平成 29 年度

第1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 4 月 18 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
３．理事総数：6 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、山城峻、吉岡美和、仲地宗幸、村上典子
欠席理事：下里綱、安村勝也、中村千枝、田村浩介
議長選任：定刻に至り、本日の第 1 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）事務局
１．会員の動向について
【入会：1 名】
【退会：１名】

三枝理事

承認
２．県士会費のデータ整理の結果
平成 19 年 7 月 23 日～現在まで財務部データを整理。
財務のデータ入力の日を『支払いした年度・支払いした日・振込した日』で統一。
【審議必要なパターン】
①コンビニ納入・銀行振込と２重支払いしている方 →翌年度に振り替え。
②県士会費より 200 円・350 円・1,000 円・2,000 円の過払いがある方 →返金。
③県士会費より 1,000 円未払いがある方
→会費納入とみなし請求しない。不足分の徴収は県士会の責務にあたり、再請求していなかった現状も
あるため、過去分はそのまま請求はせず、今後の課題とし早急にその対策を検討する。
④入会届年度(前年度)と県士会費納入年度(後年度)が異なる方。
→入会届と入金を持って入会とするため、入会届のみの場合届出を出した年の研修会、学会に参加して
いる場合はその年度より会費請求学会等への参加なく入会届のみであれば翌年度分より納入請求する。
※ただし研修会・学会参加状況が確認できない場合は入金年度の入会とする。
⑤県士会費納入確認できないが、県士会のシールを発送している方 →納入済みとみなす
３．滞納者へのコンビニ収納金通知書の発行予定と支払い期限について
５月上旬で発送予定。
支払い期限は６月３０日(金)としたい。
コンビニ請求書発送 → 納入期限（６月３０日(金) → 未納であれば強制退会処理（７月中）
※個人宛請求書にて郵送。 所属長宛にも周知の依頼。
３．新人オリエンテーションに関して
5/13（土）
18:00～ 入会手続き
19:00～ 会長挨拶、組織図説明、研究会説明
４．平成 29 年度前期総会に関して
6/25（日） 開催 （タイムスケジュール）
総会議案書各部局分５月末日締め切り
総会時間４０分（延長２０分程度）
事前質問受け。１７日（土）正午締め切り。所属氏名。フォーマット作成。
５．定款の読み合わせと定款変更の必要性に関して
毎月理事会前に読み合わせ。
（５月より、各理事用ファイル準備）
６．沖縄県リハビリテーション専門職協会より
宇田監事（新任）、山城理事（再任）

代議員推薦のご依頼の文章が届いております。

７．JIMTEF 災害医療研修ベーシックコースの開催について
6 月 3 日 4 日 JICA 関西で開催。
参加費 2 万円
協会より推薦あるが、旅費は県士会負担。
→県士会として派遣する。派遣者候補として 第１ 大浜第一病院、第２
下里副会長、安村理事に打診し候補者の選出。

沖縄リハセンター病院で依頼。

３）教育部
１．平成 29-30 年度 生涯教育制度推進担当者の人選について
・会員番号：11019
・氏 名：土田 真也 所属先：おもろまちメディカルセンター

安村理事

４）事業部
・ｗｅｂ研修事業継続の予算についての確認 教育部の一環として継続 予算案作成。

吉岡理事

その他）
今年度九州士会長研修

比嘉会長

【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：3 名】

承認

①大規模災害対策、②精神科作業療法の関する講習会を予定。

局長：三枝秀平

２．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(山梨･岡山･石川･秋田･神奈川･愛知･茨城･熊本･山口･群馬)
愛知県作業療法士会(新役員並びに事務局移転のお知らせ)日本作業療法士協会(平成 29-30 年度障害教育制度推
進担当者の推薦について･平成２８年度地域保健総合推進事業報告の送付について･Asian Journal Occupational
Therapy 冊子版 Vol.11,12 の送付について) 沖縄県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会(代議員推薦のご依頼)、沖縄県理学療
法士協会(厚生労働省 平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 「障害者における支援機器の活用による効果検証
およびシームレスな支援体制の在り方に関する調査研究事業」冊子)、他団体ニュース（沖縄県脊髄損傷者協会･
沖縄県精神保健福祉会連合会･沖縄県手をつなぐ育成会）
、
沖縄県社会福祉協議会(介護講座のご案内･平成 29 年度沖縄県総合福祉センター「こいのぼり掲揚会」の開催に
ついて)、沖縄県精神保健福祉協議会(沖縄県精神保健・医療・福祉協議会 平成 29 年度 臨時総会)
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(平成 28 年度ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修の修了証書) 沖縄県保健医療部 保険医療
総務課(平成 29 年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について)那覇市役所(市税関係書類在中) 那覇市ちゃーがん
じゅう課(那覇市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型ｻｰﾋﾞｽ C(作業療法士による短期集中訪問相談ｻｰﾋﾞ
ｽ)の実施について(依頼))今帰仁村地域包括支援センター(認知症初期集中支援チーム研修伝達勉強会への講師派
遣について(依頼)) 沖縄県那覇県税事務所法人班(平成 29 年度 都道府県民税の均等割申告書) 川崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院(3/25-26 の学童 OT 企画の領収証に貼る収入印紙の送付)日本認知症ケア学会(第 18 回日本認知症ケア学会
沖縄大会のご案内) 日本通所ケア研究会(『日本ケアレク研修大会 2017』の記事掲載依頼)NPO 法人沖縄県脊髄
損傷者協会((公社)全国脊髄損傷者連合会第 16 回定時総会おきなわ大会の後援依頼について)兵庫県但馬県民局但
馬長寿の郷(｢地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職による『地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業』を推進するための手引き｣の送付につ
いて) 独立法人機構沖縄国際センター(2017 年度 JICA ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ春募集に係る広報協力依頼について) 沖縄県社会
福祉協議会・沖縄県共同募金会(平成 30 年度事業(一部 29 年度)に要する民間福祉資金助成要望調書について(案
内)) 精和病院(ピアサポーター研修(修了証書返却))琉球リハビリテーション学院(創立 15 周年記念式典のご案内)
沖縄大学(新学科(管理栄養士養成学科)設置計画に係る事業所ｱﾝｹｰﾄ調査の実施について(お願い))帝京大学(帝京大
学福岡医療技術学部 平成 29 年度入学式について(ご案内)) 入学式の御礼状(琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院･沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ
ｮﾝ学院)NTT ファイナンス(口座振替のご案内)請求書(丸正印刷株式会社)
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)
・3/29(水) 事務局配信なし
・4/5(水)1 枚：平成 29 年度新入会員オリエンテーションの案内
・4/12(水)2 枚：第 15 回沖縄県作業療法学会の案内、高次脳機能障がい研究会の勉強会のお知らせ、
【沖リ専協】定例勉強会の案内、沖縄県介護実習・普及センター介護講座のご案内

３．平成 29 年度の県士会費の口座引き落とし予定について
初回引き落とし日：５月２９日（月）→ 結果：６月１日(木) →入金：６月２日(金)予定。
※今年は６月下旬に県学会ある為、県士会シールを早急に発送する必要がある。
４．平成 28 年度地域ケア会議派遣者(別紙)
２）財務部
１．会費について（3 月 1 日～3 月 31 日）
会費収入 6 件（県士会指定口座への直接納入：6 件）
２．会費納入率（3 月末時点）
平成 28 年度：70.4％ 平成 27 年度：74.7%
３．会計打合せ：3 月 21 日（火）

山城

峻

３）教育部
安村理事
１．活動報告
・平成 29 年 4 月 10 日(月)19 時～ 生涯教育班ミーティング参加
宜野湾記念病院 出席者 7 名
・平成 29 年 4 月 12 日(水)19 時～ MTDLP 推進班ミーティング参加 いきがいのまち美里 出席者 5 名
２．29 年度教育部関連年間スケジュール

４）事業部
・パイロット事業の冊子完成の報告 → 県、市区町村へ配布済み。会員個人へは配布。

吉岡理事

５）その他
比嘉会長
①三役会議 支部制
リ専協 会長 副会長変更なし
事務局 事業部（部長 比嘉会長）体制
事業部業務内容として
① 研修企画部（宮里 吉岡）
地域ケア会議（末吉）、介護予防（村上）、認知症（中村）
② 市町村圏域担当（岡本、下里） 支部制のリーダへ依頼
５月１日 沖リ専協事業部説明会 若松苑にて
②広報について（ホームページ SNS 等を活用するが窓口を確定していく）
５）その他
第１５回県学会進捗状況
募集演題 ３４演題
参加受付開始（HP、事務局 FAX にて）

仲地理事

５）その他
吉岡理事
作業療法士募集（沖縄市教育委員会）が養成校に届いていた。先方へ確認し可能であれば県士会 HP にて掲載でき
るよう案内する。

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 4 月 18 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

