一般社団法人 群馬県診療放射線技師会
第８２回定時総会
２０２１年度 事業報告・決算報告
２０２２年度 事業計画・予算報告
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議案審議に先立ち、総会運営委員長 川島
会

録

員

総

数

事
康弘（前橋赤十字病院）から、下記の報告がされた。

５９６名（２０２２年５月７日 現在）
（総会案内・議案書発送）
注）ただし、２名

出 席 会 員 数

転居住所不明のため返却された

２４名（１８：３０現在）

委任状提出者数

３１０名

出席者数と委任状数合計

３３４名

よって、定款第１７条の規程（正会員総数の過半数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する。（過半数２９６名）
今回の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、出席者を最少人数にし他の方に対して
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

川島
村上
森田

審議に入る。

康弘

（前橋赤十字病院）

隆 （群馬中央病院）
秀樹

（済生会前橋病院）

議長から，２０２１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）２０２１年度事業報告・決算報告
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）告示研修（令和 3 年厚生労働省告示第 273 号研修）について
２）学術研修活動について
３）組織力の強化について
４）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８１回定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

学術研修部長）

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）2021 年度

群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会（３回開催）

２）群馬県立県民健康科学大学との共同研究
・教育部 （米持

教育部長）

活動内容および状況について，下記５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（令和 3 年度）
２）令和 3 年厚生労働省告示第 273 号研修における実技研修プログラム
３）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
４）学術大会等への協力

５）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７１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１３０号、１３１号、１３２号、１３３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。
・企画推進部（高柳企画推進部長）
勉強会・会議の開催について報告がなされた。
１）第１回

群馬県臨床検査技師会

群馬県診療放射線技師会合同勉強会

２）会議
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）

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。
詳細は議案書記載のとおりである。
１）２４施設のべ４３回の漏えい線量測定を実施、
２）放射線測定器校正事業２台
・福利厚生部 （川上

福利厚生部長）

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）

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）リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０２１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）
・表彰委員 （中山

表彰委員長）

１）２０２１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
４）２０２１年度厚生労働大臣表彰

５）２０２１年度保健事業等功労者知事表彰
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

組織部長）

２０２１年度における会員の動向また、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）

２０２１年度

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）

２０２２年４月１８日（月）、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・
町田監事が監査を行った。監査結果の詳細は、議案書のとおり、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２０２２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）２０２２年度事業計画・予算
第５号議案

一般事業計画

（後閑 会長）

議案書に沿って下記５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）告示研修（令和３年厚生労働省告示第２７３号研修）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）２０２２年度関東甲信越診療放射線技師学術大会について
７）第３８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

学術研修部長）

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。
１）２０２２年度

群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会（３回開催）

２）群馬県立県民健康科学大学との共同研究
・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。
１）診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー
２）日本診療放射線技師会主催「基礎技術講習 MRI 検査」
３）告示研修（実技研修）
４）学術大会等への協力
５）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

会報誌

１３４号、１３５号、１３６号１３７号の発行予定
２）会誌第７２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（高柳企画推進部長）
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。
１）群馬県臨床検査技師会

群馬県診療放射線技師会合同勉強会の開催

２）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管理
・放射線管理部 （安藤

放射線管理部長）

議案書に沿って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）漏えい線量測定事業の推進と啓発活動
２）ImPACT、PCXMC の貸出事業の推進
３）研修会の実施
４）委託校正事業の推進
５）広報活動の充実
６）群馬県保険医協会との連携の強化
７）ルミネスバッジによる委託測定事業の推進
・福利厚生部 （川上

福利厚生部長）

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。
１）会員の慶弔に関すること
２）求人求職に関すること
３）その他
・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）学校訪問事業（キャリア教育）
４）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

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 （中山

表彰委員長）

詳細は議案書記載のとおりである。
１）２０２２年度日本診療放射線技師会永年勤続表彰対象者の選考と推薦、申請
２）２０２２年度群馬県診療放射線技師会勤続 20 年表彰対象者の選考と推薦、申請
３）その他の表彰に関する選考と推薦、申請など
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

２０２０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．報告事項
嶋田副会長から、一般社団法人

群馬県診療放射線技師会

内部規定

一部改正

令和４年（２０２２年）４月２１日より一部改正し施行することが報告された。
一般社団法人
内規規則

群馬県診療放射線技師会

内部規程改正について

抜粋

８. 表彰等に関する規程
第１条

本会の会員で次の各号に該当する者は、本規程により表彰する。

（１）20 年以上診療放射線技師関連業に従事したもので、本会に入会後引き
続き 10 年以上会費を完納した者
（２）本会の発展に功績が顕著である者
（３）本会の名声を高揚する研究、発明、発見又は考案を行った者
附則（2022 年（令和 4 年）4 月 21 日一部改正）

（１）について、改正案が提示され、2022 年 4 月 21 日に開催された 2022 年度第 1 回理事会に
て改正することが承認された。
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．会員資格の喪失について
目崎

組織部長より会員資格の喪失について報告された。

一般社団法人

群馬県診療放射線技師会

定款

抜粋
（会費の負担）
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会
員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。ただし、名誉会員は会費の負担を免除さ
れる。

（会員資格の喪失並びに権利及び義務）
第 10 条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
（１）当該会員が死亡し若しくは失踪宣言を受けた場合、又は解散した場合
（２）第７条の支払義務を継続して３年以上履行しなかった場合
（３）総正会員が同意した場合
２ 会員が、前２条及び前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権
利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
３ この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、
これを返還しない。
上記の定款「第 10 条（２）第７条の支払義務を継続して３年以上履行しなかった場合」に対す
る会員資格の喪失者の報告がされた。
会員資格の喪失者
会員番号

氏名

勤務先

G59461

後藤

和久

城山病院

G63314

高橋

涼

石井病院

G69480

北浦

達也

くすの木病院

上記者に対し、会員資格を喪失する。
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。
３．委任状の会員からの意見
意見１）いつもありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。（同意見２名）
回答：感謝のお言葉、ありがとうございます。今後の励みにさせていただきます。
意見２）委任状をインターネットにてできるようにしてほしい。
回答：委任状につきましては、当会の登記等をお願いしている司法書士の先生から、「委
任状は、書面でなければならない。」と指導を受けているため現在のところインター
ネットを使用した委任状は認められないことから、返信ハガキにて委任状をいただい
ています。今後、デジタルトランスフォーメーション化を進める中で検討してまいり
ますのでご理解ください。
意見３）議案書 P22-23 会員動向中の「決裁日」が毎年「決済日」となっており、修正したほう
がよいのではないでしょうか。
回答：ご指摘ありがとうございます。修正させていただきます。
意見４）技師会主催の勉強会のお知らは、どのように案内を出しているのでしょうか。
たまに受け取れないです。
回答：申し訳ございません。送り先等の状況を確認して、対応いたします。なお、本会主
催の勉強会等は、会報及びホームページで周知させていただいておりますことをご留
意ください。また、勉強会の案内は、会員の会誌送付先（自宅または所属施設）へ案
内するケース、会員所属施設へ案内するケースと重複して群放技 HP 上でも案内して
います。自宅住所や勤務先など会員情報の変更があっても変更申請がされておらず、
送付したものが戻ってきてしまうケースも見られます。変更があった際には、速やか
に変更していただければと思います。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い
いたします。
第８２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。
終了日時

２０２２年５月２６日

１９：３０

第８２回 定時総会

理事及び監事 出席者
出席者：２４名

下記に出席した理事監事の氏名・担当を示す
１． 後閑 隆之

会長

２． 嶋田 博孝

副会長（総務担当）

３． 五十嵐 博

副会長（事業担当）

４． 村上

財務部長

隆

５． 神場 紀仁

財務部員

６． 川島 康弘

総務部長

７． 櫻井 昇幸

総務部員

８． 森田 秀樹

総務部員

９． 青木 里佳

学術研修部長

１０．山口

学術研修部員

透

１１.米持 圭太

教育部長

１２.干川 重光

教育部員

１３．鈴木 智也

教育部員

１４．飯塚 知也

教育部員

１５．岩宗 裕人

編集部長

１６．髙柳 美希

企画推進部長

１７．安藤 大輔

放射線管理部長

１８．内村 清香

渉外広報部長

１９．丸山

星

渉外広報部員（ホームページ担当）

２０．目﨑

聡

組織部長

２１．川上

裕

福利厚生部長

２２．中山 正人

表彰委員長

２３．髙橋

昇

監事

２４．町田 利彦

監事

第８２回 定時総会
議長、議事録署名人、書記
下記に氏名を示す
議 長

目﨑

聡

（沼田脳神経外科循環器科病院）

書 記

川島

康弘 （前橋赤十字病院）

議事録署名人

村上

隆 （群馬中央病院）

森田

秀樹 （済生会前橋病院）

