
平成 26年度第 9回 理事会議事録 

 

日 時：平成 26年 12月 12日（水）  19：00～21:45 

場 所：翔南病院 社員食堂 （〒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、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、与儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀 

監 事：宮城 尚 

委員会・部： 下里真司（総務部） 

書 記：下里真司（総務部） 

欠席：城間定治（理事）、千知岩伸匡（監事） 

 

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 条のとおり定数をみたしてい

たので有効に成立した旨を告げた。 

 

議決に加わる事の出来る理事数 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（事務局） ……【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案  「第 18回・第 19回」沖縄県理学療法学術大会大会長選任について 

・第 3号議案  地域包括ケアシステムに関する視察研修 

・第 4号議案  平成 27年度西原町介護予防事業委託について …【別紙資料 1】 

・第 5号議案  事務員採用について 

・第 6号議案 沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同祝賀会について 

…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

・第 7号議案 通所リハビリテーション推進部主催、外部講師を招いた勉強会の開催について 

 

 

［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 

・H26.11/12～12/10までの発行・受付文書表（比嘉）…【別紙資料 2】 

・H26.11/12～12/10までの会員異動詳細 …【別紙資料 3】  

※下記の確認をお願いします。 

・年賀状の送付先 …【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・年賀状 印刷案 …【別紙資料 4】 

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（事務局） 

提出日：平成 26年 12月 10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 1件 

【会員動向】平成 26年 12月 10日現在※連絡不能者含む 

会員数：1380名 

施設所属会員数：1245名 

自宅会員数 135名 

会員所属施設数：232施設 

  

［期間会員動向］平成 26年 11月 12日～12月 10日※協会承認済 

異動：9名（県内：6名 転入：1名 転出：1名（海外）） 

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 

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  「第 18 回・第 19 回」沖縄県理学療法学術大会大会長選任について 

提出日：平成 26年 12月 10日 提出者：池城正浩 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

議案主題 「第 18 回・第 19 回」沖縄県理学療法学術大会大会長選任について 

議案内容 

及び 

提出理由 

沖縄県理学療法学術大会大会長の 2 年任期が次年度で満了となるため、次期大会長

選任の推薦をお願い申し上げます。 

審議内容 

１、第 18回（平成 28年度）・第 19回（平成 29年度）沖縄県理学療法学術大会大会長

選任（推薦） 

①推薦者 

数名候補者出るも決定までには至らず。各理事、推薦者を熟慮すること。 

次回の懸案事項とする。 

審議結果 

継続審議 

担当局：学術大会実行委員会 担当部： 

備 考  



 

第 3号議案  地域包括ケアシステムに関する視察研修 

提出日：平成 26年 12月 12日 提出者：神谷之美  

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部： 

議案主題 地域包括ケアシステムに関する視察研修 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

 沖縄県より平成 27 年度から本格導入される地域包括ケアシステムに関する他県視

察に関して同行の提案がされた。 

 当協会でも人材育成や情報収集に努めているが、県内のモデル事業実績もなく、先

駆的に進めている他県の視察は、事業展開するうえでも意義深い。視察同行に関する

人選と予算についても確認して頂き、審議いただきたい。 

視察日程: 平成 27年 1月 26日～28日 

場所: 大分県杵築市・別府市（予定） 

主な視察内容: 全国でも先駆的にケア会議が活発に開催されている杵築・別府両市の

ケア会議の模様を実際に県担当者と見学。 

「自立型通所事業所」の見学 

【概 算】 

予算額￥167,000－ 

交通宿泊費 ￥152,000（2 泊 3 日宿泊プラン 70,000＋日当 6,000×2 名） 

雑 費￥15,000 

審議内容 

①視察同行についての可否 

②同行者人選について 

 推薦者案:池城会長及び地域ケア推進委員会から 1名 

③予算額について 

審議結果 

①全会一致で承認 

②池城会長、神谷副会長 全会一致で承認 

③全会一致で承認 

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部： 

備 考  

 

第 4号議案  平成 27年度西原町介護予防事業委託について 

提出日：平成 26年 12月 10日 提出者：神谷之美  

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部：地域包括ケア推進委員会 

議案主題 平成 27 年度西原町介護予防事業委託について 

議案内容 

及び 

提出理由 

西原町より、当会へ『平成 27 年度介護予防事業』の委託依頼があった。 

現在、事業の見積もりを提出中 



審議内容 

 

１･西原町介護予防事業委託に関する可否について 

審議結果 
全会一致で承認 

担当局：地域包括ケア推進委員会 担当部： 

備 考 

PT・Ns・アシスタント各 1名の構成で介護予防事業実施予定 

岡本会員と推薦会員の 2名派遣（推薦会員は人選中） 

日当 1万（2ｈ×5000円） 

収入に関して田里会計事務所と確認。今後規約作成も検討 

第 5号議案  事務員採用について 

提出日：平成 26年 12月 12日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 事務員採用について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

事務所では事務員 1 名体制で業務を行っている。今年度、会計事務所の変更に加え、

平成 27年度からの公益目的事業の規模及び事業数の拡大を踏まえ、事務局機能を強化

したい。事務員を 1名増員することを提案するのでご審議願いたい。 

 また、採用時期については平成 27年 2月から採用し、年度初めからの機能向上を図

りたい。 

※会計区分では人件費を配賦する。 

【給与想定】 

時給 700 円での月給 

給与\123,200＋通勤交通費\10,000＋保険料\19,916＝\153,116（当協会負担） 

年間額＝￥1,837,392 

採用方法としては公募し、書類選考及び面接を実施。採用結果については理事会での

報告とする。 

審議内容 

①採用についての可否 

②採用時期について平成 27年 2月から 

③採用方法について公募し、書類選考及び面接を実施 

審議結果 

①採用可 

②採用時期について可 

③採用方法について可 

①～③ともに全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

 

第 6号議案 沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同祝賀会について 

提出日：平成 26年 12月 10日 提出者：比嘉 

担当局：事務局 担当部：総務部  



議案主題 沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同祝賀会について 

議案内容 

及び 

提出理由 

一沖縄県歯科医師会より、沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同

祝賀会の案内が届いています。出欠の有無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 

■沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同祝賀会 

日時：平成 27年 1月 8日（木）午後 7時 

場所：ナハテラス 

回答期限：平成 26年 12月 16日（火） 

①出欠の有無 

②出席者について 

池城会長、玉城理事、末吉理事 

審議結果 

①出席 

②出席者について 

池城会長、玉城理事、末吉理事 

①②ともに全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第 7号議案 通所リハビリテーション推進部主催、外部講師を招いた勉強会の開催について 

提出日：平成 26年 12月 10日 提出者：金城良和/古堅貞則、平山良樹 

担当局：社会職能局/教育学術局 担当部：通所リハビリ推進部/研修部 

議案主題 
平成 26 年度 第 4 回沖縄理学療法講習会の事業計画・予算について審議いただきたい。 

通所リハビリテーション推進部主催、外部講師を招いた勉強会の開催 

議案内容 

及び 

提出理由 

通所リハビリテーション推進部が主催する勉強会に外部講師を招き、通所リハビリ

サービスに関する知識や技術の向上、通所リハビリの情報収集及び発信を行う事を目

的とした勉強会の開催についてご審議お願いします。 

審議内容 

①事業計画についての諾否 

・タイトル：「デイサービス・デイケアの今までのリハビリとこれからのリハビリ」（仮） 

・開催日時：平成 27年 2月 8日（日）講義時間 3～6時間 

・場所：※調整中 

・講師：岡野英樹氏 霞ヶ関中央クリニック 

（全国デイ・ケア協会 調査委員会委員長・医療法人真正会 コミュニティケア 

部 副部長・理学療法士） 

・参加費：会員 0円、非会員 5000円 

・対象：医療従事者 100名 

・案内方法：会誌、ホームページ、FAX 

・関係機関：日本理学療法士協会 

・備考：担当研修部 平山良樹、世話人 松並健治、 

受付係 2名、会計係 1名、会場係 1名 



審議結果 

全会一致で承認 

担当局：教育学術局 担当部：研修部 

備 考 

テーマを受講生の興味を引くようなテーマにしてほしいとの意見多数 

参加費に関して、会員 0円、非会員 5000円とする 

今年度これまでの県士会講習会は会員参加費 2000円だったが、今回は 0円とした経緯

説明を広報誌に但し書きとして追記する。 

 

 

 

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 

 

 

 


