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審議事項 

第１号議案 令和２年度 事業報告 

 

令和２年度 事業報告書 

 
特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構   

 
 

Ⅰ 事業期間 

 
 令和２年６月１日 ～ 令和３年５月 31 日 

 
 
Ⅱ 事業の成果 
 

令和元年７月１日に県立丹波医療センターや丹波市健康センターミルネが開設し、こ
れに併せて医療介護情報連携システム（通称：ちーたんネット）も正式に運用を開始し
ました。 

運用開始当初から医療介護情報連携システムへの登録の呼びかけ、参加事業所への操
作研修、県立丹波医療センター、大塚病院などとの連携に力を入れています。令和２年
度にはコロナ禍で人と人の接触が制限される中ではありましたが、県立丹波医療センタ
ーにおける特設登録ブースの設置や各団体のご協力により実施した登録キャンペーンな
どにより、システムの利用登録者の増加を図りました。統計情報では、法人での集計作
業に加えて、地域フォーミュラリによる現状把握と解析への取り組みも始めました。  

  また、理事会や運営協議会を毎月開催し、医療介護情報連携システムの運用状況や周
知方法、法人の運営などを協議しました。  

 
 
Ⅲ 法人運営体制 

１ 会 員（令和 3 年 5 月末時点） 
正 会 員 （個人) 16 名 

（法人） ２団体 
 

賛助企業  中外製薬株式会社 
Meiji Seika ファルマ株式会社 
兵庫パルプ工業株式会社 
アステラス製薬株式会社 
アルフレッサ株式会社（令和２年 11 月～） 
株式会社ファルモ（令和２年 11 月～） 

 
 

２ 総会 
（１）第２回 通常総会 

    （開 催 日） 令和２年６月 25 日 
（内  容） 平成 31 年度（令和元年度）事業･会計報告 

           役員の選任、令和２年度事業計画・活動予算 
    （開催場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 出席者 13 名、委任状提出者５名（正会員総数 18 名） 

 

３ 理事会 
（１）第４回 理事会 

（開 催 日） 令和２年８月１日 
（内  容） 理事長及び副理事長の選任（互選） 

    （開催場所） 丹波市医師会館 ２階 



3 

 

    （参加者数） ６名 
 

（２）第５回 理事会 
    （開 催 日） 令和３年４月 22 日 

（内  容） 令和２年度事業報告と予算の補正、参加事業所からの問い合わせ
内容報告、令和３年度事業計画の検討ほか 

    （開催場所） 丹波市医師会館 ２階 
    （参加者数） ５名（委任状提出者４名） 
 

（３）第６回 理事会 
    （開 催 日） 令和３年５月 27 日 

（内  容） 総会に付議すべき事項の検討、令和２年度予算の補正ほか 
    （開催場所） 丹波市医師会館 ２階 
    （参加者数） ６名（委任状提出者１名） 
 
 

４ 運営協議会 
（１）第９回 運営協議会 

    （開 催 日） 令和２年７月 30 日 
（内  容） システム登録者数拡大への検討、法人運営ほか 

    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 17 名 
     
 

（２）第 10 回 運営協議会  
（開 催 日） 令和２年８月 27 日 
（内  容） 運用状況とシステム説明会の開催、システム機能追加と課題ほか 

    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 14 名 
     
 

（３）第 11 回 運営協議会 
（開 催 日） 令和２年 10 月 22 日 

    （内  容） 参加事業所の利用状況、システム登録キャンペーン開催、市民講
演会の開催、お薬情報に関する地域フォーミュラリの紹介ほか 

    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 21 名 
     
 

（４）第 12 回 運営協議会  
    （開 催 日） 令和２年 12 月 24 日 
    （内  容） 活用事例の報告とファルモお薬手帳の運用開始、オリジナルバッ

グの配付等のシステム運営と事業所の新規参加報告ほか 
    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 18 名 
 
 

（５）第 13 回 運営協議会 
（開 催 日） 令和３年１月 28 日 

    （内  容） システム運用状況、監督官庁への届出報告、地域フォーミュラリ
に関する提案 

    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 25 名 
     
 

（６）第 14 回 運営協議会 
    （開 催 日） 令和３年２月 25 日 

（内  容） システム登録者数の現状と今後の検討、事務局体制や決算見通
し、ネットワーク利用料の請求予定ほか 

    （実施場所） 丹波市医師会館 ２階 研修講堂 
    （参加者数） 18 名  
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Ⅳ 全体活動報告 

 
  

令和2年度　活動経過（個別説明・参加事業所訪問等）

名称 期日 内容等

オンライン診療現地説明 R2.6.5 吉見診療所×丹寿荘　オンライン診療

わく歯科医院システム説明 R2.6.17 わく歯科医院システム説明8名出席

市ケアマネージャー検討会 R2.6.22 市ケアマネージャー2名、介護保険課2名、北野、垣内

けやき苑個別説明 R2.7.11 けやき苑職員、ケアマネ他5名　　北野、垣内

わく歯科医院個別説明 R2.7.13 電子カルテ上の情報連携の説明　北野、垣内

はっぴぃはうす説明会 R2.7.15 LIVE　ONを使った青垣診療所との情報共有　　北野、垣内

臨時理事会説明　歯科医師会 R2.8.18 北山ふれあいセンター

青垣診療所個別説明 R2.8.20 訪問看護師、事務他運用説明、LIVE　ON

テラサキ薬局個別説明 R2.8.25 システム全般及びシステムメンテナンス方法

丹波市消防本部協議 R2.8.26 システム機器の運用状況、追加納入及び費用面

ひかみ訪問看護ステーション R2.8.28 基本的部分よりシステム全般

うらら薬局 R2.8.28 患者情報から薬局での活用方法

県立丹波医療センターワーキング部会 R2.8.31 午後5時から　　議題　丹波医療センター内での健康カード利用者の拡大

丹波市社協西部ケアマネジメントセンター R2.9.1 システム全般

丹波市ミルネ診療所 R2.9.1 電子カルテやネット環境下での情報共有

在宅支援相談事業所こすもす R2.9.2 初期全体説明を希望

ほのぼの薬局 R2.9.3 システム全般

おぎの歯科 R2.9.8 全体的、基本的事項の説明希望

上久下の森診療所 R2.9.9 システム全般

丹波市南部地域包括支援センター R2.9.10 システム全般

臼杵歯科医院個別説明 R2.9.18 システム全般及び歯科、ケアマネージャ連携

東部、南部、西部地域包括支援センター合同研修 R2.9.28 地域包括支援センター、介護保険課合同研修(第2庁舎）8名

まるいし薬局 R2.10.2 お薬情報（ブリッジ操作確認）

丹波医療センターWG R2.10.2
入院時の説明、院内看板、デジタルサイネージ他（県病　丸尾、武田、森医師、

菅村看護部長、医事企画課長他事務局）

足立歯科医院従事者へシステム説明会 R2.10.5 足立歯科医院（看護師2名）システム操作説明会　NPO事務所

足立歯科医院、はっぴぃはうす同時連携説明 R2.10.7 テレビ会議システムにより同時説明（顔の見える関係から情報連携へ）

丹波医療センター健康カード登録キャンペーン R2.10.12 院内特設ブースにて登録キャンペーン実施（年内予定）

ミルネ訪問看護ステーション合同研修会 R2.10.13 市内地域包括支援センター、高齢者安心センターなどテレビ会議方式研修

各新聞社より丹波医療センター取材（報道発表） R2.10.19 院内特設ブース写真撮影

市内薬局個別説明 R3.11.15 電子お薬帳導入の説明　大村薬局にて（丹波市薬剤師理事会前）

市内薬局個別説明（31か所） R2.11.16
11/16～12/4　市内参加薬局へ個別説明（ファルモクラウドの導入　　　　最終

ほのか薬局

歯科医師会講演会 R2.11.21 柏原自治会館にて　17時～

NPO法人オンライン研修会 R2.11.26
丹波市ミルネ2階会議室にて　（医療介護情報連携システム［ちーたんNet］の

活用方法と今後の課題と展望について）

ひやくセンター薬局 R2.12.17 二重登録によるシステム移行の確認作業

NPO法人中間監査 R2.12.15 法人事務所にて　監事：大槻部長

丹波医療センター健康カード登録キャンペーン R3.1.4 登録キャンペーン第2弾　オリジナルバックプレゼント（3/31まで）

明治屋薬局　市辺店 R.1.28 参加事業所と事務局との連携の相談

はっぴぃはうす　システム説明 R3.2.4 パンフレット等の新聞折り込み　取材・写真撮影　（CMへシステム説明）

香良病院 R3.2.5 パンフレット等の新聞折り込み　取材・写真撮影

新規参加　フラワー薬局 R3.2.12 現地8時半～　ちーたんネット参加　PC設定等

丹波市社協職員　健康カード登録 R3.2.15 社協春日支所　松浪氏に説明　（計230名程登録済）

新規参加　フラワー薬局　再設定確認 R3.2.17 再訪問　設定確認　現地9時～

まるいし薬局薬局　ブリッジ稼働確認 R3.2.18 お薬情報の読込ができていないとの事で訪問対応

フラワー薬局　システム操作・ブリッジ稼働確認 R3.3.1 お薬情報の読込ができていないとの事で訪問対応

ビッグふれあい薬局 R3.3.5 プリンタ設定状況確認の為

B＆O薬局竹田店 R3.3.9 無線LAN自動接続バッチの設定確認の為

ビッグふれあい薬局 R3.3.10 MTI内山氏・HW三澤氏同行訪問　ブリッジバージョンアップ作業確認の為

来年度新規参加　おかの花 R3.3.12 ちーたんネット参加に関わる書類やシステムの説明

ミツワ梅垣薬局 R3.3.12 ブリッジバージョンアップ後の不具合により訪問確認（後日複数回訪問）

丹波市西部地域包括支援センター・南部地域包括支援

センター・おかの花
R3.3.25 タブレット・プリンタ追加購入の為　納品

丹波市西部地域包括支援センター R3.4.15 ちーたんネットシステム説明（全般）

丹波市南部地域包括支援センター R3.4.16 ちーたんネット　ダイレクトプリント及び介護保険課連携説明

特別養護老人ホーム　おかの花 R3.4.19 ちーたんネットシステム説明（全般）

うらら薬局 R3.4.19 電子お薬手帳処方箋等出力プリンタ設定

丹波市西部地域包括支援センター R3.5.7 ちーたんネット　ダイレクトプリント及び介護保険課連携説明

まるいし薬局　谷川店 R3.5.14 タブレット不具合の為訪問確認
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（情報共有の支援活動） 

○丹波医療センターとのワーキンググループ 
県立丹波医療センターとワーキンググループを開催し、システム利用登録者を増やす

ための様々な取り組みを院内で行っていただきました。 

 

 第１回ワーキンググループ 

  （日 程） 令和２年８月 31 日（月） 17:00～ 

  （内 容） ちーたんネット推進の意義の確認、ワーキンググループでの取り組み 

  

 第２回ワーキンググループ 

  （日 程） 令和２年 10 月２日（金） 17:00～ 

  （内 容） 取り組みの進捗状況、院内説明ほか 

 

 第３回ワーキンググループ 

  （日 程） 令和２年 11 月６日（金） 17:00～ 

  （内 容） 取り組みの進捗状況と今後の検討 

 

 第４回ワーキンググループ 

  （日 程） 令和３年 1 月 22 日（金） 17:00～ 

  （内 容） システムの登録状況と今後の検討、院内説明ほか 

 

第５回ワーキンググループ 

  （日 程） 令和３年３月４ 日（木） 17:00～ 

  （内 容） 進捗状況と次年度に向けた取り組み、新規薬局の参加 

 

 

［県立丹波医療センターによる主な取り組み内容］ 

 院内特設登録ブースの設置 

 来院患者持ち回り用ファイルにちーたんネット（お薬情報共有）のステッカーを

貼り付けるとともに、ファイル内にチラシを挟み込んで配付 

 病院職員や関係者へのシステム登録勧奨 

 来院･入院患者への声掛けと登録勧奨 

 デジタルサイネージ（電子看板）による待合スペース等での患者への周知 

 

 

 

○オンライン研修会の開催 

テレビ会議システム Zoom を活用することで参加事業所の皆様を対象としたオン

ライン研修会を開催しました。研修会では、丹波市内の医療や介護、救急の現場か

ら各々の近況を報告していただき、医療介護連携の必要性をより深く理解できる機

会となりました。 

 

（日  時） 令和 2 年 11 月 26 日（木） 午後３時から  

 

（形  式） テレビ会議形式（テレビ会議システム Zoom） 

 

（演  題） テーマ：医療介護情報連携システム（ちーたんネット）の活用方法と

課題、今後の展望と期待  

 

（参 加 者） 37 事業所 
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（登 壇 者） コーディネーター  丹波市地域包括ケア担当理事 井上鉄也 様 

パネラー（登壇者） 医師会会長 石井敏樹 様 

歯科医師会会長 臼杵哲男 様 

薬剤師会会長 大村吉樹 様 

県立丹波医療センター  

産婦人科部長兼情報担当部長  丸尾原義 様 

NEC ネッツエスアイ株式会社 神戸支店 

営業担当課長 吉田善崇 様 

丹波市消防本部 消防長   中道典昭 様 

丹波市介護保険サービス事業者協議会 

代表運営委員 植木直子 様 

丹波市健康・子育て担当部長 大槻秀美 様 

 

 

 

○ファルモ電子お薬手帳の運用開始 

令和３年１月から、各参加薬局においてファルモ電子お薬手帳の運用を開始しました。

これにより、ちーたんネットではシステム登録できない市外薬局での調剤情報を補完す

ることも出来るようになりました。また、ファルモ電子お薬手帳アプリによるかかりつ

け薬局への処方箋送信や薬局と患者のコミュニケーションツールとしても利用できます。

事務局では、これらを実現するため各参加薬局を訪問し、システム設定と使用方法の説

明を随時行いました。 
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○地域フォーミュラリの実施 
三菱商事株式会社、ホワイトヘルスケア株式会社、丹波市薬剤師会が主体となり、当

法人が運営する医療介護情報連携システムの情報インフラを活用して、個人が特定され

ない形で調剤データを収集するとともに、データの解析作業を行っていただいています。 

今後は、この地域フォーミュラリによる分析結果に基づき、当法人も含めて地域医療

の貢献につながる施策を検討する予定です。 

 

［主な施策の例］ 

∙ 後発品の集約化 

∙ 推奨･集約する後発品の策定による安定供給 

∙ 薬品に関わるオペレーション･管理の簡素化 

∙ 後発品推進による医療費（薬剤費）の削減 

 

 

 

（市民への周知活動） 

○特設登録ブースの設置 
県立丹波医療センターの 1 階ロビーに特設登録ブースを設置し、職員２名体制で周知

活動とシステム登録を行いました。また令和３年２月からは、職員 1 名体制にはするも

のの受付時間を午後１時まで延長し、登録勧奨を進めました。 

 

（期 間）  令和２年 10 月 12 日（月）～ 令和３年３月 31 日（水） 

（日 時）  平日 午前９時～午後０時（令和３年２月以降は午後１時まで） 

 

   
 

 

○登録キャンペーンの開催 
 システム利用登録者を積極的に増やすため、参加事業所にご協力をいただき登録キャ

ンペーンを実施しました。その中で、市の事業として新規登録者に配付するノベルティ

グッズ（マイバッグ）の作成や、市内全域への新聞折込みなどをされました。 

 

① ノベルティグッズ（マイバッグ）の配布（市事業） 

令和２年 12 月 21 日（月）から、県立丹波医療センター１階ロビーの特設登録ブー

スで新規に利用登録された方と既に登録をされている方を対象に配布を開始しました。

また、令和３年１月からは、各参加薬局様のご協力のもと各薬局窓口での配布を開始

しました。 

 

配付場所 各参加薬局、丹波市地域医療課、県立丹波医療センター特設登録ブース 

作成枚数 6,000 枚 

既配付枚数 約 3,500 枚 

配付対象者 新規に利用登録をされた方、既にシステムの利用登録をされている方 
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② チラシの新聞折り込み（市事業） 

１回目 令和２年 11 月 6 日（金） 市内全域配付 

２回目 令和３年４月 21 日（水） 市内全域配付 

 

 

○その他の周知活動、登録勧奨 
① 丹波市社会福祉協議会での職員向け登録勧奨 

丹波市社会福祉 

協議会のご協力により、職員様向けに登録勧奨を行いました。これにより 223 名の

システム登録者がありました。 

 

② 健康教室等における登録勧奨 

 神戸大学認知症予防推進センターと丹波市が共同で進める研究事業「頭と体のため

の健康教室」に職員が出向き、医療介護情報連携システムの概要説明と利用登録の勧

奨を行いました。これにより予防接種カード所持者である教室参加者 72 名に利用登

録をいただきました。 

 

 

○丹波市生活情報支援サイト 
「医療介護支援ポータルサイト」内に「生活情報支援サイト」を開設し、当法人及び

参加事業所に関する情報等を市民に周知しています。サイト内には運営協議会ニュース

を随時掲載するなどしているものの、引き続き掲載情報の充実に努めていく必要があり

ます。 

 

 

  



9 

 

○システムの運用状況 

令和２年度のシステム運用状況は次のとおりです。 

 

（システム登録利用者数） 

 

※令和元年 7 月の正式運用開始後、ちーたんネット（医療介護情報連携システム）利用

登録者数は、コロナ禍の影響により増加が鈍化したものの、令和２年 10 月から開始

した県立丹波医療センター特設登録ブースの設置や登録キャンペーンにより増加し、

その後は約 2,500 名の増加となりました。 

 

（参加事業所による利用実績） 

 

 

令和2年1月～

　令和2年12月

令和2年5月～

令和3年4月
増　減

3,231 10,108 6,877

374 399 25

消防本部 178 198 20

医療センター 24 20 ▲ 4

医療機関（医科、歯科） 333 264 ▲ 69

薬局 100 168 68

介護事業所 122 214 92

丹波市管理者 651 433 ▲ 218

（管理者） 119 141 22

（tamba01） 457 661 204

（tamba02） 1,035 1,635 600

（tamba03） 77 79 2

（tamba04） 82 129 47

（tamba05） 84 104 20

（tamba06） 74 127 53

（tamba07） 89 110 21

（tamba08） 194 213 19

（tamba09） 137 130 ▲ 7

1,717 3,494 1,777
医療介護支援ポータルサイト

（外部サイト：個人向け）

備　考

（令和2年1月～令和2年12月）

　   計1,408回/年

　 　   　 117回/月

（令和2年5月～令和3年4月）

　   計1,297回/年

　　 　   108回/月

（令和2年1月～令和2年12月）

　　　計2,348回/年

　　  　 　 195回/月

　　  　　　9.75回/日（稼働20日）

（令和2年5月～令和3年4月）

　　　計3,329回/年

　　　　　  277回/月

　　 　　13.85回/日（稼働20日）

Live On

（web会議システム）

利用回数［回］

システム名

e3office

医療介護情報連携システム

緊急カード利用回数（※累計回数）
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第２号議案 令和２年度 会計報告  

  

法人名　：　特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構

1.

2.

3.

4.

5.

1.

　

2.

40,000

令和２年度　活 動 計 算 書
令和2年6月1日から令和3年 5月31日まで

(単位：円)

Ⅰ 経常収益

　会議費

　　受取利息会費計 49,000
受取寄付金

50,000

　受取寄付金 0

　賛助会員受取会費

　　受取寄付金合計
受取助成金等
　丹波市負担金 3,000,000

受取会費
　正会員受取会費 9,000

　　受取助成金計
事業収益

49,000

0
0

3,000,000

ネットワーク利用料（負担金） 4,862,000
　　事業収益計 4,862,000

4,862,000
4,862,000

3,000,000

科　　目
金　　額

予算 実績

9,000
40,000

0

3,000,000

その他収益
　受取利息 51
　雑収益　 0

51

　　その他収益計 51
　　経常収益計 7,911,051

0
51

7,911,051

Ⅱ 経常費用
事業費
（1）人件費

　給与手当 1,036,774
　法定福利費 139,580
　　人件費計 1,176,354

1,400,000
150,000

1,550,000
（2）その他経費

　旅費交通費 64,200
　保守管理料 142,890

80,000
143,000

　消耗品費 121,320
　印刷費 56,596
　通信費 3,922,600

150,000
60,000

3,927,000
　保険料 0

　賃借料 0

80,000

7,500

　会場費 10,000 0
24,292

　　その他経費計 4,331,898
事業費計 5,508,252
管理費

4,507,500
6,057,500

（1）人件費
　給与手当 634,245
　法定福利費 98,339

920,000
100,000

　　人件費計 732,584
（2）その他経費

1,020,000

　消耗品費 58,552
　印刷費 103,643
　通信 298,858

60,000
120,000
300,000

　雑費

  郵便料 61,563
　租税公課 1,200
　支払手数料 15,180

62,000
3,000

20,000
　備品費 41,672
　事務所借上料 462,000

53,000
462,000

2,326,073
　前期繰越正味財産額

7,283,504
　当期正味財産増減額 627,547

8,157,500　　経常費用計

1,080,000
2,100,000

　次期繰越正味財産額

0
　　その他経費計 1,042,668

管理費計 1,775,252

1,698,526

0
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【令和２年度 貸借対照表】 

 

 

 

 令和２年度の会計決算について、以上のとおり報告します。 

  

法人名　：　特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構

　 5 月 31 　 　 　 　

1.

未収金

2.

1.

2.

4,775,664

科　　目

Ⅰ 資産の部

0

貸 借 対 照 表
日現在

(単位：円)

0

金　　額

前期 当期

流動資産

100,000100,000

普通預金 7,001,737

現金

6,155,182

流動資産合計 7,101,737

固定資産

（1）有形固定資産

什器備品

有形固定資産計 0

（2）無形固定資産

ソフトウエア

無形固定資産計 0

（3）投資その他の資産

敷金

投資その他の資産計 0

固定資産合計 0

資産合計 7,101,7376,255,182

流動負債

預り金 23,66415,656

令和3年

Ⅱ 負債の部

前受利用料(負担金) 4,752,000

流動負債合計

4,541,000

固定負債

4,775,664

長期借入金 0

1,698,526

固定負債合計 0

負債合計 4,556,656

2,203,795前期繰越正味財産

当期正味財産増減額 627,547

正味財産合計 2,326,073

負債及び正味財産合計 7,101,737

Ⅲ 正味財産の部

△ 505,269

1,698,526

6,255,182
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１. 監査報告 

特定非営利活動法人  丹波医療介護連携推進機構の令和２年度会計（令和２年６月 1

日～令和３年５月 31 日）の決算につき、理事の職務の執行並びに会計帳簿、証憑書類

等を監査した結果、正確かつ適切に処理されていることを認めます。 

                          

                                  監 事   大槻  秀美 

○監査内容 

１.役員の改選（任期満了） 

２.令和２年度 事業報告書 及び 活動予算書 

３.令和２年度 計算書類（活動計算書・貸借対照表等） 

４.契約書等の確認 

５.所轄官庁等への届出 ほか 
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第３号議案 定款の変更 

 定款第 48 条の規定に基づき、定款第 13 条第１項第１号に定める理事の人数「５人以上９人以

下」を「５人以上 12 人以下」に変更する。 

 

 【新旧対照表】 

変更の内容 

変    更    前 変    更    後 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

 （１） 理事 ５人以上９人以下 

 （２） 監事 １人以上３人以下 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

 （１） 理事 ５人以上12人以下 

 （２） 監事 １人以上３人以下 

変更の理由 
関係団体との連携強化並びに法人の運営体制の強化のため、理事を

増員する。 
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第４号議案 役員の選任 

定款第 14 条第１項の規定により、役員のうち理事について、新たに佐竹茂樹氏を選任し

ます。なお、その他の役員の任期は、令和２年８月１日から令和４年 7 月 31 日までの２年

間です。また、副理事長 臼杵哲男氏は、都合により副理事長を退任される予定のため、定

款第 14 条第２項の規定により、後任の副理事長は今後の理事会で理事の互選をもって決

定することとなります。 

 

[令和 3 年度 役員名簿（案）] 

役 員 名 簿 
                         特定非営利活動法人       

                         丹波医療介護連携推進機構   

役 名 氏 名
ふ り が な

 住所又は居所  報酬の有無  

理事長 

いしい としき 

兵庫県丹波市氷上町香良107番地 無 
石井 敏樹 

副理事長 

うすき てつお 

兵庫県丹波市柏原町北山233番地１ 無 
臼杵 哲男 

副理事長 

おおむら よしき 

兵庫県丹波市氷上町成松245番地 無 
大村 吉樹 

理事 

あきた ほづか 
兵庫県神戸市垂水区小束山６丁目 

４番地の15 
無 

秋田 穂束 

理事 

のがみ としじ 
大阪府堺市堺区南田出井町１丁４番 

７-106号 
無 

野上 壽二 

理事 

たなか つねき 

兵庫県丹波市山南町谷川541番地１ 無 
田中 庸生 

理事 

さたけ しげき 

兵庫県丹波市氷上町御油739番地７ 無 
佐竹 茂樹 

理事 

あさはら けいいち 

兵庫県丹波市春日町黒井365番地１ 無 
浅原 慶一 

理事 

たぐち かつひこ 

兵庫県丹波市柏原町大新屋374番地1 無 
田口 勝彦 

理事 

よねだ かずひこ 

東京都品川区大井１丁目20番16号-605号 無 
米田 和彦 

監事 

おおつき ひでみ 

兵庫県丹波市春日町野村2337番地 無 
大槻 秀美 
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第５号議案 令和３年度 事業計画 

 

令和３年度 事業計画書 

 

                            特定非営利活動法人     

                        丹波医療介護連携推進機構  

 

１．基本方針 

 令和元年 7 月から運用を開始した医療介護情報連携システム（ちーたんネット）を活用

し、丹波市民や医療従事者、介護従事者に対して、お薬情報を始めとする医療・介護情報

の共有支援を行うことで、安全に安心な医療・介護の提供に寄与することを基本方針とす

る。（地域包括ケアシステムの実現）  

新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながらではあるものの、積極的にシステム利

用登録者の増加を図るとともに、参加事業所の拡大、掲載情報量を高めるための操作研修

会の充実、CMS コンテンツの作成支援、市民周知活動等を行うことで、医療介護情報連携

システムの活用と充実を図る。 

 また、コロナ禍における医療、介護従事者への情報共有支援として、テレビ会議システ

ム（Live On）の利用、情報共有ツール（e3office）などの利用を促進する。 

 さらには、マイナンバーカードとの連携も視野に入れながら今後のシステムのあり方を

引き続き検討する。 

 

２．特定非営利活動に係る事業 

事業名  

（定款第 5 条） 
事業内容  

実施  

日時  
実施場所  従事者  対象者  予算額 

1）医療情報等

の安全を図る

活動  

①運営協議会の開

催 

各月  

1 回 

医師会館  

2 階研修講堂 

職員１名 

市職員数名 

理事  

正会員  

会議費  

②医療介護情報連

携 シ ス テ ム の 情 報

更新及び保守  

各月  

1 回 

事務局  

専 用 サイト 

職員 1 名 職員  通信費  

保守管理料 

③ブリッジ稼働状況

の確認 

随時  参加薬局  

事務局  

職員１名 

市職員数名 

参加事業者  

市民全般  

予定なし 

2）医療従事

者・介護従事

者への情報共

有の支援活動  

①医療介護情報連

携システム説明会

の開催

《テレビ会 議 シ ステ ム 

LiveOn、情報共有

ツール e3office の

活用》 

随時  参加事業所 

事務局  

職員１名 

市職員数名 

医療従事者  

介護従事者  

予定なし 

②新規参加事業者

への説明会開催  

随時  参加事業所 

事務局  

職員１名 

市職員数名 

参加事業所 予定なし 
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③院内処方箋医院

に対するお薬情報

のシステム登録の

提案  

随時  参加医院  職員 1 名 医療従事者  予定なし 

④医師と介護支援

専門員の連携強化

（活用方法説明） 

随時  参加事業所 職員 1 名 

市職員数名 

医療従事者  

介護従事者  

印刷費  

3）医療情報共

有 に お け る 丹

波 市民 への周

知活動  

① 特 設 ブ ー ス に て

市民周知活動  

シ ス テ ム 参 加 呼 び

かけ 

不定期  医療機関  

施設等  

職員１名 

市職員数名  

市民全般  消耗品費  

②新型コロナウィル

スワクチン接種会場

で の シ ス テ ム 登 録

参加呼びかけ 

接種

開催時 

丹波市立看

護専門学校

体育館  

職員１名

市職員数名 

市民全般  予定なし 

③システム登録推進

チラシの作成と配布

（救急現場での利活

用方法や各団体か

らの声の掲載） 

通年  事務局  職員１名

市職員数名 

市民全般  

医療従事者  

介護従事者  

印刷費  

消耗品費  

④運営協議会  

ニュースの発行  

各月  

１回 

事務局  職員 1 名 医療従事者  

介護従事者  

予定なし 

⑤SNS に よ る 情 報

発信  

（イ ン ス タ グ ラ ムで子育

て世代に周知） 

通年  事務局  職員１名

市職員数名 

市民全般  

医療従事者  

介護従事者  

予定なし 

⑥市民講演会  

（オンライン研修会） 

未定  未定  職員１名

市職員数名 

医療従事者  

介護従事者  

講師謝金  

会場費  

消耗品費  

⑦健康教室等での

周知、システム参加

呼びかけ 

未定  開催場所  職員１名

市職員数名 

市民全般  消耗品費  

4）医療介護シ

ス テ ム の 機 器

管理活動  

①個人情報の管理

及び情報機器管理

システムマスタ更新 

随時  事務局  

参加事業所 

職員１名

市職員数名 

医療従事者  

介護従事者  

予定なし 

②参加事業所等で

の シ ス テ ム の 不 具

合対応  

随時  参加事業所 職員１名

市職員数名 

医療従事者  

介護従事者  

予定なし 

5）外部専用サ

イトの運営、周

知活動  

生 活 支 援 サ イ ト 更

新と充実  

随時  事務局  職員 1 名 参加事業所 

市民全般  

生活支援事業者 

予定なし 
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３．令和３年度 総会・理事会・運営協議会等 開催予定 

 

 

 

 

４．事業実施体制 

（１）事務局体制  

常勤職員  １名体制 

勤務時間 午前９時 ～ 午後５時 

   所 在 地 兵庫県丹波市柏原町柏原 4283-37 医師会館２階 

   連 絡 先 電話 0795-88-5930、FAX 0795-88-5931 

  

No. 名称 開催日 曜日 内容等

1 第３回 通常総会 令和3年6月24日 木 於：丹波市医師会館２階　　総会開催

2 第15回 運営協議会 令和3年7月29日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

3 第16回 運営協議会 令和3年8月26日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

4 第17回 運営協議会 令和3年9月30日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

5 第18回 運営協議会 令和3年10月28日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

6 第19回 運営協議会 令和3年11月25日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

7 第20回 運営協議会 令和3年12月23日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

8 第21回 運営協議会 令和4年1月27日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

9 第22回 運営協議会 令和4年2月24日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

10 第7回　理事会 令和4年4月28日 木 於：丹波市医師会館２階　　次年度計画、決算見込み

11 第8回　理事会 令和4年5月26日 木 於：丹波市医師会館２階　　総会準備
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第６号議案 令和３年度 活動予算 

 

法人名　：　特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構

1.

2.

3.

4.

5.

1.

　

2.

　前期繰越正味財産額 2,326,073

　次期繰越正味財産額 1,188,123

　　経常費用計 9,246,000

　当期正味財産増減額 △ 1,137,950

　　その他経費計 1,027,000

管理費計 2,031,000

　講師謝金 10,000

　事務所借上料 462,000

　雑費 0

　支払手数料 20,000

　備品費 50,000

  郵便料 72,000

　租税公課 3,000

　印刷費 60,000

　通信費 300,000

（2）その他経費

　消耗品費 60,000

　法定福利費 124,000

　　人件費計 1,004,000

（1）人件費

　給与手当 880,000

事業費計 7,215,000

管理費

　賃借料 10,000

　　その他経費計 5,207,000

　会場費 10,000

　会議費 30,000

　通信費 4,265,000

　保険料 40,000

　消耗品費 120,000

　印刷費 90,000

　旅費交通費 60,000

　保守管理料 572,000

　　人件費計 2,008,000

（2）その他経費

（1）人件費

　給与手当 1,760,000

　法定福利費 248,000

　　経常収益計 8,108,050

Ⅱ 経常費用

事業費

　雑収益　 0

　　その他収益計 50

その他収益

　受取利息 50

ネットワーク利用料（負担金） 4,980,000

　　事業収益計 4,980,000

　　受取助成金計 3,000,000

事業収益

受取助成金等

　丹波市負担金 3,000,000

　　受取寄付金合計 0

　　受取利息会費計 128,000

受取寄付金

60,000

Ⅰ 経常収益

受取会費

　受取寄付金 0

令和３年度　活動予算書
令和３年６月１日 から 令和４年５月31日 まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

　正会員受取会費 68,000

　賛助会員受取会費
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資料１ 特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構 定款 

   

第１章 総則 

 

（名称）  

第１条 この法人は、特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構という。 

 

（事務所）  

第２条 この法人は、主たる事務所を兵庫県丹波市柏原町柏原 4283 番地 37 に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的）  

第３条 この法人は、丹波市民及び市民を取り巻く医療従事者、介護従事者に対して、医

療・介護情報の共有を行うことで医療資質の向上に関する事業を行い、医療、介護の地

域包括体制構築に寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類）  

第４条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。 

(1)  保健、医療又は福祉の増進を図る活動   

 

（事業の種類）  

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。 

(1) 医療情報等の安全を図る活動  

(2) 医療従事者、介護従事者への情報共有の支援活動 

(3) 医療情報共有における丹波市民への周知活動   

 (4) 医療介護連携システムの機器管理活動 

(5) 外部専用サイトの運営、周知活動  

 

第３章 会員 

 

（会員の種類）  

第６条 この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人又は団体 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理

事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。 
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（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失）  

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

 (1) 退会の申し出があったとき。 

 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

 (3) 継続して 1 年以上会費を滞納したとき。 

 (4) 除名されたとき。 

 

（退会）  

第 10 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会

することができる。  

 

（除名）  

第 11 条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数４分の３以上

の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明

の機会を与えなければならない。 

 (1) 法令、定款に違反したとき。 

 (2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 12 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない｡ 

 

 

第４章 役員及び職員   

 

（種別及び定数） 

第 13 条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 5 人以上 9 人以下  

(2) 監事 1 人以上 3 人以下  

２ 理事のうち、１人を理事長、2 人を副理事長とする。 

 

（選任等） 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 

 

（職務） 

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 
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３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総

会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べ、又は理事会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第 16 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任

することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 19 条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が

役員の総数の３分の１以下でなければならない。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第 20 条 この法人に事務局長その他職員を置くことができる。 

２ 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 
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第５章 総会   

 

（種別） 

第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。  

 

（構成） 

第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業報告及び決算 

(5) 役員の選任又は解任及び報酬 

(6) 入会金及び会費の額 

(7) 会員の除名 

(8)  その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 

 

（開催） 

第 24 条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数 3 分の 2 以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があ

ったとき。 

 (3) 第 15 条第５項第４号に基づき監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第 25 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。 

２ 理事長は前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から

30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、

少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 26 条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。 

 

（定足数） 

第 27 条 総会は、正会員総数の３分の２以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第３項の規定によりあらかじめ通知された事

項とする。 
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２ 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第 29 条 各正会員の表決権は平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。この場合において、第 27 条、前条第２項、次条第１項第３号及び第 48 条の規定の

適用については、出席したものとみなす。 

３ 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権

を行使することができない。 

 

（議事録） 

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員の現在数 

(3) 総会に出席した正会員の数（書面表決者及び表決委任者がある場合にあってはそ

の数を付記すること。） 

(4) 議長の選任に関する事項 

(5) 審議事項 

(6) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(7) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名・押

印又は記名・押印しなければならない。 

 

 

   第６章 理事会 

 

（構成） 

第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第 32 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

(1) 事業計画及び予算並びにその変更 

(2)  理事の職務 

(3) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(4) 総会に付議すべき事項 

 (5) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

（開催）  

第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 理事長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事総数の 5 分の 3 以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。 
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 (3) 第 15 条第５項第５号に基づき監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第 34 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から 20

日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面によ

り、少なくとも 10 日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第 36 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第 37 条 理事会における議決事項は、第 34 条第３項の規定によりあらかじめ通知された

事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（表決権等） 

第 38 条 各理事の表決権は平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決することができる。この場合において第 36 条及び次条第１項第

３号の規定の適用については、出席したものとみなす。 

３ 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を

行使すること 

ができない。 

 

（議事録） 

第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 理事の現在数 

 (3) 理事会に出席した理事の数及び氏名（書面表決者にあってはその旨を付記するこ

と。） 

 (4) 審議事項 

 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署

名人２人が署名・押印又は記名・押印しなければならない。 
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  第７章 資産及び会計等   

 

（資産の構成） 

第 40 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 入会金及び会費 

 (3) 寄附金品 

 (4) 事業に伴う収益 

 (5) 資産から生じる収益 

 (6) その他の収益 

 

（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長

が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 42 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（事業年度）  

第 43 条 この法人の事業年度は、毎年６月 1 日に始まり、翌年５月 31 日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を

経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、

予算成立までは、前事業年度の予算に準じ執行することができる。 

２ 前項の規定による執行は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 46 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の

議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併   

  

（定款の変更） 
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第 48 条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の４分の３

以上の議決を経、かつ、法第 25 条第３項に定める以下の事項に係る定款の変更の場

合、所轄庁の認証を得なければならない。 

(1) 目的 

 (2) 名称 

 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る） 

 (5) 社員の資格の得喪に関する事項 

 (6) 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く） 

 (7) 会議に関する事項 

(8)  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項  

(9)  解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る） 

(10) 定款の変更に関する事項 

 

（解散）  

第 49 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

 (1) 総会の決議 

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

 (3) 正会員の欠亡 

 (4) 合併 

 (5) 破産手続開始の決定 

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由により解散する場合は、正会員総数４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければ

ならない。 

 

（残余財産の帰属）  

第 50 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したとき残

存する財産は、法第 11 条第３項に掲げる者のうち丹波市に譲渡するものとする。 

   

 

（合併）  

第 51 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上

の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

第９章 公告 

 

（公告の方法） 

第 52 条 この法人の公告は、会報に記載するとともに、主たる事務所の掲示場に掲載して

行う。ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、法人の主た

る事務所の掲示場に掲示して行う。 
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第 10 章 雑則 

 

（施行細則） 

第 53 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定

める。 

 

 

附 則 

 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。  

  理 事 長   石井 敏樹 

  副理事長   臼杵 哲男 

  副理事長   浅原 慶一 

  理 事   秋田 穂束 

  理  事   野上 壽二 

  理  事   田中 庸生 

  理  事   長井 克己 

  理  事   米田 和彦 

  監 事    芦田 恒男 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平

成 32 年７月 31 日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会

で定めるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成

31 年５月 31 日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる

額とする。 

７ 第２条２項を削除 

   

 

 (1) 正会員   個人 3,000 円（年額） 法人 10,000 円（年額） 入会金 0 円 

    

 (2) 賛助会員  個人 3,000 円（年額） 法人 10,000 円（年額） 入会金 0 円 
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資料２ ちーたんネット（医療介護情報連携システム）に関する報道等 

（10/23 毎日新聞） 
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（10/23 朝日新聞） 
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（4/27 日本経済新聞：予防接種実施判定システム） 

 

 

※予防接種カードを利用してちーたんネットの利用登録をされている方は、医療介護健

康情報支援サイト（https://www.tamba-kenkou.jp/medical-care/）において、新型

コロナワクチンを含む予防接種履歴を参照できます。 

 

（登録キャンペーン用のチラシ、その他のチラシ） 
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