会 (10/7) 杉の泊ＨＦｻｯｶｰ場 ２８名＋他県士会員４０名
④西部地区懇親会 (10/7) ｻｯｶｰ大会後の懇親会 １６名＋他県士会員３７名
⑤12月総会後懇親会(12/1) 県立広島大学 １００名
⑥県学会昼食懇親会(3/ 2) 広島国際大学 １５０名
⑦備北地区懇親会 (3/14) 三次「華北」 ２４名
⑧東部地区懇親会 (3/16) 福山鞆の浦 ２５名

(２)儀礼交際規定に基づき、祝電 計１件発信
(３)託児コーナーを5･12月総会・学会の３回開設。会員延べ6名子供延べ10名利用
(４)「リレーフォーライフIN広島2013」に参加

広島県作業療法士会チームとして１５名の会員が参加

７．社会貢献部 社会貢献部長 松田かほる
(１)自治体等の要請に応じ、委員会・健康まつり等に会員を派遣（詳細は別項）
(２)菓子博での電動車イス利用者支援として、計９日間延べ９４人の会員を派遣

委員会報告

８．規約検討委員会 規約検討委員長 玉井 和江
一般社団法人移行に向け、定款及び諸規則の整備を行った

９．選挙管理委員会 選挙管理委員長 長尾 真伸
(１)平成２５・２６年度役員通常選挙を実施した

１０．診療報酬対策委員会 診療報酬対策委員長 沖辺 裕樹
(１)診療報酬研修会の企画と実施（１回実施、詳細は別項）
(２)診療報酬に関する情報の収集と提供（ＯＴ協会情報をメールニュース掲載）
(３)会員の診療報酬に関する問い合わせに対応

１１．機器対策委員会 機器対策委員長 小猿 純一
(１)福祉用具相談支援システムに沿って、相談業務を実施
(２)広島県商工労働部と福祉用具のニーズ調査を実施（２６年度も継続実施）

１２．介護保険対策委員会 介護保険対策委員長 高本 晃司
(１)生活行為向上マネジメント大規模研修開催 広島6月2日
(２)生活行為向上マネジメント小規模研修開催 三次11月2日・広島11月10日
(３)訪問リハビリテーション実務者研修会を県PT会・県ST会と共催で開催
(４)市町からの介護保険等審査会委員推薦依頼に対応（詳細は別頁）

１３．第１９回学会実行委員会 第１９回学会長 長尾 真伸
(１)広島国際大学東広島キャンパスにて３月２日開催。シンポジウム、演題発表、
他学会企画などを実施。参加者１７３名

１４．第２０回学会実行委員会 第２０回学会長 花岡 秀明
(１)第２０回広島県作業療法学会の実行委員を選出し準備を開始した

１５．公益法人移行準備委員会（特設委員会） 委員長 馬場 孝
(１)平成２５年９月１日、一般社団法人へ移行を完了した。
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平成２５年度広島県国保連合会共催「作業チェックコーナー」事業一覧
開催 市町村 行 事 名 派 遣 会 員 名
6/ 9 安芸高田 健康フェスタ2013 本永ゆみ 松田かほる 岡田晶子
9/22 坂町 さかっこまつり 川原薫 島崎佳子 西鶴有美
9/29 福山市 かんなべ福祉まつり 國貞将志 西上忠臣 後藤真由美
10/5 府中市 健康＆福祉まつり 高木 節 永吉美香 光成実佳
10/6 府中市 健康＆福祉まつり 小榮浩次 福田将弘 天野円香
10/6 廿日市市 健康を守る集い 矢田かおり 松田かほる 相良剛志
2/23 熊野町 くまの町健康まつり 望月マリ子 大葉綾佳 臼井康博

平成２５年度 地方自治体の委員会・関係団体の役員等への会代表者就任名簿
主 催 組 織 委 員 会 名 役職名 代 表 者
県地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ 県地域包括ｹｱ推進ｾﾝﾀｰ運営協議会 委 員 高木 節
広島県地域保健対策協議会 理 事 高木 節
広島県精神保健福祉協会 理 事 高木 節
広島県シルバーサービス振興会 特別会員 高木 節
日本ＯＴ協会 生涯教育制度推進委員 委 員 山根伸吾
日本ＯＴ協会 生活行為向上マネジメント推進委員 委 員 馬場 孝

平成２５年度 認定審査会等委員推薦・講演会講師等の会員派遣一覧
開催日 主 催 者 事 業 名 種別 派遣等会員

広島市社会局 介護認定審査会委員 推薦 ８名推薦
25年度

花岡 秀明・松永 吉史・山川 志保・有坂 尚子・草野 賢士・
岡村 淑子・高原 典子・舩山 貴志

25年度 三次市 介護認定審査会委員 推薦 高本 晃司
25年度 福山市 障害程度区分認定審査会委員 推薦 野島 和男
25年度 竹原市 地域包括支援センター 委員 推薦 潮 泰典

呉市 障害程度区分認定審査会委員 推薦 ３名推薦
25年度

玉井 和江・小松妃呂恵・山路 博文
広島県社協 福祉サービス第三者評価事業委員 推薦 ５名推薦

25年度
村上 重紀・馬場 孝 ・中川 淑子・梶原 宣志・川原 薫

平成２５年度 後援事業一覧
主 催 者 事 業 名

(社)広島県看護協会 ２５年度看護の日広島県大会
認知症の人と家族の会広島県支部 第３２回記念大会
広島県言語聴覚士会 第６回言語聴覚の日イベント
広島国際大学 広島国際大学2013年度春の健康フェア
ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ広島実行委 ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2013in広島
(公社)広島県理学療法士会 第１８回広島県理学療法士学会
ﾘｶﾊﾞﾘｰﾊﾟﾚｰﾄﾞinヒロシマ 実行委 ﾘｶﾊﾞﾘｰﾊﾟﾚｰﾄﾞ｢回復の祭典｣inヒロシマ
日本脳卒中協会広島県支部 第１０回広島脳卒中市民ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
広島県言語友の会 広島県言語友の会 因島大会
広島県精神保健福祉家族会連合会 中国ブロック精神保健福祉促進研修会
一般社団法人ＦＬａＴ 「むかしMattoの町があった」上映会
広島県（健康対策課） 平成２５年度こころいきいきフェスタ
広島国際大学 広島国際大学2013年度秋の健康フェア
広島国際大学 広島国際大学バリアフリー映画祭
脳をみるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑin三原 実行委 第１１回脳をみるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑin三原
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平成２５年度 研修事業実績報告
受講数 講 師 名(職名)

回 日程 会 場 科目 時間 研 修 内 容
（会員/他） （下段は所属）

５ 広大広 学術 １２３ 野尻明子（OT) 施設における看
１ ／ ２ｈ

26 仁会館 講演 123･ 0 (熊本保健科大) 取りケアとＯＴ
５ 広大広 管理 １３ 馬場 孝 (OT) 士会の管理運営

２ ／ １ｈ
26 仁会館 運営 13･ 0 (士会事務局長) ・歴史・役割

５ 広大広 診療 ４０ 小榮 浩次(OT) 診療報酬制度の
３ ／ ２ｈ

26 仁会館 報酬 40･ 0 (みつぎ病院) 解説と質疑応答
６ 広島国 介護 ４８ 吉川ひろみ(OT) 生活行為向上

４ ／ １日
２ 保会館 保険 48･ 0 徳本 雅子(OT) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-大規模

６ 三次町 学術 ２７ 備酒 伸彦 他
５ ／ ２ｈ 地域包括ケア

22 作ｾﾝﾀｰ 備北 27･ 0 (神戸学院大)
10 広大保 教育 ２２ 山根 伸吾(OT) 作業療法

６ ／ ２ｈ
6 健学科 共通 22･ 0 (広大保健学科) 生涯教育概論

10 広大保 教育 ２４ 望月マリ子(OT) 保健医療福祉
７ ／ ２ｈ

6 健学科 共通 24･ 0 (安芸医師会) と地域支援
10 広大保 教育 ２３ 合田 健太(OT)

８ ／ ２ｈ 事例検討方法論
6 健学科 共通 23･ 0 (島谷病院)

10 広大保 教育 ２５ 西上 忠臣(OT) 作業療法の
９ ／ ２ｈ

6 健学科 共通 25･ 0 NPOちゃんくす) 可能性
11 三次福 介護 ４ 高本 晃司(OT) 生活行為向上

10 ／ ２ｈ
４ 祉ｾﾝﾀｰ 保険 4･ 0 (老健ピレネ) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-小規模

11 広大保 学術 ３７ 谷川良博（OT） 認知症高齢者へ
11 ／ ２ｈ

10 健学科 西部 37･ 0 (広島都市大) の生活支援 他
11 広島国 介護 １０ 望月マリ子(OT) 生活行為向上

12 ／ ２ｈ
10 保会館 保険 10･ 0 (安芸医師会) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-小規模

11 広大保 教育 ２０ 松原 麻子(OT) 日本と世界の
13 ／ ２ｈ

17 健学科 共通 20･ 0 (広島市総合ﾘﾊ) 作業療法の動向
11 広大保 教育 ２４ 清水 一(OT) 実践のための

14 ／ ２ｈ
17 健学科 共通 24･ 0 (広大名誉教授) 作業療法研究

11 広大保 教育 ２２ 古山千佳子(OT)
15 ／ ２ｈ 職業倫理

17 健学科 共通 22･ 0 (県立広島大学)
11 広大保 教育 ２０ 大井 博司(OT) ＯＴの協業

16 ／ ２ｈ
17 健学科 共通 20･ 0 (広島国際大学) ・後輩育成

12 県立大 学術 ９１ 苅山和生（OT） 認知症ケアの
17 ／ ２ｈ

１ 学三原 東部 71･20 （佛教大学） 今後について
12 福山医 学術 ３０

18 ／ ７ｈ 特になし 19回福山医学祭
１ 師会館 福山 30･

12/ 広島 介護 １２ 望月マリ子(OT) 訪問リハ
19 ２日

2223 YMCA 保険 12･ 他 実務者研修
h26 青少年 県民 ７ 長尾和宏(医師) がん・認知症

20 ３ｈ
1/25 ｾﾝﾀｰ ﾌｫﾗﾑ 7･ (長尾ｸﾘﾆｯｸ) 時代の生き方

広大保 症例 ３０
21 ２ｈ 特になし 症例検討９題

1/26 健学科 西部 30･ 0
２ 広島国 症例 ２９

22 ／ ２ｈ 特になし 症例検討９題
３ 際大学 中部 29･ 0

２ 県立大 症例 ３９
23 ／ ２ｈ 特になし 症例検討１１題

16 学三原 東部 39･ 0
２ 広大保 教育 ８７ 花岡秀明(OT)他

24 ／ １日 老年期障害領域
23 健学科 選択 73･14 (広大保健学科)

３ 朝日医 学術 ４２ 鎌田 亨（OT） 精神障害分野の
25 ／ ２ｈ

23 専福山 福山 42･ 0 (三原病院) 身体アプローチ
合計２５回 延べ８４９名の参加(内訳 会員８１５名 会員外３４名)
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第４号議案 平成２５年度収支決算報告および監事意見の件

[税込]（単位：円）

一般社団法人　広島県作業療法士会
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 584,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 20,000 
  【事業収益】
    研修事業収益 587,410 
  【その他収益】
    受取　利息 611 
    雑　収　益 274,800 
        経常収益  計 1,466,821 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      福利厚生費(事業) 120,418 
        人件費計 120,418 
    （その他経費）
      諸　謝　金(事業） 224,392 
      印刷製本費(事業) 546,297 
      会　議　費(事業) 218,012 
      旅費交通費(事業) 758,540 
      通信運搬費(事業) 239,542 
      消耗品　費(事業) 21,990 
      賃  借  料(事業) 45,784 
      委　託　費(事業） 76,306 
      雑　　　費(事業) 2,879 
        その他経費計 2,133,742 
          事業費  計 2,254,160 
  【管理費】
    （人件費）
      福利厚生費 20,400 
        人件費計 20,400 
    （その他経費）
      印刷製本費 193,200 
      会　議　費 31,903 
      旅費交通費 200,740 
      通信運搬費 176,982 
      消耗品　費 102,270 
      諸　会　費 71,000 
      委　託　費 531,201 
      租税　公課 12,252 
      支払手数料 151,844 
      雑　　　費 3,135 
        その他経費計 1,474,527 
          管理費  計 1,494,927 
            経常費用  計 3,749,087 
              当期経常増減額 △ 2,282,266 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 2,282,266 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 2,282,266 
          前期繰越正味財産額 8,265,078 
          次期繰越正味財産額 5,982,812 

自 平成25年 9月 1日  至 平成26年 3月31日

活　動　計　算　書
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一般社団法人　広島県作業療法士会

(1/3) [税込]（単位：円）

科目 法人本部 財務部 規約検討委員会 選挙管理委員会 公益法人移行準備委員会

（人件費）
  福利厚生費(事業)

  人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）

  諸　謝　金(事業）
  印刷製本費(事業)
  会　議　費(事業)
  旅費交通費(事業)
  通信運搬費(事業)
  消耗品　費(事業)
  賃  借  料(事業)
  委　託　費(事業）
  雑　　　費(事業)

  その他経費計 0 0 0 0 0 

    合計 0 0 0 0 0 

(2/3) [税込]（単位：円）

科目 広報部 福利部 学術部 教育部 社会貢献部
（人件費）

  福利厚生費(事業) 120,418 
  人件費計 0 120,418 0 0 0 

（その他経費）
  諸　謝　金(事業） 50,116 120,276 
  印刷製本費(事業) 253,690 2,650 250,897 
  会　議　費(事業) 11,062 33,670 83,988 16,445 
  旅費交通費(事業) 130,030 158,200 88,290 32,820 
  通信運搬費(事業) 226,400 1,530 160 3,860 2,470 
  消耗品　費(事業) 13,440 
  賃  借  料(事業) 20,786 19,998 
  委　託　費(事業） 20,670 55,636 
  雑　　　費(事業) 420 625 1,834 

  その他経費計 512,242 221,491 315,900 515,040 35,290 

    合計 512,242 341,909 315,900 515,040 35,290 

(3/3) [税込]（単位：円）

科目 診療報酬対策委員会 機器対策委員会 介護保険対策委員会 広島県作業療法士学会19回 合計
（人件費）

  福利厚生費(事業) 120,418 
  人件費計 0 0 0 0 120,418 

（その他経費）
  諸　謝　金(事業） 54,000 224,392 
  印刷製本費(事業) 39,060 546,297 
  会　議　費(事業) 2,533 70,314 218,012 
  旅費交通費(事業) 14,810 334,390 758,540 
  通信運搬費(事業) 350 4,772 239,542 
  消耗品　費(事業) 520 8,030 21,990 
  賃  借  料(事業) 2,600 2,400 45,784 
  委　託　費(事業） 76,306 
  雑　　　費(事業) 2,879 

  その他経費計 0 0 20,813 512,966 2,133,742 

    合計 0 0 20,813 512,966 2,254,160 

平成26年 3月31日 現在
事業費の内訳（別紙）
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[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 584,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 20,000 
  【事業収益】
    研修事業収益 587,410 
  【その他収益】
    受取　利息 614 
    雑　収　益 274,800 
      経常収益  計 1,466,824 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      福利厚生費(事業) 120,418 
        人件費計 120,418 
    （その他経費）
      諸　謝　金(事業） 224,392 
      印刷製本費(事業) 546,297 
      会　議　費(事業) 218,012 
      旅費交通費(事業) 758,540 
      通信運搬費(事業) 239,542 
      消耗品　費(事業) 21,990 
      賃  借  料(事業) 45,784 
      委　託　費(事業） 76,306 
      雑　　　費(事業) 2,879 
        その他経費計 2,133,742 
          事業費  計 2,254,160 
  【管理費】
    （人件費）
      福利厚生費 20,400 
        人件費計 20,400 
    （その他経費）
      印刷製本費 193,200 
      会　議　費 31,903 
      旅費交通費 200,740 
      通信運搬費 176,982 
      消耗品　費 102,270 
      諸　会　費 71,000 
      委　託　費 531,201 
      租税　公課 12,252 
      支払手数料 151,844 
      雑　　　費 3,135 
        その他経費計 1,474,527 
          管理費  計 1,494,927 
            経常費用  計 3,749,087 
              当期経常増減額 △ 2,282,263 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 2,282,263 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 2,282,263 
      前期繰越正味財産額 8,265,078 
      次期繰越正味財産額 5,982,815 

一般社団法人　広島県作業療法士会
自 平成25年 9月 1日  至 平成26年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
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Ⅰ．貸借対照表

[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   前　受　金 3,353,700 
   現　　　金 539,383    流動負債  計 3,353,700 
   普通　預金 6,216,764 負債の部合計 3,353,700 
   郵便振替 228,510 
    現金・預金 計 6,984,657  【正味財産】
  （売上債権）   前期繰越正味財産額 8,265,078 
   未　収　金 961,000   当期正味財産増減額 △ 2,282,263 
    売上債権 計 961,000   積立金 3,860,000 
  （その他流動資産）    正味財産　計 9,842,815 
   預　け　金 640,778 正味財産の部合計 9,842,815 
    その他流動資産  計 640,778 
     流動資産合計 8,586,435 
 【固定資産】
  （投資その他の資産）
   積立資産 4,660,000 
    投資その他の資産  計 4,660,000 
     固定資産合計 4,660,000 

資産の部合計 13,246,435 負債・正味財産の部合計 13,196,515 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成26年 3月31日 現在
一般社団法人　広島県作業療法士会

一般社団法人　広島県作業療法士会

【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

財務諸表の注記
平成26年 3月31日 現在
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Ⅱ．財産目録 平成２６年３月３１日現在 （単位：円）

監事意見 総会の場において、監事意見を報告する。

[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 539,383 
        事務局 (870)
        財務部 (33,974)
        広報部 (39,811)
        福利部 (46,781)
        学術部 (252,206)
        教育部 (112,731)
        社会貢献 (17,663)
        診療報酬対策委員会 (18,097)
        機器対策費 (17,250)
      普通　預金 6,216,764 
        JA広島市0567974 (90,030)
        広島銀行3069587 (1,898,332)
        郵便貯金31125971 (2,098,113)
        郵便貯金18149811 (3,711)
        郵貯事務局22540721 (278,676)
        郵貯広報部17807121 (28,770)
        郵貯福利部47794271 (184,480)
        郵貯学術部58674311 (529,954)
        郵貯教育部52546421 (118,002)
        郵貯社会貢献部43386161 (577,668)
        郵貯理事（石附）7-27904 (1,003)
        郵貯理事（川原）1-28156 (408,025)
      郵便振替 228,510 
        広島1-28156 (228,510)
          現金・預金 計 6,984,657 
    （売上債権）
      未　収　金 961,000 
        正会員年会費 (28,000)
        求人広告掲載料 (15,000)
        その他 (918,000)
          売上債権 計 961,000 
    （その他流動資産）
      預　け　金 640,778 
        高　本 (190,265)
        機器対策　小猿 (248,388)
        とき印刷 (202,125)
          その他流動資産  計 640,778 
            流動資産合計 8,586,435 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      積立資産 4,660,000 
        基本財産 (800,000)
        財政調整基金 (1,600,000)
        社会貢献基金 (560,000)
        学会調整基金 (600,000)
        20周年基金 (1,100,000)
          投資その他の資産  計 4,660,000 
            固定資産合計 4,660,000 
              資産の部  合計 13,246,435 

  【流動負債】
    前　受　金 3,353,700 
      流動負債  計 3,353,700 
        負債の部  合計 3,353,700 

          正味財産 9,842,815 

《負債の部》

一般社団法人　広島県作業療法士会
平成26年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》
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第５号議案 第２１回広島県作業療法学会長承認の件

第２１回広島県作業療法学会長に西田征治氏（県立広島大学）を理事会推薦す

る。

ＭＥＭＯ
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参考資料

平成２６年度事業計画および収支予算

Ⅰ．各部・委員会事業計画

管理運営部門

１．会運営（事務局） 事務局長 川原 薫

(１)定期総会（決算総会）を５～６月に開催する

(２)理事会を年７回開催する（４月・５月・７月・９月・１１月・１月・３月）

(３)関係機関・団体との交流・調整・文書収受・保管・会員への情報配信

(４)傷害保険(作業療法士会の事業に関する保険)への加入と事務管理

(５)平成２６年度会員名簿の発行

(６)未入会者への入会案内送付（入会の勧誘）

(７)平成２６年度総会議案書草案の作成

(８)求人に関する情報提供（ホームページ・メールニュースを利用）

２．財務部 財務部長 望月マリ子

(１)平成２６年度の予算に基づき収支管理

(２)平成２７年度の収支予算編成（１１月に概算要求 １月に予算編成）

(３)会計帳簿の作成及び管理

(４)年会費自動引落し推進のため制度新規利用者への主催事業参加チケット配布

３．規約検討委員会 規約検討委員長 玉井 和江

(１)当会の規約等に問題が生じたときに見直し・検討

４．選挙管理委員会 選挙管理委員長 長尾 真伸

(１)平成２７・２８年度役員通常選挙の準備

事業部門

５．広報部 広報部長 河本 敦史

(１)会報の作成と発行（年６回 偶数月２８日発行）

(２)作業療法推進活動月間に養成校受験希望者の作業療法施設見学を企画・実施

(３)ホームページ管理運営

(４)広報用ポスター・幟等の貸し出し

(５)社会貢献部活動との連携による広報活動

(６)中・高校生への広報活動（研修会・パンフレット・ＤＶＤ作製等）

(７)メディアを利用して作業療法の認知度を上げるための準備活動

６．福利部 福利部長 本永 ゆみ

(１)親睦事業の企画と実施（計６企画）

①西部・中南部・東部の３地区でそれぞれ懇親会を開催

②スポーツ懇親会（中国地区士会合同サッカー大会と宿泊懇親会）の開催

③リレーフォーライフへの参加

(２)儀礼交際費規程に基づき、慶弔電報等を発信

(３)総会、県学会のお弁当準備

(４)総会、県学会での託児コーナー開設

７．学術部 学術部長 國貞 将志

(１)学術部本部主催の研修会等を企画・実施

本部講演会を春季に１回行う。
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本部講演会の企画は東部・中南部・西部地区の持ち回りで実施し、本年度は中

南部地区が担当する

(２)学術部各地区主催研修会・事例検討会等の企画・実施

①西部・中南部・東部の３地区でそれぞれ研修会１回以上、事例検討会１回開催

②備北地区・福山地区は研修会・事例検討会のどちらか１回を選択し開催

（本部講演会を担当した地区は研修会１回分としてカウントする。）

(３)福山地区を中心に第２１回福山医学祭の共催・実施

(４)第２０回広島県作業療法学会との連携・協力

(５)学術部主催研修会のビデオ記録と配布資料のホームページへの掲示

８．教育部 教育部長 山根 伸吾

(１)現職者共通研修会：３回（８テーマ開催（事例検討・事例報告を除く））

(２)現職者選択研修会：１回（４コマ）

(３)生涯教育制度に関する手続きと管理

(４)学術活動報告集の発行

(５)研修会記録物の管理及び学術資料の収集・会員の資料請求への対応

(６)会員の学術活動に関する調査の実施

(７)日本ＯＴ協会生涯教育制度推進担当者として東京で行われる会議に出席

９．社会貢献部 社会貢献部長 松田かほる

(１)作業療法の視点で県民のヘルスプロモーションに貢献する

①地域の健康祭りなどに会員を派遣する

②健康づくり教室などに会員を派遣する

(２)作業療法が地域で活かされるように、会員の意識向上の機会や、一般市民に

向けた情報発信の場を設ける。

(３)作業療法士の知識や技術を使って他団体と連携して社会貢献活動を実施する

(４)発達支援チームを地域に派遣し、修学直前の発達障害児への支援を行う

(５)社会貢献など新規に行える事業を検討する

１０．診療報酬対策委員会 診療報酬対策委員長 沖辺 裕樹

(１)診療報酬に関する研修会の企画と実施（年１回）

(２)診療報酬に関する情報収集と提供（ＯＴ協会情報をメールニュースに掲載）

(３)診療報酬に関する問い合わせに対応

１１．機器対策委員会 機器対策委員長 小猿 順一

(１)福祉機器に関する会員からの相談・問い合わせに対応

１２．介護保険対策委員会 介護保険対策委員長 高本 晃司

(１)年２回委員会会議開催

(２)市町村より依頼を受けた介護保険認定審査会委員の推薦

(３)介護保険に関する会員からの相談・問い合わせに対応

(４)生活行為向上マネジメント中国ブロック研修大会（仮称）の企画と実施

１３．第２０回広島県作業療法学会 学会長 花岡 秀明

(１)第２０回広島県作業療法学会の企画と実施

１４．第２１回広島県作業療法学会 学会長 未定

(１)第２１回広島県作業療法学会の学会長の選任（６月総会にて選任）
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Ⅱ．平成２６年度予算
収入の部 単位：円

中科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
基本財産運用収入 400 400

基本財産運用収入 400 400 運用利息800,000×0.05％
会費収入 5,331,500 5,108,000

正会員年会費 5,200,000 5,000,000 4,000×1300人
入会金 75,000 1000円×50人，500円×50人
賛助会員年会費 56,500 108,000 A会員0、B会員3、C会員1

補助金収入 50,000 50,000
広島県補助金 30,000 30,000 医療従事者研修事業収入
OT協会補助金 20,000 20,000 地域活動費

事業収入 800,000 800,000
研修事業収入 510,000 510,000 会員500,000　会員外10,000
広告収入 280,000 280,000 会報250,000　名簿30,000
託児負担収入 10,000 10,000 託児費個人負担額

基金取崩収入 1,250,000 1,150,000
財政調整基金取崩 800,000 800,000 財政調整のための基金取崩し
学会積立金 350,000 350,000 学会積立金の取り崩し
社会貢献基金 100,000 0 社会貢献基金の取り崩し

雑収入 75,000 168,500
普通預金利息収入 5,000 5,000 普通預金利息等
手数料 70,000 70,000 振込・払込手数料
雑費 0 93,500 延滞手数料等

収入計　　　　　　　（Ａ）
前年度繰越金　　　　（Ｂ）
収入合計　（Ｃ）＝(A)+(B)　　　
支出の部 単位：円

大科目 中科目 小科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
管理費 法人運営費 2,427,000 2,227,000

会議費 91,000 91,000 理事会７回×12人+事務局46人役
旅費交通費 600,000 400,000 理事会７回･役員事務局事業参加
通信運搬費 380,000 380,000 公文書/名簿/総会関係発送費用
印刷製本費 200,000 200,000 会員名簿・封筒等印刷
消耗品費 100,000 100,000 ｸﾘｱﾌﾞｯｸ・PPC用紙･ﾄﾅｰ等
渉外費 50,000 50,000 各種関係団体行事祝電・参加等
負担金支出 125,000 125,000 都道府県士会連絡協議会負担金
福利厚生費 180,000 180,000 傷害保険\100*1500人 賠責1万
租税公課 71,000 71,000 県民税・市町村民税（均等割分
委託費 620,000 620,000 事務局業務委託費
雑費 10,000 10,000

財務部 595,500 595,500
会議費 17,500 17,500 会議５回×5人×700円
旅費交通費 18,000 18,000 事業時年会費徴収用交通費
通信運搬費 20,000 20,000 督促郵送・年会費払込料等
印刷製本費 50,000 50,000 議案書印刷
消耗品費 70,000 70,000 文具・プリンタ等
委託費 240,000 240,000 財務部業務委託費
雑費 180,000 180,000 各種手数料

規約検討 1,000 1,000
委員会 通信運搬費 1,000 1,000 規約検討に関する連絡費

選挙管理 15,000 15,000
委員会 通信運搬費 15,000 15,000 選挙に関する連絡費

公益法人移行 － 20,000
準備委員会 旅費交通費 － 20,000

事業費 広報部 1,148,000 1,148,000
会議費 42,000 42,000 会議6回×10人×700円
旅費交通費 48,000 48,000 委員の旅費交通費
通信運搬費 420,000 420,000 60,000円×6回
印刷製本費 434,000 434,000 64,000円×会報6回+他50,000円
消耗品費 52,000 52,000 文具・啓発ポスター・DVD等
委託費 92,000 92,000 封筒詰委託料
諸謝金 50,000 50,000 ホームページ作成費
雑費 10,000 10,000

管理費計 ２，８５８，５００３，０３８，５００

勘定科目
備　　　考

小科目
２５年度予算(参考)２６年度予算

勘定科目
備　　　考

７，２７８，４００
４，９８６，５４７

１２，２６４，９４７

２５年度予算(参考)

７，５０６，９００
４，９０９，５５３

１２，４１６，４５３

２６年度予算
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大科目 中科目 小科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
事業費 福利部 460,000 430,000

会議費 42,000 28,000 会議3回×20人×700円
旅費交通費 89,000 75,000 会議及び事業参加
通信運搬費 2,000 2,000 郵送費等
福利厚生費 240,000 240,000 地区3*2,総会8,学会8,スポーツ2
慶弔費 20,000 20,000
委託費 60,000 60,000 託児委託3回 総会･学会･研修会
雑費 7,000 5,000

学術部 1,012,000 970,000
会議費 182,000 182,000 会議20回×13人×700円
旅費交通費 420,000 480,000 講師および委員の旅費交通費
通信運搬費 5,000 3,000 研修会案内発送・事務連絡等
印刷製本費 25,000 25,000 研修会資料印刷・用紙代等
消耗品費 125,000 25,000 ノートＰＣ×２・用具・消耗品等
賃借料 50,000 50,000 研修会場使用料
諸謝金 200,000 200,000 講師謝礼金等
雑費 5,000 5,000

教育部 685,000 675,000
会議費 35,000 35,000 会議5回×10人×700円
旅費交通費 100,000 120,000 講師および委員の旅費交通費
通信運搬費 100,000 100,000 学術活動記録集の発送等
印刷製本費 280,000 250,000 学術活動記録集の製本費
消耗品費 20,000 20,000 ＰＰＣ用紙等
賃借料 25,000 25,000 研修会場使用料
諸謝金 120,000 120,000 講師謝礼金等
雑費 5,000 5,000

社会貢献部 387,000 287,000
会議費 12,000 12,000 ４回を予定
旅費交通費 170,000 170,000 講師及び委員の旅費交通費
通信運搬費 5,000 5,000 通信・運搬費
印刷製本費 20,000 20,000 研修会資料印刷
消耗品費 20,000 20,000 事務用品費
賃借料 30,000 30,000 会場使用料
諸謝金 130,000 30,000 講師謝礼,発達支援チーム100,000

診療報酬 102,000 102,000
対策委員会 会議費 7,000 7,000 会議2回×5人×700円

旅費交通費 50,000 50,000 講師および委員の旅費交通費
通信運搬費 10,000 10,000 通信・運搬費
消耗品費 2,000 2,000 事務用品
賃借料 10,000 10,000 会場使用料
諸謝金 20,000 20,000 講師謝礼等
雑費 3,000 3,000

機器対策 36,000 36,000
委員会 会議費 7,000 7,000 会議2回×5人×700円

旅費交通費 25,000 25,000 講師及び委員の旅費交通費
通信運搬費 3,000 3,000 機器に関する連絡等
消耗品費 0 0 調理実習等、演習材費
賃借料 0 0 会場使用料
諸謝金 0 0 講師謝礼等
雑費 1,000 1,000

介護保険 178,500 148,500
対策委員会 会議費 10,500 10,500 会議3回×5人×700円

旅費交通費 75,000 75,000 会議及び事業参加
通信運搬費 3,000 3,000 介護保険に関する調査・連絡
消耗品費 15,000 15,000 文具など
諸謝金 40,000 40,000
雑費 35,000 5,000 雑費5000，生活行為中国大会30000

特別会計支出　県学会運営補助金 20回200,000円　21回150,000円
積立金 基金積立金
予備費
支出合計　　（Ｄ）
平成26年度収支差（Ａ）－（Ｄ）
平成27年度繰越金（Ｃ）－（Ｄ）

備　　　考

事業費計

勘定科目 ２５年度予算(参考)

３，７９６，５００
３５０，０００
１０，０００

２６３，４００
７，２７８，４００

０
４，９８６，５４７４，９０９，５５３

２６年度予算

３，９８１，５００
３５０，０００
１０，０００
９９，９００

７，５０６，９００
０
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特別会計

１．第２０回広島県作業療法学会特別会計収支予算
収入の部 単位：円

中科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
会場収入 225,000 225,000

200,000 200,000 1,000×200人
20,000 20,000 4,000×5人
5,000 5,000 500×10人

200,000 200,000
200,000 200,000 平成26年度一般会計より補助

平成25年度補助金の残金

支出の部 単位：円

大科目 中科目 小科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
特別会計第20回学会 425,000 425,000

会場費 150,000 150,000 会場借り上げ代等
会議費 28,000 28,000 会議時の食事700円×10人×4回
旅費交通費 140,000 140,000 講師100,000・委員40,000
通信運搬費 20,000 20,000 指定演題収受等
印刷製本費 10,000 10,000 印刷代金・印刷用紙代等
消耗品費 20,000 20,000 会場備品等
諸謝金 50,000 50,000 特別講演講師謝金
予備費 7,000 7,000

収支差（Ａ）－（Ｄ）

２．第２１回広島県作業療法学会特別会計収支予算
 収入の部 （単位：円）

中科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
補助金収入 150,000 150,000

150,000 150,000 26年度一般会計より運営補助

支出の部 （単位：円）

大科目 中科目 小科目 中科目計 小科目計 中科目計 小科目計
第21回学会 150,000 150,000

会議費 14,000 14,000
旅費交通費 100,000 100,000 委員旅費交通費
通信運搬費 10,000 10,000 案内発送・指定演題収受等
印刷製本費 7,000 7,000
消耗品費 10,000 10,000 ＰＰＣ用紙・会場備品等
予備費 9,000 9,000

３．中国ブロック生活行為向上マネジメント研修大会　予算
収入の部

研修事業収入 450,000 3000円×150人
負担金収入 150,000 ５士会×3万円

支出の部
会議費 25,200 (会議2回×18人)×700円
旅費交通費 262,400 講師・部員の交通費・宿泊費
通信運搬費 5,000 士会間連絡費
印刷製本費 50,000 研修会資料印刷
消耗品費 5,000 文具など
賃借料 18,000 会場使用料
諸謝金 190,000 1日目講師10万，2日目15名分
懇親会補助 9,000 講師３名分
雑費 35,400

２５年度予算(参考)

１５０，０００

４２５，０００

学会運営補助金

０

２５年度予算(参考)

４２５，０００

収入合計　　　　（Ａ）

４２５，０００
０

備　　　　　　　考

備考

備　　　　　　　考

備考

２５年度予算(参考)

１５０，０００

２６年度予算

１５０，０００

小科目

支出合計

補助金収入

勘　定　科　目

収入計
前年度繰り越し金

正会員参加費

０
４２５，０００

２６年度予算

非会員参加費
学生参加費

学会運営補助金

勘定科目

６００，０００

２５年度予算(参考)２６年度予算

収入合計

勘定科目

小科目

４２５，０００
０

４２５，０００

２６年度予算

１５０，０００

特別会計

合計

合計

６００，０００

特別会
計

支出合計        （Ｂ）

勘　定　科　目


