
平成 31（令和元）年度 第 1 回 理事会議事案 

日  時：平成 31年 4月 24日（水） 19：00～ 

場  所：ファミリークリニックきたなかぐすく 通所リハビリ室（１Ｆ） 

 （沖縄県北中城村字喜舎場 360 番地１） 

 

［出席者］ 

理 事：池城正浩、立津統、城間定治、運天智子、神谷喜一、久高将臣、 

金城良和、山城忍、川畑真紀、末吉恒一郎、村井直人、当眞祐二 

監 事：仲西孝之 

欠 席：小嶺衛（理事）、照屋一樹（理事）、南部路治（理事）、千知岩伸匡（監事） 

書 記：（事務）上間 

 

定刻に司会者池城正浩は開会を宣し、本日の理事会は出席者が定款第 36条のとおり定数を満たしてい

たので有効に成立した旨を告げた。 

 

議決に加わることの出来る理事数 15名 

出席者理事数          12名 

次いで定款第 35条により、池城正浩が議長となり、直ちに議案の審議に入った。 

 

［審議事項］ 

・第 1号議案 入会の承認に関する件 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案 副事務局長選任について 

・第 3号議案 令和元年度定時総会の開催日時と場所について 

［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

２．副会長 

※月次活動報告 

３．事務局 

※月次活動報告 

・H31.3/1～4/24までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H31.3/1～4/24までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・事務員の給与明細 …【資料ﾌｧｲﾙ 3】 

４．社会職能局 

※月次活動報告 

５．教育学術局 

※月次活動報告 

６. 各種委員会 

   

 

 

 



第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  31年 4月 24日 提出者：上間聖子 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

【入会申請者】計 27件  承認：25件、 否認：0件、保留 2件 

【会員動向】平成 31年 4月 24日現在 ※連絡不能者含む 

・在会会員数：1,505名、施設所属会員数：1,355名、自宅会員数 150名 

・休会：200名 

・会員所属施設数：265施設 

 

【期間会員動向】平成 31年 3月 1日～平成 31年 4月 24日 

※当協会入力状況から検索 

異動：65名（県内：44名 転入：17名 転出：3名）  

(うち再申請：0名 否認 1名） 

休会：67名※休会継続含む  

退会：4名  

復会：11名 

審議内容 

① 入会の可否について 

城間事務局長）入会申請者の説明を行う。また、保留 2名の申請者の説明を行う。 

保留の 2名の方は、以前未納退会の履歴がある方である。今回の入会申請にあたり、

以前の未納分を全て支払うことを了承していることを確認している。 

審議結果 

② 入会の可否について 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 
 

 

第 2号議案  副事務局長選任について 

提出日：平成 31年 4月 24日 提出者：城間定治 

担当局：事務局長 担当部： 

議案主題 副事務局長選任について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 地域包括ケアシステム構築を皮切りに当協会も県・市町村への対応が可能な体制づ

くりを目的に事務局機能強化を図ってきた。その取り組みとして人材管理部の設置、

広報部から情報システム部への変更、支部活動の充実を図ってきた。また、県事業の

受託に伴う調整などの関連業務も重要となってきた。 

 この組織再編に伴って、事務局長業務も増加傾向にあり、事業責任者・会計責任者

としての職務執行に遅滞が生じることもでてきた。 

 今回、職務の分散化を目的に副事務局長を選任し、円滑な事業執行をしていきたい。 

副事務局長選任について審議して頂きたい。 



審議内容 

【職務権限規程より抜粋】※平成 30年 7月改定 

(3)人材管理部 

  1) 会員の登録状況の把握 

  2) 会員の研修履修状況等におけるポイントの管理 

  3）会員動向などの調査に関すること 

  4）調査等の分析と結果についての報告書作成に関すること 

  5）会員の入会・退会・休会・復会・異動に関すること 

  6）会員名簿の作成・保管に関すること 

  7) その他 

（4）情報システム部 

  1）会員への広報に関すること 

  2）県民への広報に関すること 

  3）ホームページの管理・運営に関すること 

  4）その他 

（5）支部活動担当（支部長会議・支部活動） 

（※局内組織ではないが、定着化までの管理体制として事務局内管轄とする） 

  1）各支部で実施される事業等の企画運営 

  2）各支部での会員情報の掌握 

  3）支部内のネットワーク構築 

  4）他局と連携した支部活動の推進 

  5) 支部内市町村の情報の把握と連携 

  6）その他 

 

城間事務局長）現在の業務がかなり増加してきているため、業務の分散化を図る目的

で必要となってきている。又、次年度に向けて業務の引継ぎをする期間としたい。 

この設置に伴い各事業や会議への同行参加が必要になってくる為、経費の増加が予想

され、今年度の予算に係ってくる。 

池城会長）以前にもブロック化の前に副局長を設置していた時期があるので、良いの

ではないか。 

立津副会長）人選に関して事務局案があるのか。 

城間事務局長）久高理事に副事務局長を担っていただきたいと考えている。理由とし

て、久高理事は教育学寿局、社会職能局の理事を歴任してきており各局の状況をよく

把握していること、今後事務局としては人材管理面を強化していきたいと考えている

からである。又、今後は外に業務を振り分けていく方向で新しい体制づくりをしてい

きたい。 

審議結果 

①副事務局長選任について 

久高理事を副事務局長へ選任することに全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部： 

備 考  

 

第 3号議案  令和元年度定時総会の開催日時と場所について 

提出日：平成 31年 4月 24日 提出者：池城正浩・城間定治 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 



議案主題 
令和元年度定時総会の開催日時と場所について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款第 3章第 14条及び 16条に則り総会を開催する予定である。計画を立案するに

あたり、日時・場所について審議していただきたい。 

審議内容 

令和元年度定時総会プログラム 

日 時：令和元年 5月 19 日（日） 13:00～14:20（受付 12：30～） 

（第 20 回沖縄県理学療法学術大会内） 

場 所：読谷村文化センター 鳳ホール（沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2901 番地） 

参加予定人数：200 名 

 

① 総会の開催及び召集について 

② 総会の日時・場所について 

 

［事業概要］ 

定時総会を開催し、下記内容の提案とする。 

議案審議 

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告に関する件 

第 2 号議案 平成 30 年度収支決算書に関する件 

第 3 号議案 平成 31 年度（令和元年度）事業計画に関する件 

第 4 号議案 平成 31 年度（令和元年度）収支予算に関する件 

第 5 号議案 その他 

 

① 総会の開催及び召集について 

城間事務局長）県学会開催に合わせて総会を開催したい旨を説明する。学会参加者の

総会参加も促すことができ、参加率の向上も期待できるためである。 

②総会の日時・場所について 

城間事務局長）県学会 2日目のお昼に開催したい。場所はメインホールである鳳ホー

ルを使用したい。 

審議結果 

① 総会の開催及び召集について 

全会一致で可決 

②総会の日時・場所について 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 

      会 長  池城  正浩 

       監 事  仲西  孝之 


