平成 24 年度

第 10 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 25 年 1 月 15 日(火) 19 時 00 分～
３．理事総数：6 名
４．出席理事：比嘉靖、桑江良貴、土田真也、田村浩介、石川丈、久貝明人
※山城峻(財務部長)、久田直希(広報部長)
【審議事項】
1)比嘉会長
１.予算総会について 【承認(日程・会場について) 】
平成 25 年 3 月 23 日(土) 19：00～ 沖縄県総合福祉センター
２.理事選挙について 【法人移行申請の準備と並行して進めていく事で承認】
法人移行が今年度で可能であれば、臨時総会で新理事の承認を得ているので選挙の必要がない。
現状では、申請可能か県(医務課)から返事がなく今年度で移行できるか判断し難い状態。
返事をもらえる時期も示されていない為、法人移行申請の準備と並行して選挙の準備も進めていく。
３.沖縄県理学療法士協会の研修会参加について 【会長・事務局長・財務部長が参加する方向で承認】
平成 25 年 2 月 2 日(土) 15：00～17：30 参加可能なら他理事・部長も出席。
2）久貝理事(事務局)
１．会員の動向について 【承認】
【入会：１名】
２．事務局の電話とインターネットの契約内容変更について 【承認】
→現状よりも安いプランがあれば早急に変更。
３．小規模団体等活動支援・連携事業実施要項詳細(案)について
⇒【基本的に賛同する方向で承認(具体的な関わり方等は、申請が受理されてから再度検討) 】
1/4(金)の小規模団体室の新春懇談会に出席した際、
「チーム沖縄」さんより、
『小規模団体等活動支援・連携事業実
施要項』について提案がありました。
１）目的
県総合福祉センターには、NPO 法人及び未法人を含めた当事者団体が活動しています。その種類は、児童福祉・障害
者福祉の分野を網羅した幅広い範囲で地域福祉を支えています。しかし、その多くの団体が会員からの会費を主な財
源とし活動しており、脆弱な財政事情をやりくりしながら活動を継続しています。
そこで西棟２階に入居している小規模団体を中心に、ｾﾝﾀｰ内に事務所を設置する小さな団体の活動支援と新たな連
携を通した地域福祉の向上に向けた取り組みを実施いたしたく、
「沖縄県社会福祉協議会」へ助成金を申請したそうで
す。※申請受理が降りるのは、平成 25 年４月～５月くらいだとの事です。申請受理後、詳細な計画書について改めて
報告を予定しているようです。
２）事業内容
①各団体の活動発表会(月に１回～２回・全１５回)
②各団体の活動内容紹介パンフレットの作成
③小規模団体室内入居団体を中心とした連絡会の立ち上げ
④各団体との連携による新たな地域福祉活動の展開
３）主催：NPO 法人 チーム沖縄
４）参加対象：会員及び関係団体 その他一般市民(50 名程度) ※参加費無料
５）実施期間：平成２５年６月～平成２６年３月
６）収支予算内訳(案)
(1) 収 入
区 分
金 額
積 算 内 訳
の部
助成金
920,000 円 沖縄県社会福祉協議会
団体負担
230,000 円 団体負担金(10,000 円×15 団体)等
計
1,150,000 円
(2) 支 出
区 分
金 額
積 算 内 訳
の部
謝礼金
120,000 円 団体活動紹介講師謝礼(4000 円×2 時間 1 名)×15 団体
印刷製本費
750,000 円 団体活動紹介パンフレット 50,000 円(100 円×500 部×15 団体)
保険料
22,500 円 ボランティア保険 1,500 円(50 名×30 円×1 日)×15 回
消耗品費
54,000 円 事務消耗品費(横断幕の作成やコピー用紙、OA 消耗品等)
通信運搬費
38,500 円 電話・FAX・切手(80 円×100 枚)・はがき(50 円×15 団体×15 回)
弁当代
75,000 円 ボランティア・スタッフ弁当代(500 円×10 名×15 回)
使用料及び賃借料
90,000 円 会議室・クーラー使用料・マイク等備品(6,000 円×15 回)
計
1,150,000 円

3) 土田理事(教育部)
１．日本作業療法士協会 SIG 登録
「沖縄県臨床心理士会」を追加申請

【承認】

4）比嘉理事(渉外部)
認知症の人と家族の会 沖縄県支部準備会より「若年認知症の人本人と家族のつどい」開催における専門職サポータ
ー募集の案内あり。これに関連して本会会員の中野小織氏より要請が届いております。
①サポーター登録制のバックアップ(上記案内をホームページにて常時の案内)
【承認】
②県士会役員の直接的参加 【その都度連絡をもらい、必要性があれば協力していく方針】
5）田村理事(広報部)
１．広報誌 1 月号にアンケート結果を掲載したいと考えています。そのアンケート結果に対する県士会としての
回答を掲載したい。
⇒可能な範囲で回答。アンケートの意見を元に｢施設リレー｣等も検討(その他の内容も含め広報部会で検討)。
内容によっては２月下旬頃発送(時期が合えば総会案内、選挙等も掲載)
6) 石川理事(学術部)
１．学術誌発刊について 【承認】
H24 年 12 月末現在、応募者がない為、募集期限を 2 月末までに延長していきたい。
研究会へ連絡を取った結果、福祉用具支援技術研究会と臨床作業活動研究会が応募を検討していると回答あった。
２．九州士会長会主催合同研修会推薦者について 【承認】
推薦者を同行させず、石川理事が運営と受講を兼任(報告は広報誌にて行う)
【報告事項】
1）比嘉会長
リハ医学会・研修会、言語交流リハビリ等の進捗状況を報告。
2）事務局
局長：久貝明人
１．会員の動向について
【異動：３名】【異動で所属先不明者：7 名】
２．受理文書について
他都道府県士会ニュース・会報誌・学術誌(宮城・岡山・秋田・大分・広島・長野・兵庫・大阪・北海道)、他団体ニュ
ース(沖縄県精神障害者福祉連合会、沖縄県薬剤師会・沖縄精神障害者福祉会連合会・沖縄県理学療法士協会・沖縄県手
をつなぐ育成会)、沖縄県医師会(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、日本医師会テ
レビ健康講座ーふれあい健康ネットワークーと第４回沖縄県医師会健康フォーラム 腰痛についてのポスター送付につ
いて)、沖縄県福祉保健部医務課(厚生分野に係る平成 25 年秋の叙勲並びに褒章候補者の推薦等について)、沖縄県福祉
保健部薬務疾病対策課(平成 24 年度薬物乱用対策研修会の開催について)、沖縄県総合福祉センター(小規模団体新年会
の開催について)沖縄県福祉ネットワーク協会(作品展のお知らせ)、那覇地方法務局(特例民法法人の移行の登記申請に
関する説明会の開催について)、沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院(『第２回沖縄リハビリテーション栄養研究会』ご共催または
ご後援のお願い)、メディア・リサーチ・ｾﾝﾀｰ株式会社(「雑誌新聞総カタログ」2013 年度版発行確認事項(FAX))、
日本医療リンパドレナージ協会(2013 年度医療リンパドレナージセラピスト養成講習会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ送付の案内)、社会福祉
法人南高愛隣会 コロニー雲仙(司法と福祉の協働における「助言・立会人」及び「通訳人(仮称)研修会について(ご案
内)」、㈱ビジネスガイド社(Gift Show の招待状)、九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会実行委員会 (お
きなわこども支援ガイドブック 2012 年度版) 、株式会社アソウ・ヒューマニーセンター(「障がい者雇用支援事業」の
ご案内)、衆議院議員 比嘉奈津美後援会(衆議院議員 比嘉奈津美後援会「新春の集い」のご案内)
３．特例民法法人の移行の登記申請に関する説明会の開催について
対象法人：平成２５年４月１日付けで、一般社団法人・公益社団法人又は一般財団法人・公益財団法人への移行を
予定している特例民法法人
内容：移行登記の申請手続きに関する概要説明
開催日時：平成２５年１月３０日（水）第１回：午前１０時から１１時まで 第２回：午後２時から３時まで
開催場所：那覇市地方合同庁舎１階会議室
申込締切：平成２５年１月１８日（金）
出席予定者：比嘉会長、土田理事(第２回の部：午後２時～３時)

3）財務部
１．会費について（12 月 1 日～12 月 31 日）
会費収入：13 件（県士会指定口座への直接納入：1 件、コンビニ納入分：12 件）
12 月中のコンビニ納入は 6 件（内 3 件は県士会口座への振込は 1 月）
２．会費納入率（12 月末時点）
昨年度：66.3％ 今年度：72.3％
３．会計打ち合わせ：12 月 25 日（火）

部長：山城峻

4）学術部
理事：石川丈
１．研究会代表者ミーティング開催について
開催日：平成 25 年 1 月 28 日(月)19：00～ 宜野湾記念病院リハ室
内 容：①今後の研究会支援について ②学会主導について
２．学術誌発刊について
H24 年 12 月末現在、応募者なし。募集期限の延長を検討中。
３．九州士会長会主催合同研修会について
沖縄県からの研修会申し込みなし。本日、申し込み途中経過を担当県へ実施する。
４．学会マニュアルについて
まだ第 10 回学会運営委員会より資料が集まっていない。集まっている資料からデータ頂き修正する。
5）教育部
部長：土田真也
１．現職者選択研修（老年期障害）の開催報告
日時：平成 25 年 1 月 13 日(日) 会場：沖縄リハビリテーション福祉学院
申込者数：16 名→受講者数：11 名 講師：安里克也氏、泰真実氏、中野小織氏、末吉珠代氏
収入：59,000 円（士会補助 15,000 円＋受講料 44,000 円） 支出：38,118 円
主な反省点：車椅子 SIG 研修、活分沖縄学会との日程の重複
6）事業部
特になし

部長：田原行英

7）広報部
部長：久田直希
１．広報誌 1 月号記事について：研修会案内については、ホームページのみの掲載依頼を受け付けるとしました。
２．ホームページについて：各部の進行状況の確認と依頼。
8）福利部
特になし

部長：桑江良貴

9）渉外部
特になし

理事：比嘉靖

10）保険部
特になし

部長：上江洲聖

