
2019 年度 一般社団法人新潟県臨床検査技師会 通常総会議事録 

 

 

１：期日 2019 年 5 月 26 日（日）15 時 40 分～17 時 00 分 

２：会場 駅前オフィス貸会議室 ７階 大会議室 

３：会員総数 1372 名 

４：出席者  62 名  委任状提出者  974 名 

５：出席理事 渡邊博昭・阿部千尋・坂西清・桑原喜久男・小柳博明・佐藤卓・古谷晴子 

       五十嵐康之・畔上公子・神林真弓・近藤善仁・寺島健・中村岳史・星山良樹 

       藤田陽介・草間孝行・清水留美・本間幹人・山田加寿子・田村正史・関俊輔 

       大瀧直也・髙橋奈津子・青木康博・小林宏一・本間法子 

６：出席監事 吉原正弘 

７：議事録作成者  関元気 斎藤絵美 

 

１）司会者指名 

渡邉会長より阿部副会長が指名された。 

２）開会の辞 

阿部副会長より開会の辞があった。4 月に佐渡支部の嶋川技師がご逝去されたことに対

して、黙とうをささげた。 

３）会長挨拶・来賓紹介 

  渡邉会長より挨拶があった。 

  名誉会員ならび歴代会長 1 名（第８代会長 小林 元康様）の紹介があった。 

４）資格審査報告 

本間資格審査委員より報告があった。 

会員総数 1372 名中、出席者 62 名、委任状提出者 974 名（委任状内訳は全て

会長）で会員の過半数を超えており、定款第２８条により本総会は有効に成立している

と報告があった。 

５）議長選出・議長挨拶・総会役員選出 

総会司会者より議長選出方法を総会出席者に諮り「司会者一任」の発言があり、拍手に

て承認を得た。定款２７条に基づき司会者より、議長に石田真一技師（中越支部）、副

議長に阿部健司技師（上越支部）が指名された。議長挨拶後、総会役員の指名をされた。

書記に関元気技師（下越支部）、斎藤絵美技師（下越支部）、議事録署名人に藤井佳子技

師（新潟支部）、小林弘樹技師（新潟支部）が選任された。 

６）表彰 

・永年会員功労者表彰 

 受賞者 33 名 事務局より賞状を発送した。 



  ・特別功労者表彰 

   山川 栄一技師 

  ・名誉会員表彰 

   相田 清治技師 

  ・生涯教育奨励賞 

   石塚 浩章技師 上越支部 取得点数 394 点 

   小野 篤史技師 新潟支部 取得点数 390 点 

   寺島 健技師  中越支部 取得点数 390 点 

  ・生涯教育新人賞 

   関 俊輔技師  下越支部 取得点数 300 点 

７）議案審議 

・第 1 号議案「平成 30 年度事業報告の承認を求める件」 

・第 2 号議案「平成 30 年度収入・支出決算報告の承認を求める件」 

・第 3 号議案「平成 30 年度監査報告について」 

  議長より第 1・2・3 号議案について一括して審議することとし事務局に説明を求めた。 

  渡邊会長より、平成 30 年度事業概要について報告があった。（会誌：第 311 号 116 ペ

ージ参照） 

  総務部：阿部副会長より、通常総会の開催、会務の執行体制、諸会議の開催、組織対策、

地域保健医療活動および公益事業、求人情報、災害関係、表彰関係の報告があった。（会

誌：第 311 号 117～118 ページ参照） 

  学術部：桑原副会長より、学会、検査研究部門、精度管理事業、生涯教育の報告があっ

た。（会誌：第 311 号 119～126 ページ参照） 

  広報部：坂西副会長より、新臨技会誌、新臨技ニュース、新臨技ホームページの報告が

あった。（会誌：第 311 号 126～130 ページ参照） 

  事務局：小柳事務局長より、平成 30 年度収支決算報告があった。（会誌：第 311 号 134

～140 ページ参照）また、公益目的支出計画の実施報告がなされた。 

  ・監査報告 

  監事の吉原正弘技師（中越支部）より、小林啓二氏（新潟県医師会）と令和元年 5 月 16

日、県技師会事務所において、渡邊会長、坂西・桑原・阿部副会長、小柳事務局長、古

谷理事の立会いの下、監査を行い本会の事業並びに収支決算は、いずれも適正かつ正確

に行われていることが報告された。意見・要望として、事業の適正な遂行のため各理事

が誠実に取り組まれていることに対して敬意を表された。公益活動の充実を挙げ、順調

に事業支出もなされ、次年度も計画に沿った支出となるよう述べられた。地域保健医療

活動へのボランティア協力を、会員に働きかけるように述べられた。 

  議長が第 1 号議案および第 2 号議案について一括質疑を求めたところ、高野技師（新

潟支部）より、「検査研究部門の任期について」質問があった。桑原副会長より、任期



上限の記載はない。との回答があった。また、高野技師（新潟支部）より、役員をやる

ことにより自己の研鑽になるため、上限を設けてはどうか。との提案があり、桑原副会

長より、次年度以降の検討課題とさせていただきたい。との回答があった。 

  その後、第 1 号議案および第 2 号議案は拍手にて承認された。 

  ・第 4 号議案「支部提出議案について」 

  ・第 5 号議案「日臨技定期総会提出議案について」 

  支部および会場・事務局より提出議案はなく、議案は拍手にて承認された。 

８）役員選出 

・第 6 号議案「2019、2020 年度の役員選出について」 

本総会の終結をもって理事、監事の任期が満了するため、新潟支部選考委員長の高野技

師より新役員候補者の紹介があり、一人ずつ議場に諮ったところ、下記の者が選任され、

満場異議なく拍手により承認された。 

新役員 

上越支部（理事）          新潟支部（理事） 

丸山 大輔 技師          鈴木 秀幸 技師 

押山 ルミ子 技師         鎌田 真由美 技師 

吉浦 晶也 技師          渡邊 博昭 技師 

                  小柳 博明 技師 

中越支部（理事）          星山 良樹 技師 

田村 正史 技師          中村 岳史 技師 

奈良 佳輝 技師          神林 真弓 技師 

桑原 喜久男 技師         荒木 諒太 技師 

高橋 由美子 技師         田端 篤 技師 

湯本 健史 技師          古島 香織 技師 

五十嵐 康之 技師 

草間 孝行 技師          佐渡支部（理事） 

                  宮崎 勝吉 技師 

下越支部（理事）          笠井 恵美子 技師 

米山 裕美 技師 

小林 宏一 技師 

関 俊輔 技師 

 

 

監事 

吉原 正弘 技師 

小林 啓二 氏（新潟県医師会） 



 

渡邊会長より会長委嘱理事として坂西清技師（中越支部）・寺島健技師（中越支部）・近

藤善仁（下越支部）・佐藤卓（新潟支部）・畔上公子（新潟支部）が報告され、満場異議

なく拍手にて承認された。 

 

続いて事務局より 2019 年度事業計画並びに 2019 年度収支予算の報告があった。 

渡邊会長より、2019 年度事業計画概要について報告があった。（会誌：第 311 号 149 ペ

ージ参照） 

総務部：阿部副会長より、会務の執行体制、諸会議、組織対策、公益活動（地域保健医

療活動）、求人情報の提供、表彰関係の計画報告があった。（会誌：第 311 号 150～151

ページ参照） 

学術部：桑原副会長より、学会、検査研究部門、精度管理事業、生涯教育の計画報告が

あった。（会誌：第 311 号 151～152 ページ参照） 

広報部：坂西副会長より、新臨技会誌、新臨技ニュース、新臨技ホームページの計画報

告があった（会誌：第 311 号 152～153 ページ参照） 

事務局：小柳事務局長より 2019 年度収支予算報告があった。 

副議長が質疑を求めたところ、高野技師（新潟支部）より、論文や学会発表などの質を

評価するような表彰を設けてはどうか。との提案があった。阿部副会長より、今現在考

えており、県学会での演題賞を検討している。との回答があった。 

９）総会役員解任・議長挨拶・閉会の辞 

議長より、2019 年度通常総会が無事に終了したことに対する感謝があった。 

 

以上の議事録が正しいことを証明するため、次の議長および議事録署名人が署名捺印

する。 

 

 

議長                   ㊞ 

 

 

                     ㊞ 

 

 

議事録署名人               ㊞ 

 

                      

                     ㊞ 


