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開催場所

KART 504 会議室

出席者

会

長

大内 幸敏

理

事

伊藤 今日一・渡邉 浩・上遠野 和幸・津久井 達人・江川 俊幸

副会長 佐藤 英俊・田島 隆人

印南 孝祥・金岩 清雄・松本 好正・前原 善昭・松尾 清邦
引地 利昭・尾川 松義
欠席者
議
議

長

監

事

山﨑 尚人

監

事

千田 久治
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前原 善昭

議事録署名人

大内 幸敏
山﨑 尚人

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（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
 神奈川県看護協会

賀詞交歓会

1月25日（木）

 神奈川県栄養士会

賀詞交歓会

1月26日（金）

 創立70周年記念大会組織委員会

1月30日（火）

 創立70周年記念大会

2月 4日（日）

 南関東地域協議会拡大役員会

2月10日（土）

 神奈川県診療放射線技術講習会/三役会

2月11日（日）

 拡大四役会

2月11日（日）

 神奈川県医療専門職連合会理事会

2月21日（水）

 その他

県会員の動向
2－2 各委員会報告
3

審議事項
3－1 創立 70 周年記念大会総括
3－2 第 6 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3－3 JART 関連セミナー・講習会
3－4 事務局対応
3－5 その他

【資料リスト】
① 平成 29 年度月理 2 月理事会資料
② 2018‐ 2 月理事会 その他報告事項【回覧資料】
【2018‐ 2 月理事会 その他報告事項】
1. 「診療放射線技師のための医療安全ガイドブック」の配布に伴う在校生（卒業生）への
ご説明（お願い）
2.

【ＪＡＲＴ】

医療事故の再発防止に向けた提言第３号の公募について（依頼）
【県保健福祉局保健医療部長】

3.

平成 29 年度神奈川県エイズ対策推進協議会総会の開催について（通知）
【県エイズ対策推進協議会長】

4.

平成 29 年度第 2 回理事会（書面審議）結果報告について

【県公衛協】

5.

賀詞交歓会ご臨席のお礼

6.

第 34 回糖尿病セミナーご後援の御礼

7.

平成 29 年度神奈川県診療放射線技術講習会のアンケートについて

【県栄養士会】
【県保険医協会】
【県保健福祉局保健人材調整グループ】

8.

平成 30 年度中火災予防協会 新入社員防火講習会の開催について（ご案内）

＊回答が必要な文書
9.

平成 29 年度横須賀三浦放射線技師会総会のご案内

10. ご後援のお願い

【神奈川県管理士部会】

以上

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
前回議事録採集者、渡邉理事より説明
訂正事項
議題 1 前回（第 8 回）理事会議事録確認
「前回（第 8 回）
」→「前回（第 9 回）
」に訂正。
議題 2-2 委員会報告
8.厚生委員会
「平成 29 年」→「平成 30 年」に訂正。
議題 3-1 平成 30 年度事業計画案と予算案
「*特に審議はなく、全会一致で承認された」→
「全会一致で承認された」に訂正。
議題 3-2 創立 70 周年記念大会
「組織委員会」→「大会組織委員会」に修正。
上記を修正することにより承認された。

承認

議事録確認の冒頭、議事録採集の負担軽減と審議内容の理解を深めるた
め、委員会からの報告（理事会資料）は議事録にそのまま記載できるよ
うに作成することについて、渡邉理事から提案があった。
大内会長）議事録に記載しやすいように理事会資料を作成してください。
大内会長）平成 30 年度事業計画を 2 箇所修正しています。ご確認くださ
い。事務局の賃金については、事務員と相談の上、諸般の事情
から 2 月 1 日にさかのぼり改訂を実施しました。
議題 2

報告事項

2-1

会長報告
 神奈川県看護協会

賀詞交歓会

1月25日（木）

賀詞交歓会

1月26日（金）

江川理事が出席。
 神奈川県栄養士会

田島副会長が出席。
 創立70周年記念大会組織委員会

1月30日（火）

 創立70周年記念大会

2月 4日（日）

 南関東地域協議会拡大役員会

2月10日（土）

東京都診療放射線技師会、篠原健一会長を平成30年度のJARTの地域
理事に推薦しました。南関東の各技師会も順次70周年を迎えますこ
とを報告します。
 神奈川県診療放射線技術講習会/三役会

2月11日（日）

 拡大四役会

2月11日（日）

 神奈川県医療専門職連合会理事会

2月21日（水）

 その他

報告

① 県会員の動向（資料 P15）
平成 30 年 1 月 31 日現在 会員 1,473 名、賛助会員 38 社
② 会費免除申請 （4 名）
2-2

承認

各委員会報告
１．総務委員会：江川理事より報告 理事会資料：別資料


委員会は開催なし。



2 月 11 日（日）四役会議開催。



創立 70 周年記念大会関連について

報告

1月30日（火）第21回 創立70周年記念大会組織委員会
2月 3日（土）創立70周年記念大会事前準備
2月 4日（日）創立70周年記念大会
2月14日（水）創立70周年記念大会参加者、JARTISへ登録
記念式典での表彰欠席者への対応
事務局より表彰状を送付済み


第 6 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
審議事項で検討をお願いします。



その他
平成 30 年度、理事会開催日程および事務所休暇日について
別冊

平成 30 年度

KART 理事会開催日（案）

訂正事項
「3 月 29 日」→「3 月 22 日」に訂正。
以上の日程を提案します。ご審議お願いします。
大内会長）祭日と夏季休暇、年末年始等により日程を調整しています。日
程についてよろしいでしょうか。

承認

金岩理事）理事会の開催時間は何時からでしょうか。
大内会長）変更なし。18:30 からです。
2．財務委員会：伊藤理事より報告 理事会資料 P17～P23


支出について
大きく予算に対して赤字が付いている項目があります。
公 3 の負担金が、予算額に対してマイナス 8 万円となっています。突
発的に負担金が発生することも多く、今後精査します。
公 4 においては通信、会議費、交通費などで支出が増えています。そ
の他大きなものはありません。管理費も創立 70 周年大会があったの
で会議費と交通費の支出が増えていますが、この程度であれば修正可
能であると考えています。



収入について
正会員入会費：2.2 万円 3 名（正規入会者 2 名、初年度入会者 1 名）
会費納入：33 万円 平成 29 年度累計 1252 名で納入率は 85％です。
P23 では 78％になっていますが、日にちが異なることによる誤差と思

報告

われます。1 月までの新入会員は 79 名。予算では 80 名の試算でした
ので予想通りです。80 名入ってもらいたいと考えています。
松本理事）入会者は前年と比較してどのような状態ですか
伊藤理事）去年は 100 名でした。
3．組織委員会：松尾理事より報告 理事会資料 P25


委員会は開催なし。



委員交代

報告

横浜東部地区 高橋直太郎委員 → 調整中
鎌倉地区 関根 聡委員 → 調整中
平塚地区 白川光平委員 →庄司氏 東海大学医学部付属大磯病院


総会担当調整
総会議長、総会運営委員の選出について
議長 横浜東部地区

調整中

横浜西部地区

調整中

総会運営委員
湘南地区 調整中
平塚地区 白川光平
西湘地区 調整中
決まり次第報告します。


組織委員会の開催について
定例開催日：第 2 週の金曜日にします。

田島副会長）学術が第 2 の金曜日です。重ならないでしょうか。
松尾理事）調整します。
大内会長）その他、開催日が決まっている委員会はありますか。
江川理事）総務は、各月で第 3 金曜日です。504 号以外でも大丈夫です。
松尾理事）組織は、第 1 金曜日、奇数月開催で検討します。
江川理事）総務から確認です。委員の交代は総会まででよろしいですか。
松尾理事）3 月までです。
江川理事）3 月 31 日までですか。
松尾理事）4 月から交代です。委員会に来られるのは 5 月からです。
4．学術委員会：尾川理事より報告 理事会資料 P27～28


平成 30 年 2 月 2 日（金）学術委員会開催。詳細は議事録参照。
報告事項は紙面の通り。



平成 29 年度 神奈川県診療放射線技術講習会 実施報告
第４回 平成 30 年 2 月 11 日 午前：放射線治療／午後：MRI
参加者：午前 52 名 ／ 午後



69 名

かながわ放射線だより“医療の中の放射線”掲載原稿について
3 月号 ：執筆担当 富安幹事 ：胃がん検診



放射線診療実践セミナー・技術支援セミナーについて

報告

第 31 回胸部画像評価研修会基礎コース（気管支模型作成）
日

時：平成 30 年 3 月 3 日（土）／４日（日） 9：00～18：00

会

場：済生会横浜市東部病院

講

師：胸部画像診断
済生会横浜市東部病院呼吸器科部長 清水先生
気管支模型作成：江川理事、学術委員
画像評価：東海大学医学部付属病院 安藤氏



JART 関連セミナー・講習会等
平成 29 年度 業務拡大に伴う統一講習会（神奈川開催）
第 5 回 平成 30 年 2 月 24 日（土） ～ 25 日（日）
会場：横浜市立大学附属病院 10 階臨床講堂
参加予定者数：40 名 １月 28 日現在
講師予定：田島副会長、引地理事、尾川理事、富安幹事、村上委員

尾川理事）第 31 回の胸部画像研修会の申し込みが 0 件です。是非声掛け
をお願いします。
大内会長）人数が少ないと開催できませんね。
田島副会長）先生をお願いしていますので開催しないといけません。
大内会長）各理事の施設で 1 名参加できるようにお願いします。
松尾理事）組織の回覧で募集しています。
津久井理事）横須賀三浦地区と横浜南部地区は合同勉強会が重なっていま
すので厳しいかもしれません。
大内会長）3 年振りで必ず開催したいので、よろしくお願いします。
5．渉外委員会：松本理事より報告 理事会資料 P29～30


定例委員会を 3 月予定。紙面報告となります。



イベント参加予定
相模原市さくらまつり 相模原市役所通り
平成30年 4月 7日（土） 13:00～17:00
4月 8日（日） 10:00～17:00の2日間
会費・参加費 6,500 円 の振り込みが必要です。
展示場所 総合学習センター2 階会議室予定



平成 30 年小田原子育て支援フェスタ
日時 平成 30 年 5 月 27 日(日曜日)
時間 午後 10 時 00 分〜午後 16 時 00 分
場所 小田原マロニエ 集会場 202 号室
西湘地区に応援要請

報告



配布用品の選定 ぬれティッシュの見積額 ￥49,248（1,000 個）
￥38,340（1,000 個）
見積もりが後から来ていますので金額のみ記載しています。
よろしければこれでお願いいたします。

大内会長）予算内なら問題ないと思います。必要なものですから。
松本理事）少しオーバーするかもしれません。
伊藤理事）確認してください。
松本理事）確認します。
大内会長）少しオーバーしても 4 月に間に合うようにお願いします。
承認でよろしいでしょうか。
6．編集委員会：津久井理事より報告

承認
理事会資料 P31～32



2 月の編集委員会 2 月 26 日開催予定.



会誌表紙（30.31 年度）のデザインの変更を検討.



3 月号 No.273 号編集会議の予定.
原稿締め切り 2 月 22 日（木）発行 3 月 26 日（月）の予定。
巻頭言：田島副会長。コラム:江川理事



来年度の発行予定を記載しています。総会の対応のため、次々号（5
月号）の締め切り日が早くなっています、ご注意ください。



273 号の目次案のご確認お願いします。
創立 70 周年記念誌の誤字等について、お詫びと訂正文を掲載します。

津久井理事）お詫びと訂正は、審議でなくてよろしいですか。
田島副会長）お詫びと訂正の前に、総括、報告のかたちで文章を付けます。
この下にお詫びと訂正としたいと思います。
記念大会の会計の件は、伊藤財務理事と検討した結果、会計は
総会の時に資料に掲載します。会誌には必要ありません。
津久井理事）総括とともにお詫びと訂正を掲載します。
前原理事）平成 28 年度施設調査報告のページ数 1 ですが大丈夫ですか。
津久井理事）ページ数は未定の部分も含めて記載していますので確定では
ないです。
前原理事）委員会による確認ができていないのですが、ゴルフ大会の原稿
は入稿していますか。
津久井理事）2 月に入稿済みです。
渡邉理事）医療被ばくの最適化委員会の公募も 1 ページお願いします。
江川理事）定時総会のお知らせに 1 ページお願いします。
田島副会長）統一講習会の案内を 1 ページお願いします。
津久井理事）了承しました。

報告

7．広報委員会：印南理事より報告 理事会資料 P35


報告

平成 30 年 2 月 19 日開催。詳細は議事録参照。
セキュリティーソフト更新：2019 年 2 月 7 日まで有効。
9 台（VAIO2 台、広報 2 台、編集 2 台、会員 DB、財務、学術） 残り
1 台インストール可能



バナー更新
第 34 回日本診療放射線技師学術大会
関東甲信越診療放射線技師学術大会



来年度 TOP 写真の更新の検討
次年度に向けて検討していく。



共有ファイルサーバについて
次年度に向けて検討していく。



さくらインターネット設定変更
現状のままで保存容量を確認していく。



アクセス数の増減について検討しています。
検索サイトから 70%、ブックマーク 27%、リンクサイト 3%から閲覧さ
れている。
閲覧者の 73%が TOP ページ閲覧、そのうち 50%は離脱。
会誌との相関はないと考える。
掲載数との相関はある。（6 月等に閲覧数が多かった理由について検
討。掲載数が多いと多くなる傾向がある）
※ページから次ページへ移行するのに関係がある（PDF はカウント
されない）



アクセス数上昇を目指すには
閲覧してもらえるコンテンツなどありましたら協力をお願いします。
SNS の掲載もあるが一時的な効果は認められるが継続は困難と考え
る。



かながわ放射線だよりに QR コード掲載できないか？
スマホでも簡単にアクセスでき、アクセス数が増やせると考えます。
山王印刷とも相談が必要であるが、QR コードの掲載の許可について
検討をお願いしたい、表紙の裏、裏表紙への掲載を検討しています。
審議お願いします。

大内会長）QR コード掲載について皆さん問題ありますか。
無いようでしたら、編集委員会に一任でよろしいですか。
大内会長）アクセス数を分析し、方策を検討していることに感心しました。
津久井理事）具体的にはホームページに誘引する案も出ました。
松尾理事）リピーターを増やすことが必要であると考えます。技術講習会
等の勉強会などの感想、写真などを掲載し、勉強会の内容がわかる
資料を掲載することにより、興味を持ってアクセスしていただける
次のステップに行けると思います。現状では案内しか無いので、終
わってしまえば見ることはないと思います。

承認

津久井理事）現状としては、各委員会からのご案内を許可し、掲載してい
る状況です。コンテンツを増やすのは、各委員会の負担になると考
えています。
松尾理事）それを広報委員会で検討して順番を決めて提案してもらったほ
うが良いのでは。
津久井理事）広報委員会が作る立場ではないことを理解してほしい。
印南理事）情報を提供していただければ掲載してきたいと考えています。
大内会長）各委員会で報告書を出しているので委員会ができる範囲で提案
していただければと考えています。
田島副会長）レビューを載せることですね。
津久井理事）新規掲載数とアクセス数の相関ははっきりしています。
田島副会長）パワーポイントは個人の持ち物であって、掲載の許可があっ
ても掲載困難な時代です。レビューを書いていただくことも方法で
あると思います。
松尾理事）運用する際の負担等についても考える必要があると思います。
田島副会長）ペーパーを起こすことも手間がかかります。ご検討いただけ
ればと思います。
松尾理事）できる部分はホームページを作る人がやらないと伸びないと思
います。
大内会長）各委員会にも広報委員会のデータを見てもらって検討してくだ
さい。
佐藤副会長）PC からのアクセスかスマホからのアクセスなのかわかりま
すか。
印南理事）PC のほうが多いです。
伊藤理事）掲載方法と費用について検討してください
津久井理事）山王印刷と検討します。
伊藤理事）広報委員会はホームページ等の運用について、分析や提案が主
な仕事であると思います。
松尾理事）資料作成などを各委員会の担当とするとしても、最初は広報委
員会で出してもらい、その後順番で担当するのも良いと思います。
印南理事）ひとつの案として検討します。
8．厚生委員会：前原理事より報告 理事会資料 P37


厚生委員会開催報告
第 7 回委員会 日時 平成 30 年 2 月 20 日（火）
平成 29 年度施設調査は、2 月 20 日（火）発送準備作業（封筒詰め）
発送完了しています。3～4 月に集計、5 月報告書作成を目標にした。
また、平成 30 年度以降の調査方法については、Google Forms 等の活
用について、引き続き検討中。



第 34 回 神奈川 ジ・オープン 収支報告

大内会長）発送準備作業など、事務局の負担軽減ありがとうございます。

報告

前原理事）封筒詰めに委員会を招集して行うとコストパフォーマンスが悪
いと感じました。対策を検討します。
大内会長）ボウリング大会について、参加人数はどうでしょうか。
前原理事）3 月 1 日に委員会で参加人数を確認します。
大内会長）理事会の前に開催なので、参加者をメールで報告してください。
9．医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事より報告

資料 P39～41



第 5 回会議を平成 30 年 1 月 27 日（土）に開催。詳細議事録参照。



平成 28 年度に調査した CT 線量に関する結果を CT 研究会が中心とな
って解析していきます。



一般撮影分野の参考撮影条件の提案活動についてスケジューリング
を行って活動していきます。



平成 27 年度に一般撮影線量の調査と一緒に調査した診断参考レベル
の周知度等に関する調査結果を論文化でき次第 JART 誌に投稿予定で
す。



神奈川県放射線技師会創立 70 周年記念大会において医療被ばくセミ
ナーを開催しました。



一般撮影分野の論文が日本放射線技術学会雑誌に原著論文として採
択（アクセプト）されました。雑誌掲載は平成 30 年 5 月（号）の予
定です。神奈川県放射線技師会が提案するベンチマークドーズ（BD）
を診断参考レベル（DRL）に匹敵する線量指標として育成するために
大内会長をはじめ役員ならびに会員の皆様のご理解とご協力に感謝
申し上げます。

渡邉理事）中澤会長、篠原 JART 理事へ、JRC の 4 月の報告の前に、神奈
川県の活動の報告を行っていただきたい。
渡邉理事）JRAT が神奈川県の取り組みを J-RIME に報告していただけると
ありがたいです。また、調査の結果を外に出せることが重要なので
論文化すると技師がやっているというエビデンスになっていくと
考えます。結果を論文化し、結果を皆さんが見ることができること
が重要であると思います。
大内会長）わかりました。論文については積極的にアピールしていきます。
審議事項


平成 30 年度委員の公募を別添のように行いたいと考えておりますの
でご承認をお願いします。

大内会長）委員会の委員募集について、医療被ばく最適化推進委員会とほ
かの委員会の違いと委員の募集についてご意見をお願いします。
渡邉理事）H27 年度委員会立ち上げ時には公募により委員会の募集をしま
した。
上遠野理事）公益になる前、編集委員会でも募集したことがあります。
大内会長）理事会の承認は取っていないと思います。

報告

山﨑監事）委員の定数は予算の関係上ある程度定数を決めておく必要があ
ると考える。
田島副会長）委員には定数が無いです。
山﨑監事）委員数を膨らませてしまうと支出が問題になると思う。
田島副会長）委員が増えれば良いのですが、各委員会人員不足であり、取
り越し苦労であると思います。
山﨑監事）ならばよいと思います。
津久井理事）委員の募集については規程が無いと思います。ただし、単独
で会誌に掲載した場合、公益比率が問題になってくると思いま
す。8 委員会が一気に掲載した場合等、検討が必要です。
佐藤副会長）医療被ばく委員会では、以前は公募だけで集まったのですか。
渡邉理事）大きな病院には何等かのかたちでお願いをしています。
江川理事）委員については、理事会において承認しています。人数制限は
ありません。
山﨑監事）委嘱状は会長名で出ます。
大内会長）黙って委員に入れるのではなく理事会で名簿を報告。会長が承
認ということです。公に募集を出すかどうか検討してください。
上遠野理事）会誌における年間の公益比率については、一号だけなら大丈
夫です。一度に全委員会ではなく毎号少しずつ出していただけれ
ば、調整可能であると考えます。
印南理事）ホームページも掲載しますか。
渡邉理事）お願いします。
印南理事）会誌発刊と合わせてとホームページに掲載します。
大内会長）医療被ばく最適化推進委員会の委員募集に関して会誌とホーム
ページに掲載でよろしいでしょうか

承認

印南理事）募集の文面の修正をお願いします。
渡邉理事）修正データを送ります。
議題 3

審議事項

3-1

創立 70 周年記念大会総括 田島理事より説明 理事会資料Ｐ9～14


創立 70 周年記念大会 報告
平成 30 年 2 月 4 日（日）
ワークピア横浜・ホテルニューグランド



参加者数
第 17 回神奈川放射線学術大会
登録者 315 名 学生 8 名
市民公開講演（参考値）
204 名 （アンケート配布 70 名、実行委員 54 名、会員・非会員 80
記念式典 （参考値）
161 人 （式典参加予定者 67 名、実行委員役員 54 名
一般（賛助、表彰関係者、会員）40 名）

報告

祝賀会
登録者 215 名 招待者 3 名


終了後処理
礼状（配送済）
県、記念式典参列者（招待者）
、市民公開、記念誌寄稿者、祝
礼状・記念誌（配送予定）
広告・協賛各社（礼状）
賛助会員（記念誌）
都道府県技師会（記念誌）



その他
今後処理
後援報告の提出
抄録集（実行委員）
広告費・協賛金の回収
記録・マニュアルの整備
次回への課題検討

大内会長より、記念大会が成功裏に終了したことに対し、感謝の言葉があ
った。また、田島副会長より記念大会の報告があった。
田島副会長）抄録集をもらっていない実行委員を調査中です。人数を報告
してください。また、実行委員に交通費のかたちで経費を支給する
案を検討中です。


収支報告
伊藤理事より収支報告の説明 別紙収支報告書
暫定報告であることをご承知おきください。
70 周年記念祝賀会
準備金：217 万円
218 名参加 招待者 3 名（新人 2 名、中澤会長）
：215 万円
協賛金：16 社 48 万円
広告料：10 社 60 万円
合計：540 万円
支出については、支払いが完了していないものもあるため概算です。
支出合計：507 万円と見積もっています。
協賛金、広告料の未払い賛助メーカーには先日、請求書を発送いたし
ました。



学術大会の収支報告について
事業費：90 万円
309 人参加：61.8 万円
JPTEC 参加：4.8 万円
合計：156.6 万円
支出については、支払いが完了していないものもあるため概算です。

支出合計：137 万円と見積もっています。
伊藤理事）事業の残金合計は 52 万円程度になります。組織委員会の交通
費などを引いて、45 万円程度の残金が出る見込みですが、実行委
員の交通費を支給することも検討中です。また、20 万程度は 80
周年基金に繰越金とする案も検討中です。
田島副会長）収支報告が確定した時に審議していただきたいところです
が、80 周年の予備金にすることを検討しています
大内会長）今回は会計の途中報告になります。
3-2

第 6 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会

理事会資料：別資料

江川理事より説明 別資料
お知らせ
第 6 回 公益社団法人 神奈川県放射線技師会定時総会の開催について
日時：平成 30 年 5 月 25 日（金）19：00～21：00
場所：横浜市技能文化会館 8 階 大会議室
江川理事）会誌 3 月号に第 6 回定時総会のお知らせを掲載したいので、承
認をお願いします。
会告、委任状については次回理事会までにご確認ください。
総会資料作成のスケジュールについては添付のスケジュール表を
確認して下さい。
各委員会の事業報告については、3 月 23 日（金）までに提出をお
願いします。また委員の氏名等に間違いが無いよう確認して提出を
お願いします。
大内会長）お知らせの承認についてよろしいでしょうか。
よろしければ承認します。会誌掲載お願いします。
大内会長）その他の資料については、確認後、来月の理事会でご承認お願
いします。
大内会長）総会資料の委員会総括などについては、3 月 23 日（金）です。
監査報告の締め切りについてはいかがでしょう。
江川理事）4 月 20 日（金）が理事会なので、その前に監査報告を終えて
いただければ間に合います。
松尾理事）総会運営委員会の日程調整をお願いします。
江川理事）来月（3 月）で間に合います。
松尾理事）調整させていただきます。
大内会長）総会に関して何かありますか。
佐藤副会長）表彰規定の表彰場所を変えるのは間に合いますか。
大内会長）調整しましょう。

承認

3-3

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会 田島副会長より説明 理事会資料 P1～3


南関東の会議資料を P1～3 の説明
今年度最後の統一講習会を 2 月 24 日から 25 日に開催します。
1 ページに受講率を記載してあります。人数は多いのですが、地域別
の受講率が低いです。神奈川県は 23％です。
3 ページは統一講習会の予定です。開催日については予定です。神奈
川と東京が同一日になっています。神奈川の開催回数 5 回は確定で
す。

大内会長）受講率が少ない状況なのでアピールよろしくお願いします。
松尾理事）再来年は開催回数が減るのですか。
大内会長）再来年度はまだ減らないと思います。
松尾理事）統一講習会の回数が減るなどの情報もアピールすると受講率が
上がるのではないかと思います。厚生労働省の受講証なので持って
おいたほうが良いと思います。
田島副会長）法改正で受講率があまりにも低いと次の法改正につながらな
いことがあります。受講率を上げていただけるとよいと思います。
3-4

事務局対応

大内会長より説明 理事会資料 P4

事務局職員の面接を行い、仮採用しました。
3 月は 1 回/週
4 月以降本契約
勤務時間 月～金

14:00 から 18:00 です。

しばらくは前任者の支援あり。変則勤務ですがよろしくお願いします。
3 月までは臨時雇用のため、勤務時間給となります。
拡大 4 役会で事務局の勤務体制を話し合い、時給、休暇などを検討した。
理事会資料 P4 参照
時給を変更する場合、理事会の決済をお願いします。
新規採用者の時給：960 円について承認をお願いします。

承認

佐藤副会長）事務局勤務案は今回のために作ったのですか。神奈川県の最
低賃金が変わると変更になりますが。
大内会長）今回はこの案を提示しています。
3-5

その他


平成 30 年度中火災予防協会 新入社員防火講習会の開催について
参加者無し



平成 29 年度横須賀三浦放射線技師会のご案内
大内会長参加します。



ご後援のお願い

神奈川県管理士部会

後援します。
津久井理事）編集委員会 274 号の発行が次回理事会前になるのでここで
報告します。

報告
承認

5 月号 No.274 号編集会議の予定
原稿締め切り 3 月 22 日（木）発行 5 月 07 日（月）の予定。
巻頭言：佐藤副会長。コラム：江川理事
上遠野理事）組織委員会の原稿が間に合うようでしたらお願いします。
山﨑監事）監事の巻頭言は、上半期と下半期が終わるとき、9 月と 3 月の
ほうが書きやすいです。276 号と 279 号になります。会の執行状況
を巻頭言で掲載する提案です。監事が 2 回続くより良いと思いま
す。
津久井理事）検討します。
上遠野理事）7 月号から超音波研究会から寄稿があります。6 回 1 年間
田島副会長）南関東の会議が各都道府県で持ち回りになりました。神奈川
も会議の担当県になります。
山﨑監事より総評


田島実行委員長はじめ実行委員の皆様、創立 70 周年記念大会を盛況
に開催できましたこと、お礼を申し上げます。ご苦労様でした。協力
いただいた団体等への挨拶、事後処理をよろしくお願いいたします。



定時総会の開催について、各理事は各委員会の資料作成準備万端整え
てください。



事務局員の欠員に対して、各理事の皆様には円滑に処理ができますよ
うにご協力をお願いいたします。

以上

