
九州歯科大学大阪府同窓会 平成２７年度第４回役員会議事録 

平成 28年 1 月 31日 13：00～ 

於)鳥よし 司会 加藤 聡 

１、開会の辞   西本 達哉 副会長 

２、会長挨拶   岡谷 親男 会長 

３、報告事項 

１)名簿発行の件 発行費用 136,000円 砂野先生が中心になって発行。 

２)入会促進委員設置の件 東江先生がチーフ、57期沢田先生、61期壺井先生にアシスタントと

して加わってもらう 

３)すかたん会の件 39期岡田先生と 51期大野先生が出席。参加者総数 40名程度。学生の参加 

者は少なかった。１、2 年０、3 年 1 名、4 年５、6 名、5 年４、5 名。2 次会に勤務医が来て 

50 名超えたくらい。追記)役員会終了後に、すかたん会を同窓会に吸収合併する提案が、すか

たん会側幹事から専務加藤に対してあった。 

４)小川先生講習会日程、内容の確認の件  谷先生と小川先生それぞれに講演をお願いする。 

 会費は開業医、勤務医ともに５０００円。奈良県同窓会にも金額を伝える。 

５)その他 

４、協議事項 

１)会費未納者の件(資料１参) 4 年連続会費未納の 50 期川口美樹先生は退会手続きをする。 

２)来年度の総会、講演会の件 総会開催時の講演会講師は金沢大学准教授の 42 期中村博幸先生 

にお願いする 

３)研修医歓迎会の件(資料２参) 4 月、5 月あたりで東江先生、沢田先生、壺井先生を中心に若 

手主体で研修医歓迎会を開催する。場所は東江先生に一任。常識的範囲内で当日の会費は同窓 

会が負担。歓迎会の際に研修医には 5 月の総会に参加してもらうよう説明する。 

４)近北総会、懇親会のアトラクションの件 金額が妥当であればマグロの解体ショー。東先生 

に金額確認を依頼。ちなみに小泉先生講演会は 43 万円。 

５)LINE 連絡網の件 高濱先生に LINE 連絡網立ち上げの責任者になってもらう。 

６)事業・財政検討特別委員会中間報告の件(資料３) 女性会員の入会を推進できるような年会費 

の設定。年会費の減額。組織強化費の実額払い検討。いい機会なので抜本的改革を期待する。 

本部の身を切る改革を期待する。などの意見が出された。理事会に報告する。 

７)次回役員会日程の件 4 月 9 日 18 時 30 分から会計監査。19 時から役員会。英国屋ナンバ店 

８)その他 5 月に兵庫県尼崎市で開業する辻先生が挨拶。 

５、閉会の辞   青木 修一 副会長 

  



【資料１】 

会費納入状況添付します。 

 未納者  ２０期小野善弘 ５０期川口美樹 ５０期吉田耕平 

 

会費未納者   H28.1月 27日 現在  

(会費 一般会員 40,000円 勤務会員 12,000円) 

20期 小野 善弘  

50期 川口 美樹 Ｈ23～Ｈ26未納 

50期 吉田 耕平     

 

【資料２】 

卒業後に大阪府に来る研修医(大 64期) 

 

    氏名    出身県   所属クラブ    臨床研修施設名 

会員 森田啓文   兵庫県   無し     単独型 大阪大学歯学部付属病院 

会員 大畑 隼平   和歌山   BLUE NOTES 単独型 大阪大学歯学部付属病院 

会員 杉山 敬多    京都府   無し        単独型 大阪大学歯学部付属病院 

会員 村上 勝俊    大阪府   サッカー     単独型 小室歯科 

会員 松本 佳輔    大阪府   むしばくらぶ 単独型 大阪医科大学 

 

【資料３】 

事業・財政検討特別委員会   

委 員 長   豊永 壽博  （福岡地区連合会）  

副委員長   田中 正孝  （本部専務理事）  

委 員   久保 康治  （中国、四国地区連合会）  

〃   武内 洋一郎 （東九州、西九州地区連合会）                

〃   當房 満   （関東、東北・北海道地区連合会）  

〃   遠山 敞夫  （本部常務理事）                

〃   福水 秀樹  （近畿・北陸、東海地区連合会）  

〃   本城 孝浩  （本部常務理事）    

 

３ 基本的な考え方   

 同窓会のあり方については、これまでに幾多の検討がなされ、機構改革、事業内容の改善、適 

正会費の設定、財政の合理化等が実施されてきた。  

 本特別委員会はこれまでの経緯を踏まえ、事業の基本理念として「全会員の参加機会均等化」 

を掲げるとともに、次世代に受け渡す効率的同窓会運営を目指す。そのために、事業、機構組織 

全般にわたる「選択と集中」により、少なくとも中期的な視野で会務の合理化・適正化を目指し 

改善案を提案したい。  

 現状をみると、平成８年をピークにして会費収入の減少が続いている。これは入学者数の減少、 

同窓会入会者数の減少、会員の高齢化等が原因と考えられる。この収入減少に対応した会務運営 

を目指さなければならないが、会費値上げによる収入安定化は現実的に厳しい状況にある。事業 

のクォリティを維持しながら支出を削減するために、大きく 3つのポイントに絞りたい。  



 最初に、今後の収入減少に対応した財務運営、機構組織の適正化、合理化。次に、事業内容の 

再検討、再構築。最後に、卒業生の年齢階層の変化に対応した入会促進対策である。   

 今回の特別委員会は「事業・財政検討」を主眼に置いているので、中間答申に向けては、財務 

運営の適正化という喫緊の課題を優先するが、 最終答申は、中期的な安定化を目指すために、 

機構改革も含めた事業内容の改善案を提示したい。                                                                                                                      

 

４ 項目別検討状況  ( 資料については後掲資料集を参照 )  

１) 役員、委員、評議員の選出、人数について ( 諮問事項 1 )   

① 役員  

・同窓会事業の情報提供、都道府県同窓会との連携等のために、地区選出理事を設置しているが、  

  副会長と理事が９地区連合会より選出されている。現状を検討した結果、 9 地区連合会長を本

部副会長とし、地区選出理事は廃止を提案する。但し会長推薦の副会長 1 名は現行どおりとする。  

 ・事業担当として、１常務１理事あるいは１常務 2 理事制となっているが、会務の合理化を図る

観点から担当常務１名だけが望ましい。但し事業内容によっては現状にそぐわない場合も考えられ

るので、この案件については執行部に一任する。  

② 委員  

・各事業部委員は、委員会活動の中心となるので人員配置については担当理事に一任する。但し、  

会務の合理化を念頭におき、人員数、会議開催形態等、合理化への配慮を望む。  

③ 評議員  

・評議員定数については過去幾度も検討課題として挙がってきた。今回は事業・会計項目のより  

一層の情報開示努力を前提に抜本的な改善案としたい。  

 ・現行、地区選出となっている評議員を、都道府県同窓会長とする。  

 ・都道府県同窓会の会員数の格差については２案を併記する。１案は会員数に見合った評議員数  

とするもので、例えば 300名につき１名とするもの。もう１案は都道府県同窓会からは１名固  

定の評議員とするもの。  

 ・上記提案の中で、都道府県単位で 1名の評議員選出は、会員数に差異があり会員一人一人の権 

利平等性から異論もあると思われるが、同窓会という会員親睦団体においては、多数決のみに 

よらない会務運営が可能であるとの観点から、都道府県同窓会を会員の基本組織と考え、その 

代表を評議員としたものである。       

 

２) 旅費規則の見直しについて ( 諮問事項 2 )   

 ・平成 26 年度決算における旅費は 732 万円となっている。事務費 2193 万円の 33%となる。  

 ・旅費は交通費・宿泊費・日当から成りたっている。その旅費にも大きく分けて３部門がある。 

理事会、委員会などの本部事業、役員・委員の外部出務、評議員会・都道府県会長会議などの  

各種会議の３種類となる。  

 ・旅費のうち交通費については公共交通機関とし、タクシー代は支出しない。従って現行の 2500  

円の交通費の支給は妥当性を欠く。  

・旅費規則は今回抜本的に見直し、時代の変容に迅速に対応できるよう、｢規則｣から「規程」に  

変更する。それにより現在の評議員会対応から理事会対応となる。  

 ・現行は当該本人の手配と事務局による個別支払となっているが、事務簡素化と支出削減のため、 

指定業者への一括委託を提案する。  

・委託内容は、交通機関のチケット予約、宿泊ホテル予約およびそれぞれの支払、チケットの個 



別配送とする。現在見積中であるが、手数料等を考えても経費削減となる。  

 ・宿泊については、北九州市内は同窓会指定の宿泊先のみとする。  

 ・旅費関連の予約キャンセル、変更等については指定業者との契約で詳細に規定する。  

 ・福岡県内の移動は交通費を各自支出し、その費用は事務局から個別に支払うものとする。  

 ・注意点として、前項を除き、全ての予約は指定業者に委託することになる。各自個別の対応を 

望む意見もあるかもしれないが、合理化に向け協力をお願いしたい。  

 ・種々の合理化と同時に、日当の再考も必要。   

 

  ３)  内容変更に付随する、会則、諸規則の改正について ( 諮問事項 3 )  

   ・会則の条文順に、改善案に対応した改正案を列記する。  

        

  ４)  事業内容等について、改善方策の検討 ( 諮問事項 4 )  

・事業については現時点での意見を掲載するが、継続して検討することとする。  

・会議費については、IT 活用による会議数の減少を推進したい。  

・6、9、2、4 月開催の理事会の中で、6 月 2 月はネット理事会とする。但し新執行部開始年度の

6月理事会は現行どおりとする。  

・各担当常務は IT を活用し、常務会等の議事内容について逐一委員会へ情報伝達を行う。  

・都道府県同窓会長を評議員としたことから、都道府県同窓会長会議は廃止する。  

・事業費の中で、学術委員会関係の事業については、中・長期的なプランの検討が必要。そのため 

には学術委員会の方向性を聴取する必要があるかもしれない。    資料③-1,2,3 参照  

・上記同様に、広報活動、IT 化等についても将来展望について検討すべき。  

・学術振興会の中の共同研究事業が今年度は凍結されたが、研究者派遣事業については「全会員の

参加機会均等化」の観点から拡大すべきである。  

・国際保健医療協力費、連合会組織強化費、学生会員対策費、リーフの会関連費等については継続

して検討する。  

・九州歯科学会への助成については、学会の性格から必要と判断する。  

・学生自治会への助成は内容を精査する必要がある。  

・九地連主催県同窓会助成金は、他地区連合会とのバランスから再考を要する。                   

 

Ⅲ． 結び   

 90 周年を迎える九州歯科大学同窓会は、これまでに種々の取り組みをしてきた。母校の支援、会

員相互の親睦、会員の歯学研鑽等、時代に即した対応を行ってきた。  

 現在、他大学同窓会においても入会者数減少は大きな問題となっているが、本会においても厳し

い状況となっている。特に長い伝統を持つ本会においては、様々な年代層の会員が在籍しており、

同窓会事業への期待も多様化している。  

過去の創立 80 周年記念事業では全国各大学や行政より高い評価を得ることが出来たが、その反

面予想以上の経費消耗があり今後の 100 周年に向かっての責任もある。  

 このような中、事業・財政の検討を行うに際し、同窓会の目的を再考し、10 年後の会員諸氏に理

解していただける改善案を提案したいと考えている。   

 この中間答申を多くの会員に周知していただき、各地区連合会、都道府県同窓会、あるいは会員

個人からの意見を広く集約し、十分な検討協議の末、最終答申を提出したい。     

同窓会 80 周年事業 → 資料② 参照                       


