
令和元年度第５回定例（拡大）理事会議事録 

日時：令和２年１月１２日（日）  午前の部  ９：３０～１２：２５ 

                 午後の部 １３：４５～１５：１９ 

場所：橿原市立万葉ホール 研修室２ 

議長：増田崇 

出席者：【理事】増田崇、西田宗幹、田平一行、松村明子、和田善行、北村哲郎、中村貴信、

河村隆史、堀義範、廣池裕美 

    【監事】門脇明仁 

    【部長・委員長】田中耕嗣、吉田、中川、森田、細川、浦上、髙島、田中満勝、中

村潤二、萩原、鴨川、赤松、榮崎、井上、福本、堀田、尾崎 

    【書記】四方絵里華 

議事録署名人：増田崇、門脇明仁 

欠席監事：江村修二 

 

議事：１．各局・部・委員会 令和元年度事業報告 

   ２．令和元年度決算報告（現状） 

   ３．中間監査報告 

４．各局・部・委員会 令和２年度事業計画案 

５．令和２年度予算案報告・審議 

６．資金調達及び設備投資の見込みについて 

７．会長行動報告 

８．会員異動承認 

９．総会議案について 

１０．その他 

 

承認事項 

１．各局・部・委員会 令和元年度事業報告 

２．今年度のオリパラ追加事業に関する予算執行 

３．令和２年度予算案について 

４．資金調達及び設備投資の見込みについて 

５．会長行動および業務執行理事行動 

６．会員異動 

 ７．総会日程・議案等について 

 ８．備品購入について 

 ９．高齢者福祉、高齢者介護事業のガイドライン策定委員の選出 

 



 

（午前の部） 

１．各局・部・委員会 令和元年度事業報告 

承認 各局・部・委員長より令和元年度事業報告について説明がなされ、審議の結果、

理事全員に承認された。 

 ＜事務局（和田事務局長）＞ 

  １）総務部（田中耕嗣部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

  ２）会員管理部（吉田部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

  ３）財務部（中川部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

  ４）福利厚生部（細川部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。例

年と異なり、新年会・ボーリング大会は２月の開催となる。傷害保険につい

ては検討中。 

 

＜社会局（西田社会局長）＞ 

 ５）医療保険部（代理：西田副会長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

 ６）介護保険部（浦上部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

  ７）社会福祉部（髙島部長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

 ８）理学療法啓発部（田中満勝部長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

 

＜学術局長（田平学術局長）＞ 

  ９）生涯学習部（中村潤二部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。日

理協からの委託事業あり。今年度のみの予定。 

１０）研修部（萩原部長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。今

年度は奈良学会で研修会を開催した。 

１１）学術誌部（代理：和田理事） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。論



文投稿は３本あり、いずれも自主的。 

       

＜広報局（松村広報局長）＞ 

１２）会誌部（鴨川部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

１３）ホームページ管理部（赤松部長） 

報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。ホ

ームページはリニューアル準備中。 

 

＜各委員会＞ 

１４）第２９回奈良県理学療法士学会準備委員会（榮崎学会長） 

報告 学会の概要報告がなされた。 

１５）第３０回奈良県理学療法士学会準備委員会（細川学会長） 

報告 計画通り、遂行されていることが報告された。予定演題数に達した。特別・

教育講演の講師も決定し、内諾されている。 

１６）表彰審査委員会（代理：鴨川会誌部長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。県

からの表彰推薦依頼も増えており、対象者の選定も検討していく。 

１７）新人研修委員会（和田善行委員長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。今

年度は新たに１コースを開催。理学療法士講習会は５コースとなっている。 

１８）専門領域委員会（田平委員長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。整

形外科リハビリテーション勉強会を共催で開催した。 

１９）ブロック活動推進委員会（井上委員長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。今

年度は各ブロック（中・南和は合同）で開催した。 

２０）選挙管理委員会（代理：増田会長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

２１）スポーツメディカルサポート委員会（福本委員長） 

 報告 計画通り事業遂行されていることが報告された。奈良マラソン１０回大会を

終え、感謝状が贈呈された。また、オリ・パラ関連の追加事業を実施、予算

追加申請を行った。今年度の研修会は１名受講済、残り３名も受講予定であ

る。 

２２）地域包括ケアシステム推進委員会（堀田委員長） 

 報告 計画通り事業内容の変更なく、遂行されていることが報告された。研修会は



５回開催、うち４回が県の補助金事業として運営している。人数低迷している

が、ＯＴ・ＳＴ士会への広報を行い、例年よりは参加人数はやや増加。また今

年度からの追加事業として、奈良ダイハツ工業との共催事業を６月に実施した。 

２３）政策委員会（尾崎委員長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

２４）スクールトレーナー推進委員会（福本委員長） 

 報告 計画通り事業が遂行されていることが報告された。大阪府士会の山川氏の講

演会を中止した。ＪＰＴＡの学校保健関連の会議に参加予定である。 

２５）災害対策委員会（西田委員長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

２６）管理者ネットワーク推進委員会（西田委員長） 

  報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

２７）実習指導者講習委員会（北村委員長） 

   報告 計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。 

 

２．令和元年度決算報告（現状） 

  報告 中川財務部長より現時点での、令和元年度決算報告に関して説明された。 

 

３．中間監査報告（門脇監事） 

報告 門脇監事より中間監査報告が行われた。 

 

４．各局・各部・委員会 令和２年度事業計画案 

＜事務局（和田事務局長）＞ 

１）総務部（田中耕嗣部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。事務員の管理についての明記を検討す

る。 

２）会員管理部（吉田部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

３）財務部（中川部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

４）福利厚生部（細川部長） 

 報告 事業計画案が説明された。来年度は新年会ではなく、学会後に交流会として

実施する予定。傷害保険は引き続き検討していく。 

 

＜社会局（西田社会局長）＞ 

５）医療保険部（代理：西田副会長） 



報告 例年通りの事業計画案の説明がなされた。 

６）介護保険部（浦上部長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。地域包括ケア推進システム委員会との

事業の棲み分けも検討していく。 

７）社会福祉部（髙島部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

８）理学療法啓発部（田中満勝部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。来年度のフェスタは全国一斉イベント

となり、７月１２日の予定である。グッズは、桜マークのゼムクリップが好

評だった。川柳入選作品について、掲載箇所が少ないと以前に指摘があった。

今後、検討していく。 

 

＜学術局（田平学術局長）＞ 

９）生涯学習部（中村潤二部長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。２０２１年度に生涯学習システムが変

更になるため、新プロの参加者が増加する見込み。システム変更に関しては、

適宜対応していく。 

１０）研修部（萩原部長） 

 報告 例年通りの事業計画案が説明された。研修会開催は例年２回だったが、今後

は柔軟性をもって実施していく。日理協講習会と助成金事業に関しては、申

請し承認された。助成金事業は吸引講習会である。 

１１）学術誌部（代理：田平副会長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

 

＜広報局（松村広報局長）＞ 

１２）会誌部（鴨川部長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。今後、ＨＰにも掲載予定である。 

１３）ホームページ管理部（赤松部長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。ＨＰリニューアルはマイナーチェンジ

（レイアウト変更）を行う予定。 

 

＜各委員会＞ 

１４）第３０回奈良県理学療法士学会準備委員会（細川学会長） 

報告 学会に関して概要説明がされた。カフェ・書籍販売スペースを設ける。また、

サテライト会場を設営予定であり、調整中。教育・特別講演の学術誌への掲

載はＡ４ ２枚で、原稿料は講師料の半額となる。 



１５）第３１回奈良県理学療法士学会準備委員会（髙島学会長） 

 報告 第３１回奈良県理学療法士学会に関して概要説明がされた。 

１６）表彰審査委員会（代理：鴨川会誌部長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

１７）新人研修委員会（和田善行部長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。呼吸器コースでは３学会合同呼吸療法

認定士のポイント付与が可能となった。来年度より委員長が梅本氏に変更と

なる。 

１８）専門領域委員会（田平委員長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

１９）ブロック活動推進委員会（井上委員長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。新しい新人プログラムに症例発表・聴

講も含まれており、参加人数の増加も見込まれる。 

２０）選挙管理委員会（代理：増田会長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

２１）スポーツメディカルサポート委員会（福本委員長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。今年度はオリ・パラの活動に伴い、勉

強会の回数を減らす予定。また事業追加としてオリ・パラに関して説明がな

された。メディカルスタッフは日理協からの推薦理学療法士となる。スタッ

フは５名派遣予定だが、内１名の該当者は不明。ＪＯＣ・日理協・各競技団

代の３つの研修会を修了する必要がある。その後、大会期間中に１４日間業

務に従事。３つの研修会に関しては東京で開催されるため、今年度・来年度

分として５名分の１泊２日の出張費と、オリ・パラ大会での各７泊・往復交

通費の予算を申請。オリ・パラ後も日理協より、ホストタウン・アジア競技

大会・奈良県国体等での活動継続を行っていくように指示されている。また、

メディカルスタッフはスポーツメディカル委員やスクールトレーナー推進委

員となり、今後活動していく予定である。不明１名に関しては、日理協には

当会より公文書で問い合わせをする。 

承認 今年度のオリ・パラ追加事業に関する予算執行に関して、理事全員に承認さ

れた。 

２２）地域包括ケアシステム推進委員会（堀田委員長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。フォローアップ研修に関してはポイン

ト付与される予定である。 

２３）政策委員会（尾崎委員長） 

報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

２４）スクールトレーナー推進委員会（福本委員長） 



   報告 例年通りの事業計画案が説明された。今年度よりキックベース・ボッチャの

指導介入を行っていく予定。こども駅伝に関して、後援団体としての参入を

検討する。 

２５）災害対策委員会（西田委員長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

２６）管理者ネットワーク推進委員会（西田委員長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

２７）実習指導者講習委員会（北村委員長） 

   報告 例年通りの事業計画案が説明された。 

 

５．令和２年度予算案報告・審議 

 承認 増田会長、中川財務部長より令和２年度収支予算書・一般会計予算書について説

明がなされ、審議の結果、理事全員に承認された。 

 

（午後の部） 

６．資金調達及び設備投資の見込みについて 

 承認 資金調達及び設備投資の見込みについて、審議の結果、来年度の資金調達及び設

備投資は行わないことが理事全員に承認された。 

 

７．会長行動報告 

  １２／１３ 田野瀬大道氏 政治資金パーティー（関西政経フォーラム）参加 

    ／２２ 訪問リハ実務者講習会 

    ／２６ 医療推進協議会役員会 

   １／ ６ 調整会議 

    ／ ８ 呼吸器コース打ち合わせ 

    ／１２ 第５回定例（拡大）理事会 

  承認 以上の会長行動について増田会長より報告がなされ、理事全員に承認された。 

承認 業務執行理事行動報告（西田副会長、田平副会長） 

業務執行理事から業務の報告がなされ、理事全員に承認された。 

 

８．会員異動 

 承認 令和元年７月２８日から令和２年１月１２日までの会員異動が、理事全員に承認

された。 

 

９．総会日程・議案等について 

 承認 第２７回定期総会の日程・会場および議案は以下の通り決定した。 



 （日程） 令和２年５月２３日（土）受付１４時３０分～ 開始１５時００分～ 

 （会場） 総務部で検討 

 （議案） 第１号議案 令和元年度事業・決算及び監査報告の承認に関する件 

      第２号議案 令和２年度事業計画・予算案の承認に関する件 

 

１０．その他 

１）令和２年度の理事会・役員会の日程について（増田会長） 

   報告 令和２年度の理事会・役員会の日程が以下で決定し、報告がなされた。 

       ４月１１日（土） 第１回定例理事会 

       ５月２３日（土） 第２７回定期総会、第２回定例理事会 

       ６月２７日（土） 第１回役員会 

       ７月１８日（土） 第３回定例理事会 

       ９月 ５日（土） 第２回役員会 

      １０月２４日（土） 第４回定例理事会 

      １２月 ５日（土） 第３回役員会 

       １月１７日（日） 第５回定例（拡大）理事会 

       ２月２７日（土） 第６回定例理事会 

       ３月２７日（土） 第４回役員会 

２）総会の委任状について（門脇監事） 

   報告 現在、委任状は署名と捺印が必要になっているが、捺印は省略可能かと門脇

監事より質疑がなされた。来年度より署名のみとする。 

３）公益法人運営研修会（増田会長） 

   報告 山本税理士に情報提供し、当会からの出席は見送る。 

４）令和元年度協会賞の推薦について（増田会長） 

   報告 対象者の検討を、表彰審査委員会に依頼する。 

５）奈良県医療安全推進センターの全体会議・講演会について（増田会長） 

   報告 奈良県総合医療センターの高嶋氏が出席することとなる。 

６）監査報告・広告費についての補足説明（門脇監事） 

   報告 広告費に関しては理学療法と関連性の低いものは行わない。申し合わせ事項

等で基準を設けるのが望ましいため、今後検討する。献血は終了、子ども駅

伝は継続する。 

  ７）備品購入について（廣池理事） 

   承認 事務所の掃除機・加湿器・暖房機器の購入について、審議の結果、理事全員

に承認された。 

８）都道府県コーディネーター連絡会議の報告（西田副会長） 

   報告 シルリハ体操講習会について報告がなされた。以前までは協会が相談窓口に



なっていたが、各ブロックで連携し事業運営することとなる。近畿ブロック

は滋賀県が窓口となっている。 

 ９）地域包括ケア推進委員会（西田副会長） 

   報告 奈良ダイハツ工業との共催事業について、５月１８日に開催されることが報

告された。奈良ダイハツ工業より、開催地域の理学療法士の派遣が希望され

ている。４名参加予定で、３名分の人件費はダイハツ工業より支払われる。

１名分は当会より活動費として計上している。 

 １０）地域ケア会議マニュアル作成（西田副会長） 

   報告 県のマニュアル作成委員と市町村の地域ケア会議の相談アドバイザーとして

西田副会長が対応。五條市より依頼があり、１月２０日の会議に出席予定で

ある。 

 １１）高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画のガイドライン策定委員について（中村

理事） 

   承認 県よりリハ専門職の参加要請があり、中村理事を推薦することで理事全員に

承認された。 

 １２）社会局（松村理事） 

報告 役員の参加費免除項目と方法について確認と説明がなされた。参加費免除項

目を再確認し、次回の理事会で検討する。 

１３）地域包括ケア推進委員会（堀理事） 

   報告 日理協より推進リーダーの実態調査のアンケート依頼があった。堀田委員長

に回答依頼する。 

 １４）糖尿病対策事業に関する情報交換会の参加について（増田会長） 

   報告 天理よろづ病院の村上氏に情報提供を行う。 

 １５）第３２回奈良県理学療法学会長の選定（増田会長） 

   報告 西奈良中央病院の岩田氏を依頼する。受諾されなければ畿央大学の岡田氏に

依頼する。 

 

 

以上 


