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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
・拡大四役会議
・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

審議事項
3-1

第 8 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
・当日運営
・会誌掲載の会告
・委任状はがきと回収方法
・総会資料

3-2

規程の見直し

3-3

その他

3 月 20 日（金）

2020-3 月理事会
１. ご挨拶

その他報告事項

【コニカミノルタ ジャパン(株)】

２. 指定都市移行 10 周年記念

第 47 回相模原市民桜まつりの中止について
【相模原市民まつり実行委員会】

３. 会員の皆様へ

【横須賀三浦放射線技師会 会長 松浦髙宏】

４. 中区防火ポスターの掲出について（御依頼）

【中火災予防協会】

５. 日本放射線技師会全会員の皆様へ

【一会員より】

６. 医療事故調査・支援センター2019 年年報の公表について（依頼）

【神奈川県健康医療局保健医療部医療課長】
７. プログラム・抄録集

【日本医療マネジメント学会第 19 回神奈川支部学術集会】

８. 報告書送付のご案内

【有限会社自然文化創舎】

＊回答が必要な文書
１. 2020 年度第 1 回学術委員会（書面審議）について
【神奈川県病院協会学術委員会】

3/31〆切

２. 第 29 回在宅医療・介護セミナーご後援・PR のお願い
【神奈川県保険医協会】

3/31〆切

３. 令和 2 年度神奈川乳房画像研究会等の活動に係る後援名義の継続使用承認について
（依頼文）
【神奈川乳房画像研究会】

４. キャンセル料のご返金について
【福祉保健研修交流センター ウィリング横浜】

3/9 返信済

議題番号

報告事項 ・ 審議事項
大内会長より
コロナ感染拡大を考慮し、短時間での会議にしたいと思いますのでご協力をお
願いします。

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：富安理事作成
大内会長）メールにて全員確認済となりますので、承認でよろしいでしょうか。 承認

議題 2
2-1

報告事項
会長報告
1．拡大四役会議開催

3 月 20 日（金）

・第 8 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検討を行っ
た。
・規程の見直しについて検討を行った。
2．その他
・県会員の動向について報告 資料 P9
令和 2 年 2 月 29 日現在、会員 1,573 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 P1〜8
・次年度理事会日程の議事録採取人について
新任理事など決定してから掲載したいと考えている。5 月・6 月の議事録採取
人については、津久井理事、松尾理事でお願いします。
・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
・合算請求が終わり、除籍者、年度末退会者については書面の通りである。
3 月 24 日現在の総会員数 1476 名、会員 1408 名、神奈川会員 65 名となった。
この人数には年度末退会者の方も除かれています。
大内会長）滞納除籍者について、JART は 4 月より再入会となるが、KART は 3
月末までに未納分入金あれば入会金無しの会員継続とします。来年度より 2 月
の理事会で決定した通り、JART の入会・再入会時期と合わせる事とします。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告 資料 P11〜17
令和 2 年 2 月分の財務報告をします。
・残高試算表（Ａ）について
通帳の残高は書面通りである。
・残高試算表（Ｂ）について
収入の部

正会員入会費：入金 12,000 円（正規入会者 1 名・初年度入会者 1 名）
正会員会費納入：528,000 円（会費納入率 83.7％）
第 18 回神奈川放射線学術大会参加費 負担金収入：448,000 円
・支出の部
公１に学術大会関連が計上されている。
公 2 に実践セミナーと技術講習会講師費が計上されている。
公 4 と他 3 で会誌発送分が計上されている。
管理費に大きな支出はありません。
年度末となり各勘定科目で予算残高がマイナス計上となっている箇所はあり
ますが、4 月 4 日に PCA 会計ソフトの令和元年度の年度末処理を行います。そ
の後藤原会計事務所青柳先生に作業依頼し、4 月 16 日の会計監査までに決算書
類を作成していく予定である。また、4 月理事会時は決算報告となり審議をお
願いする予定である。
合算請求については、下準備もあり順調に作業が終了し 3 月 4 日に JART へ
提出した。業務拡大に伴う統一講習会で仮会員として受講して、JART 未入会の
方が 14 名と連絡があり現在対応中である。
組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ19〜21
・理事会資料で一部印刷されていない資料がある。
・3 月組織委員会はメール会議にて行った。
委員の交代時期でもあり、組織委員の役割を再確認した。
総会委任状の検討を行った。
会員増加の検討を行った。
・組織委員選出依頼文作成について
地区会長より、県技師会から組織委員選出についての連絡後に検討すると報
告あり。会長宛依頼文を作成したが理事会資料で欠落しているので、後日メー
ルにて確認をお願いします。
・組織委員会規程 第 5 条第 2 項 の改正について（審議）
現在開催されている日程への変更となります。ご審議をお願いします。
旧 定期委員会は原則として隔月の第 3 木曜日に開催する。
新

定期委員会は原則として隔月の第 1 金曜日に開催する。

・各地区会長へは組織委員選出依頼文と組織委員会規程の発送を考えている。
金岩理事より報告
・欠落しているページがありますので、メールにてご確認ください。
3． 学術委員会
富安理事より報告 資料Ｐ23
・3 月学術委員会はメール会議にて行った。
来年度の神奈川県診療放射線技術講習会プログラムの検討を行っている。
・かながわ放射線だよりの 5 月分原稿は送付済である。

承認

・研究・発表・論文作成支援セミナー開催日について
、会場は横浜市社会福祉センタ
渡邉理事と再調整し、2020 年 6 月 12 日（金）
ーにて開催予定とした。
・2020 年度関東甲信越診療放射線学術大会の座長推薦について
セッション（乳房・その他）での座長依頼があり、学術委員の田島委員に座長
を依頼した。群馬県診療放射線技師会にも連絡済である。
・第 36 回日本診療放射線技師学術大会の座長推薦について
モダリティー制限なく、各県より 3～4 名の座長推薦依頼があり、江川理事、
常木幹事、宮内委員、中村委員に依頼した。ご承諾いただければ宮城県放射線技
師会へ連絡したいと思う。
大内会長）座長について、連絡をお願いします。
大内会長）関東甲信越診療放射線学術大会に参加される方は事前登録をお願い
します。また、支払いは当日現地払いとなるのでご注意ください。
4． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ26
・3 月渉外委員会はメール会議にて行った。
・イベント参加予定について
小田原子育て支援フェスティバル（5 月 31 日）の中止連絡があった。
高津区健康づくりのつどい（5 月 10 日）の開催可否連絡は届いていない。
・第 8 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
総会採決係として、山口委員を選出した。
松本理事より報告
・コロナ感染拡大予防対策でイベントが中止となっているが、予定していた全イ
ベントに対して予算計上しているが、問題はないか。
伊藤理事）やむを得ない事象であり、理由も明確であるため致し方ないと思う。
5． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ29〜30
・来年度会誌発行予定日について
1 年間の会誌発行予定日を掲載した。
原稿締切日は理事会開催日に設定したが、287 号の原稿締切日（6 月 19 日）は
早すぎるので変更可能かと考えられる。また、290 号に関しては、作業スケジュ
ールの都合により変更の可能性がある。
・次号 286 号の地域だよりについて、原稿締切日が短いことから組織委員会よ
り入稿いただいた。
・その他の報告事項については、書面の通りである。
上遠野理事より報告
・私から特にありません。

6． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ31
・共有サーバの運用について
3 月 1 日に配信したが、問題点等あれば連絡いただき対応していきたいと考え
ている。
・その他の報告事項については、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Ｐ33
・報告事項については、書面の通りである。
9．災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ35
・報告事項については、書面の通りである。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
前原理事より報告 資料Ｐ37、別紙資料
・ＣＴ調査結果の発送について
3 月 17 日に発送準備し、事務局より発送した。
・放射線安全管理委員会分掌規程について（審議）
分掌規程について 4 項目にまとめました、ご審議お願いします。
大内会長）
（3）
「研究、発表、論文作成の支援に関すること」については、渡邉
理事と学術委員会が共同で行っており、委員会としては記載するのは異なるの
ではないか。
田島副会長）委員会の分掌規程としては、
（4）
「その他、放射線安全管理委員会
に関すること」に、
（3）の事も含まれると考えて良いのではないか。
前原理事）
（3）を含めると放射線安全管理委員会活動としてやっていく事になる
と思う。
田島副会長）
（4）その他の中で、安全管理の事を世間に広めていく過程で、研究
や発表を通じて行っていく事の方が良いのではないか。また、滞ってしまった際
に負担になってくると思われる。
前原理事）承知しました。
大内会長）この他意見はないか。
大内会長）
（3）を削除して、3 項目を分掌規程として、審議事項に規程の見直し
があるので、その時に合わせて承認をお願いします。
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
3-1

審議事項
第 8 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 資料 P3～5
・総会当日の運営について
予定通り5月29日開催に向けて準備を進めている。
議長・書記・採決係など担当を委員会に後日連絡しますので、ご協力お願い
します。
・総会次第について
会告に次第の記載あるが、何かあればご意見をお願いします。
会告と合わせてご審議頂ければ、総会当日の次第も同様に作成していきま
す。
・20年表彰者について
今年度対象者に通知を発送し、出欠の返信待ちである。4月理事会時に審議
をお願いします。
大内会長）総会担当者については、いつごろ決まりますか。
佐藤副会長）この方達は理事会承認事項ではない。
江川理事）早急に対応します。
大内会長）会告と総会次第についてご意見ありますか。
津久井理事）承認となりましたので、会告について編集作業に移らせていただ
きます。
・委任状回収について
大内会長）委任状回収について、今後の定款改正に向けた3分の2の回収を目標
にやっていきたい。回収方法として、会員数の多い施設には代表者を決めてや
っていく。代表者については、江川理事が候補者を検討しており、各委員長か
ら代表者へ人数と1～2週間前までには回収発送できるようメールにて連絡した
いと考えている。この方法でも過半数程度の回収率である。また、組織委員会
にもこれまで通り委任状回収の協力をお願いしたい。
施設の人選については、委員の方に依頼することになるかと思うが、総務一
任でよろしいでしょうか。
江川理事）承知しました。
大内会長）一度この方法でやってみて、今後の回収方法についての検討として
いきたい。
・総会開催について
大内会長）コロナ感染拡大に伴い、総会開催について厳しいかもしれない。総
会中止の場合は、委任が無効となり、書面表決であれば6月を過ぎても有効で
あると、公益インフォメーションより案内が届いている。もしくは、書面表決
だけの通知を出して書面での回答も検討しているが、現時点では5月総会開催
に向けて準備を進めて行く。

承認

大内会長）総会開催や委任状回収などでご意見はありますか。
江川理事）総務委員会ではデジタル対応できないかと意見あったが、印鑑押印
というのが問題となる。デジタルが可能ということであれば、メールで連絡す
ることも可能であるが、全ての会員で連絡先が把握できている訳ではない。ホ
ームページに委任状を掲載しても、印鑑が必要となる。
伊藤理事）他企業の総会では電子媒体のみでの回答もあるのでは。
江川理事）直接連絡できれば対応可能かと思うが、選挙等で、電子媒体を使用
した方法は行われていないので難しいのではないか。電子媒体での問題が解決
できれば、委員の負担軽減にもつながると思う。
・委任状の件について
江川理事）前回との変更点は、葉書左側の定時総会開催のご案内の、④文中
の、
「議事第7号議案および第8号議案の各候補者のうち、一部候補者を否とさ
れる場合は、賛成に〇をご記入いただき、その下の余白に否とされる候補者氏
名の記載をお願いします。
」から「議事第7号議案および第8号議案の各候補者
のうち、一部候補者を否とされる場合は、下の余白に否とされる候補者氏名の
記載をお願いします。
」と一部文中を削除し、有権者に分かりやすいよう修正
しました。
印南理事）賛否いずれも記載なく、否とされる候補者のみ記載がある場合は、
他の候補者については賛成となる認識で良いか。
大内会長）その通りである。
大内会長）他にご意見はありませんか。
江川理事）4月1日に封筒と委任状葉書は山王印刷に提出予定である。総会資料
の入稿は4月3日となり別扱いとなる。
大内会長）何か問題点あれば、今月末までに連絡をお願いします。
松尾理事）前回委任状にて印刷ミスで差出有効期限が切れていたが問題ない
か。
江川理事）料金受取人払郵便は2年間有効であり今回は問題ない。また、郵便
番号が異なるのは、専用の郵便番号が発番されており問題ないことを認識して
おいてください。
江川理事）委任状ですが、カラー印刷で良いか。
津久井理事）カラー印刷の方が、「議長一任は無効となります」の理解がされ
やすいと思う。
大内会長）赤字でお願いします。また、可能であれば文字を大きくしてくださ
い。
江川理事）承知しました。
・総会資料について
江川理事）委員会報告の提出ありがとうございました。研究会報告も揃ってい
る。また、財務関係は作成中となりますがスケジュール通りである。
大内会長）この他総会に関してご意見はありますか。
松尾理事）先ほど承認された、組織委員会規程は第8回総会資料に反映される
か。

承認

江川理事）反映して掲載されます。
規程の見直し
3-2

大内会長より説明 資料P6～7
・規程について拡大役員会で検討したので提案したい。
・会費納入規程 第8条第2項（永年在籍者の免除）について
旧「本条該当者に対し、会長はその旨を通知するものとする。」
新「本条の申請者に対し、会長は審査結果に基づきその旨を通知するものと
する。」
文言が分かりづらく会員より指摘もあり、事務局から対象者全員に通知を発
信した経緯がある。本人が申請してからである事を明記した、分かりやすく明
確にした提案である。
・委員会設置規程 第2条第2項 常設委員会（10）号の新設について
新 放射線安全管理委員会
特別委員会から名称を変更し常設委員会となる。
・委員会分掌規程 第3条第10項 委員会及び会務分掌規程の新設について
新 10．放射線安全管理委員会
（1）医療被ばくに関すること
（2）職業被ばくに関すること
（3）その他、放射線安全管理に関すること
医療被ばく最適化委員会でも検討した提案である。
・総会運営規程 第11条第2項（委任）について
旧「他の委任状は議長委任として扱うこととする。」
新「他の委任状は会長委任として扱うこととする。」
県立入検査で指摘され、公益法人認定法に基づく提案である。
・役員選任規程 第4条第2項 役員選挙の公示（4）号の新設について
新 定款第21条に定める役員の選任要件が満たされたら立候補者氏名を理事
会に報告する。
県立入検査で指摘され、公益法人認定法に基づく提案であり、総会に関する
事項は全て理事会が把握しておく必要がある。
・役員選任規程 第7条（選任方法）について
旧「正会員の無記名投票により選任決議を行う」
新「正会員の無記名投票および書面表決にて選任決議を行う」
県立入検査で指摘され、公益法人認定法に基づく提案である。
大内会長）ご意見はありますか。
伊藤理事）委員会分掌規程で（10）放射線安全管理委員会を新設すると、これ
までの（10）事務局はどうなるのか。
大内会長）事務局の番号については、繰り下げて（11）事務局となるので記載
は無くて良いと考えている。
大内会長）他に提案のあった、60歳以上の会費減額についても検討したが、
JARTが65歳からの減額であり、神奈川会員の年齢別分布で60～65歳の会員は約

90名の在籍となります。会費8,000円を5,000円に減額した際に差額3,000円で
年間27万円減額となりますので、こちらも踏まえて今後の検討とした。
大内会長）委員会規程と委員会分掌規程で一人委員長、副委員長在り方につい
て提案あったが、改選毎に変更される事も考えられるので、理事会で把握し会
員には事後報告として、今後の検討とした。
大内会長）他にご意見はありませんか。
山﨑監事）組織図も変更が必要である。
江川理事）総会資料には掲載無いが、会務マニュアルでは変更して掲載しま
す。
安部監事）公益インフォメーションには提出が必要である。
大内会長）承知しました。
大内会長）提案した規程について、ご承認いただけますか。

承認

その他
3-3

・事務局の勤務時間について
大内会長）事務局 1 名が 18 時までの勤務となっているが、コロナ感染対策とし
て時差出勤を考慮し 2 名とも 17 時勤務終了としてはどうか。
上遠野理事）1 名の勤務時間は 14 時～17 時となるのか。
大内会長）2 名とも 13 時～17 時となる。
大内会長）よろしいでしょうか。
大内会長）ホームページに勤務時間変更案内を掲載してください。
印南理事）承知しました。
大内会長）その他ありませんか。
江川理事）総会時の有効会員数についてはどうか。
大内会長）資料 P8 にある、3 月 24 日現在の 1473 名がおおよその人数になる。
印南理事）KART 除籍者については、会長承認となりますので既に除籍されてい
ます。JART 除籍者決定については 4 月中旬まで待ってくださいと事務局より報
告がありましたので、1473 名に若干名の増減がある程度と思われる。
津久井理事）3 月 31 日の会員数と 5 月号会誌発送数では異なると思う。
上遠野理事）4 月中旬に山王印刷に提出する数が有効会員数になるのでは。
山﨑監事）4 月入会者は有効会員数から外してよい。
印南理事）年度末退会者は 5 月号の会誌発送はなく、委任状は発送されない。
田島副会長）年度末退会者は会費納入されており、3 月 31 日まで在籍となる。
大内会長）年度末退会者の事を考慮し、4 月 1 日の人数を有効数とする。
・4 月理事会開催について
大内会長）この情勢となりますので、来月理事会開催ができない場合に、総会前
に承認を得なければいけないのが決算報告、監査報告、20 年表彰、事業報告と
なる。4 月理事会は開催できなくても 5 月総会前の理事会承認で良いか。
安部監事）会誌発送はどうなっているか。
大内会長）4 月理事会時点では、会誌原稿は送付済みである。

承認

山﨑監事）決算報告と監査報告などメールにて回覧し意見を聴収し承認を得れ
ばよい。また、5 月理事会時に再確認をしてください。
田島副会長）コロナ感染拡大によっては、4 月理事会が開催できないのではと危
惧している。3 月理事会開催もギリギリまで検討して開催となった。
山﨑監事）理事会は毎月開催することもない。
大内会長）現時点では 4 月理事会開催とするが、4 月 10 日までに理事会開催通
知発送に合わせて開催可否について連絡する。

以上

令和 2 年 5 月 22 日
会長 大内 幸敏

印

監事 山﨑 尚人

印

監事 安部 真

印

