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一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

2019年度第8回（通算第62回）理事会 議事録（案） 

 

１．開催日時：2020 年（令和 2 年 6 月 7 日（日）11:00～16:00 （昼休憩12:00〜13:00） 

 

２．場  所：Web 会議システム（ Cisco Webex ミーティング） 

 

３．審議事項および資料 

第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について 

第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告） 

第３号議案（専権等の報告）2019年度第4回業務執行報告（総務系） 

第４号議案（専権等の報告）2019年度第4回業務執行報告（事業系） 

第５号議案（専権等の報告）次期編集委員の選出について 

第６号議案（専権等の報告）支部内規改訂に伴い支部長への委嘱手続き 

第７号議案（専権等の報告）ボローニャ宣言和訳のAAATEホームページ掲載の件 

第８号議案（専権等の報告）COVID-19感染予防に関する報告 

第９号議案（決議）福祉機器コンテスト機材・資料の寄託契約について 

第10号議案（決議）協会誌原稿依頼者へのJ-stage閲覧情報の提供 

第11号議案（決議）協会誌査読委員会（常設）の設置 

第12号議案（決議）協会誌J-stage 公開時期・形態の見直し 

第13号議案（決議）専門委員会「研修企画委員会」の活動期間延長及び委員長の変更について 

第14号議案（決議）災害対策委員会の1年間の期間延長について 

第15号議案（決議）協力SIGの法人内SIG化への移行期間延長について 

第16号議案（決議）「代議員選出規則」の改定について 

第17号議案（決議）社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について 

第18号議案（決議）2020年度事業計画（案）について 

第19号議案（決議）2020年度予算案について 

第20号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告 

第21号議案（決議）2020年度会費支払期限の延長について 

第22号議案（決議）JRAT担当委員について 

第23号議案（決議）JRAT「避難所における感染対策検討WG」の立ち上げに関する意見について 

第24号議案（決議）GAATO理事推薦の件 

 

４．理事総数   １４名 

  出席理事数  １３名 

会長（代表理事） 桂律也 

理事       石濱裕規、植田瑞昌、江原喜人、岡野善記、杉本昌子、鈴木太 

谷口公友、中村俊哉、西村顕、村田知之、森田千晶、水澤二郎 

監事    赤澤康史、伊藤和幸 

事務局 深野栄子（事務局長）、沖川悦三（事務局参与） 

  欠席理事      剣持悟 

 

５．議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）本理事会はWeb会議システム（Cisco Webex ミーティング）を利用し実施した。開催の冒頭において、各出席者

の音声や映像が即時に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる環境とな

っていることを確認した後、議案の審議に入った。 

（２）定款第 49 条に基づき、議長となる会長の桂律也が本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告

げたのち、開会の辞を述べた。 
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（３）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の谷口公友と中村俊哉の２名を選出した。 

 

第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について  

水澤副会長（総務統括）より、2019年度第4回（通算第58回）理事会以降に専権事項とした 2019年12月9日－2020年

1月31日の計5名（2019年度下半期正会員4名、2019年度正会員1名、）、2020年2月1日－2020年4月24日の計1名（2019

年度下半期正会員1名）の入会が報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告） 

水澤副会長（総務統括）より、第 58 回の理事会以降で、継続依頼のため専権事項として承認回答した後援・協賛依頼

について報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・2020/01/28 後援 第2回福祉用具専門相談員研究大会様より「第2回福祉用具専門相談員研究大会」  （延期(1年程

度)←2020/6/16） 

・2020/01/30 協賛 バイオメカニズム学会様より「第41回バイオメカニズム学術講演会」(2020/12/5-6） 

・2020/02/06 後援 一般社団法人日本作業療法士協会様より「第54回日本作業療法学会」(2020/9/25-27) 

・2020/02/08 後援 日本チェアスキー協会様より「障害者スキー普及講習会 第 41 回日本チェアスキー大会」

（2020/2/21-23） 

・2020/03/05 協力 経済産業省製造産業局様より「第9回ロボット大賞」（締切延期(-8/31)←2020/3/2-6/5） 

・2020/03/10 後援 一般社団法人日本機械学会様、一般社団法人ライフサポート学会様、一般社団法人日本生活支援工学

会様より「ＬＩＦＥ２０２０」（延期(1年程度) ←2020/9/2-4） 

・2020/03/27 協賛 特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会様より「ヒューマンインタフェースシンポジウ

ム2020」（中止←2020/9/2-4） 

・2020/05/27 協賛 公益社団法人計測自動制御学会様より「第 21 回 SICE システムインテグレーション部門講演会」

（2020/12/16-18） 

 

第３号議案（専権等の報告）2019年度第4回業務執行報告（総務系） 

水澤副会長（総務統括）の代理で各担当理事より、各業務執行理事の業務執行状況（2019年 12月 8日～2020年6月6

日）が報告され、追認で承認された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：水澤 

・ 協会事業活動の発展、拡大化に伴う事務局業務の負担増の懸念に対し、事務局運営体制の変更を目的とし、「事務局設置

規則」の改定を行った 

・ 「電子投票システム」導入へ向けて、「代議員選出規則」並びに「役員候補者選出規則」の改定準備を進めた 

・ 事務局 

・法人としての事務局を運営し、法人会計の更なる整備を進めた 

・部門別・科目別の新コードでの会計処理をした昨年度決算を受け、更なる整備を進めた 

・購読サービス会員へ次年度継続確認・請求書を、賛助会員へ会費請求書をそれぞれ送付した 

・カンファレンス後援団体18・協賛団体37へ第34回リハ工学カンファレンス後援・協賛御礼を送付した 

・会費口座振替（自動引落）のお知らせ送付 

・会費請求データ作成・登録 

・支部長就任依頼（委嘱状） 

・コンテスト2019後援団体、協賛企業へお礼・報告書を送付した 

・JRATへ加入意思確認書送付（確定） 

・展示会出展における広報活動：H.C.R.2020の出展準備（申込）→（中止） 

・チャットワーク運用の準備を行った 

■ 財務担当：岡野 

・3四半期決算作成及び各部門経費確認 

・通常経理業務執行 

・SIG・支部会計情報収集及び経理業務統合検討 

・連結決算の内容確認及び改善についての検討 
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・2019年度決算準備 

・2020年度予算作成準備 

■ 総会・理事会担当：江原 

・ 理事会開催 

・2019年度第4回(通算第58回)理事会議事録の取りまとめを行った 

・2019年度第5回(通算第59回)理事会開催のための準備を行った 

・2020年度事業計画案（素案）の資料取りまとめを行った 

・2019年度事業報告案（素案）の資料取りまとめを行った 

※臨時理事会開催 

・2019年度第5回(通算第59回)（電磁的手段による）理事会、第6回(通算第60回)（電磁的手段による）理事会開催

のための準備並びに議事録のとりまとめを行った 

・2019年度第7回(通算第61回)理事会(WEB会議)開催のための準備並びに議事録のとりまとめを行った 

・ 総会開催 

・2019年度定時社員総会議事録の取りまとめを行った 

■ 広報・渉外担当：杉本 

・ WEB管理委員会活動 

・歴代会長情報、理事情報整理・更新  

・配布用賛助会員一覧作成 

・後援協賛事業一覧作成  

・事務局問合せ窓口整理 

・HPよくある問合せページ準備、公開、COVID-19感染予防に関する情報開示（専権） 

・SSL認証更新  

・ML配信8件／FreeML配信20件／FB投稿6件／ML登録13件 

・ 協会リーフレット更新 

・ オンラインストレージの利用 

・Dropboxデータ整理  

・外部ストレージ運用開始 

 

第４号議案（専権等の報告）2019年度第4回業務執行報告（事業系） 

中村副会長（事業統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（前回理事会（2019年12月8日）から本理事会前日（2020

年6月6日）まで）が報告され、追認で承認された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木 

・ 第34回リハ工学カンファレンスinさっぽろ 

・協会事務局より、後援・協賛団体への事業報告書の発送 

・ 第35回リハ工学カンファレンスin北九州準備 

・実行委員会の打ち合わせにWEBにて参加 

・大会テーマは「ライフスタイルの新陳代謝－多様性と持続可能性を意識して－」 

・コロナ禍の影響により、開催を延期（2021年9月24日（金）〜26日（日）で検討中） 

・ 第36回リハ工学カンファレンス（2021年）準備 

・中部支部で対応できない場合に備えた広島国際大学開催の可能検討について、一旦保留 

■ コンテスト担当：村田 

・ 福祉機器コンテスト2019 

・報告書の作成及び、協会誌35-1への報告書掲載 

・事業報告と決算書の承認 

・お礼状と報告書、決算書の発送 

・ 福祉機器コンテスト2020 

・選考委員の選出及びコンテスト事務局との委託契約締結、予算案の承認等の開催準備 

・コンテスト規則・コンテスト実施規則の改定 

・コロナ禍の影響により、コンテスト中止を決定、コンテスト事務局の委託契約解除 

・コンテスト中止のお知らせを送付 



 4 

■ 協会誌担当：石濱・桂 

・ 編集委員会の開催 

・2020年1月11日・12日に第4回編集委員会を開催した 

・2020年4月11日・12日の第1回編集委員会はCOVID-19感染防止のためビデオ／音声会議にて開催した 

・ 協会誌発行予定 

・vol.34 No.4 2019/11発行 特集「サイエンスを民主化せよ－インクルーシブデザインラボをめざして－」 

・vol.35 No.1 2020/2発行 特集「住み慣れた 土地（家）で暮らしたい」 

・vol.35 No.2 2020/5発行 特集「ものづくり新時代 －3Dプリンタの現在と未来－」 

・協会誌35－2号の特集・報告原稿依頼を、電磁的手段によって実施 

・協会誌にかかる、Dropbox容量を削減し、担当理事個人のDropboxにバックアップを保管 

(drivee→Xdriveへの移行は承認後に予定） 

・ 投稿論文（査読依頼） 

・2019年度投稿4件：著者修正中3件（研究論文2、研究報告1）、掲載不可1件（研究論文） 

・2018年度投稿4件：掲載3件（研究論文2(34-4、35-1)、技術報告1(34-3)）、掲載不可1件（研究論文） 

・第3回投稿規定検討委員会を開催した 

・ 協会誌の段階的電子化 

・協会誌電子公開に伴い、年度更新する会員専用購読者番号・パスワードを原稿依頼者（会員／非会員）にお伝えし、

協会誌の普及を図ることを検討 

・今後の協会誌発刊のあり方につき、協会誌のオープンアクセス化方針につき、編集委員会アンケートを実施 

■ 分科会・専門委員会担当：谷口・植田 

分科会(SIG)/企画(副)研修担当：谷口 

・ SIG活動支援 

・チャットワークを活用し、SIGのあり方について検討 

・各SIGにおける内部化に対する状況確認 

・協会誌に掲載する各SIGのお知らせページに関する調整 

分科会(支部・委員会)/企画(副)展示会：植田 

・ 分科会：支部 

・協会誌に掲載する支部のお知らせページに関する調整 

・支部内規の改訂し、支部長の任期を設け、次年度の委嘱等の手続きが行えるようにした 

・ 専門委員会：災害対策委員会 

・JRAT会議の出席 

・委員会期間延期の手続き等の検討 

・第3回災害対策リハ工学セミナーの準備及び開催・運営 

・JRAT法人化に伴う加盟継続を承認 

■ 企画担当：西村・谷口・植田・中村 

・ 準備調整中であった、バリアフリー2020が中止 

・ 出展申し込みを行った国際福祉機器展が中止 

・ 災害対策リハ工学セミナー 

・11月に八王子で開催した災害対策リハ工学セミナーの決算にかかる調整（決算案を資料として提示） 

・ 頸髄損傷者の自立生活と社会差参加に関する実態調査2020の実施 

・実態調査に係る全国頸損連・実行委員会との調整 

・アンケート調査を実施、分析を開始 

・実態調査の中間報告・最終報告及び報告書（頸損解体新書2020）に関する調整 

■ 国際担当：桂・森田 

・ 国際連携推進委員会の委員について、相良氏、井上氏、繁成氏に依頼し承諾を得た。 

・ ISPO2019の協会誌への学会報告を河合氏に原稿依頼し掲載 

・ 井上氏より「支援機器」としたほうが良いとの指摘を受け、関係者で議論した結果、翻訳文の文脈に合うよう「支援技

術」と「支援機器」を使い分けることとした 

・ GAATO法人化に伴い、協会の参加継続と法人登録料寄付金の拠出について承認 

・ 車いす、支援機器ユーザーのCOVID-19（RESNA)の石濱氏、桂氏、剣持氏協力で和訳し協会HP、FB上で公開 
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第５号議案（専権等の報告）次期編集委員の選出について 

 協会誌担当の石濱理事より、次期編集委員（任期：2020年4月〜2022年3月： 新規公募枠4名）につき、編集委員会に

よる推薦と協会誌などによる公募を進め（公募締切：2月末日）、公募者について報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

■新規編集委員  小島みさお（NPO法人日本コンチネンス協会 理事／花王株式会社） 

  硯川  潤（国立障害者リハビリテーションセンター研究所／当事者） 

  島本  卓（特定非営利活動法人ライフサポートはりま／当事者）※継続 

  福島 寿道（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク/理学療法士） 

■継続編集委員 委 員 長：岡田 裕生（パシフィックサプライ株式会社） 

 副委員長：西村  顕（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

     ：徳田 良英（帝京平成大学 健康メディカル学部） 

 委  員：髙野 吉朗（国際医療福祉大学福岡保健医療学部） 

     ：松田 健太（神奈川県総合リハビリテーションセンター） 

     ：並木 重宏（東京大学先端科学技術研究センター） 

・なお、松田靖史委員は業務多忙につき継続が困難との申し入れが編集委員長を通じてあり、委員継続を辞退される

ことが承認された。 

 

第６号議案（専権等の報告）支部内規改訂に伴い支部長への委嘱手続き 

 分科会・専門委員会（支部）担当の植田理事より、各支部長への委嘱手続き及び任期を明らかにしたため、委嘱状発行の

手続き及び準備を行い送付したことが報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第７号議案（専権等の報告）ボローニャ宣言和訳のAAATEホームページ掲載の件 

 国際担当の森田理事より、井上委員より、GAATO のオンライン会議の中でボローニャ宣言の和訳を作成し、協会誌にて紹

介した旨の報告をしたことに対して、AAATE事務局長から、ボローニャ宣言のホームページに、 日本語訳を載せたいとの提

案があり、日本語訳の掲載はRESJAの国際活動の成果となると考えられるため、桂会長とも相談し国際担当理事の専権事項

として承認したことが報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第８号議案（専権等の報告）COVID-19感染予防に関する報告 

 広報・渉外担当の杉本理事より、北米リハビリテーション工学協会より、車椅子ユーザーに向けた感染予防情報が公開さ

れ、リンク等掲載先の承諾に関しては、WEB管理委員会に一任していただくこととしたことが報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・公開により各種アクセス等が増加 

 

第９号議案（決議）福祉機器コンテスト機材・資料の寄託契約について 

コンテスト担当の村田理事より、2020年 5月 22日の臨時理事会において継続審議となった、福祉機器コンテストに関

連する機材・資料（以下、寄託品）の保管について、寄託するための契約について寄託契約書提示の上、提案され、審議

の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・期間は、契約締結日から令和3年2月28日までとする 

 

第10号議案（決議）協会誌原稿依頼者へのJ-stage閲覧情報の提供 

協会誌担当の石濱理事より、協会誌原稿依頼者へのJ-stage閲覧情報の提供について提案され、審議の結果、満場一致

で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・協会誌の依頼原稿にかかる執筆依頼時に、編集委員会事務局より執筆要綱書式と協会誌見本を郵送にて送付している

が、事務局業務負担・郵送経費削減と各編集委員への業務分担をはかることが定期的な刊行を継続するためにも必要 

・執筆依頼時に見本誌を郵送するのをやめJ-stageにアクセスしてもらう 
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第11号議案（決議）協会誌査読委員会（常設）の設置 

協会誌担当の石濱理事より、協会誌査読につき、投稿規定には「投稿原稿の採否は査読規定に基づき本誌編集委員会に

て決定します」と記されているが、多様な査読論文への対応、査読依頼の効率化、査読の客観性・公正性を保つため協会

誌編集委員会の常設分科会として位置付けのもと、査読者を含む委員構成については独立性・継続性を保った査読委員会

の設置が必要であると提案され、協会誌編集委員会内の協会誌査読委員会とすることが、審議の結果、満場一致で承認さ

れた。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・あくまでも編集委員会内の査読委員会とする 

 

第12号議案（決議）協会誌J-stage 公開時期・形態の見直し 

協会誌担当の石濱理事より、J-stage 協会誌公開時期・形態につき、特集執筆者よりのご意見も受け、特集編集委員会

アンケートを専権にて実施し、また J-STAGEのコロナ感染対応支援策について要請があり、アンケート結果等を鑑み 1．

協会誌公開時期（j-stage 搭載時期）、2．投稿論文等のオープンアクセス化、3．（発刊より一定期間経過後の）特集・連

載等記事のオープンアクセス化について提案され、審議の結果、①特集・連載等は発刊1か月後の搭載とし、認証制公開

とすること、②投稿に関しては搭載直後からのオープンアクセス化とすることが、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第13号議案（決議）専門委員会「研修企画委員会」の活動期間延長及び委員長の変更について 

企画担当の中村理事・西村理事・植田理事より専門委員会「研修企画委員会」の活動期間延長し、併せて、本委員会の

実施内容について、企画担当の事業との関連が大きい事から、委員長を西村顕企画担当理事に変更したい旨、提案され、

審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

＜活動期間＞ 2020年7月～2022年6月（これまでの活動期間2018年8月～2020年6月） 

＜延長理由＞ ・協会で現在行っているセミナーの継続的な企画運営 

 ・収益となる企画セミナー等の効果的かつ、集客可能な企画及び運営の実施 

 ・将来的には常設化を目指した課題の整理 

＜委員長候補＞ 西村顕企画担当理事 

＜委員会メンバー＞ 中村理事・谷口理事・植田理事・石濱理事・杉本理事・鈴木理事・西村理事 

 

第14号議案（決議）災害対策委員会の1年間の期間延長について 

分科会・専門委員会担当の植田理事・中村理事より、災害対策委員会は今年 2020 年 6 月をもって４年が経過し、任期

満了となり、近年頻発している災害の際に当協会として被災地支援活動を継続的に実施するためにも体制の見直しと、併

せて、JRATが法人化されたことから、協会として他機関との連携や受け皿、また災害対策に関する考え方を合わせて協議

していく必要があるが、今般の COVID-19 に関する活動自粛等により事業化に向けた検討が困難となっているため、一年

延長を行い、事業化（常設化）へ向けた準備や協会としての体制づくりについて協議を行う期間とすることが望ましいと

提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

延期の期間 2020年7月～2021年6月末まで 

委員長 ：沖川悦三 

委員予定：繁成 剛、金井謙介、水澤二郎、山形茂生、石濱裕規、岡野善記、岩﨑満男、深野栄子、中村俊哉、桂律

也（敬称略） 

 

第15号議案（決議）協力SIGの法人内SIG化への移行期間延長について 

分科会・専門委員会（SIG）担当の谷口理事より、2019年度第1回理事会第10号議案において、協力SIGの法人内SIG

化の推進方針が承認され、この方針は2019年8月22日に実施されたSIG代表者会議にて提示し、SIG代表者会議の中で、

2019年度（2019年7月～2020年度6月末）に法人内への移行を順次行い、2020年8月総会までに移行完了するロードマ

ップを示し、2020年度（2020年 7月～2021年 6月末）は、法人内 SIGの試運転と問題の洗い出しを行うことになってい

たが、移行にむけた条件整理、規約整理、覚書締結の具体的作業が COVID-19等の影響もあり円滑に進まず、2020年 8月

までの移行が困難となったため、具体的作業が進まなかった原因を明らかにし、新たなスケジュールの下、計画的に法人
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内SIG化を進めたく、移行期間の1年延長（2021年8月総会までに移行完了）について提案され、審議の結果、満場一致

で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第16号議案（決議）「代議員選出規則」の改定について 

規則・選挙担当の水澤副会長より、次期選挙（代議員選挙・役員候補者選挙）における「Web 選挙システム」の導入に

向けて「代議員選出規則」を改定したく、選挙制度の改定については、「代議員選出規則」は社員総会での承認事項であ

るため（「役員候補者選出規則」は理事会承認事項）、本理事会での決議後に総会議案として提案したいと提案され、審議

の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

＜Web選挙システム導入の利点＞ ・選挙管理委員会の業務量の軽減 

 ・選挙運営予算の削減 

 ・その他、選挙集計結果、会員名簿管理等における信頼性の向上 

 

第17号議案（決議）社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について 

総会・理事会担当の江原理事より、2020年度社員総会の開催（開催日時・場所、議事）に関して提案され、開催日時・

場所が調整中のため、審議の結果、議案に関してのみ満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

開催日時（仮）：8月29日（土）または30日（日）で調整 

開催場所（仮）：関西地区で調整              ＊日時と場所は調整中 

議事に付すべき事項 第１号議案 2019年度事業報告（案） 

 第２号議案 2019年度決算報告（案）／監査報告 

 第３号議案 2020年度事業計画（案） 

 第４号議案 2020年度収支予算計画（案） 

 第５号議案 代議員選出規則の改定 

 

第18号議案（決議）2020年度事業計画（案）について 

総会・理事会担当の江原理事より、2020年度事業計画（案）が提示され、審議の結果、骨子について、満場一致で承認

された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・事業計画・予算については6月末までに提案し決議が必要 

・6月中に臨時理事会にて最終版を承認 

 

第19号議案（決議）2020年度予算（案）について 

財務担当の岡野理事より、2020年度予算（案）について、審議の結果、骨子について、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・カンファレンス中止等で発表のためだけの新規入会が増えずに退会する人が出るという状況になるので会員数は厳し

い状況になると予測される 

・理事会経費はWeb会議活用等の新しい生活スタイルの積極的導入で抑える。選挙関係や各種委員会等も同様で、全体

的に経費削減を図る 

 

第20号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告 

水澤副会長（総務統括）より、理事会前日12月7日（土）開催の理事会前日会議として以下の統括会議の報告がされ、

追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

日時：2020年6月6日（土） 13:00～18:00 

場所：Web 会議システム（ Cisco Webex ミーティング） 

出席者：桂、水澤、中村、石濱、植田、江原、岡野、剣持、杉本、鈴木、谷口、西村、村田、森田、沖川、深野 

＜審議事項＞ ・総会の開催日時・場所について 

 ・年会費の減免等について 
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 ・「2020年度事業計画・予算要求（素案の素）」の精査 

 

第21号議案（決議）2020年度年会費の減免措置等について 

水澤副会長（総務統括）より、COVID-19感染拡大の影響により、年会費の納入が困難又は期日までに入金できない場合

等を鑑み、減免措置又は納入期日の延長などの特別措置が可能かどうかと、可能である場合は、その内容や方法、実施手

順等を具体的に定める必要があると提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・「会費納入期限について延長し、8月 31日までに納入された方は 7月 1日にさかのぼって会員資格を有するものとす

る」という内容をホームページやメールニュースにて周知する 

 

第22号議案（決議）JRAT加入意思確認書に記載する総会出席者とJRAT理事の選出について 

桂会長より、前回臨時理事会で決議されたJRAT加入に際して、総会出席者とJRAT理事を併せて申請する必要があるの

で、選任について候補者が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

・JRAT理事：桂会長 

・総会：桂会長（Web会議開催の場合）、石濱理事（対面式開催の場合） 

・研修企画委員会（当面Web会議開催））：金井前理事 

・広報委員会（当面Web会議開催）：石濱理事 

・福祉用具ワーキンググループ：沖川氏 

 

第23号議案（決議）JRAT「避難所における感染対策検討WG」の立ち上げに関する意見について 

桂会長より、JRATより、「避難所における感染対策検討WG」の立ち上げについて意見を求められているが、意見(案)に

ついて検討したいと提案され、WGの内容確認をすることとし、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

意見(案)：『JRATが行う「避難所における感染対策」が具体的にどのようなものかがわかりにくく、意見を出しづらい

ところである。仮に、JRAT感染対策の対象者が、障害者・要介護高齢者などであって、福祉用具の消毒、トイレの環境

整備及び汚物処理、パーティションなど、障害のある人々への感染対策用具・環境整備の内容が伴うのであれば、当協

会としてかかわってきている部分も多く、立ち上げに賛同するし、WGへの参加も行いたい。JVOADの「新型コロナウイ

ルス 避難生活お役立ちサポートブック」が非常によくできているので、まずはこの内容を精査し、JRATとして追加・

特記・修正すべき部分は何があるのか明らかにするところから始めるのはどうか？』 

  

第24号議案（決議）GAATO理事推薦の件 

国際担当の森田理事より、GAATO定款（最終決定版）によると、基本的に Full memberの団体（REJSAは Full member)

から1名を理事として推薦し、理事会を構成するが、理事は総会で承認され、その際に、各Full memberの団体は、理事

の代理を登録し、理事が欠席の場合にはその人が理事会に出席することができるため、以上のことを受けて、リハ工学協

会から桂氏を理事に、代理を井上氏にお願いし推薦をしたいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

議長は、以上をもって一般社団法人日本リハビリテーション工学協会の 2019（令和元）年度第 8回（通算第 62回）理事会

に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。（16時00分） 

 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 

 

2020年6月7日 

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2019年度第8回理事会 

 

 議    長 桂律也 

 議事録署名人 谷口公友 

 議事録署名人 中村俊哉 


