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新法人移行に伴う代議員・ 役員等について協議
平成23年度第２回公益法人制度改革等委員会
常任理事

池

田

徹

２）今後の会員への広報について

本会独自の Q&A を作成し、今回の制度

改正で医師会がどのように変わろうとして
いるのか一般的な制度に関する解説、本会
へお寄せ頂いた新公益法人制度に関するご

意見についての本会執行部としての考え、
制度（法令）上の定めなどを掲載し、この
さる９月15日（木）県医師会館で、第２

回公益法人制度改革等委員会を開催した。
冒頭、池田会長から、本会が新法人へ移

行するにあたりどのような組織にしていく
のかガバナンス（内部統治）面について、協

議頂きたい旨の挨拶があり、議事に入った。
議事（１）第１回委員会後の取り組み、今後
のスケジュールについて
１）現在の広報に関する取組みについて

第１回委員会での、 会員へ十分周知を

行ったうえで、公益あるいは一般社団法人

への移行を判断すべきとの意見を踏まえ、
６月25日の代議員会・ 総会では、 議案で

Q&A をホームページにアップすることで、
会員への広報を強化していきたい旨説明を
行った。

（２）新法人移行における本会の事業区分
（案）について

公益あるいは一般社団法人への移行を行

うに当たり、現在本会が行っている事業を
整理する必要がある。そのためには、これ
まで会務報告に掲載してきた内容をすべて
洗い出し、どの事業が公益事業（一般の場

合は、継続事業）で、どの事業が共益事業、
あるいは収益事業にあたるかということを
整理しなければならない。

この作業は、いずれの法人に移行するに

はなく、
「その他：公益法人制度改革に伴う

あたっても最も基本的な部分であり、特に、

部では公益社団法人を目指していることを

定要件をクリアするため、公益目的事業の

県医師会の方向性について」として、執行
説明し、12月２日に臨時代議員会・総会で
方針の決議を行うことになった。

現在、第１回委員会報告を会報７月号に

掲載するとともに、 本会ホー ムペー ジに

「新公益法人制度に関する情報」のページを
設け、関係資料を掲載し、会員からの意見

募集を行っている。また、８月から月１回、
鹿県医 FAX ニュ ー スに意見募集を行っ て
いる旨の記事を掲載することにしている。

公益社団法人への認定を目指す場合は、認

考え方の整理が最も重要である。 そこで、
公益社団法人へ移行する場合のシミュレー
ションを行った。

まず、本会が行っている、各種委員会や

各種事業・取組みなど100近い事業内容を

関連があるもの同士で組み合わせていき、
大きく次の２つに分けた。

ひとつは、病気に罹ったり、怪我をした

ときなど安心して医療（介護）が受けられる
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ように医療資源の連携、制度（保険等）の充

療再生基金により「公２．かごしま救急医

医療・介護等の提供体制の整備に関する事

を行うことになっており、金額規模が非常

実、ヒトの資質向上・確保を対象にした「①
業」、もうひとつは、疾病予防・健康づく
りを対象にした「②地域保健・公衆衛生対
策関係事業」。

①の事業は、救急医療対策や、保険診療

関係、医師確保対策、医療安全・医事紛争
関係など、②の事業は、母子保健・学校保
健・産業保健・精神保健活動や感染症対策
など。

この①、②の２つの事業が、両輪となり、

県民の命と健康を守っているという整理を
し、最終的には「公１．地域医療・地域保
健の質の向上と医療・介護等の提供体制の

確保を図り、県民の健康保持、社会福祉、
公衆衛生の向上に寄与する事業（仮）」とい
う、ひとつの事業に整理した（図１）。

療遠隔画像診断センター事業（計５億円）」
に大きく、かつ国の補助金事業であること

から、別事業とした。同じような理由で、
厚生労働省の委託事業である「公３．鹿児

島県地域産業保健センター 事業（年間約
３千万円）」も別事業とした。すなわち、現

段階で、公益目的事業は、上記公１、公２、
公３の３つに区分を行うことにしている。
以上のように、会館賃貸や生命保険団体

契約（保険の集金代行による事務手数料）等

明らかな収益事業、表彰弔慰やゴルフ大会、
会員名簿の発行など共益的なもの（相互扶
助事業）を除き、現在行っているほぼ全て

の事業を公益目的事業として、整理した案
を作成している。なおこの案は、事務レベ
ルであるが県へ説明済みである。

（３）本会のガバナンスに関する検討事項に
ついて
１）本会の代議員定数・選出方法について

現在、郡市医師会ごとに会員50人に１人

の割合で代議員を選出している。この選出
基準数と、鹿児島大学医学部医師会につい

ては、会員数によらず代議員を10人に絞っ
ているという点について、現行のままでよ
いか意見をうかがった。

代議員の選出基準については、
「従来どお

図１．公益目的事業１（案）

このように事業を大きく括ることで、公

益認定の要件である収支相償（公益目的事

業収支で黒字を出してはいけない）が、ク
リアしやすくなる。また、本会事業のほぼ

りの基準で不都合はないし、 不満もない。
基準を上げ下げし、代議員数を増やしても
減らしてもそれぞれ不都合が生じるかもし

れないので、現状のままでよい」との意見
にまとまった。

ただし、鹿児島大学医学部医師会からの

すべてを公益目的事業に持っていくことが

代議員数が10人という点については、 認

以上という要件は容易にクリアができる。

当該法人の目的に照らし、不当に差別的な

できると考えられ、公益目的事業比率５割
ちなみに、今年度から、３年間、地域医

定法第５条で「社員の資格の得喪に関して、
取扱いをする条件その他の不当な条件を付
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していないこと」という規定があり、（公益

ら１名ずつ（鹿児島市医師会は複数名）参画

に郡市医師会ごとに格差をつけることはで

会に出席することができるので、両医師会

社団法人になる場合は、）代議員の選出基準
きない。しかし、合理的な関連性及び必要
性があれば可能とのことであり、現状の方
法がとれるか、10人に限定した経緯と数的

してもらっているが、テレビ会議でも理事
を含め、全郡市医師会に執行部へ参加して
もらってはどうか意見を伺った。

テレビ会議システムでの参加を常態化さ

な根拠を示し、県に照会中である。

せることができれば、ある程度、遠方の先

られれば、県の指導に沿って、医学部医師

かといった意見があったが、理事会へ出席

県の見解を待つとともに、県の了解が得

会から正式に了承を得るなどの対応を取る
ことになった。

２）本会会長の選出方法について

平成14年度から本会は、会長の選定にあ

たっ ては、 会員による直接選挙の方式を

とってきた。しかし、新法人への移行後は、

公益・一般問わず、法人法の規定により、
代議員会（社員総会）で理事を選び、理事会
の中で会長を選定するということになって
いる。

ただ、代議員会の意見を反映させるため

代議員による選挙で会長を選び、理事会で
選定するということもできる。また、法に

基づかない任意の予備選挙ということで、
会長「候補者」の直接選挙を行うこともでき
る（但し、直接選挙の結果と代議員会での
選挙の結果が異なる恐れあり）。選定方法
をどのように考えるか意見を伺った。

新制度での役員・会長選挙の方法そのも

のに対する様々 な意見や疑問など出され

生の負担も減らせ参加しやすいのではない
することだけが理事の役割ではなく、それ
ぞれ担当業務を持つことになり、テレビ会
議だけで済まないこともある。肝属郡や大
島郡医師会の意向を踏まえ検討することに
なった。

４）役員の３分の１規定（他の同一団体の役
員構成）について

公益社団法人の場合、認定法の定めによ

り、本会役員の３分の１までしか他の同一
団体の役員に就任できないことになってい

る。現在の役員数20名の場合、６名までが、
重複することができ、本会役員が７名以上
いる対象の団体は、医師協同組合、医師連
盟である。いずれもすでに対策に着手して
いる旨の報告を行った。
（４）その他
１）第２回郡市医師会長連絡協議会（9/30）
について

当日の進行等について説明を行った。

委員から、郡市医師会が一同に会するの

た。

であれば、法人の移行にあたり、事業の説

のみで会長を決めるのではなく、会員の意

度、情報共有できるようにして欲しい。こ

法令に従って進めるしかないが、理事会

思が少しでも反映されるよう代議員会で会
長を選び、理事会で承認（選定）するという
ような方法で検討することになった。

３）
理事・監事の定数、選出方法等について
現執行部（監事含む）では、大島郡と肝属

郡医師会を除き、それぞれの郡市医師会か

明や定款など申請書類や関係資料をある程
れは、審査をする県としても郡市医師会ご

とに、同じような事業を行っているのに、
申請書類での説明が異なると、審議しにく
いということを聞く、といった意見があっ
た。

本会としても郡市医師会の円滑な申請作
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業に協力したいと考えていることから、郡

業目的をうたっている。我々医師は、県民

ルで、検討段階から申請書類（事業概要や

るし、医師会も同じ理念である。

市医師会長の了承が得られれば、事務レベ
定款など）を、本会・郡市医師会事務局間

の命と健康を守るという使命感で働いてい
本会の歴史を振り返ってもこの理念で活

でも情報共有させていただき、互いに参考

動を行ってきたし、今後もこの理念は変わ

係の申請窓口である）県保健医療福祉課医

も当然であり、このことがひいては県民の

にしていただく。郡市医師会が（医師会関
務係と打合せを行う場合は、県医師会事務
局も同席させていただき、指摘された点な
どをまとめ、情報共有させていただく。日

本医師会や県へ確認したい事項などあれ
ば、本会が窓口となり、照会を行い、回答
結果は、情報共有する。といったことを行
いたいと考えている。今月末の第２回郡市

らない。また、会員の活動を支援すること
命と健康を守ることにつながっているのだ
と思う。我々の行っている事業は、公益事
業だという自負があるし、医師会の考えを
県民により理解していただく意味でも公益
社団法人への移行を目指したいと考えてい
る。

また、すでに本県では歯科医師会、薬剤

医師会長連絡協議会でご意見を伺うことと

師会、看護協会も公益社団への移行を機関

最後に

ていくため、医師会も公益社団法人として

人移行を検討するに際し、これからの鹿児

し、リーダーシップを取っていきたいと考

したい。

池田会長から、閉会にあたり本会の新法

島県医師会について会長としての所感を述
べた。要旨は以下のとおり。

鹿児島県医師会の定款には、
「本会は、医

道の高揚、医学及び医術の発展普及並びに
公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を

増進することを目的とする」と、本会の事

決定している。本県の医療・介護を良くし
関係団体と連携して取り組んで参りたい
えている。そうすることで、社会的な信用
も増し、ひいては会員のご支援にもなるの
だと考えている。

鹿児島県医師会をより発展させるため、

公益社団法人を目指したい。
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