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1

前回（第 10 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

1 月 30 日（月）

・総務委員会打合せ

2 月 10 日（金）

・南関東地域協議会拡大役員会

2 月 11 日（土）

・神奈川県放射線技術講習会/四役会議

2 月 12 日（日）

・その他
① 県会員の動向
2－2

3

各委員会報告
・総務

資料有

・財務

資料有

・組織

資料有

・学術

資料有

・編集

資料有

・厚生

資料有

・渉外

資料有

・広報

資料有

・医療被ばく最適化推進

資料有

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

定時総会における感謝状の推薦

3－3

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会

3－4

創立 70 周年記念大会

3－5

ホームページ運用規定

3－6

互助規程の確認

3－7

その他

議題番号

報告事項 ・

議題

前回（第 10 回）理事会議事録確認：渡邉理事より説明

1

審議事項

・訂正事項
議題 3-2 「有給財産」→「遊休財産」に訂正
「遊給財産」→「遊休財産」に訂正
「資金調達および資金調達」→「資金調達および設備投資」
に訂正
議題 3-3 「叙勲授賞」→「叙勲受賞」に訂正
（大内会長）議事録承認でよろしいでしょうか。
（大内会長）JART

承認

H29・30 年度代議員選挙について説明

代議員立候補者が定員数を超えなかったため、日放技規程にのっとり代
議員選挙は必要なしと判断しました。
議題

2

報告

報告事項
2-1

会長報告
・1 月 30 日（月）
、創立 70 周年記念大会組織委員会
・2 月 10 日（金）
、総務委員会打合せ
・2 月 11 日（土）
、南関東地域協議会拡大役員会
業務拡大統に伴う統一講習会への参加お願いします。
平成 29 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（長野）の開催にあた
り、血管撮影と核医学の座長の打診あり。演題募集終了後、正式に依頼
があります。
・2 月 12 日（日）
、神奈川県放射線技術講習会/四役会議
・その他 ①県会員の動向（資料 P9）
平成 29 年 12 月 31 日現在、会員 1453 名、賛助会員 39 社
入会者は 4 名であった

2-2

報告

各委員会報告
1 総務委員会報告：江川理事

資料（P3-7）に沿って報告

・委員会開催なし
・公益法人のインフォメーションは本日 2 月 23 日の承認議事録を提出し
ます。
・第５回神奈川県放射線技師会定時総会資料については、後ほど審議お願
いします。

2 財務委員会報告：伊藤理事

報告

資料（P11-16）に沿って報告

・平成 29 年 1 月分残高試算表を報告。
・入会金収入 16,000 円（正規入会者 1 名、初年度入会者 3 名）でした。

・会費納入、27 年度以前 4 名、28 年度 25 名（内会費免除 0 名）
計 232,000 円 28 年度累計 1,191 名 82%の納入率となっています。
・平成 29 年新春情報交換会負担金収入 1,120,000 円（有料会員会費収
入）
・雑収入として神奈川放友会コピー代 2,960

新春情報交換会祝金

190,000 円でした。
・公１公２に大きな支出はありませんでした。
・公３

神奈川県医療専門職連合会 28 年度会費 194,300 円

・公３

13 地区の技師会に地域補助金を支払った。合計 213,800 円

・他１

平成 29 年新春情報交換会支払 1,020,540 円

報告

・1 月の新入会は 4 名。平成 28 年度の入会者は累計 92 名です。
3 組織委員会報告：松尾理事

資料(P19)に沿って報告

・3 月に担当委員の選出を行い、次の理事会で委員の承認を得たいと考え
ています。

報告

4 学術委員会報告：引地理事

資料（P21-26）に沿って報告

・学術委員会開催報告。
すべて報告となっています。資料をご確認ください。
・
「マンモグラフィポジショニング実践セミナー」の募集を開始していま
す。2 月 23 日現在 5 名の応募。広報お願いします。
（大内会長）
「一般撮影ポジショニング実践セミナー」→
→「技術支援セミナー」に訂正
（松尾理事）会員 35 名、非会員が 31 名も来たのですね。
（田島副会長）セミナーの開催会場を検討する必要がありますね。
5 編集委員会報告：上遠野理事

資料（P27-28）に沿って報告

・2 月は委員会開催なし
・KART かながわ放射線だより No267 号（3 月号）について。
原稿締切日：平成 29 年 2 月 23 日(木)
発行予定日：平成 29 年 3 月 27 日(月)
巻頭言 山﨑監事

コラム

尾川理事

・KART かながわ放射線だより No268 号（5 月号）について。
総会資料添付のため、原稿締切日、発行日が変更になります。
原稿締切日：平成 29 年 3 月 23 日(木)
発行予定日：平成 29 年 5 月 8 日(月)
巻頭言 大内会長

コラム

金岩理事

・平成 29 年度会誌発行予定日を記載しています。
・KART かながわ放射線だより No272 号（1 月号）について。

報告

70 周年記念誌同封のため、原稿締切日、発行日が変更になります。
原稿締切日：平成 29 年 11 月 16 日(木)
発行予定日：平成 30 年 1 月 15 日(月)

承認

(田島副会長)巻頭言担当者の変更を提案
70 周年記念大会前の会誌（272 号）の巻頭言（編集委員会案：山﨑監事
担当）は、大会長または実行委員長が執筆することを提案。田島副会長、
大内会長と山﨑監事の担当変更を検討したいと考えます。
（上遠野理事）担当変更について確認しました。
6 厚生委員会報告：渡邉理事

資料（P29）に沿って報告

・平成 28 年度第 5 回会議を実施。
施設調査票回収中です。施設調査票に施設番号が記載されていませんで
した。施設名確認のため、事務局には、回答票を封筒から出さないよう
に依頼しています。3 月 15 日に医療被ばく最適化委員会と合同で調査
票の振り分けと入力作業を実施します。
・ボウリング大会について
フロアーを貸し切り 14 レーンを予約しています。1 レーン 3 名、最低
42 名を募集しています。現在 29 名の応募です。あと 6～7 名足りませ
ん。2 月 28 日（火）に決定したいので、週明けまでにご応募いただき
たいと考えています。

報告

（松尾理事）組織委員にもう一回問い合わせてみます。
7 渉外委員会報告：佐藤副会長

資料（P31）に沿って報告

・松本理事欠席のため、佐藤副会長から報告
① イベント：相模原市民さくら祭り
日時

：平成 29 年 4 月 2 日(日) 10:00～16:00

主催

：相模原市

② イベント：小田原市「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

主催

：小田原市

②小田原市「平成 29 年度

子育て支援フェスティバル」については

ホームページ掲載について、主催者側の了承を得ています。
①イベント：相模原市民さくら祭りについては
明日 2 月 24 日に主催者に確認します。
主催者の了承が得られましたら、ホームページに掲載をする承認をお願
いします。
（上遠野理事）会誌への掲載行いますか。
（佐藤副会長）会誌の掲載は特定のイベントなので必要ないと思います。

報告

（大内会長）会誌掲載は「なし」でよいと思います。
（印南理事）相模原の許可が出れば連絡をいただけますか。
（佐藤副会長）連絡します。
（大内会長）他になければ承認でよろしいでしょうか。

承認

（上遠野理事）イベント後の会誌報告は掲載していますが、広報は無くて
よいですか。
（大内会長）スペースがあれば掲載を検討してください。

8 広報委員会報告：印南理事

資料（P33）に沿って報告

・平成 29 年 2 月 8 日委員会開催
・ＨＰアクセス数と掲載数 （2017/1/22-2017/2/18）前月と同様の
アクセス数となっています。
・セキュリティーソフト更新作業
編集ＰＣ2 台にインストール完了。
・サイトバックアップエラーの対応について
先月２回上記エラーが発生しましたが、その後出ていないため様子を見
ることとします。修正必要な時は有料作業となります。
２．求人案内掲載変更に伴うホームページ修正案（別紙参照）
資料 36P-37P 参照。
・求人申し込みは「求人申込フォーム」を使用。省力化と入力ミス防止
に重視して記載内容を変更しています。
・
「2017 年度より求人情報はホームページのみの掲載となります」と記
載します。
・
「求人情報」
「事務局」の言葉を統一した表現としています。
３．会費免除申請書案（別紙参照）
・会費免除の年度の記載を追記しました。
・会費免除申請する会員は、3 月末日必着で（公社）神奈川県放射線技
師会事務局へ申請することにより次年度から会費免除されるものと
する。
（変更案）「3 月末必着」を削除
・会費免除申請する会員は（公社）神奈川県放射線技師会事務局へ申請
することにより会費免除されるものとする。
・ホームページの変更の時期について、会誌発行の都合上 2 月の末日に
予定しています。
（大内会長）会誌による求人案内を中止することは会誌に掲載されます
か。
（津久井理事）会誌には前回の理事会で検討したように、半年間ほど継

報告

続的に「神奈川県放射線技師会 HP を閲覧ください」と掲載します。
（大内会長）求人案内変更に伴うホームページの変更案について意見が
ありますか。なければ承認でよろしいでしょうか。

承認

（大内会長）会費免除の追記について意見がありますか。
（佐藤副会長）確認事項として、申請することにより会費免除とあるが、
理事会承認後としなくてもよいですか。
（大内会長）よいと思います。他になければ承認でよろしいでしょうか。 承認
（大内会長）他に広報委員会についてご意見ありますか。
（松尾理事）求人案内についてフォームを作成していただきわかりやす
くなりました。研究会の案内もフォームがあるよいと思うのです。
（印南理事）現在フォームではないが研究会単位で入力していただくマ
ニュアルを作成しています。
9 医療被ばく最適化推進委員会報告：渡邉理事 資料（P39）に沿って報告
・第 8 回会議を平成 29 年 3 月 15 日（水）19：00～
厚生委員会と合同で開催します。
各委員会報告終了

報告

議題

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：江川理事
資料（P4-7）に沿って説明
・総会日時は、平成 29 年 5 月 26 日（金）に決定しています。
・研究会の事業報告書届いています。各委員会の報告をお願いします。
・規程、内規の整備を進めています。
・資料の確認を理事会でお願いします。

報告

（大内会長）掲載時期の確認
・定時総会開催の「お知らせ」お知らせは 3 月号に掲載
・定時総会開催の「会告」会告は 5 月号に掲載
（大内会長）「委任状提出願い」の文書について、委任状が何時送られて
くるか記載がないが大丈夫か。
（佐藤副会長）探す人がいるかもしれません。
（江川理事）
「委任状は 5 月号の会誌に同封されます」を記載します。
（佐藤副会長）お知らせ、会告における「公益社団法人」と（公社）の記
載方法が異なる。統一したほうがよい
（大内会長）
「公益社団法人」に統一することにします。
（伊藤理事）
「総会次第」（P7）について
第1号

平成 28 年度事業報告（報告）

第2号

平成 28 年度決算報告（審議）

となっているが、
（報告）
（審議）は必要ないのではないか。
報告、審議は内部の事柄で記載は必要ないのではないか。
（田島副会長）わかりやすくするため記載しているのではないか。
（大内会長）JART では報告と審議を分けて記載されている。
等議論した。
議事次第については、次回理事会までに調査をし、表記用法を検討する
ことにした。

継続審議

（大内会長）お知らせは(P4)「委任状は 5 月号の会誌に同封されます」と
記載。
（公社）を「公益社団法人」に修正。

承認

（江川理事）委任状の期限について確認
会誌発送、集計作業などを踏まえて検討。
（大内会長）5 月 16 日（火）期限でよろしいでしょうか。

承認

3-2

定時総会における感謝状の推薦：大内会長

説明

・各委員会の委員長から推薦をお願いします。表彰委員会を来月理事会前
に開催します。
推薦の条件について以下の事柄を考慮してください。
・去年（平成 27 年 5 月）の総会で委員会を辞めた方が対象です。
・他の委員会に異動された者は対象外です。
・本会の委員として長年本会の発展に貢献された方とします。
（2 期を超える期間よりも長期に会務に携わった方とします）
・3 月 4 日までに大内会長へお知らせください。
3-3

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会：田島副会長

報告

資料（P23）に沿って説明

○基礎技術講習会 （開催報告）
科目：一般撮影
開催日：平成 29 年 1 月 22 日（日）
会場：国際親善総合病院
受講者：44 名（42 名に修正）盛大に開催されました。
○28 年度統一講習会
・第 3 回目

2 月 25 日（土）
・26 日（日）

・会場：神奈川県立がんセンターで開催されます。
平成 29 年度業務拡大に伴う統一講習会について
・開催日程が決まりました。資料（P23）参照
・4 月 22 日/23 日は鶴見大学記念会館で開催します。募集が始まりました
らホームページ等でご応募ください。
（江川理事）広報してよろしいですか。
（田島副会長）4 月開催も含めまだ広報できません。神奈川で 5 回、東京
も 6 回開催します。余裕を持って受講できると思います。
（大内会長）JART も力を入れています。皆さん参加してください。
（松尾理事）基礎技術を受講して初めて聞く事柄も多く、勉強しないとい
けないと感じた。参加して勉強になりました。
（田島副会長）来年度は創立 70 周年記念大会開催のため基礎技術講習会
は辞退しています。
（江川理事）実施しないことを広報してよいですか。
（田島副会長）広報してよいです。
3-4

創立 70 周年記念大会：田島副会長

資料（P1）に沿って説明

・創立 70 周年記念大会組織委員会を１月 30 日に実施しました。
・賛助会員へ 70 周年開催案内を 12 月 19 日に発送しています。
・祝辞来賓者のリストについて
県、市、関連団体をどこまでリストに挙げるか検討しています。

報告

・記念誌および記念史（CD）の配送方法について議論しています。

報告

（大内会長）市民公開講座の演者が決まっていません。2 月 27 日の組織
委員会がありますのでご提案ください。田島副会長までお知らせくださ
い。
・ポスターの原案について
（松尾理事）70 周年と地域の技師会の人にもレイアウトしてもらい、2 種
類のポスターを運用したいと考えています。原案を作成中です。いつま
でに作成しますか。
（田島副会長）原案でよいので出来次第データでください。創立 70 周年
記念大会組織委員会で検討します。
3-5

ホームページ運用規定：印南理事

資料（P34）に沿って説明

・山﨑監事案を基に「ホームページ運用規程（案）
」を作成しました。プ
ライバシーポリシー（P35）については、ホームページに掲載中です。
・ホームページ運用規程案の審議お願いします。

報告

（大内会長）規程にするか内規として扱うかについて検討。
（江川理事）前回の理事会では内規案であった。総会資料でも規程と内規
を分けている。
（大内会長）規程の場合、会員に広報する必要がある。
（上遠野理事）他の都道府県技師会では、ホームページに関しては、規程
にしているところは少ないです。
（伊藤理事）県からの指導は特にされていないですか。
（山﨑監事）されていないが、これから先どのようにしているか聞かれる
こともあると思います。
（江川理事）規程にすると掲載順も考慮しなくてはならない。
（田島副委員長）内規でよいと思います。ホームページは時代に合わせ変
更してく必要があるため、内規で自由性を保っていたほうがよいと思い
ます。
（大内会長）内規で作成しますがよろしいでしょうか。誤字があったら広
報委員会で修正お願いします。
3-6

互助規程の確認：大内会長

説明

・先月、永年会員、がんセンター松田様がお亡くなりになりました。元理
事であったために、会長判断で弔電を出しました。今後の運用方法（会
員本人および一親等に弔電などについて）を理事会で確認したい。
（松尾理事）神奈川県放射線技師会として葬儀に参列してきました。
（佐藤副会長）以前一親等までしていたことを取りやめた経緯がある。
（山﨑監事）第 5 条見舞では金額については会長判断、事後承諾でもよい
のでは。
等の意見が出された。
（大内会長）から運用案の確認
・会員については規程内容のほかに弔電
・役員、委員の一親等に弔電

承認

として運用したい。確認をお願いしたい。
（田島副会長）上記運用案を会長案として会長判断として運用すること
を理事会で確認したい。
（江川理事）文章で残さなのですか。
（田島副会長）残さなくてよいと思います。
（大内会長）会費から出すので名前は「神奈川県放射線技師会」とし、
特定の事例については「理事会一同」として取り扱う場合もあると承認
してよろしいでしょうか。

承認

（印南理事）内規として文書を作成しますか。
（大内会長）文章化しないことを理事会で承認してよろしいでしょうか。 承認
（山﨑監事）互助規程 第 2 条について検討してほしい。定款第 5 条（2）
は賛助会員であるため、個人に適用するのは難しいと思われます。互助
規程

第 2 条 2 項で本会関係者となっており、会長が認めた場合適用す

ることになっていると思います。互助規程

第 2 条「この規定は、定款

5 条（1）
（2）項」における、第（2）項を外しますか。
（田島副会長）このままでよいと思います。
3-７

その他
看護協会新春の集い：引地理事
神奈川県栄養士会

報告

賀詞交換会：田島副会長

報告

会費免除申請について
・購読料免除

承認

3名

・永年会員 1 名
神奈川県マンモグラフィ講習会負担金の請求について
・50,000 円を支払います。

承認

平成 29 年度の理事会日程について

報告

・4 月 20 日（木）
・5 月 18 日（木）に変更お願いします。
理事会資料の書き方について：田島副会長 説明
・理事会資料の作成方法を理事会で決めていましたが、最近記載方法のズ
レが目立つようになりました。（P3）の総務委員会の資料のように、日
付と理事の氏名の記載をお願いします。
講評

山﨑監事
・学術の資料から、非会員の方が講習会に多く参加されていようで、どん
どん進めていただいて、会員になっていただけるとよいと思います。
・新入会員が 92 名。当初の 50 名をはるかに超えていますが、除籍会員が
気になっています。今回の滞納会員の除籍はハッキリと除籍と書いたほ
うがよいと思います。除籍が出ないようにしていただいていると思いま
すが。春の異動があると思いますが、異動先がわかるよう、会誌が届か
ないことがないように、各職場に協力をお願いしてください。
以上

