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公益社団法人岡山県鍼灸師会 平成 27 年度事業計画書

【１】 鍼灸学術の振興と鍼灸師の資質向上に関する事業（公益事業 Ⅰ）

本会は、職能団体として鍼灸の発展と鍼灸師の資質向上を図り県民の健康保持増進に寄与す

るため以下の事業を行う

１． 鍼灸学術の医学的研究に関する事業

（１） 鍼灸に関する研究事業

① (公社)日本鍼灸師会専門領域研修制度実施

② 第 11 回(公社)日本鍼灸師会全国大会 1n横浜      ：平成 27 年 10 月 31 日・11 月 1日

③ 鍼灸関連団体への参加・研究発表の奨励

･第 64 回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 in ふくしま   ：平成27年 5月 22～24 日

      ･(公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin北海道：平成27年 8月 30 日

④ 第 35期(公社)日本鍼灸師会鍼灸臨床研修会受講者募集 ：平成 27 年 9月 19 日～21 日

２．鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

（１）学術講習会の開催

  ・6月 21 日、9月 13 日、11 月 15 日、平成 28 年１月 17 日

（２）スポーツ鍼灸セミナー及びフィールド実習開催

①第 23回津山加茂郷フルマラソン全国大会に第4回スポーツ鍼マッサージケアステーショ

ン開設：津山市加茂町スポーツセンター総合グラウンド    ：平成 27年 4月 19 日

②第 1回おかやまマラソンに第 1回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設

                      ：桃太郎アリーナ：平成 27年 11月 8日

（３）(公社)日本鍼灸師会主催学術講習会受講

（４）(公社)岡山県鍼灸師会青年部研修会開催

（５）岡山県鍼灸医学会学術講習会受講

（６）(公社)日本鍼灸師会の定時代議員総会出席     ：平成 27 年 6月 7日

（７）(公社)日本鍼灸師会平成 27年度中国・四国ブロック高知会議：平成 27 年 9月 20.21 日

（８）(公社)日本鍼灸師会平成 27 年度全国各部長会議出席：パシフィコ横浜

：平成 27年 11 月 1日

【２】鍼灸業務を通じて公衆衛生の向上に寄与する事業（公益事業 Ⅱ）

   本会は、職能団体として県民の健康保持増進・公衆衛生の向上に寄与するため以下の事業を

行う

１． 鍼灸知識の振興及び普及に関する事業

（１）東洋医学・鍼灸展の開催

   ・第３回東洋医学鍼灸展 inおかやま：7月 26 日：会場未定

内容：一般県・市民公開講座、東洋医学パネル展示、家庭でできるツボ教えます(灸・耳

ツボ)、親子スキンタッチ教室
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（２）広報誌の発行及び配布(一般向け年２回)

（３）鍼灸普及用パンフレット等の作成及び配布

（４）(公社)日本鍼灸師会発行の鍼灸普及用の刊行物配布

・日本鍼灸新報・健康定期便等

（５）ウェブサイトの管理と充実、ホームページのリニューアル、Facebook ページの配信

（６）一般県・市民公開講座の開催

  ・「鍼・灸でケア！あなたのスポーツライフ！」：講師・(公社)岡山県鍼灸師会会長 内田

輝和：7月 26 日:会場未定

２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業

（１）地域社会奉仕事業：県下地区の社会福祉施設等に鍼灸施術訪問奉仕活動

    ・県下４地区７地区師会により鍼灸無料施術を実施：平成 27 年 9月～28年 3月

（２）地域社会奉仕事業：市民マラソン大会等にスポーツ鍼灸施術奉仕活動

  ・第 23回津山加茂郷フルマラソン全国大会に第 4回スポーツ鍼マッサージケアステーショ

ン開設：平成 27 年 4月 19 日      ：津山市加茂町スポーツセンターグラウンド

（３）県下地区開催の健康・スポーツイベントへの参加と鍼灸普及啓発活動

  ・第 43 回つやま市民スポーツ祭に第 8回スポーツ鍼の体験コーナー開設：10月 1１日

：津山陸上競技場

        ・井原市民スポーツの日にスポーツ鍼・マッサージ体験ブース開設：10月 12 日

                         ：井原市体育館・井原運動公園陸上競技場

       ・倉敷市民スポーツフェスティバルにスポーツ鍼マッサージ体験ブース開設：10月 25 日

：水島緑地福田公園

    ・第 29 回瀬戸内倉敷ツーデーマーチにスポーツ鍼マッサージケアステーション開設

                               ；3 月 12・13日：倉敷市役所

(４)県下地区開催の子育て支援活動

・ わくわく子どもまつり in岡山ドームに親子スキンタッチ教室開設

：平成 27年 11月 1日

３．鍼灸の療養費払いの適正な運用に関する事業

（１）療養費払制度の適正運用に関する普及啓発と手続き支援

・保険部講習会開催：未定

・保険初心者講習会開催：随時：岡山県鍼灸師会保険指導室

（２）請求事務の調査指導の充実と委員の拡充

（３）療養費払制度の取り扱い及び支援に関すること

  ①鍼灸師向け講習会の開催

  ②一般県民向け講習会の開催

（４）労災保険に関する手続き支援

（５）生活保護および公費負担医療に関する手続き支援

（６）自動車損害賠償責任保険に関する手続き支援

（７）介護予防運動指導員に関する支援、地域包括ケアシステムに対応
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【３】会員相互扶助事業（共益事業）

１．会員名簿の作成、会員異動の管理に関すること

（１）会員の異動管理、会員名簿の随時加除訂正

  （２）平成２７年度「会員名簿」の作成と配布

  ２．入会促進に関すること

  （１）入会促進、会員増強

    ・新入会員オリエンテーション：未定

      ・入会の訪問説明会：朝日医療専門学校岡山校鍼灸学科(昼間部・夜間部)

                                          ：平成 28 年 3月 ：朝日医療専門学校岡山校

（２）入会促進用パンフレットの作成

３，会員の共済に関すること

（１）（公社）日本鍼灸師会総合賠償保険加入勧奨

（２）団体的保険（日鍼会保障プラン）・鍼灸マ師等国民年金基金加入勧奨

団体扱い保険（アフラックの「がん保険」「医療保険」日鍼会団体所得補償保険）

（３）鍼灸医療事故防止対策を指導

４．門標貸与及び保健所届済証明書発行に関すること

５．会員向けの広報に関すること

（１）鍼灸おかやまの発行 (年２回発行)

（２）メールマガジンの配信による告知活動（随時）

６．ＩＴ関連に関すること

（１）ホームページの活用

（２）ＭＬ等での電子会議の開催

（３）Facebook ページを活用しての情報公開

  ７，顕彰に関すること

・叙勲・褒章、厚生労働大臣表彰、県知事表彰、県保健福祉部長表彰、岡山市長表彰、

各地区保健所長表彰、日鍼会会長表彰、本会会長表彰、鍼灸学校学生表彰 等

８．会員の慶弔に関すること

・慶弔既定の周知徹底と実施

９．女性部会委員会に関すること

10．公益目的の推進に資するため、会員の相互扶助活動

【４】法人管理事業

１． 諸会議の開催及び運営に関すること

（１） 定時総会の開催： 平成 27 年 5月 17 日(日)                  ：岡山県総合福祉会館

（２）理事会の開催 (４回)

4 月 26 日：5月 31 日・9月 27 日・12 月 13 日・平成 28年 3月 20日

：本会療養費適正運用指導室

（３）各諮問委員会の開催
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（４）会務連絡会の開催（適宜）              ：本会療養費適正運用指導室

（５）監査会の開催 ：平成 28 年 ４月 19 日 ： 本会療養費適正運用指導室

２．財務執行と財産管理に関すること

（１）予算の編成、執行ならびに決算に関すること

（２）物品の調達、処分及び財産管理に関すること

３． 法制に関すること

（１）定款、規則等の制定及び改廃に関すること

（２）関係法令の研究及び周知に関すること

４． 総務に関すること

（１）会員台帳の作成保管

（２）文書の作成、発送、保管及び整理

（３）会議資料及び議事録の作成並びに保管

５．儀式・儀典等の企画、運営に関すること

６．事務所の管理運営に関すること

７． 対外的活動に関すること

（１）(公社)日本鍼灸師会の諸行事及び全国大会等への参加

（２）行政・関係省庁との折衝

（３）医療関係団体等の会議・行事への参加

（４）鍼灸関連団体の会議・行事への参加

８．関連諸団体及び教育機関との連携、協力及び交流に関すること

（１）厚生労働省

（２）(公財)東洋療法研修試験財団、(公財)鍼灸マッサージ師等国民年金基金、

（３）(公社)日本鍼灸師会、都道府県鍼灸師会、各鍼灸関連団体

（４）岡山医療関連団体連絡協議会、岡山県医療推進協議会、(公社)岡山県医師会はじめ各医療関

連団体

（５）(公社)東洋療法学校協会、(公社)全日本鍼灸学会、医科大学、鍼灸大学、鍼灸師養成学校

【５】その他公益目的を達成するために必要な事業

（１）公益法人制度の対応：公益社団法人の事業実施

（２）納税相談会：寄付金、年金、小規模共済、医療、各種保険控除、青色申告

（３）公益活動支援：救命講習・応急手当講習への推奨派遣

（４）その他、公益に関する事業


