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平成 19 年 12 月 7 日 
社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
         会長 小﨑 繁昭 殿 
組織運営に関する諮問委員会          
委員長   (関東甲信地区) 米坂 知昭 

副委員長            (九州地区)    長迫 哲朗 
委 員       (東北地区) 伊藤 茂雄 

                       (中国地区) 小郷 正則 
                    (近畿地区)  倉本 哲央 
                    (四国地区)  栗下 英雄 
                    (中部地区)  桒原 正喜 
                 (北海道地区)  鈴木 正信 
 

答 申 書 
 本委員会へ諮問のありました下記事項

について、慎重に検討した結果、以下の

とおり答申いたします。 
 

記 
 

Ⅰ．諮問事項 
１．日本臨床衛生検査技師会役員の有給

制の是非について 
Ⅱ．答申事項 

日本における臨床検査の社会的発展を目

指すための役員報酬～国民のための臨床

検査に関する全ての保障を担うべき役員

の社会的基盤の向上～ 
目  次 

はじめに 
Ⅰ．検討の基本的な考え方 

1 検討の基本・視点 
2 表題に国民のための臨床検査に関する

全ての保障を担うべき役員の社会的基盤

の向上を取り上げた経緯と考え方 
Ⅱ．役員報酬の是非に関する審議要件 

1 審議対象となる役員について 
1)定款および組織運営規程に定められ

ている役員 
2)審議対象となる役員について 
3)本委員会で審議すべき役員の選定 
4)役員報酬の種類 

2 有給制を審議すべき理由ついて 
 1)日臨技おける会長役務に関する諸規

定 
 2)会長役務の今後の展望 
3 有給制を導入した際の諸問題について 

1)常勤・非常勤の選択性について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)会長選挙への影響について 
 3)給与財源のあり方について 
 4)役員報酬の額について 
 5)その他 
4 有給制導入に関する審議結果 
 1)審議結果 
おわりに 
(添付資料) 
組織運営に関する諮問委員会報告書提

出までの審議経過 
組織運営に関する諮問委員会名簿 

------------------------------------------------------ 
本   文 

はじめに 
本委員会では会員の多様な見地からの

意見を受け、(社)日本臨床衛生検査技師会

(以下「当会」)役員の有給制の是非につい

て検討した。当会が真に国民のニーズに

対応する内容と実施体制のより一層の構

築において当会役員、特に会長の有給制

について議論を深め社会的見地からもそ

の妥当性を探ることとした。 
なお、本委員会は平成 19 年 8 月 10 日

に発足し約 3 ヶ月間の短期集中審議にて

取りまとめを行うため、この「中間取り

まとめ」の報告をもとに、なお一層の議

論を理事会等において執り行われる事を 
委員一同切に望む。 

Ⅰ．検討の基本的な考え方 
1 検討の基本・視点 
 議論に先立ち、以下の 3 点について現

状を踏まえ、検討の方向性としての基本

に据え、早期に取りまとめる事を確認し

た。 
① 有給制の必要性(必要か否かの審議

を進めること) 
② 有給制の対象となる役員 
③ 有給制が導入された場合、考慮す

べき点(課題・抽出) 
＜検討の留意点＞ 
 当初確認した現状と課題の整理から、

以下の 4 項目に十分配慮しながら進める

ことにした。 
① 当会の社会的役割とその責任、役

員の職位における業務量。 
② 国民的見地と会員視点。医療系他

団体の現況と有給制度における報

酬条件。(参考資料 1) 

③ 有給制度と勤務体制(常勤・非常勤)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 表題に国民のための臨床検査に関する

全ての保障を担うべき役員の社会的基盤

の確立を取り上げた経緯と考え方 
これまで代議員会や総会等で会員から

の質疑において度々問われていた役員報

酬の件について諮問された本委員会では、

短期集中審議と言う限られた期間の中で

役員全ての報酬について審議をするには

相当の無理があり、特に役員の中でも会

長報酬についてこの報告書をまとめるこ

ととした。日本の臨床検査技師を代表す

る当会会長は国民のための臨床検査に関

する全ての保障を担うべき役員の筆頭で

あると位置付けた。すなわち日本臨床衛

生検査技師会のまさに「日本の顔」と考

え、その職務は臨床検査技師の地位向上

や利益誘導も重要であるが、国民に望ま

しいとされる臨床検査に関する政策への

提言や他団体との協力による健全な国民

生活基盤の構築などが考えられ、当会会

長としての役割の重要性や社会的業務量

は他の役員のそれ以上に今後益々増加の

一途を辿るものと考えられる。国民の期

待に応え、さらに一層の発展を図るため

に社会的使命感のもと日々努力を重ねる

会長を一個人として捉えると、当然なが

ら安定した生活の保障をどうして行くの

か検討すべき絶好の時期と思われる。(専
従・常勤体制時の給与保障)平成 20 年に

は公益法人の法改正があり、もし有給制

を導入するとすれば新法人認定時に定款

を改定する際、役員報酬の項を盛り込む

必要があると考えられる。 
Ⅱ．役員報酬の是非に関する審議要件 

1 審議対象となる役員について 
1)定款および組織運営規程に定められ

ている役員 
現在、当会の定款、第 3 章役員、常任

委員及び職員の第 12 条に「この会に次の

役員を置く。」と以下の通り定められてい

る。  
    会長 1 名 、副会長 3 名、常務理事  若
干名、理事 35 名以内(会長、副会長及び

常務理事を含む。)、監事 2 名 
さらに、当会の組織運営規程の第 4 章

役員では 
(役員の定義) 
第 6 条 この規程でいう役員とは、総会
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で選任され定款第 12 条に定める、この会

の会務執行に携わる理事および監事をい

う。 
(理事の定数) 
第 7 条 会長および副会長を除く理事数

は、21 名とする。 
2 理事は、各地区 1 名以上とする。 
3 常務理事は、理事総数の 2 分の 1 以内

とする。 
4 理事のうち、地区毎に 1 名の地区担当

理事を置く。 
5 この会に専務理事を置くことができる。 
 

2)審議対象となる役員について 
1)で挙げられた役員の内、審議対象と

なりうる役員は会長、副会長、常務理事、

理事、監事とした。(現在、専務理事につ

いては既に総会承認にて有給制となって

いるので除外とする) 
現状の役員報酬について参考資料とし

て組織運営規程の第 4 章 役員の項に 
(役員の報酬と費用の弁償) 
第 12 条 役員は無報酬とするが、会務執

行に係わる費用を弁償することができる。

ただし、専務理事はこの限りではない。 
2 役員がこの規程第 10 条一項により退

任するときは、退任時に会務執行に係わ

る慰労金を支払うことができる。 
 

3)本委員会で審議すべき役員の選定 
2)で挙げられた役員の内、本委員会で

集中審議すべき役員を選定するにあたり

討議した結果、会長に限定して有給制を

審議することとした。このことは、今後

他の役員の有給制を審議する上でも非常

に有効な基準的考え方になると考え、こ

の意味での会長を対象として有給制を審

議すべきとの意見で一致した。 
 
4)役員報酬の種類について 

ア．給与：給料 
役員の任期中に当会が支給する給料・

諸手当。今後の検討にもよるが支給され

る役員の選択制とし、例として年俸制で

支給形式は均等月支給もしくは年俸の 1
／17(基本月支給)＋3／17(6月支給)＋4／
17(12 月支給) 
イ．退職慰労金：任期終了後に当会支給

する慰労金。 
ウ．諸経費：役員が弁償できる費用。日

当・交通費・その他所要の経費 
 
 本委員会としてはアの「給与と役員に

ついて」を審議対象の中心とし、参考と

して退職慰労金・諸経費についても若干

の意見を取りまとめることとした。 
2 会長を対象として有給制を審議すべき

理由ついて 
1)日臨技おける会長役務に関する諸規

定 
日本臨床衛生検査技師会 定款に記載さ

れている内容は、 

 第 3 章 役員、常任委員及び職員 
第 14 条  理事は理事会を組織して会務の

執行を図り、次の職務を行う。 
  一  会長は、この会を代表し、会務を統

轄する。 
第 18 条  この会に常任委員を若干名置く

ことができる。 
2  常任委員は、理事会の承認を得て、会

長が任免する。 
3  常任委員は、会長から委嘱された業務

を行う。 
第 19 条  この会に事務を処理するため、

事務局を置く。 
2  事務局に事務局長１名及び職員若干名

を置き、会長が任免する。 
第 5 章  顧問および参与  

第 22 条  この会に顧問及び参与を置くこ

とができる。 
2  顧問及び参与は、理事会の推薦により

会長が委嘱する。 
3  顧問はこの会の重要な事項について、

会長の諮問に応じて意見を述べるものと

する。 
4  参与は、会長の求めに応じて、この会

の業務に参画するものとする。 
第 6 章  会議 

第 25 条  代議員会は、代議員をもって構

成し、年 1 回以上開催する。 
2  代議員会は総会の付議事項で必要なも

の、その他会長が付議した事項について

承認又は議決する。                                       
第26条  理事会は、理事をもって構成し、

年 1 回以上開催する。 
2  理事会は、この定款に規定するものの

ほか、事業の執行に関する事項、総会及

び代議員会に付議すべき事項、その他会

長が付議した事項について議決する。 
第 27 条  会議は、会長が招集する。 
第 29 条  総会の議長は、出席正会員のな

かから選出する。 
3  理事会の議長は、会長がこれにあたる。       
第 7 章 資産及び会計 
第35条  この会の資産は、会長が管理し、

その方法は総会の議決により定める。 
第 36 条 この会の収支予算は、会長が年

度開始時に、総会の議決により定め、収

支決算は年度終了後 1 月以内に、・・・・・・

総会の承認を求めなければならない 
 
組織運営規程に記載されている内容は、 
第 5 章 執行機関 

(理事会および常務理事会) 
第 17 条 この会の執行のため、理事会お

よび常務理事会を設置する。 
2 理事会は、定款第 26 条の定めにより

この会の理事をもって構成する。 
3 常務理事会は、会長、副会長、専務理

事および常務理事で構成する。 
(理事会および常務理事会の開催と招集) 
第 18 条 定款第 26 条の定めにより、会

長の招集する理事会を年 1 回以上開催す

る。 

2 常務理事会は、会長が招集し、原則と

して毎月開催する。 
3 前 2 項において、会長が必要と認めた

ときは、臨時に開催することができる。 
4、5 省略 
(部の設置および掌理) 
第 19 条 この会の事業目的のため以下の

部を設置する。 
一 庶務部 
二 情報・組織部 
三 経理部 
四 渉外部 
五 制度法規部 
六 研究・研修部 
七 精度管理部 
八 出版部 
九 国際部 
2 各部には、常務理事および理事若干名

を配置する。 
3 各部は、会長の指示に基づいて、副会

長が掌理する。 
2)会長業務の範疇について 
1)の諸規定に記載されている会長の役

務については、当会の会長が単に会の代

表と言うだけでないことをある種詳細に

示している。「日本の臨床検査」を技師会

の諸活動、例えば各種の委員会や会合等

を招聘し諮問に対する答申や進言をもと

に発展させ、新たな事業展開を創造し、

「次世代の臨床検査」に繋げると言う大

業を司る指揮官たる存在であると考えら

れる。当然ながらそのためには各種の事

業目的を通じ多角的方面から調査・分析

し、(必要とあれば「(仮称)日本臨床検査

白書」の成作し「(仮称)日本臨床検査大

綱・指針」へ結びつけることも肝要と考

えられる。)時に会長自らが各種団体との

協議や会議等へ出向き、直にヒアリング

を行うなどその業務量は計り知れない。

会長が常勤としての立場か非常勤として

の立場なのかの「あるべき論」はこの項

では避け、次の今後の展望で議論するこ

ととするが、時代は変わりつつあるよう

に思われる。 
 3)会長役務の今後の展望 
Ⅰの検討の基本的な考え方でも述べた

ように当会の代表権を持つ会長は(社)日
本臨床衛生検査技師会と言う法人活動を

通じ、日本の健康、医療、福祉にかかわ

る臨床検査分野において幅広く国民に対

する利益の付与に繋がるような保障の責

務を有するものと考えられる。今後、益々

国民の視点からも当会への専門家職能集

団としての期待は当然のことながら増大

するものと予想され、単に臨床検査技師

同士の利益団体では公益性・社会性の両

面からも許されないだろうことは明白と

思われる。当会の成熟過程において、こ

れまでの臨床検査技師のための法改正活

動は今後、同時並行的に国民のための臨

床検査を司る技師のあるべき像を法的に

求める活動も積極的に推し進める必要性
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があり、また臨床検査技師のための精度

管理も国民のための精度管理に変化し、

更には何処で検査された結果でも検査を

受けた個々の国民にそのデータが帰属し、

個人の社会生活に有用なデータ共有化が

図られるよう発展し続けなければならな

いと考えられる。 
そのためには政府、立法府、関係省庁

や地方行政所管等に至るまで様々な折衝

が必要とされ、職能集団としての当会会

長の日々の行動は政策的にも重要な役割

を担うものと思われ、もはや専従的常勤

体制をいやがおうにも取らざるを得ない

状況とも思われる。 
3 有給制を導入した際の諸問題について 
 1)常勤・非常勤の選択制について 
当会の会長職は専従的常勤の体制が望

ましいと考えられるが＜*1＞、会長の個

人的立場においては常勤を絶対条件とす

ることは問題があると思われる。特に現

役会員が会長となった際、本業との兼ね

合いで業務免除可能な職場であるか否か

は大変重要な問題となる。例えば一般職

の公務員については、二重給与の禁止(副
業禁止)が法に規定されており、現職の会

長となる場合には退職も選択肢となりう

る。他団体の実態においても会長が常勤

である場合と非常勤の場合とが混在して

いる状態で、その際の役員報酬は基本的

には役員報酬規程に「役員は無給とする。

ただし、常勤の役員は有給とすることが

できる。この場合、それぞれの職務内容(役
職・常勤日数等)に応じて報酬及び退職慰

労金等の合計が(上限)金額を超えない範

囲とする･･･」などの条文で決められてい

るケースがある。 
何れにしても常勤・非常勤の選択制に

ついては今後も議論＜*2＞を要するもの

と考えられる。 
この点の審議で出された意見(理事会に

おける審議で留意されたい点)＜*１＞ 
 ◆日臨技の会長には常勤として各方面と

の交渉や調整等を行って頂くのが最善と

考える。 
◆今後、積極的に活動をしていただくため

にも専従の会長で有給性が望ましいと思

います。また、有給制、専従により会員

からの期待も多くなると思います。(逆に

厳しい評価を受けるかもしれませんが) 
◆有給制を導入した際、会長に就任した場

合は、現職であれば退職することを義務

づけた方がよいと考えます。＜*2＞ 
 ◆選択制の是非：候補者により変わる制

度で良いのか？ 
 ◆選択制を採用した場合、立候補時点で

表明することとなるのか？ 
 ◆任期の途中で変更有りとするのか？ 
 2)会長選挙への影響について 
会長の有給制が会長選出に影響を及ぼ

す可能性について本委員会においても検

討する必要性があるのではと言う意見が

出された。 

要約すると一つは会長候補者が現職の

場合で民間施設に就労している技師か公

務員技師かである。 
少なからず現役の技師や公務員技師は

会長選に立候補する際、退職を意識せざ

るを得ない状況となり、二の足を踏むケ

ースもありうると考えられる。その分、

定年退職者が有利に運ぶ可能性も否定で

きず、将来においてあり得ないとは思わ

れるが給与欲しさの立候補者が現れた場

合、当会にとっての損失は計り知れない。

現役であろうと定年退職者であろうとそ

の人となりや日臨技の活動方針を明確に

打ち出し仁徳のある人が理想ではあるが、

人にそれを強いる分、当委員会の役割の

如く組織が個人への保証を明確にするこ

とも肝要と考える。 
二つ目に地域格差の問題を論ずる。会

長選への立候補は日本全国何処の会員で

も機会均等であるべきで日臨技の所在地

(現状：東京都大森)から遠い会員と近い会

員で差を生じてはならないと考える。特

に会長職に対する専従的常勤論が強まれ

ば強まるほど、通勤可能な範囲である東

京およびその近郊に住居をかまえる必要

が今後増大することも予想される。この

点においても社会性のある団体であれば

こそ報酬や手当を明確にすべきと考えら

れる。 
 3)役員報酬の財源のあり方について 
役員報酬の財源をどの様に確保するか、

当委員会においても大変重要な問題と捉

えそのあり方について若干の意見を本報

告書に盛り込むこととした。 
現状、当会の事業費および運営費等は

基本的に会員会費を財源として活動が年

度予算のもと計画的に執行されている。

当然のことながら他の公益社団法人にお

いても額は別として会員からの会員会費

をもとに同様に行われている。今後、役

員報酬を支払うこととなれば単年度毎に

予算計画に盛り込み、総会で承認された

ものについて執行が可能となる。その際、

年間の会員会費に占める役員報酬の割合

が大きく見えるか少なく見えるかについ

ては会員各位の感覚的要素による可能性

が高く客観性を欠くものとしてここでの

議論は避けることとした。公益法人とし

て純粋に会長職というものが常勤役員と

して必要不可欠な時代にある中で、次の

項でも示すように適切な額をその報酬と

して支払うことを前提に、財源という切

り口で考えることとする。現在、会員会

費を原資とし当会の事業や会そのものの

運営が執り行われていることは会員各位

の知るところである。敢えて役員報酬と

財源を結びつけ当諮問委員会で答申する

必要性は無いかも知れないが、今後の技

師会展望を考える上でも是非とも一考の

価値ありと思い提言することとした。 
公益法人としての当会については、事

業を展開し利潤を上げて社会貢献する一

般の株式会社等とは異なり、収益事業に

対する考え方がやや厳しすぎるきらいが

あるのではないかと思われる。暴利を貪

る悪徳業者を想像するものはないにして

も、日本国民にたいし臨床検査を通じた

事業展開は直接的・間接的を問わず種々

多様な範囲で存在すると考えられる。事

業を推進する上で必要とされる人件費や

広く経費については当然非課税団体であ

っても認められることであり、仮に利潤

が発生しても課税対象として申告すれば

社会的に何の問題も発生しない。役員報

酬の財源を考える上でも、是非とも他の

公益法人と同様に幅広く収益事業を展開

させ、その中から経費として生み出す必

要もあるのではないかと思われる。 
 4)役員報酬の額について 
役員報酬の額については参考資料 1、2

にも示されているよう、ガイドライン等

をもとに適切な価格を設定する必要があ

る。そのためには支払根拠を明確にし、

その内容に則って決定されるべきと考え

られる。そのための要件となる点を以下

に示す。 
① どの地域から選出された会長であ

っても常勤役員として事務所が存在する

東京(大森)で執務するためには、やはり通

勤可能な圏内を居住域と考える必要があ

ること。 
※ 既に圏内に居住している会長とは

差が生じることを考慮する 
②  今後も必要となる国や各省庁、日

本を代表する医療関連団体との折衝にお

いても、やはり東京(特に霞ヶ関周辺)を中

心として活動することが基本的に数多く

想定されること。 
③  東京を基準として一般的な生活環

境(衣、食、住等)を考慮し給与を算出する

ことで一家が同域で暮らすには充分な保

証でなければならないこと。 
※ 一家とは平均的家族構成(4 人程度)

を基準として給与(年棒額)を算定し、それ

以上の扶養家族等については税的優遇措

置のみとする。 
 ④ 今後、会長職として専従的常勤役

員を選択した場合、他に就労していない

ことから任期満了後についても若干の考

慮が必要となること。 
 ※ 他の法人団体の退職慰労金等を参

考に規定額を決定する。 
以上のことから当委員会として当会会

長(常勤役員)の役員報酬について、以下に

示す報酬の種類と額を推奨し答申案とす

る。 
報酬種類 報 酬 額 備   考 
＜給 与*1＞ 
上限 1,300万円／年(1期1年目は1,200

万円) 
1期2年目以降は1,300万円を上限とし

ての年俸制とする。支給については年 12
回の月払いを基本とし、年棒額の分割方

式を選択することで 6月と 12月及び平均
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月に振り分けることができるものとする。 
＜住宅補助金*2＞ 
上限 10 万円／月 
家賃の 2／3 が 10 万円未満の場合は、

その家賃額の2／3を上限として支給する。 
＜退職慰労金*3＞ 
100 万円／年 
任期満了を基本とし支給する。任期中

に退職した場合は 6 ヶ月未満については

支給対象外とし、6 ヶ月以上 12 ヶ月未満

は 50 万円とする。日割り月割り等の換算

は行わない 
*1： 給与額については当委員会として

も意見の分かれるところであった。1,200
万円から 1,300 万円程度と言うことで、

病院薬剤師会の例を参考とすると 1,200
万円が相場となるが、日本看護協会(約
1,650万)や日本医師会(約3,000万)の会長

報酬とはかなりの開きはある。 
*2： 住宅補助金については要件に示し

た内容をもとに検討した結果を踏まえ、

最低限の保証が必要と考える。 
 *3： 退職慰労金については離職後のし

ばらくの保証として必要と考え、当委員

会としても支給すべきものとして答申案

に盛り込む。 
 ※初年度と次年度以降とで金額差をつ

けた理由としては当然ながら経験値の差

を考慮したことによるものである。 
 5)その他 
本委員会の諮問事項である役員報酬(特

に会長報酬)について審議を行った。この

報酬を支払う基本的な考え方は、現当会

会長の職務においても既に日本における

臨床検査のあり方に重要な役割を果たし

ており、今後益々専従的常勤とならざる

を得ないものと考えられることから、当

然ながら会長職の生活を保証することは

むしろ当会の義務として行うべきことで

あるとすら言える。公益法人における役

員報酬制度は社会性のある組織として認

められるためにも必要であると考えられ

る。この役員報酬については生活を保証

するためのものであり、会務に関わる所

要経費については別途支給されるもので

ある。 
4 有給制導入に関する審議結果 

1)審議結果 
本委員会では当会の役員報酬について

審議した結果、会長への支給を認めるも

のとする。但し支給する条件および支給

に関わる諸問題については理事会等で充

分な審議が必要である。 
 

【参考資料 1】 
第 1 回組織運営に関する諮問委員会議事

録 
開催日時：平成 19 年 8 月 10 日(金)14 時

～16 時 
開催場所：日臨技第 2 会議室 
出席者 ：鈴木正信、伊藤茂雄、米坂知

昭、桒原正喜、小郷正則、栗下英雄、長

迫哲朗 
欠席者 ：倉本哲央 
次 第 ： 
1．開会 
2．会長挨拶 
3．委員長、副委員長、書記の互選 
4．日本臨床衛生検査技師会役員の有給性

の是非について 
5．その他 
議事概要： 
1．会長挨拶 
 会長のみならず副会長、理事の有給性

について忌憚のなく審議して頂きたい。 

答申案に対して理事会で検討するが、答

申案がそのまま採用されるとは限らない。 
 (挨拶後退席) 
2．審議に当たり 
 審議に当たり高田専務理事より、会長

のみならず副会長、理事の有給性につい

て審議して欲しいこと、平成 19 年 9 月中

旬までに答申を出して欲しいこと、当会

独自の制度となる答申を望むこと、従っ

て他団体の関連資料は準備していないこ

となど本諮問委員会に対する要望が出さ

れた。 
3．委員長、副委員長、書記の互選 
高田専務理事の司会で委員長、副委員長 
書記の互選を行い、以下の通り決定した。 
委員長：米坂知昭、副委員長：長迫哲朗  

書 記：桒原正喜 
(高田専務理事および金子専務理事退席)  
4．日本臨床衛生検査技師会役員の有給性

の是非について 
 委員からの意見は以下のとおり。 
・対象を会長に絞って審議することとし

たい。 
・答申は「中間取りまとめ」の形式でも

良いと考える。 
・現在日臨技の会計は会員の会費のみで

まかなわれている。その中から給料を捻

出することには問題がある。法人として

の事業展開で得られる収益から捻出すべ

きである。 
・現役公務員が会長となった場合、給料

を受け取ること出来ない。そのような場

合を考慮して「給料を受け取るかどうか」

選択制とする案も考えられる。 
・現役公務員には役員給料を支払うこと

が出来ない。このことが会長選挙に制約

を生じさせることとなり問題である。 
・この委員会が立ち上がった経緯を知り

たい。 
→これに対して、 
 その内容は、日本を代表する臨床検査

技師の会長が日々の行動費のみでボラン

ティア的な活動ではなく、充分な活動を

して貰うための有給性についての考えを

質す質問が平成 19年第 1回総会で質問が

あったため。(過去にも同様な質問あり) 
 ・「会費が高い」と言う意見がある中で、

有給性とすることには問題がある。 
・充分な活動をして貰うためには必要な

制度と考える。 
・他団体の状況を参考とすべき。 
・「行動費」で対応することは出来ないか。 
・有給制度とは、当然常勤制度をとるこ

とに繋がる。会長を常勤として日本の臨

床検査技師会の顔として・代表として活

動して貰う必要がある。そういう時代に

来ている。 
・定款に有給性の規程がない。会員の納

得を得るために明確にしておく必要があ

る。 
・地域格差、会長選挙への影響を考慮す

る必要がある。 
・専務理事の現状を明らかにしておく必

要がある。 
・有給とした場合の金額は、他団体を参

考とし後に決定する。 
・会長の業務を明らかにする必要がある

のではないか。 
・日本の臨床検査を代表する会長が「二

足のわらじを履くような片手間で良い

か？」「専務理事がいるから常勤でなくて

良いか？」といった考えもある。この際

会長のあり方論を考える必要がある。 
・会独自の事業展開を進めるために会長

の常勤性が必要。 
・会長が行うべき事が会員から出てくる

ようにすべきである。 
・「給料を支払う」ということの背景には、

そのことを支える事業展開、あるいは会

員からの下支えが必要。 
・公益法人取得時が有給性とする時期と

考える。 
・公益法人となった場合、役員手当は当

然支払われる。この点から有給性は必然

的と考えられるが、それ故に公益法人と

してのあり方を考える必要がある。この

ことを答申に入れる必要がある。 
・独自の事業を展開するには専従職員が

必要。 
・会長の行動費について、グリーン車を

認めるなど差別化が必要ではないか。 
・有給性となった場合も、出張旅費・日

当は支払われるべきである。 
 合意事項 
・会長の有給性に限って答申する。 
・諮問内容の大きさから、「中間取りまと

め」として答申する。 
・各位委員は、他団体の状況を調べ 8 月

中に委員長に報告する。 
・委員長は上記意見を取りまとめ、「中間

取りまとめ」の原案を作成し、各委員に

メール配信する。 
・第 2 回の本委員会を平成 19 年 9 月 7 日

(金)14 時～16 時に、日臨技第 2 会議室で

開催し、「中間取りまとめ」について審議

する。 
5．その他 
なし 

以上 
議長：米坂知昭 
書記：桒原正喜 
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【参考資料 2】 
第 2 回組織運営に関する諮問委員会議事

録 
開催日時：平成 19 年 9 月 7 日(金)14 時～

16 時 
開催場所：日臨技第 1 会議室 
出席者 ：伊藤茂雄、米坂知昭、桒原正

喜、倉本哲央、小郷正則、長迫哲朗 
欠席者 ：鈴木正信、栗下英雄 
次 第 ： 
1．開会 
2．「日本臨床衛生検査技師会役員の有給

性の是非について」に対する中間取りま

とめについて 
3．その他 
議事概要： 
1．「日本臨床衛生検査技師会役員の有給

性の是非について」に対する中間取りま

とめについて 
(1)諮問事項「日本臨床衛生検査技師会役

員の有給性の是非について」に対する答

申書(案)が委員長より配布され、以下の発

言があった。 
・このような形で答申したい。 
・この内容を審議し、加筆あるいは削除

して完成させ、10 月 10 日までに中間取

りまとめの形で答申したい。 
・必要なら最終確認の委員会の開催も可

能であり、この事については日臨技に了

承を得ている。 
(2)引き続いて、答申書案の詳細について

の委員長の説明とそれに対する審議を行

った。 
意見および確認事項は以下の通り。 

・答申書の鏡について、案通りで良とし

た。 
・「もくじ」のⅡ－３－４)に「役員報酬の

額について」を入れた。 
 役員報酬の種類として、退職慰労金、

日当、交通費なども含まれるようであり、

検討に取り上げてはどうかと考えている。 
・委員会の経緯を 1 ページにまとめた。 
・「はじめに」で、この答申をもとに理事

会で一層の審議を望むことを盛り込んだ。 
・「Ⅰ 検討の基本的な考え方 」「1 検討の

基本・視点」の＜検討の留意点＞の「③

医療系他団体の現状と有給制度における

報酬条件」に関連して、調査した他団体

の状況を表として添付することとする。 
 ・「Ⅰ 検討の基本的な考え方 」「1 検討

の基本・視点」の＜検討の留意点＞の「④

有給制度と勤務体制(常勤・非常勤)」は、

大きいな問題である。 答申案としての方

向性は「あるべき論」を出すこととする。

ある一般社会系の団体の例として「役員

報酬は基本的に無給とする。ただし、常

勤の役員は有給とすることが出来る。」と

しており、その場合上限額が決められて

いる。すなわち「ポジションに払うので

はなく、払うべき人に払ってはどうかを

理事会等で決定して支払う。基本は無給

とする。」という考え方で、この例は当会

に合うと思われる。 
・「理事会等で決定して支払う」こととし

た場合、常勤・非常勤の判断基準が難し

くなるのではないか？ 
→ 出勤簿等で確認することとなると考

える。 
・Ⅰの「2 表題に国民のための･･･」では、

会として役員に責務を求めているからに

は、その役員の生活を保障すべきである

とする考えを盛り込んだ。 
・Ⅱの「1 審議対象となる役員について」

の「1)定款および･･･役員」記載は、案通

りとする。  
・Ⅱの 1 の「2)審議対象となる役員」に、

組織運営規程第 12 条を引用したが、そこ

に「退職慰労金」の記載がある。 
 ・Ⅱの 1 の「4)役員報酬の種類」の「ア」

に関して、「支給方法は種々考えられるが、

総額の上限を決め支給方法の例を示して

おき、詳細は理事会で決定する。」という

内容が考えられる。 
 ・Ⅱの 1 の「4)役員報酬の種類」の「イ」

に記載した、「退職慰労金」については本

委員会の対象外としたらどうか。財源を

考慮しつつ、総枠の上限を決めた中で慰

労金の考えを、その他として記載したら

どうか。現状の常務理事に対する慰労金

は 1 期につき 2 万円程度の様である。 
・Ⅱの 1 の「4)役員報酬の種類」の「ウ」

の諸経費についても審議したい。 
・Ⅱの「2 会長を対象として･･･理由につ

いて」には、会長は全活動に対し責任を

持って対処しなければならないというこ

とを再確認する意味で列挙した。 
・Ⅱの「3 有給制を導入した際の諸問題に

ついて」は、メールで意見を出して頂い

ているが、さらに意見を出して貰いたい。 
・Ⅱの 3 の「1)常勤・非常勤の選択制に

ついて」に関連して、 
・公務委員の業務免除の制度がある。 
→ それを利用すれば、有給制は難しく

なる。 
→ 選択制が必要 
・休職制度も考えられるが、現実的には

公務員が休職で会長となることは無理。

民間も無理。 
・公務員が会長となった場合、身分保証

を公務委員として受けるか？会長として

受けるか？まさに選択制となる。 
・常勤はどの程度の勤務状況か？ 
→ 2～3 日／週では常勤とはいえないで

あろう。4～5 日／週であろう。 
・常勤となれば当然有給休暇も考えなけ

ればならない。 
・有給とするに当たっては、総会等で承

認されるべきであり、承認されてから支

給すべきであろう。などの意見が出た。 
・Ⅱの 3 の 1)では、地方からも会長が出

られるようにするためには、生活を保障

する生活給に住宅手当を含んだ有給制が

必要である。理事会がこのことを会員に

理解してもらえるように(コンセンサスを

得るように)することの重要性を盛り込む。 
・Ⅱの 3 の 1)では、取りまとめに当たっ

ては、「公務員の場合業務免除も可能」と

いう文を加える。 
・Ⅱの 3 の 1)では、答申はガイドライン

の様なものであり、「このような問題があ

る」と諸問題を揚げ、「こんな時にはこの

ようにする。」といった例を示しておく。 
・Ⅱの 3 の「2)会長選挙はの影響につい

て」で 
・地域格差、東京近郊からでなければ会

長になれないような地域格差を生む仕組

みでなく、どの会員も会長立候補の機会

があり、どこからも有能な会員がでられ

るしくみとして会長の有給制度は必要と

考える。 
・有給制になると、常勤として努められ

ない人が出馬しづらくなるのではない

か？ 
・金ほしさででられても困る。国会議員

と同様、職を辞してでも頑張る人でない

と困る。現在は名誉目的の議員ではだめ。

能力のある議員が求められている。会長

職もこれに似ているのでは無いか。 
・有給制度(常勤)が現役に不利、定年近く

の人に有利という問題に置き変わらない

ことが重要。 
・真にやる気のある人が出てこれる様に

するために必要な制度とすべき。 
・Ⅱの 3 の「3)給与財源のあり方につい

て」では、現状の会費のみの財源ではな

く事業展開による財源確保が必要である

ことを盛り込む。 
・Ⅱの 3 の「4)役員報酬の額について」

で以下の意見が出た。 
・例に出された金額(1 千 2 百万)は若い会

員には高額すぎるイメージがあるのでは

ないか？ 
→ 東京で生活するとしたら妥当な額と

考える。ただし、ただ支払うのではない。

常勤として、日臨技の本拠地である東京

で一家が暮らすことを保証しなければな

らない。住宅補助を含めての保証が必要

と考える。そうでないと、単身赴任の会

長しか認めないこととなる。また、辞任

後のしばらくの保証としての慰労金も必

要と考える。 
・病院薬剤師会の例が参考となるのでは

ないか。 
・「会長としての真剣みを発揮しもらわね

ばならない。だから支払う。」という考え

から、本給として 1,200 万が妥当ではな

いか・・・ 
・額をどのようにまとめるかが問題であ

る。 
・他団体と同等なら添付資料を参考とし

て貰うこととしたらどうか。 
→ あるべき論として、金額を出してお

きたい。特に総額の上限を明記しておく

べきではないか。例として住宅手当は月

10 万円程度、年俸は 1,200 万を超えない、

慰労金は 1 年につき 100 万を超えないな
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ど 
・その他所要の経費とはどのようなもの

か？ 
→ 土産代、打ち合わせの会食費などが

考えられる。日当に諸経費を含ませ、そ

の額も 5 千円を 8 千円程度にしたらどう

か？ 
・有給性は社会性のある組織と認めれる

ために必要である。但し華美となっては

ならない。 
・Ⅱの 1 の 4)の項は、諸問題の一つとし

て案の通り取り上げることとする。 
・Ⅱの 1 の 4)に記載の「退職慰労金につ

いては審議対象外とする」の文は削除し、

ここで触れておく。 
・Ⅱの 3 の「5)その他」で 
・有給性は時代背景から必要であり。特

に会長については必要である。 
・理事会、代議委員会、総会で大いに議

論をし、会員のコンセンサスを得ること

が必要。 
・会員が理解し、納得するための、分か

り易い説明・広報が必要である。この考

えから、Ⅰの 1 の＜検討の留意点＞に「国

民的検知と会員視点」を揚げた。 
・専務理事について総会で審議されたも

の。範疇は理事であるが組織運営規程に 
規定されている。 すでに有給制を布いて

おり総会で承認されているので諮問対象

から外したが、額の問題、定款上の規程

がないことなどを後書きに記載し、問題

提起する。 
・「4 有給性導入に関する審議結果として」

以下の確認をした。 
・諸問題はあるが意義がある。会長に限

って答申する。 
・諸問題として、会長選挙の影響、事業

展開と財源確保なども諸込む。 
・他団体の状況を参考として、住居要件

および慰労金を考慮する必要性も盛り込

む。 
・支給額の例として金額を提示する。 
・専務理事に関わる事項については後書

きで記載する。 
・後書きには、その他気になる事も記載

する。 
(3)その他 
以下の事を確認した。 

・本日の審議に基づき、委員長が答申案

をまとめる。 
・さらなる意見および最終案に対する意

見をメールを介して行う。 
・必要に応じて再度委員会を開催する。 
(4)副委員長挨拶要点 
メールにいろいろな意見を盛り込んで

完成させたい。 
2．その他 
なし 

               以上 
議長：米坂知昭 
書記：桒原正喜 
 

【参考資料 3】 
公益法人の役員の報酬に関するガイドラ

イン 
第 1  趣旨 

このガイドラインは、公益法人の常勤

役員の報酬の適正な水準等を示すことを

目的とする。 
第 2  基本的考え方 

公益法人の常勤の役員の報酬は、当該

法人の資産及び収支の状況並びに民間の

給与水準と比べて不当に高額に過ぎない

ものとすること。 これは、  
①常勤の役員の報酬が当該公益法人の資

産及び収支の状況から見て余りに多額に

なると、公益事業を圧迫するおそれがあ

ること 
②公益法人は、積極的に不特定多数の者

の利益の実現を目指すものであるため、

税制上の優遇を受けているものであり、

そのような法人に属する役員の報酬が社

会的批判を受けるような高額なものであ

ってはならないことから、常勤役員の報

酬は、このような事態を招くような不当

に高額又は多額なものであってはならな

いためであること。 
 また、公益法人の常勤の役員の報酬は、

職責、出勤日数、勤務態様等から見て不

当に高額に過ぎないものであること。 
第 3  具体的基準 
公益法人の常勤の役員報酬額については、

以下の基準によるものとすること。  
1 理事長等(理事長、会長等であって、

当該公益法人において最も高い額の報酬

を受けている者をいう。以下同じ。)の報

酬については、事務次官の報酬相当額の

範囲内とすること。 
 ただし、当該役員の職責、法人の事業

規模、事業内容、職員数、当該役員の職

務上必要とされる資格等を勘案した結果、

理事長等の報酬が事務次官の報酬相当額

を超えることが合理的と認められる場合

については、この限りでないが、この場

合であっても、これらの状況等を勘案し

た適切な額とすること。 
2 副理事長、副会長、専務理事、常務理

事、理事、監事等の報酬については、当 
該法人の理事長等の報酬額を踏まえ、適

切な額とすること。 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考資料 4】 
有給常勤役員の平均年間報酬額 
指導監督基準では、役員の報酬等につ

いて、当該法人の資産及び収支の状況並

びに民間の給与水準と比べて不当に高額

に過ぎないものとすることとされている。

公益法人の定款又は寄附行為においては、

役員は無報酬であるが、常勤の役員につ

いては有給とすることができる旨定めら

れていることが多い。 
有給常勤役員に対する平均年間報酬の

1 人当たりの平均額を示したものが、表

15 である。 
これによると、有給役員がいる 10,310 

法人の中では、400 万円以上 800 万円未

満の法人が 3,796 法人(有給役員がいる法

人の 36.8％ )、400 万円未満の法人が

3,350 法人(同 32.5％)であり、800 万円未

満の法人で有給役員がいる法人の 7 割程

度を占めている。 
一方、平均年間報酬額が 2,000 万円以

上の法人も 99 法人(前年比７法人増加) 
あった。 
 (総務省：平成 17 年度 公益法人に関する

年次報告 概 要から) 
 
組織運営に関する諮問委員会報告書提出

までの審議経過 
委員会第 1 回(H19.8.10) 

役員の有給制について 
委員会第 2 回(H19.9.07) 
 役員の有給制に関する検討の視点、方

策 
 中間報告書作成に向けての素案(案) 
・資料 1：組織運営に関する諮問委員会(第
1 回)議事要旨(案) 
・資料 2：組織運営に関する諮問委員会(第
2 回)議事要旨(案) 
・資料 3：公益法人の役員の報酬に関する

ガイドライン  
・資料 4：有給常勤役員の平均年間報酬額 
日本臨床衛生検査技師会(H19.11.22) 
組織運営に関する諮問委員会中間報告書

提出 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


