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2017年2月11日
日本作業療法士連盟総会・研修会・懇親会

　15分の休憩の後、引き続き研修会が開催され、

テーマ「作業療法の未来に向かって共に歩もう」

に基づき杉原日本作業療法士連盟会長と中村日

本作業療法士協会会長との対談が行われ、来賓

の山口和之参議院議員、和田勝連盟顧問の助言

も交えて、国政に作業療法士を送り出す事が組

織としての到達目標であり、実現に向け着々と

準備する必要があると再認識しました。

　

　その後、場所を移して和気藹々とした中で有

志による懇親会が行われ、大いに談論風発しま

した。

　2017 年度日本作業療法士連盟の総会・研修会・

懇親会は、2017 年 2月 11日に連盟事務局の移転

先であるOT協会事務局が入居しているビルの 10

階研修室にて開催されました。

　出席者は、開催時点での会員総数 841 名中 45

名の出席者に加え委任状提出者 475 名の合計 520

名となり定足数の 422 名を超え、総会は成立しま

した。

　総会のお知らせと共に会員各位にお届け済の総

会議案書に則り各議案が審議・可決され滞り無く

議事を終え散会となりました。日本作業療法士連盟　集合写真

研修会
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2017 年 活動報告2017 年 活動報告2017 年 活動報告

　2017 年 9月 22日から 24日まで東京国際フォーラムガラス棟地下 1階に於いて第 51回日本作業療法学会が

東京で開催されました。

　日本作業療法士連盟は学会受付横に日本作業療法士協会事務局受付の隣にブースを設け、連盟各県責任者の方々

にお立ち寄り頂き、連盟への新規入会用パンフレット配布と入会の声掛けして下さったお陰で、7名の新入会が

ありました。「以前から連盟が気になっていました」「政治活動は大事です」との声は活動をしている事務局にとっ

ては大変心強い、嬉しい言葉です。

地方では既に９つの連盟が活動をしております（大分、北海道、山口、茨城、大阪、東京、山梨、静岡、岡山）。今後、

沖縄・熊本・広島・愛媛県で設立の動きがあります。

　地域の中堅OTは政治活動の重要性を感じ、地方議員とのネットワークを構築しております。地域でのOTが

注目される中、活動する若いOTの身分や地位をしっかり確立するには、

やはり政治家の力添えや協力が不可欠です。政治家が動くのは「組織の票数」

によってです。OT連盟会員はまだわずか 840 名、あまりに少な過ぎます。

　先の衆議院議員総選挙に於いて初めてOTの国会議員が誕生しました。

更に力を結集し、私達の声を国会に届けましょう。

政治はあなたの生活の問題です。

　2017 年 11 月 28 日東京グリーンパレス地下 1階「らんの間」に於いて医療技術者団体協議会による「政策懇

談会」が開催されました。

　伊達忠一参議院議員を会長に、宮島喜文参議院選挙と小川克己参議院議員を代表世話人として次の各団体代表

者が集い平成 30年度予算・税制に関する要望を検討しました。

　次回は 6月頃開催される予定です。

　出席団体； 一般社団法人　日本作業療法士協会  日本作業療法士連盟

  公益社団法人　日本放射線技師会  公益社団法人　日本歯科技工士会

  公益社団法人　日本臨床工学技士会  日本栄養士連盟

  日本歯科衛生士連盟    公益社団法人　日本視能訓練士協会

  一般社団法人　日本言語聴覚士協会  一般社団法人　日本衛生検査士協会

  公益社団法人　日本理学療法士協会  一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会

  一般社団法人　日本臨床心理師会

　2017 年 10 月 22 日第 48回衆議院議員総選挙が行われ連盟の推薦した候補者が当選しました。

 安藤高夫議員 -自民党 / 比例代表

 田野瀬太道議員 -自民党 / 奈良 3区

 吉川貴盛議員 -自民党 / 北海道 2区

 中村裕之議員 -自民党 / 北海道 4区

 和田義明議員 -自民党 / 北海道 5区

　また、推薦状は発行しませんでしたが、堀越啓仁議員 -立憲民主党 / 比例代表が作業療法士

　として初めての国会議員となりました。

 第 51回 日本作業療法士学会

 2017年11月28日 政策懇談会への参加

 2017年10月22日第48回衆議院議員総選挙
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日本作業療法士連盟ニュース VOL.17　2017 年活動報告

　2017 年に開催された田野瀬太道衆議院議員の以下の会に参加し、連盟との関係強化に努めて来ました。

04月 12日「明日の日本を語る会」/ 杉原会長・比留間副会長出席

06月 05日「関西政経フォーラム」/ 辻岡勝志幹事・上野哲奈良県責任者・江頭大介氏出席

08月 03日「東京政経フォーラム」/ 長井都連会長出席

10月 29日「関西政経フォーラム」/ 長辻府連会長・上野奈良県責任者・辻岡財務部次長・藤井大阪ST会長出席

02月 12日　日本作業療法士連盟　定期総会・研修会・懇親会
03月 07日　梅村さとし　政策フォーラム
04月 01日　白鳳短期大学　入学式
04月 12日　田野瀬太道　明日の日本を語る会
06月 05日　田野瀬太道　関西政経フォーラム
07月 19日　第 12回「梅村さとし政策フォーラム」医療政策勉強会
08月 03日　田野瀬太道　東京政経フォーラム
09月 04日　衆議院議員加藤勝信　第 17回昼食勉強会
10月 29日　田野瀬太道　関西政経フォーラム
11月 09日　衛藤晟一　第 29回「日本の福祉を考える会」
11月 14日　橋本がく前進の集い 2017
11 月 28 日　伊達忠一　医療技術者団体協議会 -政策懇談会
12月 05日　「えとう　せいいち」と明日を語る会 2017 Winter
12 月 14 日　足立信也　第 10回政策フォーラム
12月 15日　超党派女性医療職エンパワメント推進議員連盟による
　　　　　　加藤勝信厚生労働大臣への要望活動への参加

 田野瀬太道衆議院議員への働きかけ

 連盟活動一覧

今年は静岡県と岡山県に連盟が発足し、現時点では以下の 9団体を数えます。 地方連盟発足状況

連盟名称 会長名 事務長名 設立年月日

大分県作業療法士連盟

山口県作業療法士連盟

北海道作業療法士連盟

茨城県作業療法士連盟

大阪府作業療法士連盟

東京都作業療法士連盟

山梨県作業療法士・言語聴覚士連盟

静岡県作業療法士連盟

岡山県作業療法士連盟

森　　勉荒木　良夫

和久　美恵

【事務局】 岩本　晋一

副代表　中川勝幸大堀　具視

副）大場耕一

中村　茂美

長辻　永喜

長井　陽海

広田　真由美

熊谷　範夫

二神　雅一

古屋　豊美

岩井　宏明

河原　克俊

関本　充史

皆藤　知美

2012.02.05

2017.04.15

2013.01.26

2013.08.15

2014.11.17

2015.02.22

2016.04.15

2016.06.01

2017.03.07
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日本作業療法士連盟ニュース VOL.17　お知らせ

★開催日　　2018 年 3月 11日（日） 
★開催場所　日本作業療法士協会　10階研修会議室　東京都台東区寿 1-5-9　盛光伸光ビル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国際通り寿 3丁目交差点近く ENEOSガソリンスタンド隣のビル）
★プログラム（予定） 13：30 ～ 14：15　日本作業療法士連盟総会
　　　　　　  14：30 ～ 15：30　研修会／作業療法士　堀越啓仁衆議院議員を迎えて
　　　　　  15：45 ～ 17：00　懇親会
★会費　研修会　3,000 円　・　交流会　5,000 円

　昨年度も年会費を据置いた一方、各議員との意見交換や交流を図り連盟の活動に注力して参りましたが、財政的には引き続

き厳しい状況に直面して居ります。

　この様な状況を御賢察頂き以下の方々から御寄附を頂き、何とか運営する事が出来ました。この場を借りまして厚く御礼申

し上げます。

　　大阪府；松下起士様、米永まち子様、辻岡勝志様、井戸孝則様、藤田康雅様　　山形県；藤井浩美様

　　東京都；末永紀代美様、扇浩幸様、峯尾舞様、中島卓也様　　埼玉県；茂木有希子様、佐々木誠子様

　　茨城県；石橋美恵様　　新潟県；小野敏子様　　群馬県；加藤智弘様　　兵庫県；大浦由紀様

　また、当連盟の趣旨にご賛同頂ける方々から引き続き御寄附を受付けて居ります。

　金額の設定等はございませんので、ご都合に応じて 1万円・3万円・5万円等々前向きにご検討頂ければ幸甚です。詳細に

就きましては連盟ホームページhttp://www.ot-renmei.jp/ をご覧下さい。

2018 年度　総会・研修会・交流会

御寄付への御礼とお願い

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ
★2018 年 1月 1日を以て会員資格が更新されていますので、年会費の自動引落の申込みをされていない会員の方は、以下の

　いずれかの方法でお支払い下さい。　尚、年会費（2,000 円）をお振込の際は、お手数ですが本連盟会員番号と登録いただ

　いている氏名を必ずご記載下さい。　(例：99999－R　ﾚﾝﾒｲ　ﾀﾛｳ　/　99999 は協会会員番号と同じです。)　　

　　1．郵便払込→専用の払込取扱票にて振込

　　　　専用の払込取扱票をご希望の方は、メールアドレス info@ot-renmei.jp　へご連絡下さい。

　　2．銀行振込

　　①ゆうちょ銀行　ゆうちょ窓口からお振込の場合・・・・口座記号・番号 00960-3-180690

　　　　　　　　　　他金融機関窓口からお振込の場合・・・099 店 当座 0180690 口座名／日本作業療法士連盟　　

　　②三井住友銀行　藤井寺支店　普通　No．3826388　口座名／日本作業療法士連盟

　自動引落をお申込み済の方の 2018 年度年会費の自動引落しは 1月 29日に行われましたので、口座をご確認下さい。

★連盟ホームページから各種届出が出来る様になりました。

★退会をご希望の場合、未納会費の払込が完了した事が確認された後に退会処理が行われますので、予めご承知おき願います。
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