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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

令和 2年度事業報告 

 

Ⅰ．事業報告総括 

                                         会長 西浦 健蔵 

１．会員動向 

令和 2年度は、活動会員5,677人（内訳：新入会342人／異動53人（県内転入178人／県外転出125人）／復会46

人）、休会会員805人、退会者208人（内訳：任意退会114人／会費未納退会94人）となりました（令和3年3月31

日付）。 

 

２．新型コロナウイルス禍での本会の対応 

１）新型コロナウイルスの影響拡大にともなう本会主催事業の中止ならびに開催方法の変更について 

新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、参加される方ならびに会場の病院施設等に感染拡大の危険性が憂慮され

ると判断し、新型コロナウイルス感染拡大防止のための公益社団法人福岡県理学療法士会の活動制限指針を作成し

対面式事業の中止ならびにリモートによる会議及び事業の実施を行いました。 

会員の皆様には、ご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。 

２）臨床実習指導者講習会（都道府県講習会）の講習会開催について要望書の提出 

福岡県のコロナ禍において会員と運営担当者の感染拡大防止、さらには福岡県理学療法士会が数年に渡り重要課

題としていた臨床実習指導者育成の継続を踏まえて、福岡県理学療法士協議会ならびに福岡県理学療法士会理事会

で協議し、リモート形式の講習会開催を公益社団法人日本理学療法士協会に要望を提出いたしました。 

３）新型コロナウイルス禍でのフレイル予防 

広報誌『ぴしゃっと』の体操集を当会ホームページに掲載し、家の中でも工夫をすれば十分に行える体操を県民

の皆様と会員の皆様にご活用いただけるように掲載しました。 

４）事業ならびに予算執行状況の報告 

   新型コロナウイルス禍での事業ならびに予算執行状況を代議員の方 に々説明いたしました。 

 

３．組織強化 

１）「支援の再考と実践」をマスタープランのスローガンとし、県民の皆様の生活水準の向上に対応できる  組織づ

くりならびに、医療介護の急速な変革に対応できる組織力強化を重点課題とし、会員が『県士会に入会していてよ

かった』と感じられるように事業ならびに組織図を見直し令和5年の事業開始に向けて理事会にて意見交換を行い

ました。 

２）災害対策について、今後、起こりうる災害に備え災害時に迅速に対応しうる組織の構築を継続して行いました。

災害時に避難所などで福祉的支援を行うことを目的として「福岡県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」を福岡

県と締結致しました。今後も研修会の実施など、さらなる体制強化行ってまいります。会員皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

４．地域包括ケアシステム構築への対策 

地域医療介護総合確保基金（介護分野）を活用し、福岡県作業療法協会ならびに福岡県言語聴覚士会との共動によ

る介護予防研修会ならびに地域包括ケアシステム推進リーダー研修会をリモートにて実施しました。 

 

 

 

継続事業 

１．公益事業１「理学療法士の知識および技術の向上を図る事業」 
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  新型コロナウイルス感染症の影響により全県レベルでの研修会、新人研修会、基礎理学療法研修会は中止となりま

した。また指導者育成のための臨床実習指導者講習会も日本理学療法士協会の方針により対面・Web開催は中止となり

ました。 

支部・地区の研修会はWebにて合計11回（北九州支部；6回、福岡支部；5回）開催しました。 

地域包括ケアシステム推進リーダー研修会（導入研修会（令和3年1月10日（日）、Web開催、38名参加）、介護予防

推進リーダー研修会（導入研修会（令和3年1月24日（日）、Web開催、37名参加）を開催しました、どちらもステッ

プアップ研修会は中止となりました。管理者研修会（地区）はWebにて１回開催しました。第30回福岡県理学療法士学

会は令和3年 2月14日（日）、Web（事前参加登録者：756名、参加報告者510名）にて開催しました。学術誌は理学

療法福岡34号、第30回福岡県理学療法士学会特別号を発行しました。 

 

２．公益事業２「理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業」 

  健康増進事業として介護予防教室を1回（筑後支部；1回）実施し理学療法の知識・技術の普及・啓発を行いまし

た。市民公開講座、体力測定会、他団体の開催するイベントでのブース設置（健康21世紀福岡大会、北九州マラソ

ン）に関しては新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。また、インターネット等の媒体を用いた

活動も行いました。 

 

３．公益事業３「理学療法の知識・技術を提供する事業」 

本事業では、バリアフリーアドバイザーへの協力、障害者および高齢者に関する各種委員会および団体への推薦

（福岡県障害者介護給付等不服審査会、福岡県介護実習普及事業、各市町村介護認定審査会、地域包括支援センター

地域ケア推進協議会、福岡県介護支援専門員協会、飯塚市高齢者対策推進協議会、各市町村障害程度区分認定審査

会、福岡市障がい者介護給付等認定審査会、障害者制度改革について考える地域フォーラムなど）、障がい者スポーツ

研修会を行いました。 

 障害者および高齢者に関するセミナーなどへの協力、飯塚国際車いすテニス大会、第 57 回福岡県身体障害者体育大

会、パラスポーツフェスタ、北九州OPENに関しては非開催となっております。またその他スポーツ障害予防に対する活

動全般事業として各小・中学校への出務に関しても新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっております。 

 

４．その他事業「会員の福利厚生に関する事業」 

自己研鑽支援として令和2度研究助成では申請は0件でした。 

 医療保険・介護保険に関する情報提供に対しては診療報酬に関する質問について今年度はありませんでした。資格

取得支援については地域包括ケア推進リーダー取得者；40名、介護予防推進リーター取得者；37名でした。 

 

５．法人事業 

定時総会を１回（令和2年6月27日（土）、Web開催、58名参加（出席18名、議決権行使書40名））、理事会を6

回開催しました。新人オリエンテーションは新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。代議員との

意見交換会を1回、養成校との意見交換会を1回開催しました。 

 介護予防事業への協力体制の構築、福岡県議会関係者に対する政策推進に関する渉外活動、福岡県議会担当者に対す

る政策推進に関する渉外活動、情報収集のための他団体主催講習会への参加、包括的会員管理システムの状況把握、

会費納入状況の把握、各種文書作成ならびに発送、文書・物品管理に関しては例年通り実施しました。 

 

６．各種委員会 

表彰規定委員会2回、卒前・卒後教育検討委員会4回開催しました。 

 

事業内容の詳細は資料をご参照ください。 

理事・部長・各支部の運営委員の皆様のご協力の下、事業執行できましたことを心より感謝申し上げます。 
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Ⅱ．事業詳細（各公益事業、その他事業、法人事業の主な内容） 

【公益事業１．理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

本事業は、理学療法士の理学療法実践能力を向上させる理学療法の専門的知識と技術についての教育活動を通して、

地域住民の健康増進及び疾病予防等に寄与する事業である。 

 

１）全県研修会：1回 

（１）令和2年度災害対策研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（２）令和元年度学校保健等教育関連理学療法研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（３）第103回福岡県理学療法士会学術研修大会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（４）理学療法士講習会（応用編） 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（５）令和2年度専門理学療法研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（６）令和2年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会 

   日 時：令和2年12月6日（日）～令和2年12月26日（土） 

   場 所：Web開催 

   参加者：85名 

（７）令和2年度介護保険関連施設等従事者研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

 （８）臨床理学療法研修会 非実施 

 （９）産業理学療法研修会 非実施 

２）各支部地区研修会：11回 

（１）福岡支部研修会 

（第 4回）日 時：令和2年6月27日（土）9：30～12：30 

     ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第3回）日 時：令和2年6月28日（日）13：00～17：30 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第5回）日 時：令和2年9月13日（日）13：00～17：30 

     ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第6回）日 時：令和2年10月24日（土）9：00～12：30 

     ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第7回）日 時：令和2年12月17日（土）19：00～21：00 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第1回）日 時：令和3年1月18日（月）19：00～20：30（延期開催） 

        場 所：Web開催 

        参加者：58名 

   （第2回）日 時：令和3年2月5日（金）19：00～20：30（延期開催） 

        場 所：Web開催 
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        参加者：35名 

（２）福岡1地区研修会 

   （第2回）日 時：令和2年8月1日（土）13：00～16：00 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

   （第3回）日 時：令和2年12月2日（水）19：00～21：00 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 1回）日 時：令和3年3月27日（土）19：00～20：30（延期開催） 

        場 所：Web開催 

        参加者：62名 

（３）福岡2地区研修会 

（第 2回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：令和2年12月8日（火）19：00～21：00 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 1回）日 時：令和3年3月8日（月）19：00～20：30（延期開催） 

         場 所：Web開催 

         参加者：99名 

（４）福岡東地区研修会 

（第 2回）日 時：令和2年8月29日（土）9：00～12：00 

      ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：令和2年12月8日（火）19：00～21：00 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 1回）日 時：令和3年3月19日（金）19：00～20：30（延期開催） 

         場 所：Web開催 

         参加者：86名 

（５）北九州支部研修会 

  （第 1回）日 時：令和3年3月18日（木）19：00～20：30（延期開催） 

         場 所：Web開催 

         参加者：62名 

（第 2回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 4回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 5回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

  （第 6回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（６）北九州1地区研修会 
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（第１回）日 時：令和3年2月18日（木）19：00～20：30（延期開催） 

場 所：Web開催 

参加者：37名 

（第 2回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（７）北九州2地区研修会 

（第 1回）日 時：令和3年1月28日18：30～20：00（延期開催） 

場 所：Web開催 

参加者：44名 

（第 2回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（８）筑豊地区研修会 

（第 1回）日 時：令和2年12月17日（木）19：00～20：30（延期開催） 

場 所：Web開催 

参加者：82名 

（第 2回）日 時：令和3年1月21日（木）19：00～20：30（延期開催） 

場 所：Web開催 

参加者：82名 

（第 3回）日 時：令和3年2月5日（木）19：00～20：30（延期開催） 

場 所：Web開催 

参加者：78名 

（９）筑後支部研修会 

 （第 1回）日 時：未定 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止  

（第 2回）日 時：未定 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：令和2年6月13日（土）15：00～18：00 

      ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

    （第 4回）日 時：令和2年7月4日（土）14：00～17：00 

      ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 5回）日 時：令和2年10月4日（日）9：00～12：00 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 6回）日 時：令和2年10月2日（日）9：00～12：00 

   ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（10）筑後1地区研修会 

（第 1回）日 時：未定 
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  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 2回）日 時：令和2年7月10日（金）19：00～20：30 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：令和2年9月5日（土）14：00～17：00 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

    （第 4回）日 時：令和2年11月20日（金）19：00～20：30 

     ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 5回）日 時：令和3年2月19日（金）19：00～20：30 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（11）筑後2地区研修会 

 （第 1回）日 時：令和2年6月12日（金）19：00～20：30 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 2回）日 時：令和2年7月7日（火）19：00～20：30 

    ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 3回）日 時：令和2年9月12日（土）14：00～17：00 

     ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（第 4回）日 時：令和2年11月12日（木）19：00～20：30 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

 

２．公益１－２ 基礎実践教育等研修 

免許取得後の理学療法士の実務実践能力の向上及び免許取得を目指す者とそれを指導する指導者育成のための研修

会等を実施する。 

１）新人教育研修 

理学療法士が養成校等で習得した理学療法実践技術を臨床現場での理学療法実践能力として確実なものにする

ために、新人理学療法士の理学療法実践能力の向上を図る研修会等を実施する。 

（１）新人研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

  （２）理学療法士研修会基本編 

   ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

２）指導者育成研修 

免許所得後の理学療法士及び免許取得を目指す者への理学療法実践能力を向上させるための知識・支援方法を習

得した指導者育成のための研修会等を実施する。 

（１）臨床実習指導者研修会：0回 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

  （２）地域包括ケアシステム推進リーダー研修会 

   １）地域ケア会議推進リーダー導入研修会 

日 時：令和3年1月10日（日）8：00～16：30 

場 所：Web開催 

 参加者：38名 

   ２）地域ケア会議推進リーダーステップアップ研修 

    ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 
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  （３）介護予防推進リーダー研修会 

   １）介護予防推進リーダー導入研修会 

日 時：令和3年1月24日（日）8：00～17：00 

場 所：Web開催 

参加者：37名 

２）介護予防推進リーダーステップアップ研修 

    ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

３）管理者研修会 

（１）令和2年度管理者研修会（職域別） 

日 時：令和2年12月5日（土）13：30～16：30 

場 所：Web開催 

参加者：16名  

 ４）管理者研修会（領域別） 非実施 

 

３．公益１－３ 福岡県理学療法士学会 

理学療法の知識・技術の向上を図るために理学療法士及び医療・福祉関係者に対し、演題発表を通じて理学療法の

成果を報告し、意見交換を行うと共に、テーマに応じた特別講演を実施することで、理学療法についての情報共有を

図る。 

１）第30回福岡県理学療法士学会 

  事前参加登録者：756名  参加報告者：合計510名 

（県内理学療法士734名、他県士会理学療法士19名、非会員3名） 

４．公益１－４ 学術誌刊行 

 理学療法の知識・技術の向上を図るため、理学療法の成果の報告や各研修会での講演内容を報告することで、研修

会や学会等に参加できない者に対しても学術誌等の媒体を通じて研修内容の提供・周知を行う。 

１）理学療法福岡34号の発刊 

発行部数：6,050部 

  配布先：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布 

 ２）第30回福岡県理学療法士学会 学会特別号の発行 

   発行部数：6,100部 

   配布先：会員及び各県理学療法士会をはじめ、医療・福祉団体に無料で配布 

 

【公益事業２．理学療法の知識・技術の普及を行う事業】 

 本事業は、県民参加型の活動やホームページ等の媒体を通じ、理学療法の目的及び理学療法で行われる運動療法や日

常生活での基本動作等の知識・技術を広く地域住民に普及・啓発することで、より良い生活技術方法等を広め、地域住

民の健康増進及び生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益２－１ 県民参加型の活動 

１）市民公開講座：0回 非実施 

２）介護予防教室等 

（１）介護予防教室（理学療法啓発活動）：1回（筑後支部） 

地域住民を対象に高齢者や小児の骨折の原因となる転倒の原因とその予防について講演ならびに実技を行

う。 

開催場所：県内各地の公民館、市民センターなど 

（２）体力測定会：0回  非実施 
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地域住民を対象に筋力、柔軟性、バランスの状態の評価及び助言・指導を行う。 

開催場所：市民センター、ショッピングモール、公共交通機関コンコースなど 

３）県民健康づくりセミナーの企画・運営 

（１）県民健康づくりセミナーの開催：0回  非実施 

４）他団体の開催するイベントでのブース設置 

（１）第18回健康21世紀福岡県大会  非実施 

（２）北九州マラソン2021  非実施 

（３）食と健康を学ぼう  非実施 

   

２．公益２－２ インターネット等の媒体を用いた活動 

 １）当会LINE 

会員へ令和元年9月1日公開 

  登録者数 310名（令和2年1月20日現在） 

        427名（令和3年2月16日現在） 

２）アプリ「福岡理学ナビ」 

登録者数 1775名（令和2年1月10日現在） 

     1373名（令和3年2月16日現在） 

【公益事業３．理学療法の知識・技術を提供する事業】 

本事業は、当会の活動趣旨に沿った団体・機関が主催する事業等に対し、身体の機能低下や機能維持・向上に関する

理学療法の知識・技術を提供することにより、障害者及び高齢者の健康増進・生活の質の向上に寄与する事業である。 

 

１．公益３－１ バリアフリーアドバイザーへの協力  

 障害者等の生活の質の向上を図る目的で、対象者の生活状態にあった住宅改修の必要な箇所や施工方法・介護機器

の利用等の身体機能に応じた提案及び助言のために会員を出務させる。 

 

２．公益３－２ 障害者及び高齢者に関する各種委員会および団体への推薦 

「介護保険法」及び「障害者自立支援法」等に基づく、行政機関の各種委員会や障害者及び高齢者支援を行う団体か

らの委員推薦依頼に対し、高齢者の身体の機能維持・向上を目的に、委員を推薦する。 

 １）福岡県障害者介護給付等不服審査会 

２）福岡県介護実習普及事業 

 ３）各市町村介護認定審査会 

 ４）地域包括支援センター地域ケア推進協議会 

 ５）福岡県介護支援専門員協会 

 ６）飯塚市高齢者対策推進協議会 

 ７）各市町村障害程度区分認定審査会 

 ８）福岡市障がい者介護給付等認定審査会 

９）障害者制度改革について考える地域フォーラム 

10）福岡県及び市町村：（事業提携市町村：飯塚市・糸島市・北九州市・桂川町・水巻町・筑前町） 

 

３．公益３－３ 障害者及び高齢者に関するセミナー等への協力 

 障害者及び高齢者の運動機能に対する理解を深め、身体の機能維持・向上を図るために講師を推薦する。 

  令和 2年度：非実施 

 

４．公益３－４ 障害者スポーツ大会等に会員が出務する事業 
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障害者の生活の質の向上に寄与する障害者スポーツの大会において、新たな疾病・障害の予防を目的に、障害内容

やその程度等に応じたウォーミングアップやクールダウン等の支援及び運営支援のために会員を出務させる。 

１）飯塚国際車いすテニス大会 

 （１）飯塚国際車いすテニス大会事前研修会 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（２）飯塚国際車いすテニス大会理学療法士サービス 非実施 

２）第57回福岡県身体障害者体育大会  

３）障がい者スポーツ研修会  

 （１）第1-3回障がい者スポーツ研修会 

    ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（２）第4回障がい者スポーツ研修会 

日 時：令和2年12月22日（火）19：00～21：00 

場 所：Web開催 

参加者：19名  

（３）第5回障がい者スポーツ研修会 

日 時：令和3年1月19日（火）19：00～21：00 

場 所：Web開催 

参加者：16名  

（４）第6回障がい者スポーツ研修会 

日 時：令和3年2月4日（木）19：00～21：00 

場 所：Web開催 

参加者：34名  

（５）第7回障がい者スポーツ研修会 

日 時：令和3年2月20日（土）14：00～16：00 

場 所：Web開催 

参加者：20名  

４）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業 

 （１）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業事前研修会  非実施 

（２）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業  非実施 

５）北九州OPEN2020 非実施 

（１）北九州OPEN車いすテニス大会事前研修会 

    ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

  （２）北九州OPEN車椅子テニス大会  事業中止 

６）パラスポーツフェスタ  非実施 

 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

１．その他１ 自己研鑽支援 

１）令和3年度研究助成について 

研究期間：令和3年4月1日～令和4年3月1日 

（令和4年3月31日までに報告書提出義務あり） 

助成申請：0件 
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２．その他２ 会員相互交流支援 

１）支部競技大会：0回 

２）地区レクリエーション：0回 

 ３）支部だより・地区だより（支部・地区活動報告・情報伝達）：0回 

 

３．その他３ 未就業会員への求人情報提供 

未就業会員からの問い合わせに対し本会で把握する求人情報を提供し就職支援を行う。 

  令和 2年度：事業なし 

 

４．その他４ 医療保険・介護保険に関する情報提供 

診療報酬及び介護報酬に関する運用状況や理学療法士の処遇についての情報を得ることで、会員が所属する施設に

おいて理学療法業務が円滑に行えるよう支援する。 

１）令和2年度診療報酬研修会    

２）令和2年度診療報酬減点査定の状況調査 

３）診療報酬に関する質問への対応：7件 

 

５．その他５ 資格取得支援 

  地域包括ケア推進リーダー取得者：40名（総数：580名） 

 介護予防推進リーダー取得者：37名（総数：607名） 

 

６．その他６ 施設利用優待 

 法人登録をしている施設利用の優遇情報の提供・案内 

 

７．その他７ 会報誌の発行 

  活動報告及び研修会開催案内等の情報提供 

１）広報誌（ぴしゃっと）発刊  9月号／11,000部   2月号／11,000部 

 

【法人事業】 

１．総会 

１）福岡県理学療法士会定時総会 

日 時：令和2年6月27日（土）13：00～14：15 

場 所：Web開催 

参加者：代議員58名（当日参加：18名、議決権行使書：40名、委任状：0名） 

議 事：第1号議案 2019年度決算書類の承認を求める件 

第 2号議案 選挙管理委員の承認を求める件 

２．理事会 

  6回開催（通常理事会：6回） 

３．新人オリエンテーション 

  ※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

４．養成校との意見交換会 

１）令和2年度養成校意見交換会 

   日 時：令和3年1月30日（土）15：00～17：30 

   場 所：Web開催 

   参加者：17名 
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５．介護予防事業への協力体制の構築 

６．福岡県議会関係者に対する政策推進に関する渉外活動 

７．福岡県議会担当者に対する政策推進に関する渉外活動 

８．情報収集のための他団体主催講習会への参加 

９．包括的会員管理システムの状況把握．会費納入状況の把握、各種文書作成ならびに発送 

10．文書・物品管理 

 

【各種委員会】 

１．組織検討委員会 

  0回開催 

２．表彰規定委員会 

  2回開催 

３．卒前・卒後教育検討委員会  

4回開催 

４．研究助成審議会 

  0回開催 

 

２）令和2年決算報告について 

決算書類詳細 

［貸借対照表について］ 

   Ⅰ 資産の部：資産の合計は、139,624,170円となっております。 

    内訳は、「流動資産」：99,073,128円、「固定資産」：特定資産＋その他固定資産 40,551,042円です。 

Ⅱ 負債の部：負債の部の合計は、58,809,484円となっております。 

内訳は、「流動負債」：56,245,984円、「固定負債」：2,563,500円です。 

Ⅲ 正味財産の部: 一般正味財産は、80,814,686円となっております。 

 

 ［正味財産増減計算書および正味財産増減計算書内訳表］ 

    Ⅰ 一般正味財産増減の部  

（１）経常収益（収入の部）：合計金額67,445,336円となっております。 

（２）経常費用は、合計金額44,451,868円となりました。 

内訳は、「事業費」33,403,437円、「管理費」11,048,431円です。 

 

［収支計算書及び収支計算内訳書］ 

   事業活動収入計67,445,336円、事業活動支出計43,597,951円 

   この時点での事業活動収支差額は23,847,385円です。この中から来年度コロナ感染予防対策積立金を 

13,078,760円を計上します。 

そこに投資活動収支の部の16,130,685円を加え、最終的に当期経常増減額は、7,716,700円のプラス 

決算となりました。 

 

［公益法人の認定継続に対して特に重要な基準3つについて］ 

① 公益目的事業比率(認定法第5条第8、第15条)  

⇒ 71.7％ 適合  
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② 収支相償(認定法第5条第6号、第14条)  

    ⇒ △5,941,319円 適合 

③遊休財産額保有制限(認定法第5条第9、第16条)  

⇒ 不適合 
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事業報告付属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。 


