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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
・藤沢市民まつり 2019
・第 2 回医療放射線安全管理責任者講習会

10 月 14 日（月）

・第 48 回神奈川県病院学会

10 月 16 日（水）

・拡大四役会

10 月 16 日（水）

・その他
県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
3

9 月 28 日（土）

審議事項
3-1 令和 2 年度事業計画と予算案
3-2 第 18 回神奈川放射線学術大会
3-3 公益渉外活動・イベント
3-4

JART 関連セミナー・講習会

3-5

KART 会費未納者の会誌発行期間

3-6 その他

2019-10 月理事会

その他報告事項

１. 令和元年度神奈川県公衆衛生協会長表彰被表彰者の決定について（通知）
【神奈川県公衆衛生協会】
２. 第 38 回神奈川県病院学会について（お礼） 【公社 神奈川県病院協会】

＊回答が必要な文書
１. 令和元年度「健康チャレンジフェアかながわ 2019」実施に係る負担金について
（ご依頼） 【健康チャレンジフェアかながわ実行委員会】 11 月 15 日〆切・10 万円

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題 1

前回理事会議事録の確認について
第 6 回理事会議事録採集者、上遠野理事より報告。

承認

追加修正等の意見なく、承認となる。
議題 2
2-1

報告事項
会長報告
1．藤沢市民まつり 2019 が開催され初めて参加しました。

9 月 28 日（土）

2．JART 主催の第 2 回医療放射線安全管理責任者講習会が開催されました。
全国から応募者があり、講習会申込みの際にインターネットがなかなか
繋がらない事がありました。次回の追加募集があります。 10 月 14 日（月）
3．第 48 回神奈川県病院学会が開催されました。実行委員、座長、シンポ
ジストの皆様お疲れ様でした。今までと会場が異なりましたが、参加者が
多く盛況でした。
4．拡大四役会を開催しました。

10 月 16 日（水）
10 月 16 日（水）

5．その他（県会員の動向）Ｐ4～5
・令和元年 9 月 30 日現在、会員数：1565 名、賛助会員：37 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 P1〜5
・資料に沿って報告。
・総務委員会の開催はありません。
・来年度に選挙が開催される為、10 月 27 日（日）選挙管理委員 3 名と打ち合わ
せを開催する予定です。
・新春情報交換会の会告文の案を作成しましたので審議をお願いします。

承認

・JART 永年勤続者彰の候補者リストについて審議をお願いします。

承認

印南理事より報告
・新春情報交換会はホームページから申し込みをお願いします。各委員会の
委員の方にも参加して頂きたいです。また、今後お手伝いのお願いをさせて
頂くこととなると思いますので、その際はご協力をお願いします。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告 資料Ｐ7～13
・資料に沿って報告。残高試算表を説明。
・収入の部について入会金 86,000 円が入っています。正規入会が 6 名で初年度
入会が 13 名でした。正会員会費として 816,000 円が入っています。賛助会員
会費は 5 社 100,000 円が入っています。
・支出の部について大きなものは、公 1 の骨密度レンタル料 153,592 円です。

公１の負担金の予算残高は 93,500 円ですが、これから渉外活動の健康
チャレンジかながわ分として 100,000 円が予定されています。
（大内会長）健康チャレンジかながわ実行委員会から実施に係る負担金の依頼
状が来ていますが、こちらは承認してよろしいでしょうか。
3． 組織委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ15
・資料に沿って報告。
・組織委員会の開催はありません。次回は 11 月 1 日（金）開催予定です。
・地区だより担当は、県央地区と横須賀三浦地区となっています。
・台風 19 号に伴う会員被害状況の調査をメールにて行っています。
（大内会長）被害状況は何か入っていますか。
（金岩理事）まだ入ってきていないです。
4． 学術委員会
引地理事より報告 資料Ｐ17～18
・資料に沿って報告。
・学術委員会は 10 月 13 日（金）開催予定でしたが、台風の影響により中止と
なりました。メール会議にて情報共有や意見交換を行っています。次回は
11 月 10 日（日）開催予定です。
・上部消化管撮影実践セミナーの開催について、会誌 11 月号への再掲載を
お願いします。
・一般撮影実践セミナーについて、会誌 1 月号への掲載をお願いします。
・論文作成支援セミナーについて、会場が桜木町の健康福祉センターに決定
しましたので、会誌 11 月号への掲載をお願いします。
富安理事より報告
・理事会資料の委員会開催日が 9 月となっていますので、10 月に修正をお願い
します。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ19～22
・資料に沿って報告。
・渉外委員会の開催はありません。次回は11月19日（火）開催予定です。
・イベント参加報告です。9月28日(土）藤沢市民まつりが開催されました。
レンタルした骨密度機器が途中で故障した為、レンタル会社に連絡し至急
代替機を会場まで持ってきて貰ったトラブルがありました。その後レンタル
会社から料金割引きの連絡があり、10,000円に減額されています。
・ハローよこはまと小田原ふれあい健康フェスティバルですが、10月13日（日）
に予定していましたが、台風の影響により事前にイベント中止となりました。
ハローよこはまで配布予定だったJARTイベントグッズは、他のイベントで
使用します。

承認

・購入物品はすべて納品されました。
・ピンクリボンアドバイザー資格取得について、各委員会にて募集した結果、
計11名集まりました。団体割引にて申し込みを済ませています。
6． 編集委員会
上遠野理事より報告 資料Ｐ23～24
・資料に沿って報告。
・編集委員会の開催はありません。
・役員改選時期のため掲載の確認をしています。立候補の受付は 1 月号掲載、
立候補者紹介の掲載は 3 月号です。
・学術大会の抄録集の見積りが出ています。
・会誌 283 号（11 月号）について、巻頭言は田島副会長、コラムは前原理事
です。原稿は入稿済みです。11 月 25 日（月）発行で発行部数は 1650 部です。
(金岩理事)283 号目次案の活動報告の中で、ハローよこはまと小田原ふれあい
健康フェスティバルはイベント中止となりましたので、報告なしでお願い
します。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ25～30
・資料に沿って報告。
・広報委員会 10 月 8 日（火）開催。
・ホームページアクセス数について、順調に伸びています。ご協力ありがとう
ございます。
・共有サーバー関連について、運用指針案が完成しました。ログイン ID やパス
ワード等の追加修正について現在行っています。広報、編集、学術、渉外、
公益事業検討委員会の 5 つの委員会でまず運用して貰い、問題点を洗い出し、
その後オープンにしたいと考えています。
・運用指針案の審議をお願いします。フォルダ構成案として、理事会、各委員
会、事務局、二役があります。管理責任者と利用責任者は記載のとおりです。
パスワード変更は改選毎での変更予定です。アクセス権も記載のとおりです。
ファイルの削除についてですが、共有サーバーから誤って削除しても管理者
フォルダから 2 年間は復元できます。禁止行為としては、個人的なファイル
を保管しないこと、破壊的な操作を行わないこと等としました。他の内規と
同様に運用していけたらと考えています。
（大内会長）この運用指針案についてどうでしょうか。実際に運用してみてと
いう感じでしょうか。
（印南理事）大まかな部分については網羅していると思います。
（上遠野理事）誰がどこにアクセスしたかは分かるのでしょうか。
（印南理事）共有 ID で行います。例えば、渉外委員会 ID 利用者が何時何分に
アクセスしたか分かります。
（大内会長）よろしいでしょうか。

承認

8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ31
・資料に沿って報告。
・厚生委員会の開催はありません。
・ゴルフ大会開催について、会場施設は営業しているのですが、台風の影響で
一部設備が使用できないとの事で、延期とさせて頂きました。参加者への
連絡やホームページへの掲載等、迅速な対応ありがとうございました。新た
な会場や日程についてまだ決定していません。今後検討して行きます。
・施設調査について報告書を作成中です。会誌 1 月号に掲載予定です。
・会員調査について回収待ちの状況です。
・ボウリング大会について 2 月 29 日（土）開催予定です。
9．災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ33
・資料に沿って報告。
・災害対策委員会の開催はありません。
・自然放射線測定結果は記載のとおりです。
・第 18 回神奈川放射線学術大会への演題登録が済んでいます。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
前原理事より報告 資料Ｐ35
・資料に沿って報告。
・医療被ばく最適化推進委員会の開催はありません。
・会誌への掲載として、坂野委員執筆の原稿を予定しています。
・IVR 調査の結果フィードバックですが、10 月 27 日（日）作業予定です。発送
は事務局の都合で 11 月になります。
・CT 線量調査論文は今年度中に執筆完了予定です。
11.全体を通して報告
（松尾理事）組織委員会では、台風被害における各地区や各施設での対応に
ついて集計したいと考えています。
佐藤副会長より報告
・特になし。
田島副会長より報告
・特になし。
議題 3
3-1

審議事項
令和 2 年度事業計画と予算案
（大内会長）事業計画の文章はまだ未作成ですが、何か新しい事をやりたい

との意見はありませんが、大丈夫でしょうか。
（大内会長）特にないようなので予算案の検討に進みます。
（伊藤理事）各委員会から予算案を早めに提出頂き、ありがとうございます。
公１ですが、渉外イベントが全部で 10 イベント申請されています。ユニ
フォームのクリーニング代は雑費で 10 回あり、今まで管理費の方で計上し、
公１の予算としては付いていませんでした。管理費も厳しいので、こちらは
公 1 で計上していこうと考えています。公 1 の総事業費合計が 1,148,900 円
となります。前年度と比べると 362,360 円増となります。
公 2 ですが、県講習会や学術委員会主催セミナーがありますが、今年度 MMG
セミナーは開催しないのでしょうか。
（引地理事）講師への負担を勘案し現在検討中の為、予算には盛り込んで
いません。
（伊藤理事）今のところ MMG セミナー開催なしで行きます。JART 関係のものは
JART 負担になるので収入はプラスマイナスゼロですが、この事業全体では
166,300 円のマイナス予算です。会費を安くしてマイナスにするか検討が
必要です。
公 3 ですが、組織委員会は今回事務所開催 6 回でよいでしょうか。地域
放射線連絡協議会は開催 1 回ですね。
（松尾理事）はい。
（伊藤理事）災害対策委員会は、今年度 2 回の会議開催ですが、来年度は会議
6 回に増加でよいでしょうか。ここも 50,000 円程増えています。
スクリーニングでの横須賀三浦地区への負担金は 10,000 円です。また今回
GM 線量計の校正は無しでよいでしょうか。
（佐藤副会長）確認します。
（伊藤理事）医療被ばく最適化委員会は、少し複雑なので一番時間をかけて
作成したのですが、送付したものを確認お願いします。
（前原理事）はい。確認します。
（伊藤理事）公益事業検討委員会は今年から入りましたので、来年度も続く
との事で会議開催を年 12 回で作成しています。
（田島副会長）ありがとうございます。
（伊藤理事）医専連の会費ですが、今年度実績が 223,000 円だったのですが、
増やすかどうかは検討します。
他 1 ですが、厚生委員会の会員調査は隔年開催で来年は無し、施設調査だけ
提出して頂いたものを付けています。ボウリング大会とゴルフ大会も収支で
付けてマイナス予算となっています。
総務委員会の賀詞交換会は、出席者が年々減っているので今回も減らしても
よいかと思います。
他 2 の研究会助成金は 100,000 円です。学術委員会の胸部画像について昨年
はテキスト作成代と材料費で約 500,000 円付いていたのですが、今回は無し
でよいでしょうか。勉強会は開催しますか。
（引地理事）1 回開催しようと思います。材料的には 1 回 20 名分くらいは

セットを組めばあります。
（伊藤理事）キット販売は年間 4 セットしか売れていないですよね。昨年は
10 セットにしたのですが、今年の実績での 4 セットにします。胸部画像の
資料作成も無しでよいでしょうか。
（引地理事）はい。
（伊藤理事）最後に管理費ですが、管理費負担金が去年の決算でマイナス
300,000 円位になってしまいました。今まで他団体の賀詞交換会とか 70 周年
とか他県の大会等が色々あったのですが、公 3 の負担金で計上していたのを
県の指導で管理費に入れたのでマイナスになりました。一応負担金の合計は
141,000 円です。またそれに伴って旅費交通費も管理費の方でマイナス
200,000 円になっています。公 3 から移しても遊休財産を超過しないと
思われます。
収入ですが、技師会はほとんど会費のみの収入なので、昨年は会員 1,500 人
会費 8,000 円でやっていましたが、現在は会員 1,560 人ですが、収入を会員
1,500 人で計算してもよいかどうか検討をお願いします。賛助会員も 1 社
減りましたので、880,000 円が 860,000 円になります。
（大内会長）後ほど 3-5 に絡めて確認します。
（伊藤理事）すべての委員会分が出ましたので整理して、収入に対してどの
くらいマイナスになるかというものを次の理事会には出せると思います。
それを見て頂いて、あまり大きいマイナスが出ているようでしたら、また
調整して次の理事会で出したいと思います。今後の予定ですが、それを
青柳先生に審査して頂き、遊休財産が超過する等があればまた調整します。
以上です。
3-2

第 18 回神奈川放射線学術大会
（江川理事）実行委員会で報告します

3-3

公益渉外活動・イベント
（金岩理事）乳房自己触診モデルの貸出申し込みがありました。安部監事から
11月23日～24日の東洋公衆衛生学院イベントで1台使用したいとの事です。
とくに問題ないかと思います。イベント2日間でファントム1台なので、貸出
規定では500円×2日で1000円になります。
（大内会長）提案ですが、学生が対象なので無料というのはどうでしょうか。
（金岩理事）とくに問題ありません。
（安部監事）ご配慮頂きありがとうございます。学生にはもちろん、ご家族に
乳がん検診啓発をして行きたいと思います。

3-4

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より説明 資料Ｐ17
・今年度第 3 回業務拡大に伴う統一講習会を北里大学病院で開催しました。
参加者は 26 名でした。次回は 11 月 30 日～12 月 1 日の 2 日間で横浜市立

承認

大学附属病院での開催を予定しています。現在で 22 名の申し込みがあり
ます。第 5 回目が 1 月 25 日～26 日、最終が 2 月 22 日～23 日となっています。
まだ受けられていない方には広報下さい。
3-5

KART 会費未納者の会誌発行期間
（大内会長）会費未納者の会誌発行について、JART 合算前は会費 2 年滞納の
場合、3 年目の除籍までの 1 年間は会誌を送付していませんでした。現在は
合算に合せることで、最長 5 年の滞納が発生しても除籍ではなく、会誌も
送付しています。会誌発送期間は理事会で触れていませんでしたので、今は
除籍になるまで会誌を送り続けていることを、ご承知おき下さい。
来年度より JART に合わせて 2 年滞納で、その次の 4 月 1 日には KART も除籍
という事になります。システム処理上、会誌は 3 月号まで送付するという
ことになります。現在の未納者内訳ですが、2 年未納 12 名、3 年未納 15 名、
4 年未納 20 名、5 年未納 15 名です。2 年滞納者の何名かは会費納入があると
思いますが、今の会員数から約 50 名減ると思われます。よって、先ほどの
財務からの予算案に関しては、来年度会員数は 1,500 名でよいかと思います。
（安部監事）除籍者には通知はしますか。
（大内会長）通知案内はしています。2018 年 10 月の会費の合算請求時に一度
整理しています。
（印南理事）除籍者は 3 月 27 日の理事会での決定でよろしいでしょうか。
（大内会長）JART は 1 月か 2 月に除籍の理事会決定をしています。3 月の
理事会で名簿を出して貰い除籍とします。今回は、最長 5 年滞納者から 2 年
滞納も 3 月理事会で除籍とします。
（佐藤副会長）JART に名簿を渡すなら、もっと早くやらなければならない事は
ありませんか。
（印南理事）合算請求の名簿は除籍になった上で名簿データが来ていますので
大丈夫です。
（大内会長）KART のみの人は、神奈川だけで把握すればよいと思います。
（江川理事）定時総会有効会員数の最終締め切りはいつですか。
（印南理事）3 月 31 日です。
（江川理事）総会時の有効会員数をその日に合わせないと駄目ではないですか。
（大内会長）3 月理事会時での会員数で合わせます。また除籍の人には会誌
5 月号は送らないので会誌も多分少なくなると思います。何カ月前から
言えば大丈夫でしょうか。
（上遠野理事）また聞いておきます。今年は 1,700 部で見積もりは出して
貰いました。
（大内会長）50 部は減りますが、そんなに変わらなければ、そのままでも
大丈夫です。在庫が増えるかもしれませんが、その辺は調整してみて下さい。
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その他
・
（大内会長）放射線友の会からの六ケ所村日本原燃原子燃料サイクル施設見学

記録の冊子作成の後援依頼の件ですが、ご意見下さい。
（松尾理事）ほぼほぼ他のホームページからの引用です。
（江川理事）執筆協力者に名前が入っています。
（田島副会長）ホームページから持ってきていいのでしょうか。
（江川理事）許可を取っていればよいと思います。
（佐藤副会長）機構から補助金が出ていて冊子を作ろうとしています。予算の
決済締め切りがある為、次の理事会の承認だと間に合いません。冊子の
たたき台も出来ているので見学会の感想も入れて製本にしたいとの事です。
（大内会長）冊子は販売するのでしょうか。
（佐藤副会長）補助金で作成するので販売しないと思います。配布すると思い
ます。
（大内会長）よろしいでしょうか。承認ということで後援します。佐藤副会長
承認

から回答してもらいます。
・
（江川理事）その他に免除申請の件が 1 件あります。

承認

（大内会長）承認でよろしいでしょうか。
（大内会長）何か他の意見はありませんか。
（意見なし）
以上

