
平成 30年度 第 4回 理事会議事録 

日  時：平成 30年 7月 11日（水） 19：00～ 

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、立津統、城間定治、運天智子、神谷喜一、金城良和、山城忍、南部路治、 

久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀、村井直人 

監 事：千知岩伸匡 

書 記： 神谷喜一 

 

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             13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 職務権限規程の変更について…【資料 1】 

 ・第 3号議案 九州ブロック会スポーツ大会派遣に関する件…【資料 2】 

 ・第 4号議案 Okinawa Brain Summit 第４弾 OBS セミナーへの名称後援について…【資料 3】 

 ・第 5号議案 沖縄県市町村支援アドバイザー事業に関する受託について 

 ・第 6号議案 沖縄県歯科ＳＵＮ会議 小委員会派遣者について 

 

［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 

・H30.6/1～6/30までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ﾌｧｲﾙ】  

・H30.6/1～6/30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 

   

 



 

第 1号議案           入会の承認に関する件 

提出日：平成  30年 7月 11日 提出者：福田千春 

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 13件  承認：12件、 否認：1件 

【会員動向】平成 30年 6月 30日現在 ※連絡不能者含む 

会員数：1,556名、施設所属会員数：1,398名、自宅会員数 158名 

会員所属施設数：268施設 

 

【期間会員動向】平成 30年 6月 1日～平成 30年 6月 30日 

※当会入力状況から検索 

異動：20名（県内：19名 転入：0名 転出：1名 再申請：0名 否認 0名） 

休会：11名※休会継続含む  

退会：2名  

復会：2名 

 

審議内容 

① 入会の可否について 

城間事務局長）12名の申請がありました。審議お願いします。 

 

特に異議なし 

 

審議結果 

・全会一致で承認された 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 2号議案  職務権限規程の変更について 

提出日：平成 30年 7月 11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 
職務権限規程の変更について【資料 1】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 30年度役員変更及び組織図変更に伴い職務権限規程の変更について提案する。 

審議内容 

別紙の職務権限規程案の内容確認。 

 

城間事務局長）職務権限規程案（資料１）確認の上、審議をお願いします。 

 

特に異議なし 



審議結果 

・全会一致で承認された 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 3号議案          九州ブロック会スポーツ大会派遣に関する件 

提出日：平成 30年 7月 11日 提出者：城間定治 

担当局：会長・事務局 担当部：総務部 

議案主題 
九州ブロック会スポーツ大会派遣に関する件【資料 2】 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 30年 11 月 18日に九州ブロックスポーツ大会が熊本県にて開催される。その大会

への派遣について審議いただきたい。 

この事業は定款第4条第7項その他この法人の目的を達成するために必要な事業に基づ

く。 

 

審議内容 

別紙の事業計画書参照。 

期間：平成 30年 11月 17日（土）～18日（日）  ※大会は 18日。 

 

○派遣についての検討 

 

○派遣要件についての検討 

 

○派遣人数についての検討 

 

○派遣予算についての検討 

 

城間事務局長）協会活動に参加約束ができる等、要件を提示していきたい。 

池城会長）前回のスポーツ大会に参加された会員が、その後の協会活動参加につながって

いない状況も鑑み、参加約束を提示したほうがよい。派遣人数に問題ないか。 

城間事務局長）事業計画に関して特に異論ないので、７月 12日に HPへ募集案内します。 

       募集期間は 2週間とします。 

 

審議結果 

・全会一致で承認された 

７月 12日に HPへ募集案内していく。募集期間は 2週間とする。 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 4号議案    Okinawa Brain Summit 第４弾 OBS セミナー への名称後援について 

提出日：平成 30年 7月 11日 提出者：福田千春 



担当局：  担当部：総務部 

議案主題 
 Okinawa Brain Summit 第４弾 OBS セミナー への名称後援について【資料 3】 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

 

沖縄中枢神経疾患リハビリテーション研究会Okinawa Brain Summitより「第４弾 OBS 

セミナー」への名称後援依頼がありました。（別紙参照） 

名称後援の可否についてご審議をお願い致します。 

 

審議内容 

沖縄中枢神経疾患リハビリテーション研究会 Okinawa Brain Summit「第４弾 OBS セミ

ナー」への名称後援について 

 

村井理事）参加費は 6千円となっています。 

本研究会事務局ならびに講師が協会会員なので問題ないのではないか。 

城間事務局長）事務局判断として、法人の目的に合致しているか、県内の開催か確認して 

       いる。規定がないので今後、明確にしていきたい。 

村井理事）日本理学療法士協会にポイント付与申請もしていきたいので、協会後援依頼を

提出した経緯がある。その他の団体も同様に要望があるので、今後、要件整備

をしていければありがたい。 

城間事務局長）他団体の組織運用が確認できるようにしていきたい。事務所判断できる 

規定を作成していく。 

末吉理事）日本理学療法士協会へのポイント付与申請は、開催 2ヶ月前までの受付なので、 

     今回は難しいかもしれない。 

村井理事）今後に活かせるようにしていく。 

 

審議結果 

・名称後援は全会一致で承認された 

・今後、後援に関する規定を設けていく。 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

第 5号議案  沖縄県市町村支援アドバイザー事業に関する受託について 

提出日：平成 30年 7月 11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 
沖縄県市町村支援アドバイザー事業に関する受託について 

 

議案内容 

及び 

提出理由 

平成 30年度地域包括ケア推進会議運営事業に基づく「沖縄県市町村支援アドバイザー事業」

の事業委託について打診があった。本事業は「地域包括ケアシステムの構築にかかる関係団

体や市町村代表者などを参集し、市町村の取り組みを支援するための会議体を設置し、その

適切かつ円滑な運営に向けた事業支援を図るもので、「市町村における地域包括ケアシステム

に関する取り組みにかかる PDCA」の実践的な支援として。別に定める市町村に対し、実践的

かつ専門的な助言を行う市町村支援アドバイザー派遣の業務支援である。 

 この事業を通して市町村の取り組みを把握し、発展的に取り組みに対する理学療法の提供



などが期待される。定款第 4 条第 5 項内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業に基づ

く。 

審議内容 

【委託元】 

沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 介護企画班 

【事業内容】 

○市町村アドバイザー派遣 

○市町村とのスケジュール調整業務（県担当者との連携） 

○市町村アドバイザーの業務執行支援及び経理業務 

【派遣予定市町村】 

○本島周辺離島 3か所、北部・中部・南部各 1か所、八重山地域 2ヵ所 

【市町村アドバイザー】 

5名を予定 

 

城間事務局長）平成 29年度に広く意見を聞く会議があった。 

       予算 5百万円にて今月、契約を希望されている。 

池城会長）市町村の地域包括ケア構築に関する取り組みや状況を把握し、当協会での支援 

体制に資する内容であり、その調査をもとに支援体制の整備と関係形成ができる 

と考える。 

城間事務局）主に事務所にて関わっていくが、各局からの意見ももらいたい。 

運天理事）委託期間はどの程度か。 

城間事務局長）年度単位の契約となる。 

運天理事）県への報告は必要か。 

城間事務局長）アドバイザーから報告していくことになる。 

 

審議結果 

・委託受け入れについて全会一致で承認された 

 

担当局： 担当部： 

備 考 
 

 

 

   第 6号議案        沖縄県歯科ＳＵＮ会議 小委員会派遣者について  

提出日：平成 30年 7月 10日 提出者：上間 聖子 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 沖縄県歯科ＳＵＮ会議 小委員会派遣者について 

議案内容 

及び 

提出理由 

例年開催の沖縄県歯科ＳＵＮ会議 小委員会への派遣者の承認をお願いしたい。 

 

審議内容 

・沖縄県歯科ＳＵＮ会議 小委員会派遣者の承認について 

 ※前年度派遣者の大城知佳会員からは、継続の意思確認はなされております。 

 

特に異議なし 



 

審議結果 

・大城知佳会員の継続派遣について全会一致で承認された 

 

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  千知岩 伸匡 

 

 

 


