
 

 
平成 27年度 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

臨時社員総会議案書 
 

 

 

 

 
日 時； 平成 28年 3月 20日(日) 午後 0時 30 分より 

 

会 場； 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

 

式次第 

１． 開会の辞 

２． 議長団選出 

３． 議事録署名人選出 

４． 総会成立宣言 

５． 審議事項 

    第 1号議案 平成 28年度事業活動方針案 

    第 2号議案 平成 28年度会計予算案 

６． 議長団解任 

７． 閉会の辞 
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審議事項 
 

第１号議案 平成２８年度事業活動方針案 

２８年度重点活動方針  
１． 各事業における質の向上 

（ア）より会員ニーズに合った事業展開を行う。 

（イ）資格更新等に必要なポイントを付与できるセミナー等を増加させる。 

２． 会員間の連携強化 

（ア） 日本臨床工学技士会や近畿臨床工学技士会連絡協議会等との連携を密にし、関

係団体との連携を強化する。 

（イ） 組織委員会の活用で会員相互または所属施設間が連携しやすい環境を構築す

る。 

（ウ） 女性技士が積極的な参加を行える事業活動の整備を展開する。 

３． 健全かつ安定した運営基盤の確立 

（ア）新入会員の増加を推進し、職能団体としての組織強化を図る。 

（イ）各事業における予算の執行を適切に行う。 

（ウ）記念式典等の将来事業に充てる準備金を予算化する。 

（エ）増収に関する諸策を展開する。 
 

 

具体的な事業 
 

１：臨床工学の普及啓発活動に関すること 

 府民へ臨床工学技士を紹介する 

・ キッズセミナー（仮称）を開催し、紹介と将来の担い手の確保に努める 

新入会員獲得に向けての事業を行う 

・ 学校への技士会活動の説明会を開催し、新卒者の入会を促進する 

・ セミナー等開催時に入会特典を使用し、入会を促進する 

 より積極的に参加いただける技士会活動を行う 

・ 公益社団法人日本臨床工学技士会の組織委員会と連携する 

・ 大阪府のブロック制度の導入を引き続き検討する 

２：臨床工学領域における安全対策事業に関すること 

 医療機器安全管理セミナーを開催する 

３：臨床工学に関する刊行物の発行および調査研究 

 機関新聞『たより』等の刊行物の発行を行う 

４：臨床工学に関する助成及び顕彰 
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 公益社団法人日本臨床工学会への拠出金を負担する 

近畿臨床工学会への拠出金を負担する 

 近畿での男女共同参画事業に対しての拠出金を負担する 

５：臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること 

 生涯教育セミナーを開催する 

６：臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること 

 第 26回日本臨床工学会への協力を行う 

 第 23回近畿臨床工学会の成功に協力する 

各種セミナーや講習会等を開催する 

 教育 NEWSの発行を行う 

７：関連団体との連帯交流並びに地域保健事業への協力 

 大阪府健康医療部薬務課をはじめ行政との連携を密にする 

 日本赤十字献血事業への協力を行う 

８：その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 事務作業の精度を上げるとともに作業の簡便化を図る 

 定時及び臨時社員総会、理事会等を開催する 

 インターネット環境の整備を行い、会員の利便性を高める 

 ITを活用し、会の運営を効率化する 

 メールマガジンの充実を行い、有益な情報配信を行う 

 公益社団法人化への検討を継続する 
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第２号議案 平成２８年度会計予算案 

 
収 支 予 算 案 

自 平成２８年 ４月 １日 

至 平成２９年 ３月３１日 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

Ⅰ．収入の部    （単位：円） 

勘 定 科 目 
前年度予算額 当年度予算額  増 減 備 考 

大・中・小科目 

 1. 事業活動収入       

  ① 会費収入       

       (1) 入会金 200,000 240,000 40,000 
新入会者数 120名 

@ 2,000円 

       (2) 年会費 4,464,000 4,800,000 336,000 

 

正会員数 1,200名 

@ 4,000円 

 

       (3) 未納年会費 132,000 260,000 128,000 未納正会員年会費 33件 

       (4) 賛助会費 800,000 800,000 0 計 80社 @ 10,000円 

  ② 事業収入     

       (1) 安全対策事業に関する事業 300,000 300,000 0 

 

医療機器安全管理セミ

ナー等 

 

       (2) 職業倫理の高揚に関する事業 150,000 150,000 0 
 

生涯教育セミナー等 

 

       (3) 学術技能の研鑽及び資質の向上に

関する事業 
2,200,000 2,200,000 0 

 

呼吸､代謝､循環 

各セミナー 計 10回 

 

  ③ 広告費収入 300,000 500,000 200,000 
会誌、職業体験セミナー

等 

  ④ 雑収入     

       (1) 還付金 8,000 8,000 0 

 

日本臨床工学技士会 

還付金 

 

       (2) 受取利息 800 800 0 口座預金利息 

事業活動収入計（A） 8,554,800 9,258,800 704,000  
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Ⅱ．支出の部（その１）    （単位：円） 

勘 定 科 目 
前年度予算額 当年度予算額  増 減 備 考 

大・中・小科目 

 2. 事業活動支出         

  ① 事業費支出         

       (1) 普及啓発に関する事業 
   

 

・技士会活動説明会開催費 150,000 150,000 0 交通費、資料作成費など 

・キッズセミナー開催費 200,000 300,000 100,000 会場費、設備費など 

・男女共同参画事業運営費 0 50,000 50,000 会議費、供出金など 

・大阪医工プロジェクト活動費 100,000 0 -100,000 会議費、交通費など 

       (2) 安全対策事業に関する事業 300,000 300,000 0 

 

医療機器安全管理セミ

ナー等 

 

       (3) 刊行物の発行及び調査研究に 

           関する事業 
        

     ・会誌等刊行物発行費 2,000,000 2,500,000 500,000 

 

会誌、たより（1,5,9月） 

計 12回 

 

     ・調査、研究費 100,000 50,000 -50,000 
 

組織委・学術委調査費 

 

       (4) 助成及び顕彰に関する事業 100,000 200,000 100,000 

 

第 26回 日本臨床工学

会 

第 23回 近畿臨床工学

会 

 

       (5) 職業倫理の高揚に関する事業 300,000 300,000 0 
 

生涯教育セミナー等 

 

       (6) 学術技能の研鑽及び資質の向上に 

           関する事業 
     

  

 

 

 

          ・セミナー開催費 2,800,000 2,800,000 0 

 

呼吸､代謝､循環   

各セミナー 計 10回 

 

       (7) 地域保健事業への協力に 

      関する事業 
80,000 80,000 0 

 

日本赤十字献血協力費 

8月､1月：計 2回 

 

       (8) その他法人の目的を達成するため 

           に必要な事業 
      

 

 

 

 

          ・総会運営費 150,000 150,000 0 

 

会場賃借代、雑費 

(定時､臨時：計 2回） 

          ・インターネット環境整備費 70,000 150,000 80,000 
 

管理委託費､ｻｰﾊﾞ使用料 

遠隔会議機能整備費等 
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  事業費支出計 (a) 6,350,000 7,030,000 680,000 
  

 

Ⅱ．支出の部（その２）    （単位：円） 

勘 定 科 目 
前年度予算額 当年度予算額  増 減 備 考 

大・中・小科目 

  ② 管理費支出        

       (1) 通信・郵送費 120,000 120,000 0 ハガキ､切手､小包等 

       (2) 事務費         

          ・事務用品費 100,000 100,000 0 筆記用具等 

          ・消耗品費 100,000 100,000 0 封筒、PPC用紙､ｲﾝｸ等 

          ・支払手数料 180,000 250,000 70,000 
振込、年会費振替、 

登記内容変更手続等 

       (3) 会議費         

      ・理事会会議費 150,000 150,000 0 

 

会議室賃借料､交通費  

(12回/年） 

 

          ・委員会会議費 300,000 250,000 -50,000 

 

組織､学術､編集､情報 

各会議費および交通費 

 

       (4) 出張費 500,000 500,000 0 

 

日本臨床工学会（都道府

県意見交換会及び代表

者会議等） 

 

       (5) 交際費 50,000 30,000 -20,000 冠婚葬祭､慶弔等 

       (6) 法人税 70,000 70,000 0 府民税,市民税 

 

 
    

      （7）設立 20周年記念事業積立 500,000 500,000 0 

 

記念式典､記念誌発行費

等 準備金 

 

  ③ 予備費支出 134,800 158,800 24,000  

  管理費支出計 (b) 2,204,800 2,228,800 24,000   

  事業活動支出計 (a)＋(b)＝(B) 8,554,800 9,258,800 704,000  

  事業活動収支差額 ＝(A)-(B) 0 0 0   

 


