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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

令和3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4年3月31日付） 

【会員総数】 6,711人：活動会員5,634人／休会会員1,077人 

※活動会員詳細：継続 5,144人／新入会307人／復会79人 

異動  104人（県内転入187人/県外転出83人） 

【退会者】   298人：任意退会139人／会費未納退会77人／休会経過退会80人／死亡退会2人 

              ※休会経過退会…翌年度休会継続申請をしていないもの 

 

２．本会主催事業について 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための福岡県および本会の活動制限指針に従い、対面式もしくはWEBシステム

の活用による事業を実施いたしました。第31回福岡県理学療法士学会、各種研修会、スポーツ障害予防などの公益

推進事業等、WEBの活用により対面式に近い環境を構築し、事業を実現していただいた皆様のご理解とご協力に心よ

り感謝申し上げます。 

 ・理学療法福岡学会特別号を電子ブックにすることで会員に とってより便利で見やすいものに変更しました。 

・広報活動充実の一環として、フォトコンテストを開催し、理学療法士の活動内容をより多くの福岡県民の 

皆様に啓発していく取り組みを実施しました。 

 

３．事務所機能の強化 

コロナ禍における事業執行継続のために、感染予防等の事務局職員の就業環境を整え、円滑な本会事業運営を支援い

たしました。また、令和3年度より、理学療法士常勤役員（事務局長）体制を敷いたことで、事業および予算執行の

管理やそのために必要な本会の各種規程の制定および改定、事業執行における役員支援、他職種・他団体との連携強

化等を円滑にすすめることができ、一定の成果がみられています。引き続き事務所機能強化を加速させていきます。 

 

４．本会事業執行におけるマスタープランの構築 

「支援の再考と実践」をスローガンとし、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事業展開を図るため、マスタープランの検討を行いました。 

 

５．福岡県理学療法士連盟との連携強化 

理学療法士の持つ能力を本会の政策として具体化し、国政・県政・市政に届けていくことが重要であるため、福岡県

理学療法士連盟ならびに日本理学療法士連盟との連携強化をすすめました。 

 

６．卒前卒後教育の支援 

2020年度からの「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」改正にともない福岡県理学療法士会では臨床実習

指導者の要件に定められた臨床実習指者講習会をWEBで開催しました。なお、令和2年度（2020年度）は、新型コ

ロナウイルス感染拡大にともない講習会をやむなく中止いたしましたので、令和3年度は開催予定回数を増やすこ

とで、多くの臨床実習指導者の養成を行いました。関係各位に心より感謝申し上げます。 

 

７．九州理学療法士学術大会2022 in福岡 開催に向けての取り組み 

令和4年（2022年）11月26日（土）～27日（日）開催の九州理学療法士学術大会2022 in福岡（テーマ「～つなぐ

～」／開催地：北九州）の開催に向けての準備を行いました。 
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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」 

 全県レベルでの研修会を6回開催しました。 

  ①令和3年度学校保健等教育関連理学療法研修会（令和3年11月21日（日）、Web開催、28名参加） 

  ②第103回福岡県理学療法士会学術研修大会（令和3年8月22日（日）、Web開催、276名参加） 

 ③理学療法士講習会（応用編）（令和3年10月17日（日）、Web開催、101名参加） 

 ④令和3年度専門理学療法研修会（令和3年11月7日（日）、Web開催、29名参加） 

 ⑤令和3年度介護保険関連施設等従事者研修会（令和4年2月19日（土）、Web開催、21名参加） 

  ⑥産業理学療法研修会（令和3年12月4日（土）、Web参加、11名参加） 

 支部・地区の研修会は合計25回（北九州支部：10回、福岡支部：5回、筑後支部：10回）開催しました。 

 基礎実践教育等研修については新人研修会、理学療法士研修会基礎編は新型コロナウイルス感染症の影響により中止

となりましたが、指導者育成研修会として臨床実習指導者研修会を4回開催しました。また、地域包括ケアシステム推

進リーダー研修会（導入研修会（①令和3年8月29日（日）、Web開催、53名参加、②令和4年3月6日（日）、Web開

催、10名参加）、ステップアップ研修（令和4年2月6日（日）、Web開催、48名））、介護予防推進リーダー研修会（導

入研修会（①令和3年7月4日（日）、Web開催、30名参加、②令和4年3月20日（日）、Web開催、20名参加）、ステ

ップアップ研修（令和4年2月27日（日）、Web開催、60名参加））、管理者研修会（地区）は各支部（北九州支部：1

回、福岡支部：1回、筑後支部：1回）で開催し、管理者研修（領域別）は3回（急性期：1回、回復期：2回）開催し

ました。 

 第31回福岡県理学療法士学会は令和4年2月13日（日）、Web（事前参加登録者：515名、参加報告者：449名）にて

開催しました。学術誌は理学療法福岡35号、第31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）、体力測定会を1回（北九州支部：1回）、県民県央作りセ

ミナーを1回、他団体の開催するイベントでのブース設置（第20回健康21世紀福岡県大会）を行い、理学療法の知

識・技術の普及・啓発を行いました。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、飯塚氏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

障がい者介護給付認定審査会、障害者制度改革について考えるフォーラム）などへの協力を行いました。 

 その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業では各小・中学校に対しWebにて知識・技術を提供しこれらの事業体す

る育成研修会も開催しました。福岡県介護予防業務における介護職員の腰痛予防に対しても Web にて研修会を 2 回開催

（参加者 基礎編：42名、応用編：18名）しました。また、2021世界体操・新体操選手権 北九州大会（令和3年11月

14日（日）～31日（日）、北九州市立総合体育館、浅生スポーツセンター、穴生ドーム、西日本総合展示場）についても

出務しました。 

 

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3年度研究助成では申請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：37名、介護予防推進リーダー取得者：36名でした。 

 

５．法人事業 
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 定時総会を1回（令和3年6月20日（日）、Web開催、58名参加（出席32名、議決権行使書26名））、理事会を7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。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 

表彰委員会を3回、卒前・卒後教育検討委員会を2回、倫理委員会を2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。 

 

 

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：6回 

（１）令和3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3年度学校保健等教育関連理学療法研修会 

   日 時：令和3年11月21日（日）10：00～12：00 

   場 所：Web開催 

   参加者：28名 

（３）第103回福岡県理学療法士会学術研修大会 

   日 時：令和3年8月22日（日）10：00～16：30 

   場 所：Web開催 

   参加者：276名 

（４）理学療法士講習会（応用編） 

 日 時：令和3年10月17日（日）9：30～17：00 

 場 所：Web開催 

 参加者：101名 

（５）令和3年度専門理学療法研修会 

   日 時：令和3年11月7日（日）9：30～17：00 

   場 所：Web開催 

   参加者：29名 

（６）令和3年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

（７）令和3年度介護保険関連施設等従事者研修会 

    日 時：令和4年2月19日（土）10：00～12：00 
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    場 所：Web開催 

    参加者：21名 

 （８）臨床理学療法研修会 

※新型コロナウイルス感染拡大への対応のため中止 

 （９）産業理学療法研修会 

    日 時：令和3年12月4日（土）9：00～12：00 

    場 所：Web開催 

    参加者：11名 

 

２）各支部地区研修会：25回       

（１）福岡支部研修会 

（第1回）日 時：令和3年4月29日（土）13：00～17：00 

       場 所：ももちパレス、Web開催 

       参加者：231名 

（第2回）日 時：令和3年6月6日（日）13：30～16：30 

場 所：Web開催 

       参加者：200名 

  （第3階）日 時：令和3年7月25日（日）10：00～13：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：93名 

（２）福岡1地区研修会 

※新型コロナウィルス感染拡大への対応のため中止 

（３）福岡2地区研修会 

（第1回）日 時：令和4年1月27日（木）19：00～20：30 

      場 所：Web開催 

      参加者：68名 

（４）福岡東地区研修会 

（第1回）日 時：令和3年12月10日（金）19：00～20：30 

     場 所：Web開催 

       参加者：57名     

（５）北九州支部研修会 

 （第1回）日 時：令和3年5月30日（日）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：70名 

  （第2回）日 時：令和3年7月4日（日）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：102名 

  （第3回）日 時：令和3年9月19日（日）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：136名 
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  （第4回）日 時：令和4年2月5日（日）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：70名 

（６）北九州1地区研修会 

（第１回）日 時：令和3年10月14日（木）19：00～20：30 

場 所：Web開催 

参加者：104名 

    （第2回）日 時：令和4年3月10日（木）19：00～20：45 

             場 所：Web開催 

             参加者：71名  

    （第3回）日 時：令和4年3月24日（木）19：00～21：00 

             場 所：Web開催 

             参加者：66名  

（７）北九州2地区研修会 

（第1回）日 時：令和3年5月7日（金）18：30～20：00 

場 所：Web開催 

参加者：174名 

  （第2回）日 時：令和3年8月5日（木）19：30～20：30 

場 所：Web開催 

参加者：190名 

  （第3回）日 時：令和4年3月17日（木）18：30～20：30 

場 所：Web開催 

参加者：68名 

（８）筑豊地区研修会 

（第1回）新型コロナウィルス感染拡大への対応のため中止 

  （第2回）日 時：令和3年11月17日（水）19：00～20：30 

       場 所：Web開催 

       参加者：80名 

  （第3回）日時：令和4年3月24日（木）19：00～20：30 

       場所：Web開催 

       参加者：17名 

（９）筑後支部研修会 

 （第1回）日 時：令和3年6月27日（日）9：00～12：00 

      場 所：Web開催 

       参加者：96名 

  （第2回）日 時：令和3年8月29日（日）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：74名 

  （第3回）日 時：令和3年9月12日（日）9：00～12:00 

       場 所：Web開催 



6 

 

       参加者：84名 

  （第4回）日 時：令和3年11月3日（水）9：00～12：00 

       場 所：Web開催 

       参加者：75名 

（10）筑後1地区研修会 

（第1回）日 時：令和3年12月4日（土）14：00～15：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：27名 

（第2回）日 時：令和4年2月6日（日）8：30～13：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：48名 

（11）筑後2地区研修会 

（第1回）日 時：令和3年12月19日（日）10：00～11：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：26名 

（第2回）日 時：令和4年2月20日（日）8：30～13：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：37名 

 

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 

※新型コロナウィ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 

   ※新型コロナウィ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：4回 

  （第1回）日 時：令和3年11月6日（土）～7日（日） 

       場 所：Web開催（福岡和白リハビリテーション学院） 

       参加者：59名（修了者：58名、欠席：1名） 

  （第2回）日 時：令和3年11月13日（土）～14日（日） 

       場 所：Web開催（帝京大学福岡医療技術学部） 

       参加者：65名（修了者：62名、欠席：3名） 

  （第3回）日 時：令和3年11月20日（土）～21日（日） 
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       場 所：Web開催（福岡天神リハビリ専門学校） 

       参加者：61名（修了者：61名） 

  （第4回）日 時：令和3年11月20日（土）～21日（日） 

       場 所：Web開催（小倉リハビリテーション学院） 

       参加者：62名（修了者：62名） 

（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8月29日（日）8：00～16：10 

場 所：Web開催 

 参加者：53名 

   ２）地域ケア会議推進リーダーステップアップ研修 

日 時：令和4年2月6日（日）10：00～15：40 

場 所：Web開催 

参加者：48名 

   ３）地域ケア会議推進リーダー導入研修会 

日 時：令和4年3月6日（日）8：00～16：10 

場 所：Web開催 

 参加者：10名 

  （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7月4日（日）8：00～17：00 

場 所：Web開催 

参加者：30名 

２）介護予防推進リーダーステップアップ研修 

日 時：令和4年2月27日（日）9：30～12：50 

場 所：Web開催 

参加者：60名 

３）介護予防推進リーダー導入研修会 

日 時：令和4年3月20日（日）8：00～17：00 

場 所：Web開催 

参加者：20名 

  （４）管理者研修会（地区）協会指定管理者研修会（初級） 

    （九州ブロック管理・運営研修会） 

     日 時：令和3年12月19日（日）9：00～15：00 

     場 所：Web開催 

     参加者：53名 

    （北九州支部） 

日 時：令和4年1月7日（金）19：00～21：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：10名  

    （筑後支部） 
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     日 時：令和4年1月14日（金）19：00～21：30 

     場 所：Web開催 

     参加者：13名 

    （福岡支部） 

     日 時：令和4年1月19日（水）19：00～21：00 

     場 所：Web開催 

     参加者：19名 

  （５）管理者研修会（領域別） 

（急性期） 

     日 時：令和4年1月25日（火）19：00～21：20 

     場 所：Web開催 

     参加者：7名 

    （回復期） 

     日 時：令和4年2月1日（火）19：00～21：20 

     場 所：Web開催 

     参加者：7名 

    （回復期） 

     日 時：令和4年2月17日（木）19：00～21：20 

     場 所：Web開催 

     参加者：13名 

 

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31回福岡県理学療法士学会 

  事前参加登録者：515名  参加報告者：合計449名 

（県内理学療法士438名、他県士会理学療法士10名、非会員1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35号の発刊 

発行部数：5,950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31回福岡県理学療法士学会 学会特別号の発行 

   発行部数：PDFファイルおよび電子ブックの配信 

   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。 
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１．公益２－１ 県民参加型の活動 

１）市民公開講座：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 

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 

   （筑後1地区） 

第1回筑後1地区介護予防事業 

日 時：令和3年12月7日（火）14：00～15：30 

場 所：めくばーる健康福祉館 

参加者：23人 

（２）体力測定会：1回 

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 

（北九州2地区） 

  第1回北九州2地区体力測定会 

  日 時：令和3年10月5日（火）13：00～15：30 

  場 所：八児小学校 

  参加者：64人 

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：1回 

４）他団体の開催するイベントでのブース設置 

（１）第20回健康21世紀福岡県大会：1回 

（２）北九州マラソン2021 

※事業中止 

（３）食と健康を学ぼう 

  ※事業中止 

 

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2019年9月1日公開 

  登録者数 310名（2020年1月20日現在） 

        427名（2021年2月16日現在） 

        524名（2022年1月10日現在） 

２）アプリ「福岡理学ナビ」 

登録者数 1,775名（2020年1月10日現在） 

     1,373名（2021年2月16日現在） 

     2,541名（2022年1月10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。 
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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 

 

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3年度：なし 

        ※新型コロナウィルス感染拡大への対応のため中止 

 

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 

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 

  ※新型コロナウィルス感染拡大への対応のため中止 

２）北九州OPEN2021 非実施 

（１）北九州OPEN車いすテニス大会事前研修会 

    ※新型コロナウィ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 

３）福岡県身体障害者体育大会 

   第1回福岡県障がい者スポーツ大会 

※事業中止 

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 

 （基礎編） 

   日 時：令和4年2月27日（日）10：30～15：30 

   場 所：Web開催 

   参加者：132名 
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  （応用編） 

   日 時：令和4年3月13日（日）10：30～15：30 

   場 所：Web開催 

   参加者：122名 

（２）その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業 

  （第1回）日 時：令和4年1月15日（土）12：30～15：30 

       場 所：TKP博多駅前シティセンター 

       参加者：7名 

  （第2回）日 時：令和4年1月22日（土）12：30～15：30 

       場 所：TKP博多駅前シティセンター 

       参加者：9名 

 ５）福岡県介護予防業務における介護職員の腰痛予防：研修会  

  （基本編） 

   日 時：令和3年12月19日（日）9：00～12：00 

   場 所：Web開催 

   参加者：42名 

  （応用編） 

   日 時：令和4年1月30日（日）9：00～11：20 

   場 所：Web開催 

   参加者：18名 

 ６）2021世界体操・新体操選手権 北九州大会 

   日 時：令和3年11月14日（日）～31日（日） 

   場 所：北九州市立総合体育館、浅生スポーツセンター、穴生ドーム、西日本総合展示場 

   出務者：68名 

 

【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4年度研究助成について 

研究期間：令和4年4月1日～令和5年3月1日 

（令和5年3月31日までに報告書提出義務あり） 

助成申請：0件 

 

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3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 
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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3年度診療報酬研修会    

２）令和3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：9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：37名（総数：628名） 

 介護予防推進リーダー取得者：36名（総数：634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/10,000部   2月号/10,000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3年6月20日（日）9：30～11：50 

場 所：当法人事務所会議室及びWeb開催 

参加者：代議員58名（当日参加：32名、議決権行使書：26名） 

議 事：第1号議案 令和2年度決算書類の承認を求める件 

    第2号議案 令和3・4年度役員改選の承認を求める件 

    第3号議案 選挙管理委員の承認を求める件 

２．理事会 

  9回開催（通常理事会：7回、臨時理事会：2回） 

３．新人オリエンテーション 

  ※新型コロナウィ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3年度養成校意見交換会 

   日 時：令和3年2月23日（土）15：00～17：00 

   場 所：Web開催 

   参加者：16名 

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 
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   0回開催 

２．表彰委員会 

   3回開催 

３．卒前・卒後教育検討委員会  

2回開催 

４．研究助成審議会 

   0回開催 

５．倫理委員会 

   2回開催 

 

２）令和3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、139,613,830円となっております。 

   内訳は、「流動資産」：57,465,125円、「固定資産」：特定資産＋その他固定資産82,148,705円です。 

Ⅱ 負債の部：負債の部の合計は、57,929,904円となっております。 

内訳は、「流動負債」：54,771,904円、「固定負債」：3,158,000円です。 

Ⅲ 正味財産の部: 一般正味財産は、81,683,926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70,378,393円となっております。 

（２）経常費用は、合計金額69,509,153円となりました。 

内訳は、「事業費」56,019,420円、「管理費」13,489,733円です。 

 

［財務諸表に対する注記］ 

  4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高では、特定資産として新たに退職給付引当資産594,500円、 

会館建設積立金41,000,000円を計上しております。 

よって5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、合計77,236,760円となっております。 

 

 ［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)  

⇒ 76.59％ 適合  

② 収支相償(認定法第5条第6号、第14条)  

    ⇒ △10,235,787円 適合 

③遊休財産額保有制限(認定法第5条第9、第16条)  

⇒ 適合 

 


