
 

 
平成 29年度 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

定時社員総会議案書 
 

 

 
日 時； 平成 29 年 6 月 4日(日) 午後 4 時 00 分より 

 

会 場； 大阪市社会福祉研修・情報センター 

（ウェルおおさか）5階 大会議室 

 

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年度事業活動報告 

    第 2号議案 平成 28年度収支決算報告 

    第 3号議案 監査報告 

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年度事業活動報告 

① 平成 28年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会定時社員総会 
  会期；平成 28年 6月 5 日 
 
 平成 28年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会臨時社員総会 
  会期；平成 29年 3月 26 日 

 

② 理事会開催 10回 
・ 平成 28年 4月 9日   平成 28年度第 1回理事会 

・ 平成 28年 5月 21日  平成 28年度第 2回理事会 

・ 平成 28年 6月 5日   平成 28年度第 3回理事会 

・ 平成 28年 7月 2日    平成 28年度第 4回理事会 

・ 平成 28年 9月 10日   平成 28年度第 5回理事会 

・ 平成 28年 10月 8日   平成 28年度第 6回理事会 

・ 平成 28年 11月 5日  平成 28年度第 7回理事会 

・ 平成 29年 1月 14日   平成 28年度第 8回理事会 

・ 平成 29年 2月 4日   平成 28年度第 9回理事会 

・ 平成 29年 3月 4日   平成 28年度第 10回理事会 

 

③ 委員会活動 
 (1)広報（編集） 

・ 第 22回近畿臨床工学会論文集発行 

・ 定期郵送物発送（15回） 

・ 「たより第 30号」の編集、発行（平成 28年 5月） 

・ 「たより第 31号」の編集、発行（平成 28年 9月） 

・ 「たより第 32号」の編集、発行（平成 29年 1月） 

 

 (2)広報（情報） 

  ・情報委員会の開催 

 ・パソコンおよび携帯向けのホームページによる情報提供 

 ・オンライン入会・会員情報変更フォーム、会員向けメールマガジン登録フォームの公開 

 ・一般社団法人大阪府臨床工学技士会の情報開示 

 ・学術勉強会、セミナー、講習会等の案内 

 ・求人情報の提供  

 ・会員向けメールマガジンの配信 

 ・Facebookの公開 

 

(3)学術（呼吸、代謝、循環、ME、教育（若手・ｼﾆｱ・研究開発）広報、統括、事務局） 

・ 学術委員会の開催 

・ 企画運営、教育 

 

Ⅰ. 平成 28年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会基礎教育セミナー 

 開催日時 ：平成28年5月22日（日）11:00～17:30 

 開催場所 ：藍野大学 中央図書館 

 テ ー マ ：「平成28年度基礎教育セミナー」 
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 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会教育部門 

 参加人数 ：27名（正会員6名、学生1名、非会員20名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：1,000円 

学生：1,000円、非会員：3,000円 

 実施内容 ：①紹介：「大阪府臨床工学技士会の活動内容紹介」 

           大阪府臨床工学技士会 組織委員会 

講師：りんくう総合医療センター 奥田 重之 先生 

②講演Ⅰ：「臨床で使える接遇マナースキルアップ講座」 

講師：有限会社カナルプランニング 太田 久美子 先生 

③講演Ⅱ：「血液透析業務で新人が注意しておきたいこと」 

講師：仁真会 白鷺病院 小北 克也 先生 

④講演Ⅲ：臨床研究の基礎「これから臨床研究を始める人へ」 

講師：国立循環器病研究センター 西垣 孝行 先生 

⑤講演Ⅳ：集中治療の周辺知識 ECMO管理における最近の動向「-評価と適応-」 

   講師：大阪市立総合医療センター 赤松 伸朗 先生 

 

Ⅱ.第 5回一般社団法人大阪府臨床工学技士会医療機器安全管理セミナー 

 開催日時 ：平成28年6月5日（日）10:00～15:30 

 開催場所 ：ウェルおおさか 4F会議室 

 テ ー マ ：「安全管理と災害対策」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会ME部門 

 参加人数 ：68名（正会員51名、学生0名、非会員17名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：2,000円、非会員：4,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「医療機器安全管理の基礎」 

講師：箕面市立病院 福田 将誉 先生 

 ②講義Ⅱ：「医療機器管理における品質管理」 

講師：東京工科大学 田仲 浩平 先生 

 ③講義Ⅲ：「大規模災害時の対策と実際」 

講師：寝屋川市 健康部 猪俣 由紀子 先生 

④講義Ⅳ：「病院における災害対策の実際・検討」 

  1）「病院災害対策本部運用時におけるCEの役割について」 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 北村 孝一 先生 

  2）「停電時対策について」 

講師：錦秀会 阪和記念病院 松井 智博 先生 

  3）「透析における災害対策について」 

講師：蒼龍会 井上病院 榎本 拓 先生 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「災害を想定したリスクヘッジ」～大規模災害を経験して～ 

講師：ニプロ株式会社 二階堂 拓 先生 

 

Ⅲ.第 10回一般社団法人大阪府臨床工学技士会血液浄化セミナー 

 開催日時 ：平成28年8月28日（日）10:00～16:10 

 開催場所 ：ウェルおおさか 5F大会議室 

 テ ー マ ：「血液浄化の最前線」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会代謝部門 

 参加人数 ：99名（正会員77名、学生0名、非会員22名） 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円  

 実施内容 ：①New TopicsⅠ：「今日までの国内外の研究からわかったsepXirisの 
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可能性と課題」 

          講師：ＢＧＲ事業部 統括マーケティング部 綱島 英人 先生 

 ③New TopicsⅡ：「末梢動脈疾患の診断における皮膚灌流圧(SPP)測定」 

～「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」をふまえて～ 

 講師：株式会社カネカ 医療器事業部 髙谷 篤義 先生 

③New TopicsⅢ：「DFサーモによる閉塞性動脈硬化症の治療について」 

講師：川澄化学工業株式会社 営業一部学術営業 玉地 正樹 先生 

 ④講義Ⅰ：「集中治療領域における 急性血液浄化療法を用いた治療戦略」 

講師：国立病院機構大阪医療センター 峰松 佑輔 先生 

⑤講義Ⅱ：「重症疾患における選択的血漿交換療法」 

講師：東京医科歯科大学医学部附属病院 大久保 淳 先生 

⑥ボランティア報告：「地震に対峙して考えること」 

講師：関西医科大学香里病院 熊山 義久 先生 

⑦ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「みんなで取り組む消毒薬の適正使用」 

講師：神戸大学医学部附属病院 薬剤部 西岡 達也 先生 

共催：日機装株式会社、杏林製薬株式会社 

 

Ⅳ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会循環器セミナー 

 開催日時 ：平成28年11月27日（日）10:00～16:00 

 開催場所 ：あべのハルカス 25F会議室 

 テ ー マ ：「PCPSの管理」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会循環部門 

 参加人数 ：101名（正会員60名、学生5名、非会員36名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「今さら聞けないPCPS管理に必要な基礎知識」 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 山本 朋納 先生 

②講義Ⅱ：「ECMOプロジェクトチームにおける患者管理」 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 井上 佳世 先生 

③講義Ⅲ：「看護師側からのPCPS管理」 

講師：関西医科大学総合医療センター 濱田 直子 先生 

④講義Ⅳ（ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ）：「PCPSへの各社の取り組み」 

共催：ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

株式会社ジェイ・エム・エス 

泉工医科工業株式会社 

テルモ株式会社 

日本メドトロニック株式会社 

平和物産株式会社 

⑤講義Ⅴ：「PCPS管理の実際」 

講師：国立循環器病センター 林 輝行 先生 

⑥講義Ⅵ：「PCPSのあれこれをみんなで語り、考えよう」 

司会：関西医科大学医療センター 佐藤 昌臣 先生 

講師：国立循環器病研究センター 吉田 幸太郎 先生 

講師：大阪大学医学部附属病院 加藤 貴充 先生 

講師：大阪市立総合医療センター 赤松 伸朗 先生 

 

Ⅴ.第 6回一般社団法人大阪府臨床工学技士会実践呼吸療法セミナー 

 開催日時 ：平成28年12月18日（日）9:55～15:45 

 開催場所 ：国際障害者交流センター ビッグ・アイ 
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 テ ー マ ：「職種の専門性を生かしたアセスメント」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会呼吸部門 

 参加人数 ：187名（先行事前登録（会員のみ）60名、一般事前登録・当日登録127名） 

 参 加 費 ：先行事前登録：2,000円、一般事前登録：4,000円、当日手数料1,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「看護師のアセスメント ～フィジカルアセスメント～」 

講師：住友病院 蔭山 陽子 先生 

 ②講義Ⅱ：「理学療法士のアセスメント ～何を感じて治療に生かすか～」 

講師：北野病院 本田 憲胤 先生 

 ③講義Ⅲ：「臨床工学技士のアセスメント ～ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾓﾆﾀｰの読み方～」 

講師：西神戸医療センター 石橋 一馬 先生 

 ④講義Ⅳ：「臨床工学技士のアセスメント ～人工呼吸管理中の医療安全～」 

講師：兵庫医科大学病院 木村 政義 先生 

 

Ⅵ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会 ME部門ハンズオンセミナー 

 開催日時 ：平成29年2月19日（日）9:30～12:30 

 開催場所 ：大阪ハイテクノロジー専門学校 メディカル棟 

 テ ー マ ：「患者安全回路（REM）用抵抗器Boxの作成と検証」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会ME部門 

 参加人数 ：15名（正会員12名、学生0名、非会員3名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：5,000円 

学生：5,000円、その他：6,000円 

 実施内容 ：①講義：「電気メスの保守点検について」 

         講師：大正医科器械株式会社 橋本 敏仁 先生 

              ②講義：「テスト用抵抗器作成の説明」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

              ③実習：「REMテスト用抵抗器作成」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

              ④実習：「デジタルマルチテスターによる検証」、「電気メスのREMテスト」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

 

Ⅶ.第 11回一般社団法人大阪府臨床工学技士会血液浄化セミナー 

 開催日時 ：平成29年2月26日（日）10:00～16:00 

 開催場所 ：ウェルおおさか 5階大会議室 

 テ ー マ ：「浸透戦術」  

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会代謝部門 

 参加人数 ：145名（正会員89名、賛助会員0名、学生0名、非会員56名） 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円  

  実施内容 ：①講義Ⅰ「心電図の先をみる」 

講師：関西医科大学香里病院 熊山 義久 先生 

②講義Ⅱ「透析困難症患者への治療戦略」 

講師：医療法人 三軒医院 牧尾 健司 先生 

        ③講義Ⅲ「病状に応じたアフェレシス治療の選択」 

           講師：大阪市立大学医学部附属病院 花岡 吾子 先生 

        ④講義Ⅳ「透析用水質管理のガイドラインについて」 

           講師：純真学園大学 楢村 友隆 先生 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰⅠ「ポケットレーザードップラー測定装置LDF」 

講師：株式会社ジェイ・エム・エス 三輪 公一 先生 

⑥ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰⅡ「析用監視装置GC110Nの自動機能 
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「自動化の恩恵と弊害」」 

講師：宝生会 PL病院 児玉 健一郎 先生 

共催：株式会社ジェイ・エム・エス、旭化成メディカル株式会社、 

 

Ⅷ. 一般社団法人大阪府臨床工学技士会循環器部門ハンズオンセミナー 

 開催日時 ：平成29年3月4日（日）14:00～16:00 

 開催場所 ：藍野大学 茨木キャンパス D棟 1階 D106実習室 

 テ ー マ ：「心臓の解剖を理解しよう」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会循環部門 

参加人数 ：14名（正会員9名、学生0名、非会員5名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：1,000円 

学生：1,000円、その他：2,000円 

 実施内容 ：①講義、実習：「心臓解剖」 

         共催：日本光電関西株式会社 

 

Ⅸ.第８回一般社団法人大阪府臨床工学技士会呼吸療法セミナー 

 開催日時 ：平成29年3月26日（日）9:55～15:45 

 開催場所 ：エル・おおさか エル・シアター 

 テ ー マ ：「呼吸不全への関わり」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会呼吸部門 

 参加人数 ：359名（先行事前登録（会員のみ）59名、一般事前登録・当日登録300名） 

 参 加 費 ：先行事前登録：2,000円、一般事前登録：4,000円、当日手数料1,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「栄養管理の基礎」 

講師：近森病院 宮澤 靖 先生 

 ②講義Ⅱ：「胸部レントゲンとCT」 

講師：藤田保健衛生大学 大屋 富彦 先生 

 ③講義Ⅲ：「人工呼吸器の設定を考える ～基礎～」 

講師：宝塚市立病院 今中 秀光 先生 

 ④講義Ⅳ：「人工呼吸器の設定を考える ～最近のモニタリングから～」 

講師：大阪府立母子保健総合医療センター 竹内 宗之 先生 

 

Ⅹ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会ウィークエンドセミナー 

開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・学生：無料、非会員：500円 

①開催日時 ：平成28年9月24日（土）18:30～20:30 

  開催場所 ：TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム 3C 

  テ ー マ ：「ニプロ株式会社製 自動採液装置 NISE」 

  参加人数 ：10名（正会員10名、学生0名、非会員0名） 

 

②開催日時 ：平成28年12月3日（土）18:30～20:00 

  開催場所 ：グランフロント大阪 北館タワーC 8F  

  テ ー マ ：「透析液測定のポイント」 

  参加人数 ：44名（正会員31名、学生1名、非会員12名） 

 

③開催日時 ：平成29年1月21日（土）18:30～19:30 

  開催場所 ：なにわ生野病院 8F会議室 

  テ ー マ ：「光源装置について」 

  参加人数 ：26名（正会員20名、学生0名、非会員6名） 
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④開催日時 ：平成29年2月25日（土）15:00～17:00 

  開催場所 ：JCHO大阪病院 6F講堂 1・2 

  テ ー マ ：「色々な血行動態モニター」 

  参加人数 ：10名（正会員5名、学生0名、非会員5名） 

 

Ⅺ.教育 NEWS（学会・勉強会の案内）の編集・発行 

 

 (4)総務（財務・税務） 

 ・平成 28年度定時社員総会、臨時社員総会運営 

 ・公益社団法人化にむけての活動 

 ・定款、細則、内規の見直しおよび追加 

 

 (5)連携推進部（志望者拡大・男女共同参画・ブロック制度準備・災害対策推進） 

・組織委員会の開催（1回） 

・ブロック制度準備委員会の開催（1回） 

・志望者拡大委員会の開催（2回） 

・災害対策推進委員会の開催（4回） 

・職業体験セミナーの準備 

・養成学校向けの一般社団法人大阪府臨床工学技士会説明会開催（3校） 

・マザーズルームの開設（平成 28年 12月 18日 第６回実践呼吸療法セミナー、 

平成 29年 3月 26日 第８回呼吸療法セミナーにて） 

・女子会「花臨～KARIN～」の開催（平成 28年 8月 21日） 

 

⑤渉外活動報告 
・公益社団法人日本臨床工学技士会 

・近畿臨床工学技士会連絡協議会 

・チーム医療 CE研究会 

・日本体外循環技術医学会近畿地方会 

・第 30回臨床工学技士国家試験監督員派遣（平成 29年 3月 5日） 

・大阪府赤十字血液センター献血事業協力（平成 28 年 8月 28日、平成 29年 1月 29日） 

 

⑥会員数の報告（平成 29 年 3月 31日現在） 
 ・正 会 員 1,193名 

 ・賛助会員   48社 
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第２号議案 平成２８年度収支決算報告 

 

収 支 計 算 書 
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  決算額  差 異  備 考 

大・中・小科目 

Ⅰ. 事業活動収支の部       

 1. 事業活動収入       

  ① 会費収入       

       (1) 入会金収入 222,000 148,000 -74,000 74件 

       (2) 年会費収入 4,256,000 4,596,000 340,000 1,149件 

       (3) 賛助会費収入 460,000 1,240,000 780,000 62件 

  ② 事業収入 
       

       (1) 普及啓発に関する事業 

          職業体験セミナー参加費収入 

 

 

330,000 

 

0 

 

-330,000 

 

未実施 

       (2) 安全対策事業に関する事業 

          関連セミナー参加費収入 

 

184,000 

 

170,000 

 

-14,000 

 

安全管理セミナー 

(3) 職業倫理の高揚に関する事業 

           関連セミナー参加費収入 

 

199,000 

 

67,000 

 

-132,000 

 

基礎セミナー 

       (4) 学術技能の研鑽及び資質の向上に関

する事業 

各セミナー参加費収入 

 

 

2,571,000 

 

 

3,368,666 

 

 

797,666 

 

 

代謝、呼吸、循環など 計

10回開催 

  ③ 広告費収入 
 

 

 

 

 

 

 

 

           学術セミナー広告収入 220,000 0 -220,000  

  ④ 雑収入        

 

       (1) 還付金 

 

9,300 

 

11,000 

 

1,700 

 

㈳日本臨床工学技士会 

 

       (2) 受取利息 

 

1,354 

 

173 

 

-1,181 

 

計 5口座 

 

       (3) 預り金 

 

0 

 

445,934 

 

445,934 

 

誤入金 返金分 

  事業活動収入計（A） 8,452,654 10,046,773 1,594,119   
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Ⅱ．支出の部（その１）     

勘 定 科 目 
前年度 決算額 差 異 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         

     ・職業体験セミナー開催費 423,683 0 -423,683 未実施 

 

       (2) 安全対策事業に関する事業         

     ・関連セミナー開催費 

 

228,389 194,427 -33,962 安全管理セミナー 

       (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 1,766,979 1,830,933 63,954 印刷、送付委託費用、原稿

料など 

       (4) 助成及び顕彰に関する事業        

          ・拠出金 100,000 100,000 0 近畿臨床工学会 

       (5) 職業倫理の高揚に関する事業         

          ・関連セミナー開催費 81,524 127,620 46,096 基礎セミナー 

       (6) 学術技能の研鑽及び資質の向上に 

           関する事業 
        

          ・学術部門別セミナー、学術勉強会 

            開催費 

2,018,075 2,447,948 429,873 代謝、呼吸、循環器など 計

10回開催 

       (7) 地域保健事業への協力に関する事業         

     ・日本赤十字献血事業協力費 40,000 59,600 19,600 人件費、交通費 

       (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 299,884 406,498 106,614 会場賃借代、委任状ハガキ

代等 

          ・インターネット環境整備費 81,000 27,000 -54,000 ホームページ管理費、サー

バ使用料 

  事業費支出計（a） 5,039,534 5,194,026 154,492   
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Ⅱ．支出の部（その２）    単位：円 

勘 定 科 目 
前年度 決算額 差 異 備 考 

大・中・小科目 

  ② 管理費支出        

       (1) 通信運搬費 290,072 256,972 -33,100 郵便、メール便など 

       (2) 事務費        

          ・事務運営費 642,894 173,417 -469,477 事務用品費、消耗品費、印

刷費など 

          ・支払手数料 243,077 248,654 5,577 

 

年会費振替、振込、ﾈｯﾄﾊﾞ

ﾝｷﾝｸﾞ使用料など 

       (3) 会議費       

      ・理事会費および委員会会議費 153,025 275,150 122,125 会議室賃借料、交通費など 

       (4) 出張費 349,230 231,810 -117,420 日臨工・近臨協会議 

       (5) 交際費 4,280 13,960 9,680 冠婚葬祭、慶弔 

    (6) 法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0 法人府民・市民税 

    (7) 旅費交通費 0 159,910 159,910  

    (8) 預り金 0 279,276 279,276 誤送金 返金 

    (9) 寄付金 0 31,830 31,830 熊本県災害義援金 

  管理費支出計（b） 1,752,578 1,740,979 -11,599   

  事業活動支出計（B）＝（a）+（b） 6,792,112 6,935,005 142,893   

  事業活動収支差額（A）-（B） 1,660,542 3,111,768 1,451,226   
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平成２８年度 財産増減計算書 
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 

    単位：円 

勘 定 科 目 
前期末残高 当期末残高 増 減 備 考 

大・中・小科目 

Ⅰ.資産の部      

 1．流動資産      

   （1）現金      

       事務局 76,407 36,879 -39,528   

       財務担当 344,508 327,335 -17,173   

       学術委員会 99,456 133,072 33,616   

       情報委員会 19,786 11,615 -8,171   

       編集委員会 70,172 68,284 -1,888   

現金合計（A） 610,329 577,185 -33,144   

   （2）普通預金      

     ゆうちょ銀行 総合口座① 155,229 260,500 105,271   

     ゆうちょ銀行 振替口座① 2,483,770 2,836,200 352,430   

     ゆうちょ銀行 総合口座② 9,220 0 -9,220   

     ゆうちょ銀行 振替口座② 33,400 33,400 0   

     関西アーバン銀行 平野支店 617,453 1,877,503 1,260,050   

     関西アーバン銀 天王寺支店 1,674,884 2,623,314 948,430  

     紀陽銀行 平野支店 5,561,837 6,049,788 487,951   

預金合計（B） 10,535,793 13,680,705 3,144,912   

流動資産合計（A）+（B） 11,146,122 14,257,890 3,111,768   
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第３号議案 監査報告 

 

 第２号議案のごとく平成２８年度収支決算報告を致します。 

 

   平成  年  月  日 

 

               財務担当                   印 

 

 

 

 監査の結果、平成２８年度の会計収支に誤りなきことを認めます。 

 

   平成  年  月  日 

 

                監 事                   印 

 

 

                監 事                   印 

 

 

 

 


