
平成 28 年度第 2 回 理事会議事録 

 

日 時：平成 28 年 5 月 11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、玉城義彦、神谷喜一、金城良和、与儀哲弘、 

久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀 

監 事：宮城 尚、千知岩伸匡 

委員会・部：なし 

参 加：ＲＵＮ伴 2016沖縄実行委員会事務局 沖縄実行委員長 小野小織氏 

書 記： （事務）上間 

欠 席 ：立津統（理事）、山城忍（理事）、古堅貞則（理事） 

 

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 条のとおり定款を満たしてい

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            12 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 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案  浦添市訪問事業 C型に関する受諾について 

・第 3号議案  協会指定管理者研修会の開催について…【資料 1】 

･第 4号議案  宜野湾市一般介護予防事業「はつらつクラブ」への理学療法士派遣について 

［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 

・H28.4/1～4/30までの受付・発行文書表 …【資料 2】  

・H28.4/1～4/30までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・事務員の給与明細 …【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 

なし 

 

7. その他 

  ＲＵＮ伴 2016沖縄実行委員会事務局 沖縄実行委員長 小野小織氏より事業概要の説明 

 

第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  28年 5月 11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 24件（虻川さん含む） 

【会員動向】平成 28年 4月 30日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1429名、施設所属会員数：1259名、自宅会員数 170名 

会員所属施設数：234施設 

  

【期間会員動向】平成 28年 4月 1日～平成 28年 4月 30日 

※当会入力状況から検索 

異動：19名（県内：17名 転入：0名 転出：2名） 

休会：0名※休会継続含む   退会： 0名（未納者は含めず） 

復会：1名 

審議内容 

① 入会の可否について 

（城間事務局長）入会・異動申請者の件で確認 

（事務所）蜷川さんについては事務所より連絡するも音信無し 

     引き続き連絡を取っている旨説明 

審議結果 

① 蜷川氏（会員）の移動申請については全会一致で否認 

その他の入会・異動会員については全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第 2号議案  浦添市訪問事業 C 型に関する受諾について 

提出日：平成 27年 5月 10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  浦添市訪問事業 C 型に関する受諾について 



議案内容 

及び 

提出理由 

昨年度、浦添市より「介護予防訪問事業」の事業委託を受諾し、事業を実施したが 

今年度も事業委託依頼が来ている。 

本事業は理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉に寄与する為の事業に該当す

る。 

受託に関する可否をお願いしたい。 

審議内容 

① 浦添市訪問事業 C型の委託に関して受託の可・否 

（神谷）介護保険適応外での訪問をする予定 

    浦添市地域での会員対応が可能である旨の説明あり 

（立津）浦添市との窓口を今回は神谷副会長で派遣所の調整まで行い、次年度から

は浦添地域の会員で対応する方を決める 

審議結果 

①全会一致で承認 

 

担当局： 担当部：地域包括ケア推進委員会 

備 考 
 

第 3号議案  協会指定管理者研修会の開催について 

提出日：平成 27年 5月 11日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：  

議案主題 協会指定管理者研修会の開催について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 28 年度から日本理学療法士協会では①県士会、ブロック、市町村へとミクロ化

する組織対応範囲の充実、②医療・介護の再編に対する対応能力の強化、③多様な職

場に勤務する理学療法士の質の向上のための管理者能力の強化を目的に協会指定管理

者制度が導入され、協会指定管理者（初級）～（上級）～認定理学療法士までのキャ

リアが示された、当協会においては協会指定管理者（初級）までの研修開催が必要で

あり、会員のスキルアップとともに県民のニーズへの対応も期待されているところで

ある。研修の開催及びその内容についてご審議いただきたい。 

 本件は定款第 4 条第 6 項「理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事

業」に基づく。 

審議内容 

【開催概要（案）】 

日時：平成 28年 6月 18日（土）14：00～17：00  場所：調整中 

対象：下記の要件を満たすもの。 

5年以上管理に従事している会員のうち、以下の①～③いずれかに該当する者 

（教育関係者も含む。職位は主任以上、1施設複数登録可） 

① 士会長の推薦者 

② 士会主催のマネジメント研修受講（※） 

③ 回復期セラマネ、訪問リハ管理者、その他医療的マネジメントコースを卒業した者 

参加費：無料(非会員 5000円) 

内容：「協会の求める管理者像」DVD 

講師 小川 克己 氏（公益社団法人 日本理学療法士協会 副会長） 



「沖縄県理学療法士協会における士会組織化の方向性と管理者の協力体制」 

講師 池城 正浩 氏（公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 会長） 

広報：ブロック懇談会及び HPでの案内 

※士会主催のマネジメント研修受講に関しては下記の①②研修を該当させたい。 

①平成 27年度ブロック理学療法部門責任者連絡会議 

②研修「社会保障制度とリハビリテーション」講師：小川克巳副会長（平成 27 年 11

月 7日開催） 

 

(城間事務局長)平成 28 年度ブロック懇談会参加者も含め士会主催のマネジメント研

修受講としたい 

審議結果 

① 開催の可否 

全会一致で開催承認 

② 開催概要の審議 

全会一致で概要案承認 

③ 士会主催のマネジメント研修の適用について 

事務局長案も含め全会一致で承認 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考  

第 4号議案  宜野湾市一般介護予防事業「はつらつクラブ」への理学療法士派遣について 

提出日：平成 27年 5月 11日 提出者：城間定治 

担当局：事務局 担当部：  

議案主題  宜野湾市一般介護予防事業「はつらつクラブ」への理学療法士派遣について 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 28 年 3 月 30 日付宜健介第 811 号にて宜野湾市から一般介護予防事業「はつらつ

クラブ」への理学療法士派遣の依頼があった。当初、事業そのものの委託と思われた

が、事業への助言や利用者評価へ定期的な派遣のみということが確認され、ホームペ

ージで周知と募集を行ったところ 12 名の応募があり、派遣可能と思われる。 

 事業内容の確認と派遣について承認いただきたい。 



審議内容 

平成 28年度 宜野湾市 一般介護予防事業 「はつらつクラブ」 

1.事業の趣旨: すべての 65 歳以上の方を対象に住みなれた地域の中で地域住民の皆

様に高齢者の介護予防や生活支援の自主的な取り組みを推進し、多様な生活支援・介

護予防サービスが利用できるような地域づくりを市が支援することについて制度的な

位置づけの強化を図る 

2.実施場所及び日程:8自治会所 

 

期 間 :平成 28年 5月 9日～平成 29年 3月 17日 

【応募要件】 

①宜野湾市在勤の沖縄県理学療法士協会会員、②介護予防推進リーダー取得、③会費

未納のない方、④その他当協会が認めたもの 

 

応募者 12名 

※宜野湾市との調整役として在宅支援センターかいほうの新里由紀子会員へ依頼予

定。 

 

審議結果 

全会一致で承認 

担当局：社会職能局 担当部： 

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 

     監 事  千地岩 伸匡 

 


