平成 23 年度

第 4 回沖縄県作業療法士会理事会

議事録

１．開催場所：沖縄県総合福祉センター(沖縄県那覇市首里石嶺町 4-373-1)
２．開催日時：平成 23 年 7 月 19 日(火) 19 時 00 分～22 時 00 分
３．理事総数：８名
４．出席理事：比嘉靖、矢野俊恵、桑江良貴、石川丈、土田真也、上江洲聖、田村浩介、久貝明人
※比嘉孝子(財務部)、久田直希(広報部長)、喜田浩司(事業部長)、神山育子(事務局員)
原田伸吾(学会事務局)、吉岡美和(学会査読部)
欠席理事：波多野晶子
【審議事項】
１）矢野副会長
沖縄県作業療法学会実施要綱について：要項(案)を確認⇒継続審議。
２）事務局
(1)組織図(常設・特設委員会設置)について⇒九州ＯＴ士会長会議の掲載は行わない事で承認。
①常設(選挙管理委員会、倫理委員会)・特設委員会(法人移行準備委員会)を加え、組織図案を作成する。
(2)HP への議事録掲載の流れについて⇒承認
①事務局長から各理事・部長へ議事録をメール配信→
②各理事・部長から事務局長へ返信(訂正があれば再度各理事・部長へ訂正後配信)→
③HP 掲載用(個人情報削除等)の議事録を事務局長が作成し各理事・部長へ配信→
④各理事・部長から事務局長へ返信(訂正があれば再度各理事・部長へ訂正後配信)→
⑤事務局長から広報部へ掲載依頼
(3)口座引き落としについて(電話・ネット料金)：コンビニ等での支払いから口座引き落としに変更可能か？
⇒承認(口座引き落としへ変更：諸手続は財務部で対応)
(4)県士会メールアドレスについて：事務局長変更に伴いメールアドレスの変更について
⇒承認(oki_ot_jimkyoku@yahoo.co.jp から oki_ot_a_kugai@yahoo.co.jp へ変更)
(5)FAX 送信について：マンパワー、コスト等の面からなるべく FAX を利用させて頂きたい。
⇒承認(郵送が必要な物は今まで通り郵送)
(6)定款について：別資料参照 ⇒内容については継続審議
３）比嘉財務部長
(1)FAX 送信依頼から送信料支払いまでの手順について⇒広報部へ再確認し承認。
(2)財務理事の会計打ち合わせ参加の交通費について：
昨年度は財務打ち合わせに財務部長のみ参加していたが、今年度は財務理事も同席している。理事の交通費は
予算組みされていないが予備費から捻出してもいいか⇒予備費から捻出で承認。
４）石川理事
(1)九州士会長会合同研修会について
日 時：H24 年 1～2 月開催予定 ※県内の予定研修会(認定 OT 研修会、事例検討会、保険部研修会)等連絡済み
内 容：コーチング(講義&演習)
※各県士会で日程や内容について確認してほしいとのこと。特に内容については｢コーチング｣でいいか。
⇒内容は「コーチング」で承認。
(2)会議及び研修会派遣について⇒継続審議
県士会に会議や研修会派遣依頼があった際、旅費交通費が確保されている。派遣依頼に協力頂ける会員は、業
務やプライベート調整等負担が大きい。今後も派遣依頼するため、旅費交通費以外に日当などを確保できない
のか。もし、旅費交通費以外に支払われていれば、確認したい。
⇒旅費交通費以外に現地交通費として\3,000 支払われている。金額設定についての詳細は不明。
５）田村理事
(1)広報誌（7 月号）の確認⇒内容確認後承認。
(2)広報誌の名前の決定⇒募集中(継続審議)。
(3)広報誌の印刷部数の確認⇒700 部で承認。
(4)自宅会員への郵送について：現時点でいただいた名簿に自宅会員の住所がない⇒事務局から広報部へ情報伝達。
(5)ホームページについて：全体のレイアウトについて意見をいただきたい。⇒継続審議。
６）喜田事業部長
(1)メディアへの取材依頼について⇒特に制限を設けていない事を確認。
(2)会員向けの当日ボランティア募集(OT フェア)について⇒FAX で募集をかけていく。
(3)OT フェアで被災地へ応援メッセージ作品を作成・送ることと OT 協会への被災地支援報告について⇒継続審議。

【報告事項】
事務局
局長：久貝明人
１）新入会員オリエンテーションについて
平成 23 年 7 月 9 日(土) 沖縄県総合福祉センター(第 7 会議室)にて開催。参加者 33 名。
２）会員動向について
【入会】13 名 【異動】2 名 【退会】1 名 【改姓】6 名【住所変更】2 名
【入会：新人オリエンテーション】31 名
財務部
１）会費について：会費収入 78 件
２）入金迷子について：5 名
３）会計打ち合わせ 6 月 24 日(金)
４）財務打ち合わせ 6 月 22 日(火)

部長：比嘉孝子
588,000 円(今年度納入率 24％、前年度 33％)

学術部
部長：石川丈
１）研究会支援(FAX 送信について)
7 月初旬に「地域連携リハビリテーション研修会」
「作業活動研究会」の研究会案内済み。
※「作業科学研究会」は FAX 送信応募期間外で広報依頼があったため、研究会負担で FAX 送信となった。
２）「訪問リハビリテーション・地域リーダー育成研修会」参加報告
日 程：平成 23 年 7 月 14～15 日(2 日間)
内 容：①訪問リハビリテーションに関わる情報の共有
②昨年実施された実務者研修会の成果報告と課題の検討
・安定して継続的に運営していくためのシステム作り
・効果的に実務者を育成するカリキュラムの再考
参加者：神山育子( 宜野湾記念病院 )
教育部
１）現職者共通研修：7 月 24 日（日）
開催準備中 例年に比べ申し込み状況低調？→日曜勤務会員の増加による影響か？
２）事例検討会①：10 月 2 日（日） 現在発表者募集中
３）現職者選択研修（精神障害）：12 月 4 日(日)開催予定。講師調整中
事業部
１）OT フェアの日時・テーマ・内容について
２）ポスター作製と各施設・高校への案内送付について

部長：土田真也

部長：喜田浩司

福利部
部長：桑江良貴
１）7/9(土)新入会員歓迎会について（理事会にて報告書配布予定）
・沖縄県総合福祉センター西棟第 7 会議室 20：20～21：00
・参加者：45 名（うち親入会員 33 名）
・内 容：①写真での県士会活動・研究会・各学会紹介 ②2011 県士会年間スケジュール紹介・資料配布
③新入会員自己紹介 ④比嘉会長あいさつ
・費 用：予算 36,000 円
福利厚生費（食事・飲料代） 28,689 円
消耗品費（紙コップ等）
1,482 円
合計 30,171 円
２）8 月バーべ Q 懇親会
・名称
：2011 OT SummerVacation in 名護 21 世紀ビーチ
・実施予定日
：平成 23 年 8 月 7 日（日）13：00～15：00
・場 所
：名護市 21 世紀の森ビーチキャンプ場
・参加者設定数：30 名（家族参加 OK）
・内容
：①バーべ Q ②ゲーム大会 ③県士会の今後予定 ④各施設の OT 数把握調査（アン
ケート実施）⑤その他
・参加費
：お一人様 500 円
・予算
：23,000 円
①お肉代 18000 円（1200 円×15 名分） ②飲料代 3,000 円
③消耗品 2,000 円 ④場所代 3,000 円

渉外部
１）都道府県連絡協議会（6/23）被災地からの報告あり。
２）九州ＯＴ士会長会議 (7/10)福岡開催。
①災害マニュアル：各士会での作成が必要。
②広報部臨時会議：８～９月で企画中(比嘉会長と広報部理事参加調整へ)。
③リーダー研修：鹿児島で企画中。

部長：矢野俊恵

OT 学会
理事：矢野俊恵 学会事務局：原田伸吾 学会査読部：吉岡美和
【審議事項】
①非会員の参加について：継続審議
②学会予算について：次回
③抄録ダウンロードの件について：予算案をみて→次回
④査読の規定について：変更してもいいか？今回は変更なし。何かあれば意見を。
⑤学会運営と理事会の位置づけについて：枠組みや境界を明文化してもらったほうが動きやすい。
実施要綱作成は今後の課題。
【報告事項】
①特別講演について：山田孝氏(首都大)で決定。
②演題について（複数演題出された方への対応）
：通常の扱い。
③浦添市後援：後援してもらう方向性。

