
第 3 号議案 平成 31 年度（令和元年度）事業計画に関する件 

第 4 号議案 平成 31 年度（令和元年度）収支予算に関する件 

 
[提案理由] 

定款第 40 条により平成 31 年度（令和元年度）事業計画及び収支予算を報告し、承認を求める。 

 

 総括計画 
  平成 31 年度（令和元年度）沖縄県理学療法士協会重要施策 

 1. 倫理意識の向上と規範の遵守 

  2. 生涯学習システム改定に伴う体制整備 

   3. 養成校施設指定規則および指導ガイドライン等改善に伴う体制整備 

   4. 組織運営体制強化および支部活動の推進 

  5. 減災プロジェクト委員会活動促進 

  6. 平成 31 年度高校総体(南部九州開催) 

  7. 平成 31 年度沖縄県市町村総合支援等に関する事業の受託 

   8. 地域共生社会（地域包括ケアシステム構築）に向けた人財養成 

  9. 各種団体との連携強化 

 

 平成から令和元年を迎える年度になりました。先ずは、第 20 回沖縄県理学療法学術大会ならび記念式典を

成功に導き会員の皆様とこれまでの歴史を振り返る時間を過ごしつつ、今後の展開を模索したいと考えます。今

年度事業としては、約 20年振りの生涯学習システムの改定に合わせ、養成校施設指定規則及び指導ガイドライ

ン等改善に伴う体制作りを進めていく必要があります。実習生を受け入れている各施設においては、不安や混

乱もあると思いますが、日本理学療法士協会主導の元に各養成校と協働し、課題解決に向けた対応を円滑に

進めていきたいと思います。組織運営体制については、支部へ担当理事を配置し、支部組織体制の充実を図り

つつ、更なる活動の支援を行っていきたいと思います。7 月 24 日～8 月 20日の期間、南部九州総体 2019が本

県で開催され陸上競技・水球・サッカー・相撲・自転車競技・ウエイトリフティング・空手道・なぎなたの8競技が県

内各地で展開されます。スポーツ事業部を中心に有意義な大会サポートが出来るように事前準備を進めている

ところです。また、前年度に引き続き減災プロジェクト活動の推進と沖縄県市町村総合支援等事業に関する事

業受託を円滑に進めていき、社会の期待に応えられる職能団体として、事業展開を推し進めていきたいと思い

ます。 

 本年度も重ねて、会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

【公益目的事業】 

1．理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与するための事業  

 1）各種知識・技術の啓発支援事業 

  ・理学療法講演会（一般向け）開催に関する事業  ・訪問リハビリテーションに関する事業 

  ・通所リハビリテーションに関する事業 

  ・地域包括ケアシステム（県・市町村介護予防支援）に関する事業 

  ・講師・委員派遣に関する事業    ・地域支援事業 

  ・健康まつり等への参加に関する事業   ・スポーツ支援に関する事業 

 2）理学療法の普及事業 

  ・理学療法月間に関する事業 

 

2．理学療法士の職業倫理の高揚を図り、学術及び技術の向上に関する事業  

 1）理学療法士の職業倫理高揚事業 

  ・理学療法士新卒者等説明案内会（新人・異動会員オリエンテーション） 

 2）理学療法士の学術技能向上事業 

  ・沖縄理学療法講習会   ・新人教育プログラム研修会 

  ・スポーツ支援に関する講習会・勉強会 ・専門認定理学療法士促進に関する事業 

  ・生涯学習システムに関する事業 

 3）学術・研究普及事業 

  ・沖縄県理学療法士学術誌の編集・発行  ・研究及び論文執筆支援システムに関する事業 



 4）学術大会事業 

  ・第 20 回沖縄県理学療法学術大会準備委員会（学術大会は平成 31 年 5 月開催予定。） 

 5）理学療法科学の発展に寄与する助成事業 

  ・研究及び論文執筆支援システムに関する事業 

 

3．理学療法士の教育機関に協力し理学療法の資質の向上に寄与する事業  

 1）教育に資する事業  ・臨床実習教育指導者研修に関する事業 

 

4．理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究に寄与する事業 

 1）調査事業  ・理学療法士の動向調査に関する事業 

 2）情報収集および広報事業 

 ・広報誌の発行  ・ホームページ管理運営  ・FAX 通信の発行 

 

5．内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業 

 1）国際協力事業  ・国際支援に関する活動 

 2）国際調査・情報収集事業 

  ・国際情報収集に関する活動  ・沖縄県リハビリテーション専門職協会に関する活動 

 3) 介護予防市町村支援事業 

   ・沖縄県地域ケアマネジメント基盤強化促進事業 ・沖縄県多職種連携ケアマネジメント基盤強化促進事業 

 

6．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 

  1）理学療法士の社会的地位の向上に資する事業 

  ・本会事業説明会に関する事業 ・理学療法管理者研修会に関する事業 

  ・各支部ネットワーク会議に関する事業 

 

 

【その他法人管理事業】 

7．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

  ・定時総会 

  ・各種委員会 

   倫理委員会 選挙管理委員会 表彰審査委員会 政策活動委員会 減災プロジェクト委員会 

  ・関連団体との会議参加 日本理学療法士協会・九州ブロック会 

  ・県内外各団体との協議および会議の参加 各都道府県連盟等情報収集、会議参加 

  ・新人・異動会員歓迎会の開催 

  ・会員ニュースの発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 31 年度（令和元年度）年次計画書 
 

研修会・講習会等 法人事業 

4 月 

新人異動会員オリエンテーション・倫理研修会 

スポーツ事業部講習会① 

（八重山地区高校野球医療サポート事前講習会） 

ネットワーク会議（各支部） 

八重山地区高校野球 交流試合医療サポート 

県高等学校野球 春季大会医療サポート 

4/ ～8/20 南部九州インターハイ 医療サポート 

5 月 

地域ケアマネジメント基盤強化促進事業研修 

第 20 回沖縄県理学療法学術大会 

スポーツ事業部講習会（八重山支部） 

ネットワーク会議（各支部） 

支部長会議 

定時総会 

北部支部新人・異動会員歓迎会 

八重山地区高校野球 夏季大会医療サポート 

県高等学校野球 招待野球医療サポート 

6 月 

第 1 回新人教育プログラム研修会〈中南部支部〉 

スポーツ事業部講習会② 

（県高校野球 選手権大会医療サポート事前講習会） 

局運営会議 

県高等学校野球 選手権大会医療サポート 

宮古支部新人・異動会員歓迎会 

南部支部新人・異動会員歓迎会 

中部支部新人・異動会員歓迎会 

八重山支部新人・異動会員歓迎会 

7 月 

地域ケアマネジメント基盤強化促進事業研修 

第 1 回理学療法講習会〈運動器系〉 

第 2 回新人教育プログラム研修会〈北部支部〉 

居宅支援事業部 訪問リハビリ勉強会 

理学療法フェア in 宮古 

理学療法フェア in 北部支部 

八重山地区高校野球 新人大会医療サポート 

介護予防事健康増進キャンペーン（7 月 14 日） 

理学療法フェア 

8 月 

多職種連携ケアマネジメント基盤強化促進事業研修 

第 2 回理学療法講習会〈摂食嚥下〉 

第 3 回新人教育プログラム研修会〈宮古支部〉 

第 4 回新人教育プログラム研修会〈八重山支部〉 

居宅支援事業部 通所事業部勉強会 

スポーツ事業部講習会③ 

（県高校野球 秋季大会医療サポート 事前講習会） 

八重山地区高校野球 秋季大会医療サポート 

沖縄・石川交流試合医療サポート 

県民健康フェア（8 月 25 日） 

9 月 

第 3 回理学療法講習会〈中部支部〉 

第 4 回理学療法講習会〈宮古支部〉 

研究論文執筆支援研修会 

県高等学校野球 秋季大会医療サポート 

10 月 

第 5 回理学療法講習会〈北部支部〉 

第 6 回理学療法講習会〈八重山支部〉 

生涯学習システム研修会 

九州理学療法士学術大会 2019in 鹿児島 黎明大会 

八重山地区高校野球 1 年生大会医療サポート 

11 月 

地域ケアマネジメント基盤強化促進事業研修 

第 7 回理学療法講習会〈南部支部〉 

第 1 回臨床実習指導者研修会 

スポーツ事業部講習会④ (県外講師等講習会) 

ネットワーク会議（各支部） 

支部長会議 

12 月 

第 8 回理学療法講習会〈神経系〉 

居宅支援事業部 通所事業部勉強会 

局運営会議 

石垣市健康福祉まつり（理学療法フェア） 

1 月 

多職種連携ケアマネジメント基盤強化促進事業研修 八重山地区高等学校野球 競技大会医療サポート 

2 月 

第 2 回臨床実習指導者研修会 

訪問リハビリテーション実務者研修会 

予算編成委員会 

3 月 

 八重山地区高校野球 春季大会医療サポート 

県高等学校野球 宮崎・沖縄強化試合医療サポート 

八重山地区高等学校野球 春季大会医療サポート 

県高等学校野球 春季大会医療サポート 

※毎月定例理事会 

※日程及び場所については変更もありますので、ホームページ・研修案内等を通じて確認してください。 




