
平成 29 年度第 6回 理事会議事案 

日 時：平成 29年 9月 13日（水） 16：00～ 

場 所：翔南病院 1 階 多目的ホール（職員食堂） 

〒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、玉城義彦、城間定治、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、村井直人 

監 事：千知岩伸匡 

委員会・部：兼島広樹 

書 記：西平絢賀 

 

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 入会の承認に関する件 …【資料ﾌｧｲﾙ１】 

・第 2号議案 臨時総会の開催について…【資料１】 

・第 3号議案 新人教育プログラム C-6（症例発表）読替承認関連学会について  

 

［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 

・H29.8/9～9/12までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H29.8/1～8/31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 

  ・第 18回沖縄県理学療法学術大会 委員会 …【資料】 

 

 



第 1号議案  入会の承認に関する件 

提出日：平成  29年 9月 13日 提出者：上間 

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 2件  承認：件、 否認：件 

【会員動向】平成 29年 8月 31日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1,529名、施設所属会員数：1,369名、自宅会員数 160名 

会員所属施設数：264施設 

  

【期間会員動向】平成 29年 7月 1日～平成 29年 8月 31日 

※当会入力状況から検索 

異動：31名（県内：23名 転入：4名 転出：4名 再申請：1名 否認 0名） 

休会：1名※休会継続含む   退会： 1名（未納者は含めず） 

復会：0名 

 

 

審議内容 

① 入会の可否について 

② 未納退会異動承認の可否について 

 

 

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  臨時総会の開催について 

提出日：平成 29年 9月 13日 提出者：池城正浩・城間定治 

担当局： 会長・事務局長 担当部：事務局・事務局総務部 

議案主題 

臨時総会開催について、会費前納制導入に伴い、定款第 11条の会員の資格喪失を変

更提案したい。次年度からの実施を予定しているため、年度内の臨時総会の招集を

行いたい。 

臨時総会招集にあたって、定款第 16条第 2項を該当し、理事会にて検討して頂きた

い。【資料１】 

（総会の開催） 

第 16条 定時総会は、毎事業年度終了後 3ヶ月以内に 1回開催する。 

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。 

(2) 総正会員の 5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があ

ったとき。 



議案内容 

及び 

提出理由 

会費の前納制導入に伴って定款第 11条の会員の資格喪失の「（4）第 8条の支払い義

務を 2年以上履行しなかったとき」を「（4）第 8条の支払い義務を履行しなかった

とき」に変更し、「2年以上」を削除する予定です。 

前納制のため当年度の前の 3月に支払わないと 4月からは会員ではないので、次年

度から導入の前納制に合わせた変更を予定。 

また、定款細則について、平成 29年 1月第 9回定例理事会で承認事項であった定款

細則変更について、（細則の改廃に関する項）第 25条において総会での承認が必要

でるが、定時総会での承認が得られていないため、臨時総会での承認としたい。 

平成 28年 11月 18日付「公益法人立入検査結果通知書」（医保第 1800-2号）に基づ

き、立入検査における是正改善指導されたことによる変更。 

【新定款細則 案 】 

（会員に関する項） 

第 3条 この法人の定款第 6条第 1項 1号に規定する正会員は、公益社団法人日本

理学療法士協会に所属するものとする。 

2 入会・退会及び異動の手続きは、この法人所定の用紙あるいは電子申請をもって

すべて理事会に提出するものとする。 

3 正会員は，特別の事情がある場合、この法人所定の様式に基づく届出あるいは電

子申請により、１年を単位として休会することができる。休会中の会員からは会費

は徴収しない。休会中は，この法人からの連絡は行わない。 

4 休会の事由が解消した場合は、すみやかに復会しなければならない。 

5 一定の要件を満たす正会員の会費等の減免措置については、別に定める。 

審議内容 

１．臨時総会の開催について 

事務局案：11月 18日  場所：県総合福祉センター 

 

２．議案内容 

○定款変更：第 11条 会員資格喪失 ○定款細則の変更：第 3条 会員に関する項 

 

３。臨時理事会の決議 

（総会の決議） 

第 21条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席

した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって，正会員の議

決権の 3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 

(3) 定款の変更 

 

４．議長及び議事録署名人 

 

城間 : 理事の人数に関して、増員するかの組織運営人数を検討したい 

村井 : 他県の動向はどうか? 

城間 : 福岡等では代議員制となっている 

池城 : 現状の理事数で各部会の組織力を強化していくことも OPTAの課題である 

※臨時総会での提案も検討し、各自持ち帰って検討していくこととした 

 

審議結果 

全会一致で承認 

担当局：会長・事務局長 担当部：事務局総務部 

備考 
 

 

 

 



第 3号議案  新人教育プログラム C-6（症例発表）読替承認関連学会について 

提出日：平成 29年 9月 13日 提出者：末吉恒一郎 川畑真紀 金城良和  

宮平宗勝 村井直人 

担当局： 教育学術局 担当部：学術研修支援部 

議案主題 新人教育プログラム C-6（症例発表）読替承認関連学会について 

議案内容 

及び 

提出理由 

現在の新プロC-6（症例発表）に関する読替え承認の権限につきましては、OPTA

にあります。しかし、現在のところ読替え対象となる関連学会の整備が図れてい

ない現状があります。そこで、下記に示す関連学会を新プロC-6読替え対象学会と

して認めて頂きたく稟議させて頂きました。ご審議お願い致します。 

尚、ご承認頂いた後は、HPへ掲載し、会員へ周知を図っていく予定です。 

 

（関連学会） 

日本作業療法学会，日本言語聴覚学会，日本コミュニケーション障害学会学術講

演会，日本リハビリテーション医学会学術集会，日本職業リハビリテーション学

会，日本摂食・嚥下リハビリテーション学会，リハビリテーション・ケア合同研

究大会，日本リハ ビリテーション看護学会学術大会，日本義肢装具学会学術大会，

日本音声言語医学会学術講演会，日本運動器リハビリテーション学会，その他日

本学術会議協力学術研究団体に登録している団体＊1 

＊1 日本学術会議協力学術研究団体については，日本学術会議ホーム ページ 

   ( http://www.scj.go.jp/ )参照のこと 

 

（関連学会の根拠） 

専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイン

ト基準（2017年4月改訂）においての大項目1.学会参加の7）学際領域の学会・学

術集会（以下、関連学会）の中に含まれている。 また大項目4.学会発表等の6）

関連学会での一般発表の筆頭演者にもポイントが付与されているため。 

審議内容 

新人教育プログラム C-6（症例発表）読替え承認関連学会についての可否 

 

玉城 : 前回の装具学会に加えての提案? 

末吉 : 日本学術会議協力学術研究団体に登録されている団体でほぼ網羅できる 

ため追加を認めて欲しい 

 

審議結果 

全会一致で承認 

 

 

担当局：教育学術局 担当部：教育研修支援部 

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 

 

 

 


