
一般社団法人神奈川県作業療法士会 第 9回社員総会議事録 

 

令和 4 年（2022 年）5 月 22 日午前 9 時 45 分、神奈川県横浜市中区太田町 4-45 第一国際

ビル 301 一般社団法人神奈川県作業療法士会事務所において、一般社団法人神奈川県作業

療法士会（以下、本会）第 9回社員総会を開催した。 

 

 議決権のある正社員総数(2022年 5月 22日現在の代議員総数)         77名 

 代議員の議決権の数(本会定款第 40条より)     代議員総数の 3分の１以上の出席 

 議場出席代議員数                              4名 

 議決権行使書数                              34 名 

 委任状数                                 35 名 

 議決権の総数(出席者総数)                69名 

 

 総会役員  議長          金山 桂 

       議事運営委員（書記）  吉本 雅一 

       議事録署名人      黒木 裕介 

                   中井 琢哉 

 出席理事監事は次の通り 

A～Ｆは一般社団法人神奈川県作業療法士会事務所にて出席、H～Rは各自宅にてオンラ

イン出席した。その他、選挙管理委員長池田公平氏が出席。 

 

定刻になったので、吉本雅一事務局長は開会に先立って、オンラインによる開催における

リアクションに関する協力について説明した。また議事録作成のみに利用する目的で録画

を行うことを説明し会場の承認を得て録画を開始した。続いて選挙管理委員長池田公平氏

より代議員選挙に関して、立候補、推薦候補を含めて定数の 77 名が今年度、来年度の代議

員として選出されたことを報告した。 

続いて議長団の選出に移り議長は金山桂氏が立候補により選任された。議長の議事進行

により議事録署名人は黒木裕介氏、中井琢哉氏、議事運営委員は吉本雅一氏が立候補により

選任された。 

A 代表理事 神保 武則 H 理事 奥原 孝幸 O 理事 澤口 勇 

B 理事 田中 ゆかり I 理事 佐藤 隼 P 理事 望月 強併 

C 理事 金山 桂 J 理事 遠藤 陵晃 Q 理事 西川 航平 

D 理事 吉本 雅一 K 理事 野本 義則 R 理事 大郷 和成 

E 理事 玖島 弘規 L 理事 佐藤 範明 S 監事 錠内 広之 

F 理事 神田 崇央 Ｍ理事 戸塚 香代子 T 監事 野々垣 睦美 

G 理事 佐々木 秀一 N 理事 木村 修介  



代表理事神保武則氏挨拶により社員総会の開会を宣言し、第 9 回社員総会を開始した。

続いて、議事運営委員吉本雅一氏より、総会成立及び総会議事運営案について以下のように

提案し承認された。 

Ⅰ．総会の成立 

2022 年 5 月 22 日現在の代議員総数は、（77 名）、午前 9 時 57 分現在、代議員総数のう

ち（4名）が出席し、（73 名）が欠席、議決権行使書が（34通）、委任状が（35通）であり、

議決権の総数は(69 通)で、総会開会の定足数、総会員総数の１/３以上を満たしており、本

総会が成立していることを確認し報告された。 

Ⅱ．議事運営案の提示 

１．本総会には、第 1号、第 2 号、第 3号、第 4号、第 5号、第 6 号、第 7 号、第 8 号 

議案の他には議案は提出されていない 

２．議案に関する質疑は事前に受け付けており当日の質疑応答は行わない 

３．第 1 号議案及び第 2 号議案は 2021 年度の事業及び決算報告であるので一括して説明・ 

審議する 

４．第 3 号議案及び第 4 号議案は 2022 年度の事業及び予算報告であるので一括して説明・ 

審議する 

５．総会には規程に関する議案が複数提出されているが第 6 号議案と第 7号議案は関連し 

ているため一括して説明・審議する 

６．社員総会はオンラインにより視聴が可能となっているため事前に代議員には視聴に関 

する同意書をもらっている。その内容の順守を確認した。 

７．必要最低限の人数で開催しているため、書記は議事運営委員が兼務する 

 

Ⅲ．第 1号議案 2021 年度（令和 3 年度）事業報告 

2021 年度（令和 3 年度）事業報告について田中ゆかり副会長より説明した。また事前に

提出された甲本夏穂代議員、福留大輔代議員からの質疑について、担当理事の田中ゆかり氏、

大郷和成氏より内容と回答を説明した。 

採決：賛成 69 名、保留 0名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

Ⅳ．第 2号議案 決算報告ならびに監査報告 

2021 年度決算報告について、財務部担当理事の玖島弘規氏より説明した。事前に提出さ

れた福留大輔代議員からの質疑について、担当理事の佐々木秀一氏、遠藤陵晃氏より内容と

回答を説明した。続いて監査結果について野々垣睦美監事より適正に執行されている旨の

報告と引き続き適正な財務処理の継続について報告した。 

採決：賛成 69 名、保留 0名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

 



Ⅴ．第 3号議案 2022 年度（令和 4 年度）事業計画（案） 

2022 年度(令和 4 年)事業計画(案)について神保武則会長より説明した。併せて日本作業

療法士協会と協働連携して検討している『協会員＝士会員』について説明し、会員の個人情

報に関する共同利用に関する覚書に関して報告した。事前提出された甲本夏穂代議員、福留

大輔代議員からの質疑について、担当理事の田中ゆかり氏、大郷和成氏、澤口勇氏より内容

と回答を説明した。 

採決：賛成 67 名、保留 1名、反対 1 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認  

 

Ⅵ．第 4号議案 2022 年度（令和 4 年度）予算（案） 

2022 年度（令和 4 年度）予算（案）について、財務部担当理事の玖島弘規氏より説明し

た。事前提出された福留大輔代議員からの質疑について、担当理事の大郷和成氏より内容と

回答を説明した。 

採決：賛成 68 名、保留 1名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

Ⅶ．第 5号議案 定款の修正について 

定款 9 条、第 50 条ならびに第 54 条の一部修正について神田崇央理事より説明した。質

疑はなかった。採決の前に、定款の変更の場合、「第 72 条 本定款の変更には、総会におい

て代議員総数の半数以上であって、代議員総数の 4 分の 3 以上の議決権を有する者の同意

を得なければならない。」ことになっている。代議員の半数以上が議決権行使あるいは委任

状を提出していることが確認され採決に移った。 

採決：賛成 69 名、保留 0名、反対 0 名、賛成 4 分の 3以上と認め承認 

 

Ⅷ．第 6号議案 規程の廃止について 

 一般社団法人神奈川県作業療法士会代議員選挙規程と一般社団法人神奈川県作業療法士

会役員選挙規程の廃止について神田崇央理事より説明した。質疑はなかった。 

採決：賛成 68 名、保留 1名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

Ⅸ．第 7号議案 規程の制定について 

 一般社団法人神奈川県作業療法士会選挙管理規程の制定について神田崇央理事より説明

した。事前提出された福留大輔代議員からの質疑について、担当理事の神田崇央氏より内容

と回答を説明した。 

採決：賛成 69 名、保留 0名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

Ⅹ．第 8号議案 個人情報保護規程の修正について 

 一般社団法人神奈川県作業療法士会個人情報保護規程の一部修正について神田崇央理事

より説明した。質疑はなかった。 



採決：賛成 69 名、保留 0名、反対 0 名、賛成多数（1/2 以上）と認め承認 

 

議長は以上をもって全議案が承認されたと宣言し議長団は解任となった。 

議長団の解任後、福利部担当理事の金山桂氏により（一社）神奈川県作業療法士会の功労

表彰を執り行った。今回は 5 名の正会員が受賞された。受賞者の長谷里恵氏よりご挨拶を

いただいた。 

次に昨年 12 月に開催された第 18 回神奈川県作業療法学会の学会長を務めた松田哲也氏

を招待し初のオンライン学会として盛況に開催した功績に関して評した。松田哲也氏より

ご挨拶をいただいた。 

 

オンライン会議システムを用いた第９回社員総会は終始異常なく議題の審議を終了した。

吉本雅一事務局長より代議員との連携を強化していくため、メーリングリストを作成し連

絡や相談を行う旨を説明した。事務局長は閉会を宣言し午前 11 時 30 分閉会した。 

また閉会後に 40 周年記念事業プロジェクトリーダーの田中ゆかり副会長より 40 周年記

念ロゴマークの公表があった。また同じく田中ゆかり副会長の呼びかけにより、可能な代議

員の方々の自己紹介を行いオンライン会議が終了した。 

 

上記の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれには

記名押印する。 

  

  

令和 4 年（2022年）5月 22日 

 

 一般社団法人神奈川県作業療法士会第 9回社員総会 

議長      金山 桂      認印  

 

議事録署名人  黒木 裕介     認印  

 

議事録署名人  中井 琢哉     認印  


