
公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 28年度 第 3回理事会議事録

1. 開催 日時 :平成 28年 7月 17日 (日 )10:00～ 12:30

2。 開催場所 :(公社)岡山県鍼灸師会療養費等適正運用指導室

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 定款の件

第 2号議案 施術所開設済証明書発行の件について

第 3号議案 第 2回おかやまマラソンケアステーシヨンの件

第 4号議案 平成 28年度学術講習会内容に関して

第 5号議案 桃太郎のまち健康推進応援団イベント協力要請の対応

介護予防 。地域包括ケアに関する件について

第 6号議案 厚生労働大臣免許保有証交付申請手続きの件

第 7号議案  (公社)日 本鍼灸師会本部各種講習等の参加に係る経費負担について

8月 7日 →第 l lnll災 害支援鍼灸師養成講座について (危機管理)

臨床研修会

公益 。一般法人講習会

開会 (10時 00分 )

定刻となり、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。

【報告事項】

内国会長報告

1)前回理事会第 7号議案の各地区担当の件について、備北地区の担当は国安副会長から正

岡山市北区三F電東町 3‐8 菱川マンション 2F

13名

内田輝和、中原真行、國安俊成、市村由美子、赤枝壽士、西谷典人、

馬場みずほ、才野優一、山口大輔、小原陸夫、高木謙輔、福原隆行

吉田和彦

2名

松浦浩市、定廣隆司

2名

藤原秀雄、石部春子

会長、副会長、各部の報告及び確認



式に柳生先生に依頼 し承諾、玉野地区については井上先生に打診 したものの断られたこ

とを報告 し、現在保留となつているが、玉野地区担当の尾家先生の後を引き継いでもら

える先生を推薦 して頂けるように国安目1会長が玉野市の現状を調べ、連絡を取つてみる

ことが決まつた。

また、井原地区担当の西江先生が体調不良で活動できないので、若手の平り|1賢太先生、

藤井寛之先生にお願いしてはどうかとい う案が出され、会長、副会長に打診依頼を依

頼 した。

2)以前より会員からの要望があった当会会員証のデザインについて、 (公社)日 本鍼灸師

会の会員証と同じタイプのものを新興プリン トに依頼 し、色・形状等については執行部

と赤枝理事で考え、来年度から会員に配布する予定であることを報告した   資料①

3)当会ホームページについて編集が出来ない状態であるため、新しいホームページを国安

副会長、福原理事、定廣理事、武藤先生で連絡を密にし、早急に作成するよう依頼 し、

報告とした。

4)7月 10日 参議院選挙で小野田みき後援事務所へ応援に数回行き、無事当選したことを報

告 した。また、政治連盟結成の件で、岡山県鍼灸マッサージ師会と協力、岡山県柔道整

復師会とも連携しながら進めていることを報告 した。 資料②

國安副会長報告

1)6月 4日 、(公社)日 本鍼灸師会政治連盟の代議員会に西谷理事と出席 したことを報告 し

た。出席した西谷理事より議事について各県より質問や要望が多く予定より長い会議 と

なつたと報告があつた。

2)6月 5日 、平成 28年度 (公社)日 本鍼灸師会定時代議員会総会に出席したことを報告

した。

3)6月 11日 、 (公社)日本柔道整復師会中国大会の前夜祭、本大会に出席し、おかやまマ

ラソン開催以来、鍼灸師会とコンタク トを取 り、活動を一緒にしようという意識がある

ことを感 じたと報告 した。

総務部の報告 (市村総務部長)

1)6月 28日 に役員登記について、國定司法書士を通 して法務局に提出、手続き中であるこ

とを報告した。

2)公益法人インフォメーションヘの電子申請を馬場理事が行つたと報告 した。

3)役員の設置に関して、総会終了後行つた役員の選任会議が第 1回理事会となり、前回理

事会が第 2回、今理事会が第 3回になることを説明報告した。

組織部の報告 (赤枝組織部長)                       資料③

l)会員移動状況について、前日理事会以降、入会者 8名 、住所変更者 4名 、退会者 7名 で



現会員数はA会員 137名、B会員 87名、合計 230名 であると報告した。

2)定款の残部数が少なくなったため 50部新たに印刷済みであることを報告した。

3)会員名簿について 7月 末締めで印刷をする予定であると報告 した。その際、各地区担

者名を記載する都合もあり早く決定して欲 しいと要望があつた。

庶務部の報告 (西谷庶務部長)

1)会員発送数は現在、墨字が 240名、点字が 27名、CDデータが 9名 であると報告した。

2)7月 16日 会報誌臨時増刊号を発送 したと報告 した。

財務部の報告 (馬場財務部長)                      資料④

l)今年度の、会費未納者は 13名 で、昨年度から未納が続いていた平松裕介先生について

は、今年度分と合わせて入金を確認、真田和雄先生については入金がないため退会処理

することを報告した。

2)立て替え経費、費用について、その金額、請求方法について資料を配布 し説明、報告を

した。

保険部の報告(才野保険部長)                        資料⑤

l)7月 3日 、全国保険部長会議参加報告

学術部の報告 (山 口学術部長)

1)7月 3日 、(公社)日本鍼灸師会全国部長会議に出席し、生涯学習、全国大会などについ

て話し合われたと報告 した。

共済部の報告 (小原共済部長)                       資料⑥

l)共済部の振替口座を作つたが、業務上、会員に誤解を招く可能性もあるため、個人名義

の口座で扱 うことを報告 した。

普及部の報告 (高木普及部長)                       資料⑦

l)全国お灸フェスツアー2016について、 (公社)日 本鍼灸師会に申し込み済み、当会では

普及部の活動として 9月 4日 、備前京橋朝市会場内で午前 6時～9時に実施すると報告

した。今年度の灸フェス開催県・・東京・福島・埼玉・北海道・岡山

介護福祉部の報告 (吉田介護福祉部長)                   資料③

l)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

会議室にて行われ出席 し、それに関連 し 10月 7日 に介護予防教室の講師派遣要請があ

り、承諾 したことを報告 した。

2)6月 20日 、岡山市保健福祉局高齢者福祉課から 2名の来訪があり、来年度の総合事業



参入、今後の協力体制について話 し合つたことを報告 した。

3)9月 29日 、介護予防教室を、国際交流センターで予定しており、チラシを作成。これか

ら会員協カスタッフを募集すると報告 した。

(公社)日 本鍼灸師会岡山県師会の報告 (国安副会長)              資料⑨

l)平成 28年度会員及び会費納入状況について、6月 末時点で会員は 174名 、今年度入会

が 13名 、退会が 9名 、未納が 8名 であると報告 した。

2)厚生労働大臣免許保有証について現在、申請希望が 13名であることを報告 した。

3)(公社)日 本鍼灸師会の名簿を作成 したが、会員への発送はせず、必要であれば ドロッ

プボックスに載せると報告した。

その他の報告

1)山 口理事より6月 10・ 11・ 12日 に第 63回 (公社)全日本鍼灸学会北海道大会が札幌コ

ンベンションホールにて開催され、岡山県から9名 が参加 した。大会には 1,250名 の参

加者があり、盛大に行われていたことを報告 した。

2)国安副会長より7月 24日 に (公社)全 日本鍼灸学会中国四国支部認定講座が岡山国際

交流センターで開催予定であると報告 した。

青年部・広報部の報告は特になし。

諮問委員会報告

1)表彰委員会の報告として、備北保健所長表彰の推薦を柳生良雄先生、備中保健所長表彰

を大島修先生で申請中。以前申請 した備前の蓮井一彦先生、美作の大町晴夫先生の保健

所長表彰が決定したことを市村理事が報告 した。

2)(公社)日 本鍼灸師会第 7回臨床鍼灸スポーツフオーラムおかやまの進捗状況について、

演者等は決定し、抄録集の最終構成段階であることを山口理事が報告した

また、前日交流会への参加、大会当日の役割分担なども含め協力要請があつた。

【審議事項】

第1号議案 定款の件

将来的に不備があれば変更するが今のところは特になし。

第 2号議案 施術所開設届出済証明書発行の件について

(公社)日 本鍼灸師会からの情報で施術所開設届出済証明書を各自治体で発行するよう

に指導があつたが岡山県内で、その動きが確認できていない県について吉田理事より各



自治体に要望 したらどうかと意見があつたが、厚労省の通知を確認 して貰い、当会から

書式を検討、用紙を指定、打診することで承認された。

第 3号議案 第 2回おかやまマラソンケアステーシヨンの件

内田会長より、前回の評判が良かつたので、是非 2回大会もとの要望があり、今回はテ

ン ト数を増や し参加する予定であると報告があつた。また、スタッフと一日でわかるよ

うにグリーンのビブスを大会側が準備 してくれたと報告した。

6月 19日 に鍼メディカル うちだにて 4団体の代表が集まり会議を行い、以下の要望を大

会実行委員会へ提出するとの事。

・看板を 2か所に設置して貰いたい。

・ケアスタッフの控室や個人の持ち物置き場、タオル置き場など別のテントを準備

して貰いたい。

・パンフレットのボランティアー覧に鍼灸師会の名前を入れて貰う

第 4号議案 平成 28年度学術講習会内容に関して               資料⑩

ll月 20日 に予定されている第 2回学術講習会の講師について、午前中の講師が決定して

いない。山口理事より午前中に理事の先生で講師をやる先生がいないか確認 したが、い

ないためアンガーマネージメン トについての講師にアポイン トを取ることで承認 された。

1第 5号議案 桃太郎のまち健康推進応援団イベント協力要請の対応

:燿③霞FT馨ぜ1曇曇ξЛたFを

構築し、理事会で情報を流 し、受けてからの人員確保を

'第
16号議案 厚生労働大臣免許保有証交付申請手続きの件

昨年度の手続き時は会員に対し説明会を実施 したが、今年度は 13名 となっている。今年

度、説明会は行わず書類発送と電話対応での説明をしていく事で承認された。

第 7号議案 (公社)日 本鍼灸師会本部各種講習等に係る経費負担について

(公社)日 本鍼灸師会が主催する各種講習会に岡山県から参加をした場合に、その参加費用

の助成は可能かと国安副会長から質問があり、講習会参加後に会員向け伝達講習をして

もらうことで還元するなどの案が出るも、理事の場合には役員報酬の規定の問題があり、

保留となつた。

<その他>

・保険部長の才野先生より

封筒の発注について従来、庶務部が担当しているが、保険部で別に発注をしてもよい



かとの質問があつた。  |           ‐

残部などの確認を請求書が上がってくる財務部が数の把握をある程度できるので、庶

務部、保険部それぞれが発注することに関して承認された。

第 4回理事会開催の時期と会場について         ―  . |  ‐

‐
平成 28年 9月 25日 (日 )10:00～12:30 療養費等適正運用指導室にて開色

閉会

国安副会長より、本理事会の金議案を審議し第 1号議案から第 7号議案まで原案通り承

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 9月 25 Fl

公益社団法人岡山県鍼灸師会

監事      藤原秀雄

監事       石部春子

①
①


