
平成 28 年度第 12 回 理事会議事録 

 

日 時：平成 29 年 3 月 8日（水） 16：00～19：00 

場 所：翔南病院 多目的室（〒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、玉城義彦、運天智子、立津統、神谷喜一、末吉恒一郎、久高将臣 

山城忍、金城良和、川畑真紀、照屋一樹、宮平宗勝、村井直人 

監 事：千知岩伸匡 

委員会・部：  

欠席：城間定治（理事）、宮城 尚（監事） 

書 記：上間聖子（事務所） 

 

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             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 政策検討委員会委員の選出について 

・第 2号議案 平成 29年度収支予算について…【資料 1】 

・第 3号議案 平成 29年度 一般向け講習会（出前講座）の対応件数変更（件数増）について 

…【資料 2】 

 

［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 

・H29.2/8～3/7までの受付・発行文書 …【収受・発行文書（原本）ファイル】  

・H29.2/1～2/28までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 1】 

【会員動向】平成 29年 2月 28日現在 ※連絡不能者含む 

異動：30名（県内：28名 転入：0名 転出：2名） 

休会：34名※休会継続含む   退会： 6名（未納者は含めず） 



復会：2名 

否認：2名（変更現住所の記載不備・期日前申請の為） 

 

・事務員の給与明細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・育児休業割引申請者 …【資料ﾌｧｲﾙ 3】 

 

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 

・学術大会実行委員会 

 ※月次活動報告 

・南部地区医師会在宅医療介護連携推進ネットワーク会議報告書について …【資料 3】 

・生活期管理者研修派遣報告書について …【資料 4】 

・平成 29年度新人・異動会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ事業計画書について …【資料 5】 

・平成 29年度新人・異動会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて …【資料 5】 

・会員問い合わせの対応に関する改善案 について…【資料 6】 

・平成 28年度 第 12 回沖縄県歯科 SUN 会議 …【資料 7】 

 

第 1号議案  政策検討委員会委員の選出について 

提出日：平成 29年 3月 8日 提出者：玉城 義彦 

担当局：副会長 担当部：政策検討委員会 

議案主題 政策検討委員会委員の選出について 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

現在、政策検討委員は副会長の玉城 1名のみとなっています。 

今後、理学療法士協会の政治活動を進める上で、委員 1名では企画・運営が行えない

状況にあります。また、中央組織でも青年局及び女性部の組織化が進んでおりそれに

対応した委員の選出が必要となっています。 

つきましては、下記の者を委員へ選出することの承認をお願いしたい 

審議内容 
委員 

①山城幸信、比嘉憲彦、③新垣健、④山田わかな、⑤立津統 

審議内容 

池城会長）委員の選出だけではなく、事業計画書を提出して頂き、委員の役割と活動

内容を示してほしい。 

玉城委員長）社会保障制度も日々変化し、理学療法士に求められる役割も増えてきて

いる。情報収集や社会情勢の把握などに努め、理学療法士への周知を図り、積極的に

活動したい。 

審議結果 
委員①～⑤については、組織図と事業計画書の提出を条件に全会一致で承認 

担当局：副会長 担当部：政策検討委員会 

備 考  



第 2号議案  平成 29年度収支予算について 

提出日：平成 29年 3月 8日 提出者：池城正浩 

担当局：事務局 担当部：財務部 

議案主題 平成 29年度収支予算の件  【資料 1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 29年度予算を、平成 29年 2月 4日開催の予算編成委員会の審議内容を踏まえて

策定した。 

ご審議頂きたい 

審議内容 

運天財務担当理事）H29 年 2 月 4 日開催の予算編成委員会を経て各部局より提出され

た予算に基づき、予算を編成した。 

内容については、資料 1に示した通りである。 

局の中で予算配分を変えることも今後の事業を見ながら進めていける可能性がある。 

各局で検討しても良いのではないか。 

池城会長）会議に関して次年度から理事会の開催回数を減らすとの意見もあったが。 

運天理事）それについても理事会で検討して頂き、回数の減少に関しては予算上は特

に差し支えない。逆に会議費の削減にもなると考える。 

今回の予算案は、7割公益費、2割事務管理費、1割経費として予算立てされている。 

審議結果 

全会一致で承認 

概算はこれで決定とする。 

担当局：事務局 担当部：財務部 

備 考  

 

第 3号議案  平成 29年度 一般向け講習会（出前講座）の対応件数変更（件数増）について 

提出日：平成 29年 3月 7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 29年度 一般向け講習会（出前講座）の対応件数変更（件数増）について 

【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 29年度 一般向け講習会（出前講座）の対応件数変更（件数増）について下記内

容の審議を御願い致します。 

平成 29年度年間事業計画 

提出済み：一般向け講習会（出前講座）：5件予算：122,500円（1件：24,500円） 

変更案：一般向け講習会（出前講座）：7件 

予算 ： 171,500 円（1件：24,500円） 

本島内：3件、宮古：2件、八重山：2件を基準とする。 

申し込み状況に応じて調整を行う。 

件数 ： 2件増  予算 ： 49,000円増 

提出理由：１、 平成 29年度の受け付け開始前であるが、 

すでに予定を超える申し込みがある。 

     ２、 宮古・八重山ブロックの学校からの申し込みが多いため、 

        本島内の学校の対応枠が少なくなっている。 



※ 予算増額になるため、対応可否について審議を御願い致します。 

審議内容 

平成 29年度 一般向け講習会（出前講座）の対応件数変更（件数増） 

山城理事）事業内容は変更ないが、予算も増額が見込まれている為、議案の提出を行

った。 

玉城副会長）申込の数が多くなっていくと更に予算を増やすのか。 

山城理事）その点はスポーツ事業部でも話し合い、調整をした。但し、今回の申込は

受付開始前にも関わらず、既にこちらの予定数を上回る反応がある。原因としては、

昨年で出前講座を行った学校が県大会で結果を出せたことが影響しているものと考え

ている。（中体連・陸連前に講座を希望している学校が多いことが物語っている） 

出来るだけ応えたいとの考えもあるが、地域的に不平等になるのも問題が有ると考え、

離島枠（宮古校・八重山 2 校）と本島枠 3校で調整し 7 校までは対応したいと考えて

いる。 

玉城副会長）依頼があるものに関しては出来るだけ受けようということに以前はそう

なっていたが、今後は見直す必要も出てきているのではないか。 

地域が近ければ離島の場合は合同で行い、そこに学校から参加してもらう等の工夫も

考えられないか。ただし、参加人数が多くなり過ぎると離島ブロックのみで対応が可

能なのかが検討課題になるかもしれない。 

山城理事）現在把握している希望人数であれば、離島ブロックでの対応は可能と考え

ている。まとめての開催については今は検討していない。 

小嶺副会長）以前も議題に上がっていたが、今後収益事業としても検討してはどうか。 

例えば、依頼が 2 度目以降の学校等は委託事業として検討してもらい、派遣する方法

も取れるのではないか。 

玉城副会長）体育の授業として受ける必要についてはいかがなものか。 

山城理事）体育の授業として捉えられるかは、学校側のカリキュラムの問題で、我々

は関知していない。 

玉城副会長）授業というのであれば、逆に謝礼金の対象になり得るのではないかと考

える。今後は委託時用としての要素を考えても良いのではないか。 

山城理事）今後の事業計画の際に再度検討していきたい。次年度は出来ればこの内容

で進めていきたい。 

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 
 

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 

会 長  池城 正浩 

監 事  千知岩伸匡 


