
記

期日 平成 24年 5月 20日(日) 13時～15時
会場 千葉市文化センター9階

議題

1） 平成 23年度事業報告書及び決算報告書承認について

2） 規約改正について

3） 平成 24年度理事役職決定について

4） その他

米井昭夫総務部長が開会を宣言。会員数 335名、出席 33名、委任

状 145名、書面表決 30名。定員数は会員の 1/3(168名)以上。出

席、委任状、書面表決併せて 175名で総会が成立。

議長に藤林克仁氏、副議長に石橋和彦氏、議事録署名人に冨森猛

氏、川端隆治氏が選任されました。

この度は理事役職の交代に際し、新旧理事による挨拶が交わされ

ました(写真はその様子)。

平成 24年度第 1回通常総会開催

この号の内容

1 巻頭言

2 新理事挨拶

3 届出施術所証明書に代わ

るプレートの発行について

4 登録免許税の取扱い訂正

5 年間予定表

平成 24 年 8 月号

社団法人 千葉県鍼灸マッサージ師会 会報
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巻 頭 言

                      会長 齊藤 曠

いよいよ今年度事業スタート

毎日暑い日が続いておりますが、会員の皆様お元気でお過ごしですか。

いつも県師会事業にご理解・ご協力いただきまして誠にありがとうございます。

さて、今年度も早３ヶ月が過ぎました。５月２７～２８日にかけて全鍼師会総会が開

かれ、提出議題がすべて承認されました。その他として会員数の減少が続き、これに対

する施策が話し合われましたが、具体的にはこれという意見はなく、地方に協力要請が

ありました。（総会の詳しい内容については、月刊東洋療法を参照）

私が、３月の総会の時点で第一に申し上げたのが組織強化でした。これから皆さんの

意見を取り入れて、少しでも会員増につながるような施策を考えなければなりません。

具体的には

１、 会の存在感を高める

まだまだ一般には鍼灸マッサージ師会という団体が知られていないのが現状でこ

れを解消するには、新卒者の獲得、（パンフレット配布或いは入会説明に出向く）

各地域のイベントに積極的に参加し、ボランティアを通じて会の PR と存在感を高

める。

２、 情報の公開と共有

  いろいろな情報を交換する事により、業の反映にもつながり、若い会員にも参加し

やすいよう、お互いに語り会える場を提供する。

３、 各種相談の充実

  施術所の経営、施術者の賠償責任保険、また保険取り扱い業務の代行など、

  会員のメンテナンスの充実を図る。

４、 学生、新入会員の研修・実習のできる場所の提供

患者を増やすには患者との信頼関係が一番

信頼される施術者になるには

１、 施術所・施術者の清潔感

２、 接客態度・誠実さ

３、 最善の技術の提供
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【会長】齊藤 曠

この程、越川前会長の後任として、会長を引き受けさせていた

だきました齊藤曠でございます。

私は、昭和４９年この会に入会しました。当時は、現在のよう

にパソコン・インターネットというものは、一般的にはまだまだ

普及していない時代でした。その為、情報を知りたいという事で、

入会したのも一つの理由です。

しかし現在、簡単にネットを通して見る事ができますが、やはり会員になれば、それ

以上の情報を知ることが出来、学術技術の向上、保険取り扱い、補助制度など、利用す

ることが出来るわけです。

私は、先輩諸先生方の築き上げた足跡を重んじ、これからの未来に向かって夢と希望

のあふれる若い皆様方に、伝えていくことが責務と考えています。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

【相談役】 越川和夫

この度、相談役を拝命しました越川でございます。会長時代は

暖かいご理解と、ご鞭撻を賜り、ありがとうございました。

東日本大震災の影響は大きく、当初、米良元会長がホップ、

私がステップと基礎がためをし、新会長がジャンプと予定してい

た当会の発展構想も、今はジャンプの時ではなく、更なる基礎がためが必要となりまし

た。齊藤会長は、そんな今の当会の最適任な会長でございます。

当会の大きな課題は 3点です。

最大の課題は公益社団法人の認可です。 2点目は組織強化、3点目は保険や助成券対

策です。私は、相談役として、これらの課題を齊藤会長や役職員の皆様が推進しやすく

なるようサポートしてまいりたいと存じます。

又、今までの発展路線と共益的な事は協同組合に移行し、私も協同組合理事として引

き続き一翼を担わせていただくこととなりました。

良き未来の為に大事なことは 3点です。

一番重要なことは、臨機応変に考え方をチェンジすること。そうすれば、大概の事は

実現します。

2 点目は、実現には時間が必要なことです。大概の事は実現するように世の中はなっ

ているのに、現実は明暗が別れるのはこの為です。先見性と先行投資が不可欠です。

3点目は、『ふさわしくなる』ことです。柔らか頭、先見性、向上心が良き未来のキー

ワードです。

協同組合理事としては、会員の皆様の良き未来の為に、健康長寿を推進してまいり

たいと存じます。

皆様、引き続き齊藤会長や役職員への温かいご理解とご支援をお願い申し上げます。
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【副会長】石川英樹

筆頭副会長

渉外部長

公益法人担当、組織担当

８年前に理事に就任してから全国の同業の先生方と話す機会が

増え、諸先輩方より様々なご指導ご鞭撻を頂戴しました。お陰さ

まで技術的にも精神的にも体重も一回り大きく成長させて頂きました。

しかし各地の先生方と話せば話すほど、現状を憂う思いが強いのも実感致しました。

そしてこの現状から飛躍できないのは何故かという「もどかしさ」が常に会の深層に巣

くっているようにも感じられました。

全国を見渡しても千葉県師会は理事の構成年齢も若く、会長の考え方もとても柔軟で

機知に富んでいます。大き過ぎる器、しがらみがあり過ぎる器ではできない事も、今の

千葉県師会ならできる可能性があります。ビジョンを明確にし、出来る事、出来ない事

をより鮮明に区分けして、失敗を恐れずに挑戦し続ける事が私達千葉県師会の使命だと

思っています。

齊藤会長の挨拶にもあるように、現在は様々な情報がネットなどを通してアチコチに

溢れています。それによって会に所属する意義も薄れているように感じている方々も増

えています。しかし実際には私たち公益的な社団法人だからこそ出来る活動も沢山あり

ます。諸先輩方の活動の歴史が現在の我々の力の源です。そこに若い会員、新入会員の

皆さまの柔軟性に富んだ活動力や先見性が加われば、前述の「もどかしさ」を一掃でき

ると確信しています。

まだまだ経験不足の若い理事が多くて逆に不安を感じる先生方も居られるかもしれ

ませんが、どうか暖かく見守ってください。また、あまり会の活動に参加されていない

先生方、新入会員の先生方は是非とも何かしらの活動に参加して下さい。そして一緒に

鍼灸マッサージ師会を盛り上げていきましょう。

最後になりますが、今期は副会長と渉外部長、組織部補佐を齊藤新会長より仰せつか

りました。副会長として会長を補佐して会の発展の為に邁進していく所存ですので、今

後ともよろしく御願い申し上げます。
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【副会長】染谷雄一

次席副会長

財務部長

千視協担当

事務所担当

皆様、いつも当会運営にご協力をいただきましてありがとうございます。

昨年同様に副会長をさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。

本年は、財務部長としまして当会運営に力を入れてまいります。会員の治療院経営の

会計相談・経営相談にも関われればと考えております。出来るだけ皆様の力になれれば

と思いますので、積極的なご意見をいただけますようお願いいたします。

また、事務局運営も齊藤会長より依頼をされておりますので事務局員と共に当会の発

展を考え進んでいこうと思っております。

県民・市民を考えた公益事業体ですので、会員の向上にて鍼灸マッサージを通じて貢

献が出来る会を作っていきたいです。その為には、会員の多くの参加と意見をいただけ

るよう努力していきます。 今後のご協力をお願いいたします。

【常務理事】元吉正幸  

  学術部長

  スポーツセラピー担当

  日鍼会・柔整師会担当

３期目の常務理事学術部長を拝命いたしました。また協同組合理事も拝命しておりま

す。

今年は特に今までの経験を活かし、スマートで無駄のない会議、なれ合いでない厳し

さでの人との交流を深め業団学術として、科学とコミュニケーションし、鍼灸マッサー

ジ学のエビデンスを求め、それが確かに臨床に手ごたえのあるものとして患者からの信

望を得て地域で堂々と誇りを持って生活できる鍼灸マッサージ師となれるよう、会員自

ずからが学べる「たくましい」環境作りを目指します。

特に今年は研究者との交流の他に、各科の地域開業医師との連携を深めるために開業

医師を講師とした研修会を企画いたしました。皆様の自律的な活力ある行動を期待して

おりますと共に私も行動こそ人生ということで、元陸上選手のアスリート魂をよみがえ

らせ頑張りますので御支援のほどよろしくお願いいたします。

鍼灸マッサージ臨床学の発展、そして鍼灸マッサージ臨地学として、地域になくては

ならない鍼灸マッサージ師を目指した行動を維新として未来を切り拓いていきます。
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【常務理事】矢島実

保険部長

新卒者の相談・育成担当・治療院経営アドバイス

広報担当

皆さん、こんにちは。理事を務めさせて頂いている矢島実です。

前年度は、様々な訪問マッサージの患者さまを増やすためのセミ

ナーや患者様に喜んで頂けるサービスについてのセミナーをやらさせて戴きましたが、

参加して下さった皆さまの事業は順調でしょうか？

会員の皆さんの発展こそが鍼灸マッサージ師会の発展につながると信じております。

共に学び、共に成長できる会を目指して、今後とも取り組んで行きたいと思います。

是非、皆さんのご意見・ご要望を会にお送り下さい。

いつもお世話になり、誠にありがとうございます。

感謝

【理事】米井昭夫

総務部長

  点字印刷担当

  千葉学会担当

  視覚障害担当

会員の皆様へ！

今期も総務と視覚障害関係を担当させていただきます、千葉市地域の米井昭夫といい

ます。皆様にとって魅力のある会になるよう齊藤会長を支えていきたいと思います。宜

しくお願い致します。

さて、消費税の引き上げが決まりました。皆様は、どうしますか？ 会員の中で、直

接消費税を納めるほどの所得がある方はどのくらいいるでしょう？ しかしながら、治

療院維持のために様々な部分で消費税を払っているわけです。この消費税が、１０％に

なったら皆さんはどうしますか？

私は、治療費に添加するのもしかたないのかなと思います。そうでもしないと、もっ

と消費税が上げられたときに、治療院側の負担が増すだけです。このようなことも、治

療院経営の中で考えていかなければならないのではないでしょうか？

また、患者様に対する教育も必要だと思います。１０％上げたからといって、他の業

種に流れてしまわぬ魅力を各治療院が持ったなら、自ずと会員の資質向上にも繋がるの

だと考えます。
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そのためにも、皆様には、研修会などの事業にまずは出て来ていただきたいです。

その中で、情報交換や、組織率のアップに繋がることが、生まれてくると思います。

会に対し、無関心にならずに、有意義な事業と思わなくても、まずは、出て来てくださ

い。それを拙に思うこの頃です。

当会の情報を文書でなく、メールにて発信するよう体制を整備していきます。メーリ

ングリストという手段もありますが、それぞれ直接送られた方が、読んでもらえるのか

なとも思います。また、非公開の分だけ、ご意見も伺いやすいのかとも思います。

また、視覚に障害のある先生方に対する様々な対応も柔軟に出来るよう配慮していきま

す。これらの対策について、皆様のご意見を伺いながら、頑張りますので、ご協力のほ

ど重ねて願い申し上げます。

【理事】平岩恵子

  総務担当

  青年・女性担当

今回、総務担当ということでお役目をお引き受けいたしました。

総務とは何ぞや？と総務部長に聞きました。まだ私にとって

定かではありませんが、教わりながら考えながら一歩ずつ粛々と進みます。

協同組合設立、公益社団法人への移行という変化し続ける会のあり方の中で何かお役

に立てますよう頑張りたいと思います。

学術の発展と県民様の健康づくりのために土台の地味なところで誠心誠意頑張る所

存でございます。2年間よろしくお願いいたします。

【理事】室田智

  鍼灸・マッサージ部長         

学術担当

スポーツ鍼灸マッサージ担当

皆様いつもお世話様になり、ありがとうございます。３期目の鍼灸・マッサージ部長

の理事を仰せつかりました船橋地区の、室田でございます。

私の仕事の内容としては、特にスポーツと鍼灸マッサージ治療との融合、スポーツ選

手が来院した時の評価法の会員への指導、また、Ｄｒとの連携など、比較的皆様方が苦

手としておられるスポーツと皆様方の治療との距離感を縮められるお手伝いができれ

ばと考えております。

いままでアスレティックトレーナーとして経験させていただいてことを活かして、皆

様方のお手伝いをさせていただければ幸いと思います。

これから 2年間よろしくお願いいたします。
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【理事】 川端隆治

  組織部長

  保険担当

はじめまして、八千代地域に所属している川端と申します。

今回、組織部長を任されることになりました。

齊藤会長が考える、（組織力の強化）というコンセプトからわか

る通り、とても重要な役職なんだと実感しております。

新理事として、この組織が充分活性化できるように、自分の個性を生かし粉骨砕身の

努力をしてまいりたいと思っております。

諸先輩方・若手の方からいろいろとお知恵やお力を拝借しながら、より良い組織にし

ていきたいと思いますので、どうかお力添えのほど、よろしくお願いいたします。

【理事】小室聡子

  広報部長

  IT・ホームページ担当

東葛地区の小室と申します。初めて理事の仕事を仰せつかりま

した。今回からの会報誌の発行、また HPを担当いたします。

鍼灸師が増えている現在、鍼灸の需要の掘り起こし、業界全体の底上げが必要になる

と考えています。

そのために各地区、大きくは千葉県全体で患者をフォローできるような会を…という

のは個人的な夢ですが、先生方の力をお借りしながら皆様のお役に立てるよう努力して

参ります。

何卒よろしくお願いいたします。

【理事待遇】冨森猛

  法制部長

  無資格対策委員

前期に引き続きまして無資格問題対策委員を担当させていた

だきます冨森と申します。県民の安全と有資格者の地位向上の

ために更に努力してまいる所存ですのでよろしくお願い申し上げます。
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届出施術所証明書に代わるプレートの発行について

無資格問題担当委員  冨 森 猛

昨今「整体」や「カイロプラクティック」など公的な資格を持たない業者が蔓延して

おります。そのような業者の中には堂々と「マッサージ」という文言を謳っているとこ

ろも多くみられます。一般市民にはどの施術所が国家資格を持って保健所に届け出をし

ているところなのか見分けがつかない状況となってしまっております。あるいは「あん

摩」「マッサージ」「指圧」が国家資格であることもあまり認知されていないというのが

現状ではないかと思われます。

そこで、行政から証明書に代わるプレートを発行していただき、そのプレートを施術

所に掲げることにより、正確な情報を市民に伝えるともに、あん摩マッサージ指圧師の

地位向上にもつながるのではないかと考え、当会顧問である石毛之行県会議員立会いの

もと平成 23年 1月に森田知事宛てに要望書を提出させていただきました。

後日いただいた県からの回答は、他業種の免許取得者に対して特別にプレートのよう

なものは発行していないという理由と、他の都道府県で実施しているのは鳥取県と高知

県だけで前例が少なく、両県と比較して千葉県は届出施術所の数が非常に多く、発行費

用の問題や配布業務の煩雑さの問題もあり、残念ながら県としてこのようなプレートは

発行出来かねるという結論でした。

しかしながら、業界側でプレートを作成配布するということであれば、その使用者が

有資格者であり、且つ保健所の届出が確認されればプレートに「千葉県」の名称を入れ

ることは差し支えなく、千葉県のＰＲマスコットキャラクターである「チーバくん」の

デザインも正式な手続きで申請すれば認可を与えるとの回答をいただきました。

この回答を受け、私共㈳千葉県鍼灸マッサージ師会におきまして届出施術所証明書に

代わるプレートを作成することになりました。また、先日そのプレートに「千葉県」と

独立して保健所を持つ「千葉市」「船橋市」「柏市」の名称及び千葉県マスコットキャラ

クター「チーバくん」のデザインを表記することに対する認可を得ました。

なお、このプレートは縦 350㎜×横 500㎜と縦 297㎜×横 420㎜（Ａ３サイズ）の 2
種類を作成予定で、購入を希望される当会会員にどちらかのサイズを選んでいただき、

実費で販売させていただく予定です。販売価格など

詳細が決定しましたら改めてお知らせいたしますの

で、是非ともご購入の検討方、よろしくお願い申し

上げます。
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【お知らせ】 医療関係職種における籍(名簿)訂正に課される
登録免許税の取扱いの訂正

1． 概 要

医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省などに備える籍(名簿)の登録事項(氏

名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、訂正を申請する必要がありますが、

これまで登録事項の数 1件訂正につき千円の登録免許税の納付が必要でした。

今般、登録免許税の取扱いに関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1 通の申

請書により、１つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、

変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の判決がなされ、登録免許

税の取扱いが見直されました。

２．見直し内容

婚姻等により氏名、本籍地(都道府県名)等に変更があった場合、従来は氏名の訂正で

千円、本籍地の訂正で千円、合計２千円の収入印紙の添付が必要でした。

今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、１通の訂正申請につき千円

の登録免許税の納付となります。

従来の取扱い 今後の取扱い

課税標準の登録件数 2 件

(訂正する登録事項の件数)

税率 … 1件につき千円

税額 … 2 千円

課税標準の登録件数 1 件

（申請書 1通につき 1件）

税率 … 1件につき千円

税額 … 1 千円

３．過去の納付者のへの還付

これまでに 1 通の申請書で、2 千円以上の登録免許税を納付した方で、請求期間内に

過誤納金の還付請求をされた方は、還付を受けることができます。

４．還付請求期間

還付を請求することができる期間は、訂正の登録が完了した日から 5 年を経過する日ま

でとなります。なお、訂正申請をした際に一緒に免許その書換え交付申請をされた方は、

書換え後の免許書の交付年月日が完了した日となります。

ただし、下記に該当する方は問合せ窓口までご紹介下さい。

(１)訂正申請した際に、一緒に免許書の書換え交付申請をされていない方

(２)訂正申請した後に、紛失・毀損等を理由に免許書の最交付を申請された方

(３)訂正申請を還付通知請求を訂正しようとする日から５年以内に複数している方

５．還付通知請求書の提出・問合せ

公益財団法人 東洋療法研修試験財団 電話：０３-３４３１-８７７１
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スイカロードレース盛況に終わる

６月２４日さほど熱くなく、好天に恵まれ富里中体育館において、ボランティアマッサ

ージがおこなわれました。施術を受けた選手は、約１１０名。この大会に主催協力して

くださいました成田支部長宮永先生始め支部役員会員の皆様、また、県下各地から参加

協力してくださいました皆様にこの場を借りて熱くお礼申しあげます。

今年度も学術研修を始め、いろいろな事業が予定されています。

是非皆さん、数多くの参加協力をお願いいたします。

ありがとうございました。

齊藤 曠

今後の予定

日程 内容 場所

8/5(日) 千葉学会 千葉市民会館４F

9/2(日) 臨時総会(午前中)、県民公開講座 千葉市民会館小ホール

9/2(日) 納涼大会 ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊｳｽ

9/9(日) 全鍼師会 学術研修会 さいたま市民会館大宮

9/30(日),10/1(月) 関東地区ブロック大会 群馬県伊香保

10/7(日) 船橋市福像めぐり(ﾏｯｻｰｼﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 船橋市 船橋支部

10/14(日),15(月) 全鍼師会 東洋療法推進大会 静岡県熱海市

12/7(金) 地域代表者会議・第 2回研修会 千葉市民会館

12/9(日) 全鍼大会 千葉県

2/24(日) 第 3回研修会 千葉市民会館

3/1(金) 平成 24 年度第 2回定期総会 予算等 千葉市民会館

3/3(日) 全鍼大会 東京都中野区

以上の予定につきまして、それぞれ書面をもって通知いたしますので、積極的なご参加をお願いいたし
ます。また、保険研修なども実施いたしますので、ご参加ください。ご不明な点は事務局までお問い合
わせください。担当理事よりご回答申し上げます。

『婦人科領域の臨床』  講師：杉本雅樹氏
マザー・キーファミール産院院長
切らない、放置しない、しっかり寄う。
とことんお母さんの立場に立った出産のあり方を追求。

『マスオの元気の出る話 いつも青春』 講師：増岡弘氏
～サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい～

「サザエさん」のマスオさん役でお馴染みの人気声優。
ナチュラリストとして TVの出演も多い。

県民公開講座の後に開催！ 千葉港夕日ディナーパーティです。

時間：17：00～20：00  会費：会員 5,000 円、家族・友人 3,000 円 申込：8/24(金)まで
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