一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 第 81 回定時総会
2020 年度 事業報告・決算報告
2021 年度 事業計画・予算
2021・2022 年度
総

会

理事・監事
議

事

改選

録

期

日

2021（令和 3）年 5 月 28 日（金）19：00～20：00

会

場

群馬県立県民健康科学大学 西棟

所 在 地

群馬県前橋市上沖町 323-1

開

19：00

会

議

多目的ホール

事

議案審議に先立ち、総会運営委員長 川島 康弘（前橋赤十字病院）から、下記の報
告がされた。
会

員

総

594 名（2021 年 5 月 7 日 現在）

数

28 名（19:00 現在）

出 席 会 員 数

296 名

委任状提出者数

出席者数と委任状数合計 324 名
よって、定款第１７条の規程「正会員総数の過半数（過半数 297 名）の出席がなければ
開会することができない。」を満たし本総会が成立することを議場に宣された。
今回の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み（群馬県では、「まん延防止
等重点処置」に指定されている）、本会として感染拡大防止のため出席者を最少人数に
し、他に対しては、委任状の提出をお願いした。
続いて議長の選出を議場に諮り、執行部一任によって議長に 目﨑 聡（沼田脳神経
外科循環器科病院）が選任された。
議長の挨拶の後、書記および議事録署名人の選出を議場に諮り、執行部一任によって下
記のとおり任命された。
書

記

議事録署名人
審議に入る。

川島

康弘

（前橋赤十字病院）

中山

正人

（細谷たかさきクリニック）

村上

隆

（群馬中央病院）

議長から，2020 年度の事業報告・決算報告について審議に入る旨が宣せられる。
Ⅰ）2020 年度経過報告
第１号議案

一般経過報告 （後閑 会長）

群馬県診療放射線技師会の活動として、下記 3 項目の報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
１）学術研修活動について
２）組織力の強化について
３）イベントへの参加等渉外広報活動について
第１号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、賛成多数の拍手により承認された。
議長から、第１号議案が承認された旨が宣せられた。
第２号議案

専門部・委員会報告

議案書記載の順で、各専門部・委員会から報告がなされた。
・総務部（川島 総務部長）
主な発信文書、受信文書、会長行動、理事会・実務者会、第 80 回定時総会、
2020 年度

臨時総会について報告がなされた。

詳細は議案書記載のとおりである。
・学術研修部 （青木 学術部長）
活動内容および状況について，下記 2 項目の報告がなされた。
詳細は議案書のとおりである。
１）群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会
２）群馬県立県民健康科学大学 地域連携センターの支援による各種講習会開催
・教育部 （米持 教育部長）
活動内容および状況について，下記 4 項目の報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
１）診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー（2020 年度）
２）学術研修部「群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会」企画・運営補助
３）学術大会等への協力
４）群馬県立県民健康科学大学 地域連携センターの支援による各種講習会開催

・編集部 （岩宗 編集部長）
１）群馬県診療放射線技師会誌 第 70 号の原稿募集・発刊について報告がなされた。
２）群馬県診療放射線技師会報誌 会報 127 号、128 号、129 号発行について報告が
なされた。
詳細は議案書のとおりである。
・女性部 （髙栁 女性部長）
研修会・部内会議の開催について報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
１）2020 年度群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会（当会学術研修部共催）
２）部内会議（Web 会議）
・放射線管理部 （安藤 放射線管理部長）
１）25 施設のべ 38 回の漏えい線量測定を実施、
２）放射線測定器校正事業
３）放射線管理部会議
について報告がなされた。詳細は議案書記載のとおりである。
・福利厚生部 （代行 川上 理事）
慶弔関係，求人求職関係を取りまとめについて報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・渉外広報部 （内村 渉外広報部長）
リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０２０ぐんまへの参加、献血の協力、
ホームページの管理を行った報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・表彰委員 （川上 表彰委員長）
１）2020 年度日本診療放射線技師会功労表彰
２）日本診療放射線技師会功労表彰・50 年永年勤続表彰・30 年永年勤続表彰
３）群馬県診療放射線技師会勤続 20 年表彰
上記について報告された。
詳細は議案書記載のとおりである。

・組織部 （目崎 組織部）
2020 年度における会員の動向、月別会員状況報告について報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
第２号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、賛成多数の拍手により承認された。
議長から、第２号議案が承認された旨が宣せられた。
第３号議案

会計決算報告 （村上 財務部長）

収支、決算について議案書に基づき報告がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
第３号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、賛成多数の拍手により承認された。
議長から、第３号議案が承認された旨が宣せられた。
第４号議案

事業・会計監査報告 （髙橋 監事・町田 監事）

2021 年 4 月 20 日（火）
、
一般社団法人 群馬県診療放射線技師会事務所において、
後閑会長・嶋田副会長・五十嵐副会長・川島総務部長・村上財務部長の立会いの
下、髙橋監事・町田監事が事業・会計監査を行った。監査結果の詳細は、議案書
のとおり、事業・収入・支出に不正がないことが報告された。
第４号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、賛成多数の拍手により承認された。
議長から、第４号議案を承認された旨が宣せられた。
続いて，議長から 2021 年度の事業計画・予算について審議に入る旨が宣せられた。
Ⅱ）2021 年度事業方針
第５号議案

一般事業計画

（後閑 会長）

議案書に沿って下記 6 項目について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
１）タスク・シフト/シェア推進に伴う既有資格者の告示研修について
２）診療用放射線の安全管理体制整備及び医療被ばく低減施設認定について
３）読影の補助業務のさらなる推進
４）組織体制の強化について

５）イベントへの参加（渉外広報活動）について
６）第 37 回

日本診療放射線技師学術大会（全国大会）について

第５号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、賛成多数の拍手により承認された。
議長から、第５号議案を承認された旨が宣せられた。
第６号議案

専門部・委員会 事業計画

議案書記載の順で、各専門部・委員会から報告がなされた。
・学術研修部 （青木 学術部長）
活動内容について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・教育部 （米持 教育部長）
活動内容について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・編集部 （岩宗 編集部長）
１）群馬県診療放射線技師 会報誌 130 号、131 号、132 号、133 号の発行予定
２）会誌第 71 号の原稿募集・発刊予定について報告がなされた。
詳細は議案書のとおりである。
・企画推進部 （髙栁 企画推進部長）
働き方改革推進に関する意見交換用オープンチャットの開設と管理、座談会開催
について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・放射線管理部 （安藤

放射線管理部長）

議案書に沿って 7 項目について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・福利厚生部 （代行 川上 理事）
議案書に沿って３項目について説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。

・渉外広報部 （内村

渉外広報部長）

１）リレー・フォー・ライフ・ジャパンぐんまへの参加
２）群馬県血液センター献血の協力
３）一般社団法人 群馬県診療放射線技師会ホームページ管理
４）学校訪問事業（キャリア教育）
上記４項目を予定している旨の説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
・表彰委員 （川上 表彰委員長）
詳細は議案書記載のとおりである。
第６号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、拍手により承認された。
議長から、第６号議案が承認された旨が宣せられた。
第７号議案

2021 年度会計予算報告 （村上 財務部長）

議案書に基づき説明がなされた。
詳細は議案書記載のとおりである。
第７号議案について，議長は質疑応答に入る。
質問なし、拍手により承認された。
議長から、第７号議案が承認された旨が宣せられた。
第８号議案

その他

1．「一般社団法人

群馬県診療放射線技師会

内部規定

目崎議長は、
「一般社団法人 群馬県診療放射線技師会

一部改正」
内部規定 一部改正」

令和３年（２０２１年）４月１日より一部改正し施行することが報告されたこと
を確認した。
内部規定
１. 部及び委員会設置に関する規程
第6条

必要と認められる場合においては、部及び委員会を新設することがで

きる。この法人の部及び委員会は、以下の通りである。
総務部、財務部、教育部、渉外広報部、学術研修部、編集部、企画推進部、放
射線管理部、組織部、福利厚生部、表彰委員会、 以上。
（名称変更：女性部⇒企画推進部）

６．会費納入規定
第２条
２

定款第 7 条の正会員会費は年額８千円とする。

４

正会員のうち、年度当初の年齢が満６５歳を超えている会員の年会費は第２
条２で

定める額の半額とする。
上記の下線部を変更・追加するとの説明がされた。
この内部規定一部改正については、2021 年 4 月 16 日開催の 2021 年度第 1 回理
事会、また、2021 年 3 月 25 日開催

第 5 回理事会にて承認されたことを報告さ

れた。
議長は質疑応答に入る。
質問なし、挙手による採決に入る。
満場一致で承認された。
議長から、上記案件を承認された旨が宣せられた。
２．除籍者、名誉会員について（川上 理事）
小山

一郎氏：内部規定に従い、3 年間の会費未納のため除籍とする。

関根

一正氏：内部規定に従い、名誉会員とする。

上記のことが、理事会にて承認されたことを報告された。
議長は質疑応答に入る。
質問なし、挙手による採決に入る。
満場一致で承認された。
議長から、上記案件を承認された旨が宣せられた。

第 9 号議案 2021・2022 年度
小池
度

理事・監事

改選

幹義 選挙管理委員長の代行として、川島

康弘 氏 から 2021・2022 年

理事・監事 改選、選挙について、説明が行われた。

（一社）群馬県診療放射線技師会第２回選挙管理委員会（Web）において、
（１）役員立候補届受理の報告及び確認
2021 年 4 月 1 日付けで 2021･2022 年度の役員選挙を告示したところ以下のとお
り候補者届が提出され受理したことを委員長が委員会に報告した。
ア 受理内訳：理事（会長）1 名、理事 21 名、監事 2 名
イ 出席委員は Web 上で表示された全員の届出を確認した。

（２）資格審査
全員が以下の立候補資格を満たすことを確認した。
ア 選挙日１か月前に会員で以降も会員であること(役員選出規定第 24 条)。
イ 地区の承認を得ていること（同第 8 条）。
（３）選挙実施の有無
役員(理事･監事)の候補者数が役員定数を超えないため、無投票を決定し全候補
者を総会に報告することを決定した。
（４）公示文書の確認
案を承認。
（５）総会への議題提出について
定款及び役員選出規定に基づき、一般社団法人群馬県診療放射線技師会 2021･
2022 年度理事及び監事の選任、並びに会長候補者の選出について、以下のとお
り定期総会の議案として提出する。
ア 役員(理事･監事)の候補者数が役員定数を超えないため、選挙の方法は投票
によらず総会出席者による承認により決すること(役員選出規定第 9 条)。
イ 会長は、総会の場で理事の中から会長候補者を選出すること（同第 16 条）。
ウ 副会長及び常務理事は､新理事による理事会の決議によって選定すること
(同第 16 条)。
このことから、議長は質疑応答に入る。
「ア」につて審議に入る。
質問なし、挙手による採決に入る。満場一致で承認された。
「イ」につて審議に入る。
後閑

隆之 氏より、会長に立候補され、審議することとなった。

このことについて、挙手による採決に入る。満場一致で承認された。
そのため、第 81 回定時総会にて、後閑 隆之

氏が会長候補に選出された

「ウ」については、総会後に開催される第 2 回理事会にて決議によって選定する
ことについても満場一致で承認された。
2021・2022 年度 理事及び監事選任、会長選出について
「一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 定款 第５章 役員 役員の選任 第
２２条

理事及び監事は、別に定める役員選出規定に基づき総会の決議によって選任

する。
（平成２５年４月１日から施行）」これにより「一般社団法人
線技師会

群馬県診療放射

平成 2021・2022 年度理事（22 名）及び監事（2 名）」が、一般社団法人

群馬県診療放射線技師会

選挙管理委員会から選出報告され、第 81 回定時総会おい

て満場一致にて可決され、選任された。2021・2022 年度 理事・監事氏名等につい
ては、別紙参照。さらに、会長、副会長及び常務理事については、
「一般社団法人

群

馬県診療放射線技師会

定款 第５章

役員 役員の選任

第２２条 ２ 会長、副会

長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、
理事会は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定
する方法によることができる。
（平成２５年４月１日から施行）」この定款により、後
閑

隆之 氏が会長へ立候補し、会長候補者として第 81 回定時総会にて承認され、選

出された。会長、副会長及び常務理事選定については、2021 年度第 2 回理事会にて
決議される。

第 81 回定時総会における全ての審議が終了した。
続いて，議長および書記の解任が宣せられ、総会が終了した。
終了時間

20：00

