
評議員会次第

日　時：平成27年6月25日（木）

午後4時から
会　場：ホテル白萩　3階　萩の間

1．開　　会

2．会長挨拶

3．議長選任

4．議事録著名人の選任

5．議　　事

〔審議事項〕

第1号議案　平成26年度事業報告並びに同年度決算について　（資料1）

平成26年度監査報告について

第2号議案　平成26年度胃がん検診車整備に対する
JKA補助金交付事業の自己評価について　（資料2）

その他

〔報告事項〕

1．学術顧問・運営顧問の選任及び退任について　　　　（資料3）

2．第26回黒川利雄がん研究基金研究助成金贈呈式について　（資料4）

その他

6．閉 会



資料2
公益財団法人JKA　平成26年度胃がん検診車の整備補助事業

補助事業の自己評価
（1）総合評価

①自己評価I（事業終了後に、（2）個別項目から実施状況を振り返り、事業全体を評価） ��採点 �備考 

事業全体について �計画通りの検診車を入札業者による架装業者とシャーシメーカーの選定等により、当初予算額60，480，000円を45，986，400円での製作となり約 �3 � 

の意見・所感 �14，500，000円安価に整備することができた。事業結果の情報発信についても河北新報に掲載され、当初予定していた以上の成果になった。 

優れている点・牒 �従来の検診車よりも全長が約0．5－1．0m短いコンパクトな車体に車高調整可能な四輪エアサスペーションを装着するシャーシを採用することで、傾 

題、改善すべき点 �斜のある場所にも進入することが出来るようになり、被災地域等でより地域住民の近くで胃がん検診の実施が可能となった。 

その他、アピール �貴財団のご支援の下、がん検診事業を継続していくことで、「がん」の早期発見・早期治療に結びつけ、震災で助かった命を「がん」で亡くすこと 

したい点、是非知 �のないよう地域住民の健康管理に貢献していきたいと考えます。当協会は健康を守ることを最優先と位置付け、すべての復興は健康だからこそ実 

ってもらいたい点 �現されるものと信じ、がん検診を中心と‘したがん予防事業を推進して被災地域の復興を支援してまいります。 

②自己評価Ⅱ �（平成00年2月末時点に、（2）個別項目「事業の成果〃波及」の状況を確認し補助事業が最終的に目指すこと（社会的課題の解決等）の達成状況及び、今後の � � 

展望を記入） 

補助事業が最終的 に目指すこと（課 題の解決等）の達 成状況及び今後の 展望 �自己評価I提出時は不要（平成28年3月～6月未まで提出） � � 



（2）個別項目評価　　事前計画／自己評価（実施状況等を振り返り、個別に評価）

補助事業の事前計画 �自己評価 �採点 �備考 

（1）受益者 �（受益者）宮城県内の地域住民及び職域従業員 �受益対象者、ニーズの想定は適切であり、今後は東日本大震災で被災 �3 � 

ニーズ �（ニーズ）科学的根拠に基づいて有効性が評価されたがん検診を正しく行うた �した地域を中心に配車計画を立てニーズに沿った適切な事業を実施 

めに検診車の整備が必要不可欠です。それにより、疾病の早期発見・早期治 療の推進を図り健康な体を取戻し「がん」で亡くなる人が一人でもいなくな るように住民の健康福祉に寄与してまいります。 �する予定。 

（2）事業内容 �コンパクトな巡回検診車を捜作することにより、被災地の仮設住宅や狭い検 �【新規性】既存の胃がん検診車の全長は、9－9．5mのものがほとんど �3 � 

事業の新規性 �診会場でも胃がん検診を行うことができるように設計し、地域住民のニーズ �で今回の事業で8．49mのコンパクトな巡回検診車を製作することが 

に応えていく。 �できた。 【継続の必要性】被災地では、まだ仮設住宅に近い狭い会場も多く今 後もコンパクトな巡回検診車による官がん検診実施の必要性が続く。 

事業の発展性 �被災地によっては未だ交通手段も整備されていない地域もあり、遠く離れた �東日本大震災から4年が経過しようとしているが、交通手段も整備さ �3 � 

医療機関に行かなければならない住民は、健康管理に不安を抱いています。 �れていない地域では、一部の医簾機関への一極集中で待ち時間が長く 

また、慣れない仮設住宅での生活で体調を崩し、特にストレス性消化器疾患 �なり医療機関へ掛かるのも鷹躇う要因等が存在する状況の下、今回の 

が多く発生しています。巡回検診車での胃がん検診を実施することで、疾病 �補助事業で整備した検診車を用いて出来るだけ被災地域の身近なと 

の早期発見・早期治療が可能になり、がんの死亡率を減少させることにつな �ころまで出向き、胃がん検診を実施することで疾病の早期発見・早期 

がり地域住民の健康管理に寄与できると思います。 �治療に繋げ、がんの死亡率を減少させることにより地域住民の健康管 理に寄与できる。 

実施計画 実施体制 �【事業の完了時期】平成26年12月31日 �機種選定委員会を設け車両及び搭載機器の検討を行い、購入業者の選 �3 � 

【スケジュール】　入札：平成26年4月中旬～5月中旬 �定は3社以上の指名入札で行い総合評価により購入業者を決定した。 

契約：平成26年5月中旬～6月中旬 �当初計画より約1，450万円安く整備することができた。 

納品・検収：平成26年11月中旬～12月中旬 【予算】補助金：20，475，000円 内部で機種選定委員会を立ち上げ車両及びエックス線装置の仕様書を協 議・作成する。また、評価委員による機種及び物品に対する意見を総合的に 勘案し、入札業者を選定し入札を行う。入札は原則競争入札とする。なお、 機種選定委員会の構成メンバーは、当協会検診センター所長、副所長、事務 局長、総務課長、経理課長を常任とし、機器及び物品を購入しようとする部 署の課長を委員とする。 �（実事業費総額は、45，986，400円であった） 



補助事業の事前計画 �自己評価 �採点 �備考 

（3） �事業の �［指標］　　　平成26年11月 �達成値：　　平成26年12月 �3 � 

達成 �実施結果 �［目標値］　　平成26年11月 �達成状況：　90％ 

目標 ��［具体的内容］平成26年12月からの稼働とし、Il月中に導入する �具体的内容：平成26年12月25日に検収と命名披露式を行い配 　備した。車両シャーシの供給不足により計画よりも約1 　カ月納車が遅れ、平成27年1月6日から稼働した。 

事業の　‾ �［指標］　　1ケ月稼働日数：20日間程度1日平均利用者数：50名程度 �達成値：　　47名 �3 �提出時直近の数字で報告 

成果“波及 �［目標値］　1ケ月稼働日数悠0日間程度1日平均利用者数：50名程度 �達成状況：　94％ 

［具体的内容］巡回検診車1台につき1日の受診予定者を50名を見込んでい �具体的内容：平成27年1月6日から稼働しており、1／6－1／1 

るため。 �9までの9日間で平均利用者数は約47名。これ以降 年度内は計31日間で合計1550名の検診を行う予 定である。 

（4） �軍楽の �［指標］　　1．受益者・関係者への周知について：機関誌、パンフレット、 �達成値：　1・パンフレットを作成し披露式を行った。2・HPへの �3 � 

情報 �結果 �披露式での通知　2．広く世間への周知について：HPや機 �掲載を行った。 

発信 ��関誌へ掲載して周知 �達成状況：　機関誌の発行は年2回（1月と7月）のため、7月号に掲 

［目標値］　1．受益者・関係者への周知について：機関誌、パンフレット、 �載予定。掲載後は100％。 

披露式での通知　2．広く世間への周知について：HPや機 �具体的内容：1．バンプレットを作成し検診車納車後、関係者約10 

関誌へ掲載して周知 �0名が出席し命名披露式を行った。2・HPにも、新し 

［具体的内容］1．受益者・関係者への周知について：披露式を行い、パンフ �い検診車の紹介と命名披露式を行ったことを掲載。 

レットを作成し関係者へ広く周知するとともに、当方機関誌 �また、12月26日の河北新報にも命名披露式の様子 

でも周知する（lJ00部発行）21．広く世間への周知につい �とこの事業の目的について掲載された。更に、年2回 

て：HPや機関誌へ掲載し世間一般に広く周知する。 �発行の機関誌（1，700部）にも掲載。（H27．7月発行） 

競輪・オー �［指標］　　1．受益者・関係者への周知について；機関誌、パンフレット、 �達成値：　1．パンフレットを作成し披露式を行った。2．HPへの �3 � 

ト　レース �披露式での通知　2．広く世間への周知について：HPや機 �掲載を行った。 

補助金によ �閲読へ掲載して周知 �達成状況：　機関誌の発行は年2回（1月と7月）のため、7月号に掲 

る事案であ �［目標値］　1．受益者・関係者への周知について：機関誌、パンフレット、 �載予定。掲載後は100％。 

ること �披露式での通知　2．広く世間への周知について：HPや機 �具体的内容：1．パンフレットを作成し検診車納車後、関係者約10 

関誌へ掲載して周知 �0名が出席し命名披露式を行った。2．HPにも、新し 

［具体的内容］1．受益者・関係者への周知について：披露式を行い、パンフ �い検診車の紹介と命名披露式を行ったことを掲載。 

レットを作成し関係者へ広く周知するとともに、当方機関誌 �また、12月26日の河北新報にも命名披露式の様子 

でも周知する（1，700部発行）2．広く世間への周知につい �とこの事業の目的について掲載きれた。更に、年2回 

て：HPや機関誌へ掲載し世間一般に広く周知する。 �発行の機関誌（1，700部）にも掲載。（H27．7月発行） 

（5）自己能価の ��協会の理事会と評議員会において検診車の整備と運用状況について報告し承 �平成27年3月開催の理事会と6月開催の評議員会に補助事業の計 �3 � 

体制 ��認を受けている。構成メンバーとしては、＿東北大学教授、仙台商工会議所会 �画と事業完了後の状況から内部で自己評価したものを書面にて報告 

※研究補助の塙合 は、「成果の利活用 方法」を記入 ��頭、宮城県保健福祉部長、地元有識者等。 �し、構成メンバーに諮る。またその評価結果については、HPに掲載 する予定。 



（3）事業の促進〃阻害要因の自己分析
”事業の目標達成を促進した、あるいは阻害した要因について、「要因分析」（1）～（15）の「促進」または「阻害」櫛に「＊」を記入し、要因の内容を（a）脚こ、阻害要因への対応あるいは今後この分析結果をどう

活かすかを（b）欄に、それぞれの要因分類の番号（1）～（15）を付して、具体的に記入。

・促進または阻害要因が熱い場合には、（16）の欄に「＊」を記入し、その理由を記入。

事業の促進“阻害要因の自己分析 
促進 �阻害 �要因分析 �‾（a）促進または阻害要因の具体的な内容 �（b）対応、今後この分析結果をどう活かすか 

内 部 i要 因 � � �（1）経費 � � 

（2）実施体制 （人員、関係機関の協力等の確保） 

（3）資材調達 （事業実施に必要な物資等の確保） 

（4）実施期間 （事業終了までに要する期間） 

（5）事業運営のノウハウ （進捗管理、資金管理等） 

（6）設計仕様の変更 （主に建築） 

（7）その他． 

外 部 要 因 � �＊ �（8）受益者の規模・ニーズ �（8）納車後の稼働は、冬期問のため開始時間の設定を遅くせざるを得ない状 況であり、1日の平均利用者数は指標の50名よりも少なくなる見込みで ある。 （9）11月中に導入し12月からの稼働を目標としていたが、シャーシの供 �（8）4月からの稼働については、指標の50名に達する計画である。 （9）架装業者の協力により各車両メーカーに掛けあい2月納車見込との一報から12月 

＊ �（9）実施体制以外の団体等の協力 

（10）関連法制度の変更 

給不足により約1ケ月遅れとなった。 �納車まで繰上げることができ、結果的に1ケ月遅れとなった。 

（ll）利害関係者（受益者以外）の要 望への対応 

（12）災害の発生（地震、洪水等） 

（13）同様の技術の開発 

（14）競合するサービス・事業の出現 

（15）その他 

（16） � � 



評議員会議事録
平成27年6月25日

公益財団法人宮城県対がん協会
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開催日時　　平成27年6月25日（木）午後4時～午後4時35分

開催場所　　ホテル白萩　3階「萩の間」

評議員総数　11名

出席した評議員　7名
一力　敦彦、一力　雅彦、佐藤　湛彦、小港　信義、近藤　　丘

和田　裕一、大友　富子

欠席した評議員　4名

永井　幸夫、辻　　一郎、海野　倫明、佃　　祥子

監事総数　　　3名

出席した監事　　2名

三島　卓郎、藤代　哲也

欠席した監事　1名

聞庭　　洋

出席した理事　　4名

久道　　茂（会長理事）、渋谷　大助（業務執行理事）、島田　剛延（理事）

加藤　秀則（業務執行理事・事務局長）

議長を勤めた者
一力　雅彦

1．開　会

高橋啓（法人事業課長）

定刻午後4時開会宣言の後、本会議の出席者について報告。

上記のとおり必要な過半数の出席数を得、定款19条により、本会議の成立を宣した旨

報告。

（全員これを了承する。）

2．会長挨拶

久道茂（会長理事）

本日は、宮城県対がん協会の評議員会に皆様の関係する団体の会議が集中する大変お忙

しい時期にご出席いただき誠にありがとうございます。

法人法が改正され代理出席や委任状出席は認められない為、皆様にはご面倒をおかけい

たしておりますが、評議員会の役割が非常に大きくなっておりますので、よろしくお願い

いたします。

先日出席しました日本対がん協会の評議員会での事業報告では、「がん検診」という文
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9は、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳です。

26頁は、付属明細書なります。

1は、基本財産及び特定資産の明細です。

2は、引当金明細です。

次に、27頁から28頁に、「財産目録」をお示しいたしました。

内容は、これまでご説明してまいりました、貸借対照表に計上の資産、負債ごとの内訳と

なります。おのおのの実績につきましては、お示しの通りでございます。

以上で、第1号議案の説明を終わらせていただきます。

議長

次に平成26年度監査報告につきまして藤代監事様よろしくお願いします。

藤代哲也（監事）

29頁に記載の監査報告をさせていただきます。

1．に記載の通り平成27年5月19日に平成26年度事業における監査を実施してお

ります。

会計帳簿に関する2．3．5は記載の通り適正に処理されております。

4．の事業報告は当法人の状況を正しく示しております。

6・に記載の通り理事の業務執行に関する不正行為、または法令もしくは定款に反する

事実はありませんでしたのでご報告いたします。

議長

只今、第1号議案につきまして事務局よりご説明いたしましたが、ご質問ご意見ござい

ませんか。

（全員異議なく、平成26年度の事業報告並びに決算は原案通り承認された。）

第2号議案　平成26年度胃がん検診車整備に対するJKA補助金交付事業の自己評価

について

第2号議案について、議長より事務局に説明を指示。加藤秀則業務執行理事・事務局長

は資料2により説明。

加藤秀則（業務執行理事・事務局長）

第2号議案の平成26年度胃がん検診車整備に対するJKA補助金交付事業の自己評

価についてご説明申し上げます。

資料2をご覧願います。

資料2の補足説明の経緯の通りでありますが、昨年4月17日にJKAから胃がん検診

車製作に対する整備補助事業の内定通知を受けて、同年4月22日の理事会決議におきま

して、20，475千円の資金計画の変更と補助事業の事前計画の承認をいただきました。

そこから検診車の製作に入り、昨年12月に胃がん検診車が完成し、年明けから毎日稼

7
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働しているところでありますが、引き続き同補助事業に関する提出書類といたしまして、

JKAの補助規程に基づく自己評価の定型書面と、併せて理事会・評議員会において、同

議案を審議した議事録の提出が求められております。

つきましては、事前計画に基づき、自己評価を記載の内容で取りまとめまして、採点は

全項目3点といたしましたが、理由は計画より検診車の製作が1カ月程遅れたことを考慮

いたしました。

このことにつきまして、ご審議の上、ご承認を賜りたく存じます。

以上です。

議長

只今、第2号議案につきまして事務局よりご説明いたしましたが、ご質問ご意見ござい

ませんか。

（特に質問、意見はなく、説明の原案通り承認された。）

議長

以上で用意しました審議事項はすべて終了いたしましたが、皆様から何かご意見ご質問

等がございましたら受け賜りたいと思います。

（特になし。）

報告事項1　学術顧問・運営顧問の選任及び退任について

報告事項2　黒川利雄がん研究基金研究助成金贈呈式について

報告事項について、議長より事務局に報告を指示。加藤秀則業務執行理事・事務局長は

資料3、資料4により説明。

加藤秀則（業務執行理事・事務局長）

学術顧問・運営顧問の選任及び退任についてご報告いたします。

資料3をご覧願います。

定款に基づきまして、6月9日の理事会で学術顧問及び運営顧問の選任及び退任が承認

されましたので、新しく顧問にご就任いただきました方々をご報告いたします。

所属・役職は資料をご覧いただきたく存じます。

初めに、学術顧問には、土屋誉先生、片倉隆一先生、長南明道先生、松本宏先生、並木

健二先生、大橋洋一先生です。

次に、運営顧問には、佐々木美和子様、村上英人様、佐々木洋様、西條茂先生です。

この度、ご就任いただきました皆様の任期は、前任者の残任期間となりますので、平成

28年6月の理事会までになります。

次に、報告事項の2つ目ですが、

「第26回黒川利雄がん研究基金贈呈式」につきましてご報告いたします。

贈呈式は；6月9日の理事会に先立ち、午後知事20分から、当ホテルにおきまして、

開催いたしました。

式の次第は、お手元にございます、贈呈式資料に記載のとおりでございます。
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今回は、県内から5名の応募があり、その中から3名の研究者に研究助成金が贈られま

した。

研究助成対象及び研究者につきましては、資料の裏表紙に記載いたしております。

以上でございます。

議長

以上で用意しました報告事項はすべて終了いたしましたが、皆様から何かご意見ご質問

等がございましたら受け賜りたいと思います。

（特になし。）

議長

ご意見ご質問が無いようですので。以上で議長職を解かせていただきます。皆様のご協

力に感謝いたします。ありがとうございました。

高橋啓（法人事業課長）

議長をお務めいただきました一力様はじめ、評議員の皆様には長時間にわたりご審議い

ただきありがとうございました。本日の評議員会を終了させていただきます。

以上全議案の審議を終えて、午後4時35分閉会。

なお、会議の正確を証するため議事録を作成し、議長及び議事録著名人が自署押印を行

った上これを保管するものとする。

議事録作成者　法人事業課主任　永窪紀代美

平成ウ年も月長日

公益財団法人　宮城県対がん協会

議　長　評議員

著名人　評議員
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