平成 27 年度

第 12 回

一般社団法人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 28 年 3 月 9 日(月) 19 時 00 分～20 時 45 分
３． 理事総数：9 名
４． 出席者 監事：宇田薫
理事：比嘉靖、安里克也、久貝明人、土田真也、石川丈、田村浩介、山城峻、桑江良貴、下里綱
欠席：小金澤賢司(監事)
５． 議長選任：定刻に至り、本日の第 12 回理事会は定数を満たし有効に設立した旨を告げ、議長の選任を諮ったとこ
ろ、満場一致をもって県立中部病院 比嘉靖氏を議長に任命した。続いて審議事項に入った。
議事の経過の要領及び議案別議決の結果。
【審議事項】
1)久貝理事(事務局)
１．会員動向について
【入会：9 名】

【承認】

２．休会希望者〔平成 28 年度分：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日〕：10 名
〔出産・育児休暇に伴う休会願い〕：8 名
〔介護に伴う退職にて休会願い〕 ：1 名
〔休会延長〕
：1 名

【承認】

３．今年度休会者の来年度自動復会予定者：4 名 【承認】
４．会員への各種受理通知について（入会受理・退会受理・休会受理） 【承認】
会員より「日本作業療法士協会のように退会受理通知を出して欲しい」と要望がありました。
入会：財務部より県士会会員シールが郵送される。
休会：理事会承認後、本人宛に休会受理通知書を郵送しています。
休会者へ来年度の自動復会・休会延長についてお知らせもしています（今年度口座振替依頼書と共に通知済み）。
退会：現時点では本人への通知なし。⇒今後理事会承認後、ハガキにて本人宛に通知を出す。
パターン①通常退会：年度末に退会（理事会承認後通知）
②県内県士会費納入済みで年度内の他都道府県士会への異動の場合：異動先の他都道府県士会費の納入免除とな
るので、その方についても記載したハガキにする。
③強制退会：昨年度の県士会費未納の場合：今年度までの対応になるかと思います（来年度から口座振替）
※ハガキ代 52 円／枚かかります。予算につきましても検討お願いします。
(来年度からは滞納者は強制退会となると思いますので、納付率から計算して今年度は約 200 名となるので、そ
の分の予算が 10,400 円程。その他退会が毎年約 50 名程度計算で 2,600 円程度)
５．事務員採用に伴う近隣駐車場の契約の検討 【承認】
沖縄県社会福祉協議会より、「沖縄県総合福祉センター駐車場への入居団体職員の自家用車の駐車に関する要領」につい
て平成 28 年 1 月 4 日から施行する内容で、新年から『入居団体職員の駐車ができないのが原則』となったようです。
ただし、やむをえず駐車する必要がある際は、臨時駐車申請書をセンター管理室まで提出し、申請内容を精査したうえ
で、臨時駐車許可の可否を決定するそうです。 ※社協の職員も全員近隣駐車場に利用。
【やむをえない理由とは】
１．けがや障害などの為歩行が困難な場合
２．妊娠中で医師から長距離の歩行を控えるよう指導を受けている者
３．近隣の民間契約駐車場に空きがない場合
４．本会会長が必要と認めた場合
【近隣の民間契約駐車場】近隣の民間契約駐車場は徒歩５分～１０分圏内に空きあり。駐車料金は 5,000 円程/月。
６．県内養成校入学式出席について(3 月 18 日(金)までに返答)
【承認】
・沖縄リハビリテーション福祉学院：平成 28 年 4 月 6 日(木) ７階講堂 午後 2 時より
・琉球リハビリテーション学院：平成 28 年 4 月 3 日(日)
金武町中央公民館 1F 大ホール
⇒両校とも比嘉会長名で返答し、新理事で再人選。

午前 10 時より

７．事務局の FAX 番号追加について 【承認】
①プリンターの調子により、FAX 送信と判断せず、FAX 受信ができない
②事務員不在の時間、留守番電話の設定をするが、プリンターの調子により、FAX 送信と判断せず電話と判断し、留守番
電話に FAX 送信音が録音され、FAX 受信ができていない。
③FAX 送信中の電話対応ができない（FAX 送信の合間をみてかけることも可能だが、困難）

※かけることも難しいし、事務局宛の電話がきても話し中になることが多い。
④電話と思ってとると、FAX 送信音がなっているので、FAX 受信に切り替えたいが、プリンターの調子により、切り替え
できる時とできない時がある。
【１番号追加する事で負担する料金：NTT】
１番号追加にかかる料金：２，７００円（税抜き）※こちらは、利用者にて回線追加の操作をする場合。
１０，０００円程度 ※こちらは、NTT 工事担当者が来て、設定してもらう場合。
⇒２，７００円（税抜き）の利用者にて回線追加操作で大丈夫です（NTT 担当者から電話を受けながら操作）
毎月かかる料金：現在の料金にプラス３００円。〔申込方法〕電話で申込後、１週間程で手続完了。
2）土田理事(教育部)
１．日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント対応 SIG 等新規登録 【承認】
「日本集中治療医学会」
→会員からの申請による。
継続した学術活動、専門職による会員構成などは要件を満たすことを教育部にて確認済み。
県士会で承認後、協会に申請する形になる。
3）石川理事(学術部)
１．平成 28 年度研究会申請について 【承認】
継続申請及び新規申請頂いた団体が 5 団体ありました。
継続団体：・沖縄福祉用具支援技術研究会
・沖縄県認知症作業療法研究会
・沖縄臨床作業療法実践研究会
・終末期リハビリテーション研究会
新規団体：・高次脳機能障害研究会
4）石川理事(旧法人移行準備委員会)
1．今年度の県士会事業報告について 【承認】
新官庁への県士会事業報告をどの部署で進めていくのでしょうか。
できれば、今後 4 年間で、計画的に調整が柔軟に対応できる部署の方がよい。
⇒事務局が担当。
5)比嘉会長
１．平成 27 年度後期総会について 【承認】
・議案書にて議案内容等を確認(第 1 号議案：平成 28 年度事業計画、第 2 号議案：平成 28 年度予算案、
第 3 号議案：役員改選について、その他)。
※平成 28 年度前期総会は 6 月 25 日(土)19:00～を基本に調整していく。

２．次年度理事・役員と支部制について 【継続審議】
・1 つの部署に対して複数名の理事で担当する。
・理事が部長を兼任しない。
※総会にて承認された後に新理事で体制を検討。
３．平成 28 年度新入会員オリエンテーションについて 【承認】
平成 28 年 5 月 14 日(土) 19:00～ 沖縄県総合福祉センター(第 7 会議室)
【報告事項】
1)事務局
１．会員の動向について：
【退会：3 名】【異動：6 名】【改姓：6 名】【自宅住所変更：5 名】

局長：久貝明人

２．受理文書について (未報告の 12 月～3 月分)：
年賀状(日本作業療法士協会・他都道府県士会：長崎・愛媛・奈良・島根・福岡・宮崎・埼玉・山口・岩手・兵庫・神
奈川・大分・佐賀、沖縄県理学療法士協会、沖縄県言語聴覚士会、沖縄県医師会、沖縄県歯科医師会、沖縄県看護協
会、沖縄県栄養士会、沖縄県薬剤師会、沖縄県歯科衛生士会、沖縄県手をつなぐ育成会、沖縄県介護支援専門協会、
沖縄リハビリテーション福祉学院、琉球リハビリテーション学院、学校法人青照学舎、国際医療福祉大学、帝京大学
福岡医療技術部、柳川リハビリテーション学院、医療法人博寿会、医学中央雑誌刊行会、沖縄情報システム株式会社、
就労継続支援 A 型事業 障がい者 IT サポートおきなわ、S.E.M 又吉信一郎、丸正印刷株式会社、(有)総合マネジメン
ト、Ｊ－サーキット株式会社)、他都道府県士会ニュース・学術誌(大分・石川・高知・長野・広島・北海道・大阪・
秋田・山口・東京・三重・滋賀・群馬・兵庫・奈良・山形)、京都府作業療法士会(『特別支援教育に活かす作業療法

～クラスでの行動の理解と支援～平成２７年度版』送付について)、他団体ニュース(沖縄県理学療法士協会、沖縄県
精神保健福祉会連合会、沖縄県脊髄損傷者協会、沖縄県手をつなぐ育成会、おきなわ薬剤師協会、全国パーキンソン
病友の会沖縄県支部)、日本作業療法士協会(『平成 27 年度会員名簿』の記載の誤りについて)、九州 PT・OT 合同学会
2016(演題募集要項送付用宛名シール作成にかかる情報の提供について、演題募集要項（自宅会員用）)、沖縄県理学
療法士協会(平成 27 年度構成団体会費の納付方について、県民公開講座の名義変更について(御礼))、沖縄県子ども生
活福祉部福祉政策課福祉支援班(平成 28 年度総合福祉センターへの入居に係る行政財産使用許可申請書の提出につい
て)、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(平成２７年度沖縄県福祉のまちづくり候補者募集)、沖縄県医師会(沖縄県
医療推進協議会のお礼・決議書類、なごみ会県民健康フェアの負担金について(FAX：庶務課より)、第７回沖縄県医師
会県民健康フォーラム～平穏死について～、なごみ会主催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)、沖縄県歯科医師会(沖縄県歯科医師会新年会並びに叙勲・大臣表彰等受賞合同祝賀会のご案内)、沖縄県
介護福祉士会(第 20 回九州ブロック介護福祉士研修会冊子)、沖縄県介護支援専門員協会(「第 12 回沖縄県介護支援専
門員研究大会」後援のお礼と研究大会の冊子)、沖縄県精神保健・医療・福祉連絡協議会(平成 27 年度臨時総会の案内)
沖縄県社会福祉協議会(平成 28 年沖縄県総合福祉センター新春懇談会へのご案内及び新春懇談会費の協力について、
社会福祉ライブラリー新刊図書購入希望(リクエスト)調査の実施について、
「沖縄県総合福祉センター駐車場への入居
団体職員の自家用車の駐車に関する要領」作成について)、沖縄県保健医療部保健医療政策課(第 68 回「保健文化賞」
の推薦について（依頼）)、沖縄県保健医療薬務疾病対策課(平成 27 年度薬物関連相談窓口担当者意見交換会の開催に
ついて、平成 27 年度薬物乱用対策研修会の開催について)、沖縄県総務部管材課財産調査班(施設満足度調査：沖縄県
総合福祉センター西棟)、沖縄県栄養士会(沖縄県栄養士会創立 50 周年記念式典並びに祝賀会の開催について、沖縄県
栄養士創立 50 周年・法人設立 25 周年記念式典並びに祝賀会の出席お礼)、沖縄県グループホーム連絡会(「第 12 回沖
縄県グループホーム大会」の後援名義使用について(依頼)、沖縄県グループホーム大会チラシの送付について)
沖縄県学童保育連絡協議会(第 24 回沖縄県学童保健研究大会の報告集一部訂正、差し替えのお願い)、沖縄県在宅医療
人材育成・質の向上センター、琉球大学医学部附属病院がんセンター(「在宅療養ガイド研修会 in 沖縄 2016」の開催
について)、沖縄県在宅医療連携体制推進委員会(第５回沖縄県在宅医療連携体制推進委員会の開催について)
嘉手納町役場(嘉手納町地域包括ケア個別会議(自立支援検討会議）への会員派遣について)、宮古島市福祉部高齢者支
援課(平成 27 年度１月宮古島市地域ケア会議への専門職派遣について(依頼)、平成 27 年度 3 月宮古島市地域ケア会議
への専門職派遣について(依頼))、日本医療機能評価機構(Minds フォーラム 2016 のご案内)、沖縄県メディカル病院あ
がりはまクリニック(『第 5 回沖縄リハビリテーション栄養研究会』ご後援のお願い)、政府刊行物普及協会(一般・公
益社団・財団法人の実務図書の案内)、NPO 法人沖縄県福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ協会(ほめてのばそう！臨床美術ワークショップ)、
NPO 法人沖縄 NGO センター(「やさしい日本語ワークショップ」について（参加依頼・広報依頼）)、茂木健一郎新春講
演実行委員会(「茂木健一郎氏新春講演会」芸術脳の案内) 、第 28 回日本リハビリテーション看護学会学術大会(第 28
回 NPO 法人日本リハビリテーション看護学会学術大会の後援依頼) 、特定法人非営利活動法人 精神科作業療法協会
(法人名変更のお知らせ)、国連 UNHCR 協会(国連 UNHCR 協会の難民援助活動への寄附金のお願い)、 DELL（商品の案内）
県内養成校の平成 27 年度卒業式の案内(沖縄リハビリテーション福祉学院、琉球リハビリテーション学院)
県内養成校の平成 28 年度入学式の案内(沖縄リハビリテーション福祉学院、琉球リハビリテーション学院)
県外養成校の平成 27 年度卒業式の案内(久留米リハビリテーション学院、帝京大学福岡医療技術学部)
県外養成校の平成 28 年度入学式の案内(久留米リハビリテーション学院)
独立行政法人国際協力機構(JICA)( JICA ボランティア 2016 年青年海外協力隊募集の案内)、比嘉なつみ後援会(平成 28
年自民党沖縄三区支部・新春の集い)、日本医療リンパドレナージ協会(2016 年度医療リンパドレナージセラピスト養
成講習会 パンフレット送付のご案内)、The Safety Japan(Honda の交通安全情報誌)、沖縄ツーリスト㈱(領収証)
NTT(口座振替のご案内)、NTT 西日本(NTT 光回線工事について（その他重要資料）、事務局移転に伴う NTT 回線工事の
申込について、電話加入権等承認・改称届書)、NTT ドコモ(フレッツ光からドコモ光へキャンペーンのお知らせ)
３．FAX 通信履歴 (メール登録している施設にも併用して、事務局通信を案内しています) ：
未報告の 1 月～3 月分：全て県士会員所属の全施設に案内しています。
・1/21（木）事務局移転のお知らせ・法人名称変更のお知らせ：学校法人青照学舎、(公社)沖縄県栄養士会、
(公社)愛媛県作業療法士会
・1/21(木)事務局通信：コンビニ伝票使用期限のお知らせや口座振替の案内、人間作業モデル講習会
・1/27(水)事務局通信：事例検討会(現職者共通研修⑨事例検討)参加者募集、平成 27 年度地域包括ケアシステム作業療
法リーダー研修会、地域包括ケア推進委員会定例勉強会、第 4 回生活行為向上マネジメント基礎研修
・2/5(金) 法人名称変更のお知らせ：丸正印刷株式会社
・2/5(金)事務局通信：造形作業活動研修会×臨床作業哲学研究会 作業療法臨床で造形表現の活動を展開する(研修)、
生活行為向上マネジメントの事例検討会方式の変更について、生活行為向上マネジメント事例検討会の案内
・2/12(金)事務局通信：後期総会について、平成 28 年度県士会費「口座振替依頼書」について、終末期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究
会の研修案内
・2/17(水)事務局通信：平成 27 年度生活行為向上マネジメント（MTDLP）第 4 回事例検討会のご案内
生活行為向上マネジメントの事例検討会方式の変更について
・3/1(火) 法人名称変更のお知らせ：(一社)沖縄県介護支援専門員協会
・3/3(木)事務局通信：平成 27 年度現職者選択研修(老年期障害)のご案内

４．事務局異動と NTT 回線工事について：
１）事務局異動：平成 28 年 2 月 16 日(火)済み
２）NTT 回線工事：平成 28 年 2 月 23 日(火)済み ※工事費 17,000 円（来月口座引き落とし予定）
５．事務局のメールアドレス変更について：
4 月より新アドレスへ変更予定(3 月中旬までに新しいアドレスを関連団体へ報告)。
６．総会議案書発送について：先週発送済み(会員動向調査も同封)。
2)財務部
部長：山城峻
１．会費について（2 月 1 日～2 月 28 日）：
会費収入 53 件（県士会指定口座への直接納入：5 件、コンビニ納入分：48 件）
２．会費納入率（2 月末時点）：
平成 26 年度：70％ 平成 27 年度：71%
※督促に関しては、3 月中旬に全施設へ FAX 送信。個人宛の督促が必要な場合は 4 月以降に行う。
３．会計打合せ：2 月 23 日（火）
４．新入会員の会費納入方法について：
来年度の新入会員も今年度同様(銀行振込→入会届提出の流れ)。
引き落としの申し込み用紙は、会員シール送付の際に同封する(後払いの返信用封筒を同封する等を検討)。
3)学術部
特になし。
4)教育部
１．現職者選択研修（老年期）
3 月 20 日（日）に開催。会場＝沖縄リハビリテーション福祉学院。受講者募集中。

部長：石川丈

部長：土田真也

２．日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイントの内、「県士会裁量ポイント」対象者の集計を行います。
リスト提出は追ってメールにて依頼いたしますので、期限内に各部局より該当者リストをご提出ください。
複数事業での重複がないようにリスト整理後、ポイントシールの配布を行います。
5)事業部
特になし

理事：下里綱

6)広報部

理事：田村浩介

１．九州地区広報戦略会議：田村参加、３月２６日（土）福岡
7)福利厚生部
特になし

部長：桑江良貴

8)渉外部
特になし

部長：安里克也

9)保険部
特になし

理事：下里綱

10)比嘉会長
１．「日本作業療法士協会設立 50 周年記念事業」関連事業への協力及び企画の提案について：提出済み
２．養成校での県士会説明会
・沖リハ：3 月 1 日(比嘉会長、山城理事、小金澤監事)
・琉リハ：3 月 4 日(比嘉会長)
３．県内養成校卒業式出席について：
・沖リハ：3 月 6 日(比嘉会長)
・琉リハ：3 月 13 日(比嘉会長)
４．沖縄県在宅医療連携体制推進委員会の参加(予定)について：沖縄県医師会 3 階 3 月 10 日
５．訪問リハ実務者研修会の出席(予定)について：大浜第一病院 3 月 12 日
６．３協会都道府県士会長会の参加(予定)について：東京都 3 月 21 日
７．沖縄県精神保健福祉連絡協議会 臨時総会の参加(予定)について：沖縄県総合精神保健福祉センター

3 月 23 日

11)その他
１．地域包括ケアシステム推進委員会
２月２０日（土）

MTDLP 基礎研修 大浜第 1 病院

２月２３日（火）

沖リ専協役員会

２月２４日（水）

沖リ専協企画部会議

２月２９日（月）

沖リ専協企画部会議

３月７日（月）

介護予防従事者研修会 看護協会

３月８日（火）

沖リ専協予算委員会

３月８日（火）

第１２回地域包括ケアシステム推進委員会

３月１０日（木）

ＭＴＤＬＰゆい

３月１２日（土）

ＭＴＤＬＰ事例検討会 県総合福祉センター

３月１４日（月）

沖リ専協役員会

３月２２日（火）

沖リ専協役員会

３月２３日（水）

MTDLP 事例検討会 とよみ生協病院

３月２５日（金）２６（土）

地域包括ケアシステム研修会(講師：籾井先生)

委員長：田村浩介

２．MTDLP について：ＭＴＤＬＰニュース２月号より

理事：田村浩介

３．沖リ専協企画部案について

理事：田村浩介

