
令和３年度公益社団法人愛知県理学療法士会事業計画

局名 部名 事業名 令和３年度 開催方法 日程(案）

事務局会議 適時

支部局連絡網作成・発行 5月又は6月

リハビリ専門職協議会（3回、うち2回主催） 7月･11月･2月

東海北陸学会支援事業（拠出金支出及び諸会議） 10月

日本理学療法士協会連携事業 適時

入退室管理PC管理 適時

年報2021作成 適時

office365活用及びWeb配信システムの管理運営 適時

社史編集事業 愛知県理学療法白書・年報作成 適時 公益

財務部 管理業務（共益事業） 財務管理 適時 共益

定例会議 WEB 2か月ごとに開催

災害対策研修会 WEB 10月・2月

情報伝達訓練 WEB+対面 12月

JRAT事務局代行 WEB 適時

他団体連携事業 未定 適時

定例会議 web 適時

男女共同参画等研修会 web 2月

情報収集事業 web 10月

施設代表者研修（士会マネジメント研修） Web配信又は申込 6月13日

初級管理者育成事業指定研修 web 7月31日

管理者ネットワーク構築事業（急性期）ADL研修2回・web1

回
web 10月、1月、2月

管理者ネットワーク構築事業（回復期）研修1回 web 11月6日

管理者ネットワーク構築事業（生活期）研修1回 web 7月3日

管理者ネットワーク構築事業（地域包括）研修1回 web 9月25日

管理者ネットワーク構築事業（教育）研修1回 web 8月28日

管理者資質向上研修事業　 web 12月12日

管理業務部運営会議 web 適時

職業倫理推進事業 web又は対面会議 適時

医療保険Q&A相談会 医療保険部 学会時に

診療報酬改訂説明会（1回） 医療保険部 3月

喀痰吸引研修事業（3回）・機器貸し出し研修（県補助） 介護保険部 未定･適時

チーム医療推進研修（県補助） web又は対面 未定

運営会議 web又は対面 8月、9月

保険制度等相談・教育事業 介護保険Q&A相談会 介護保険部 学会時に

訪問リハビリ実務者研修（県委託） 介護保険部 10月

訪問リハ地域リーダー養成事業（派遣研修） 介護保険部 5月

障がい福祉サービスQ&A相談会 学会開催方法による 愛知県学会時

情報収集事業 郵送、メール等によるアンケート 11月以降(案）

小児・障がい福祉推進事業（協会連携事業） 協会方針による 未定

地域ケア会議推進リーダー育成事業 Web 8月

介護予防推進リーダー育成事業 Web 9月

介護予防指導者育成事業（県委託） Web 10～2月

地域ケア会議アドバイザー事業（県委託） web又は対面 通年

地域ケア会議専門職派遣調整事業事務委託 書面 通年

シルバーリハビリ指導士普及事業（岩倉市委託） 対面 通年

労災予防・復職支援事業 Web 適時 + 12月（案）

産業理学療法健康講座（協会連携事業） Web + (対面) 適時 + 10月（案）

新人理学療法プログラム研修会（全5回） Web配信 未定

新人理学療法士研修会（オリエンテーション） Web配信又は申込 4月25日

症例検討会 Ｗｅｂ 未定

運営会議（単位認定業務含む） web又は対面 適時

新生涯学習システム移行準備 適時

生涯学習部研修会（C領域対応企業共催研修） Ｗｅｂ＋対面 適時

臨床実習指導者派遣調整 別途養成校案内

臨床実習指導者資質向上研修 web又は対面 未定

養成校連携事業 web又は対面 適時

ウェルフェア２０２１参画事業 対面 開催中止

介護予防推進キャンペーン事業（理学療法の日） 対面 7月

中日健康フェア参加 対面 10月

高齢者等社会参画事業 高齢者等社会参画事業検討会議 web又は対面 適時

スポーツ傷害予防事業（高野連サポート） 対面 高野連日程

スポーツ理学療法推進研修（スポーツ関連PT養成事業） web又は対面 未定

障害者スポーツイベント関連事業（県等協力事業） web又は対面 未定

東京オリパラ・アジア競技大会等支援事業 web又は対面 未定

チャレンジドフェア２０２１事業 展示会開催 2021年10月(案）

小児地域リハビリテーション公開講座（2～3回） Web 2022年1月、2月

学校保健事業（協会連携） ニュース、郵送等での情報募集 2021年8月以降

広報誌発行（ぴたっとあいち）電子版一部印刷 協会主催委員会参加 未定

ホームページ管理・SNS管理 電子化 適時

各種事業取材（４回） 対面 適時

士会ニュース編集発行201号～204号電子版 電子化 5月・9月･11月･2月

支部局全体運営会議 web又は対面 未定

名古屋支部研修会（2回） web又は対面 未定

名古屋支部市町村管理ネットワーク構築事業（運営会議･意見

交換会議）
web又は対面 未定

尾張支部研修会・症例検討会（5回） web又は対面 未定

尾張支部市町村管理ネットワーク構築事業 web又は対面 未定

知多半島支部研修会 web又は対面 未定

知多半島支部市町村管理ネットワーク構築事業 web又は対面 未定

西三河支部研修会・症例検討会（2回） web又は対面 未定

西三河支部市町村管理ネットワーク構築事業 web又は対面 未定

東三河支部症例検討会（1回） web又は対面 未定

東三河支部市町村管理ネットワーク構築事業 web又は対面 1月

東三河地区地域支援（支援学級又は産後ケア教室等）理学療

法士派遣事業（4回）
web又は対面 11月

HP運営 対面 9月～12月

リハビリテーション情報センター運用事業（電話相談等） 電話等 毎月

市区町村ネットワーク運営支援事業 通年

市町村総合事業活動支援事業 通年

ダイハツ工業共同事業（健康安全運転講座） 対面 ダイハツ工業日程

地域ケア会議専門職派遣調整事業事務事業（県委託） 書面 通年

選挙管理規程見直し等次期選挙準備 web又は対面 適時

各選挙実施準備・選挙人管理 web又は対面 適時

地域包括ケア推進委員会 地域包括ケア推進事業 定例会議 web又は対面 適時 公益

表彰委員会 表彰事業（共益事業） 各種表彰対応 web又は対面 適時

組織検討 web又は対面 適時

新規事業検討 web又は対面 適時

定例会議 web又は対面 適時

他団体連携事業 web又は対面 適時

定例会議 web又は対面 適時

国際活動推進事業 web又は対面 適時

災害対策部（新設）

理学療法士管理者育成事業

理学療法士管理者ネットワー

ク支援事業

ワーク・ライフサポート部

（新設）

委員会

選挙管理委員会

組織・事業検討委員会

（名称変更）

2026アジア競技大会支援委員会

（新設）

事務局

国際活動推進検討委員会

（新設）

リハビリテーション

情報センター

リハビリテーション

情報センター

共益

働き方改革推進事業

公益

管理業務（共益事業） 共益

地域理学療法士活動支援事業

理学療法広報事業

保険制度等相談・教育事業

在宅医療推進事業

訪問リハビリテーション

推進事業

スポーツ理学療法推進事業

管理業務（共益事業）

国際活動支援事業

アジア競技大会支援事業

リハビリテーション

情報センター事業

理学療法士育成事業

地域理学療法士

活動支援事業

支部局

（名称変更）
各支部･地区支部

スポーツ傷害予防事業（動画作成）

総務部

管理業務（共益事業）

職能局

学習局

（新設）

小児地域保健部（名称変更） 小児理学療法推進事業

社会局

広報部

スポーツ傷害予防事業

生涯学習部（異動）

情報管理部

災害対策事業

理学療法士養成教育

支援事業

共益

他団体連携事業 公益

管理業務（共益事業） 共益

未定

公益

Ｗｅｂ

社会事業部（名称変更）
理学療法啓発事業

スポーツ支援部

産業保健事業部（新設） 産業理学療法推進事業

管理業務部

（名称変更）

介護保険業務部

（新設・分化）

小児・障がい福祉事業部

（新設）

小児・障がい福祉

推進事業

介護予防事業部

（名称変更）
地域包括ケア推進事業

医療保険業務部

（名称変更・分化）

学生教育部（新設）


