
平成 31（令和元）年度 第 7 回 理事会議議事録 

日  時：令和元年 11月 13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、小嶺衛、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、照屋一樹、末吉恒一郎、南部路治、当眞祐二 

監 事：千知岩伸匡 

欠 席：村井直人（理事）、仲西孝之（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          14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 第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会協賛及び大会抄録集広告掲載について…【資料１】 

・第 3 号議案 宜野湾市受託事業「一般介護予防事業：はつらつ元気サポーター養成講座」受託について

…【資料 2】 

・第 4号議案 令和２年度 浦添市訪問サービス C事業委託について…【資料 3】 

［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 

・R1.10/1～R1.10/31までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・R1.10/1～R1.10/31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 20 回沖縄県理学療法学術大会実行委員会 

       選挙管理委員会 

 

第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：令和  元年 11月 13日 提出者：上間聖子 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 入会の承認に関する件 【資料ﾌｧｲﾙ 1】  

議案内容 

及び 

提出理由 

 

【入会申請者】計 3件  承認：3件、 否認：0件、保留 0件 

【会員動向】令和元年 10月 31日現在 ※連絡不能者含む 

・在会会員数：1,547名、施設所属会員数：1,404名、自宅会員数 143名 

・休会：183名 

・会員所属施設数：275施設 

 

【期間会員動向】令和元年 10月 1日～令和元年 10月 31日 

※当協会入力状況から検索 

異動：21名（県内：18名 転入：3名 転出：0名）  

(うち再申請：0名 否認 0名） 

休会：0名※休会継続含む  

退会：2名  

復会：1名 

審議内容 

① 入会の可否について 

久高副事務局長）入会申請者の説明を行う 

審議結果 

① 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  第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会協賛及び大会抄録集広告掲載について 

提出日：令和 元年 11月 13日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：  

議案主題 
第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会協賛及び大会抄録集広告掲載について【資料

1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県介護支援専門員協会より「第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会」への協賛

及び大会抄録集広告掲載の依頼があった。 

協賛及び広告掲載についてご審議いただきたい。 

3審議内容 

①「第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会」への協賛についての可否 

[協 賛 金] 1口 10,000円 

［開催日時］令和 2 年 2 月 20 日（木）10：30～17：00  



［場  所］読谷村文化センター 鳳ホール 

池城会長）最近の関りも多く、今後互いに協力関係を築いていく上でも有効なので

はないか。又、今後当協会の研修会の際にも依頼し易くなることも考えられる。 

城間事務局長）既に名称後援はしており、協賛団体として協力するなら別に掲載し

てもらえるのかも確認してもらいたい。但し、そのことは今回の掲載の可否には影

響しないと考える。また、協賛すると会費が介護支援専門員協会会員価格と同額と

なり当協会会員の参加にとってメリットとなる。このことからも協賛する意義はあ

ると考える。 

②「第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会」抄録集への広告掲載についての可否 

（※広告掲載料等、資料参照） 

城間事務局長）有料の広告掲載に関しては、当協会の活動としてはあまり好ましく

ないと考える。 

審議結果 

①「第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会」への協賛について 

 全会一致で可決 

②「第 16回沖縄県介護支援専門員研修大会」抄録集への広告掲載について 

 全会一致で否決 

担当局：事務局 担当部：財務部 

備 考  

 

 

第 3号議案 令和２年度宜野湾市受託事業「一般介護予防事業：はつらつ元気サポーター養成講座」 

受託について 

提出日：令和元年 11月 13日 提出者:照屋 一樹 

担当局：社会職能局 担当部：地域活動支援事業部 

議案主題 
宜野湾市受託事業「一般介護予防事業：はつらつ元気サポーター養成講座」受託につ

いて【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

宜野湾市「はつらつ元気サポーター養成講座」を次年度委託相談あり。再受託につい

て見積書提出依頼あり。 

受託可否について審議いただきたい。 

別添：見積書あり 

【委託元】宜野湾市 

【契約期間】契約締結日～2021年 3月 31日（調整中） 

【予算規模】435,600円 ＊今年度と内容及び予算規模も同様となる 

【事業概要】はつらつ元気サポーター養成講座の開催。 

      8回（2回×4クール実施）予定 

審議内容 

検討 1：受託の可否 

照屋理事）現在 2名の会員で対応している。次年度の対応も可能との意思確認をして

いる。事業規模も今年同等のものと考え、受託の方向で検討いただきたい。 

審議結果 全会一致で可決 



担当局：社会職能局 担当部：地域活動支援部 

備 考  

 

第 4号議案  令和２年度 浦添市訪問サービス C事業委託契約（単価契約）委託料事業受託について 

提出日：令和元年 11月 13日 提出者:照屋 一樹 

担当局：社会職能局 担当部：地域活動支援事業部 

議案主題 
令和２年度 浦添市訪問サービス C事業委託について【資料 3】 

議案内容 

及び 

提出理由 

浦添市より相談中。令和 2年度浦添市介護予防・日常生活支援事業実施規定に基づき、

浦添市訪問サービス C 事業委託を予定している。受託可否について審議いただきた

い。 

別添：見積書あり 

【委託元】浦添市 

【契約期間】契約締結日～2021年 3月 31日（調整中） 

【予算規模】未定 ＊ただし、1人当たりの単価契約。 

【事業概要】居宅へ訪問し評価及び開園プログラム立案、指導の実施 

       → 次年度はOT・STの派遣も予定 

審議内容 

検討 1：受託の可否 

城間事務局長）浦添市からの依頼についてどの様な内容であったのか。 

事務所）浦添市からお電話があり、次年度は他職種での訪問サービスCを行っていき

たいとリハビリテーション専門職協会へも依頼しているが、今年同様の事業規模で理

学療法士協会から見積をいただきたいとのご依頼である。 

照屋理事）浦添市としては歯科衛生士まで広げていきたい意向もあると聞いている。 

また、現在は天久部長のみで依頼対応している状況である。 

久高副事務局長）この事業は当協会として最初に受託した事業で、当初採算が合わな

くても協会として理学療法士の役割の周知を目的に行った方が良いとのことで始め

た経緯がある。受託がある程度成果を上げて実績もあるので、今後は実際に掛かる経

費も請求できる受託条件を提示する必要があると考える。 

城間事務局長）受託事業として取り組むなら、他市町村の事業同様事務経費等の要求

を行う必要がある。今後の事業継続の観点からもその点を視野に入れて欲しい。 

立津副会長）同市の通所事業を施設として受託しているが、こちらも経費や担当所の

負担を考えると今後継続するか検討している状態である。当協会としても、その辺を

浦添市と協議する必要があるのではないか。 

小嶺副会長）現時点ではPT又はそれ以外職種の対象者を具体的に把握している話では

ないのではないのか。 

照屋理事）年間20名程度とのことは聞いているが、具体的に対象者を把握している状

況ではないと考える。 

照屋理事）事業費の件は、多少増額して提出してはいかがか。 

城間事務局長）見積の前に仕様書は届いているのか。 

事務所）今年度も仕様書は未だ届いていない。 

城間事務局長）そうであれば、今年度は事業としては受託をせずに会員の紹介を基本



として、希望者がいなければ対応が出来ない旨の回答で良いのではないか。もし仕様

書をいただいて再度受託の依頼があった場合は見合った諸経費を加算して再度検討

しても良いのでは無いかと考える。仕様書が無い状況で、依頼の日程から考えると今

回は予算作成が難しい旨を、浦添市へ連絡した方が良いと考える。 

審議結果 

検討 1：受託の可否 

全会一致で否決 

担当局： 担当部： 

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  千知岩 伸匡 

 


