平成 29 年度

第5回

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 8 月 15 日(火) 19 時 00 分～21 時 00 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、仲地宗幸、安村勝也、中村千枝、田村浩介
村上典子
欠席理事：なし
議長選任：定刻に至り、本日の第 5 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：6 名】

三枝理事

【再入会：１名】
【退会：1 名】
⒉自動車実車講習会（9 月 30 日）の開催に関して
平成 29 年 9 月 30 日（土）午後 1 時〜5 時
沖縄県警察運転免許センター３階多目的室及び試験場コース
⒊平成 30 年度 OT 協会モデル事業募集に関して（9 月 20 日締め切り）
来年度のテーマは下記の 2 テーマとなっております。
① 作業療法士を目指す人材の確保に関する取り組み
②日本作業療法士協会・都道府県作業療法士会の組織強化の促進を図る取り組み
⒋認知症作業療法推進委員会派遣に関して（11 月 18 日〜19 日）
＜平成 29 年度認知症作業療法推進委員会議 開催予定＞
日程：平成 29 年 11 月 18 日（土）＜13：00＞～11 月 19 日（日）＜15：00＞
場所：TKP 神田ビジネスセンター 401 会議室
継続して中村理事を推薦
⒌九州士会長会リーダー研修の運営委員に関して
前年度 仲地理事
今年度 村上理事では
※組織変更により学術部担当理事を変更するため。
⒍組織強化に関して（４７委員会より）
茨城県士会の大場耕一委員より、情報提供のお願いがありました。
所属士会の非会員の OT より（協会・士会ともに未加入）士会事務局に情報提供（今回は運転関連の内容だっ
たと）のお願いがあった場合
●４７委員のみなさんが所属される士会ではどのように対応されておりますか？
●士会・協会に加入いただくには、どのような回答がよいのか？
以下、大場委員からのメールの一文を転送いたします。
『まさに組織力強化の問題を解決する典型例と考えております。要するに、
「どういった回答をもって、両団体
への加入まで結びつけるか」というところで、思案しているわけです。
』

⒎ 協会人材育成研修派遣者

「地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会」
9 月 9 日～10 日（締切：8 月 28 日（月）
）。1 名分協会で旅費（往復交通費、宿泊費）負担。
南部圏域担当

第一推薦：屋良樹一氏 第二推薦 知花朋也氏を推薦。 知念瑞穂氏（北中城村包括支援センター）

その他）
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：2 名】

比嘉会長

局長：三枝秀平

【改姓名：1 名】
【自宅住所変更：4 名】
【新施設：1 か所】
【郵便返却にて判明した会員情報変更者：名】
所属先・自宅住所不明者（個人への通知不可）
２．入会届・会員番号届出待ち（5 名）
①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）：4 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 23 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 25 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
・振込日：2017 年 7 月 10 日 １名
②県士会指定口座に入金あるも、入会届提出あるも、会員番号報告待ち：１名
・振込日：2017 年 6 月 26 日 ※事務局より会員番号報告書を発送し、催促中
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(東京・福岡・長野・神奈川・山梨・島根・石川・群馬)
他都道府県士会役員改選のお知らせ(熊本・愛媛・群馬)
静岡県作業療法士会(「OT 生き活きカルタ」送付のご案内)
日本作業療法士協会(新役員選任のご案内、協会誌、)
他団体ニュース(沖縄県手をつなぐ育成会、全国パーキンソン病友の会沖縄支部、沖縄社会福祉協議会)
沖縄県理学療法士協会(第 19 回沖縄県理学療法学術大会の後援依頼について) 、
沖縄県知事()、
沖縄県歯科医師会(役員改選のお知らせ)
沖縄県社会福祉協議会(第 60 回沖縄県社会福祉大会における「大会長表彰候補者」の推薦方について、福祉機器
展のお礼・介護の日講演会後援依頼、
「平成 29 年度ﾒﾝﾀﾙヘルス講習会」の御案内)
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課(要介護(要支援)認定を受けている人の｢認知高齢者の日常生活自立
度｣調査結果について、要介護(要支援)認定を受けている人の｢認知高齢者の日常生活自立度｣調査結果の修正ペー
ジの差し替えについて、第 44 回いしみね地域福祉まつり「沖縄県総合福祉センター入居団体」専用スペースへ
のご案内について)
琉球大学医学部附属病院(JRAT 沖縄支部世話人会の開催のご案内、第 17 回沖縄県リハビリテーション医学会・
協会主催講演会の後援のお願い)
日本心理教育・家族教室ネットワーク(日本心理教育・家族教室ネットワーク第 21 回研究集会 沖縄大会の後援
について)
日本リハビリテーション病院・施設協会(「医科歯科連携インストラクター講習会」告知協力のお願い)
日本通所ケア研究会(記事掲載について、ありがとうｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ見学会＆運営ｾﾐﾅｰ)
特定非営利活動法人みみ(特別学習会開催について：案内)
沖縄統合医療学院(第 9 回定例合同研修会の案内：FAX)
DELL(製品の案内)
(株)ビジネスガイド社(ギフトショーの案内)
NTT ファイナンス(口座振替の案内)
暑中見舞い(沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉学院、帝京大学)
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)
・7/19(水)1 枚：①MTDLP スキルアップ研修のご案内、②終末期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会のご案内、

③現職者共通研修１の案内、④平成 29 年度県士会費の口座振替のご案内
・8/2(水)1 枚：①第 2 回認知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会(NINKEN)のお知らせ、②事例検討会開催のお知らせ、
③平成 29 年度の県士会費の口座振替の案内、④県士会費滞納者の方へ
・8/9(水)1 枚：①一般社団法人 日本作業療法士協会主催 がんのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会、
②平成 29 年度の県士会費の納入のお願い、③県士会費滞納者の方へ(最終案内)
５．会員資格喪失の通知について
６．那覇市訪問 C 取り組み状況報告
那覇市より県士会に委託したいとの事。情報交換をしながら実施にむけ準備を進めていく。
７．広島県士会 OT 推進モデル事業に関して
認知症生活行為支援指導者研修制度 運用マニュアル・研修シラバス第１版（試案）の完成。
広島県士会ホームページにて公開。
８．沖縄県精神医療・保健・福祉連絡協議会報告
私宅監置施設の保存にむけた検討会の実施。
（三枝事務局長の出席）
２）財務部
部長：山城峻
⒈会費について（7 月 1 日〜7 月 31 日）
会費収入：95 件（県士会指定口座への直接納入：9 件、口座振替分：0 件、コンビニ納入分：８６件）
⒉会費納入率（7 月末時点）
平成 28 年度 59.6％ 平成 29 年度 63％
⒊公益目的支出計画実施報告書の提出について
県医療政策課に報告書を提出しました。8 月 2 日に修正依頼があり、現在は細かな財務諸表の数字を修正司祭 r
提出の準備中です。
⒋4 月〜7 月財務状況（別紙参照）
３）介護保険対策部
⒈RUN 伴に関して
組織体制、コース設定の確認、サポートメンバーの募集を行なっていく。
⒉平成 29 年度 OT 推進モデル事業進捗状況報告に関して

中村理事

４）その他
鹿児島県士会への情報提供に関して

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 8 月 15 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

