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議

題 （項目のみとし、審議内容及び結果について、2 号用紙に記入のこと）
1

前回理事会議事録の確認について

2

報告事項
2－1 会長報告
・創立７０周年記念大会組織委員会

3 月 28 日（火）

・表彰委員会／四役会

4 月 11 日（火）

・神奈川県放射線技師会 会計監査

4 月 14 日（金）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

4 月 19 日（水）

・その他
①神奈川県医療専門職連合会総会

6 月 28 日（水）

②県会員の動向
2－2 各委員会報告
1.

総務委員会

資料あり

2.

財務委員会

資料あり

3.

組織委員会

資料あり

4.

学術委員会

資料あり

5.

渉外委員会

資料あり

6.

編集委員会

資料あり

7.

広報委員会

資料あり

8.

厚生委員会

資料あり

9.

災害対策委員会

資料あり

10. 医療被ばく最適化推進委員会

資料あり

3

審議事項
3－1 第 5 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3－2 定時総会時の表彰者
3－3 平成 28 年度事業報告及び決算報告
3－4 平成 27 年度決算の修正
3－5 創立 70 周年記念大会
3－6 公益渉外活動・イベント
3－7 JART 関連セミナー・講習会
3－8 JART 業務調査アンケート
3－9 その他
【資料リスト】
① 平成 29 年、4 月理事会資料
② 平成 28 年度決算書および監査報告書
【その他報告事項】
1． 学術関連事業資料送付のご案内 CD 付【日放技】
2． 神奈川県公衆衛生協会役員名簿の確認について【県公衛協】
3． 平成 28 年度第 3 回理事会（書面審議）の開催について【県公衛協】
4． 医療事故情報収集等事業第 48 回報告書の公表等について（依頼）
【県保健医療部長】
5． 産業廃棄物管理票交付等状況報告の提出について（通知）【県資源循環推進課長】
6． 平成 29 年度版 ｢HIV 相談と検査 –神奈川県内保健所一覧-｣について（送付）
【県健康危機管理課長】
7． ｢神奈川県緊急被ばく医療ネットワーク調査事業 平成 28 年度報告書｣
【（有）自然文化創舎】
8． ｢病院年報｣の送付について【川崎市立川崎病院】
9． ｢ピンクリボン NEWS japan｣2017 春号
10． 第 26 回在宅医療・介護セミナーチラシ送付のご案内【県保険医協会】
11． 学院長退任及び就任のご挨拶【東洋公衆衛生学院】
12． 挨拶状【
（株）WIN17 代表取締役社長 畦元 将吾】
※回答が必要な文書
13． 学術関連事業委託契約書 捺印返送済み【日放技】
14． 平成 29 年度第 1 回学術委員会の開催について（ご案内）5/10 迄に返信【県病院協会】
以上

議題番号
議題 1

報告事項、審議事項
前回理事会議事録の確認について

印南理事より説明

訂正事項なし。
議題 2

結果
承認

報告事項
2-1

会長報告
1) 3月28日（火）創立70周年記念大会組織委員会を開催
審議事項で報告。
2) 4月11日（火）四役会議および表彰委員会を開催
表彰委員会については審議事項で報告。
3) 4月14日（金）神奈川県放射線技師会 会計監査
審議事項で報告。
4) 神奈川県医療専門職連合会広報委員会
都合により延期となった。
5) その他
① 神奈川県医療専門職連合会総会について（理事会資料P1参照）
日時：6月28日（水）18:30～
場所：かながわ労働プラザ
代議員の中から総会議長を1名選出しなければならいため、個別に対応
させて頂く。
② 会員動向
平成29年3月31日現在 会員1435名 賛助会員38社
田島副会長）今回の理事会は平成29年度第1回理事会で良いかと意見あり。
伊藤理事）予算も事業も4月から新たに始まるため、4月が第1回となる。
渡邉理事）委員会の事業報告は3月31日までの報告で良いか。
大内会長）委員会事業は 3 月 31 日まで、委員の任期は 5 月総会までとする。

2-2

各委員会報告
１．総務委員会 江川理事より報告 資料 P7〜12
・ 表題を平成 29 年、4 月理事会 総務委員会資料に訂正。
・ 公益インフォメーション関連について
3 月 30 日（木）事業計画等に係る提出書を提出。
ホームページ URL の変更手続きを行った。
・ 平成 29 年度、理事会開催日・事務所休暇日について
理事会開催日及び議事録採取人ならびに事務所休暇日を掲載。
・ 第 5 回神奈川県放射線技師会定時総会について
審議事項にて報告。
２．財務委員会 伊藤理事より報告 資料 P15
・ 決算書を別紙で提出しているため、3月期の残高試算表は無い。
・ 新入会が3月31日で100名、会費納入比率は85.1％であった。
・ 3月29日に入会した方が1名いたが、新人技師のため入会は平成29年度4月1
日扱いとさせて頂く。

継続

議題番号

報告事項、審議事項
３．組織委員会 金岩理事より報告 資料 P23〜24 および回覧資料
・ 湘南地区技師会より地引き網開催の案内が届いている。
・ 創立70周年記念大会のポスターを作成した。
・ 次回、委員会を5月11日（木）に開催する。
４．学術委員会 引地理事より報告 資料 P25〜28
・ 委員会開催報告 開催日時の訂正 誤 4月7日（日）→ 正 4月7日（金）。
・ 今年度の学術委員会スケジュールを一覧掲載した（P28）。
各イベントの開催前に広報委員会、編集委員会に開催案内の掲載連絡をし
ますので、これを参照してご承知おき願いたい。
・ 技術講習会について
11月22日のプログラムのみ、がんプロで決定している。その他については、
現在検討中である。
大内会長）年間スケジュールで気管支模型作成の記載がないと質問。
引地理事）予定表には記載していないが、委員会で検討していると回答。
５．渉外委員会 松本理事より報告 資料 P29〜30
・ 相模原市民桜まつり参加報告
4月1日からの開催であったが、要員が集まらなかったため、4月2日のみ参
加させて頂いた。
渉外委員3名、地区技師会より10名参加して頂いた。
内容は、がん検診啓蒙活動と骨密度測定を行ってきた。来場者数は300名の
参加があった（資料P30参照）。
・ 今後の予定について
〇平成29年度 子育て支援フェスティバル
日時：平成29年5月28日（日）10:00〜15:00
場所：川東タウンセンターマロニエ
内容：乳がん検診啓蒙活動、骨密度測定
〇相模原市田名ふるさとまつり
日時：平成29年8月5日（土）
場所：相模原市田名中学校
松本理事）田名ふるさとまつりに神奈川県技師会として参加するには、県技師
会の概要等の資料が必要であったため、大内会長に承諾を頂き資料を提出した。
６．編集委員会 上遠野理事より報告 資料 P31
・ 委員会開催報告 4月3日（月）
・ KARTかながわ放射線だより

No268号（5月号）

発行予定日：平成29年5月8日（月） 発行部数：1550部
巻頭言 大内会長

コラム 金岩理事

・ KARTかながわ放射線だより

No269号（7月号）

原稿締切日：平成29年6月22日（木）
発行予定日：平成29年7月24日（月） 発行部数：1550部

結果

議題番号

報告事項、審議事項
巻頭言 佐藤副会長

コラム 引地理事

・ 表紙ロゴマークについて
創立70周年に際し、会誌表紙に1年間、70周年のロゴマークを入れる。
７．広報委員会 印南理事より報告 資料 P33〜34
・ 委員会開催報告 4月17日（月）
・ HPアクセス数について
先月に比べ1000View程、減少している。
・ バナー変更について
県技術講習会のバナーを入会案内に変更。
医療の中の放射線のバナーを第33回日本診療放射線技師会学術大会（函館）
に変更。
・ ホームページTOP画像について
ホームページリニューアルから1年経過するので、TOP画像の変更を検討し
ている。
・ ホームページ入力支援マニュアルについて
ホームページ入力支援マニュアルが完成しため、各研究会、各委員会への
案内は6月中旬に3回開催する予定である。
・ 会員情報変更のお知らせを掲載。
大内会長）6月24日（土）25日（日）に行われる南関東学術大会への参加および
事前登録をお願いしたい。各委員会においても参加の広報をお願いする。
８．厚生委員会 前原理事より報告 資料P35
・ 委員会開催報告
平成29年度、第1回厚生委員会会議を4月26日（水）に医療被ばく最適化推
進委員会と合同で開催予定である。
・ 神奈川ジ・オープン開催について
平成29年10月22日（日）にリバーサカワゴルフクラブにて開催予定。
９．災害対策委員会 佐藤副会長より報告 資料P3
・ 自然放射線測定協力施設削除案について
自然放射線測定に協力して頂けない施設はホームページより削除した方が
良いのではないかと委員会で意見が挙がっている。削除施設案を資料に掲
載したのでご意見を頂きたい。
（意見）
佐藤副会長）表彰施設についてはそのまま残し、協力を頂けない施設は削除し
ても良いと考えている。
前回表彰されている戸塚第一医院の木下さまが測定している場所がけいゆう病
院である。測定結果の報告を中部地区でしているため、けいゆう病院を残し、
戸塚第一病院は削除しても良いのではと考えるがいかがでしょうか。
田島副会長）けいゆう病院の方が測定していないので、けいゆう病院も削除し
て良いのではないでしょか。

結果

議題番号

報告事項、審議事項

結果

佐藤副会長）木下さまが測定しているという事実はどうするのか。
伊藤理事）何処の施設の測定器を使用して測定しているのか。
田島副会長）けいゆう病院の測定器を使用しているなら、けいゆう病院は残し
ても良いと思う。
大内会長）色々と意見が挙がりましたが、何処の測定器を使用して測定してい
るのかを確認し、委員会一任でどちらを削除するか決定して下さい。

継続

１０．医療被ばく最適化推進委員会 渡邉理事より報告 資料 P39
・ 委員会開催報告
平成29年度、第1回医療被ばく最適化推進委員会会議を4月26日（水）に厚
生委員会と合同で開催予定である。
・ 平成29年度関東甲信越診療放射線技師学術大会での演題発表について
新田委員が一般演題に登録する予定であったが、病院を異動したばかりで
色々と忙しく期限までに登録できなかったことを報告させて頂きます。
大変申し訳ありません、お詫び申し上げます。
・ J-RIME総会について
神奈川県の活動報告がJART活動報告中に記載されていなかった。
JARTとの連携状況について質問を受けた。
論文投稿について
渡邉理事）これまでの活動報告を論文投稿する予定である。学術論文の位置づ
けとしては日本診療放射線技師会誌よりも、日本放射線技術学会誌に提出した
方が、学術論文の扱いになるため、日本放射線技術学会誌に提出を考えている。
しかし、神奈川県技師会活動としての成果であるため、日本診療放射線技師会
との連携を考えると技師会誌の方が良いのかも知れない。どちらに提出した方
が良いか皆さんのご意見を頂きたい。
田島副会長）技術学会で良いのではないか。
大内会長）委員会で十分検討し、再度報告をして頂きたい。

各委員会報告終了

継続

議題番号
議題 3

報告事項、審議事項

結果

審議事項
3-1

第 5 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会について
江川理事）皆さまのご協力を持ちまして無事総会資料が完成しました。伊藤理
事より決算書および監査報告書を頂きましたので、この後山王印刷へ提出をさ
せて頂きます。本日、締切り最終日となりますので、委任状およびと定時総会
料在中の封筒（資料 P9～11）について問題ないか確認頂きたい。
大内会長）今回、総会資料については印刷部数が多いと言うことで、事前にメ
ールで確認して頂きました。総会資料および委任状、封筒について何かご意見
はあるでしょうか。
問題が無いようであれば承認頂きたい。よろしいでしょうか。

3-2

承認

定時総会時の表彰者について
大内会長）4 月 11 日（火）に表彰委員会を開催しました（資料 P7）。
元役員の高橋 喜美 様、上前 忠幸 様、仙臺 真紀夫 様、早川 俊一 様、
桂

孝英 様、地区の方でご尽力頂いた草柳 伸彦 様の 6 名を感謝状贈呈候補

者として推薦したい。また、神奈川 20 年表彰については 15 名（資料 P12）が
受賞資格者である。表彰者について皆さまからご意見頂きたい。
問題が無いようでしたら、承認を頂きたい。
3-3

平成28年度事業報告・決算報告および監査報告について
大内会長）事業報告については、既に理事会にて承認を得ている。決算報告に
ついて伊藤理事より説明をお願いします。
伊藤理事より別冊資料について説明（P1～P11）
続いて、法人の財務に関する公益認定の基準に係わる書類についても説明（P12
～P14）。
・収支相償の計算について
公1から公4までの事業の収支が全てマイナスで行われているため、公益目的事
業全体の収支相償判定は合格である。
・公益目的事業比率の算定総括表について
公益目的事業比率が57.1％であり合格。
・遊休財産の保有制限の判定について
遊休財産額の保有上限額を超えていないため、適合。
以上、公益の条件は満たしていると藤原会計事務所の青柳さまから連絡を受け
ている。
大内会長）決算報告に対し、何か質問はありませんか。
松本理事）収支は最終的には黒字となっていますが、その要因は何でしょうか。
伊藤理事）入会金収入が多かったことと、各委員会が、予算通りの事業を行っ
て頂いた結果が大きな赤字を出さなかったことに繋がったと思われる。
今年度もそうだが、管理費支出の割合が多く、この辺を削減することが今後の
課題である。
大内会長）他に質問はありませんか。

承認

議題番号

報告事項、審議事項

結果

無いようでしたら、引き続き平成28年度、全ての事業および会計について監査
報告をお願いします。
平成28年度、監査報告 山﨑監事より報告 資料P11
平成28年4月14日（金）に大内会長、佐藤副会長、伊藤理事、岩崎委員、事務員
立ち会いの下、監査を行いましたので報告します。
私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職
務の執行を監査しました。その方法及び結果について、次の通り報告します。
１.監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に務めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等の閲覧し、
業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
わる事業報告について検討しました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係わる
計算書類［貸借対照表及び正味財産増減計算書］及び附属明細書並びに財産目
録について検討しました。
2.監査意見
（１）事業報告等の監査結果
一

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと

認めます。
二

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事

実は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
（３）附記
診療放射線技師の業務拡大に伴う、公益社団法人

日本診療放射線技師会主催

の統一講習会を本会が実施するに当たり、より多くの方が受講されるように更
なる啓発活動を望みます。
大内会長）平成 28 年度事業報告及び決算報告、監査報告について承認を頂きた
い、よろしいでしょうか。
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平成 27 年度決算の修正について
伊藤理事より説明 資料 P16～21
公益法人インフォメーションから 27 年度の事業報告のポータルサイトへの入力
に対し、指摘を受けた。
確認したところ、藤原会計事務所の青柳さまの方で処理する内容であったため、
会長に承認を取り、青柳さまへ修正と提出を依頼した。青柳さまの方で適正に
修正して頂き、資料 P16～21 の通り神奈川県総務局組織人材部文書課長の方へ
提出して頂いた。

承認

議題番号

報告事項、審議事項
大内会長）みなさんご承知置き下さい。
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結果
承認

創立 70 周年記念大会について
田島副会長より報告 資料P5
平成29年度4月理事会資料（70周年組織委員会）に訂正。
前回会議の確認事項と関連事業ついて検討を行った。
市民公開講演がまだ決定していないが、近日中に決定する予定である。
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報告

公益渉外活動・イベントについて
委員会報告で報告済み、審議事項は特になし。
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JART 関連セミナー・講習会について
田島副会長より報告 資料P25
業務拡大に伴う統一講習会が4月22日（土）23日（日）に鶴見大学会館で行われ
る。申込者は30名であった。
今年度、第2回統一講習会は平成29年6月10（土）11日（日）に北里大学で開催
します。近々、申し込みが開始されるため、各施設にて広報をお願いします。
JART関連のセミナー・講習会についても資料P28のスケジュール表に記載してい
るので確認しておいて下さい。
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JART 業務調査アンケートについて
大内会長より説明 資料1〜3
依頼先一覧をP2～３に掲載、神奈川県は50施設の回答を求められている。皆さ
まから意見を頂きたい。
金岩理事）回答はJARTに提出するので、どの施設が提出したか神奈川では確認
できるのでしょうか。
大内会長）神奈川では確認できません。
大内会長）組織委員会にお願いをしたいが、いかがでしょう。地区委員に依頼
し、依頼施設の回収をお願いしたい。
松尾理事）承知しました。組織委員に依頼して頂くか、もしくは依頼出来る施
設を教えて頂き、私の方で依頼をかけます。
大内会長）依頼方法については、松尾理事にお任せしますので、組織委員会に
て取りまとめをよろしくお願い致します。
津久井理事）既に50施設以上の回答と分かっているのであれば、会長名で各施
設に直接お願いした方が良いのではないか。
田島副会長）アンケートは書面では無く電子ファイルである。神奈川県技師会
として各施設長または技師長のメーリングリストを把握していないため難しい
状況である。
江川理事）各委員会で依頼した委員へ再確認は必要でしょうか。
大内会長）再確認しても構わないが、アンケートの回答には強制力は無い。
松尾理事）大内会長名で依頼書があるので、再確認しても良いと思う。
田島副会長）アンケートの回答には強制力は無いが、委員からお願いしました
という返答をもらえれば依頼した施設数の確認につながるので、是非再度確認

報告

議題番号

報告事項、審議事項

結果

をして頂きたい。
大内会長）5 月 15 日が締め切りとなっていて大変と思いますが、JART 事業一環
ということで、みなさまよろしくご協力お願い致します。
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継続

その他
① JART総会職員の推薦について
大内会長より説明 資料P1
神奈川県より代議員以外で総会職員4名を選出しなければならない。どなたか出
来る方はいないでしょうか。
印南理事、上遠野理事から引き受けますとの声が挙がる。
大内会長）印南理事、上遠野理事、総会職員の方よろしくお願いします。他に
はいないでしょうか。いないようでしたら、委員会より2名選出して下さい。
立候補者がいないため、総務委員会から1名、学術委員から1名選出することで
決定した。決まり次第、大内会長へ連絡を入れることなる。

継続

② 理事会資料提出について
江川理事）理事会資料の提出方法について確認したい。
大内会長）事務局に再度確認し、次回、提出方法を決定する。
③ 理事会資料の訂正について（資料P7 四役会議）
田島副会長）四役会議に出席できなかったため、名前の削除をお願いします。
田島副会長名を削除。
総評 山﨑監事
新年度に入って、新しく理事になられた方も大部慣れてきたことと思います。
29年度は、業務拡大に伴う統一講習会が5回、また70周年記念大会もあり、大変
忙しくなると思います。30年1月以降は、選挙関係も入って来ますので大変多忙
となりますが、身体に充分気をつけて会の運営を頑張って頂きたいと思います。
本日はお疲れ様でした。
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