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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 

2020年度第２回（通算第 65回）理事会 議事録 

１．開催日時：2020 年（令和 2 年）10 月11 日（日）11:00～12:47 

 

２．場  所：Web 会議システム（ Zoom 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）事業の後援および協賛に関する承認について（報告） 

第２号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第2期） 

第３号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第2期） 

第４号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告 

第５号議案（専権等の報告）GAATO、i-CREATe、RESNAに関する情報等のRESJA HPへの掲載 

第６号議案（専権等の報告）H.C.R 2020の代替イベントである、福祉機器Web2020ならびに福祉機器ガイドブックへの

出展(掲載) 

第７号議案（専権等の報告）COVID-19感染拡大防止 情報提供の件 

第８号議案（決議）GAATO拠出金依頼への対応と年会費値上げの件 

第９号議案（決議）バリアフリー2021出展について 

第10号議案（決議）Zoom運用ルール作成 

第11号議案（決議）西日本国際福祉機器展2020 開催中止とオンライン開催について 

第12号議案（決議）災害対策委員会 メンバーの変更について 

 

４．理事総数   １４名 

  出席理事数  １４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、剣持悟、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） 

 

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（Zoom 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。 

（３）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の西村顕と植田瑞昌の２名を選出した。 

 

第１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 64 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13、非承認0 （会長除く） 

 

・ 2020/05/27 協賛 感覚代行研究会様より「第46回（2020年）感覚代行シンポジウム」（2020/12/7～11（ネット開催）） 

 

第２号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第2期） 

水澤副会長（総務統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2020年7月19日～2020年10月10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13、非承認0 （会長除く） 
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■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：水澤 

・ 2020 年度定時社員総会における第５号議案「代議員選出規則の改定（案）」の決議を受けて、代議員選出規則の改定を

行った（新規則はDropboxにアップ済） 

・ 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 

・総会に向け代議員へ資料を発送した 

・購読サービス会員Ｂへ購読サービス料返金の案内を送付した 

・GAATO年会費500CHF＋登録料寄付1000CHFの海外送金の手続きを進めた 

・展示会出展における広報活動：なし 

・チャットワーク運用の準備を行った 

■ 財務担当：岡野 

・2019年度決算報告案を作成し総会に報告を行った 

・2020年度予算案の作成を行った 

■ 総会・理事会担当：江原 

・ 理事会開催 

・2020年度第1回（通算第64回）理事会議事録の取りまとめを行った 

・2020年度第2回（通算第65回）理事会（Web会議）開催のための準備を行った 

・ 総会開催 

・総会資料および議決権行使書・委任状を作成し、開催案内の手配を行った 

・2020年8月30日（日）、大阪市にて2020年度定時社員総会を開催した 

   会場：谷岡学園 梅田サテライトオフィスCURIO-CITY 

     大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪タワーA（南館）16階 

・総会の進行表を作成し、議事進行の調整等を行った 

・総会議事録の取りまとめを行った（業務執行中） 

■ 広報・渉外担当：杉本 

・ 協会ホームページ用サーバー 

・SIGのあり方委員会において、広報からの回答を提示 

・支部代表者会議出席（ML利用、HP掲示について説明） 

・ Zoom利用状況（SIG代表者会議3回、支部代表者会議1回、理事会（前日会議含む）2回、総会記録用1回） 

※ COVID-19感染拡大防止対策（専権事項） 

・車椅子ユーザー向け感染予防情報の提供（日本地域理学療法学会COVID19特別チームより情報共有の依頼があり、WEB管理委

員会にて検討の上、承認・回答した） 

 

第３号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第2期） 

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（2020年7月19日～2020年10月10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13、非承認0 （会長除く） 

■ 事業統括／企画統括担当：中村 

・ 事業系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の元、10/5〆切として業務執行報告書の提出を求めた（7月 19

日～10月10日分） 

・ 前日会議開催に向けた議案とりまとめ 

・ 頸損解体新書及び頸損実態調査 

・中間報告会の開催 

・ H.C.R福祉機器Web2020への出展調整 

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木 

・ 第35回リハ工学カンファレンス準備 

・8/26,9/25に実行委員会が開催され、WEBにて参加 

・リアルとオンラインのハイブリッド開催は困難との意見が多く、COVID-19が流行も視野に入れて準備を進める 

・オンライン開催のみの場合 

・日程は9/25,26の二日間 
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・大学・専門学校・療育センターなどに大会事務局をおいてオンライン開催 

・リハ工らしいやり方を検討していく 

・経験不足のため、プレカンファを2/23（火・祝）に開催したい 

・プレカンファ（オンライン開催）について検討 

・プレカンファの内容は電動車いすかロボットに関するテーマ 

■ コンテスト担当：村田 

・ 福祉機器コンテスト2021 

・コンテスト事務局の設置に向けた委託先の検討・調整 

・ コロナ禍でのコンテスト事業運営に向けた検討 

■ 協会誌担当：石濱・桂 

・ 協会誌編集 

・2020年度第3回編集委員会をWeb会議にて実施した（10月3日、参加者9名） 

・ 協会誌発行 

・Vol.35 No.3 2020/08 連載「新型コロナウイルスへの対応 第1回」発行  

・Vol.35 No.4 2020/11 特集「新しいリハビリテーション領域と機器の使い方(仮)」入稿・校正状況確認 

・Vol.36 No.1 2021/2 特集「障害と働き方(仮）」執筆候補者、連載・報告等の検討(35-4号と発刊予定を変更) 

・ 投稿論文（査読依頼） 

・投稿規定／執筆規定の協会誌・WEBサイト更新 

・査読委員会設立承認に伴う、内規規定案・査読委員選定手順の検討 

・第4回協会誌投稿規定検討委員会をChatork／Webアンケート併用で継続開催 

・査読委員会の委員推薦を編集委員内アンケートにて進めた 

・投稿・寄稿依頼書式等の改定を進めた 

・ 協会誌の段階的電子化 

・協会誌 32-2号、35-3号の J-STAGE上公開を進めた。35-3号連載は、J-STAGEの要請に協力し、オープンアクセス公

開している 

・上記以外の特集・連載等は認証制、論文等投稿記事はオープンアクセス化し、報告記事は最新号より直近３号分を協

会HP上にて公開 

・ その他 

・公開が進んだ協会誌32-3、32-2号のレビュー更新を広報副担当理事に依頼した 

■ 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 

・ 分科会：SIG活動支援 

・SIG-MLにて協会誌へのSIGインフォメーション掲載情報の確認 

・ SIG内部化に向けた調整 

・SIG代表者会議をWEB会議により開催（ 8月1日, 8月31日, 10月1日） 

・車いすSIG、移乗機器SIG、義肢装具SIGからの懸念事項をとりまとめSIGのありかた検討員会により検討、上記3SIGへ

回答した 

分科会(支部・委員会)/企画(副)展示会：植田 

・ 分科会：支部活動支援 

・支部活動報告：特に報告すべき事項なし 

・WEB会議にて支部代表者会議開催：活動費の扱いや各支部内規について調整、メーリングリスト検討 

・ 専門委員会：災害対策委員会 

・JRAT広報委員会への委員派遣 

■ 企画担当：西村・谷口・植田・中村 

・ バリアフリー2021への出展にかかる調整 

■ 国際担当：桂・森田 

・ GAATO加盟に伴う調整 

・加盟金の振込、WEBサイト、団体名称・所在地（いずれも英語表記）の連絡 

・ Create ASIAの会議（WEB会議）へ相良氏を派遣 

・2019年度の活動報告（キャンベラ大会） 
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・2021年度はタイ（バンコク）で開催する（WEB開催の可能性有り 

・2022年に香港（香港理工大学）で開催が決定。 

・RESNAカンファレンス2020の開催を協会WEBサイトへ掲載 

 

第４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10月10日（土）開催の理事会前日会議として以下の委員会・会議の報告が

され、追認で承認された。 

承認13、非承認0   （会長除く） 

 

日時：2020年10月10日（土） 13:00～18:00 

場所：Web会議システム（Zoomミーティング） 

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

    金井（災害対策委員会） 小林（WEB管理委員会） 

 

【会議1】SIGのあり方検討委員会[12:00-13:00]  

（１）これまでの経過 

（２）課題と分掌ごとの担当の説明 

（３）全体で議論すべき課題について 

（４）その他 

【会議２】各支部のあり方について [13:10-14:10] 

（１）支部内規について 

（２）支部会員の情報の扱い 

（３）活動費の使い方、支払い方法 

【会議３】福祉機器コンテスト2021及びコンテスト事務局の委託について [14:20-15:20] 

（１）福祉機器コンテスト2021の事務局の委託先について 

（２）福祉機器コンテスト2021の委託費について 

（３）福祉機器コンテスト2021の委託契約期間について 

（４）福祉機器コンテスト2021の審査会運営と表彰式等について 

（５）福祉機器コンテスト2021および以降のコンテストについて 

【会議４】災害対策委員会 [15:30-16:30] 

（１）JRATの関連状況確認 

（２）常設化に向けた手順と作業内容の確認 

（３）障害のある人の防災マニュアル作成準備に必要なことの検討 

【会議５】WEB管理委員会 [16:40-17:40] 

（１）Zoom利用について 

（２）Googleアカウントの共有 

（３）DropboxとXdriveの利用について 

（４）メーリングリスト 

（５）HPの運用について 

（６）公式Facebook 

 

第５号議案（専権等の報告）GAATO、i-CREATe、RESNAに関する情報等のRESJA HPへの掲載 

国際担当の森田理事より、GAATO、i-CREATe、RESNAに関する情報等のRESJA HPへの掲載したことについて報告がされ、

追認で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

加えて、GAATOのHPをRESJAのHPにリンクすることについて提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

・ GAATOの HPが立ち上がり（https://www.gaato.org/）、RESJAのリンクおよび紹介が掲載される。RESJAの HPへのリン

クはこれから行う 
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・ i-CREATe台湾大会はオンライン開催となったと報告があり、協会HPに掲載 

・ RESNAカンファレンス2020の開催告知とプログラムについてこれからHPへ掲載 

 

第６号議案（専権等の報告）H.C.R 2020の代替イベントである、福祉機器Web2020ならびに福祉機器ガイドブックへの出展

(掲載)  

中村副会長（事業統括）より、H.C.R.2020の代替イベントである 、オンラインイベント「福祉機器Web2020」ならびに

「福祉機器ガイドブック」への出展（掲載）について、専権より出展の申し込み並びに、記事の入稿を行ったことが報告

され、追認で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

オンラインイベント「福祉機器Web2020」 

2020年10月21日（水）～2020年末(予定)  ※出展社・製品情報は会期後も閲覧可能 

 

第７号議案（専権等の報告）COVID-19感染拡大防止 情報提供の件 

広報・渉外担当の杉本理事より、日本地域理学療法学会 COVID19 特別チーム様より、車椅子ユーザー向けの COVID-19

感染拡大防止対策に関する情報共有の申し出があり（生活環境整備班の情報発信において、該当資料の引用・参考資料と

して掲載希望）、Web管理委員会にて検討し、承認・回答を行ったことが報告され、追認で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

＜掲載ページ＞ http://jspt.japanpt.or.jp/jsccpt/covid_info/ 

＜該当ページ＞ http://jspt.japanpt.or.jp/jsccpt/covid_info/covid08.html 

 

第８号議案（決議）GAATO拠出金依頼への対応と年会費値上げの件 

国際担当の森田理事より、GAATOの拠出金INVOICE1,000スイスフランの請求あり、事務局へ連絡し、送金手続き済みで

あるが、GAATO の年会費が 2021 年から 500 スイスフランから 750 スイスフランになることが通知され、来年度予算から

750スイスフランでの計上となることについて提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

なお、2021年度会費の請求が5月となるため、2020年度の支出となる。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

・ 予算要求は1,500スイスフランのため250スイスフランの追加となる 

・ 2020年度会費は1,000スイスフランに含まれるため別途請求はない 

・ 2021年度会費請求は2021年5月のため、2020年度支出となる。今後、3月、1月となっていく予定 

 

第９号議案（決議）バリアフリー2021出展について 

中村副会長（事業統括）より、バリアフリー2021（2020年 4月 21～23日＠インテックス大阪）については、本年度の

事業計画にて予算とともに承認をいただいており、それに基づき、出展準備を進めたいが、念のため確認として提案され、

審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

・ 運営やセミナーの企画・実施については、関西支部に委託・協力の上、進めたい 

・ 今回初の試みであるオンライン展示会については、企画研修委員会を中心に企画の検討を行いたい 

 

第10号議案（決議）Zoom運用ルール作成 

広報・渉外担当の杉本理事より、協会本体で運用していくWeb会議システム【Zoom】の運用方法について、ルール（案）

が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

・ 予算がついているコンテスト等の事業は、予算から支出して別途契約する 
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第11号議案（決議）西日本国際福祉機器展2020 開催中止とオンライン開催について 

中村副会長（事業統括）より、西日本国際福祉機器展 2020について、2020年 11月 19日(木)から 21日(土) 北九州市

にて開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から中止となり、代替イベントとして、オンラインに

よる展示会「PPC2020 オンライン/スマホとネット西日本国際福祉機器展」の開催が予定されており、今回、オンラインに

よる展示会の開催となり、出展料が無料とのことから、協会事業の広報の機会として、出展を行いたいと提案され、審議

の結果、満場一致で承認された。 

なお出展の内容の詳細については、企画研修委員会を中心に検討し実施する（出展申込〆切は2020年12/10（木））。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

第12号議案（決議）災害対策委員会 メンバーの変更について 

分科会・専門委員会（支部）担当の植田理事より、災害対策委員会については、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ゆく必要があり、事業化への準備や協会として

の体制づくりを行っており、その際にメンバーの追加の必要が出たため、災害対策委員会委員変更について提案され、審

議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

追加メンバー：支部担当 植田瑞昌、SIG担当谷口公友 

 

委員長：沖川悦三 

委員（５０音順）：石濱裕規、岩﨑満男、植田瑞昌、岡野善記、桂律也、金井謙介、繁成剛、谷口公友、中村俊哉、深

野栄子、水澤二郎、山形茂生  ＊HP掲載も変更 

 

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2020（令和2）年度第2回（通算第65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。（12時47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10月11日 

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2020年度第2回理事会 

 

 議    長 桂律也 

 

 議事録署名人 西村顕 

 

 議事録署名人 植田瑞昌 


