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公益社団法人 福岡県理学療法士会 

平成28年度 第4回理事会議事録 

                           

日 時：平成28年10月22日（土）15：00～18：00 

場 所：麻生リハビリテーション大学校 

出席者：（理事）西浦、永友、廣滋、宮﨑、松﨑、日野、吉村、

高橋、諌武、平原、時吉、酒井、岩佐、島添、

松野、福田 

（欠席）近藤、佐藤、宇戸、久保田 

（監事）明日、古島、森田 

（委員会）田代、田中、早川 

（事務員）福島、中山、長田 

（書記）田代、池田 

 

Ⅰ．審議事項 

【会長】（西浦会長） 

１．組織図改変について（組織検討委員会からの答申） 

継続審議 ：組織図の改変について新たに地域包括ケアシステ

ム推進委員会を局へ格上げし、学術誌編纂委員会

と査読委員会を部へ昇格、研修部を高度研鑽と基

礎教育を図るため2部へ分け卒前卒後教育検討委

員会を教育研修部に吸収統合とする。また、公益

事業推進部を公益事業2と公益事業3をそれぞれ

担う部を明確にする。職能部は職能研修の企画・

実施する部と、会員のワークライフバランスをサ

ポートする部に変更し「福岡県女性理学療法士の

課題を考える委員会」は名称を変更し部に昇格す

る。総務局総務部に、災害対策部を設置する等の

提案があり議論された。2 月の理事会で決定を目

標とし継続審議となった。 

２．支部・地区区割改変について（組織検討委員会からの答申） 

継続審議 ：福岡県の2次医療圏をベースに3支部体制のまま

で地区数を8から13へ増やす提案がされた。人数

格差を減らすことや研修会等の開催方法などにつ

いても検討され2月の理事会で決定を目標とし継

続審議となった。 

 

【学術局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［学会部］（宮崎理事） 

１．第26回福岡県理学療法士学会当日スケジュールについて 

承認 ：日時、場所、内容について提示され承認された。 

２．司会案及び講師再検討  

承認 ：学会講師、司会について提示され承認された。 

３．締結式典の司会 

承認 ：韓国慶州南道理学療法士会との締結式についてプロの

司会者を依頼することが提示され承認された。 

４．第27回県学会の会場と日程について（案）（再審議） 

承認 ：日時、場所について提示され承認された。 

［研修部］（廣滋学術局長） 

１．第100回福岡県理学療法士会学術研修大会の日程およびス

ケジュールについて 

承認 ：日時、内容、スケジュールについて提示され承認され

た。 

２．平成29年度理学療法講習会 研修会開催希望者リストの 

確認および開催承認について 

承認 ：応用編・基礎理論編の候補について提示され承認され

た。 

［教育部］（廣滋学術局長） 

１．理学療法士講習会（基本編） 

承認 ：日時、場所、内容、講師について提示され承認された。 

【法人事業】 

［学術局］（廣滋学術局長） 

１．新講師謝金規程（案）について 

承認 ：講師謝金規程の変更に伴う年度予算への影響などにつ

いても審議され承認された。 

 

【社会局】 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［公益事業推進部］（高橋理事） 

１．次年度以降の介護予防・健康増進キャンペーンについて 

承認 ：介護予防・健康増進キャンペーン事業の各支部地区事

業への移行に向けて、まずは理学療法週間に合わせて

支部で開催する旨が提示され、それに伴い健康フェア

を廃止する提案がされ承認された。 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

［職能部］ 

１．平成28年度減点査定調査について 

承認 ：減点査定調査について資料を提示され承認された。 

 

【総務局】 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 
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［組織部］（酒井理事） 

１．広報誌作成（2月号：10,000部）、2月号紙面内容案 

承認 ：紙面内容について提示され承認された。 

【法人事業】 

［総務局］（諌武総務局長） 

１．平成28年度養成校意見交換会実施について 

承認 ：養成校意見交換会の日時、場所について提示され承認

された。 

［総務部］（平原理事） 

１．「経理規程」について 

承認 ：経理規程について提示され承認された。 

２．「理学療法臨床実習における倫理規程」について 

承認 ：理学療法臨床実習における倫理規程について提示され

承認された。 

 

【支部局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［福岡支部］（松野理事） 

１．第100回福岡県理学療法士会学術研修大会 開催会場につ

いて 

承認 ：学術研修大会の日時、場所について提示され承認され

た。 

［北九州支部］（島添理事） 

１．講師承認について 

承認 ：支部開催研修会の講師について提示され承認された。 

 

【各委員会】 

【選挙管理委員会】（田代委員長） 

１．代議員選挙、任期について 

承認 ：定款の中で代議員任期が2年であることが確認され 

た。しかし今回、役員選挙と代議員選挙が重なってお

り選挙費用がかかること等が懸念された。そこで、今

回に限り代議員総会にて代議員の任期を1年延期し3

年任期とする議案を提出する旨が提案され承認された。 

 

【地域包括ケアシステム推進委員会】（松﨑委員長） 

１．介護予防・健康増進事業に関するマネージャー 

承認 ：地域包括ケアシステム推進委員会委員長の松﨑氏を候

補とすることが承認された。 

 

 

Ⅱ．報告事項 

【会長】（西浦会長） 

１．福岡県作業療法協会の会員である中村よしお 氏（現北九

州市議会議員）の次期北九州市議会議員選挙立候補に対し

て本会より推薦状を出すことが報告された。 

【法人事業】 

１．平成28年度第2回福岡県理学療法士会・福岡県作業療法 

協会・福岡県言語聴覚士会連絡協議会について報告された。 

２．原口剣生を語る会（県政報告会）について報告された。 

３．藏内謙衆議院議員福岡6区補欠選挙候補予定者推薦団体会

議について報告された。 

４．介護予防指導者養成事業（基本編）福岡会場について報告

された。 

５．九州理学療法士・作業療法士合同学会あり方委員会につい

て報告された。 

 

【副会長】（永友副会長） 

【法人事業】 

１．事務所職員雇用について1月から求人開始予定。5月の理

事会で移転先を報告予定、移転は7月中旬を予定している

ことを報告された。 

 

【事務局長】（西浦会長） 

【法人事業】 

１．平成28年度都道府県理学療法士会事務局長会議について 

台風の影響ため欠席したことが報告された。 

２．後援名義一覧について報告された。 

 

【学術局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［学術局］（廣滋学術局長） 

１．研修会参加者へのアンケート実施について試行的に平成 

29年1月まで実施することが報告された。 

２．支部・委員会活動の演題登録について報告された。 

［学会部］（宮﨑理事） 

１．第26回福岡県理学療法士学会 一般演題募集について 

報告された。 

［研修部］（廣滋学術局長） 

１．指定研修会（協会依頼事業）について報告された。 

［教育部］（廣滋学術局長） 

１．新人研修会（北九州支部・筑後支部）について報告された。 
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【社会局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［職能部］（吉村理事） 

１．平成28年度福岡県訪問リハビリテーション実務者研修会 

について報告された。 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［公益事業推進部］（高橋理事） 

１．事業の移行について 

１）小倉南区保健・医療・福祉・地域連携システム推進協議

会及び専門部会（ほっとステーション） 

２）小倉北区すこやかライフ推進協議会 

上記の2事業が公益事業推進部から北九州1地区地区へ事業

主体を移行することが報告された。 

２．ほっとステーション出前講義について報告された。 

３．体力測定会事前研修会について報告された。 

４．健康21世紀福岡県大会 実務者会議について報告された。 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

［公益事業推進部］（高橋理事） 

１．その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業について報

告された。 

２．その他スポーツ障害予防に対する活動全般事業について報

告された。 

３．平成28年度障害者スポーツ研修会 第4回について報告 

された。 

４．第36回ときめきスポーツ大会について報告された。 

５．平成28年度障害者スポーツ研修会 第5回について報告 

された。 

 

【総務局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［総務局］（諌武総務局長） 

１．協会指定管理者（初級）研修会について報告された。 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［組織部］（酒井理事） 

１．ホームページアクセス数・人数、広報誌について報告さ 

れた。 

【法人事業】 

［財務部］（時吉理事） 

１．公益法人協会主催セミナーについて報告された。 

２．平成28年度退会予定者について報告された。 

３．平成28年度予算執行状況について問題なく執行されてい 

ることが報告された。 

４．会費未納への対策について12月に文書の送付を検討して 

いることが報告された。 

 

【支部局】 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

［福岡・北九州・筑後支部］（松野理事・島添理事・福田理事） 

１．福岡支部・北九州支部・筑後支部開催の研修会について報

告された。 

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】 

［福岡支部］（松野理事） 

１．福岡支部内で開催された理学療法啓発活動について報告さ

れた。 

［北九州支部］（島添理事） 

１．北九州支部内で開催された体力測定会について報告され 

た。 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

［福岡支部］（松野理事） 

１．リレーフォーライフ福岡2016への出務について報告さ 

  れた。 

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】 

［筑豊地区］（島添理事） 

１．第1回筑豊地区レクリエーションについて報告された。 

【法人事業】 

［筑豊地区］（島添理事） 

１．筑豊地区運営委員交代について報告された。 

 

【各委員会】 

【地域包括ケアシステム推進委員会】（松﨑委員長） 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

１．介護予防推進リーダー導入研修会について報告された。 

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】 

１．介護予防指導者養成事業（基本編）北九州会場開催につ 

いて報告された。 

 

【研究助成審査会】（廣滋委員長） 

【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

１．平成28年度研究助成募集について報告された。 

 

【学術誌編纂委員会】（廣滋委員長） 
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【公益事業１ 理学療法士の知識及び技術の向上を図る事業】 

１．理学療法福岡30号進捗状況について報告された。 

 

 

Ⅲ．確認事項 

【選挙管理委員会】 

１．役員選挙について 

  役員選挙の際、選挙告示の役員選挙立候補届出要件として

新人教育プログラム修了者が望ましいことが再度確認さ

れた。 

 

 

Ⅳ．依頼事項 

【学術局】 

［学会部］（宮﨑理事） 

１．第26回福岡県理学療法士学会運営担当者会議をH29年1

月末に開催予定とし、支部局・教育部・総務部への協力を

依頼された。 

 

【総務局】 

［財務部］（時吉理事） 

１．平成28年度修正予算の提出が依頼された。 

２．平成29年度予算立案の提出が依頼された。 

 

 

以上のこの議事録の内容が正確であることを証明するため、出

席した会長、副会長、ならびに監事は、次の通り署名する。 

 

 

 


