公益社団法人 岡山県鍼灸師会
平成29年度 定 時 総 会 議 事

日

時 : 平成29年5月21日

場

所 : 岡山市北区下石井2丁目6-41 ピュアリティまきび

出

理

(第3日曜日)

午後1時30分

席 数 : 会員総数

230名

委任者数

102名

出席者数

51名

欠席者数

77名

事 : 内田輝和

中原眞行

録

国安俊成
西谷典人

松浦浩市

3F

高木謙輔

市村由美子

飛翔

山口大輔

赤枝壽士

才野優一

馬場みずほ

福原隆行

小原陸夫

吉田和彦

監

事 : 藤原秀雄

石部春子

議

事 : 公益社団法人岡山県鍼灸師会の平成29年度定時総会を開催するにあたり、上
記社員並びに理事14名と監事2名が出席した。執行部より議長の選出に関して
諮ったところ、出席者一同の中より執行部一任との声があり、執行部より選
出した川西清隆・松本眞定の両氏が選出された。両者はこれを承諾し、議長
席に登壇し、議長団は本日の定時総会が能率的に行われ建設的に討議される
ように全員に協力を要請した。
議長は発言し、執行部に定足数の確認を求め、本定時総会は会員総数230名中
出席者51名と委任者数102名を加えて定足数を満たし、本総会が成立すること
を確認し、午後2時29分に開会を宣言して議事の討議に入った。
議長は発言し、本総会の議事録署名人を誰にするか執行部に尋ねた。そして
執行部は定款第20条に出席した会長と出席した監事とあるので内田輝和、藤
原秀雄、石部春子である。そして書記を市村由美子、吉田和彦にしたいと回
答し、議長はこれを会場に承認を求め、全員異議なくこれを承認した。

会 務 報 告:議長は発言し、報告事項が1.平成28年度事業報告の件、2.平成29年度事業計画
及び予算書類の件、3.政治連盟の件。と3件ある。これを一括報告してもらう
と発言し、国安副会長に平成28年度の事業報告(別紙)を求めた。これに対し、
国安副会長は別紙の事業報告を朗読すると共に、事業内容について詳細に説明
した。
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【Ⅰ】鍼灸学術の振興と鍼灸師の資質向上に関する事業（公益事業１）
本会は職能団体として、鍼灸の発展と鍼灸師の資質向上を図り県民の健康保持増
進に寄与するため以下の事業を行った。
１．鍼灸学術の医学的研究に関する事業
（１）鍼灸に関する研究事業
① (公社)日本鍼灸師会専門領域研修制度実施
② 第12回(公社)日本鍼灸師会全国大会in福岡
平成28年10月9日・10日 パピヨン24 ガスホール

参加者11名

（２）鍼灸関連団体の大会等への参加・研究発表の奨励
① 第65回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 北海道
平成28年6月10～12日 札幌コンベンションセンター
②（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部認定講座
平成28年7月24日 国際交流センター5F 会議室
平成29年2月19日 岡山シティホテル桑田町 会議室
（３）(公社)日本鍼灸師会第36期鍼灸臨床研修会：大阪
平成28年9月17日～19日 受講者：平松 学
２．鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業
（１）学術講習会の開催
・第1回 平成28年9月12日：朝日医療大学校
演 者：関西医療大学保健医療学部 教授
演 題：「認知症について」
演
演

参加者9名

204

参加者11名
参加者10名

森ノ宮医療学園専門学校

若山 育郎

者：明治東洋医学院専門学校教員養成学科長 矢野 忠
題：「超高齢社会に求められる鍼灸師とは」
－認知症予防と認知症に対する鍼灸療法の可能性とその効果について－

参加者：会員19名

学生10名

合計29名

・第2回 平成28年11月20日：朝日医療大学校講堂
演 者：医療法人社団東風会歯科医院
ゼネラルマネージャー 西村 一仁
演 題：「アンガーマネジメント」
演
演

者：杏林堂院長 小川 卓良
題：病態生理シリーズ「浮腫」「眩暈」

参加者：会員29名

一般6名

学生7名

合計42名

・第3回 平成29年1月15日：朝日医療大学校講堂
演 者：（公社）岡山県鍼灸師会 理事 山口 大輔
演 題：「鍼灸賠償責任保険における事故と賠償の実際例」
演
演

者：（公社）岡山県鍼灸師会 理事 吉田 和彦
題：「地域包括ケアにおける鍼灸師の役割」

演

者：越智秀樹鍼灸院

院長

越智 秀樹
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演

題：「膝関節痛に対する鍼灸治療」
－適応と限界を考え、新しい医療領域を探る－

参加者：会員24名

一般1名

学生3名

合計28名

（２）スポーツ鍼灸セミナー等
① (公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
平成28年8月21日：朝日医療大学校
大会テーマ「～スポーツ鍼灸～未来に目を向けて」
－これからのスポーツパフォーマンスの向上とサポート－
参加者：会員81名

会員外2名

学生57名

一般市民6名

合計146名

・実技講座
「見て分かる！！スポーツ鍼灸臨床実技」
演 者：N.S.T中曽根鍼灸大学堂・整骨院院長 中曽根 徹
演 題：「トレーナーに必要な治療と予防の知識とスキル」
・スポーツ情報
「東京オリンピック・パラリンピックに対する日鍼会の取り組みについて」
演 者：（公社）日本鍼灸師会理事 安田 政寛
・シンポジウム
「スポーツボランティア報告」
演 者：（公社）東京都鍼灸師会 藤井 伸康
（一社）奈良県鍼灸師会 門野 章
（公社）岡山県鍼灸師会 内田 成洋
（３）その他の講習会、研修会等
① (公社)岡山県鍼灸師会青年部講座開催
平成29年2月26日：岡山国際交流センター
演 者：（一社）ヒューマンコンシェルジュ代表
コミュニティーCAFÉ BAR AVANTYオーナーバーテンダー
演 題：「共感性コミュニケーションとは」
参加者：9名

後藤 勉

② (公社)岡山県鍼灸師会女性部委員会勉強会開催
平成29年1月22日：岡山市北区春日町 角南春日フォートレス
講 師：湯浅 美智
内 容：乳房マッサージ講義と実技 参加者：11名
③ (公社)日本鍼灸師会平成28年度全国各部長会議出席
平成28年7月3日：学校法人花田学園
参加部：学術部 山口 大輔、広報部 定廣 隆司、保険部

才野 優一

【Ⅱ】鍼灸業務を通じて公衆衛生の向上に寄与する事業（公益事業 ２）
本会は、職能団体として県民の健康保持増進・公衆衛生の向上に寄与するため以
下の事業を行った。
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１． 鍼灸知識の振興及び普及に関する事業
（１）広報誌の発行及び配布(一般向け年２回)
・臨時会報 平成28年 7月発行450部
・第63号
平成28年10月発行400部
・第64号
平成29年 3月発行400部
（２）鍼灸普及用パンフレット等の作成及び配布
（３）(公社)日本鍼灸師会発行の鍼灸普及用の刊行物配布
・日本鍼灸新報・健康定期便等
（４）Facebook ページを利用し情報配信
（５）一般県・市民公開講座等の開催
① (公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
平成28年8月21日：朝日医療大学校
・「ペットボトルでできる筋肉トレーニング」
（公社）岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和
・「脱水予防のコツ」
（公社）岡山県鍼灸師会理事

山口 大輔

・「免疫と運動と健康寿命」
岡山県立大学情報工学部 准教授

綾部 誠也

② （公社）日本鍼灸師会 お灸フェス2016in岡山「備前百会灸」
平成28年9月4日：備前岡山京橋朝市会場内
２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業
（１）地域社会奉仕事業：県下地区の社会福祉施設等に鍼灸施術訪問奉仕活動
① 県下５地区により鍼灸無料施術を実施：平成28年4月～29年3月
総動員数60名 総施術受療数290名
岡山地区 責任者 国安 俊成
実施年月日：平成28年4月28日
施術受療数：13名
場所：麻姑の小町伊島 岡山市北区伊島町

動員施術者数：3名

岡山地区 責任者 国安 俊成
実施年月日：平成28年10月18日
施術受療数：12名
場所：麻姑の小町伊島 岡山市北区伊島町

動員施術者数：2名

岡山地区 責任者 落 吉生
実施年月日：平成28年6月12日
施術受療数：6名
場所：報恩積善会 岡山市北区津島笹が瀬

動員施術者数：6名

岡山地区 責任者 落 吉生
実施年月日：平成28年6月12日
施術受療数：39名
場所：旭川荘竜ノ口寮 岡山市北区祇園地先

動員施術者数：9名

倉敷地区 責任者 芦田 徹
実施年月日：平成28年8月28日

施術受療数：22名
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動員施術者数：7名

場所：寿光園

浅口郡金光町下竹

倉敷地区 責任者 芦田 徹
実施年月日：平成28年9月25日
施術受療数：57名
動員施術者数：8名
場所：介護付有料老人ホームなのはな 倉敷市水島北幸町
東備地区 責任者 赤枝 壽士
実施年月日：平成28年9月11日
施術受療数：16名
場所：養護老人ホーム蕃山荘 備前市蕃山

動員施術者数：4名

備西地区 責任者 藤井 寛之
実施年月日：平成28年9月15日
施術受療数：15名
動員施術者数：10名
場所：養護老人ホーム井原市偕楽園 井原市上出部町四季が丘
備北地区 責任者 柳生 良雄
実施年月日：平成28年4月29日
場所：まなび広場にいみ

施術受療数：40名
動員施術者数：4名
新見市新見（事業名：家族ふれあいメーデー）

備北地区 責任者 柳生 良雄
実施年月日：平成29年2月4日
施術受療数：70名
動員施術者数：7名
場所：まなび広場にいみ 新見市新見
「障害者との共生社会を目指して」のイベントにて体験ブースを開設
（２）県下地区開催の健康・スポーツイベントでの鍼灸施術奉仕活動と普及啓発活動
① 平成28年4月10日：備前岡山京橋朝市会場
第5回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会ケアステーション開設
動員数 会員13名 学生2名 会員外6名 計21名 施術受療者数33名
② 平成28年10月9日・10日：下石井公園
岡山市まちなか健康スタンプラリー お灸体験ブース出展
動員数各日3名 施術受療者数 9日146名、10日254名 合計400名
③ 平成28年10月10日：井原市体育館
井原市民スポーツの日に鍼灸体験ブース開設
動員数7名
施術受療者数43名
④ 平成28年11月13日：岡山県総合グラウンド
第2回おかやまマラソン2016に第2回ケアステーション開設
動員数27名（4団体総動員数81名） 学生54名 施術受療者数1,294名
⑤ 平成28年11月19日・20日：浦安総合公園
第36回全日本歯科医師テニス大会
スポーツ鍼マッサージケアステーション開設
動員数3名
施術受療者数35名
⑥ 平成29年3月11日・12日：倉敷市役所
第30回瀬戸内倉敷ツーデーマーチにケアステーション開設
動員数5名（当会会員）
施術受療者数801名
（３)県下地区開催の子育て支援活動
① 平成28年11月6日 岡山ドーム
わくわく子どもまつりin岡山ドームに親子スキンタッチ教室開設
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動員数7名（総動員数25名）

ブース来訪者約150名

（４）介護予防教室の開催
・平成28年9月29日：岡山国際交流センター
・平成28年10月7日：南方コミュニティハウス
・平成29年1月19日：高島公民館
・平成29年2月8日 ：高島コミュニティハウス

動員数6名
動員数1名
動員数1名
動員数1名

学生1名 参加者24名
参加者25名
参加者15名
参加者50名

３．鍼灸の療養費払いの適正な運用に関する事業
（１）療養費払制度の適正運用に関する普及啓発と手続き支援
① 保険部必須講習会開催
・平成28年5月15日：岡山県総合福祉会館
② 保険初心者講習会開催
・平成28年6月12日、9月11日、12月11日：療養費等適正運用指導会室
③ 保険部メールマガジンの配信（登録者のみ）
（２）請求事務の調査指導の充実と委員の拡充
① 保険部療養費等適正運用指導会の開催：療養費等適正運用指導会室
・平成28年 4月10日、5月8日、6月12日、7月10日、8月7日、9月11日、
10月9日、11月6日、12月11日
・平成29年 1月8日、2月12日、3月12日
② 会員への指導

平成28年4月10日、11月6日：療養費等適正運用指導会室

【Ⅲ】会員相互扶助事業（共益事業）
１． 会員名簿の作成、会員異動の管理に関すること
（１）会員の異動管理、会員名簿の随時加除訂正
（２）平成28年度「会員名簿」の作成と配布
２．入会促進に関すること
（１）入会についての訪問説明会：
・平成29年3月27日：朝日医療大学校鍼灸学科(昼間部・夜間部)
・平成29年3月23日：倉敷芸術科学大学
（２）入会促進用パンフレットの作成
３．会員の共済に関すること
（１）（公社）日本鍼灸師会総合賠償保険への加入勧奨
（２）団体保険等への加入推奨
① 団体保険：日鍼会保障プラン、鍼灸マ師等国民年金基金
② 団体扱い保険：アフラックがん保険・医療保険、日鍼会団体所得補償保険
（３）鍼灸医療事故防止対策を指導
４．厚生労働大臣免許保有者証の発行手続きの仲介
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５．会員向けの広報に関すること
（１）鍼灸おかやまの発行 (年２回発行)
・臨時会報 平成28年 7月発行450部
・第63号
平成28年10月発行400部
・第64号
平成29年 3月発行400部
（２）メールマガジンの配信による告知活動（随時）
・平成28年度 第163号～第187号配信
６．顕彰に関すること
（１）外部表彰（本会推薦者）
・平成28年度岡山県備前保健所地域保健功労者
地域医療事業功労 岡山県備前保健所長表彰

平成28年7月21日

蓮井 一彦

・平成28年度公衆衛生事業功労者
地域医療事業功労 岡山県美作保健所長表彰

平成28年8月4日

大町 晴夫

・平成28年度岡山県保健衛生功労者
地域医療事業功労 岡山県保健福祉部長表彰
地域医療事業功労 岡山県知事表彰

平成28年9月29日
平成28年9月29日

藤岡 良平
星 智加子

・平成28年度岡山市公衆衛生功労者
地域医療事業功労 岡山市保健所長表彰

平成28年10月13日 貝原 直美

・平成28年度保健・衛生関係功労者
地域医療事業功労 岡山県備北保健所長表彰

平成28年10月26日 柳生 良雄

・平成28年度倉敷市保健福祉功労者
保健事業功労
倉敷市長表彰

平成28年11月10日 片山 賢治

・平成28年度岡山県備中保健所保健功労者
地域医療事業功労 岡山県備中保健所長表彰

平成28年11月24日 大島 修

（２）内部表彰
・（公社）岡山県鍼灸師会50年従事者表彰
大取 吉平、玉木 祐三、福井 敬三

平成28年5月15日

・（公社）岡山県鍼灸師会30年従事者表彰
大町 晴夫、仲 仁志、服部 正

平成28年5月15日

７．会員の慶弔に関すること
・物故者 大藤 武彦 （公社）岡山県鍼灸師会元会長
岡 真太郎
(公社)岡山県鍼灸師会元理事
西江 昭三
会員
・慶弔規定の周知徹底と実施
８．その他会員の相互扶助に関すること
・女性部会委員会
平成29年1月22日 昼食会 参加者8名
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【Ⅳ】法人管理事業
１． 諸会議の開催及び運営に関すること
（１）定時社員総会の開催 平成28年5月15日(日)：岡山県総合福祉会館
会員総数224名
委任状92名
出席者数50名
欠席者数82名
（２）理事会の開催（6回）：療養費適正運用指導会室
第1回 平成28年5月15日
15名
第2回 平成28年5月29日
第3回 平成28年7月17日
15名
第4回 平成28年9月25日
第5回 平成28年12月18日 16名
第6回 平成 29年3月19日

15名
15名
16名

（３）電磁的記録による理事会の決議の省略：平成28年4月20日、8月8日
（４）各諮問委員会の開催
（５）会務連絡会の開催（適宜）：療養費適正運用指導会室またはメーリングリスト
２．財務執行と財産管理に関すること
（１）予算の編成、執行ならびに決算に関すること
・監査会の開催 平成28年4月10日：岡山市北区春日町

角南春日フォートレス

（２）物品の調達、処分及び財産管理に関すること
３． 法制に関すること
（１）定款、規則等の制定及び改廃に関すること
（２）関係法令の研究及び周知に関すること
４． 総務に関すること
（１）会員台帳の作成保管
平成29年3月末時点 会員数230名 （Ａ会員136名
平成28年度入会者数 18名 退会者12名
（２）文書の作成、発送、保管及び整理
会員発送数 墨字202名 点字19名

Ｂ会員94名）

データＣＤ9名

（３）会議資料及び議事録の作成並びに保管
５．事務局の管理運営に関すること
６． 対外的活動に関すること
（１）（公社）日本鍼灸師会定時代議員総会 平成28年6月5日
笹川記念会館 出席者：国安 俊成、西谷 典人
（２）（公社）日本鍼灸師会 中国・四国ブロック鳥取会議
平成28年9月18日・19日
米子コンベンションセンター
出席者：内田 輝和、赤枝 壽士、小原 陸夫、高木 謙輔
（３）（公社）日本鍼灸師会全国師会長会議
日本鍼灸会館 出席者：内田 輝和

平成28年12月4日

（４）関連諸団体及び教育機関との連携、協力及び交流に関すること
・朝日医療大学校卒業式来賓出席
内田 輝和
平成29年3月9日
・朝日医療大学校卒業生優秀者表彰
岸本 美咲
平成29年3月9日
・ 倉敷芸術科学大学卒業式来賓出席
内田 輝和
平成29年3月23日
8

<報

告>: 議長は発言し、「決算報告について」馬場理事に報告を求めた。これに対し、
馬場理事は別紙平成28年度決算報告書を簡潔にまとめて報告した。
また、監査報告について、藤原・石部の両監事に平成28年度の事業実施に基づ
く財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する監査報告を求めた。
藤原秀雄監事と、石部春子監事は厳正なる監査の結果、帳簿その他の関係書類
につき完全に処理されていたことを確認したと報告した。
議長は発言し、「2.平成29年度事業計画及び予算書類の件」をまず内田会長に
報告を求めた。これに対し、内田会長は別紙平成29年度事業計画書を詳細に朗
読した。

公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成29年度事業計画書

【Ⅰ】鍼灸学術の振興と鍼灸師の資質向上に関する事業（公益事業１）
本会は職能団体として、鍼灸の発展と鍼灸師の資質向上を図り、県民の健康保持増進
に寄与するため以下の事業を行う。
１．鍼灸学術の医学的研究に関する事業
（１）(公社)日本鍼灸師会専門領域研修制度の実施
（２）各団体の大会等への参加・研究発表の奨励
① 第13回(公社)日本鍼灸師会全国大会in大阪
平成29年10月8日・9日
テーマ：大大阪フェス会場：マイドームおおさか
② (公社)日本鍼灸師会第8回臨床鍼灸スポーツフォーラム
平成29年8月20日
会場：プラトンホテル四日市
③ 第66回(公社)全日本鍼灸学会学術大会東京大会
平成29年6月10日・11日
テーマ：世界に誇る日本鍼灸－「東京宣言」確立のためのプログレス－
会場：東京大学本郷キャンパス
④ 第30回(公社)全日本鍼灸学会
中国四国支部学術集会広島大会
平成29年11月19日
⑤ (公社)全日本鍼灸学会中国四国支部認定講座
平成29年7月23日・平成30年2月18日
（３）(公社)日本鍼灸師会第37期鍼灸臨床研修会の受講者募集
２．鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業
（１）学術講習会の開催
平成29年7月30日（未定）・9月23日・10月29日・平成30年1月21日
（２）青年部研修会の開催

平成30年2月25日

（３）第26回津山加茂郷フルマラソン全国大会
第6回スポーツ鍼マッサージケアステーション
開設事前トレーナーセミナーの開催

平成30年3月18日

（４）災害支援鍼灸師養成講座伝達講習会の開催

日時未定

（５）(公社)日本鍼灸師会全国部長会議への出席

平成29年10月8日
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（６）各種研修会・講習会等の受講促進
① (公社)日本鍼灸師会主催学術講習会
②（公財）東洋療法研修試験財団生涯研修事業
③ (公社)日本鍼灸師会介護予防運動指導員スキルアップ研修会
④ (公社)日本鍼灸師会災害支援鍼灸師養成講座
⑤ (公財)国際医療技術財団JIMTEF災害医療研修

【Ⅱ】鍼灸業務を通じて公衆衛生の向上に寄与する事業（公益事業２）
本会は職能団体として、県民の健康保持増進、公衆衛生の向上に寄与するため以下の
事業を行う。
１．鍼灸知識の振興及び普及に関する事業
（１）(公社)岡山県鍼灸師会会報誌の発行及び配布（一般向け年2回、9月・3月）
（２）(公社)日本鍼灸師会発行物の配布（日本鍼灸新報、健康定期便等）
（３）ウェブサイト管理と充実、Facebookページを利用しての情報発信
（４）鍼灸展（一般県・市民公開講座）の開催

平成29年7月30日

２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業
（１）災害支援鍼灸師に関する活動
① 災害支援鍼灸師の登録者募集
② (公社)日本鍼灸師会等の要望に応じ災害支援鍼灸師の派遣
（２）地域社会奉仕事業
① 県下地区での鍼灸施術訪問奉仕活動
・社会福祉施設等での鍼灸無料施術を実施
② 県下地区開催の健康・スポーツイベント等での鍼灸の施術奉仕及び普及啓発活動
・第25回津山加茂郷フルマラソン全国大会
平成29年4月16日
第4回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設
津山市加茂町スポーツセンター総合グラウンド
・第6回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会
平成29年4月16日
ケアステーション開設旭川京橋右岸
・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1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29年10月9日
井原市体育館
・第3回おかやまマラソン2017ケアステーション開設
平成29年11月12日
コメディカル4団体、3養成学校共同参加岡山県総合グラウンド
・第31回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ
平成30年3月10日・11日
ケアステーション開設
③ 県下地区開催の子育て支援活動
・わくわく子どもまつりin岡山ドーム
平成29年11月5日
親子スキンタッチ教室開催
④ 県下地区での介護予防活動
・公共施設等での介護予防教室を開催
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⑤ 県下地区の健康づくりへの取り組みに対する協力体制の確立
・健康市民おかやま21推進宣言団体登録
・桃太郎のまち健康推進応援団登録
・岡山県地域包括ケアシステム学会団体登録
・さんかく岡山団体登録
➅ 2020東京オリンピック・パラリンピックへの協力体制の確立
・各競技団体への協力体制の確立
・岡山県内で行われる事前合宿への協力体制の確立
３．療養費等の適正な運用に関する事業
（１）療養費等の適正運用に関する普及啓発と手続き支援
① 療養費改定その他事務連絡内容に関する会員への周知徹底
② 各保険者の療養費申請に関する対応の周知徹底
③ 支給申請書の審査指導
④ 会員向け講習会の開催
・保険部必修講習会開催
・保険部初心者講習会開催 (随時)

平成29年5月21日

（２）療養費等の適正な受療に関する周知
① 一般県民・市民向け講習会開催

【Ⅲ】会員相互扶助事業
公益目的事業の推進に資するための共益事業を行う。
１．会員動向に関すること
（１）会員の異動管理、会員名簿の随時訂正加除・作成と配布
２．入会促進に関すること
（１）新入会員オリエンテーションの開催

平成29年5月21日

（２）鍼灸師養成学校での入会説明会
（３）入会促進用パンフレットの配布
３．会員の共済に関すること
（１）会員の福祉増進並びに相互扶助に関すること
① 日本鍼灸師会総合賠償保険への加入勧奨
② 団体保険等への加入推奨
団体保険：日鍼会保障プラン、鍼灸マッサージ師等国民年金基金
団体扱い保険：アフラックがん保険・医療保険、日鍼会団体所得補償保険
③ 鍼灸医療事故防止対策を指導
４．保健所届出済証明書に関すること
５．厚生労働大臣免許保有者証の発行手続き
６．会員向け広報誌に関すること
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（１）会報誌『鍼灸おかやま』の発行（年2回9月・3月）
（２）メールマガジンの配信による情報告知
７．顕彰に関すること
（１）叙勲・褒章、厚生労働大臣表彰、岡山県知事表彰、岡山市長表彰
岡山県保健福祉部長表彰、各地区保健所長表彰、
（２）(公社)日本鍼灸師会会長表彰、(公財)東洋療法研修試験財団理事長表彰
(公社)岡山県鍼灸師会会長表彰、鍼灸学校学生表彰 等
８．会員の慶弔に関すること

【Ⅳ】法人管理事業
１．諸会議の開催及び運営に関すること
（１）定時総会の開催

ピュアリティまきび

平成29年5月21日

（２）理事会の開催
平成29年5月21日・8月27日・12月17日・平成30年3月18日
（３）監査会の開催

岡山市北区春日町

角南春日フォートレス

（４）その他の会議（適宜）
２．財務に関すること
（１）予算の編成、執行並びに財務に関する計算書類等の作成
（２）物品の調達及び財産の管理
３．法制に関すること
（１）定款、規則等の制定及び改廃
（２）関係法令の研究及び周知
４．総務、庶務に関すること
（１）文書の作成、発送、保管及び整理
（２）会議資料及び議事録の作成ならびに保管
５．儀式・儀典等の企画、運営に関すること
６．事務局の管理運営に関すること
７．対外的活動に関すること
（１）(公社)日本鍼灸師会定時代議員総会、理事会等への出席
（２）（公社）日本鍼灸師会中国四国ブロック会議への出席
（３）行政・関係省庁との折衝
（４）医療関係団体等の会議・行事への参加
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平成29年4月8日

（５）鍼灸関連団体の会議・行事への参加
（６）その他必要な団体等の会議・行事への参加
８．関連諸団体及び教育機関との連携、協力及び交流に関すること
（１）厚生労働省、岡山県、県下行政
（２）(公社)岡山県医師会はじめ各医療関連団体
（３）(公社)日本鍼灸師会、他都道府県鍼灸師会、その他鍼灸関連団体
（４）(公財)国際医療技術財団、AMDA、岡山県地域包括ケアシステム学会

議長は発言し、平成29年度予算書類の件について馬場みずほ財務部長に発言を求めた。これ
に対し、馬場理事は次のように詳細に説明した。
正味財産増減予算書 経常収益で受取入会金は300,000円 受取会費 A会員会費は142名と
して213,000円 B会員会費95名として 855,000円 指導会費が230,000円 事業収益に移
り学術部講習会収入350,000円 保険部講習会収入30,000円 青年部講習会収入30,000円
広報部広告収入40,000円 介護福祉部収入0円。
次に事業費。会議費244,000円 旅費交通費344,000円 通信運搬費521,000円 消耗品費
328,000円 印刷製本費1,115,000円 諸謝金980,000円 支払負担金160,000円は各地区鍼
灸マッサージ師会に渡している。今年度は奉仕活動など実施地区が減ったこと、経費削減の
ため活動費の減額を行っている。 次に管理費。若干増額している科目もあるが、少しずつ
減額となっている。その他詳細は、資料の通りで合計5,999,184円 経常収益から経常費用
を引いた額が35,816円。
次は予算の内訳表。公益会計、収益事業等会計、法人会計の3つに分かれる。さらに公益
会計が学術事業、公衆衛生、それらの共通の3つ。また本法人は収益事業を行っていないが、
相互扶助(会員名簿の発行や表彰)。法人会計は管理費会計となる。
議長は発言し、本会の定款によれば、報告事項は報告事項であって、承認可決をする事項で
はありません。しかしながら、せっかく出席された一般会員の皆様の若干の質疑はお受けし
て執行部の答弁と併せて、執行部と一般会員の密接な交流を図りたいと思うわけで、限られ
た時間の中で若干の質疑をお受けしたいと思います。
<質問> 奉仕活動費の減額の件なのですが、具体的に岡山市に幾らとかあったのですが、今
年は岡山市の方にはどうなっているか教えて頂ければ幸いです。(落)
実は議長もその質問がなかったら議長が聞こうと思っていた。今まで奉仕活動に
対しての変革は非常に古い。昔からあったと思うので、それまで各支部と本部と
の一連の友好関係を持って行事を行ってきたはずと思う。ところが、聞くところ
によると岡山市は 8 万円の今までの予算が 6 万円に削られた。それから来年度か
らこの予算を打ち切るというような報告があったと聞いております。それは色々
な事情があっての事でしょうが、今までの歴史的な背景を思えば一言の通達だけ
で済む問題ではないと私は考えているので、この点に関しての質疑を致します。
どなたがお答えいただけますか？(川西)
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<回答> 平成 28 年度の変更に関しては、まず玉野支部は、支部がなくなったということで
予算が無くなりました。岡山支部は 2 つあったのですが 1 つの活動が無くなりまし
た。平成 28 年度についてはこの変更がありますので減額しております。(国安)
<質問> 平成 29 年度は？(川西)
<回答> 議長が先ほど言われたように、来年はないのではないかというのは誤解です。理事
会でも一切そういう話は出ていません。事業が多いので、予算が厳しく、どこをど
う削ってバランスを取って行こうかとなった時に、社会奉仕、スポーツイベント、
災害のことなどもあり経費がかかってくるのでバランスを取るために減額という
形を取っていますが、会員が増えれば活動も出来ますから年毎に増減がありますが
打ち切るということはありません。(内田)
<質問> 全面的打ち切りはないと。(川西)
<回答> ありません。(内田)
議

長： 台所事情により増減はあるが打ち切ることはないという責任ある回答を頂きまし
た。落先生、ご納得いきましたか？

<質問> ありがとうございました。
それで今年度は例年通り頂けるということでしょうか？(落)
<回答> 今年度は減額です。岡山市の鍼灸マッサージ師会については 4 万円です。倉敷市に
ついても 4 万円。他の地区でいいますと、新見市は従来通りで 2 万円、井原も従来
通りで 2 万円です。 (馬場)
議

長： 地方組織が次々に潰れていく傾向にありますが、岡山市とか倉敷市は厳然と生き
残っておりますので、今後は一片の通達で事が処理されるという形はとられない
ように、各地区との話合いをよろしくお願いします。

<質問> それで、私ども地区責任者という名前になっているのですが、通達というのを頂い
ておりません。伝えられていないということは例年通りと解釈していたのですが地
区責任者という名称を返納させていただきますということでいかがでしょうか。
(落)
議

落

長： 落さん。そこまで触れてもらうと時間の関係で議長が困るのです。その問題はど
うぞいろいろ交渉して下さい。本日は取り上げかねます。
：分かりました。

議長は発言し、報告事項はこれにて終了致します。次に決議事項。この議案 3 つありますが、
一括上程、一括質疑でいかがですか。と議場に尋ね、賛成であれば挙手をお願いしたところ、
全員一致で異議なく了承された。それでは決議事項に入ります。第 1 号議案、平成 28 年度
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貸借対照表の件。第 2 号議案、平成 28 年度正味財産増減計算書及び内訳書の件。第 3 号議
案、平成 28 年度財産目録の件。以上 3 件を一括上程、一括質疑と致します。それでは馬場
理事どうぞ。
馬場：事前に資料を配布しましたので、ここでは読み上げを省略したいと思います。よろし
いでしょうか。
議長は、馬場理事の発言を許可した。
議長は発言し、まことに充実した懇切丁寧な資料が配られていますが、もうすでに検討され
て来た方も多かろうと思います。そうでない方はこれを吟味して下さい。それでは一括この
3 件に対する質疑を受けるとした。
第 1 号議案、平成 28 年度貸借対照表の件。第 2 号議案、平成 28 年度正味財産増減計算書及
び内訳書の件。第 3 号議案、平成 28 年度財産目録の件。以上 3 件を執行部報告通り、承認
されるに御異議ありませんか。と議場に尋ねたが異議はなく、賛成であれば挙手をお願いす
るとし、全員一致で異議なく了承された。

議長は発言し、異議ないものと認めます。したがって、平成 28 年度の議決事項は執行部報
告通り、承認されたことを確認し、公益社団法人岡山県鍼灸師会の平成 29 年度定時総会に
関し、総ての議事が終了したことを宣し、議長席から降壇した。

松浦副会長より閉会の辞があり、午後 3 時 20 分に終了した。

本日の決議を確認するため議事録署名人参名が署名捺印する。

議事録署名人

内

田

輝

和

㊞

議事録署名人

藤

原

秀

雄

㊞

議事録署名人

石

部

春

子

㊞
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