公益社団法人奈良県放射線技師会

平成 28 年度

第 3 回（通期第 63 回）通常総会議事録
１．開催日時

平成 28 年 5 月 28 日（土） 午後 2 時 00 分～午後 3 時 40 分

２．開催場所

奈良県社会福祉総合センター 6 階 中会議室
奈良県橿原市大久保町 320 番地の 11

３．開会宣言

水野副会長より第 3 回（通期第 63 回）通常総会の開会が宣せられる。

４．髙嶋会長挨拶
本日は、公益社団法人第3回（通期第63回）の通常総会の御案内させて戴いたところ、会員
の皆様には公私ご多忙の中、多数ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。
また、本年一年間の公益社団法人として活動に対し会員の皆様方には格別のご理解とご協
力を賜りこの場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
さて、三点お話をさせて戴きます。まず一点目は、業務拡大に係る統一講習会の件です。
過日の厚生労働省医政局医事課長通達の通り、現状の診療放射線技師は拡大の業務を実施す
るにあたり、安全を担保するために公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する統一講習
会の受講を推進されております。このことについて、職能団体として会員各位をはじめ県内
の全ての診療放射線技師の方々が受講をして戴けるように近畿各府県と協同して 3 年間に亘
り年 2 回の講習会を開催しますので皆様の受講の推進とご協力をお願いします。
二点目は連盟からのお願いです。7月の第24回参議院選挙が行われますが、長年の悲願であ
る診療放射線技師の代表を国政に送る最大のチャンスが到来しております。私たちの政策実
現のために日本診療放射線技師会全国理事の畦元氏を国政に送り出すべく会員皆様、ご家族
の皆様方の絶大なるご支援とご協力をよろしくお願いしたく
存じます。
三点目ですが、平成 28 年度の春の叙勲におきまして、私たちの先輩で本会の理事、会長を
歴任されました河村吉章会員が瑞宝双光章をご受章されました。本会に取りましても大変名
誉な出来事であり大変うれしく思います。大変におめでとうございました。
結びに、本日提案しております議案について十分なご審議戴き、活発なご討議、忌憚のな
いご意見をお願いしまして総会の開催のご挨拶と致します。
５．表彰
公益社団法人 奈良県放射線技師会会長功労表彰 1 名
出席 和田 直樹
公益社団法人 奈良県放射線技師会在籍 20 年表彰 1 名
出席 森下 英徳
６．仮議長選出
定款第 21 条により、髙嶋会長が仮議長にあたる。
７．資格審査委員選出
髙嶋仮議長より、総会議事規程第２条第２項により、資格審査委員に山本高広君、松本光
生君を選出した。

８．会員数 ４０４名
資格審査委員より、午後２時現在出席総会員数２８４名（出席者４６名、委任状提出会員
数２３８名）であることの報告があり、定款第２３条に基づき本総会が成立することが宣せ
られた。
９．議長選出
髙嶋仮議長より、定款第２１条による議長選出についての提案があり、出席正会員より満
場一致で駒木拓行君を議長に選出した。
１０．議事録署名人選出ならびに総会職員任命
髙嶋仮議長より、定款第２６条による議事録署名人に２名ついての提案があり、理事から
小西隆雄君、出席正会員より池口俊孝君を選出した。また、議事運営にあたり総会議事規程
第３条に基づき書記に山本耕士君を、採決係に柴田佳祐君を総会職員として任命した。
１１．議事
駒木議長より、議長は不慣れであり会員皆様のご協力により総会を進行したい旨の発言が
あり議事に入った。議事進行について第１名号議案を、一括報告・提案をして、それぞれの
一括審議に入りたいと旨の提案があり、満場一致により、議事進行が決定された。駒木議長
より、第 1 号議案について、執行部に対して説明が求められた。
第１号議案
（１）平成２７年度事業報告について
髙嶋会長より、総会議案書に基づき平成２７年度事業総括報告が行われた。なお、詳細の
附属明細書については、議案書の６ページから２４ページに掲載しているの
で参照願いたい旨の発言があった。
（２）貸借対照表について
和田財務担当理事より、貸借対照表について説明があった。
（３）損益計算書（正味財産増減計画書）について
和田財務担当理事より、損益計算書（正味財産増減計算書）について説明があった。
（４）財産目録
和田財務担当理事より財産目録について説明があった。続いて、上野山監事、山田監事よ
り、定款第１２条第５項の規程に基づき会計監査を行い、現金出納簿、現金残高及び領収書
等照合の結果、適正に処理されていることが報告された。なお、公益社団法人への移行に伴
い、公益目的事業の充実は大変喜ばしい限りであるが、それに伴う支出が増加しており、長
期の公益社団法人継続のためには法人会計支出の見直しと、現在５年ごとに開催している周
年記念の内容の見直しも今後は検討して戴きたい旨の発言があった。
駒木議長より第 1 号議案について、平成２７年度の事業報告、収支決算報告及び監査報告
について、挙手の上、所属、氏名を述べてから質問するようにとの発言があり、
一括質疑応答に入った。
駒木議長にお促しにも会場からの質疑はなく、質疑の
打ち切りが宣せられた。再度、駒木議長から現時点での出席者人数の報告が求められ、資格
審査委員から午後２時３０分時点で出席総会員数２８８名（内訳は出席者４６名、委任状出
席数２４２名）であることが報告された。

駒木議長より
（１） は報告事項なので承認は不要であるが、拍手をもって報告を確認した。
（２）
（３）
（４）については承認事項であるため、採決を宣し、定款第２４条により否決０ 保
留０ 賛成２８３（内、書面賛成８５）中立５で、過半数をもって平成２７年度の事業報告、
決算報告及び監査報告について可決承認された。
第２号議案（平成２８年度 事業計画案、収支予算案、資金調達及び設備投資の見込み）に
ついて
駒木議長より、第２号議案について、執行部に対して説明が求められた。
髙嶋会長より、議案書に基づき第２号議案の定款第３３条に基づく平成２８年度事業計画
書案について総括並びに年間行事予定表、役割分担の趣旨説明があった。なお今期より教育
担当の中に危機担当理事の設置をしたい旨の発言があった。
和田財務担当理事より、平成２８年度の収支予算書案資金調達及び設備投資見込みについ
て説明があった。
駒木議長により、第２号議案の平成２８年度事業計画案収支予算案、資金調達及び設備投
資の見込みについて、挙手の上、所属、氏名を述べてから質問するようにとの発言があり、
質疑応答に入った。
南部秀和会員より質問があった。奈良県に事業の予定を報告されたとのことであるが、奈
良県放射線技師会としては総会が最高決定機関であるにもかかわらず総会で決議をしないま
ま、先に奈良県に報告するという事は順序が逆だと思うので、総会の開催時期が適正なので
しょうか。
髙嶋会長が回答した。
議案書 P44 に記載している通り、第 33 条 「本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達
及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに
会長が作成し、理事会の承認をうけなければならない。これを変更する場合も同様とする。」
とうたわれております。これに基づき事業計画書を作成し、理事会の承認を得た後に奈良県
に提出しています。もし総会で否決された場合は奈良県には修正して再度提出します。よっ
て総会の開催時期に何ら問題はありません。と回答した。
南部秀和会員から、定款通りということですね。わかりました。との発言があり、次に、
退会される会員に対して、退会理由を聞き、魅力ある会に改善していくよう対応されておら
れますか。また退会される会員の番号が１万代の方が多いように見受けられる。おそらく定
年退職後に退会されていると思われますが、退会を見直していただけるような措置を考えて
おられますかとの質問があった。
髙嶋会長が回答した。
退会される会員様には、必ず電話や何らかの形で退会理由を確認しています。定年後の方に
は収入が見込めないため、奈良県だけなら残りたいという申し入れがあります。他都道府県
ではシニア会員等として６０歳以上の方には都道府県のみの会員を設定されているようです。
奈良県放射線技師会おいても定款改正等委員会で規程の見直も検討しておりますのでご意見
として伺っておきます。会員皆様に対してより一層魅力のある会として事業をしっかりと行
っていきたいと考えています。と回答した。
南部秀和会員からわかりましたとの発言があった。

駒木議長にお促しにも会場からの質疑はなく、質疑の打ち切りが宣せられた。議長が採決
を宣し、否決０ 保留０ 賛成２８３（内、書面賛成８５）中立５で過半数をもって平成２
８年度の事業計画、収支予算書案、資金調達及び設備投資見込みについて可決承認された。
駒木議長より第３号議案（その他）について執行部に説明が求められた。髙嶋会長より議
案書に基づき、業務拡大に係る統一講習会受講推進のための根拠文書の確認と周知について
説明があった。
駒木議長により、質疑応答に入った。駒木議長にお促しにも会場からの質疑はなく、質疑
の打ち切りが宣せられた。議長が採決を宣し、質疑はなく審議は終わり、議長が、採決を宣
し、否決０ 保留０ 賛成２８３（内、書面賛成８５） 中立５で第３号議案（その他）につ
いて可決承認された。
駒木議長より第４号議案
に報告を求めた。

平成２８・２９年度役員選任について松田博之選挙管理委員長

松田委員長より、平成２８・２９年度役員選任について、理事立候補者無し、理事推薦候
補者１５名、監事立候補者無し、監事推薦候補者２名で、定数を満たしており規程により無
投票当選であるが、役員選任規程第１１条により、役員候補者それぞれの信任投票を行う必
要がある旨の報告があった。
このことにつき、駒木議長よりそれぞれの候補者について、定款第２４条の第１項及び第
３項により、挙手による方法により信任を確認する旨が発せられた。
平成２８・２９年度役員選任について全員に信任投票を行った。信任投票において、有効
投票数２８８名の結果は以下の通りである。
理事
水野吉将
西村 努
髙谷道和
山田卓実
竹中智士
菊谷勇仁
奥田孝直
松岡孝明

２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票

重任
重任
重任
重任
新任
新任
重任
重任

池口俊孝
小西隆雄
髙谷英明
北村未央
小林勝宏
中村道宏
元渕慎介

２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票
２８３票

新任
重任
重任
重任
重任
重任
重任

監事
髙嶋敏光 ２８３票

新任

上野山文 ２８３票

重任

以上、過半数以上の得票が得られたことにより、第４号議案について理事推薦候補者１５名、
監事推薦候補者２名の全員が可決信任され平成２８・２９年度役員が確定した。
定款第１１条第５項に伴う代表理事等を決定する臨時理事会を開催のため、総会は暫時休憩
となった。
臨時理事会が終了し、総会が再開された。水野新会長から挨拶並びに新執行部の役員紹介が
行われた。また、退任の髙嶋会長、和田財務理事、山田監事から挨拶があった。
１２．議長解任

その他に議案はなく、全ての議事が終了したため、議長
解任となった。
１３．閉会の辞 髙谷副会長より第３回（通期第６３回）
通常総会の閉会が宣せられる。

以上、この議事が正確であることを証するために議長及
び議事録署名人は記名捺印する。
平成２８年５月２８日
議長

駒木

拓行

印

議事録署名人

小西

隆雄

印

議事録署名人

池口

俊孝

印

奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－７
奈良県健康づくりセンター内
公益社団法人 奈良県放射線技師会

印

公益社団法人奈良県放射線技師会

平成 28 年度

第 1 回臨時理事会議事録
日時：平成 28 年 5 月 28 日(土)15 時 15 分～15 時 25 分
場所：奈良県社会福祉総合センター 中会議室
出席理事：水野吉将、髙谷英明、小西隆雄、西村 努、髙谷道和、中村道宏、松岡孝明
元渕慎介、菊谷勇仁、奥田孝直、北村未央、小林勝宏、山田卓実、池口俊孝
竹中智士
出席監事：髙嶋敏光、上野山文男
１．前会長挨拶
先程の通常総会において、定款第 24 条に基づく会員の信任投票により理事、監事の選任を
得ました。新理事の皆様には 2 年間大変お世話をおかけすることになりますが、どうぞよろ
しくお願いします。
２．定数確認
出席理事 15 名
監事 2 名
３．議長、議事録署名人の指名
議長は第 31 条により水野吉将とする。
議事録署名人は第 32 条により髙嶋敏光監事、上野山文男監事とする。
４．議案
１．会長（代表理事）について
議長：公益社団法人の移行に伴い、先ほどの通常総会で役員（理事１５名、監事２名）が選

任されたこのことに伴い、定款第 28 条に基づき、会長（代表理事）、副会長常務理事の選定
を行う旨を発するが、立候補はなく、会長（代表理事）として、水野吉将理事を選定するこ
とにつき、賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。被選任者水野吉将は、会長
（代表理事）に選任することに承諾した。
次に、副会長、常務理事の選定について、各理事に問うたところ、特に意見なく、水野吉
将会長（代表理事）から、副会長に髙谷英明理事、松岡孝明理事、常務理事に小西隆雄理事
に選定したい旨を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。
２．その他
常置委員会委員長について、水野吉将会長（代表理事）から、総務、小西隆雄理事、学術、
北村未央理事、教育西村努理事、広報、元渕慎介理事、福利厚生、奥田孝直理事、財務、山
田卓実理事、組織、髙谷道和理事として依頼する旨の依頼があり、了承された。
以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は午後３時３０分に閉会を宣し散会した。
この議事が正確であることを証するために、議長及び議事録署名人は記名捺印する。
以上
平成 28 年 5 月 28 日
議
長：会長（代表理事）

議事録署名人：監事

水野

吉将

印

髙嶋 敏光
上野山文男

印
印

奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－７奈良県健康づくり
センター内
公益社団法人奈良県放射線技師会

