
平成 26年度第 5回 理事会議事録 

日 時：平成 26年 8月 13日（水）  19：00～21：40 

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、山城忍、金城良和、古堅貞則、 

与儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎、立津統、玉城義彦 

監 事：宮城 尚 

委員会・部：下里真司（総務部・部長）、 

書 記： 金城 奈生（総務部） 

 

[欠席者] 

理 事： 川畑真紀、神谷喜一 

監 事：千知岩伸匡 

 

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             13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  健康づくり支援事業（講師派遣）における講師推薦について…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

第 3号議案  第 46回 沖縄県公衆衛生大会における公衆衛生事業功労賞被表彰者の推薦について 

…【資料ﾌｧｲﾙ３】 

第 4号議案  スポーツ障害予防「出前講座」のお願いについて…【資料ﾌｧｲﾙ４】 

第 5号議案  「ホスピス緩和ケアに従事する支援者のためのマインドフルネストレーニング」の 

後援名義使用について…【資料ﾌｧｲﾙ５】 

第 6号議案  平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）対応件数変更（増加） 

について 

第 7号議案 平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）の八重山地区（白保中学）対応

可否について（社会職能局スポーツ事業部） 

第 8号議案 県民公開講座参加者へ新人教育プログラム単位付与について 

 

 

 



［報告事項］ 

１．会長 

※月次活動報告 

２．副会長 

※月次活動報告 

・介護予防市町村支援事業に関する研修会(神谷）……【別紙資料1】 

３．事務局 

※月次活動報告 

・H26.7/10～8/13までの収受文書・発行文書表（比嘉）…【別紙資料 2】 

・H26. 7/10～8/13までの会員異動詳細 …【別紙資料 3】 

４．社会職能局 

※月次活動報告 

・なごみ会 県民健康フェア２０１４（上地）…【別紙資料 4】 

・理学療法フェア２０１４IN イオン名護店（安里） …【別紙資料 5】 

・高校野球医療サポート（第 96回全国選手権沖縄大会）（米須）…【別紙資料 6】 

５．教育学術局 

※月次活動報告 

・平成 26年度 九州ブロック教育・学術担当者会議（久高）……【別紙資料 7】 

６. 各種委員会 

 

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 8月 13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】計 6件 

【会員動向】平成 26年 8月 13日現在※連絡不能者含む 

会員数：1391名 

施設所属会員数：1256名 

自宅会員数 135名 

会員所属施設数：241施設 

  

［期間会員動向］平成 26年 7月 10日～8月 13日※協会承認済 

異動：8名（県内：6名 転入：2名 転出：0名） 

休会：0名※休会継続含む   退会： 0名   復会：0名 

審議内容 ①入会の可否について、特に審議なし。 

審議結果 

① 可 

・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 健康づくり支援事業（講師派遣）における講師推薦について 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
健康づくり支援事業（講師派遣）における講師推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

健康づくり支援事業（講師派遣）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 

目的：沖縄県老人クラブ連合会は市町村老人クラブ連合会の健康づくりへの取り組

みを支援する事業を実施し、老人クラブ化活動のより一層の活性化を図り高齢者の

健康づくり等を推進することにおり明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資す

ることを目的とする 

 

講座日時：平成 26年 10月 1日(水）※予定 

場所：与那国町 

講師紹介：理学療法士 

内容：介護方法・予防について 

紹介期限：8月 22日(金） 

 

①講師推薦の有無 

特に審議なし。 

②推薦講師の選定 

八重山ブロックに推薦者を確認したところ、國仲麻希子会員が推薦された。（立津理

事） 

審議結果 

① 有 

② 國仲 麻希子(かりゆし病院) 

・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 第 46回 沖縄県公衆衛生大会における公衆衛生事業功労賞被表彰者の推薦について 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
第 46回 沖縄県公衆衛生大会における公衆衛生事業功労賞被表彰者の推薦について 

議案内容 

及び 

提出理由 

2 沖縄県公衆衛生大会より、第 46 回 沖縄県公衆衛生大会における公衆衛生事業功労

賞被表彰者の推薦について、ご検討宜しくお願い致します。【資料ﾌｧｲﾙ３】 



審議内容 

1.表彰の対象(沖縄県公衆衛生大会長表彰) 

1)優良公衆衛生事業功労者 

2)優良公衆衛生事業施設・団体および地域 

3)永年勤続 

※詳細は PDFを参照 

 

2.表彰推薦締切り期日：平成 26年 9月 30日(火) 

 

①推薦の有無 

審議結果 
①該当者無し 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第 4号議案 スポーツ障害予防「出前講座」のお願いについて 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
スポーツ障害予防「出前講座」のお願いについて 

議案内容 

及び 

提出理由 

那覇市社会福祉協議会 ホームヘルプステーションわかばより、スポーツ事業予防 

「出前講座」の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４】 

審議内容 

訪問介護員の専門的な知識と技術向上の為学習会を定期的に実施しており、 

その学習会にて出前講座を依頼するもの。 

 

日時：平成 26年 8月 21日（木）18：30～20：00 

場所：那覇市総合福祉センター 2階大会議室 

 

①講師紹介の有無 

当該事業所は訪問介護事業であり、公益性に乏しく今回は派遣ではなく紹介となる。 

（城間事務局長） 

①紹介講師の選定 

審議結果 

① 有 

② スポーツ事業部へ一任 

・全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 5号議案 「ホスピス緩和ケアに従事する支援者のためのマインドフルネストレーニング」の 

後援名義使用について 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：比嘉 



担当局：事務局 担当部：総務部  

議案主題 
「ホスピス緩和ケアに従事する支援者のためのマインドフルネストレーニング」の 

後援名義使用について 

議案内容 

及び 

提出理由 

ホスピス緩和ケアマインドフルネス研究会より、「ホスピス緩和ケアに従事する支援者

のためのマインドフルネストレーニング」の後援名義使用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５】 

審議内容 

ホスピス・緩和ケアに携わる医師および医療、介護、伏木関係者の、精神健康の向上

と仕事によるストレスの緩和を目的とした会 

 

主催：ホスピス緩和ケアマインドフルネス研究会 

開催日時：平成 26年 10月 7日～1月 13日 

19：00～21：00（説明会も含め全 10回） 

場所：沖縄県医師会館（会議室）  

参加費：無料 

参加対象：主に専門職向け 

後援内容：名義使用 

①後援の可否 

城間理事)県理学療法協会の名義使用に関しては、規定を設けたほうがいいのではない

か？ 

池城会長）今後は規程を設け、規程に沿った判断をしていく。実施については理事会

ではなく、伺い書による決裁で実施とする。 

審議結果 

① 可 

・全会一致で承認 

 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 6号議案 平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）対応件数変更（増加）について 

提出日：平成 26年 8月 1日 提出者：山城忍 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

議案主題 
平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）対応件数変更（増加）につい

て 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）対応件数変更について下記内

容の審議を御願い致します。 

年間事業計画 ３件 

応募が多数あったため、対応件数を６件に変更させていただきたい。 

※ 応募リスト別紙参照 



予算案の変更 

43,500円（3件合計） → 87,000円（6件合計） 

提出理由：１、 平成 25年度実績 0件だったが、予想以上に申し込みがあったため、 

        修正を行いたい。 

     ２、 できる限り、対応件数を多くし、今後につなげたい。 

 

審議内容 

１、平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）対応件数変更 

3件から 6件への可否 

 

審議結果 

① 可 

・全会一致で承認 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

備 考  

 

第 7号議案 平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）の八重山地区（白保中学）対応

可否について（社会職能局スポーツ事業部） 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：山城忍 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

議案主題 
平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）の八重山地区（白保中学）対

応可否について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）の八重山地区（白保中学）対

応可否について下記内容の審議を御願い致します。 

八重山地区からの応募を予想していなかった為、予算計画の修正を行いたい。 

予算案の変更 

4,500円（1件あたり） → 40,000円（白保中学） 

 

提出理由：１、 八重山地区からの応募を予想していなかった為、予算計画の 

        修正を行いたい。 

     ２、 今年度は、スポーツ事業部副部長（座波）を本島から派遣し、 

八重山ブロック会員をサポートにつける。次年度以降は、 

八重山ブロックで対応できるよう教育を行い、今後につなげたい。 

審議内容 
１、平成 26年度 一般向けスポーツ関連講習会（出前講座）の八重山地区（白保中学）

対応可否について 

審議結果 
全会一致で承認。 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

備 考  

第 8号議案 県民公開講座参加者へ新人教育プログラム単位付与について（教育学術局） 

提出日：平成 26年 8月 13日 提出者：古堅貞則 



担当局：教育学術局 担当部：生涯学習部 

議案主題 
県民公開講座参加者へ新人教育プログラム単位付与について 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 26年 8月 31日開催予定の県民公開講座の参加者（新プロ履修中者）に対し、 

新人教育プログラム C-7の 1単位を付与することについて、審議いただきたい。 

 

審議内容 ① 県民公開講座の参加者（新プロ履修中者）へ単位付与することについての認否 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：教育学術局 担当部：生涯学習部 

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 

 




