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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
・横須賀三浦放射線技師会総会／創立 70 周年祝賀会

3 月 23 日（土）

・平成 30 年度会計監査

4 月 12 日（金）

・拡大四役会

4 月 12 日（金）

・その他
神奈川県公益認定等審議会の実施結果
JART 第 80 回定時総会の総会職員
県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
3

審議事項
3-1

第７回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会

3-2

平成 30 年度事業報告及び決算報告

3-3

第 18 回神奈川放射線学術大会

3-4

公益渉外活動・イベント

3-5

JART 関連セミナー・講習会

3-6

備品貸出規程の改正

3-7

その他

2019-4 月理事会
1.

その他報告事項

産業廃棄物管理票交付等状況報告の提出について
【神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課長】

2.

医療事故情報収集等事業第 56 回報告書の公表について（依頼）
【神奈川県健康医療局保健医療部医療課長】

3.

貴法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立ち入り調査の実施結果について（通知）
【神奈川県総務局組織人材部】

4.

退任・新任の挨拶

【川崎市立川崎病院】

5.

都道府県協同事業関連書類について

【（公社）日本診療放射線技師会】

6.

30・50 年表彰結果

【（公社）日本診療放射線技師会】

7.

弊社営業体制見直しのご挨拶

8.

第 28 回在宅医療・介護セミナー配布用案内チラシ送付のご案内

9.

医療事故調査・支援センター2018 年年報の公表について（依頼）

【JA 三井リース株式会社】

【神奈川県健康医療局保健医療部長】
10. 病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて（依頼）
【神奈川県健康医療局保健医療部長】

＊回答が必要な文書
11. 平成 31 年度

中火災予防協会総会のご案内 4/12〆切（済）

12. 本会との学術業務委託契約の締結について（お願い）
13. 2019 年度

子育て支援フェスティバル協賛者募集

【中火災予防協会】

【（公社）日本診療放射線技師会】

申込書 FAX（済）、振込み（未）
【小田原市子育て政策課】

14. 2019 年度神奈川県病院医療関係団体連絡協議会の開催について（お知らせ）4/21〆切
【神奈川県病院医療関係団体連絡協議会

会長

梅田

弘之

（公社）全国病院理学療法協会神奈川県支部長】
15. 2019 年度かながわ健康財団がん対策推進会費の納入について（お願い）
【公財 かながわ健康財団】
16. 平成 30 年度第 2 回理事会の書面審議について（依頼）4/26〆切
【神奈川県公衆衛生協会】

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回理事会議事録の確認について

1

前回議事録採集者、印南理事より報告
訂正箇所無く承認される。

議題

2

報告事項

2-1

会長報告

承認

〇横須賀三浦放射線技師会総会／創立 70 周年祝賀会に出席

3 月 23 日（土）

〇平成 30 年度会計監査

4 月 12 日（金）

〇拡大四役会

4 月 12 日（金）

〇その他
・神奈川県公益認定等審議会の立入検査の実施結果が書面で届いた。
口頭での指摘事項が幾つかあったが、特に問題はなかった。
・JART 第 80 回定時総会の総会職員について
津久井理事、松本理事、引地理事、金岩理事の 4 名を選出した。
・5 月 15 日（水）神奈川県病院医療関係団体連絡協議会が開催される。
県知事との会合の場を持てるため、当会では、災害支援技師の受入体制
について、県および各地区の保健所等と連携をし、整備を行いたいとア
ピールする予定である。
・県会員の動向（資料 P4〜5）
平成 31 年 3 月 31 日現在 会員 1,506 名、賛助会員 38 社
2-2

業務執行状況報告
1． 総務委員会
江川理事より報告 資料 P1〜3
・公益インフォメーション提出書類について
3 月 25 日（月）、税理士法人シェル藤原会計 青柳先生より公益インフォメー
ション書類を提出頂いた。
・その他の報告事項については書面の通りである。
印南理事より報告
・私から特にありません。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告
・今回は決算書の報告のため、後ほど審議の所で報告させて頂く。
3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ7
・5 月開催予定の委員会を 4 月 26 日（金）に変更した。
・組織委員の交代について

平塚地区委員が庄司委員より高野様に交代となった。
西部地区委員の和田委員が交代となるが、まだ新しい委員の連絡はきていない。
・その他の報告事項については書面の通りである。
4． 学術委員会
引地理事より報告 資料Ｐ9～11
・学術委員会を 4 月 5 日（金）開催した。
今年度開催の神奈川県診療放射線技術講習会の内容について検討した。
・第 1 回論文支援セミナーについて
7 月 19 日（金）技能文化会館 802 大研修室で開催、広報を進めて行く予定。
多くの方にご参加頂きたいので、各施設においても広報をお願いしたい。
・その他の報告事項については書面の通りである。
富安理事より報告
・私から特にありません。
5． 渉外委員会
松本理事より報告 資料Ｐ13～20
・イベント参加報告
4月7日（日）川崎市高津区健康づくりのつどいに参加してきた。
2時間の活動の中、150名を超える参加者があり、とても大盛況に終える事が
できた。終了後、先方より次年度もお願いしたいとの要望があった。
次年度は相模原市の市民若葉祭りと日程が重なる可能性がある。
・5月26日（日）開催の小田原市子育て支援フェスティバル2019について
骨密度測定機器を無償で借りる予定であったが、有償レンタルとなってしまっ
た。後ほど、審議をお願いしたい。
・その他の報告事項については書面の通りである。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ21
・書面の通り報告事項のみである。
・3 月 27 日（水）、会誌 280 号の校正作業を行い、4 月 18 日（木）をもって校
了となった。5 月 7 日（火）が発行予定で、総会資料および中長期答申書を同
封し発送となる。
・会誌発行部数を委員会にて検討した結果、第 280 号より 1650 部とすることを
決定した。田島副会長を通じ会長および財務理事には報告済みである。
・各研究会からの寄稿と学術委員会原稿とが共通の題材にならないよう配慮すること
を確認した。
・かながわ放射線だより 281 号目次案について
巻頭言は佐藤副会長、コラムは印南理事。
原稿締切りは、6 月 28 日（金）
、発行予定日は 7 月 29 日（火）となる。
目次案については 6 月の理事会にて提示させて頂く。

上遠野理事より報告
・巻頭言、コラムにいては、書面の記載の順番でお願いします。
松尾理事）委任状同封の記載はあるか。
江川理事）封筒に記載されています。
津久井理事）会誌 280 号より裏表紙と出版元記載部分の元号を令和に変更して
いる。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ23
・委員会開催はなし。
・アクセス数等、その他報告事項は書面の通りである。
津久井理事より報告
・私から特にありません。
8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ25
・委員会開催はなし。
・平成 31 年度施設調査について
施設調査は 8 月の実施を目標にしている。
・平成 31 年度会員調査について
会員調査は、9 月号に同封し、実施することを目標にしている。
・次回委員会について
5 月 9 日（木）を予定している。
渡邉理事より報告
・私から特にありません。
9．災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ27〜28
・3 月 27 日（水）に委員会を開催した。
・自然放射線量測定結果報告
4 月 16 日（火）現在で 9 件あった。
・今年度、委員会開催回数について
予算申請では、2 回としたが、今後の活動や課題解決を考慮し、6 回に変更し
たい。
・災害対策委員の増員について
現在は、原子力災害を想定した委員構成となっているが、自然災害を踏まえ、
委員の増員をお願いしたい。組織委員会の委員に兼務をお願いしたいと考え
ているが、取り急ぎ松尾理事に入って頂きたい。
委員会開催日程の変更と委員増員について、ご審議お願いします。
大内会長）皆さまからご意見あるでしょうか。特に意見はないようですので、
承認でよろしいでしょうか。活発な活動をお願いしますといことで承認となる。 承認

10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 資料Ｐ49～51
・書面の通りの報告事項である。
・医療被ばく線量調査等事業
2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会(東京大会)に IVR 調査結果につ
いて演題登録をした。
第 35 回日本診療放射線技師学術大会（大宮大会）に IVR 調査結果および CT 調
査結果の 2 題を演題登録予定である。
・医療放射線に関する動向について
2019JRC においても、改正医療法施行規則に基づく医療被ばく管理に関するセ
ッションに関心が高かったことから、神奈川県放射線技師会として今後何らか
のかたちで情報提供することを考えている。
・神奈川県診療放射線技術講習会の企画素案について
書面の通り企画を考えている。今後、学術委員会と検討して行く予定である。
・県知事との話し合いの場で、もし時間が許すのであれば、被ばく最適化推進
委員会で一般撮影の被ばく線量の最適化について論文化をしているので是非
アピールして頂きたい。
大内会長）それについては、既に事業報告として書類を提出していますので、
話してきたいと思っています。
前原理事より報告
・私からは特にありません。
副会長報告
佐藤副会長より報告
・私からは特にありません。
田島副会長より報告
・私からは特にありません。

議題

3

審議事項

3-1

第 7 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
江川理事より説明
・4 月 18 日（木）、総会資料作成が校了となった。年号の表記については、理事
会で決定した通り、平成表記とさせて頂いた。
5 月 7 日（火）に会誌に同封され発送となりますので、各施設にて速やかに委
任状の提出をお願いいたします。
大内会長）次回理事会前には、多くの委任状が回収できるよう努めて頂きたい。

3-2

平成 30 年度事業報告及び決算報告
事業報告について大内会長より説明

資料Ｐ3

・平成 30 年度事業報告総括として記載したので、一読して頂きたい。

決算報告について伊藤理事より説明

別紙資料

・資料に基づき、平成 30 年度の収支決算について詳細な説明があった。続いて、
貸借対照表ならびに貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書について説明。
財務諸表に対する注記については、書式が変更となっている。県の監査で付
属明細書の 2 項目を追記するよう指導を受けた。
続いて、財産目録について説明があった。
・決算報告の後、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
いて説明があった。
１） 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事業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す。
２） 公益目的事業比率の算定総括表について
公益目的事業比率は 59.6％であった。
３） 遊休財産の保有制限の判定について
遊休財産の保有制限の判定では、遊休財産の保有上限額を超えたため不適
合となりました。藤原会計事務所の青柳先生に県の文書課の方へ問合せを
して頂いたところ、理由が明確であれば問題ないと解答を頂いたため、今
回は不適合という形で提出することとなったことを報告させて頂く。
理由については、入会金収入と会費収入が予算で試算した金額を大幅に超
過したことによる収入の増があったこと。これは JART と合算請求になった
ためと思われる。また、各委員会が予定していた事業を予算通りに執行で
きたことにより、収入と収支に予算での試算に誤差が生じたためと分析し
ている。
大内会長）事業報告、決算報告に対し、何かご質問ご意見はありませんか。無い
ようでしたら事業報告と決算報告に関して承認でよろしいでしょうか。承認と
なる。

承認

事業および決算に関わる監査報告について安部監事より報告 別紙資料
・4月12日（金）に平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業報告と計算書
類及びその付属明細書並びに財産目録について監査を行いました。監査の結果
全て問題ないことを報告させて頂きます。
大内会長）事業および決算に関わる監査報告対し、何かご質問ご意見はありませ
んか。無いようでしたら承認でよろしいでしょうか。承認となる。
3-3

第 18 回神奈川放射線学術大会
江川実行委員長より報告
・順調に進んでいる、この後の実行委員会にて説明させて頂く。

3-4

公益渉外活動・イベント
松本理事より説明 資料 P13〜18
・相模原市民若葉まつり2019での理学療法士会への協定書提出について
理学療法士会より共催依頼書を提出して欲しいと依頼があったため、申請書

承認

を作成したのでご承認頂きたい。
田島副会長）依頼区分についてですが、同じ立場で行うのであれば協賛ではな
く共催ではないか。協賛だと協力になってしまう。
松本理事）早急に確認を取り、修正させて頂きます。
田島副会長）今後も続くのであれば、当会としてもしっかりしておいた方が良
いと思います。
松本理事）承知しました。
大内会長）他にご意見は無いでしょうか。無いようですので、依頼区分をしっ
かりと確認し、進めて下さい。

承認

・新規イベント参加について
大和市健康づくり推進課 管理栄養士よりイベント出展の依頼あり。8月20日
（火）イオンモール大和において開催予定である。今年度のテーマ等、内容
については未定であるが、乳がん検診啓発活動および骨密度測定等を行いた
いと考えている。イベント参加と骨密度装置のレンタルについて承認を頂き
たい。
田島副会長）平日開催ですが、参加出来る人材の確保できるのでしょうか。
佐藤副会長）理事二人と担当副会長の確保はできています。後は乳がん検診啓
発活動を行うため女性の委員を確保したいと考えています。
大内会長）レンタルに関しては予算内であるので問題ないかと思います。何か
ご意見はあるでしょうか。無いようですので、人材が確保できましたら進めて
頂きたいと思います。
・小田原市子育て支援フェスティバル2019について
骨密度測定機器を無償で借りる予定であったが、有償レンタルとなってしま
った。こちらも審議をお願いしたい。
大内会長）予算内ですので、こちらは審議では無く、そのまま進めて下さい。
3-5

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P9
・平成 31 年度「業務拡大に伴う統一講習会」について
本年度で統一講習会は地方開催最後となりますので、施設でのお声掛けよろ
しくお願いいたします。
本年度日程
〇1 回目

2019 年 5 月 18 日（土）、19 日（日）鶴見大学会館で開催

現在 37 名の申込みがあります。募集締切りは 5 月 6 日（月）となっていま
すので、早めの申込みをお願いいたします。
〇2 回目 2019 年 8 月 3 日（土）、4 日（日）相模原協同病院にて開催予定
〇3 回目 2019 年 9 月 28 日（土）
、29 日（日）北里大学病院にて開催予定
〇4 回目 2019 年 11 月 30 日（土）、12 月 1 日（日）横浜市大附属病院にて開
催予定
〇5 回目：2020 年 2 月 22 日（土）
、23 日（日）会場未定
5 回目の会場については、決定次第お知らせさせて頂きます。

承認

ホームページおよび会誌への掲載に関しては、学術委員会から発信させて
頂きます。
3-6

備品貸出規定の改定 P2
大内会長より説明
・備品貸出規定改定について
別表“1-③ 乳がん自己触診ファントム 1 日 500 円(イベント日数分加算) ”
と“5. 送料(保険料込み)は利用者負担とする”を新たに追記した。
承認

大内会長）問題無いでしょうか。承認となる。
3-7

その他
・事務局の給与について
大内会長）値上げの方向で進めたいが、皆さんのご意見を伺いたい。理事会では
承認

10 円ずつ賃金を上げるということでよろしいでしょうか。承認となる。
今後は、年間の限度額等を考慮し、技師会として法務局に登録する予定である。
・10 月の理事会について
大内会長）10 月 25 日（金）開催の理事会当日に研修会が入ってしまったため、
理事会を 10 月 23（水）に変更したい。問題無いでしょうか。問題無いというこ

承認

とで 10 月 23 日（水）に変更となる。
・2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（東京大会）について
大内会長）学術大会での座長依頼が届いています。学術委員会に一任しています
ので、ご承知おき下さい。
田島副会長）2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（東京大会）の事前
登録は今月末までとなっています。参加される方は、早めの登録をお願いしま
す。第 35 回日本診療放射線技師学術大会（埼玉大会）の演題申込み期限が 4 月
24 日（水）となっています。募集延期はしないとのことですので、ご注意下さ
い。
・名刺作成について
名刺を作成したい方は各自事務局へ連絡して下さい。
尚メールアドレスは kart501@soleil.ocn.ne.jp より kart_office@kart21.jp に変更と
なります。
・会費免除申請について

承認

1 名、産休により申請あり。承認となる。
以上

