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平成 29年度事業報告書 

（自平成 29年 4月 1日～至平成 30年 3月 31日） 

Ⅰ．実施事業（公益目的支出計画における継続事業） 

１．通信教育事業 

第 1種放射線取扱主任者試験受験者のためのサポートシステム 

 ・課目：物理学、化学、生物学、法令、測定、管理技術 

 ・演習問題、解答・解説及び「傾向と対策」を 1回/月送付 

 ・通信教育による受講生をサポート 

 ・実施期間：平成 29年 2月～8月            受講：42名(62名) 

（ ）内は前年度の数 

２．登録定期講習事業 

事業主より選任された放射線取扱主任者に対する定期講習会 

 ・第 1回 (大阪 4/28：42名)   ・第 2回 (福岡 7/19：52名) 

・第 3回 (名古屋 8/25：50名)       ・第 4回 (大阪 10/27：33名) 

・第 5回 (福岡 1/18：12名)  ・第 6回 (名古屋 1/30：26名) 

・第 7回 (広島 2/8:14名)   ・第 8回 (大阪 2/16：44名) 

計 8回 (6回)開催      合計 延 273名 (211名） 

・テキストの一部改訂及び内部監査の実施 

 

３．登録資格講習事業 

放射線取扱主任者免状取得のための講習会  

・第 1種資格講習 

（上期：1回、下期：6回）      合計 7回 延 61名(61名) 

(於：心斎橋研修センター 及び大阪市立大学 RI施設)       

・第 2種資格講習 

（下期：3回）         合計 3回 延 29名(48名)                     

(於：心斎橋研修センター) 

・第 3種資格講習 

（上期：1回、下期：1回）        合計 2回 延 4名(9名) 

(於：心斎橋研修センター) 

・内部監査の実施、運営委員会の開催、登録更新手続きの完了 

 

４．PD教育事業 

PD研修                                          

・更新研修：14名 (11名) 

・再認証研修：0名 (1名)                    (於：心斎橋研修センター) 

・内部監査の実施 
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Ⅱ．その他の事業 

１．講習事業 

（１）エックス線作業主任者受験準備講習会  

・大阪：（4月、6月、8月、10月、1月）     参加人員 延 277名(257名) 

・福岡：（8月、10月）          参加人員 延 82名(78名) 

・名古屋：（6月、10月）            参加人員 延 84名(40名)  

    ・広島：(6月)              参加人員 延 21名(14名)  

           計 10回 開催         参加人員 延 464名(389名) 

                                                                      

（２）第 2種放射線取扱主任者受験準備講習会 

 ・大阪：(7月)                   参加人員 延 39名(44名)     

  ・福岡：(6月)             参加人員 延 25名(29名)  

・模擬講習会 大阪：(7月)          参加人員 延 38名(47名)  

計 3回 開催          参加人員 延 102名(120名) 

 

２．書籍販売事業 

・刊行図書出版販売及び(一社)日本非破壊検査協会発行図書等の取次販売 

      ・各種受験申請書の頒布 

厚生労働省 免許試験受験申請書 

原子力規制委員会 放射線取扱主任者受験申請書 

 

３．会場貸出事業 

      ・関連団体への会議室の貸与 

       (一社)日本非破壊検査協会、(一社)全国鐡構工業協会、(一社)日本溶接協会、 

       危険物保安技術協会 他 
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Ⅲ．共催、協賛等 

１．非破壊検査に関する研究発表会     

主催：(一社)日本非破壊検査協会関西支部 

共催：(一社)日本非破壊検査工業会関西支部 

・開 催 日：              平成 29年 8月 10日 

・研究発表：       非破壊検査に関する一般講演 12件 

・特別講演 1               日本非破壊検査協会会長 緒方隆昌 氏   

「日本非破壊検査協会のビジョン制定について」 

・特別講演 2        大阪市立大学 特任教授 木村政継 氏 

「日本百名山からフルマラソンへ」 

                 

２．保物セミナー               主催：保物セミナー実行委員会 

・開 催 日:         平成 29年 11月 1日～2日  

・会   場:               大阪科学技術センター 

・ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑ :             「放射線審議会の最新の動向」他 

 

     ３．みんなのくらしと放射線展(協賛） 

主催：「みんなのくらしと放射線」 

知識普及実行委員会 

・開 催 日:         平成 29年 8月 4日～6日  

・会   場:               大阪科学技術センター 
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Ⅳ．庶務概要 

 １．評議員に関する事項 

定款による定数：６名以上９名以内  現在７名 
平成３０年３月３１日現在  

氏 名 
就任 

重任 
現  職 

山口 多賀司 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
非破壊検査株式会社 社主 

福岡 秀和 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
大阪大学名誉教授 

辻本   忠 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
NPO安全安心科学アカデミー 理事長 

山本 幸佳 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
大阪大学名誉教授 

花崎 紘一 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
京都大学名誉教授 

岸田 哲二 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
株式会社原子力安全システム研究所 顧問 

横野 泰和 
H.25.4.1 

H.29.6.8 
ポニー工業株式会社 代表取締役社長 

 

評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結

の時までとする。 
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２．役員に関する事項 
定款による定数  
理事：１０名以上１５名以内  現在 常勤３名、非常勤１０名 計１３名  
監事：２名以内        現在 常勤１名、非常勤１名   計２名  

平成３０年３月３１日現在  

職 名 氏 名 区 分 
就任 

重任 
現  職 

理事長 小林 紘二郎 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪大学名誉教授 

理事 小堀 修身 常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪産業大学名誉教授 

理事 藤岡 和俊 常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 一般財団法人電子科学研究所 

理事 飯田 敏行 常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪大学名誉教授 

理事 浅田 克司 非常勤 
H27.6.10 

H29.6.8 非破壊検査株式会社  顧問 

理事 小田 啓二 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 神戸大学大学院海事科学研究科 教授 

理事 木村 政継 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪市立大学大学院医学研究科特任教授 

理事 髙淵 雅廣 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪医科大学研究支援センター 

理事 児玉 靖司 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪府立大学大学院理学系研究科 教授 

理事 平尾 雅彦 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪大学名誉教授 

理事 谷口 良一 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 大阪府立大学研究推進機構 教授 

理事 齊藤 泰司 非常勤 
H29.6.8 

 
京都大学原子炉実験所 教授 

理事 山口 多賀幸 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 非破壊検査株式会社 代表取締役社長 

監事 大石 秀夫 非常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 非破壊検査株式会社 相談役 

監事 遠藤 睦雄 常勤 
H25.4.1 

H29.6.8 一般財団法人電子科学研究所 特別顧問 

理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の

時までとする。 

監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の

時までとする。 
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 ３．職員に関する事項 
  職員は、専任者(男子７名、女子 1 名)、専任研究員は、各事業毎に他機関の者に委嘱。  

 
 
４．会議に関する事項 
 

期 日  議事事項  結果 

平成 29年 5月 25日  
第 1 回理事会  
（書面決議）  

平成 28 年度事業報告、計算書類及び公益目的支出計
画実施報告承認の件、評議員会招集の件  

可決 

平成 29 年 6 月 8 日 
第 1 回評議員会  

平成 28 年度事業報告、計算書類及び公益目的支出計
画実施報告承認の件  
平成 29 年度～32 年度評議員、監事選任の件  
平成 29 年度～30 年度理事選任の件  

可決 

平成 29 年 6 月 8 日 
第 2 回理事会  

平成 29 年度～30 年度代表理事選任の件、業務執行
理事選任の件  
（職務の執行の状況の報告）  

可決 

平成 30年 3月 28日  
第 3 回理事会  

平成 30 年度事業計画及び収支予算案承認の件  
（職務の執行の状況の報告）  

可決 

平成 30年 3月 28日  
第 2 回評議員会  

平成 30 年度事業計画及び収支予算の件（報告事項） ― 

  
 
５．賛助会員に関する事項 

      平成 30 年 3 月 31 日現在   法人会員 44 社  (43 社) 
                    個人会員 449 名  (446 名) 
                    特別会員 55 名  (55 名) 

（  ）は前年度数  
 
 

※ 事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成して

いない。  
 
 
 
 
 


