
公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 28年度 第 2回理事会議事録

1.滸:イ窪日1寺 :平二
F文 284「 5月 29日  (日 )10:00～ 12:30

2.開催場所 :(公社)岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室

3.出席理事

4.欠席理事

5。 出席監事

6.報告事項

7.審議事項

第 1号議案 平成 28年度第 39 EHIl定時総会議事録確認について

第 2号議案 各役員の役割分担及び指示系統について

第 3号議案 各会長諮問委員会委員長・委員指名について

第 4号議案 岡山県鍼灸師会ホームページについて

IT委員会の進め方、担当について

第 5号議案 (公社)日 本鍼灸師会中国四国ブロック鳥取会議参加者について

第 6号議案 (公社)日 本鍼灸師会主催第 31期鍼灸臨床研修会受講者の指名について

第 7号議案 県下 4地区及び各地区師会担当責任者の選任について

第 8号議案 岡山県鍼灸師会会員証 tごついて

第 9号議案 災害対策について

第 10号議案 財務 :経費・役員手当についての取り組みについて

第 11号議案 その他

開会 (10時 00分)

定力となり、定款第 32条第 1項に基づき議決を行 うに必要な要件を満たしていること

を確認 した。

会長、内田輝和の指名により、高1会長は国安俊成、中原員行、松浦浩市とし、総務部に

市村由美子、組織部に赤枝壽士、庶務部に西谷典人、財務部に馬場みずほ、保険部に才野

優一、学術部に山口大輔、共済部に小原陸夫、普及部に高木謙輔、青年部に福原隆行、広

報部に定廣隆司、介護福祉部に吉田和彦、監事に 藤原秀雄、石部春子となった。全員異
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議なくこれを承認 し、内田輝和より冨1会長、理事、監事へ委嘱状の授与が行われた。

【報告事項】

内田会長報告

1)おかやまマラソン実行委員会事務局より第 2回おかやまマラソンケアステーション

ではテン トの増設 と大会用のビブスを用意 している。また、大会前日にデモンス

トレーション的なケアステーション開設の申し出があり、今後スタッフや方法な

どを調整 していくことを報告 した。

2)総会において承認 された岡山県鍼灸師政治連盟の設立について、現在、一部の役員

が決まっており今後、事務所、目的及び事業、会員 といった形を作つていく予定で

あることを報告 した。

94月 24日 に、平成 28年度 (一社)岡山県マッサージ師会の定期総会来賓として招

かれ出席、挨拶をしたことを報告した。

4)5月 8日 に、(公社)日本鍼灸師会理事会に出席した。会員異動状況は 28都道府県で減

少傾向にあり各県でそれぞれ鍼灸学校に出向き会員増加に努める。学術研修事業で

はテキス トや DVDの製作、ホームページに鍼灸医療 リスクマネージメント修了者

の名簿を発表 したり、東洋療法試験財国の生涯研修を 23師会で実施し、そのうち

修了者は 15師会 308名 であつた。災害医療対策委員会では災害医療支援マニュア

ルを作成 した。熊本地震に関して、日本鍼灸師会本部より 30万円の助成金を出し

た。鍼や綿花の消耗品代等として何に使つてもよいこととした。各県に災害活動用

の予算はないので、本部より活動資金 として助成する。 日本鍼灸師会、全 日本鍼灸

マッサージ師会、鍼灸ネットを窓日として、ボランティア募集を行つている。現在

は、熊本県鍼灸師会に集約された形で、熊本市内にてセンターを立ち上げ活動 して

いる。介護予防委員会では、平成 27年度の介護予防運動指導員スキルアップ研修

会は東京、福島、岡山、新潟の 4県で実施され、介護予防事業については 13師会

で実施されている。青年部の青年委員会からは全国のお灸フェスツアー2016年の

公募があり、福岡で開催される全国大会でも実施する予定。今年度から助成金を出

資することとなり、総予算は 10万円で公募形式とし、承認された師会で行 う。以

上の様な事が各部からの議題 となったことを報告した。

5)4月 24日 、岡山プラザホテルで行われた大森市長の激励会に出席 し、今後は岡山市

や医師会の講習会などに参加 し連携 していきたいと報告 した。

國安副会長報告

1)4月 29日 、いばらぎ隆太岡山県知事講演会に出席 したことを報告 した。

2)5月 8日 、第 16回岡山政経文化懇談会岡山県自民党岡山支部(支部長は橋本岳氏)集

会に出席 したことを報告 した。

3)5月 14日 、朝 日医療大学校の新校舎の落成式が行われ、会長代理で出席。大勢の来

賓が出席され、立派な落成式、また新校舎であったと報告 した。



山口理事からの情報では、鍼灸学科の座学教室は 6階に、実技室は 5階にある。

また、200名 収容できる講堂は低層階 3階に 3部屋、450名 収容可能な講堂は高層

階 10階に 1部屋あるとのこと。会議室の貸 し出しに関しては、未定だが、8月 開催

予定の鍼灸臨床フォーラムの会場は低層階の講堂を使 う予定で調整中であると報告

があつた。

05月 28日 、岡山プラザホテルで開会された 「衆議院議員山下たかし君を激励する会」

に会長代理で出席 したことを報告 した。

総務部の報告 (市村総務部長 )

(公社)日 本鍼灸師会代議員補欠選挙に中原副会長が立候補 し、代議員は中原冨1会長

と国安副会長と西谷理事と市村理事の 4名 が承認され、鍼灸新報にも掲載されたこ

とを報告 した。

組織部の報告 (赤枝組織部長)参考資料①

l)会員名簿発行の時期について、7月 中旬頃に出来上がる予定だが、会報を鍼灸おかや

まの発送に合わせることを予定していると報告 した。

2)会員オリエンテーションを、今年は実施の方向で考えているが、時期については他

の理事が集まれるよう日程調整 していくことを報告した。

3)会員状況は、今年度新規入会者は 8名。退会者が 3名 、会員数はA会員 139名 、B会

員 90名 で合計 229名 であることを報告 した。

0総会時に会員より、点字名簿の作成要望があつた件について、電話番号と名前のみで

作成することを報告した。

庶務部の報告 (西谷庶務部長)

会員発送数は現在、墨字が 203名、点字が 26名、CDデータが 8名 であると報告し

た。

國安副会長より。…どの時期に何を送付するのか、タイムテーブルを作成して欲 しいと

の要望あり。

財務部の報告 (馬場理事 )

今年度の、会費未納者に対する会費請求案内の発送を近 日中に予定。昨年度の会費未

納者 2名 (員 田和雄先生と平松裕介先生)について退会処理する旨の通知を、送る予

定であることを報告した。

保険部の報告 (才野保険部長 )

1)5月 14日 の必修講習会参加者には約 20名 の参加があり、未受講者に対し 6月 12日

の保険指導会時に補講を実施することを案内済みと報告した。

2)総会当日、午前に開催 された必修講習会のみの出席で帰る人が多かつた。今後午後

からの総会に出席 してもらう為にはどうすればよいか保険部内でもアイデアを出し

ていきたい。

学術部の報告(山 口学術部長)



今年度の学術講習会の日程は、平成 28年 9月 11日・11月 20日 ・平成 29年 1月

15日 の 3回を予定していると報告 した。

青年部の報告 (福原青年部長)参考資料②

l)5月 3日 、徳島県で開催された「おぎゃっと21親子スキンタッチ」に参加 したこと

を報告した。

2)お灸フェス公募を(公社)日 本鍼灸師会青年委員会が、広報 している。当県でも実施

可能か検討 していくことを報告 した。

広報部の報告 (定廣広報部長 )

1)新役員体制 とスポーツフォーラムの案内について、会報誌 「鍼灸おかやま」の増刊

号を 7月 に発行するということを報告 した。

2)メ ールマガジンの配信は、随時行つていく事を報告した。

介護福祉部の報告 (吉田介護福祉部長 )

1)6月 13日 、桃太郎のまち健康推進応援団の登録証授与式が、岡山市役所本庁舎 3階

第 3会議室にて行われる。会長代理で出席予定であることを報告 した。

2)9月 29日 、介護予防教室を、国際交流センターで予定していると報告した。

3)介護予防教室という名称だと参加者が制限されるので、良い名称を検討中であると

報告した。

(公機 日本鍼灸師会岡山県師会の報告(國安副会長)

1)平成 28年度会員及び会費納入状況について、会員は 171名 、退会会員が 4名、入会

会員が 11名 で合計 178名 であることを報告 した。

2)厚生労働大臣免許保有証について昨年度の申請が 51名。今年も申請の受付を 7月 に

行 うことを報告した。

3)第 3回卒後フォローアップ、第 36期鍼灸臨床研修会について、計画していることを

報告 した。

4)WWS(世 界鍼灸学会連合会学術大会)が茨城県のつくば市で 11月 5日・6日 の 2

日間開催 される。 (公社)日 本鍼灸師会からも(公機 全 日本鍼灸学会からも参加依頼の

連絡がある。参加可能な方は参加をお願いしますと報告した。

5)熊本地震の義援金を日本鍼灸師会が募集 している。岡山県鍼灸師会からも出すという

ことで、金額については財務と相談することを報告した。

6)日 本鍼灸師会の、保護プラン加入者が少なくなってきていて募集をしている。詳細に

ついては小原理事が後 日伝えると報告した。

7)(公社)日 本鍼灸師会本部より配信 される情報を管理 しているが、理事には情報を送る

ので、その管理、処理に関して質問、意見があつたら連絡くださいと報告した。

その他の報告

1)鍼灸臨床スポーツフォーラム実行委員会進行状況について(山 口学術部長)

各講座講師に抄録集用の原稿依頼を掛けている段階。交流会の会場についてはホテル



グランヴィア岡山と交渉中だが、料金や食事の内容について、他の会場も視野に入れ

ながら検討中。主となるスタッフで決めることとなった。参考資料③

2)(公社)日 本鍼灸師会通常代議員総会について(國安副会長)

6月 5日 開催予定の(公社)日 本鍼灸師会通常代議員総会には、國安副会長と西谷理事

が出席することを報告 した。

3)第 5回岡曲城後楽園カヌー駅伝大会ケアステーション開設について(前藤原普及部長)

4月 10日 に岡山京橋で開催された。会場はテン ト3張、ベッド7台、良導絡自律神

経測定器を配置し、スタッフ 21名 で対応 した。総受療者数は 48名。 うち、男性 37

名、女性 11名 、良導絡自律神経測定者は 48名 、アンケー ト記入は 48名 中 44名 が

記入。ケアスタッフ 21名 のうち岡山県鍼灸師会の会員 13名 、朝 日医療大学校学生

2名、会員外有資格者 6名。経費は謝金 2,000円 X13名 で 26,000円 、交通費 10名

7,500門 、印刷費 3,000円 、ケアステーション装備一式 10,000円 で 46,500円 掛かつ

たことを報告 した。

07月 3日 開催、(公社)日 本鍼灸師会全国部長会議出席者について(内 国会長)

渋谷の花田学園で開かれる。学術部長、保険部長、広報普及部長の会議があり、その

後、合同意見交換会の予定。(公社)日 本鍼灸師会本部より、出席を求めてきて、各担

当部長である、山口理事、才野理事、定廣理事が出席することとなつた。

5)保健福祉関係功労・知事・部長表彰候補者の推薦について(市村総務部長)

岡山県知事表彰に星智加子先生、岡山県保健福祉部長表彰に藤岡良平先生、岡山市保

健所長表彰に員原直美先生、備前保健所長表彰に蓮井一彦先生の 4名 の推薦をした

と報告した。

【審議事項】

第1号議案 平成 28年度第39固定時総会議事録確認について
。前総務部長の落吉生先生が現在作成中であると報告 した。

第 2号議案 各役員の役割分担及び指示系統について 資料参照④・⑤

・会長の補佐 として副会長は國安俊成、中原員行、松浦浩市とし、それぞれ國安俊成

が保険部、介護福祉部、共済部、組織部、庶務部を、中原員行が学術部、普及部、

青年部を、松浦浩市が広報部、総務部、財務部を管轄 し、業務にあたつては相互の

連携を取 り会長が総合的にその判断決定をするものとする。

・組織部と普及部が鍼灸学校卒業生に対する本会の説明会の担当となつているがその

兼ね合いはどうしたらよいか話 し合われたが、そのまま連携を取 りながら行つてい

くことに決定した。

・國安副会長より (公社)日 本鍼灸師会からの発送物が多くなる。(公社)日 本鍼灸師

会の事務費は現在 500円 しか徴収していないが、やつていける金額ではない。対策

として今年は、岡山県鍼灸師会の発送物がある際に(公社)日 本鍼灸師会の発送物を



同封する形を取 り、予算内で出来るか様子を見る。出来なかった場合は、来年の日

本鍼灸師会の予算が 500円 で妥当なのか、あるいは事務費を全く徴収せず(公神 岡

山県鍼灸師会の予算を使用 し(公社)日 本鍼灸師会の運営をしていくかを検討する必

要がある。

・会報誌について日本鍼灸師会の事務局から各県の会長に送っていた業務があったが、

今後は庶務部より発送をお願いする。

・庶務部の発送業務について年間計画を立てること。

・定期便や鍼灸新報が日本鍼灸師会より 20～30冊送られてきている。今まで前本多副

会長が関係省庁に送つていたものと思われるがそのリス トが見つからない。会報誌

の送付 リス トがあるのでそれを元に国安副会長が新 しくリス トを作成するものとす

る。

以上の役害1について異議なく全員承認 した。

第 3号議案 各委員会委員長・委員指名について

。表彰委員会、IT委員会、スポーツ鍼灸委員会、災害ボランティア委員会、女性部会委

員会を設置し、表彰委員会の委員長に市村理事、IT委員会の委員長に福原理事、スポ

ーツ鍼灸委員会の委員長に山口理事、災害ボランティア委員会の委員長に高木理事、

女性部会委員会の委員長に石部監事とすることが話 し合われ、全員異議なくこれを承

認 した。

第 4号議案 県師会ホームページについて、IT委員会の進め方、担当について

・ホームページ管理については、従来総務部の担当であつたが、今後は広報部で担当し

てはどうか。また、それをサポー トする広報部員として武藤尚代先生協力の下、管理

していくことが案として出され、承認された。

第 5号議案  (公社)日 本鍼灸師会中国四国プロック鳥取会議参加者について

。9月 18・ 19日 に開催するブロック会議には内田会長、赤枝理事、小原理事、高木理事

の 4名 が参加することで承認 された。

第 6号議案 (公社)日 本鍼灸師会主催第 31期鍼灸臨床研修会受講者の指名について

。研修会受講者については学術部長の山口理事より新入会員の中より指名 し打診すると

いうことで、承認された。

第 7号議案 県下 4地区及び各地区師会担当責任者の選任について

。地区担当者について、玉野地区の尾家忠士先生より本人の希望により担当を降りたい

ということで國安昌1会長から丼上英先生に打診。美作地区は昨年度まで木多副会長で

あつたが西谷理事が美作地区の担当に。備西地区の西江昭三先生も担当を降りたいと

希望があるもののもう少 し継続を依頼することで。備北地区は高松信彦先生の継続意

思を内田会長より確認 し、無理なようであれば柳生良雄先生に依頼する。以上が承認

された。

第 8号議案 県師会会員証について 資料参照⑥



・岡山県鍼灸師会の会員証について作ってもらえないかと会員の要望があり、年度を変

えて 1年毎に貼り替えられるような会員証を作る。デザイン等はこれから理事より募

集 し、次国理事会までに随時案を出していくことで全員異議なく承認 した。

第 9号議案 災害対策について

・ 第 3号議案「各委員会委員長・委員指名について」で決定されたことを受けて、災害

ボランティア委員会の委員長に高木謙輔理事が就き、今後、高木委員長が青年部など

に声掛けをして、一緒に活動する委員を指名することになつた。

第 10号議案 財務・経費・役員手当についての取 り組みについて

。役員報酬、文書作成料の見直しが必要。文書作成料、印昂J製本費などは役員報酬と同

じなので業務内容に応 じて年額で固定してはどうか。また、コピーやプリンターの印

昂1費 を引き下げることも検討 したい。役員報酬固定化にして手数料経費とい うのは無

くしていきたい。時期については決まつていないが財務馬場理事の判断で変更するこ

とで承認 された。

第 3回理事会開催の時期 と会場について

平成 28年 7月 17日 (日 )10:00～ 12:30 療養費適正運用指導室にて開催。

閉会 (12時 30分)

國安副会長より、本理事会の全議題を審議 し原案通 り承認 された旨の報告後、閉会を宣

し終了した。

上記の議事録が正確であることを証するため、出席 した会長 (代表理事)及び監事は、次

の通 り記名押印をする。

平成 28年 5月 29日

公益社団法人岡山県鍼灸師会

会長 (代表理事)

監事

監事

内 田

藤原秀

石部春

③
⑬


