
 

■継続事業（公益事業） 

１．学術研修事業               

担当 委員長 奥田一道 

 

１．鍼灸医学の進歩発展及び鍼灸師の資質向上

に関すること 

（１）鍼灸師の学術向上のための一般公開学術

研修会 

①第１回（４月１４日／日） 

「ランニングに関する基本的な知識と実

践」 

天理大学体育学部講師 岩山 海渡先生 

参加者１７名（会員５名・一般１２名） 

②第２回（５月２６日／日） 

「最新の保険に関する周知事項」 

本会保険委員長 天野 治先生 

参加者３０名（会員２９名・一般１名） 

③第3回（７月１５日／祝） 

「漢方薬と西洋薬の併用に関する最新知見」 

山中胃腸科病院 齋藤 孝仁先生 

参加者２０名（会員１７名・一般３名） 

④第４回（１０月２７日／日） 

第５３回三県（愛知・三重・岐阜）合同鍼灸

研修会 in岐阜 

「Moxafricaの国際活動 今後の展開」 

Moxafrica Japan 山川 義人先生 

「おきゆうのこぼればなし」 

亀屋佐京商店 松浦 達修先生 

「透熱灸から電子温灸器まで-灸の教育事情

からみた伝統医学の課題-」 

明治国際医療大学 和辻 直先生 

「伝統灸実技 墨灸」 

（一社）滋賀県鍼灸師会副会長 井出 健先生 

参加者４５名（本会から会員7名） 

⑤第５回（１２月２２日／日） 

「睡眠医療と鍼灸医療の関わり方」 

名古屋市立大学 中山 明峰 先生 

参加者２３名（会員１８名・一般５名） 

⑥第6回（3月２２日／日） 

「鹿の解剖Ⅱ」※新型肺炎対策のため中止 

（２）鍼灸師の資質向上と鍼灸医学の啓発に関す

る事業 

①青年スキルアップ研修４回（うち1回は第１ 

回研修会として共催） 

②スポーツボランティア活動（年4回 ※松阪

シティマラソンは新型肺炎対策のため中止

のため３回実施） 

③健康フェスタ講座（第１４回子育て支援わ

くわくフェスタ（県総合文化センター） 

２．（公社）日本鍼灸師会及び鍼灸関連団体等

との連携事業 

（１）（公社）日本鍼灸師会との連携事業 

①ＧＫカードシステム導入による管理 

②（公社）日本鍼灸師会専門領域研修制度

「リスクマネジメント」修了者の更新研修

会開催（学術研修会へ組み入れ実施） 

（２）財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修

会の開催（一部を指定研修会） 

①学術研修システム導入による研修会実施 

②学術研修単位認定申請及び実施報告 

（令和元年度２５単位修了者９名） 

③財団ホームページへ単位取得情報公開 

（３）関連団体主催事業への参加協力 

①第１５回（公社）日本鍼灸師会全国大会in静

岡（１１月２３日（土）～２４日（日）／

ホテルコンコルド浜松／会員１７名参加） 

②第６８回（公社）全日本鍼灸学会学術大会

愛知大会（名古屋国際会議場） 

③第５３回三県合同鍼灸研修会in岐阜（ハート

フルスクエアG） 

３．鍼灸学術の医学的研究と指導者育成及び後

進育成に関する事業 

（１）（公社）日本鍼灸師会第２期医療連携鍼

灸師研修への受講希望者募集 

（２）研修鍼灸師登録制度 

（３）青年会員・学生等対象スキルアップ研修

会 

（４）スポーツ鍼灸トレーナー実務研修会（２

０２０東京オリンピック・パラリンピック

競技大会へ向けた人材育成の研修事業とイ

ベント開催 （※審査で派遣者１名） 

４．管理及びその他に関すること 

（１）会員外鍼灸師及び県内・近隣鍼灸学校へ

の研修会案内（ポスター作成及び送付） 

（２）学術研修ＤＶＤ貸し出しシステム管理 

（３）研修会資料等保管 

（４）学術研修会の情報公開（ホームページ） 

①学術研修会開催案内及び内容公開 

②学術研修履修会員の公開 

（５）研修会別関連図書の業者取扱い（研修会

場で展示・個人申込み） 
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２．普及事業          

担当 委 員 長 瀧本 一 

副委員長 奥山敬太 

 

１．厚生労働省国民健康づくり対策事業へ

の参加 

（1）スマート・ライフ・プロジェクト 

①団体登録・参加（年次報告書に本会紹介の

記事） 

②「スマート・ライフ・プロジェクト」メール

マガジン登録 

③ロゴマーク「健康寿命をのばそう！」・役員、

事務職員名刺に使用 

２．三重の健康づくり総合計画・ヘルシーピー

プルみえ２１への参加 

（１）環境改善の意識が健康改善に関わること

を認識する人の増加 

（２）スポーツを正しく楽しく安全に取り組め

る知識を持つ人の増加 

（３）健康に対する意識改革と自己健康チェッ

ク及び健康管理ができる人の増加 

（４）「たばこの煙のない環境づくり推進事業

者」に、会館事務所登録 

※以上４項目を県事業に参入及び公告（県ホ

ームページ及び県発行報告書掲載） 

（５）メールマガジン登録 

①メディカルバレーメール通信 

②みえ次世代育成応援ネットワークメールマ

ガジン 

３．県・市民健康フェスタ等行政主催健康関連

イベント出展に関すること 

（１）第１４回子育て応援わくわくフェスタみ

え（１０月5日（土）／県民文化センタ

ー） 

①わくわくフェスタ出展者説明会 

４．市民マラソン等行政主催スポーツイベント

への「スポーツ鍼灸セラピー三重」の派遣

活動に関すること 

（１）中日三重お伊勢さんマラソン大会２０１

９（１２月8日（日）／三重県営サンア

リーナ） 

（２）第１５回津シティマラソン大会（２月9

日（日）／サオリーナ） 

（３）第３４回名張青蓮寺湖駅伝競走大会（２

月２３日（日）／青蓮寺湖左岸駐車場） 

（４）第１５回松阪シティマラソン（３月１５

日（日）／松阪市総合運動公園 ※新型肺

炎対策のため中止） 

（５）市民マラソン等を財団生涯研修単位認定

フィールド実習扱い（年間単位に加算） 

５．鍼灸の普及啓発に関すること 

（１）各イベント会場での健康関連資料、健康 

増進関連普及啓発グッズ、鍼灸院案内等の 

無料配布、関係団体及び関係企業普及ツー

ル利用 

（２）各イベント会場で一般来場者アンケート

調査実施（症状等設問）及びデータ作成 

（３）市民マラソン見学の学生対象実技指導会 

（４）行政主催イベント活動及び本会主催事業

記事をホームページに公開 

（５）スポーツ鍼灸セラピー三重活動参加会員

（所属地区・氏名）をホームページ公開 

（６）みえ次世代育成応援ネットワークＨＰ

（みえ次世代ネット）に団体紹介登録 

６．鍼灸普及啓発ポスター等作成・購入及び配

布に関すること 

（１）セイリン（株）製２０２０カレンダー購

入・配布（子育て応援わくわくフェスタ・

中日三重お伊勢さんマラソン・津シティマ

ラソン） 

（２）普及啓発関連グッズ購入・配布 

（３）ポスター、リーフレット等の作成 

（４）公益財団法人健康・体力づくり事業財団

製健康手帳配布（子育て応援わくわくフェ

スタ・中日三重お伊勢さんマラソン・津シ

ティマラソン・名張青蓮寺湖駅伝競走大

会・松阪シティマラソン） 

７．管理等に関すること 

（１）委員会実施計画書・報告書等管理 

（２）小冊子等配布物管理 

（３）普及活動備品管理 

８．（公社）日本鍼灸師会に関すること 

（１）小冊子等の購入・配布に関すること 

（２）日本鍼灸師会ホームページへの全国各師

会公益活動報告作成及び投稿 

９．普及委員会に関すること 

（１）普及委員会の開催 

 

 

３．広報事業                  

担当 委 員 長 瀧本 一 

副委員長 奥山敬太 

 

１．広報誌.会報及び鍼灸普及用慣行部の編集に

関すること 

（１）会報発行（第１２４号・第１２５号） 

（２）鍼灸師会広報キャラクター及びラインス

タンプの作成 

２．広告等に関すること 

（１）会報及びホームページバナー広告掲載契



約の依頼 

（２）会報広告掲載 

①会報（１２４号・１２５号） 

３．ホームページ等の管理に関すること 

（１）一般および会員外鍼灸師への情報発信 

（２）事業案内と活動報告の掲載 

①学術事業（研修会） 

②普及啓発事業（スポーツイベント・健康関

連イベント） 

（３）各種名簿の掲載 

①県内会員鍼灸院名簿 

②専門領域登録者名簿 

③介護予防運動指導員名簿 

④役員名簿 

（４）関係他団体研修会案内の掲載 

（５）入会案内・学生部員登録案内の掲載 

（６）リンク拡大（関係団体等） 

①師会ＩＤ・ＰＷ管理 

②会員異動管理 

（７）バナー広告掲載契約の依頼及び掲載 

４．広報関連企画及び取材等に関すること 

（１）広報委員会の開催 

５．管理及びその他に関すること 

（１）広報誌及び会報データの管理 

（２）発送先リスト管理 

（３）広告掲載依頼文書･広告掲載契約書及び契

約一覧等管理 

（４）他鍼灸師会及び関連団体との広報誌及び

会報交換 

（５）ウェブサイトデータ管理 

（６）全国都道府県師会ＩＴ担当ＭＬ登録 

（７）メーリングの管理 

組織部と共同管理（師会meotoiwa・理

事・業務執行理事・支部長・四日市支部の

各メーリング） 

 

 

４．療養費適正運用推進事業    

担当 委 員 長 天野 治 

副委員長 楠原秀一 

 

１．療養費等適正運用研修会 

（１）療養費等の適正な取り扱いの周知と変更

事項の解説（年１回開催）５月２６日

（日）総会前に開催 

２．療養費等適正運用初心者講習会 

（１）新入会時に随時開催（新入会者 ※対象

者無し） 

３．（公社）日本鍼灸師会に関すること 

（１）全国保険部長会議（３月２２日（日） 

新型コロナウイルス対策のため中止） 

 

 

■会員相互扶助事業 

１．療養費事業                

担当 委 員 長 天野 治 

副委員長 楠原秀一 

 

１．保険者・官庁及び関係機関との協議・懇談

に関すること 

（１）鍼灸療養費等取扱に関する渉外（限定的

な位置に置かれている鍼灸療養費等の取扱

の改善交渉） 

（２）鍼灸（医療保険の補完的位置におかれて

いる）の療養費等の取扱い普及啓発事業受

領委任払い制度に関すること 

①行政担当部署随時訪問 

②表敬訪問（夏季・冬季：会長・保険委員

長） 

（３）三重県療養費等連絡協議会（三重県鍼灸

マッサージ師会との協議等／４月１４日

（日）：三重県鍼灸会館） 

（４）東海北陸厚生局三重事務所主催「集団指

導会」会員連絡 ２月６日（木） 

（５）国保連合会療養費審査委員に選定：天野 

２．療養費等申請指導会に関すること 

（１）毎月療養費申請指導会開催（会館：療養

費正副委員長、事務職員） 

① ４月１４日（日）② ５月１６日（木） 

③ ６月１６日（日）④ ７月１5日（月） 

⑤ ８月１8日（日）⑥ ９月１５日（日） 

⑦１０月１３日（日）⑧１１月１７日（日） 

 

 

⑨１２月１５日（日）⑩ １月１６日（木） 

⑪ ２月１６日（日）⑫ ３月１５日（日） 

※申請書提出締め切り日は毎月１０日 

３．療養費運用事業に関する事務 

（１）一般事務処理 

①保険委員会、通知・案内等（随時／師会Ｍ

Ｌ）療養費における変更事項や電子カルテ

（ＤＫ）システム関連事項、バージョンＵ

Ｐ実施、ＤＫメーリングリスト作成・管理 

②療養費等申請事務処理 

（２）会計事務処理 

①療養費申請に係る会計事務処理 

②会計管理 

 

 

 



２．組織事業                    

担当 委員長 楠原秀一 

 

１．組織強化・会員増加・活動充実に関するこ

と 

（１）入会キャンペーン継続実施 

①ホームページ掲示（入会案内） 

②学生部員入会申請書 

・入会要領をホームページに掲載 

③２０１８年度卒業生へ入会案内、研修会案内

等資料送付（１０月実施） 

（２）新入会員アンケート調査（６月実施） 

（３）学生部員登録制度及び管理 

（４）ユマニテク医療福祉大学校との提携 

①学生部員制度提携（全学生） 

②鍼灸院治療体験協力 

（５）卒業生対象業界説明会 

①鈴鹿医療科学大学（２月２５日） 

②ユマニテク医療福祉大学校（２月２６日） 

・入会案内等参考資料配布 

・アンケート調査実施 

（６）研修鍼灸師登録制度の実施と管理 

（７）卒業生・在学生の鍼灸院研修受入れ対策 

（８）会員外鍼灸師及び一般学生への研修会等

情報提供 

（９）厚生労働大臣免許保有証明書の申請案内 

・会員４名、会員外２名 申請（現会員合

計６０名[申請率６０％]・累計申請者数

９１名／全国４８師会中６番目） 

２．会員の異動に関すること 

（１）会員の入会及び退会に関すること 

①入会者 ６名 

②退会者 ２名 

（２）会員の開業及び転居等に関すること 

①開業者 １名 

②転居者 １名 

３．会員名簿に関すること 

（１）会員名簿作成・配布（隔年） 

（２）  学生部員及び研修鍼灸師名簿等管理 

（研修会及びイベント毎に案内送付） 

（３）メールアドレス管理（９１名分・会員数

１００名／広報普及委員会共用：３月２３

日現在） 

４．各地区との連絡網更新 

（１）各地区連絡員設置と連絡網更新・情報提

供 

（２）各地域連絡員との連携会議（７月１５日

（月・祝）：支部長会議） 

５．（公社）日本鍼灸師会に関すること 

（１）会員登録メールアドレスリスト 

（ＩＴ化及びeラーニング環境整備目的 

９１名／会員１００名：３月２３日提出） 

（２）準会員制度カード（※該当者なし） 

 

 

３．共済事業          

担当 委員長 加藤はる美 

 

１．年金等会員相互扶助事業に関すること 

（１）全国国民年金基金（旧：鍼灸マ指師等国

民年金基金）加入促進 

（２）東京海上日動あんしん生命保険総合福祉

団体定期保険契約（死亡・高度障害対

応：９２）名 

（３）東京海上日動所得補償保険推奨（会報広

告） 

（４）日鍼会保障プラン加入推進及び団体長期

障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）案内 

２．鍼灸医療事故賠償責任保険及び医療事故防

止等対策に関すること 

（１）三井住友海上火災保険代理店との連携

（職業賠償責任保険加入者：８３名） 

（２）新入会員入会時加入案内 

（３）鍼灸事故対策委員会（事故対策マニュア

ルの周知徹底／支部長会議で説明） 

（４）ヒヤリ・ハット対応（事故１件 ※会員従

業員） 

（５）統計調査及び情報収集 

３．医療廃棄物処理に関すること 

（１）医療廃棄物の回収および処理対策 

①医療廃棄物（感染性産業廃棄物）回収処理

取扱業者との個人委託契約（７１名） 

②県内取扱業者リスト作成及び案内 

③新入会者へ業者リスト提示。新入会者で開

業者は、入会時に契約して事務所提出 

④廃棄処理委託契約書の写し保管（提出分） 

（２）医療廃棄物回収及び処理法に関する調査 

４．各保険会社担当員との渉外活動 

（１）加入状況の確認及び管理（全契約） 

（２）事故対策等の情報収集（賠償保険） 

 

 

４．青年事業                   

担当 委員長  奥山敬太 

 

１．青年委員会会員育成及び研修会に関するこ

と 

（１）青年委員会スキルアップセミナー開催 

第１回 ４月１4日（日）／津市海浜公園 

「市民ランナーのためのランニング教室」 



 

参加者１７名（会員５名・一般１２名） 

第２回 ７月２０日（土）／でぐち鍼灸院 

「先輩から学ぶ第1弾」 

参加者８名（会員７名・一般１名） 

第3回 ８月１０日（土）／仲野整體整骨本 

院「先輩から学ぶ第二弾」 

参加者５名（会員１名・一般1名・県外

会員3名） 

第４回 ９月１１日（水）／川内鍼灸科 

 「先輩から学ぶ第３弾」 

参加者３名（会員３名） 

（２）青年委員会スキルアップセミナー参加情

報の発信 

（３）学生部員卒後入会対策（組織部連係） 

（４）青年委員会会員名簿の更新及び管理 

（５）他鍼灸師会青年委員会との交流 

２．鍼灸需要の拡大に関すること 

３．（公社）日本鍼灸師会青年委員会および東海

ブロック会青年委員会に関すること 

（１）日本鍼灸師会全国大会学生交流会参加 

11月23（土）～24（日）／静岡県浜松

市：ホテルコンコルド浜松） 

 

 

■法人管理事業 

１．総務                       

担当 法人管理委員長 岡田 賢 

 

１．運営方針等総合的企画立案に関すること 

（１）事業及び日程等の総合調整 

（２）会議及び各部の会務等調整 

２．諸会議の開催・運営に関すること 

（１）定時会員総会（３０年度決算） 

総会（５月２６日（日）／会館） 

意見交換会（ホテルグリーンパーク津） 

（２）理事会（５回／会館） 

第１回 ４月２１日（日）（決算承認） 

第２回 ５月２６日（日）（役員改選） 

第３回１１月 ３日（日）（中間調査） 

第４回 ２月 ９日（日）（事業予算確認） 

第５回 ３月１５日（日）（事業予算承認） 

（３）業務執行委員会（状況により随時開催） 

（４）支部長会議（７月１５日（月・祝）） 

３．保存文書及び各種書類に関すること 

（１）総会、理事会案内及び議事録、委任状、

各委員会計画書及び報告書、各委員会案内

状、報告書、日鍼会加入者、年会費、各保

険加入者、財団登録申請書等 

（２）県監査室提出各種申請書及び報告書の作

成及び管理 

（３）会員原簿、入会関連書類及び会員名簿デ

ータ管理 

（４）総合保険（災害・盗難・他）加入に関す

る事務処理及び管理 

（５）対外文書（官庁等への提出／文書発信番

号＝三鍼第０１９―００１～０４３）管理 

（６）特定個人情報の保管と管理 

４．官庁関係に関すること 

（１）関係官庁訪問 

①夏期（８月８日：四日市市役所・四日市病

院・四日市保健所・四日市自賠責損害調査

事務所／８月２２日：県庁・関係官庁・労

働基準局・医師会・国保連合会・後期高齢

者広域連合・協会けんぽ：会長、保険委員

長） 

②冬季（１２月１９日：津市内／２６日：四

日市市内 訪問箇所は同上） 

５．関連諸団体との連携と協力等対外的活動に

関すること 

（１）行政・関係官庁との折衝等 

（２）（公社）日本鍼灸師会定時代議員総会、

東海北陸ブロック会議 

（３）（公財）東洋療法研修試験財団、県医師

会、鍼灸師養成学校等との連携 

（４）厚生労働大臣免許保有証の申請受付と

（公財）東洋療法研修試験財団への申請 

６．叙勲・表彰及び慶弔に関すること 

（１）各表彰該当者の申請書作成及び申請 

（２）会員並びに関係者の慶弔等連絡及び報告 

７．式典及び意見交換会に関すること 

（１）定時会員総会・意見交換会（５月２６日

（日）／ホテルグリーンパーク津） 

（２）年末会員交流会（１２月２２日／会館） 

８．定款及び各種規程に関すること 

（１）定款の変更（一般社団法人） 

（２）各種規則・規程等変更及び管理 

９．登記に関すること 

（１）登記（法務局） 

（２）登記完了報告（電子申請） 

１０．関係法令・法律制度に関すること 

（１）鍼灸師関連法及び制度等関連情報収集 

１１．法人の運営に関すること 

（１）内閣府ホームページ等による情報収集 

（２）法人運営に関する協議・相談等 

（３）法務局申請書類等相談 

１２．災害対策に関すること 

（１）災害時緊急対策マニュアル設定 

（２）災害時等緊急連絡網の整備、管理 

（３）災害支援鍼灸師登録 



（４）災害医療研修JIMTFE研修会参加 

①ベーシック研修会：宮脇会員 

②アドバンス研修会：宮脇会員 

（５）災害支援鍼灸マ師合同育成講習会（大阪） 

（６）みえ災害ボランティア支援センター協力団

体登録 

（７）県との災害時業務提供協定締結（２月４日

三重県庁：会長） 

１３．（公社）日本鍼灸師会に関すること 

（１）日本鍼灸師連盟総会（６月８日（土）／

渋谷：TKP会議室） 日鍼会定時代議員総

会・意見交換会（６月９日（日）／ＴKP会

議室：仲野、一見［以上2名日鍼会理事］

新谷「代議員］役員改選：[監事]仲野、[退

任]一見） 

（２）東海北陸ブロック会議（三重県師会担

当：１０月１９日（土）～２０日（日）／

プラトンホテル四日市） 

（３）全国師会長会議（１２月１日（日）／東

京医療専門学校代々木校舎） 

（４）（公社）日本鍼灸師会役員・代議員・代議

員補欠 

①監事（仲野弥和） 

②代議員（新谷有紀・岡田 賢） 

（代議員補欠：楠原秀一・奥田一道） 

（※①②は、令和２年３月３１日現在） 

１４．渉外に関すること 

（１）鈴鹿医療科学大学評議員会（年定例３

回・臨時１回／同大学千代崎キャンパス：

会長（評議員）） 

（２）中和医療専門学校同窓会新年交歓会（１

月２６日／名鉄ニューグランドホテル） 

（３）専門学校等卒業式 

①中和医療専門学校卒業式（３月６日：３師

会長表彰／同校講堂） 

②ユマニテク医療福祉大学校卒業式（３月１

２日：会長表彰／同校校舎） 

※①②は新型コロナウイルス感染予防対策の

ため来賓無しで実施 

（４）みえ医療と健康を守る会役員会・公開講

座（３月８日／県医師会館）※新型コロナ

ウイルス感染予防対策のため中止 

（５）関係各団体周年記念式典等（対象無し） 

１５．他部の主管に属さぬ会務に関すること 

（１）三重県鍼灸会館運営及び管理・他 

 

 

２．財務                       

法人管理・財務担当 新谷有紀 

 

１．予算及び決算に関すること 

（１）３０年度収支計算書の作成 

①貸借対照表 

②正味財産増減計算書 

③財産目録 

④財務諸表に対する注記 

⑤収支計算書 

（２）公益目的支出計画実施報告書等の作成 

（３）監査（４月２１日（日）／会館：竹田、仲

家、一見、岡田、新谷、事務職員） 

３０年度事業報告・計算書類及び公益目的支

出計画実施報告書の監査 

（４）公益目的支出計画に関する相談（２月６日

（木）／県・医療保健総務課：一見、岡田、

新谷） 

（５）令和２年度収支予算書の作成（３月１５日

（日）理事会承認／総会報告） 

２．資産の管理に関すること 

（１）財産の管理 

（２）備品等の管理 

３．会計事務に関すること 

（１）税務申請書作成（宮本税理士） 

（２）平成２０年度基準会計ソフトによる管理 

①３０年度決算書及び令和２年度予算書作成 

（３）保険管理ソフトによる管理 

[会費等収入の管理] 

①年会費納入文書作成・送付 

②入会金・年会費徴収 

③研修会費徴収 

④学生部員年会費徴収 

[事業経費の管理] 

①各委員会経費確認 

②理事経費調整・経費請求書確認 

③各委員会経費の収支管理 

④経費の支払い 

⑤事務職員給与の計算と支払い 

⑥慶弔関係の処理 

⑦事業予算執行率確認 

（４）会計関連確認作業 

４月 ３日（水） ４月２１日（日） 

４月２４日（水） ３月２５日（水） 

（５）中間調査の実施（１０月２０日（日）平成

３１年（令和元年）度上半期の事業報告・計

算書類・事業予算執行率の調査／プラトンホ

テル四日市） 

（６）税金その他に関する事務処理及び管理 

①源泉徴収税の取り扱い 

②研修会講師・本会役員へ年末調整書送付 

③３０年度分法人税（県民税・市民税）申告 

④確定申告 



４．会館維持管理費に関すること 

（１）公共料金等（通信関連・光熱水料費・浄

化槽処理、保険関係管理等）に関する事務

処理 

（２）会館使用料等の管理 

 


