平成 29 年度

第9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 29 年 12 月 19 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３．理事総数：１０名
４．出席者 監事：宇田薫、大城由美子
代表理事：比嘉靖
理事：三枝秀平、下里綱、山城峻、吉岡美和、安村勝也、村上典子、中村千枝
欠席理事：仲地宗幸、田村浩介
議長選任：定刻に至り、本日の第 9 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南部医療センター 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）事務局
１．会員の動向について
【入会：5 名】

三枝理事

承認
【再入会：1 名】振込確認済み
承認
【今年度会員資格喪失対象者：82 名】※所属先名順。
〔〕内は滞納年度。再入会時は滞納分納入にて入会とする。※県士会の入会方法について検討要する。
９月の理事会で理事にて連絡をし、事務局に連絡するように促す（意志確認の為）
≪事務局に連絡があった会員：15 名≫
①会員資格喪失（未納退会処理）：3 名
②納入退会（正規退会扱いにて処理）：1 名
③滞納分納入し、会員継続となった会員：6 名
④会費納入不足・会員継続の意思は確認できる会員：5 名
承認
≪異動先に連絡するも折り返しの電話が来ない会員：１名≫
≪現時点で事務局に連絡がない会員：66 名≫
12 月の引き落とし状況を確認し再度検討
２）事業部
吉岡理事
・ 平成 30 年度年間計画について
現在行っている事業、あるいは新規事業を行うに当たり、単年あるいは複数年度において運営方針や重点課題を明確に
して行動目標を定め、会員の意識向上と県士会活動の見える化を推進するための戦略を検討したい。
＜ 例 ＞
１）学術強化
九州 PTOT 合同学会の最終回が沖縄開催であることから、学会運営と会員からの発表のサポートを行い、H31 年度か
ら開始予定の九州作業療法士学会の活性化への流れを作る。
具体的には、県士会員参加目標○○名、発表○名
２）組織強化
組織図の中で活動する会員を増やし、会員の意見の反映と会員の手で作る組織を目指す。
次年度以降の中長期計画を策定しその上で県士会年度計画を各部局で作成する。

その他）
「私の介護一歩前に〜生きると食べるを支えたい〜」
南部地区歯科医師会主催 浦添市産業支援センターゆいの街
共催依頼：作業療法士会のブースにて紹介（自助具等）

下里副会長
2 月 4 日（日）9:30〜14:45

その他）
・ 次年度事業計画・予算案に関して 1 月 9 日（火）までに提出。
・ 新規事業に関しては企画説明等を天応して行う。
・ 次年度任期満了に伴う改選。

承認：事業部にて対応
比嘉会長

「3 本の矢」を継続していく。
①組織強化 ②地域包括ケアシステム等の公益事業
事務員の強化（採用）、理事組織の編成、

③学術・教育部門の強化

広報部のあり方 HP や SNS の使用方法の検討
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：1 名】

局長：三枝秀平

【改姓名：2 名】
【自宅住所変更：2 名】
【職場住所変更：1 件】
【平成 30 年度の休会申請状況：１名】※2018.2 月の理事会にて申請予定。
２．入会届・会員番号届出待ち（2 名）
県士会指定口座に入金あるも、入会届未提出と思われる方（入会届出待ち）：2 名
・振込日：2017 年 6 月 22 日 １名 ※事務局より入会届を発送し、催促中
・振込日：2017 年 6 月 26 日 １名
３．受理文書について
他都道府県士会ニュース・学術誌・学会のお知らせ(神奈川・山梨・奈良・福井・熊本・山口・)、他都道府県士
会事務局移転のお知らせ（兵庫）、日本作業療法士協会(協会誌)、国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議
会（各県士会と PT・OT 養成校の臨床実習に対する取り組みに関するアンケート）
、他団体ニュース(沖縄県薬剤
師会、沖縄県精神保健福祉会連合会)、岡山県学童保育連絡協議会（作業療法学童保育連携の全国での活動状況の
お知らせ）
、沖縄県社会福祉協議会(平成 30 年沖縄県総合福祉センター新春懇談会への御案内及び新春懇談会費
の協力について)、沖縄県総合福祉センター（害虫防除作業のお知らせ、消防設備保守点検のお知らせ、沖縄県総
合福祉センターにおける年末年始について、センター館内照明データ抽出作業のお知らせ）、沖縄県医師会(沖縄
県医療推進協議会の開催について、平成 30 年沖縄県医師会新年祝賀会並びに医事功労者表彰式の開催について)
沖縄県栄養士会（ご挨拶：栄養士会事務所建設中にて新年会→祝賀会）、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御案内）、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(「ココロつなが
るプロジェクト 2017」のポスター等の送付、障害者社会参加支援施設等に関するアンケートについて、平成 29
年度沖縄県障害者地域移行・地域定着支援事業 ピアサポーター養成研修 修了証書：７名分)、沖縄県保健医療
部医療政策課（
「第 7 次沖縄県医療計画 医療従事者の確保」たたき台に対する意見について）
、沖縄県保健医療
部（厚生分野に係る平成 30 年秋の叙勲並びに褒章候補者の推薦について）
、沖縄県中小企業家同友会（
「第 12 回
雇用・就労支援ﾌｫｰﾗﾑ」開催御礼と報告会の御案内について）、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会（平成 29 年
度入退院支援連携ﾃﾞｻﾞｲﾝ事業「第 1 回入退院支援連携ﾃﾞｻﾞｲﾝに係る研修会」の開催について）
、沖縄県総合福祉
センター管理室（ごみ減量化等に関する協力について、
）、那覇市立病院（がんﾌｫｰﾗﾑ開催について、平成 29 年度
地域がん診療連携拠点病院研修会 早期診断研修会開催について）
、那覇市役所（給与支払報告書総括表）
宜野湾市地域活動支援センターはぴわん（NPO 法人全国精神障害者地域生活支援協議会 九州・沖縄フォロー
アップ研修会 in 沖縄）
、医歯薬出版株式会社（カレンダー・パンフレット）
、こども相談支援センターゆいまわ
る（活動報告：沖縄テレビにて「学校の作業療法」放映 DVD）
、第 15 回うつ病学会総会（第 15 回日本うつ病学
会総会ポスター送付のご案内）
、NPO 法人沖縄県自立生活センター・イルカ内事務局（みんなでつくろう ちゃ
んぷる～な教育 第２回インクルーシブ教育ﾌｫｰﾗﾑ in 沖縄の御案内）
、NPO 法人日本遠隔医療協会（平成 29 年
度「遠隔医療従事者研修」開催の御案内）
、日本心理教育・家族教室ﾈｯﾄﾜｰｸ第 21 回研究集会沖縄大会（大会の広
報依頼）
、こども相談支援センターゆいまわる（活動報告）
、沖縄リハビリテーションセンター病院（振込依頼書
在中：比嘉会長宛、沖縄県高次脳機能障害シンポジウムのパネリスト・座長の推薦について御礼、沖縄県高次脳
機能障害シンポジウム後援（名義使用）のお礼と資料）
、国立国会図書館（出版物納入のお願い）
、公益財団法人
テクノエイド協会（障害者自立支援機器「シーズ・ニーズマッチング交流会 2017」開催の御案内）
、全国公益法
人協会（公益・一般法人１２・１月定例講座の御案内）
、自由民主党沖縄支部連合会（自由民主党沖縄県連新春
の集いの案内）
、大分県立看護科大学（平成 30 年度大学院看護学研究科博士課程(前期)学生募集（２次募集）の
案内）
、J-サーキット株式会社（クリスマスカード：旧広報部長 久田直希様宛）
、日本 IT センター（法人向け

の電気料金の案内）
、請求書関連(南風原町立中央公民館：付属設備使用料
用、沖縄ヤマト運輸株式会社)、NTT ファイナンス(口座振替の御案内)

納付書 11.20 ﾋﾟｱｻﾎﾟ養成研修会場使

４．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)
・11/22（水）
・11/29（水）
：案内がなく、配信なし。
・12/5（火）臨時便：現職者共通研修②申込先 FAX の通信障害について
臨時便：①一般社団法人日本作業療法士協会 生涯教育制度研修会（現職者共通研修②の案内）
②きらりの集い in 沖縄 2018 のお知らせ
・12/6（水）①沖リ専協 定例研修会の案内、②平成 29 年度第 2 回「生活行為向上マネジメント事例検討会」
・
事例大募集（再案内）③平成 30 年度の休会希望者の手続について、④事務局の電話・FAX・インタ
ーネット回線 故障と復旧について
・12/13（水）
：案内がなく、配信なし。
５．今年度分の県士会費未納者への通知と現在の経過【対象者：３１名】
今年度の県士会未納者について、１１月２２日に個人へ通知済みです。
口座振替対象者→４名につきましては、１２月２７日に口座振替予定です（今年度最後の口座振替となります）
２）財務部
山城峻理事
１．会費について（11 月 1 日～11 月 30 日）
会費収入 6 件（県士会指定口座への直接納入：31 件、コンビニ：0 件、引落：0 件）
２．会費納入率（11 月末時点）
平成 28 年度：62％ 平成 29 年度：94％
３．県士会財務状況；11 月分まだ集計完了していません。
３）現職者選択研修（発達分野）
大城由美子監事
講師：岸本光夫先生
日程：平成 30 年 9 月 30 日（日）
※29 日（土）は発達分野で岸本先生と勉強会を開催予定。先生の沖縄入りは 28 日（金）
４）その他
沖縄県医療推進協議会（12 月 13 日）への参加報告（下里副会長）。
以上をもって本(拡大)理事会の報告事項・審議議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、
21 時 30 分に散会した。
上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。
平成 29 年 12 月 19 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

