平成 23 年度

第 6 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 9 月 20 日(火) 19 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、上江洲聖、田村浩介、波多野晶子、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)
欠席理事：土田真也
【審議事項】
1)比嘉会長
(1)協会代議員選挙管理委員の選出について
⇒沖縄リハビリテーション福祉学院教務より２名(嘉数氏・山城氏)を選出し承認。
(2)こころの芸術・文化フェスティバル運営委員参加について
⇒比嘉会長が参加
(3)精神障害者九州ソフトバレーボール大会の開催について
⇒H24 年 4or5 月に沖縄で開催予定。主催は沖縄福祉連合会。運営のバックアップをしていく事を承認。
2)矢野副会長
(1)非会員の士会活動について
広報程度なら、会員外からも受け付けるのか。実務なら、会員のみとするか。
⇒非会員に関しては企画に賛同し参加していくのは良いのではないかと思われる。
また、会員になることを促していく必要性がある。
3)桑江副会長
(1)県学会での託児所設置について
⇒福利部の 11 月予算に託児所設置を設けてある。学会運営部と協力して進めていく。
4)事務局
(1) 理事会への事務局員参加について
⇒記録係として神山育子(宜野湾院病院)が参加していく。
5)財務部
(1) 学会での入会及び会費納入手続きについて
⇒当日、入会手続きを行なわない。事前に入会して頂くよう広報を行い納入促進をしていく。
広報として、県士会 HP、FAX 通信、県学会 HP、10 月広報誌を活用していく。
また、財務では未納入の方に対して、個人への連絡を考慮中(個人宛だと 300 件を超える)。
6) 石川理事
(1)SIG 登録後の研究会との関わりについて⇒継続審議
≪研究会の意見≫
会員・非会員に関わらず、興味や関心を持った医療関係者(多職種)で幅広く活動していきたい。
研究会開催する際に企画や運営等、活動に制限がかかるのであれば、独自運営していくことも考えている。
⇒県士会としても研究会の目的や規定等が不透明な中で、研究会に活動してもらっている。研究会の目的や
規定を整備するためにも、研究会側と意見交換を進めていく。
【課題】
・研究会の目的を確認する。
・研究会規定を整備する。

【報告事項】
比嘉会長
1)法人移行説明会の状況
⇒説明会参加に関しては 80 名の参加が予定されている。説明会終了後、参加人数の報告を行っていく。
⇒参加者からの質問や意見として、
「今後の公益法人移行への可能性」について挙がった。公益法人への移行に関し
ては、移行への意義が高まれば前向きに考えて行きたいと説明を行っている。
※離島での説明会の際「離島でも勉強会などで県士会にバックアップして頂きたい」との要望があった。
事務局
1)会員動向について
【入会】7 名 【異動】3 名

局長：久貝明人
【改姓】1 名

2)受理文書
7 月：都道府県士会ニュース(広島、山口、岡山、新潟、京都、島根、三重)、
役員改選のお知らせ(島根、広島、熊本、滋賀)、他団体ニュース(沖縄県薬剤師会)、
会員の除名処分について(OT 協会)、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集に関して(OT 協会)、福祉用具展示会の案内(沖縄県社協)、
「認知症高齢者の日常生活自立度」調査結果について(沖縄県福祉保健部)、収支予算の差し替えと広告掲載
依頼(日本自殺予防学会)、理学療法月間開催のお知らせ(沖縄県ＰＴ士会)、日本ハンドセラピィ学会開催の
お知らせ(日本ハンドセラピィ学会)
８月：都道府県士会ニュース(京都、東京、香川、神奈川、石川、宮城、兵庫、滋賀、群馬、山口、熊本、愛知、奈
良、大分、高知)、役員改選のお知らせ(長崎)、他団体ニュース(脊損連合会、沖福連)、沖縄県総合福祉セ
ンター施設利用仮予約に関する年間行事予定表受付について(沖縄県総合福祉センター)、作業療法マニュア
ルの普及のお願い(日本ＯＴ協会)、沖縄県医療保健連合(なごみ会)幹事会資料送付について(沖縄県医師会)、
生涯教育制度推進担当者の推薦について(日本ＯＴ協会)、無料個別相談会のお知らせ(新日本有限責任監査法
人)、沖縄県総合福祉センター施設利用仮予約に関する年間行事予定表の提出について(沖縄県総合福祉セン
ター)、厚生分野に係る平成 23 年度春の叙勲並びに褒章候補者の推薦等について(沖縄県福祉保健部)、
「第 40
回医療功労賞」の推薦依頼について(沖縄県福祉保健部)、代議員選挙運営委員の推薦について(日本ＯＴ協会)、
おきなわ子ども支援ガイドブック(おきなわ子ども支援ガイドブック編集委員会)、お礼(平成 23 年度福祉用
具展示会) (沖縄県社会福祉協議会)、JKA の平成 24 年度機械工業振興補助事業及び公益事業振興補助事業関
する公示について(沖縄県共同募金会)、沖縄県総合福祉センター小規模団体室入居団体連絡会の開催につい
て(沖縄県社会福祉協議会)
９月：都道府県士会ニュース(広島、長野、北海道、大阪、山口)、役員改選のお知らせ(茨城)、他団体ニュース(沖
縄県ＰＴ士会、沖福連)、一般社団法人移行ご挨拶(沖縄県 ST 士会、沖縄県精神保健福祉士会)、事務局移転
のご案内(高知県士会)、
「言語くん自立編Ⅱ」新発売と無料お試し受付のお知らせ(シマダ製作所)、DVD カタ
ログ(映像教材) (アローウィン)、総合福祉センター自衛消防計画関係届の提出について(沖縄県社協)、学術
研修会について(香川県士会)、
「介護の日」記念認知症特別講演会の後援方について(沖縄県社協)、訪問リハ
ビリテーション実務者研修会開催のお願い(日本ＯＴ協会)、口座振替申込書の手続きについて(NTT 西日本)、
自衛消防隊組織図配布について(沖縄県社協)、
「福祉情報おきなわ」の送付について(沖縄県社協)、精神障が
い者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑの開催について(県立総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ)、共同募金運動への協力について(沖縄県
共同募金会)、作業療法功労者の協会表彰の推薦について(日本ＯＴ協会)、NTT 西日本料金口座振替開始(変更)
のお知らせ(NTT 西日本)、コンピュータ沖縄 IT フェア 2011 御案内(コンピュータ沖縄)、県民健康フェア開催
に係る実行委員会の委員推薦並びに開催について(沖縄県医師会)、沖縄県医事功労者知事表彰の推薦につい
て(沖縄県福祉保健部)
3)沖縄県総合福祉センター小規模団体室入居団体連絡会
平成 23 年 9 月 7 日(水)14：00～16：00 西棟 D コア２階ボランティア室にて開催。
・入居団体の活動内容確認や顔合わせ等の目的で開催(1 回/年の予定だったが平成 21・22 年は未開催)。
・自衛消防隊員として久貝を届出。
・小規模団体室の利用について：
利用時のホワイトボード記入は 2 か月前から(1 ヶ月間ずっと同じ曜日を利用する等は避けて欲しい)。
ホワイトボードには人数以外に目的(会議・作業 等)も記入(マーカー等消耗品は各団体で負担)。
利用申請の許可が出ている場合は入居団体以外でも優先される。
多数(20 名以上)で利用する場合は駐車場利用に影響する場合があるので管理室に連絡。
机の配置は 2 列×3(間にパーテーションを置く)
連絡先や定例の会議等の一覧表を作成予定。

財務部
1)会費について
(1)会費収入 23 件 168,000 円（今年度納入率 42％、昨年度納入率（57％）
(2)利子 230 円
2)入金迷子について：7/12 7,000 円、 7/21 7,000 円
3)会計打ち合わせ：8 月 22 日(月)
4)財務打ち合わせ：8 月 29 日(月)

部長：比嘉孝子

学術部
部長：石川丈
1)研究会案内 FAX について
9 月 1 週目に作業科学研究会、精神科作業療法研究会、第 47 回全国研修会 in 沖縄の研究会及び研修会案内 FAX
送信・ホームページ掲載実施した。
2)学術誌『沖縄県作業療法研究～第 5 号～』について
作成部数：750 冊 見積り：￥140,000 前後
教育部
1)事例検討会①：１０月２日開催予定 ６事例
沖縄リハビリテーション福祉学院（会場借用申請書式／会場使用料）
2)OT 協会「生涯教育制度推進委員」会議 １２月３日 東京
出席予定
※協会組織改変による名称の変更
(旧)生涯教育部 生涯教育制度推進委員会 生涯教育制度推進委員
(新)教育部 生涯教育委員会 生涯教育制度推進班 推進担当者
※生涯教育制度推進班九州ブロック長について
3)現職者選択研修（精神障害）：１２月４日開催予定(場所は未定)
4)OT 協会 認定作業療法士取得研修 共通 「研究法」 １月７日・８日
5)事例検討会②：１月２２日開催予定

部長：土田真也

事業部
1)OT フェアの報告及びボランティア(非会員)の扱いについて
2)地域連携リハ研究会として訪問リハ実務者研修会について

部長：喜田浩司

広報部
部長：久田直希
1) 広報誌 10 月号について：記事の確認と原稿作成依頼
⇒他府県から広報誌が送られてきている。今回の広報誌が出来上がったら他府県に向けて送る予定。
福利部
部長：桑江良貴
1)ＢＢＱ親睦会について
平成 23 年 9 月 4 日(日)午前 11 時～午後３時 名護市 21 世紀の森ビーチ
参加人数：11 名
実施内容：交流（ゆんたく／情報交換） アンケート
予算：23,000 円
支出：22,913 円{BBQ 代 14,000 円(ガス代含む)、飲物代 6,823 円、場所代 2,090 円 }
参加者感想：・おいしく楽しく皆様と交流できてすてきな時間を過ごせました。
・ いろんな方と話ができてよかったです。定期的に開催して欲しいです。
・ 今まで外部の方たちと接触する機会が殆ど無かったので今日は、色々と話せて良かったです。
・ 時期的にもよく、楽しかった。中部でも楽しみにしています。
・ 是非、継続して欲しいです。ＯＴは横のつながりが大切です。宜しくお願いします。
・ 色々な情報交換ができ、楽しかったです。 ・ 北部だったらまた来たいです。
・ いつもはなかなかこれない場所なので気分転換できました。また同じ沖縄でも北部の方と交流は少
ないので色々お話聞けてよかったです。ありがとうございました。
・ おいしいお肉とおにぎりを食べながら遠出できて良かったです。他の地域でも開催できたらよい。
情報交換にとても良かったです。
渉外部
1)県民健康フェアの会議あり。実務になれば事業部へ移行していく

部長：矢野俊恵

OT 学会
【審議事項】
1)抄録集について⇒作成方法について確認していく。

理事：矢野俊恵

