平成 29 年度

第 11 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 30 年 2 月 20 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、安村勝也
委任状出席：中村千枝、吉岡美和、仲地宗幸、村上典子
欠席理事：田村浩介
議長選任：定刻に至り、本日の第 11 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
【今年度入会：３名】
承認
【次年度入会：１名】
承認
【退会：3 名】承認
【平成 30 年度の休会申請：11 名】承認
〔新規：8 名〕
〔過去に休会歴あり：1 名〕
〔延長：2 名〕

三枝理事

【今年度会員資格喪失対象者：８７名】※所属先名順。2018.2.15 現在
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）
≪現時点で意志確認ができている会員：２２名≫
①会員資格喪失（未納退会処理）：3 名⇒こちらは未納退会にて退会処理済み〔Ｈ29.10.17 付け〕
②退会届提出あり（未納退会通知出す予定）
：１名
③納入退会（正規退会扱いにて処理）：1 名
④滞納分納入し、会員継続となった会員：12 名
⑤会費納入不足・会員継続の意思は確認できる会員：5 名

≪現時点で意志確認ができない会員：６５名≫
①所属先がわかる会員：50 名
②所属先不明にて自宅会員として仮登録：9 名
③会員資格喪失対象者のうち所属先・自宅住所共に不明の為、通知不可だった会員：6 名

２）その他）
・第１回九州作業療法学会 2019 年６月 22 日〜２３日 北九州にて開催
・九州士会長会議 次年度 ５/２６、10/22、１/26〜27（事務局長会議・士会長会主催研修会）
・実習指導者免除→認定・専門 OT その他要件あり。会員に伝達していくと。
・リ専協訪問リハビリ実務者研修会の開催
・養成校卒業予定者への説明会 3/2 沖リハ、3/9 琉リハ
【報告事項】
１）事務局
１．会員の動向について
【異動：5 名】
【改姓名：2 名】
【自宅住所変更：6 名】
【会員番号の変更：１名】

局長：三枝秀平

２．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）：3 名
・振込日：2017 年 6 月 22 日 １名 ※事務局より入会届を発送し、催促中だが未提出。
・振込日：2017 年 6 月 26 日 １名
・振込日：2018 年 1 月 28 日 １名
３．受理文書について
年賀状（(一社)日本作業療法士協会、(公社）福岡県作業療法士協会、(一社)佐賀県作業療法士会、(一社)宮崎県作
業療法士会、(公社）大分県作業療法士会、(一社)鹿児島県作業療法士協会、(一社)岩手県作業療法士会、(一社）
奈良県作業療法士会、(一社)香川県作業療法士会、(一社)神奈川県作業療法士会、(一社)兵庫県作業療法士会、(一
社)島根県作業療法士会、(一社)新潟県作業療法士会、(一社)山口県作業療法士会、(公社)愛媛県作業療法士会、沖
縄リハビリテーション福祉学院・沖縄看護専門学校、琉球リハビリテーション学院、国際医療福祉大学、帝京大学、
福岡国際医療福祉学院、専門学校 柳川リハビリテーション学院、学校法人青照学舎（メディカル・カレッジ青照
館・熊本駅前看護リハビリテーション学院）
、長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻内、 (公社)沖縄県理学療法
士協会、沖縄県医師会、(一社)沖縄県歯科医師会、沖縄県薬剤師会、沖縄県歯科衛生士会、(公社)沖縄県看護協会、
(公社)沖縄県栄養士会、(一社)沖縄県介護支援専門員協会、(一社)沖縄県精神保健福祉士協会、(公社)沖縄県手を
つなぐ育成会、特定非営利活動法人 精神科作業療法協会、特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会、特定非
営利活動法人 医学中央雑誌刊行会、那覇市地域包括支援センター石嶺、(公社)沖縄県精神保健福祉会連合会 地
域活動支援センターてるしの、沖縄情報システム株式会社、(有)総合マネジメント 税理士法人田仲・與那城事務
所）
、他都道府県士会ニュース・学術誌・学会のお知らせ(石川・山口・岡山・愛知・長野・北海道・秋田・香川・
広島・群馬・神奈川・福岡・長崎・東京・島根・京都・三重)、日本作業療法士協会(「平成 30 年度診療報酬・介護
報酬情報等に関する作業療法研修会」への士会担当者の参加について・協会誌・)、他団体ニュース(沖縄県脊髄損傷
者協会、沖縄県薬剤師会、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)
平成 29 年度卒業式の御案内（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、帝京大学 福
岡医療技術学部、久留米リハビリテーション学院）
、沖縄県社会福祉協議会(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（第 17 回アディクションフォーラムの開催に
ついて(依頼)、受変電設備精密点検実施の御案内）
、沖縄県理学療法士協会（県民公開講座における名義後援につ
いて）
、沖縄県医師会(沖縄県医療推進協議会の出席お礼、新年祝賀会・医事功労者表彰式の出席のお礼、第 9 回
沖縄県医師会県民健康フォーラムのﾎﾟｽﾀー送付、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)、南部地区歯科医師会（感謝状）
、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(認知症キャラバン・
メイト養成研修の実施について)、沖縄県保健医療部医療政策課（第 7 次沖縄県医療計画(案)への意見募集につい
て、第 70 回「保健文化賞」の推薦について）
、沖縄県手をつなぐ育成会（第 51 回沖縄県知的障がい者教育・福
祉・就労研究大会における広告掲載について）
、沖縄県介護支援支援専門協会（「第 14 回沖縄県介護支援専門員
研究大会 日本マネジメント学会 in 沖縄」後援のお礼）、第 7 回日本言語聴覚士協会（第７回日本言語聴覚士協
会九州地区学術集会沖縄大会のご後援のお礼）
、(株)ビジネスガイド社（第 85 回東京インターナショナル ギフ
ト・ショーの案内）
、公益財団法人テクノエイド協会（
「介護ロボットフォーラム 2017」開催のご案内）
、新日本
法規出版株式会社（
「一般/公益社団・財団法人の実務」ご案内）
、国立大学法人 琉球大学（個人番号の提出につ
いて・マイナンバー申告台紙・封筒：三枝理事宛）、琉球病院（
「ふまねっとインストラクター３旧養成講習会」
の御案内）
、バリアフリー・フィルム・パートナーズ（日本医師会・日本作業療法士会後援「心のバリアフリー
とリハビリテーションを推進する映画製作」ご支援のお願い）
、厚生労働省（労働保険料の納付について（口座
振替の御案内）
）
、日本心理教育・家族ネットワーク 第 21 回研究集会沖縄大会（日本心理教育・家族教育ネッ
トワーク第２１回研究集会 沖縄大会 参加証の送付について）、琉球リハビリテーション学院（15 周年記念誌）
沖縄リハビリテーションセンター病院（平成 29 年度沖縄県高次脳機能障害シンポジウム 振込依頼書（比嘉会
長宛）
）
、うむやすみゃす・ん診療所（ユマニチュード講習会 IN MIYAKO の後援依頼について、ユマニチュード
講習会 IN MIYAKO の周知の御協力のお願い）
、宜野湾市役所（宜野湾市認知症初期集中支援チーム検討委員会
にかかる委員派遣について）
、医療法人社団輝生会（2018 年診療報酬改定と回復期リハ、地域包括ケア病棟の行
方）
、日本通所ケア研究会（記事掲載依頼（ありがとうグループホーム見学会＆運営セミナー）、記事掲載依頼（認
知症ケア研修会 2018））、NPO 法人日本医療リンパドレナージ協会（2018 年度講習会パンフレットのご案内）
日本浮腫療法協会（
「浮腫療法講習会」開催案内送付について）、Team きらり Okinawa（きらりの集い in 沖縄
の案内）
、NTT ファイナンス（口座振替の案内）
、日本年金機構（来所通知書）
、全国公益法人協会（サポート拡
充のお知らせ）
、公益社団法人協会 西日本事務局（公益法人の平成 29 年度決算実務特別講座）
、満喜株式会社
（公益法人 会計セミナーの御案内）
、自由民主党 沖縄県第三選挙区支部（推薦状の依頼）
、自由民主党沖縄県
支部連合会（名護市長専叙対策 緊急団体幹部会合について）
、アメリカン・エキスプレス（アメリカン・エキ
スプレス・ビジネス・ゴールドカードの御案内）
、日本のお母さんに花束をプロジェクト（
「治る?!ギャンブル依
存症～家族と子どもに伝えたいメッセージ～」ギャンブル依存症の回復治療と、家族・親子への対応や支援につ
いて 講演会の案内）
、国連ＵＮＨＣＲ協会（寄付金のお願い）
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)

・12/20（水）
：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②【沖リ専協】リハ専門職向け研修会
③平成 29 年第 2 回「生活行為向上マネジメント基礎研修」④平成 30 年度の休会希望者の手続について
・12/27（水）
：①平成 29 年度（第 12 回）九州作業療法士会長会主催合同研修会リーダー育成研修会②平成 30
年度の休会希望者の手続について③今年度の県士会費納入のお願い④年末年始の事務局について
・1/12（金）臨時便：きらりの集い in 沖縄 2018 大会日程ご案内および広報協力のお願い
・1/19（金）
：①精神障がい者への支援等を学ぶ「あみフォローアップ研修会」②県士会認定研究会・終末期リハビリテ
ーション研究会のお知らせ③県士会主催：小林隆司講演会④日本作業療法士協会・日本リハ久療法士協会主催
災害時リハビリテーション支援対応に向けた課題と役割～平時から保健所・保健師との体制づくり～⑤平成 29
年度沖縄県認知症キャラバン・メイト養成研修
・1/26（金）
：①沖リ専協各種研修の案内（リハ職向け研修会 通所介護・通所リハビリでの自立支援・介護予防の極意！、
協働のまちづくりで認知症の人を支える研修会、人材バンク導入研修会、②平成 30 年度の休会希望者の手続
について
・2/1(木)：①沖リ専協 各種研修の案内 人材バンク導入研修会（
「地域ケア会議」人材バンク導入研修会、介護予防人
材バンク導入研修会）②平成 30 年度休会希望者 受付終了のお知らせ③平成 29 年度の県士会費の納入お願い
・2/7(水)：①沖リ専協 地域づくりによる介護予防②MTDLP 事例報告者大募集!!③県士会主催 平成 30 年トリプル改定
を見据えて～ＯＴをとりまく環境を学ぶ～④平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
・2/14(水)：①平成 29 年度(1 社)沖縄県作業療法士会 後期総会開催のお知らせ②平成 29 年度の県士会費の納入お願い
③退会届について（平成 30 年度の県士会費口座振替予定日のお知らせ）
５．今年度分のみ県士会費未納者：３２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。
口座振替対象者は、12 月 27 日に口座振替しましたが、全員結果残高不足の為、口座振替不可。
６．退会届決定通知書発送
2017.12.26(火)に発送：対象者８名分
７．九州理学療法士・理学療法士合同学会
①2017.12.5(火)に県士会名簿を送付（自宅会員・自宅発送希望者・休会者除く）と県士会員の人数を報告
②2017.12.21(木)に九州の作業療法士会へ、査読候補者の確認依頼をメール済み
③2017.12.26(火)に施設に所属している会員のタックシール発送（個人宛で作成）
④2018.2.13（火）に自宅会員・自宅発送希望者へ資料発送（ただし、９名分不足あり請求中。後日対応予定）
８．県士会シール発送について
2018.2.9 納入分までに確認できた県士会費納入者について、全員県士会シール発送済みです。
県士会滞納者には、支払いした過去の県士会シールも合わせて送っています。
〔発送待ち 6 名〕
①今年度の口座振替済みだが、所属先・自宅住所不明：1 名
②入金不足だった方 2 名〔2 月に案内通知を出しました。
〕
③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）：3 名
・振込日：2017 年 6 月 22 日 １名 ※事務局より入会届を発送し、催促中だが未提出。
・振込日：2017 年 6 月 26 日 １名
・振込日：2018 年 1 月 28 日 １名
９．退会届について
今年度（平成２９年度）で退会希望される会員様は、平成３０年３月３１日（消印有効）までに、退会届用紙を届けると
ように案内をしております。
来年度の県士会費 口座振替が平成３０年４月２７日(金)を予定
（口座振替のデータ送信を 4 月 16 日(月)に予定しております。上記期限内までに退会届が確認できなかった場合は、平
成３０年度の県士会費 口座引落対象者となります）
１０．平成３０年度の県士会費 口座振替予定日
第１回 口座振替日：平成３０年４月２７日(金)対象者全員口座振替致します
第２回 口座振替日：平成３０年５月２８日(月)第１回で不足等で口座振替できなかった方対象、他
第３回 口座振替日：平成３０年６月２７日(水) 第１・２回残高不足等で口座振替できなかった方対象、他
☆第１・２・３回共残高不足等で口座振替できなかった会員様につきましては、11 月中にハガキにて通知予定です。
予備日 口座振替日：平成３０年１２月２７日（木）※平成 30 年度分の口座振替は最終となります。
※予備日での口座振替も残高不足等で口座振替できなかった会員様につきましては、県士会指定口座に振込となります。

２）財務部
１．会費について（1 月 1 日～1 月 31 日）
会費収入 4 件（県士会指定口座への直接納入：4 件、引落分：0 件）
２．会計打合せ：1 月 23 日（火）
３）その他
後期総会の日程

部長：山城峻

１９：００〜九州士会長会主催の研修会伝達講習会
２０：００〜総会
① 定款変更爽快として開催（出席総数 2/3 以上）
② 次年度事業計画（出席総数過半数）
どちらかで対応。

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 30 年 1 月 20 日
一般社団法人

沖縄県作業療法士会理事会において

議
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印

