
平成 26年度第 2回 理事会議事案録 

日 時：平成 26年 5月 7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、神谷喜一、山城忍、金城良和、古

堅貞則、久高将臣 

監 事：宮城 尚 

委員会・部： 総務部長 下里真司 

書 記： 久貝博文 

欠 席：與儀哲弘、玉城義彦、、普天間順一、宮城淳 

 

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 14名 

出席者理事数             11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  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  平成 26年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・第 3号議案  口から食べる幸せを守る会 セミナー＆研修会 共催・ご後援のお願いについて 

…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・第 4号議案  九州身体障害者水泳連盟 クラス分け委員ご紹介のお願いについて…【資料ﾌｧｲﾙ４】 

・第 5号議案  日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

・第 6号議案  「地域包括ケア推進委員会」発足について  

・第 7号議案  平成 25年度事業報告収支決算について 

 

［報告事項］ 

１．会長  ※月次活動報告 

２．副会長  ※月次活動報告 

・平成 25年度介護予防市町村支援委員会 報告書…【別紙資料 1】 

３．事務局  ※月次活動報告  

 ・H26.4/10～5/7までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料 2】 

４．社会職能局  ※月次活動報告 

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 5月 7日 提出者：比嘉 

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…25件  計 25件 

【会員動向】平成 26年 5月 7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 4月 9日～5月 7日※協会承認済 

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 

新人入会者に性別の違いがある。再度確認する。 

確認後は承認する。 

 

事務局より（トクヤマ イサオ氏 定年退職） 

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 2号議案  平成 26年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について 

提出日：平成 26年 5月 7日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 平成 26年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県保健医療部より、平成 26年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について 

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２】 

 

審議内容 

 

提出資料：推薦調査書 1 部、功績調書 1 部 t、履歴書 1 部、 戸籍抄本 1 部、住民票

1 部、その他参考資料 1 部 

提出方法：推薦調査書、功績調書、履歴書は電子ファイルでの提出。 

     様式は電子メールにて送付。推薦者がいる場合は担当者にメールにて連絡。 

対象者：沖縄県出身者または在住者で、長年にわたり県勢発展と県民福祉の向上に貢

献し、特に功績が顕著な者で、年齢満 70歳以上(平成 26年 11月 3日現在)とする。 

なお、受章されるにふさわしい人材(特に人目につきにくい分野での功労のある者等) 

については、選考対象となるよう推薦方よろしくお願いします。 

 

提出期限：平成 26年 5月 30日（金） 

特に審議なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議結果 

対象者なし。推薦なし。 

 

 

 

 

 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 

 

 

 

 

第 3号議案  口から食べる幸せを守る会 セミナー＆研修会 共催・ご後援のお願いについて 



提出日：平成 26年 5月 7日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 口から食べる幸せを守る会 セミナー＆研修会 共催・ご後援のお願いについて 

議案内容 

及び 

提出理由 

口から食べる幸せを守る会 沖縄支部より、『口から食べる幸せを守る会 沖縄実技セ

ミナーならびに研修会』ご共催またはご後援のお願いが届いています。ご検討宜しく

お願い致します。【資料ﾌｧｲﾙ３】 

審議内容 

 

■口から食べる幸せを守る会 沖縄実技セミナー＆実技セミナー研修会 

日程：2014年 7月 26日（土） 

場所：那覇市医師会那覇看護専門学校 

第一部：実技セミナー（基礎編） 

第二部：研修会（講演会、シンポジウム） 

参加費：実技セミナー：会員 2,000円、非会員 3,000円 

研修会：会員・非会員共に 1,000円 

申込方法：口から食べる幸せを守る会ＨＰから申込（4/7より受付） 

 

 

 

①共催および後援の可否 

特に審議なし。 

 

 

 

 

 

審議結果 

共催ではなく、名称後援とする。 

 

 

 

 

 

 

 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 

 

 

 

 

 



第 4号議案  九州身体障害者水泳連盟 クラス分け委員ご紹介のお願いについて 

提出日：平成 26年 5月 7日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
九州身体障害者水泳連盟 クラス分け委員ご紹介のお願いについて 

議案内容 

及び 

提出理由 

九州身体障害者水泳連盟より、クラス分け委員ご紹介のお願いについて、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４】 

審議内容 

※下記についてのクラス分け委員の推薦紹介 

■「第 25 回九州身体障害者水泳選手権大会」 

日付：平成 26 年 6 月 15 日(日) 

場所：沖縄県立奥武山水泳プール 

喜瀬氏より沖縄県理学療法士協会にクラス分け委員の依頼あり。喜瀬氏からちゅうざ

ん病院河原氏にも依頼があったとの報告あり。 

 

 

 

① 推薦紹介の有無 

推薦する必要性が低いように感じる。（山城理事） 

喜瀬氏、河原氏（ちゅうざん病院）をスポーツ推進部で活動してもらい、障害者スポ

ーツへも事業展開できるのではないか。（小嶺副会長） 

 

⇒本件は広報誌でコラムも掲載し、会員への周知を図っている内容である。推薦する

ことで水泳連盟としても会員としても活動しやすいのであれば推薦してはどうか。（事

務局城間） 

 

今回は推薦し、以後の活動については喜瀬氏と調整する。 

 

審議結果 

河原睦枝会員を推薦。 

 

 

 

 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 

 

 

 

 

 



第 5号議案 日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

提出日：平成 26年 5月 7日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
日本理学療法士協会九州ブロック会親善スポーツ大会参加について 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法士協会九州ブロック会平成 26年度事業計画において、親善スポーツ大

会が計画された。当協会も参加し、親睦を深めたい。チームの発足と派遣についてご

審議いただきたい。 

審議内容 

[目 的] 

 この大会はスポーツを通じ、九州ブロック理学療法士会会員相互の融和と親睦を深

め、もって医療事業の発展を図る。 

[開催日時] 

平成 26 年 11 月 9 日(日)8：30～13：00 

[場 所] 鹿児島ふれあいスポーツランド 屋内運動場 

[競技種目]フットサル 

[チーム構成] 

役員（監督・マネージャー等） 3 名以内 

登録選手  15 名以内 

・ユニフォームおよび練習会場等の費用捻出を依頼。 

 

特に審議なし。 

審議結果 

チーム発足・派遣について全会一致で承認。 

派遣の準備を事務局で進める。 

 

 

 

 

 

 

 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 

 

 

 

 

 



第 6号議案 「地域包括ケア推進委員会」発足について 

提出日：平成 26年 5月 7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 
「地域包括ケア推進委員会」発足について 

議案内容 

及び 

提出理由 

厚生労働省の目指す地域包括ケアシステム構築が市町村を中心に実施され、地域の

特性に応じたシステムが必要とされている。今回、当協会では地域市町村団体との連

携を強化し、地域ケア会議や地域包括支援センターへの理学療法士の参画を支援する

ため「地域包括ケアシステム推進委員会」設置し、地域包括推進事業（アクションプ

ラン 2014）を実施し、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する。 

 設置、委員長選任についてのご審議をお願いしたい。 

審議内容 

1．「地域包括ケア推進委員会」設置 

(1)設置目的： 2025 年（平成 37 年）に向けた地域包括ケアシステム構築（厚生労働

省）を推進し、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与するため委員会を設置する。 

(2)開催日時及び頻度：平成 26年 5月 14日（予定） 

(3)場  所：翔南病院 

(4)構  成：委員長 神谷之美 

       委 員  

       宮里朝康、松並健治、松川英一、高原充江、金城一二、桃原美晶子、            

       金城良和、古堅貞則、久高将臣、上原亮 

(5)組織機能：①地域包括ケア推進事業を統括する。 

       ②地域包括ケア推進事業の計画を立案する。 

       ③地域包括ケアシステムに関する相談窓口を設置し、県・市町村、 

        県民、会員からの問い合わせに対応する。 

       ④地域包括ケアシステムに関する教育・啓蒙活動を実施する。 

       ⑤地域包括ケア会議への参加促進を図る。 

       ⑥地域包括ケア推進モデル事業への参画。 

       ⑦地域包括ケアシステムの県民への啓発活動。 

審議結果 

発足について全会一致で承認。委員会の発足と事業について部局の協力を促し、積極

的に取り組む。 

委員長は全会一致で神谷之美理事に承認。 

 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 

備 考 
 

 



第 7号議案 平成 25年度事業報告収支決算について 

提出日：平成 26年 5月 7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 25年度事業報告収支決算について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款第 41条に則り事業報告書及び収支決算書等を提出致します。ご審議いただき、

承認を得たうえで総会へ提出致します。 

審議内容 

事業報告書・収支予算書・貸借対照表・財産目録・監事監査報告書。 

別紙参照。 

 

・城間事務局長より 

公益目的事業の細事業区分で振り分けした事業報告としている。（第 1～7項） 

事業報告書は事業項目別に分けられているので、各部局の報告書は事業終了後速やか

に提出してほしい。 

 

他に審議なし。 

審議結果 

各報告書及び収支決算書は全会一致で承認。 

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 


