
平成 26年度第 1回 理事会議事録 

日 時：平成 26年 4月 9日（水）  19：00～21：30 

場 所：翔南病院 会議室（〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 3-14-28） 

 

［出席者］ 

理 事：池城正浩、小嶺衛、神谷之美、城間定治、運天智子、立津統、玉城義彦、神谷喜一、山城忍、金

城良和、古堅貞則、普天間順一、与儀哲弘、久高将臣 

監 事：宮城尚 

委員会・部： 総務部 下里真司 

書 記： 崎浜秀賀（総務部） 

 

［審議事項］ 

第 1号議案  会員動向報告及び入会の承認に関する件…【資料ﾌｧｲﾙ１】 

第 2号議案  沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

第 3号議案  なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並びに開催について 

…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

第 4号議案  平成 26年度定時総会の開催日時と場所について…【別紙資料 1】 

第 5号議案  平成 25年度功労賞について 

第 6号議案  平成 26年度 第 5回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について 

…【別紙資料２】 

第 7号議案  平成 26年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）の 

実施と運営について…【別紙資料１２】 

第 8号議案  事務局再編成及び総務部長選任について 

第 9号議案  事務員賃金の変更について 

第 10号議案  平成 26年度第 1回ブロック長会議について 

第 11号議案  平成 25年度事業報告書及び収支決算書について 

 

［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  

・公益法人立入検査結果通知書…【別紙資料３】 

・平成 26年度 新人・異動会員オリエンテーションプログラム…【別紙資料４】 



・臨床実習調査部アンケート…【別紙資料５】 

・仲宗根省二さんへの取材コンセプト…【別紙資料６】 

 ・H26.3/13～H26.4/9までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料７】 

 

４．社会職能局 

※月次活動報告 

・八重山地区高校野球春季大会のサポート活動［事業計画書］…【別紙資料８】 

 

・平成 26年度 通所リハビリテーション推進部 勉強会［事業計画書］…【別紙資料９】 

・平成 26年度 訪問リハビリテーション実務者研修会［事業計画書］…【別紙資料１０】 

・平成 25年度 社会職能局スポーツ事業部 講習会［事業報告書］…【別紙資料１１】 

・フィジーにおける障害者支援としての CBRプログラム…【別紙資料】 

 

５．教育学術局 

※月次活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号議案  入会の承認に関する件（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：比嘉美奈子 

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】 

① 申請用紙からの申請…0件 ②HPからの申請…2件  計 2件 

【会員動向】平成 26年 4月 9日現在※連絡不能者含む 

会員数：1333名 

施設所属会員数：1205名 

自宅会員数 128名 

会員所属施設数：240施設 

  

［期間会員動向］平成 26年 3月 12日～4月 9日 

異動：35名（県内：21名 転入：12名 転出：2名） 

休会：51名※休会継続含む   退会： 2名   復会：5名 

審議内容 
①入会の可否について 

特に質疑なし。 

審議結果 
入会について全会一致で承認。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 2号議案  沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：比嘉美奈子 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県社会福祉協議会より、沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦につい

て、依頼文が届いています。ご検討宜しくお願い致します。【資料ﾌｧｲﾙ２】 

 

審議内容 

■沖縄県かりゆし長寿大学校 

講義科目：始めよう介護予防（転倒予防） 

平成 26年 7月 15日（火）10時 30分～12時 

平成 26年 7月 17日（木）10時 30分～12時 

 

回答期限：5月 30日（金） 

※添付資料に推薦者を記入し郵送 

①推薦者の有無 

推薦者は遠藤千恵子会員。 



質疑なし。 

審議結果 
遠藤千恵子会員を推薦。全会一致で承認。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 3号議案  なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並びに開催について（事

務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：比嘉美奈子 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並びに開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県医師会より、なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並

びに開催について、依頼文書が届いています。ご検討宜しくお願い致します。 

【資料ﾌｧｲﾙ３】 

審議内容 

■なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会 

1.日時:平成 26年 4月 23日(水)19:30～ 

2.場所:沖縄県医師会館 2F 会議室 2 

 

回答期限：4月 14日（月） 

※推薦者と出欠の有無を添付の用紙に記入し、FAXにて回答 

 

①委員推薦者の有無 

社会職能局から宮里朝康を推薦 

質疑なし。 

審議結果 
宮里朝康会員を推薦。全会一致で承認。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第 4号議案  平成 26年度定時総会の開催日時と場所について 

提出日：平成 26年 4月 9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 
平成 26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。 

また、同時開催の研修会等についてご意見があれば提案いただきたい。【別紙資料 1】 



審議内容 

平成 26 年度定時総会プログラム 

開催日時：平成 26 年 5 月 24 日（土）13:00～17:00 

場所：沖縄県総合福祉センター 第 6・7 会議室 

参加予定人数：150 名 

次第：別紙参照。 

 

① 総会の開催及び召集について 

可。質疑なし 

② 総会の日時・場所について 

可。質疑なし 

③ 研修会の開催について 

（地域包括ケア推進など） 

前年度の研修会は小川克己日本理学療法士協会副会長による公益法人に関する研

修。今回は「地域包括ケアについて」を提案する(城間事務局長)。 

「地域包括ケアについて」の研修は総会の時だけでは不十分だと考える。ブロック

別でも行ってはどうか(神谷理事)。 

今回は、概要として実施する。ブロック担当部と調整して「地域包括ケア」研修会

の詳細を研修実施していく。(城間事務局長)。 

研修担当者としては日本理学療法士協会が実施した地域包括ケア推進研修会へ参加

した神谷副会長、池城会長で調整する。 

※その他、研修内容として提案なし。 

④ 懇親会開催について 

城間理事：60分設けてはどうか？異論なし。 

審議結果 

開催日時：平成 26 年 5 月 24 日（土）13:00～17:00 

場所：沖縄県総合福祉センター 第 6・7 会議室 

参加予定人数：150 名 

研修：「地域包括ケアについて」 

全会一致で承認。 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 5号議案  平成 25年度功労賞について（表彰委員会） 

提出日：平成  26年 4月 2日  提出者：小嶺衛 

担当局：表彰審査委員会 担当部：功労賞 

議案主題 平成 25年度功労賞について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 25年度功労賞受賞者の選定について 

平成 25年度、当協会会員において理学療法分野等に関して尽力や功績などのあった者

について功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。 

※理事は該当外 



尚、功労賞受賞者は平成 26年度定時総会にて表彰する予定です。 

審議内容 

事務局より、広報部で取材を計画している仲宗根省二会員を推薦したい。これまで介

護予防キャラバンや地域リハビリテーション推進交流会の参加など地域活動を中心に

協会への功績がある。平成 25年度に定年退職された。 

候補者として仲宗根省二会員。その他、候補者・異論はなし。 

功労賞候補者には池城会長より電話連絡をする(池城会長) 

審議結果 
仲宗根省二会員を全会一致で承認。 

担当局：表彰審査委員会 担当部：功労賞 

備 考 
表彰式については総務部で調整を図る。5 月 24 日（平成 26 年度定時総会）に表彰式

予定。 

 

第 6 号議案  平成 26 年度 第 5 回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について（社会職

能局） 

提出日：平成 26年 4月 1日 提出者：金城良和 

担当局：社会職能局 担当部：通所リハ・訪問リハ推進部 

議案主題 平成 26年度 第 5回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団より平成 26年度第 5回訪問リハ・地

域リーダー会議の案内が届いています。出席の可否、出席者の選定（出席可の場合）

のご検討を宜しくお願いします。【別紙資料２】 

審議内容 

[研修会] 

日時：平成 26年 5月 16日（金） 12：30～16：45 

   平成 26年 5月 17日（土） 10：00～16：00 

会場：タイム 24ビル 5階南研修室（東京都江東区） 

＊詳細は資料をご参照下さい。 

[懇親会] 

日時：平成 26年 5月 16日（金） 18時～ 

会場：ホテル日航東京 

申し込み締め切り：平成 26年 4月 11日（金） 

① 出席の可否 

内容は前年度と同じなのか(池城会長)。 

毎年、会議の内容は変化している。振興財団よりあり方の提案があるため、毎年度会

議を行っており毎年同じ研修ではない。(金城理事) 

② 参加者の選定（出席可の場合） 

参加予定者は訪問リハビリテーション事業部の桑江睦子 

審議結果 
桑江睦子会員を全会一致で承認。 

担当局：社会職能局 担当部：通所リハ・訪問リハ推進部 

備 考  

 



第 7号議案 平成 26 年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）の 

実施と運営について（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
平成 26 年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）

の実施と運営について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 平成 26 年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）

を開催するにあたり、その運営と役割分担について審議していただきたい。 

審議内容 

事業名：平成 26 年度新人・異動会員オリエンテーション 

（理学療法士新卒者等説明案内会） 

開催日時： 平成 25 年 4 月 26 日（土）13:30～16:30 

場所：沖縄県総合福祉センター403 研修室 

参加予定人数： 120 名 

運営内容：別紙参照。 

①名刺交換会の開催について 

可。質疑なし。※前回は委嘱状交付式。懇親会の中で名刺交換はどうか（池間会長）。

限られた時間のため懇親会ではなく名刺交換会を設ける（城間事務局長） 

②各説明の担当者について 

可。質疑なし。 

③関係資料の準備について 

理学療法フェア依頼と献血事業に関する資料は社会職能局で作成中。 

研究支援プログラム：教育学術局 

④名刺交換会の開催について 

会長は予定キャンセルのため当日は出席予定。 

審議結果 

開催日時： 平成 25 年 4 月 26 日（土）13:30～16:30 

場所：沖縄県総合福祉センター403 研修室 

全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 8号議案 事務局再編成及び総務部長選任について（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
事務局再編成及び総務部長選任について 

議案内容 

及び 

提出理由 

事務局では組織管理部を総務部に統合し、業務の効率化を図りたい。これまで新人

異動会員オリエンテーションの開催や慶弔関係の事務手続きが主の業務であったが、

事務所機能で対応可能であり、ブロック担当部との連携体制を考慮すると組織統合に



よる簡素化が必要である。 

また、総務部長が一身上の都合で退任となるため新たな選任が必要である。 

 ご審議をお願いしたい。 

審議内容 

[再編案] 

 

① 新組織の承認について 

福利厚生部(部長１名、部員１名)を総務部に統合する。 

質疑なし。 

② 総務部長の選任について 

総務部長を橋爪佳代(現総務部長)から下里真司(新総務部長)へ変更（城間事務局長） 

質疑なし。 

審議結果 
全会一致で承認。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 9号議案 事務員賃金の変更について（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 事務員賃金の変更について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 事務員の職務能力向上と社会情勢を鑑み、事務員の賃金増額について提案いたしま

すので、ご審議お願い致します。 



審議内容 

【提案内容】 

事務員：1 名 

雇用形態：雇用契約社員 9：00～18：00(8 時間雇用) 

9 月の勤務状況で計算 

現 況（時給 700 円） 

給与¥123,200＋通勤交通費¥8,800＋保険料¥19,916＝¥151,916（当協会負担） 

手取り給与：¥104,650 

提 案（時給 750 円） 

給与¥132,000＋通勤交通費¥8,800＋保険料¥21,115＝¥161,915（当協会負担） 

手取り給与：¥112,020 

 

[提案]－[現況]＝¥9,999（手取り¥7,370） 

 

上記提案内容であれば、当協会負担増額は¥9,999（月額）となり、年間約¥120,000

の増額となる。 

[補足]池城会長 

業務としては公益事業について仕事をしている。 

給与については、公益の７割は事業費、１割は共益費、２割は法人会計費として配賦

されている。 

審議結果 
全会一致で承認。 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 10号議案 平成 26年度第 1回ブロック長会議について（事務局） 

提出日：平成 26年 4月 9日 提出者：立津統・城間定治 

担当局：事務局 担当部：ブロック担当部 

議案主題 平成 26年度第 1回ブロック長会議について 

議案内容 

及び 

提出理由 

ブロック長を招集し、各ブロックにおける社会的ニーズや問題点を把握し、情報共

有と課題解決に取り組むため、ブロック長会議を開催したい。ご審議お願いします。 



審議内容 

［事業概要］ 

連絡会議内容 

①協会活動報告及び計画の説明（担当：協会担当理事） 

②会員動向報告（担当：事務局） 

③ブロックからの活動報告 

④ブロックからの意見・要望・提案 

⑤ブロック長会議で解決できる問題点に対する検討 

⑥地域包括ケア推進について 

⑦理学療法部門責任者会議について 

［実施時期］  

 平成 26年 5月 24日 9：30～11：30 

 

［対 象］ 

（公社）沖縄県理学療法士協会理事、各ブロック長、県内理学療法に関わる有識者 

 

［場 所］ 

沖縄県総合福祉センター 第 5会議室 

 

従来は総会・学会のときに招集していた。 

昼食(弁当)に関しては調整中。全泊予定。前日入り方もいる(立津理事)。 領収書にて

会計(比嘉事務員) 

懇親会後は特に提案がないため予定はなし。 

 

審議結果 

平成 26年 5月 24日 9：30～11：30  沖縄県総合福祉センター 第 5会議室 

全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：ブロック担当部 

備 考  

 

第 11号議案  平成 25年度事業報告書及び収支決算書について 

提出日：平成 26年 4月 9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・財務部 

議案主題 
平成 25年度事業報告書及び収支決算書について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款第 6章第 41条により事業報告書及び収支予算書について審議いただきたい。 

審議内容 
別紙参照。 

 

審議結果 全会一致で承認。 



担当局：会長・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  宮城 尚 


