
公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 29年度第 1回理事会議事録

1.日  時  :平成 29年 5月 21日 (日 曜 日) 18:30～ 21:30
2.会  場  :(公機 岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室

岡山市北区三門東町 3‐8 菱川マンション 2F

3.理事数

4.出席理事数

5.欠席理事名

6.出席監事名

7.議案

第 1号議案 余剰金の使い道の件

第 2号議案 AMDAと の協定締結の件

第 3号議案 平成 29年度地域社会奉仕活動の件

第4号議案 平成 29年度第 2回理事会開催の期日の件

8:議長の氏名 :代表理事(会長)内田 輝和

定刻に、代表理事内田輝和は議長席につき、上記の通り定足数に足る理事の出席があっ

たので、18時 30分、本理事会を宣した。

9。決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 :該当する者はいない。

10。議事録作成者 :理事 市村由美子

11.理事会資料

理事会資料‐1:組織部資料 会員異動状況

理事会資料‐2:青年部資料 鳥取での「お灸カフェ」報告書

12.I報告事項】

(1)会長の報告として

①平成 29年度第 26回津曲加茂郷フルマラソンマッサージケアステーションの報

15名

13名

内田 輝和 。国安 俊成 。松浦 浩市 。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・福原 隆行・吉田 和彦・小原 陸夫

高本 謙輔

中原 員行・定廣 隆司

藤原 秀雄・石部 春子



生
口

会長に代わり、山口実行委員長が、会員スタッフとして 23名 、学生受付スタッ

フ 9名 、利用者数延べ 163名 で大きな混乱もなくスムーズに運営されたと報告

した。

②平成 29年度第 6回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会ケアステーションの報告

会長に代わり、ケアステーション責任者藤原先生が、ケアスタッフ 16名 のうち、

鍼灸師会会員が 8名 、学生が 5名 、会員外有資格者が 3名 、利用者数延べ 89名 (男

性 66名 女性 23名 )であったと報告した。また、今回は 1件の事故があり、参加選

手の自己管理不足により転倒し、後頭部を打つたが、医療班も駆けつけ、大事に

は至らなかったと報告した。

(2)松浦副会長より平成 29年第 3回おかやまマラソン2017事前会議参加報告があつた。

(3)市村総務部長より、平成 29年 5月 21日 (日 )平成 29年度定時社員総会質疑事項

の確認が行われた。決議事項は川西議長の采配により全て承認されたが、奉仕活動

資金の件に於いて、各地区責任者と情報交換を密に行い、今後は一方的な通達にな

らないように処理をお願いしたいと指示があったと報告された。

(0赤枝組織部長より、平成29年度(3月 20日 ～5月 20日 まで)会員状況の報告があつた。

総会員数は 222名。内訳は、A会員 133名 、B会員 89名。3月 退会者は 8名 と報告

した。また、永年表彰受賞者は、6名であつたと報告した。

本日、平成 29年度定時社員総会時にここ2～3年内に新入会した会員のオリエンテ

ーションを兼ね、会員前で挨拶をしたと報告した。

(5)西谷庶務部長が、墨字会員 200名 、点字 21名 、鍼灸おかやま CD21枚 と報告した。

(0馬場財務部長が平成 28年度会費納入状況について 1名 の未納者(宮尾大輔先生)があ

ったと報告した。再度前年度の請求と共に新年度の会費納入に関しても案内を送る

ことにしているとのこと。新年度の会費納入案内は、今月中に発送する予定である

と報告した。

(7)才野保険部長が本日、平成 29年度定時社員総会時に保険必修講習を開催し、後日補

講の予定があると報告した。

(8)山 口学術部長が今年度の学術講習会の講師の依頼を現在進行中で、7月 30日 には、

明治国際医療大学の矢野先生を予定していると報告した。



⑨ 小原共済部長が (公社)日 本鍼灸師会鍼灸師総合賠償責任保険の今年度カロ入者は 124

名、中途加入が 4名 あったと報告 した。

また、昨年の夏頃医療事故(気胸)が 1件あつたと報告 した。詳 しい情報は分からない

とのことだが、執行部には経過報告を行 うことを確認 した。執行部より、(公社 )日 本

鍼灸師会には事故対応マニュアルがあると思 うので、それを参考に経過報告を行 うよ

うに指摘があつた。

(10)福原青年部長より、鳥取県で開催 された 「お灸カフェ」に参加 したと報告があつた。

詳細は、別紙報告書を参照。

(11)小原広報部長代理が、「鍼灸おかやま 64号発刊」は 9月 頃を予定している。また、

メールマガジン配信状況 として現在 189号まで配信 していると報告 した。

(12)国安副会長が、(公社)日 本鍼灸師会岡山県事務所の報告として、(公社)日 本鍼灸師会

が危機管理委員会を立ち上げ、岡山県災害支援本部事務局の設置、岡山県災害支援鍼

灸師の登録が 9名 であったと報告した。災害支援の際積極的に動くためには人数が必

要なので、理事の協力をお願いしたいとの事であつた。今後、(公社)日 本鍼灸師会、

劇 DAと の連携を密にしていく予定であると報告した。

次に、会員状況について、平成 28年度末の会員数は 167名 で、平成 28年度退会者

数 19名 平成 29年度入会者数 2名 であると報告した。

平成 28年度会費納入状況について、平成 28年度は会費未納者が 4名 であつたと報告

した。(尾家忠士、小田光浩、片岡寛、濱田裕之)尾家先生に関しては、総会時に直接

納入をお願いし、承諾を得た。片岡寛先生は、退会の意思がないのでもうしばらく会

費納入をしていただくよう交渉する予定である。

小田光浩、濱田裕之各先生方に関しては除名の処理を行う予定であると報告した。し

かし、除名の場合は、総会で 1/3の決議が必要になるので、退会扱いのほうが良いの

ではと会長より指摘があつたので、退会扱いとする。

今後、(公社)日 本鍼灸師会会費納入に関して案内を送付する際には、年会費は前払い

で本部へ送金しなければならないこと、6月 末までに入金をして頂くことなどを明記

してはどうか、また、7月 初めまでに支払いの意思があるかどうかの意思確認もでき

れば会費納入時における問題も解決できるのではないかと意見が出た。

最後に、平成 29年度厚生労働大臣免許保有証申請手続きについて、現在の会員の厚

生労働大臣免許保有証登録者は 63名、会員外は 3名 (昨年までの実績)である。平

成 29年度も7月 より受付予定 (メ ルマガ等でお知らせの予定)であると報告した。

(19諮問委員会の活動報告・予定

①表彰委員会の市村委員から、平成 29年度表彰予定者について岡山県保健福祉部長



表彰推薦者として、松永圭一郎先生、赤枝壽士先生、備前保健所長表彰推薦者とし

て鈴木理博先生、岡山市保健所長表彰推薦者として野上直樹先生、岡山県知事表彰

推薦者として長谷川律夫先生、岡山市長表彰推薦者として市村由美子を予定してい

ると報告した。

②スポーツ鍼灸委員会山口委員長より、平成 29年 10月 1日 (日 )新庄・蒜山スー

パー トレイルケアステーション開設、平成 29年 10月 9日 (日 )井原市民スポー

ツの日スポーツ鍼灸体験ブース開設、平成 30年 3月 18日 (日 )開設事前セミナ

ーなどを予定していると報告があつた。

③ IT委員会福原委員長から、HPについて馬場先生と差し替え準備中であると報告

した。

(10その他の報告

1)内 田岡山県鍼灸師政治連盟会長より、少しずつ寄付金が納入されている。現在は

15名 の登録者がいると報告した。

2)国安岡山地区担当責任者が、平成 29年 4月 21日 に(岡山地区師会)社会福祉施設

に施術慰問したと報告した。

平成|129年度の手1定

(1)平成 29年 9月 17日 (日 )。 18日 (月 )に開催 される(公社 )日 本鍼灸師会中国四国ブ

ロック会議(福山)の参加について、内田会長はじめ、他 3名 を予定 していると報告 し

た。参加者については後 日確認する。

(2)平成 29年 10月 8日 (日 )・ 9日 (月 ・祝)第 13回 (公社)日 本鍼灸師会全国大会 in

大阪での部長会議について、参加者は後 日確認する。

(3)平成 29年 11月 12日 (日 )第 3回おかやまマラソン 2017ケアステーション開設の

進捗状況について松浦副会長が千田顧問を通 じて、大会本部にタオルのリース代など

の経費を負担 して欲 しいと現在交渉中であると報告 した。また、マラソン大会前 日の

土曜 日の準備をしつか り行 うことや、大会当日朝の受付開始時間を 15分ほど早 くし

てはどうかなど検討中。今年はファンランが往復コースとなつているので、例年 より

100名位の利用者が増えると思われるなど新 しい課題も出てきている。そして救護 と

の連携を密に行 うなども報告 された。

(4)国安 (公社)日 本鍼灸師会代議員より、平成 29年 6月 4日 (日 )(公社)日 本鍼灸

師会代議員会会議に西谷代議員と出席したことを報告した。また、翌日6月 5日 (月 )



・その他

(1)(公社)全 日本鍼灸学会

・平成 29年 6月 10日 (土)11日 (日 )第 66回 (公社)全 日本鍼灸学会学術大会東京大会

・平成 29年 11月 19日 (日 )第 30回全日本鍼灸学会中四国支部学術集会広島大会

後援事業

・平成 29年 7月 23日 (日 )(公社)全日本鍼灸学会中四国支部 (AB講座)認定講習会

・平成 30年 2月 18日 (日 )(公社)全日本鍼灸学会中四国支部 (BB講座)認定講習会

(2)岡 山県災害対策本部について

・災害支援鍼灸伝達講習開催 日について案 として、平成 29年 8月 27日 理事会終了

後に(公機 岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室にて開催予定。

・災害支援鍼灸師養成講座

0(公社)国際医療技術財団 JIMTEF災害医療研修

・AMDAと の連携について

(3)岡山県鍼灸師政治連盟について 『内田岡山県鍼灸師政治連盟会長』

13.E審 議 事 項]

第 1号議案 :余剰金の使い道の件

内田会長より、余剰金の使い道の件に関して、議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

前年度の会計報告で、少し余dll金ができた。この使い道についてそれぞれどのような

物品が必要か具体的な案を出してほしい。

・(公ω 岡山県鍼灸師会独自の鍼灸災害支援用のビブスが 20枚ほど

今後活動を行う際にどこの所属の団体なのか周知できるのであると便利。

・ トレーナー活動などで使用するベッドは最低 3台欲しい。枕、ベッド横に置くワ

ゴン(キ ャスター付き)の ようなものがあると便利。

・会の横断幕

目的に合わせて大きさに関しては意見があるだろうが、横断幕の良いのが欲しい。

・介護予防の指導をする際に簡単に体力測定ができる器具が欲しい。

例えば、指導前に測定する血圧計等。

以上の意見が出たので、これで見積もりをしてみることになつた。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 2号議案 :AMDAと の協定締結の作

内国会長より、AMDAと の協定締結の件に関して、議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】



中・四国で起こると言われている南海 トラフにおける災害支援に関してAMDAと
連携し、近日中に協定を結ぶ文書の作成が行われる予定である。

この件について進めてもよいかと問うた。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 3号議案 :平成 29年度地域社会奉仕活動の件

内国会長より、平成 29年度地域社会奉仕活動の件に関して、議案説明後審議要請

があった。

【議案説明要旨】

従来通り、地域社会奉仕活動は行うが、岡山市など一部活動費が縮小されたことを

もう一度各地区担当責任者宛に文書を出す。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

平成 29年度第 2回理事会は、平成 29年 8月 27日 (公機 岡山県鍼灸師会療養費適正

運用指導室にて正副会長会議を 10:00～ 12:00、 理事会を 13:00～ 16:00に開催

されることが、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

その他の議案

一般社団法人岡山県鍼灸マッサージ師会解散の件
・(1)松浦副会長より、一般社団法人岡山県鍼灸マッサージ師会解散の件に関して、

議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

恥 暮鮒冒曹貪T修[『會凛INξ瘍 鋼電讐曇言2冒禽:
が話し合いをし、十分に納得した上でいろんなことを決めてからということ

を会員に話した。今後解散に向かつて準備が多々あるが、もし、解散という

ことになり会員が(公社)岡 山県鍼灸師会へ合流すると財務関係処理も変わつ

てくる。事務処理など県推進課の指導を受けながら進めて行きたい。この様

な流れで進んでいるので今期前半にお互いの理事会同士で話し合いができる

よう、スケジュールを出して頂くよう要請があつた。

松浦副会長より、反対の理事がおられたら意見を言つて欲しいとの確認があつた

が、審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

(2)理事在籍確認の件

市村総務部長より、理事の仕事が遂行できていない理事が存在するが、どうな



|っているのかと会員から指摘があつた:こ の件に関して他の理事にそのまま在

籍しておいてもよいかどうか確認を取りたいと審議要請があつた。

小原共済部長が広報部と兼務して頂くことを確認しt在籍許可の承認いただき

たい。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で確認t承認された6

議長は、以上をもつて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、

21時 30分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 29年 8月 27日

公益社団法人 .岡 山県鍼灸師会

会 長(代表理事)内 田 輝和

監 事      藤原 秀雄

監 事      石部 春子


