
平成 29 年度 第 11 回 理事会議事録 

 

日  時：平成 30年 2月 14 日（水） 15：00～ 

場  所：沖縄県総合福祉センター 第 6会議室 

〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町 4丁目 373-1 

 

［出席者］ 

理 事：池城正浩、小嶺衛、玉城義彦、城間定治、立津統、神谷喜一、末吉恒一郎 

久高将臣、山城忍、川畑真紀、照屋一樹、村井直人 

監 事：宮城 尚 

欠 席：運天智子（理事）、金城良和（理事）、宮平宗勝（理事）、千知岩伸匡（監事） 

書 記：（事務）上間 

 

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          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 JPTAスポーツ理学療法に関する人材推薦について…【資料 1】 

 ・第 3号議案 協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」への派遣について…【資料 2】 

 ・第 4号議案 日本理学療法士協会代議員及び、補欠代議員選出について…【資料 3】 

 ［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 

・H30.1/10～H30.2/13までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H30.1/1～1/31までの会員異動詳細 …【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・事務員給与明細 …【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 



第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  30年 2月 14日 提出者：上間聖子 

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】【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

【入会申請者】計 1件  承認：1件、 否認：0件 

【会員動向】平成 30年 1月 31日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1,525名、施設所属会員数：1,368名、自宅会員数 157名 

会員所属施設数：263施設 

  

【期間会員動向】平成 30年 1月 1日～平成 30年 1月 31日 

※当会入力状況から検索 

異動：33名（県内：33名 転入：0名 転出：0名 再申請：0名 否認 0名） 

休会：59名※休会継続含む 退会：3名 

復会：1名 

 

審議内容 

① 入会の可否について 

城間事務局長）入会申請者の説明を行う 

村井理事）今回入会申請している方の入職状況等を説明する。（ちゅうざん病院所属の

為） 

審議結果 

② 入会の可否について 

全会一致で可決 

担当局：事務局長 担当部：総務部 

備 考  

 

第 2号議案  JPTAスポーツ理学療法に関する人材推薦について 

提出日：平成 30年 2月 6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 JPTAスポーツ理学療法に関する人材推薦 【資料 1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

JPTA より、「スポーツ理学療法に関する人材推薦に関するご依頼」の連絡がありまし

た。（別紙添付） 

社会職能局スポーツ事業部で検討し、人選いたしましたので、推薦者の可否について

審議を御願い致します。 

【依頼内容】 

〇ご推薦いただきたい人数 

スポーツ理学療法運営担当者 ： 各士会 1 人 

スポーツ理学療法推進協力者 ： 各士会 2～7 人 

【推薦者】 

・運営担当 牧門武善 

推薦理由：OPTAスポーツ事業部部長 事業企画及び運営管理を担っている 

・推進協力者 



①座波信司 

 AT資格あり。事業企画及び講習会等の講師、講師教育 1 を行っている。 

②新垣貴大 

 AT資格あり。公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツトレー

ナー資格を有する。 

③楠木力 

AT資格あり。 

④石川大輔 

 AT養成講習受講歴あり 

共通推薦理由：OPTAスポーツ事業部 副部長または部員 

国体等への帯同あり 

      一般及び理学療法士 講習会等の講師経験あり 

※追加候補 

 ⑤比嘉一薫 AT資格あり 

 ⑥前里知春 AT養成講習受講中。講習会等の講師経験あり 女性 

審議内容 

①JPTA「スポーツ理学療法に関する人材推薦に関するご依頼」にたいする推薦者の可否に

ついて 

山城理事）今回の推薦希望者について説明する。又、全 7 名の推薦希望者は、スポー

ツ事業部で活躍している会員である旨説明する。更に、今回追加候補として女性会員

も推薦したい。これは女性の実働部隊を育成したいからである。 

玉城副会長）今回は推薦のみで、登録は JPTAでするのか。 

山城理事）その通りである。 

小嶺副会長）ATを前面に出すのはいかがなものか。 

山城理事）スポーツ事業部の実績を勘案している。 

城間事務局長）折角なので、7名全てを推薦してはいかがか。 

村井理事）スポーツ事業部以外で選んでも良いのではないか。 

山城理事）士会事業に参加していない方は好ましくないのではないか。 

城間事務局長）公益性、公平性の観点から、公募することで門戸を広げる必要がある

とも考えるが。 

久高理事）1週間程度、公募をかけてはいかがか。 

村井理事）障害スポーツの分野で頑張っている会員を推薦してはいかがか。 

小嶺副会長）協会事業に対してあまり協力的ではない会員の場合は、推薦が難しいの

ではないか。 

山城理事）現時点で関りがあまりない会員に、こちらから積極的に関わっていく必要

性はないのではないか。 

村井理事）これを機会に、協会活動へも巻き込んでいってはいかがか。 

玉城副会長）条件を満たす方は少ないと考える。 

小嶺副会長）専門・認定資格保有者の中から選んではいかがか。 

村井理事）運動器の専門・認定資格者の名簿を提出する必要があるか。 

池城会長）今回の推薦の条件ではない為、資格者の提出は不要と考える。又、推薦の

締め切り日まで時間も無い状態だが、立候補を募って対応することで、会員の中でこ

の分野へ興味のある方の起用機会の公平性を確保したい。 



審議結果 

①JPTA「スポーツ理学療法に関する人材推薦に関するご依頼」にたいする推薦者の可否に

ついて 

スポーツ事業からの推薦希望者も含め、HPを通じて公募を行い、立候補者の中から適

した人材を推薦者として届ける。 

全会一致で可決 

担当局：社会職能局 担当部：スポーツ事業部 

備 考  

 

第 3号議案  協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」への派遣について 

提出日：平成 30年 2月 14日 提出者：城間定治 

担当局：事務局長 担当部：事務局総務部 

議案主題 
日本理学療法士協会主催の協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」への派遣

について【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

日本理学療法士協会主催の協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」が開催さ

れる。派遣する会員の人選と次年度以降のネットワーク会議開催にへの人材確保を目

的に追加参加についてご審議いただきたい。 

追加参加については研修対象者の②、③を同時に満たすことは難しく、今後のネット

ワーク構築に尽力できる人材育成の観点から 2名の人選をし、1名分を当協会負担と

する。（参加可能かどうか日本理学療法士協会へ確認中） 

 

研修趣旨 

平成 30年度は、平成 28年度、29年度のそれぞれ 6月に開催いたしました「中央研修

会」を、第 53回日本理学療法学術研修大会の場において開催いたします。そのため、

開催趣旨は前回と同様、中央研修会で得られた情報や構築されたネットワークを貴士

会に持ち帰って頂き、貴会員（協会指定管理者を取得された方もしくは取得予定の方）

に伝達講習をお願いいたします。当日の研修資料は各士会に共有致します。 

研修会日程：平成 30年 5月 25日 金曜日 9：30開始、17：30終了予定 

（第 53回日本理学療法学術研修大会 1日目） 

研修会場所：つくば国際会議場 中会議室 406（茨城県つくば市竹園 2丁目 20−3） 

研修対象者：以下のいずれの要件も満たす方 

①研修会開催当日までに、協会指定管理者（上級）を取得している 

②現在士会で管理者ネットワークを牽引している 

③過去の初級・職域別の中央研修会に参加したことのない方が望ましい 

参加人員 ：（原則）各士会 1名 

 

※追加参加についての費用（渡航費及び日当）は沖縄県理学療法士協会の負担とする。

（概算：渡航費 70,000円＋日当 3,000円＝73,000円） 

推薦者： 



審議内容 

1．派遣に関しての審議 

城間事務局長）協会指定管理者研修会「初級管理者中央研修会」について説明する。 

この研修会の内容は年々変化してきている。そのため、今回はブラッシュアップ的な

内容であると考える。 

2．追加参加に関する審議 

城間事務局長）研修の内容が、今後沖縄県理学療法士協会で行われる伝達講習の基礎

となる。その為、2名での参加を希望する。 

池城会長）追加での参加は可能であるのか。 

城間事務局長）現在確認中であるが、会場の大きさから考えて承認されると考える。 

1名分の参加費用を当協会で負担すれば問題無いと考える。 

3．人選に関する審議 

池城会長）事務局として派遣者案があるのか。 

城間事務局長）久高理事は協会指定管理者（教育）の上級を持っており、今後ネット

ワーク管理を担っていただきたいと考えており、推薦したい。費用負担は JPTAしたい。 

また、現在協会指定管理者の統括をしている私が今後職域別ネットワーク構築に向け

て当協会からの派遣者として参加したい。 

審議結果 

1．派遣に関しての審議 

全会一致で可決 

2．追加参加に関する審議 

全会一致で可決 

3．人選に関する審議 

全会一致で可決 

担当局：事務局 担当部： 

備考  

 

第 4号議案  日本理学療法士協会代議員及び、補欠代議員選出について 

提出日：平成 30年 2月 14日 提出者：池城正浩、城間定治、大城直人 

担当局： 事務局長 担当部：事務局 

議案主題 日本理学療法士協会代議員及び、補欠代議員選出について  【資料 3】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 29年度日本理学療法士協会代議員選挙において、2月 7日正午をもって代議員

選挙の立候補者数が確定致した。沖縄県理学療法士協会においては、立候補者数が

定数を満たさなかったため、実施要綱「３．立候補受付について（３） 受付数が定

数に満たない場合」に従い代議員及び、補欠代議員の選出依頼が届いている。不足

代議員 1 名、補欠代議員 2名の選出についてご審議いただきたい。 

 

沖縄県理学療法士協会 

代議員定数：6名 

立候補者数：5名    

小嶺 衛   ロクト整形外科クリニック 

池城 正浩  翔南病院 

立津 統   同仁病院 



末吉 恒一郎 大浜第二病院 

比嘉 俊文  Ｐｈｙｓｉｏ ｓａｌｏｎ Ｇ＇ｈａｎｄｓ 

不足代議員数：1名  

必要補欠代議員数：2名 

※立候補者に関する情報は、2月 14日（水）に協会ホームページへ掲載予定。士会

ホームページ等へ掲載されませんよう、情報の管理にはくれぐれもご注意ください。 

＜提出方法＞ 

「代議員推薦書」及び「補欠代議員推薦書」をダウンロードし、必要事項を記載の

上、メールにてご返信。 

＜代議員推薦届ダウンロードアドレス＞ 

http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/daigiin.xlsx 

  

＜補欠代議員推薦届ダウンロードアドレス＞ 

http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/hoketsudaigiin.xlsx 

 

＜提出期日＞2月 28日（水）正午 

審議内容 

1．不足代議員選出に関しての審議 

池城会長）今回立候補予定の方が手続き上のミスで立候補を受理されなかった経緯

がある。その為、改めて立候補者を決定したい。協会として、今後の運営などを考

えると城間事務局長を選出したいがいかがか。 

2．補欠代議員選出に関する審議 

池城会長）補欠代議員としては、立候補者が他にいないことから久高理事、神谷理

事を選出したい。 

審議結果 

1．不足代議員選出に関しての審議 

城間事務局長を全会一致で可決 

2．補欠代議員選出に関する審議 

久高理事、神谷理事を全会一致で可決 

担当局：事務局 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 

 

 

http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/hoketsudaigiin.xlsx

