
平成 27年度第 1回 理事会議事録 

 

日 時：平成 27年 4月 8日（水） 16：00～ 

場 所：翔南病院 1 階社員食堂 （〒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、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、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：  

書 記： （事務）比嘉、金城 

 

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            15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  平成 27年度定時総会の開催日時と場所について 

・第 3号議案  通所リハビリ推進部の部名改名について 

・第 4号議案  FORIPフィジー人研修生の修了証発行の可否について……【資料１】 

・第 5号議案  第 50回日本理学療法学術大会派遣について 

・第 6号議案  市町村委託事業に派遣する会員の日当について 

・第 7号議案  平成 27年度 第 6回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について 

…【資料ﾌｧｲﾙ２】 

 

［報告事項］ 

 

１．会長 

※月次活動報告 

第２回沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会 ……【資料２】 

２．副会長 

※月次活動報告 

３．事務局 

※月次活動報告 



・H27.3/12～H27.4/8までの受付・発行文書表（比嘉） …【資料３】 

・H27.3/12～H27.4/8までの会員異動詳細（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ３】 

・H27.3/12～H27.4/8までの育児休業割引申請者（比嘉） …【資料ﾌｧｲﾙ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 

※月次活動報告 

 

第１号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成 27年 4月 8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 8件 

【会員動向】平成 27年 4月 8日現在※連絡不能者含む 

会員数：1372名 

施設所属会員数：1227名 

自宅会員数 145名 

会員所属施設数：229施設 

 

【育児休業割引申請者】計 1名 

  

【期間会員動向】平成 27年 3月 12日～平成 27年 4月 8日 

※協会承認済（異動日で検索） 

異動：44名（県内：32名 転入：9名 転出：4名） 

休会：63名※休会継続含む   退会： 3名   復会：8名 

審議内容 

①入会の可否について 

※入会申請者 1名 性別の記載間違えあり。事務所にて連絡し訂正予定。 

審議結果 

①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 27年度定時総会の開催日時と場所について 

提出日：平成 27年 4月 8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 27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。 

審議内容 

平成 27 年度定時総会プログラム 

開催日時：平成 27 年 5 月 30 日（土）13:00～17:00 

場所：沖縄県総合福祉センター 第 6 会議室 

参加予定人数：150 名 

 

① 総会の開催及び召集について 

② 総会の日時・場所について 

③ 研修会の開催について 

（地域包括ケア推進・禁煙活動など） 

 

④ 懇親会開催について 

審議結果 

①全会一致で承認 

②全会一致で承認 

③1時間の枠で開催する 

地域包括ケア推進委員会、国際支援部、スポーツ事業部、 

以上 3部の活動報告とする 

④全会一致で承認、開催する 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 
 

 

 

第 3号議案  通所リハビリ推進部の部名改名について 

提出日：平成 27年 3月 26日 提出者：松並健治 

担当局：社会職能局 担当部：通所リハビリ推進部 

議案主題 
通所リハビリ推進部の部名改名について 

議案内容 

及び 

提出理由 

通所介護で勤務されている理学療法士が増えており、通所介護スタッフの参加率向

上を目的に実施したいと考えています。地域包括ケアシステムの中で、通所リハと通

所介護の連携は不可欠となり、それぞれの知識および技術の向上を図りながら、情報



交換などを行っていきたいです。 

『通所リハビリ推進部』から『通所リハ・通所介護推進部』へ変更することについ

てご審議お願いします。 

審議内容 

①通所リハビリ推進部から通所リハ・通所介護推進部へ改名について 

※現在、部長 1名、副部長 2名、会計 2名、書記 2名、アンケート 2名で運営してい

ます。通所介護のスタッフを勧誘し、副部長 2名、書記 2名の配置で検討したいと考

えています。 

審議結果 

①2部門の部名を新年度より変更する 

 ・通所リハビリ推進部 →通所事業部 

・訪問リハビリ推進部 →訪問事業部 

 

担当局：社会職能局 担当部：通所リハビリ推進部 

備 考 
 

 

 

第 4号議案  FORIPフィジー人研修生の修了証発行の可否について 

提出日：平成 27年 4月 3日 提出者：山城忍 

担当局：社会職能局 担当部：国際支援部 

議案主題 FORIPフィジー人研修生の修了証発行の可否について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

 

フィジー沖縄リハビリテーションアイランドプロジェクト（FORIP）における、平成

26年度沖縄研修に参加したフィジー人の修了証発行について審議を御願い致します。 

※内容および発行について、JICAと調整済 

 

審議内容 
修了証発行についての可否 

 

審議結果 

発行する 

 

担当局：社会職能局 担当部：国際支援部 

備 考 
 

 

第 5号議案  第 50回日本理学療法学術大会派遣について 

提出日：平成 27年 4月 3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、国際支援部 

議案主題 第 50回日本理学療法学術大会派遣について 

議案内容 
 



及び 

提出理由 

 

第 50回日本理学療法学術大会において、大会企画演題 士会活動報告の演題登録をし

ています。 

２演題   スポーツ事業部：「スポーツ関連事業企画・運営について」 

国際支援部：「国際支援部 活動報告」 

その際の OPTA公費として、渡航費、参加費の支給対象者について審議を御願い致しま

す。 

 

① 2名：発表者のみ（スポーツ事業部 1名、国際支援部 1名） 

② 4名：発表者、共同演者（スポーツ事業部 2名、国際支援部 2名） 

③ その他 

 

提出理由：  

各部からの希望は合計 4 名（発表者、共同演者）となっていまが、過去実績では、発

表者のみのようです。理事会での御判断を御願い致します。 

審議内容 
渡航費、参加費の支給対象者の人数 

 

審議結果 

③発表者各部 1名ずつ派遣に加え、トラブル時のサポーターとして担当理事 1名を派

遣とする 

 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部、国際支援部 

備 考 
 

 

第 6号議案  市町村委託事業に派遣する会員の日当について 

提出日：平成 27年 4月 8日 提出者：神谷之美  

担当局： 担当部：地域包括ケア推進委員会 

議案主題 市町村委託事業に派遣する会員の日当について 

議案内容 

及び 

提出理由 

今年度は、西原町を始め、他市町村から専門職として会員の派遣を依頼される機会

も多いと予測しているが、派遣する会員の日当基準を定めていないので、基準額を

決めていただきたい。 

審議内容 

 

１．市町村、専門職派遣に対する日当 

 案） 5,000円/回 

 提案根拠） 浦添市訪問事業における 1回の派遣金額が 5,400円 

       当会の研修会講師等の講師料が 5，000円/時間 

 

     可   ・    否 

審議結果 
1回につき 5,000円とする 



担当局： 担当部：地域包括ケア推進委員会 

備 考  

 

第 7号議案  平成 27年度 第 6回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について 

提出日：平成 2015年 4月 8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 27年度 第 6回 訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について 

【資料ﾌｧｲﾙ２】 

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 27年度 第 6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。 

 

審議内容 

[研修会] 

日時：平成 27年 5月 21日（木） 12：30～17：45 

   平成 27年 5月 22日（金） 10:00～16:30 

会場：タイム 24ビル 10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 27年 5月 21日（木） 18:30～ 

会場：ホテル日航東京 

 

申し込み締め切り：平成 27年 4月 15日（水） 

 

① 出席の可否 

 

② 参加者の選定（出席可の場合） 

審議結果 

①出席可 

②松川英一部長が出席 

 

担当局：社会職能局 担当部：通所リハ・訪問リハ推進部 

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 


