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平成 29 年度 第 4 回役員会議事録 

 

平成 30年 2月 5日（月）午後７時より９時（帯広市保健福祉センター 3階会議室） 

出席：後藤・小野・町田・常丸・水野・岩田・中嶋・沢座・鈴木（ち）・鈴木（康）・高地・首藤・山岸・ 

中屋・安達・工藤・内藤 

欠席：加藤 

議事進行：常丸 

                                        書記：中嶋    

 

1、会長挨拶 

2、会員動向 

退会：井上さん（鹿追自衛隊）  

慶弔：山口さん（北斗）・坂森 茂さん 

退職予定：水野理事 

※今年度十勝技師会会費納入状況： 対象会員 155名のうち 140名程度の納入状況である。 

3、新年交礼会総括 

平成30年 　新年交礼会　1月20日

予算 ¥30,000 懇親会費（フジモリ) ¥309,000
技師参加費37名　×3500円 ¥129,500 景品代 ¥47,842
業者22名　×7000円 ¥154,000
道技師会10名×4500円 ¥45,000

¥358,500 ¥356,842

収支＝①－②＝ ¥1,658
決算＝予算－収支＝ ¥28,342

予算額 ¥30,000
決算額 ¥28,342

出席
技師 37名
業者 22名

北海道放射線技師会 10名

計 69名

収入の部　① 支出の部　②

本来 4500円の会費だが、業者の負担金を技師の参加費の一部に当てた。 

今回は新しい技師会員の参加数が多かった印象であった。 
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4、北海道放射線技師会支部開催読影セミナー及び散乱線測定 

1月 20日（土）読影セミナー「腹部領域」会員 43名+散乱線測定スタッフ 9名+玉川先生 

1月 21日（日）ポータブル散乱線測定、受講者 8名 

セミナーは時間の関係で質問を打ち切ってしまった。散乱線測定は 8 名と少ないが他の支

部でも同程度の参加人数とのことであった。 

・今回から非会員は参加費 5000円になったのはどうしてか？ 

昨年までは曖昧だったが、今年から道技師会が徴収を徹底する方針に変わった。 

・PR不足があった。演題が決まるのが遅い。 

・散乱線測定の空間線量のデーターは厚生病院に依頼すれば配布していただける。 

・非会員の参加費 5000円は高すぎる。非会員のために参加できない人が多かった。 

・測定はほぼ理事だけであった。十勝技師会として招致しているので積極的に参加を呼び

かけてほしい。 

・来年度は放射線相談員を育てる企画を計画しているようだ。 

・技師会行事の若手会員の参加を増やすにはどうすべきか？参加させても他施設の同年代

がいないため続かないのが現状。積極的な呼びかけを。参加を強制させるのはいかがな

ものか？興味を持ってもらえる企画、参加しやすい雰囲気をめざす 

 

5、北放技各支部代表者会議及び新年交礼会報告 

・平成 30 年 1 月 13 日（土）13 時～ ホテルライフォート 

出席者：後藤・鈴木（ち）・中嶋・鈴木（亜）（ふらっと会世話人会） 

加藤（北放技教育委員） 

北放技・日放技関連事業予定 

1) 定期総会 平成 30 年 5 月 20 日（日）10：00～ 

     選出会員 7 名の見込み 早めに選出したい. 役員の改選あり 

     前日（5/19 土）の学術講演会内容は未定 

2) 日放技定期総会 平成 29 年 6 月 日 

3) フレッシャーズセミナー 平成 30 年 6 月 16 日（土）半年後に「その後」を予定 

4) 北放技野球大会 平成 30 年 7 月 15 日（日）苫小牧主管 

5) 北海道地域学術大会 平成 30 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

本日のメールにも出したが今年度の一般撮影の基礎講習 2/25 の参加者が少ない、各施設、

参加の呼びかけをお願いします。 

次年度以降の基礎講習は支部で 20 名以上の参加が確保できるのであれば支部での開催も

可能である。 
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6）会費値上げについて 

・道技師会の会費の値上げ：7000 円→9000 円についての提案あり、支部代表者会議では

議論はされなかったが、3 月の役員会で方向性がきまる。 

・道技師会としての値上げの理由は一般社団法人になる際に今までプールしていたお金を

使い切らないとならず、使い切ってしまったので今まで通りの事業を継続するには値上

げが必要とのこと。 

・値上げの根拠が不明すぎ、唐突すぎる。3 月の役員会までに値上げの明瞭な根拠が示され

る予定。 

・値上げの場合、退会者が増え本末転倒が予期される。 

・役員の旅費代が高すぎる。先日の十勝新年交例会の役員参加者 10 名は多すぎる。など 

＊十勝技師会としては反対である。代替案として会報、旅費の予算削減や事業に参加費を

とるなどの提案をする。 

＊3 月の役員会までに十勝としての意見を集約する。総会まであがってしまえば否決の可能

性は低くなるが代議員の意見を統一させ反対の方向へ持ちこみたい。 

＊この件に関し意見があれば 3 月の役員会までに会長へ。 

 

6、第 72回定期総会について 

日時：平成 30年 3月 24日（土） 15:00～ 

場所：協会病院 

来賓：未定  

懇親会：未定（海彦山彦？） 

特別講演：北村さん メールの通り高地理事から依頼 

表彰：該当者調査中 

総会予算：6万円 

案内発送： 

規約改正：別紙にて 

役員改選：別紙、非配布で次回理事立候補予定者名簿。連続 3期を超える理事を交代と

した。 

その他：議長 2名 会長より依頼するとのこと。 

・昨年の総会での指摘もあり今年は議案書を早めに作製し、委任状を総会前日までとする。 

・昨年総会で提案された、会員からの企画の要望については特になかった。 

 

7、帯広市休日夜間急病センター関連 

・運営の問題は特にあがっておらず、帯広市からの要望も特に無い。 
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8、その他 

・会計監査日程 2/26 予定 

・70周年記念誌進捗 

現在印刷会社に渡してあり最終確認、価格交渉中、決まれば 1 週間程度で完成。総会まで

には配布予定。 

・苫小牧支部 70周年式典に祝電を出す。 

・次回ひよこの会は二月下旬予定。CTか MRIの予定とする。 

・膵がん早期発見プロジェクトについて 

帯広医師会、十勝検査技師会、十勝放射線技師会で企画。超音波検査による一次拾い上げ

の技術向上を目指す。十勝放射線技師会からはワーキングメンバーとして高地理事、厚生

の中村さんを会長が選出した。 

平成 30年度行事予定 

3月 24日（土） 第 72回定期総会   

4月上旬 第 1回役員会   

5月 19日（土）～20日（日） 地域学術大会 

北放技総会 

札幌  

6月 日（土） 日放技総会 東京  

7月 7日（土） 十勝画像セミナー   

7月 15日（日） 北放技野球大会 苫小牧  

8月 第 2回役員会   

9月 21日（金）～23日（日） 第 34回全国学術大会 山口県  

10月 20日（土）～21日（日） 地域学術大会 札幌  

11月 17日（土） 秋季研修会   

12月 第 3回役員会   

1月 12日（土） 支部代表者会議 

北放技新年交礼会 

札幌  

1月 19日（土） 新年交礼会   

2月 第 4回役員会   

3月 会計監査   

3月 23日（土） 第 73回定期総会   

大きな行事と重なる場合は変更の可能性あり。気付いた場合は教えて下さい。 

新年交礼会を金曜にするか土曜にするかは次年度役員で決める。 
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規約改正について 

１、体裁の修正 

(1)冒頭の制定日、改定日の表記が不揃いだったものを揃えた。 

(2)末尾の寄付金表記が不揃いだったものを揃えた。 

 

２、誤字の修正 

・寄付金を頂いた方のお名前が間違っていたので訂正した。 

（辻村 賦 様 → 辻村 贇 様 と訂正） 

 

３、役員会の構成 

現行 改正案 事由等 

会則 

第 20 条 本会には次の役員をおく。 

   (1) 会長 1 名 

      (2) 副会長 3 名 

      (3) 理事 12 名 

      (4) 監事 2 名 

 

 

 

 

(3) 理事 12 名から 16 名 

・会員数の増加 

・今後の事業展開 

・事務局の負担低減 

以上の事由により役員数

に幅を持たせて柔軟に対

応できるようにしたい。 

異議なし。総会で可決されれば次回の役員改選から行う。今回の総会には間に合わないた

め 12 名の現状のままで。 

 

４、十勝放射線技師会規程 第 1条 

 現行  改正案  事由等 

第 1 条 この規程は、会則各章並びに

各条項の運営を円滑にならしむために

定めるものである。 

 

  円滑に進めるために 

 

表現の一般化 

 

５、十勝放射線技師会規程 第 3条(2) 

   

(2)  会員が結婚のときは祝儀、祝電

を贈る。 

会員が結婚のときは祝電を贈る。 祝儀（金 5,000 円）を削除 

 

６、十勝放射線技師会規程 第 3条（3) 

   

(3) 会員が死亡のときは以下の弔慰

金並びに供物を供える。 

以下の弔慰金、弔電を贈る。 供物を削除して弔電を追

記 
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７、第 3条の（4） 

   

(4) 会員の配偶者、親、子供、同居し

ている配偶者の親が死亡のときは以

下の弔慰金並びに供物を供える。 

 

金 5,000 円並びに花輪（生花）1 対 

会員の配偶者、親が死亡のときは弔

電を贈る。 

・「子供、同居している配偶

者の親」を削除 

・「弔慰金並びに供物」を

「弔電」に変更 

・「金 5,000 円並びに花輪

（生花）1 対」を削除 

上記理由は慶弔関係の出費が収入の１/４以上を占め 10 万円を超え今後さらに増えていく

可能性がある。削った分の予算は学術関係にまわしたい。 

祝電や弔電の方がいらないなどの意見があり、改訂内容について再度会長が吟味し再度提

案を行い役員の意見を求め、今回の総会に出す。 

８、十勝放射線技師会規程 第 3条(5) 

   

(5)  (4)以外で会員の 2 親等にあたる

者が死亡したときは弔電を贈る。 

全文削除 情報収集が困難なため 

（祖父母、兄弟姉妹、孫） 

把握困難なため廃止する。 

９、十勝放射線技師会規程 第 3条(8)の 3 

   

3 第 1 項、(2)～(6)の事例におい

ては会員、会員家族等からの申告

をもってこれを実施する。 

(2)～(6)の事例においては会員、会員

家族等から会長又は事務局への申告を

もってこれを実施する。 

 

「会長又は事務局へ」と明

記 

会員家族等も隣接会員へと変更を追加。 

１０、十勝放射線技師会規程 第 4条 

   

第4条 この規程第3条に実施を円

滑ならしめるため、事例の

発生した時は隣接会員又

は第一報を得た会員は速

やかに会長又は事務局に

連絡すると共にその指示

を受けること。 

全文削除 記載内容は上記９提案によ

る「第 3 条（8）の 3」への追

記で網羅され、重複するた

め 

１１、上記提案による条文等の削除があった場合に番号の繰り上げ及び整合性を取るため

の条文内の番号修正 

以上 


