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第 192回 公益社団法人富山県医師会定例代議員会議事録 

 

１．開催年月日  平成 28年 6月 23日（木） 

２．場   所  富山市蜷川 336番地 

         富山県医師会館 4階会議室 

３．代議員定数  41名 

４．出席代議員  41名 

1番 藤森 正記 
 

2番 石坂 龍典 
 

3番 青山 圭一 

4番 亀谷 直孝 
 

5番 毛利 英満 
 

6番 熊木 健雄 

7番 島田 一彦 
 

8番 吉山  泉 
 

9番 舟坂 雅春 

10番 石田 陽一 
 

11番 大西 仙泰 
 

12番 八島 省吾 

13番 加納  滋 
 

14番 河上 浩康 
 

15番 土田 敏博 

16番 高橋 英雄 
 

17番 片山 寿夫 
 

18番 清水 一夫 

19番 
予備代議員 

吉田  誠 
 

20番 鈴木 伸治 
 

21番 長井 正樹 

22番 川端 雅彦 
 

23番 松本三千夫 
 

24番 市田 蕗子 

25番 
予備代議員 

嶋尾  智 
 

26番 木田 和典 
 

27番 高橋  徹 

28番 北林 正宏 
 

29番 藤田  一 
 

30番 宮島 久仁 

31番 金粕 浩一 
 

32番 田中  功 
 

33番 吉田耕司郎 

34番 宮崎 幹也 
 

35番 炭谷 哲二 
 

36番 高木 義則 

37番 高嶋  達 
 

38番 金井 正信 
 

39番 杉下 尚康 

40番 矢島  眞 
 

41番 井上  徹 
 

  

５．出 席 役 員 

会  長   馬瀬 大助 

副 会 長   泉  良平  小関 支郎  村上美也子 

常任理事   種部 恭子  南里 泰弘  堀地  肇  長谷川 徹 

常任理事   井川 晃彦 

理  事   道振 義治  清水 康一  金子 敏行  渡辺 多恵 

    長田 拓哉  河合 晃充  鳥畠 康充 

監  事   大橋 直樹  佐藤 英敏 

顧問税理士   金山 順一 

６．職務のために出席した事務局職員 
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事務局長 了安  仁 他 10名 

７．報   告 

１ 平成 27年度富山県医師会事業報告の件 

２ 平成 28年度富山県医師会会費減免申請の件 

８．議   事 

第 1号議案  日本医師会代議員補欠選任選挙の件 

第 2号議案  平成 27年度富山県医師会決算の件 

９．開   会  午後 8時 06分 

開会の宣言 

議長（島田）ただ今から、第 192回富山県医師会定例代議員会を開会します。はじめに、

代議員会議事運営規程の定めにより、事務局に出席者を確認させます。 

（出席者の確認） 

     確認の結果、代議員定数 41名に対し、ただ今のところ出席者は 41名でござ

います。過半数に達しておりますので、会議は成立いたします。はじめに馬瀬

会長のご挨拶をお願いいたします。 

会長挨拶 

会長（馬瀬）夜分遅く、定例代議員会、表彰式の後にずれこんでおりますので、少し時

間が遅くなるかと思いますが、決算総会でございます。決算代議員会という事

で報告事項として二つあがっておりますが、肝心なのは議題の 1番、これは日

本医師会代議員補欠選任選挙の件でございます。私この 6月まで日本医師会の

理事を務めておりまして、6 月の日本医師会の定例代議員会で理事を退任とい

うことになります。従いまして、私は翌 7月から日本医師会代議員として出向

しようということになっております。その手続き上、現在 3名の副会長に代議

員として日本医師会に行っていただいておりますが、村上副会長に辞任してい

ただいて私が代議員に立候補しておるわけでございます。これを選任していた

だくという事でございます。第 2号議案は決算の件でございます。皆様方のご

理解とご助力により何とか目標以上の会館積立金を積むことができました。今

後とも一生懸命努めてまいりたいと思いますので、ご審議よろしくお願いいた

します。 

議事録署名委員指名 

議長（島田）議事に入る前に、本会定款第 27条の定めにより、議事録署名委員 2名を指
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名することになっております。慣例により、議長から指名してよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

議長（島田）ご異議が無いということでございますので、指名いたします。 

1番 藤森正記先生 

36番 高木義則先生 にお願いいたします。 

物故会員黙祷 

議長（島田）議事日程に入る前に、平成 27年 4月 1日から本年 3月 31日までにお亡く

なりになりました会員のお名前を申し上げます。 

清水規矩雄 先生  澁谷 明男 先生  越野 茂夫 先生 

手井喜久男 先生  中山源一郎 先生  谷井 淑夫 先生 

川村 昭二 先生  積良  愚 先生  新谷 謙次 先生 

金子 良正 先生  越野 勝巳 先生  山崎  徹 先生 

正橋 剛二 先生  原田  孝 先生  船﨑 嘉一 先生 

澤田 大成 先生  森山 義光 先生  千保 延江 先生 

山本  巖 先生  稲垣  修 先生  布村 寛治 先生 

小西 正直 先生  中島 光正 先生  柴田  樹 先生 

塚田 一博 先生  笹村 義一 先生  平川 秋彦 先生 

宮﨑  修 先生 

    以上 28名の方々のご冥福をお祈りして黙祷いたします。ご起立をお願いします。 

    黙祷。 

事業報告 

議長（島田）ありがとうございました。ご着席ください。それでは続きまして、報告に

入ります。まず、「平成 27年度富山県医師会事業報告の件」について、理事者

からご報告をお願いいたします。 

副会長（村上）担当の村上です。日頃より県医師会事業に対しご理解とご協力をいただ

きましてありがとうございます。平成 27年度の事業報告について、前年と変更

のあった事業、取り組みに力を入れている事業を中心にご説明いたします。 

    お手元の事業報告書 1ページ「庶務及び会計」をご覧下さい。 

    平成 27年 12月 1日現在の会員数は前年度より 15名増の 1,605名となっており

ます。 

     2ページをご覧下さい。郡市医師会との協調を重視し、8箇所で懇談会を開催

し、県医師会の現況報告後地域医師会がかかえる諸問題について意見交換を行
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いました。また例年通り、県厚生部、歯科医師会・薬剤師会並びに公的病院長、

各医会との懇談も行いました。 

     6ページ以降、多数の外部会議に役員が出席しています。会長は 27年度には

日本医師会理事であり、毎月日本医師会理事会に出席されました。16ページを

ご覧ください。中部医師会連合は総会１回と常任委員会を 13回、その他社会保

険、介護保険、並びに勤務医特別委員会が行われました。19ページ勤務医特別

委員会では医療事故調査制度に関わるアンケートをもとに、中部医師会連合７

県で意見集約を行っております。勤務医の意見を会務に反映するためのフレー

ムワークや地区ブロックの体制作りなどについて話し合われました。 

     20ページ、学術・生涯教育推進事業をご覧下さい。富山県医学会医学研究助

成対象は 28年度は 11件となりました。第 70回富山県医学会は 3月 13日に本

会館で行われ、256 名にご出席いただきました。ランチョンセミナーでは「老

年症候群としての転倒」と題し名古屋大学医学部附属病院地域連携・患者相談

センター准教授鈴木裕介先生にご講演いただきました。平成 28 年度は１月 29

日日曜日を予定しております。日医かかりつけ医機能研修制度に必要な倫理、

医療安全、感染対策など基本研修の講演についても検討中ですので、是非多数

の先生方にご参加いただければと思います。 

     23 ページ、平成 28 年度「日本医師会生涯教育制度」、「日本医師会生涯教育

カリキュラム一部改定」について日本医師会からの通知、実施要項等を郡市医

師会長、各医会長あてにお送りしました。 

     富山県研修医大会は 10月 30日に初めて富山大学附属病院で行いまして、日

本医科大学救急医学教授松本尚先生から「北総救命の重症体幹部外傷治療」と

題しご講演いただきました。 

     24ページの医療制度改革対策事業として、自民党政務調査会勉強会で馬瀬会

長と堀地常任理事が「医療等に係る消費税問題」について講演を行いました。 

     25ページ、医療安全・医療事故防止対策事業の右下、医療事故調査制度をご

覧ください。平成 27年 10月施行の医療事故調査制度の体制整備を進めるため

公的病院長協議会、富山大学附属病院との意見交換を行いました。富山県医師

会は支援団体として申請を行い、富山県医療事故調査等支援団体連絡協議会を

設置し、県内の他の支援団体との情報共有、円滑な運営・協力体制の構築を行

っています。病理解剖に関する協定書の締結や剖検に関する打合せ会などを行

いました。医療事故調査ホットラインは県医師会７名の担当役員による輪番で

の対応を行っています。 

     28、29ページ、社会保険対策事業をご覧ください。保険医の自主指導は 8医



 5 

療機関を対象に実施しております。また、富山県医療推進協議会は 12月に本会

館で開催され、国民に必要かつ十分な医療・介護を提供するための適切な財源

の確保、医療等に係る消費税問題の抜本的解決について協議し、決議採択され

ました。社会保険医療担当者の指導は、個別指導 19医療機関、新規個別指導 8

医療機関に行われ、郡市医師会とともに立会いを行いました。東海北陸厚生局

富山事務所との指導に関する打合せを 2回行っております。東海北陸厚生局が

実施する診療報酬改定時集団指導は 4地区で行われ、南里常任理事から改定に

ついての各論の説明を行いました。 

     29ページ、在宅医療・介護対策事業では 4地区で主治医研修会を行いました。 

     30ページ、27年 4月に県医師会館内に富山県在宅医療支援センターが設置さ

れ、開所式ならびに、「地域包括ケアシステム」の概念確立に直接携わられた田

中滋慶応義塾大学名誉教授による記念講演会が開催されました。事業としまし

ては在宅を始める医師の参入促進のための実地研修、専用ホームページによる

情報提供などを行っております。 

     32ページの救急・広域災害医療対策事業では、災害医療救護活動マニュアル

改訂版を作成し、ホームページに掲載して会員に周知しました。また 27年度も

富山県総合防災訓練に参加しました。 

     35ページの地域医療対策事業、認証局についてですが、医師資格証申請窓口

「地域受付審査局」を開設しております。 

     35 ページ、地域医療介護総合確保基金・地域医療構想について、平成 27 年

度より地域医療構想策定のための検討作業が始まっております。 

     37 ページの感染症・環境保健対策事業をご覧下さい。平成 28 年度には水銀

血圧計、水銀体温計、補充用水銀の適正な処理のため、自主回収事業を進める

予定であり、医療機関に情報提供ならびに協力の依頼をしました。 

     38ページ母子小児保健・成育医療対策事業では、28年度から開始される学校

運動器検診に関する講習会を開催しています。 

     42 ページ産業保健・健康スポーツ事業をご覧下さい。産業医研修会は 10 回

行いました。また 44ページ健康スポーツ医学では 11月に行われた富山マラソ

ンに、医師ボランティア 32名が救護にあたりました。 

     男女共同参画活動事業では 46ページにありますように「働く医師の応援ハン

ドブック」を作成しまして巡回相談や公的病院、富山大学での配布を行いまし

た。 

     48ページ医療秘書について、9月に富山県医師会担当で全国医師会医療秘書

学院連絡協議会第 65回定例総会を行いました。 
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     52ページ会員福祉・表彰活動をご覧下さい。新春の集いは日本医師会参与自

見はなこ先生をお招きして「海外に見る医師会の役割と専門医制度」と題し特

別講演をしていただきました。参加者は 97名でした。今後さらに多くの先生に

参加していただきたいと思っています。 

     以上、簡単に報告をさせていただきました。今年度も県民の健康と福祉のた

めに事業を推進していきたいと考えております。どうもありがとうございまし

た。 

議長（島田）ただ今の報告に対し質問もおありかと思いますが、議案の決算の件と関連

がございますので、のちほど一括して質疑をお受けいたします。これで事業報

告を終わります。 

会費減免申請 

議長（島田）続きまして、「平成 28年度富山県医師会会費減免申請の件」について、理

事者からご報告をお願いします。 

常任理事（堀地）3ページ、報告 2をご覧ください。平成 28年度富山県医師会会費減免

申請の件につきまして、こちらにありますように高齢による減免申請と疾病に

よる申請が表のとおり出ております。以上報告申し上げます。 

議長（島田）以上で報告を終わります。続きまして、議案に入ります。 

まず、「第 1号議案 日本医師会代議員補欠選任選挙の件」を上程します。選

挙に関する事務管理は、本会定款施行規則第 10条の規定により、選挙管理委員

会が行うことになります。それでは、選挙管理委員会、石坂委員長、中央の演

壇にお進みいただき選挙の執行をお願いいたします。 

日本医師会代議員補欠選任選挙の件 

委員長（石坂）選挙管理委員会委員長の、石坂でございます。本日は選挙管理事務を執

り行います。 

それでは、日本医師会代議員補欠選任選挙を行います。日本医師会代議員の

選挙については本会選挙規程第 26条の規定により、本会役員選挙の規定を準用

すると規定されています。既にご案内のとおり、定員 1名のところ、候補者は

議場に掲示のとおり、馬瀬大助君 1名でありました。候補者の数が定数どおり

でありますので、本会選挙規程第 7条但し書きの規定により、投票は行わず、

挙手により採決させていただきます。馬瀬大助君を、日本医師会代議員補欠選

任選挙当選人とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

委員長（石坂）ありがとうございました。全員挙手されましたので、ご異議ないものと
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認め、馬瀬大助君を日本医師会代議員補欠選任選挙の当選人と決定いたします。

ここで、当選されたました馬瀬大助先生に当選証書の交付を行います。 

当選証書 馬瀬大助殿 あなたは富山県医師会第 192回定例代議員会におい

て日本医師会代議員に当選されました。ここに当選証書を交付します。 任期 

平成 28年 7月 1日から前任者の残任期間 平成 28年 6月 23日 公益社団法人

富山県医師会選挙管理委員会委員長 石坂伸太郎 

（当選証書交付・拍手） 

委員長（石坂）以上で補欠選挙を終わりました。ご協力ありがとうございました。 

議長（島田）ありがとうございました。以上をもちまして「第 1号議案 日本医師会代議

員補欠選任選挙の件」を終了いたします。ここで、石坂委員長は退席されます。

ありがとうございました。 

（選挙管理委員長退席） 

平成 27年度決算の件 

議長（島田）それでは続きまして、「第 2号議案 平成 27年度富山県医師会決算の件」を

上程いたします。理事者から説明をお願いいたします。 

常任理事（堀地）では、財務担当の堀地より説明させていただきます。まず、6 ページ

をお開きください。6 ページに貸借対照表があります。資産の部、資産合計は

10億 4975万 130円、負債合計が 1億 5090万 5692円となっております。正味

財産の合計は 8億 9884万 4438円となっています。この中で、今回より少し項

目の変更がありまして、前回まで「減価償却引当資産」それから「資産取得資

金」となっておりましたものを合わせまして「資産取得資金」として合算させ

ていただくことになりました。これは今後の会館建設や設備などに使う資金と

しまして目的が一緒であるために合算して今後管理させていただきたいと思い

ます。この項目変更につきましては、公益法人ですので、後程合わせてこれも

ご承認いただくこととなっております。それでこの中身としましては、後で詳

しく説明しますが、職員退職給付積立金が 8351万 4275円で 27年度は 100万円

のみ積んでおります。職員退職積立引当金が 9765万 715円となって 580万 4570

円増加しています。ここ数年間は財務が厳しかったために大体 600万円弱ほど

積立引当金が増えるところを 100万のみ積んでおりましたが、前回の代議員会

でご相談させていただきましたとおり今年度からは全額積み立てさせていただ

くこととなっております。次に、正味財産増減計算書、7 ページをご覧くださ

い。この中で、経常収益としましては、受取会費入会金収益、これが会員から

受け取っている会費で、9943万2千円です。大体県医師会の収入のうちの36.7％
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に相当します。それ以外のものは、いろいろな県の補助金とか日医からの補助

金とか、そういうもので賄っております。で、経常収益計、大体中ほどの方、2

億 7067万 7946円が当会の収入となっております。8ページをお開きください。

この経常費用計というところに昨年度の費用が出ております。合計額が 2 億

4674万 4427円で、一昨年度の 1510万 4794円の増となっております。収入の

ほうが 1347万 3286円の増だったので、収支でいけば 163万 1508円のマイナス

となっております。最後の下段の正味財産期末残高が、8億 9884万 4438円と

なっておりまして、これは貸借対照表の正味財産と一致しております。次の 11

ページのほうへお願いします。今後の会館建設等設備投資のために、特定資産

が今後重要な意味を持ってくると思います。特定資産のところにありますよう

に、資産取得資金積立金の当期末残高が 3億 7259万 9730円というのがこれか

らのいろいろな会館建設等に使う費用としております。これはもともと県医師

会にありました基金特別会計とか旧会館管理特別会計からずっと来ているもの

です。それから実はもう一つ、ここには表れてきませんけれど、運営資金積立

金というのがありまして、これが今のところ 1億 63万 244円ございます。次の

ページお願いします。12ページです。この補助金等の内訳並びに交付者の増減

額という欄がありますけれど、県医師会は毎年、地域医療対策協力補助金とい

うことで富山県から 3600万円ずついただいております。これにより富山県とい

ろいろ協力して事業を進めるための費用としていただいていると考えておりま

す。その二段下にあります女子医学生定着支援事業補助金というのは、ここの

ところ 300万円出ていましたが、そろそろ事業終了が近づいてきたのか、今年

度は 40万円になってきて、ここで大きく収入が減ることになっております。次

飛びまして、18 ページのほうへ行かせていただきます。18 ページから平成 27

年度決算説明書ということで、この中には説明というところに、もともと内部

資料として作ったものをそのまま出しているのですが、いろいろな増減の要素

等を書き込ませていただきました。これによって、少しでも代議員の先生方に

決算の内容をご理解いただければと考えております。またご質問があれば後か

ら受けたいと思っております。先ほど言いましたように、会費収入は 9943万 2

千円、そのほかに事業収入として 959万 3719円、これは治験審査、それから生

命保険の事務手数料、医賠責保険の事務手数料等が入っております。そのほか

に委託事業として、6214 万 9660 円、これはいろんな事業を受託したりして、

やっているものであります。補助金としましては、ここにありますように、4904

万 3110円受けておりまして、これによりいろいろな委託事業とか補助金などに

よって、当会の運営をしております。19ページの真ん中にあります固定資産賃
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貸収入というのは、会館を貸し出したり、土地を二か所ほど持っておりまして、

それをそれぞれ外部へ貸し出しておりまして、雑収入となっております。「６.

雑収入」の中で大きなものは、医報・会員名簿発行賛助金とありますが、いわ

ゆる広告収入でありまして、1145万円あげております。それから一番下のほう

に行きますと、雑入というのがありまして、ここの真ん中ぐらいに新春の集い

の分担経費とか、富山県医学会の協賛金として、それぞれの関連団体にお願い

して、いろいろな費用を分担していただいております。次に 22ページ、支出の

部へ行きます。今年度から郡市医師会生涯教育補助金の制度が少し変わりまし

て、各郡市医師会に計 30万円ずつその内容によってお支払するということにな

っております。234 万円の実績がありました。それから 22 ページの下のほう、

医療安全・医療事故防止対策事業費のところで今年度から大きくなっておりま

すが、医療事故対策費というのが医療事故調査制度に基づきます費用として発

生してきております。これはどこかから補助金が出るというわけではなく、す

べて医師会の事業としてこれからも行っていかなければならないと考えており

ます。ここでいろいろな費用が発生してきております。それから、23ページの

ほうへ行きまして、社会保険対策費、真ん中ぐらいにあります保健医療対策費

というのが 26年度の決算に比べて 27年度の決算が大きくなっているのは、い

ろいろな保険点数の改正に伴う説明会等の費用が入っております。次の下のほ

う、在宅医療介護対策費のところで、富山県在宅医療支援センター事業という

のが行われています。これは昨今の在宅医療重視のところから富山県の補助金

をいただきまして、在宅医療支援センター事業を行っております。その費用が

866万 3171円計上されております。次のページに行きます。24ページの下のほ

うにあります、ここに委託事業として、がん登録業務費、脳卒中登録情報シス

テム事業費等が計上されているんですが、がん登録事業とか脳卒中登録事業と

いうのは、これからはもしかしたら廃止のほうへ向かっていくかもしれません。

それから大きなところとしましては、精神保健・障害者福祉医療対策費としま

して、いろんなかかりつけ医のうつ病対策とか、認知症サポート医の研修事業

を行っております。次の 26ページのほうへ行きまして、ここで金額の大きなも

のは学校心臓検診事業費というものが計上されていますけれどもこれは県から

収入を受けまして、それをそのまま実際事業をやっていただいている医師会そ

れから施設のほうへ支払っているものです。27ページの真ん中のほうにありま

すように、高看・准看護学院対策費として、看護学校を持っている医師会に補

助金を出しております。ただ、医療従事者確保対策費の下のほうに全国医療秘

書学院連絡協議会費というのがありますが、昨年度当番県として事業をさせて



 10 

いただきました。これは毎年やっておりますが、私どもが当番役員だった間に

年会費は削減して、会議も削減して、少しリストラさせていただきました。次

に事業活動支出のところ、28ページです。広報誌等発行事業費。後ほど質問に

もなっているのですが、広報誌発行事業には大体 1187万 8495円かかっており

ます。ただ、そのうちのかなりの部分、広告料としまして大体 593万円得てお

りまして、かなり実際の支出は少なくしております。それから今度は 32ページ

のほうへ行かせていただきます。32ページの投資活動収入の方。現在投資活動

として収入があがっておりますものは郡市医師会貸付金の戻り金です。これは

間もなくだんだん縮小していく予定になっているものですが、835 万 7 千円あ

ります。それからその下のページ、33ページの投資活動支出のほうをご覧くだ

さい。先ほども出ましたけれども、資産取得資金積立金としまして、4562万 7393

円計上しております。これによって、現在のところ、3億 7259万 9730の積立

金になります。下のほうにありますように運営資金積立金、先ほど郡市医師会

戻り金はそのまま運営資金積立金というところに積立させていただいておりま

して、これが今のところ合計 1億 63万 244円ございます。次のページ、34ペ

ージお願いします。ここで、当期収支差額は 759万 7066円のマイナスとなって

おります。これは積立金にどの程度振り分けて次期の繰り越しにどの程度振り

分けるかによってこのようになっております。そのために決算額としては、759

万 7066 円のマイナスとなっております。それによって次期繰越収支差額は、

7771 万 3822 円となっております。最終的には積立金の増と繰越収支差額の減

を合算しますと 4638万 7327円の今期の増となっております。以上ご報告申し

上げます。 

議長（島田）引き続き、収益事業会計についてご説明をお願いします。 

顧問税理士（金山）こんばんは。税理士の金山です。それでは 35ページをお開きくださ

い。標題は、収益・非収益区分表となっております。法人税法上は収益事業に

関してのみ課税される仕組みでございますので、先ほどご説明いただいた分の

明細を収益と非収益に分けたものでございます。それでは一番上の科目で収

益・非収益のところでございますが、収益の欄を中心に見ていただければと思

います。上から 10行目になりますか、収益の分で経常収益計というのがござい

います。合計の数字は 2 億 7067 万 7946 円ですが、収益に属するものは 3032

万 3240円でございます。次に下の方に費用についてでございますが、大きく分

けて事業費と管理費に分かれますが合計しまして、ずっと下の方の下から 14

行目ぐらいになりますか、経常費用計というところをご覧ください。全体の合

計は 2億 4674万 4427円ですが、収益事業に属するものは 2003万 150円でござ
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います。従いまして、収益から費用を引きますと、その下の欄でございますが、

当期計上増減額というのが 1029万 3090円となっております。これが普通に言

う収益事業の利益に相当する金額でございますが、もう 5行目ほど下のところ

に、他会計振替額という欄がございます。金額は収益事業のところに△で 342

万 655円と記載しております。これは公益法人に認められた税法上の特典の一

つで一定の計算のもとにおいて課税所得から控除される金額で、これを控除し

たうえで税額を計算しております。その結果、その下の欄でございますが、法

人税、住民税、事業税の合計が 180万 1500円になっております。次の下の欄は、

当期一般正味財産増減額ということでこれは計算上出てきたものであまり重要

ではございません。続いて 36ページをご覧ください。同じようなことで、収益・

非収益の区分を貸借対照表として作っております。何のためにこんなものを作

るかと言いますと、収益事業に属するものと減価償却を通じての経費になるも

のが収益に属するものと非収益に分けないと出ないからでございまして、それ

以外の意味は余りございませんので、そういうもんだと思っていただければ結

構かと思います。続いて下の欄の納税額一覧表をご覧ください。税目としまし

て、法人税が年税額で 112万 7200円、これは最近は法人税と地方法人税とわか

れておりますが、区分的には法人税は 107万 9800円、法人地方税が 4万 7400

円の合計したもので記載しております。事業税が 42万 8300円、法人県民税は

5万 5500円、法人市民税は 19万 500円でございます。この四つを合計したも

のが前ページの法人税・住民税・事業税の合計額と一致しております。最後の

行は、消費税でございまして、これが年税額でいう497万7600円になりました。

中間で納めていただいている消費税は 212万 3100円ありましたので、決算期の

5月 31日に既に納まっているんですけれども、285万 4500円になります。中間

納付のところに法人税以下の科目がないのは公益法人が中間納付の制度がない

からでございます。以上でございます。 

監査報告 

議長（島田）以上で説明は終わりましたが、監事から監査報告をお願いいたします。 

監事（佐藤）平成 27年度の監査について報告いたします。大橋・佐藤の両監事は、去る

5月 24日、当会館において富山県医師会の収支状況について関係帳簿並びに証

拠書類により慎重に監査いたしましたところ、適正に処理されているものと認

めましたのでご報告を申し上げます。以上です。 

質疑応答 

議長（島田）ただ今の説明並びに先ほどの事業報告について質疑をお受けしたいと思い
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ますが、発言される方は挙手のうえ、議席番号とお名前をお願いいたします。

なお、発言は議案以外にわたらないようご協力お願いいたします。 

まず、事前に質問の通告がありました 3番 青山先生、ご質問をどうぞ。質問

内容はお手元の資料をご覧ください。 

3 番（青山）決算とは直接関係はないかもしれませんが、二つお願いさせていただきま

した。県の医師会から郡市医師会に交付金のようなものを出せるお考えはない

のかなということです。というのは、中小の郡市医師会の中には事務員の人件

費も十分出せないような状況にあるのではと思います。魚津市も常勤 1名とハ

ーフタイムが一人という状況でやっております。聞くところによりますと、会

長宅が事務局になっていて会長さんが全部事務所でやっているという話をお聞

きすることもあります。そのことについて今後のお考えをということです。二

つ目ですけれども、医報とやまを電子化する方向にということを考えておられ

るのかなということです。今、月に 2回発行されていますけど、急ぎの情報と

必ずしも急ぎでない情報が入っていると思いますので、急ぎの情報は別の方法

を使って、月一とかの方向へ持っていかれるのも経費削減としても意味がある

のかなと思いますが。ご検討というか、今後の方針はどうかなと思います。 

常任理事（堀地）ご質問いただきありがとうございます。総務・財務担当よりご返答さ

せていただきます。まず１点目の郡市医師会に補助金というか交付金を出すと

いうことについてですけれども、現在、実はお金が出ておりまして、会費納入

手数料とそれから早期納入奨励金で、会費納入交付金として 3％、早期納入奨

励金としまして 4％を支出していることと、それから学術生涯教育に対して費

用を支出しております。その郡市医師会によって実のことを言いますと、いろ

いろ会費に差がありまして、非常に大きな差があります。それはそれぞれ郡市

医師会のいろいろなご事情もおありでやっている事業も全く違うからというこ

とで、それぞれ全く形態の違う郡市医師会にどのように公平に交付金を出すの

か、また交付金をどのように会員から集めさせていただくのか、その辺のバラ

ンスを考えると、大変難しい部分はあるだろうと思います。会費がどの程度と

いうことは個々の医師会で決められることですけれども、実のことを言います

と、魚津市からご質問を受けたのですが、魚津市の会費は中間からすれば少し

少なめの方です。ですので、非常にばらつきが大きいことから、なかなか一律

に集めて一律に配るのか、どうするのかということを今後考えて行くのは大変

難しいということはありますが、もしそのように各郡市医師会からのそういう

ふうな要望が非常に強くなればそのコストをどのように、会費を値上げしてそ

の分をそれぞれの郡市医師会に渡すようにするのか、じゃあどのくらいの金額
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を渡すようにするのかなど、考えることはたくさんあるだろうと考えておりま

す。またいろいろなご意見があれば、それは私どもの方とそれぞれの代議員の

先生方とか郡市医師会と相談させて決めさせていただきたいと考えております。

それからもう 1点、会報の発行についてですけれども、将来的に例えば電子化

にするとか、最近は学会誌等も電子化されてくるのは非常に多いと思います。

ただ電子化された、今たてやま通信というのをインターネットで発信しており

ますけれども、なかなかそちらの方の利用が十分には増えていかない。今後こ

れは考えていかなくちゃならないと思います。会報発行回数をどうしたらよい

かという問題に関しましては、広報担当の金子理事のもと、広報委員会等で昨

年一度検討しております。そうすると、先ほどもありましたように、いろんな

会報発行費用のうちのかなりの部分が広告費で賄われている部分がありますの

で、会報を減らすということは、広告費も減ってくるとか、それから会報の回

数を減らすからといって編集費は思ったほど費用が減らないということがあっ

て、今のところはこのままの形態でとりあえずやっているというところです。

今後それらについてどのように考えて行くかは今後のいろんな情勢とか広告費

それから発行費用等を見て考えていかねばならない。それから是非たてやま通

信というのを県医師会で出しておりますので、またそちらの方もどんどん皆さ

んにご覧いただければさらに将来的にはそういう所に頼っていけるのではない

かと考えております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

議長（島田）他にご質問ございますでしょうか。 

39番（杉下）39番、砺波市の杉下と申します。日頃執行部の方が先ほどご報告されたよ

うに新しい会館建設に向けて非常に努力なさっているということは誠に敬服 

に値することと思っております。人件費のことについてお尋ねいたします。手

元の資料、正味財産増減計算書 7ページによりますと、大雑把に会費収入が 9900

万何がし。約 1億。それに対して、経常費用の方で給与手当 5600万、それから

次の管理費の給料手当で 840万、ざっと 6500万。皆様からいただいた約 1億円

余りの貴重なお金が人件費で 6500万円とんで行く。聞くところによりますと、

医師会職員の皆様の給料は地方公務員に準じるというふうになっているとお聞

きします。そうしますと、非常に人件費的にはどうかなと思います。と申しま

すのは先ほどの質問にもありますように、郡市医師会も人件費に非常に頭を悩

ませております。例えば砺波の事情を申しますと、数年前までは常勤の専任の

事務長と事務の女の子がいました。彼らが退職したのを機に非常に給与が高か

ったので、それまでは砺波も県医師会に準じて地方公務員に準ずる給料を払っ

ておりました。とてもじゃないけどその負担に耐えかねて、新しく採用した事
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務員の方には行政との関係もあります関係上、砺波市の退職された職員をこれ

ぐらいの給料で何とかやってくれんかといわゆる年金までのつなぎに折衝いた

しまして、約 3分の 2以下の給与まで抑えました。それから、女の子の給与に

関しても、地元のハローワークに行きまして事務の女の子の平均給与、ハロー

ワークにはいろんな職種の計金給与額の一覧表があります。そに準じて給料を

出して人件費を大幅に下げることに成功いたしました。そういう事情がある関

係上、県医師会の方も地方公務員に準じた 1億の中から 6500万飛んで行くとい

うのを抜本的に直される予定はないでしょうか。それと、富山市の職員はあま

り易い給料ではなり手がないということなのでしょうか。 

会長（馬瀬）ありがとうございます。非常に悩ましい問題ですが、富山県医師会創立以

来、職員給与は県の職員に準じるという労使規定によって運営されてまいりま

した。それを変更するためには、現在この会館の中で働いておる職員、県の医

師会事務局だけではありません。医師信用組合、医師国保組合、医師協同組合

等関連団体の職員も実はいつの間にか県医師会の職員という位置づけに変えら

れております。これは今から、僕の記憶ですと、15～6 年前にある事務長が県

から来た事務長がそういう変更をしております。それまでは別々の組織の別々

の職員だったものを県の医師会職員に統一しました。つまり、例えば医師協同

組合にいる職員は富山県医師会が雇用したあと派遣職員として出向させている

という形態をとっております。従いまして、医師協同組合の職員であろうが、

医師信用組合の職員であろうが、全て県職の給与規程に準ずるという規定で雇

用されております。これを変更する機運が出てまいりますれば、何をしなけれ

ばいけないかというと、一人一人の職員と交渉しなければいけません。そして、

雇用形態についての変更届を労働基準局に提出しなければいけません。そして

全員それに従うという協定が成立しましたら、新たな給与規程を作りましてそ

れで運用すると、いう手続きを踏まなければいけません。私、富山市医師会長

だった時に、富山市医師会職員に大半、8 割方の職員に公務員給与規程を外し

た給与規程で運用したいということでやりました。その時に今申し上げました

ような手続きをぱっぱと踏みまして、全職員に署名捺印していただきました。

それだけのエネルギーを要するような事案が医師会事務局以外の他の団体から

も出てまいりますればそういうことも将来的には考えなくてはいけないと思っ

ております。先生、誤解してはいけません。会費収入の大半がここの職員の給

与に化けているわけではございません。ここの職員がやっておりますのは 2億

数千万の事業をやる事務手続きの職員です。つまり、県からの委託事業、国か

らの委託事業、その他の事業をやるためにいる職員です。ですから決して 9千
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数 100万円の会員の会費が 6千数 100万の職員給与に化けているわけではござ

いませんので、誤解の無いようによろしくお願いします。 

議長（島田）他にご質問ございますでしょうか。 

39番（杉下）予算規模は 2億何千万ですが、受託金とか補助金というのは右から左へ流

れていくお金で、全てではないと私は思いますが、いかがでしょうか。 

会長（馬瀬）受託金の中身は人件費も含んでおりますし、やる事業の内容、例えば、委

員会その他を開く場合の委員になっておいでの先生方の旅費その他にも充当し

ております。従いまして、当然うちの職員がそれに従事しておれば、それに対

する人件費も委託金に計上されております。 

議長（島田）他にご質問、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、ご質問が無いようですので、採決いたします。第 2号議案を原案

どおり決定することにご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

議長（島田）全員賛成でございます。従って、「第 2号議案 平成 27年度富山県医師会

決算の件」は、原案通り可決されました。 

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。馬瀬会長からご挨拶をお

願いいたします。 

会長挨拶 

会長（馬瀬会長）決算ご承認いただきましてありがとうございました。私が県の医師会

に参りまして 3年。この 3年間に積立金を合計 9000万何がしを積立てることが

できました。この後も更に努力して会館建設のための資金、これを何とか目標

の半額までは積立てたいと、それでなければ会館建設というプロジェクトに取

り掛かるわけにはまいらないとこのように思っています。引き続きご支援・ご

助言よろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございました。 

（拍 手） 

閉会の宣言 

議長（島田）これをもちまして、第 192回富山県医師会定例代議員会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。 

 

10．閉   会  午後 8時 58分 
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