公益社団法人 福岡県理学療法士会
平成 29 年度 第 1 回理事会議事録

【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】

日 時：平成 29 年 5 月 8 日（月）19：00～22：30

［社会局］
（松﨑社会局長）

場 所：麻生リハビリテーション大学校

１．福岡市介護実習普及センターフェスタ講師派遣について

出席者：
（理事）西浦、永友、近藤、廣滋、宮﨑、佐藤、松﨑、

承認 ：日時、派遣人数（8 名）について提示され承認された。

日野、吉村、久保田、高橋、諌武、平原、時吉、
【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】

酒井、岩佐、島添、松野、福田

［職能部］
（吉村理事）

（欠席）宇戸

１．平成 28 年度減点査定調査について

（監事）明日、古島、森田
（委員会）永野、田代、早川

承認 ：平成 28 年度の減点査定調査の集計結果について提示さ

（オブザーバー）遠藤、音地、
、久原、熊谷、山内

れ、HP へ掲載する事も含め承認された。

（事務員）福島、中山、長田
【総務局】

（書記）池田、田代

【法人事業】
［総務局］
（近藤事務局長）

議長は、西浦会長がつとめ、永友副会長、近藤事務局長ととも

１．県士会郵送方法の変更について

に議事録に署名することを確認した。

承認 ：会費未納者に対しての郵送物の発送を停止する体制に

Ⅰ．審議事項

ついて議論され承認された。
郵送回数は 4 回/年に統一

【会長】
（西浦会長）

し、緊急時は FAX 通信を利用する。

【法人事業】

［総務部］
（平原理事）

１． 組織図改変について（組織検討委員会から再答申）

１． 平成 28 年度事業報告について

承認 ：副会長 3 名体制および理事定数の増加について議論さ

承認 ：事業報告について資料提示され承認された。

れ、総会資料等を通して代議員や会員へ十分な説明を

２．平成 29 年度定時総会について

行い理解いただくことで承認された。

承認 ：平成 29 年度定時総会について資料提示され承認された。
［財務部］
（時吉理事）

２． 新事務所の選定について

１．平成 28 年度決算報告について

承認 ：博多駅より徒歩圏内での物件を提示され、事務員の意
見も踏まえて今後決定することで承認された。

承認 ：決算報告について資料提示され承認された。

３．平成 28 年度事業報告について
【支部局】

承認 ：事業報告について資料提示され承認された。
４．平成 28 年度決算報告について

【法人事業】

承認 ：決算報告について資料提示され承認された。

［支部局］
（岩佐支部局長）

５．平成 29 年度代議員総会について

１．平成 29・30 年度支部地区運営委員について

承認 ：代議員総会資料が提示され承認された。

承認 ：各支部地区の運営委員が提示され承認された。

【監事】
（明日監事）

【各委員会】

【法人事業】

【選挙管理委員会】
（田代委員長）

１． 監査報告について

【法人事業】

承認 ：講師謝金未払いについての指摘が 1 件あった。年間事

１．代議員選挙について

業については適切に行われていたことが報告され承認

１）代議員に関する広報について

された。

承認 ：代議員の役割等が不明といった会員の意見に対し、代
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議員の広報内容について再度検討することで承認され

２．平成 29 年度学術局年間スケジュール表について報告さ

た。

れた。

２）代議員の推薦について

３．平成 29 年度版 学術局マニュアル更新について報告さ

継続審議 ：各地区より代議員を選出するにあたり、推薦とな

れた。

る場合を踏まえ次回の選挙に向けて地区部長を中

４．研修会アンケート結果について、内容の満足度について

心に支部局内で議論することとなった。

は、エビデンスや臨床実践、総合満足感を尋ね 90％以上

３）代議員当選後の辞退について

が満足しており、十分な内容の研修会であることが確認

承認 ：代議員辞退の届出・受理の流れ（辞退届けを事務所へ

された。この結果を総会、HP 等で内外に示すことから県

提出後、3 役が受理）について承認された。

士会研修会の魅力を伝え、参加者数の地区格差を改善さ

２． 役員選挙について

せる資料としたい旨が報告された。

継続審議 ：今回の投票率低迷や今後の選挙活動への SNS 使用

［学会部］
（宮﨑理事）

について議論された。協会の選挙規程や略歴の記

１．第 26 回福岡県理学療法士学会について報告された。

載方法など踏まえ再検討が必要とし継続審議とし

２．第 26 回福岡県理学療法士学会閉会式時に一般演題発表

た。

者の表彰式を行った旨が報告された。
［教育部］
（佐藤理事）

Ⅱ．報告事項

１．新人研修会（県学会同時開催）について報告された。

【会長】
（西浦会長）

２．臨床理学療法研修会について内容・参加者について報告

【法人事業】

された。

１．第 2 回福岡県介護人材確保・定着促進協議会について報

３．2017 年度 生涯学習マニュアル作成について報告された。

告された。

４．理学療法士講習会（基本編・理論）の参加費徴収につい

２．慶尚南道物理治療士会 MOU 締結式について報告された。

て日本理学療法士協会の事前申込費決済代行を利用す

３．平成 27 年度専門職向け地域ケア会議研修（第 2 回）に

る旨が報告された。

ついて報告された。
４．福岡県介護予防支援センターによる市町村支援事業最終

【社会局】

報告会について報告された。

【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】

５．平成 28 年度第 3 回定期各県理学療法士会長会議につい

［公益事業推進部］
（久保田理事）

て報告された。

１．九州理学療法士・作業療法士合同学会への公益事業推進

６．災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣

部活動（中学生バスケットボール選手に対しての傷害予

に係る協定締結式について報告された。

防教室）に関する報告の投稿について報告された。

７．日本リハビリテーション発祥地記念館・九州リハビリテ

２．障害者スポーツ研修会（7 回シリーズ）の詳細について

ーション発祥地記念館について報告された。

について報告された。

【事務局長】
（近藤事務局長）

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】

【法人事業】

［公益事業推進部］
（高橋理事）

１．福岡県公益認定等審議会立入検査について報告された。

１．北九州マラソン 2017 事前研修会について報告された。

２．後援名義一覧について報告された。

２．北九州マラソン 2017 の内容について報告された。
３．ほっとステーション出前講義について報告された。

【学術局】

４．
「食と健康を学ぼう」について報告された。

【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）

【公益事業３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

１．新人オリエンテーション出務者について報告された。

［公益事業推進部］
（高橋理事）
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１．北九州 OPEN 車いすテニス大会事前研修会について報告

［福岡 1 地区］
（松野理事）

された。

１．福岡 1 地区で開催されたレクリエーションについて報告

２．北九州 OPEN 車いすテニス大会の内容について報告され

された。

た。

［福岡２地区］
（松野理事）

３．飯塚国際車いすテニス大会実行委員会会議について報告

１．福岡 2 地区で開催されたレクリエーションについて報告

された。

された。

［渉外部］
（日野理事）

［北九州２地区］
（島添理事）

１．介護予防事業への協力体制の構築（全 3 回）について報

１．北九州 2 地区地区便り発行（北 2 ニュース）について報

告された。

告された。

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】

【各委員会】

［職能部］
（吉村理事）

【地域包括ケアシステム推進委員会】
（松﨑委員長）

１．平成 28 年度診療報酬研修会について報告された。

【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研修会（介護予防推進リーダース

【総務局】

テップアップ研修会）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３ 理学療法の知識・技術を提供する事業】

［組織部］
（酒井理事）

１．在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修会（Ⅱ）

１．ホームページの適宜更新について報告された。

について報告された。

２．広報誌作成（9 月号：10000 部）について報告された。
【学術誌編纂委員会】
（廣滋委員長）
【法人事業】

１．理学療法福岡 30 号 校了（5700 部）発行予定について

［総務局］
（諌武総務局長）

報告された。

１．公益法人インフォメーションを通し平成 29 年度事業計

２．執筆要項の文言修正および説明項目追加について理学療

画書等を提出した旨が報告された。

法福岡 30 号より変更することが報告された。

［総務部］
（平原理事）

３．31 号特集テーマと執筆者候補について報告された。

１．平成 28 年度北九州医師会災害医療研修会について報告

Ⅲ．確認事項

された。

【総務局】
（諌武総務局長）

２．平成 29 年度新人オリエンテーション（福岡支部・北九州

【法人事業】

支部）について報告された。

１．平成 29 年度・30 年度にかけての理事会スケジュールを

［財務部］
（時吉理事）

作成し各部局の運営の参考に活用するとした。

１．会議・会費相談窓口事業について報告された。
【支部局】

Ⅳ．依頼事項

【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】

［福岡・北九州・筑後支部］

【公益事業２ 理学療法の知識・技術の普及・啓発を行う事業】

（岩佐支部局長・松野理事・島添理事・福田理事）

［組織部］
（酒井理事）
１．各局・部にて県民対象の事業が行われる場合に広報誌ぴ

１．福岡支部・北九州支部・筑後支部開催の研修会について

しゃっと！を積極的に配布するよう依頼された。

報告された。
２．福岡支部・筑後支部開催の症例報告について報告された。

【法人事業】
［財務部］（時吉理事）

【その他事業 会員の福利厚生に関する事業】
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１．各局・部にて今年度予算と費用実績を確認しながら事業
を実施していくよう依頼された。

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。
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