
 

 

 

令和元年度事業報告書 

平成３１年 ４月 １日から令和２年 ３月３１日まで 

 

法人の概況 

 

１ 設立年月日 

     昭和５５年 ５月２１日 

 

２ 定款に定める目的 

      歯科衛生士の資質の向上と倫理の高揚並びに歯科衛生士の実践に根ざした学術研究を推進する 

    ことにより歯科衛生の普及啓発を図り、もって府民に対する健康と福祉の増進に寄与することを 

目的とする 

 

３ 定款に定める事業内容 

    （１）歯科衛生の学術研究・研修に関すること 

    （２）歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること 

    （３）歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関すること 

    （４）歯科衛生業務の改善及び向上に関すること 

    （５）日本歯科衛生士会及び関係団体等との連携協力に関すること 

    （６）歯科衛生士の無料職業紹介に関すること 

    （７）その他本会の目的達成のために必要なこと 

 

４ 行政庁に関する事項 

     大阪府知事 

 

５ 事務所の所在地 

    大阪府大阪市天王寺区生玉寺町４番１６号 

    藤和シティホームズ夕陽ヶ丘四天王寺１０１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

事 業 

 

【Ⅰ】公益目的事業 

歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚を図り、歯科衛生士の実践に根ざした学術研究を推進し、質の高いより

正確な歯科衛生の普及啓発を図ることで、府民の健康及び福祉の増進に寄与した 

 

１．歯科衛生の普及啓発に関する事業 

１）公開講座、イベント等による歯科衛生の普及啓発 

（１）府民公開講座開催  

下記の通り開催準備をしていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止とした 

期  日 令和 ２年 ３月１５日（日） 

会    場 大阪市社会福祉研修・情報センター 

テ － マ 
「スポーツと口腔機能のかかわり」 

～口からはじまる身体の健康づくり～ 

講  師 姫野 かつよ 先生 （タケウチ歯科クリニック 歯科衛生士） 

（２）歯科保健大会における「歯みがき指導の実施」 

（３）健康展等における府民への口腔衛生の啓発 

吹田市、豊中市、岸和田市 

 

２）歯科治療困難な施設での歯科衛生の普及啓発 

（１）重度障がい者施設等での口腔ケア奉仕活動 

①豊里学園歯科衛生指導事業 

   ②日本ライトハウス歯科衛生指導事業 

   ③重度障がい者施設等での 

歯科保健指導奉仕活動事業 

河内長野市 社会福祉法人あおぞらの会 

           ライフサポートあおぞら 

    東 淀 川 区 社会福祉法人水仙福祉会 

           ワークセンター豊新 

 

３）市町村、関係団体における歯科衛生の 

普及啓発事業 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため 

以下の通り開催予定としていたが中止とした 

事業も含む 

（１）母子歯科保健活動事業（受託事業） 

①摂津市 

②大阪府歯科医師会  

③その他幼稚園、保育所における 

歯科保健指導 

（２）学校歯科保健活動事業（受託事業） 

①大阪市教育委員会   

②岸和田市教育委員会 

③河内長野市教育委員会 

④千早赤阪村教育委員会 

⑤太子町教育委員会 

⑥富田林市教育委員会 

⑦河南町教育委員会 

⑧大阪市こども青少年局 

⑨摂津市教育委員会 

⑩東大阪市東学校歯科医会 

⑪東大阪市西学校園歯科医会 

⑫大阪府歯科医師会 

⑬小・中学校、高等学校における 

歯科保健指導活動 

    （３）休日歯科診療における歯科衛生の普及啓発 

     事業 

     富田林市（受託事業） 

  （４）地域包括ケアシステムに関する事業 

交野市自立応援会議（受託事業） 

     堺市、富田林市、太子町、河内長野市、 

     河南町、泉南市、豊中市、千早赤阪村、 

羽曳野市、くすのき連合（守口市、門真市、 

四條畷市）、岸和田市、泉佐野市、大阪狭山市、 

八尾市、和泉市 

  （５）一般介護予防事業 

    大阪市地域リハビリテーション活動支援事業 

    （受託事業）



 

 

太子町（受託事業） 

    大阪市（淀川区・港区）、大東市、 

富田林市、枚方市、河南町、寝屋川市 

   （６）障がい者歯科保健事業 

    堺市 

   （７）歯科口腔保健多職種連携づくり事業 

    堺市 

   （８）会員（歯科衛生士）派遣による普及啓発 

事業 

①歯科医師会受託事業 

ⅰ）地区健康展における啓発事業 

ⅱ）「歯と口の健康講座」 

ATC エイジレスセンター 

ⅲ）障がい者施設歯科保健事業 

ⅳ）幼稚園、保育所、小・中学校、 

高等学校における歯科保健指導 

ⅴ）介護予防事業 

ⅵ）在宅歯科口腔保健推進事業 

②企業における歯科保健指導 

③企業等講師派遣 

（９）大阪府歯科衛生士会 

「ハイジニストセンターだより」発行 

第１号  第２号  第３号 

第４号  第５号  第６号

  （10）事業等出務者の登録に関すること 

     登録票の管理 

  

４）機関誌等による普及啓発 

（１）大阪府歯科衛生士会機関誌 

    「ＳＭＩＬＥ９３号」発行 

（２）大阪府歯科衛生士会ホームページの 

充実・拡大による府民への情報提供 

（３）その他 

普及啓発用パネル等の作成 

 

５）その他歯科衛生の普及啓発に関すること 

（１）食育関連事業 

    大阪市住吉区健康まつり＆食育展 

    大阪市鶴見区食育フェスタ 

   開催予定としていたが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

のため中止となった 

（２）健口相談事業及び 

大阪府包括連携協定事業における健口セミナー 

２０１９コープフェスタｉｎ岸和田 

 

 

２．歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関する事業 

１）研修会の開催  

（１）学術講演会 年３回開催                          ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会  場 テ － マ 講   師 受講者数 

平成３１年 

 ４月２１日（日) 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

「医科歯科連携における 

歯科衛生士の役割」 

大西 淑美 先生 

大阪国際がんセンター 

歯科衛生士 

１０１名 

令和元年 

 ６月 ８日（土) 

大阪市立 

天王寺区民センター 

「チームワークコミュニケーション 

       の重要性」 

畠山 知子 先生 
（株）デンタルタイアップ 

日本歯周病学会認定歯科衛生士 
産業ｶｳﾝｾﾗｰ 

2級ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ技能士 

４８名 

令和元年 

１２月２２日（日） 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

「口腔癌に気付くための 

基礎知識」 

中原 寛和 先生 
大阪市立大学 大学院医学研究科 
医学部医学科歯科口腔外科学 

病院教授 

１６７名 

（２）訪問口腔ケア研修会 年１０回開催                        ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ － マ 講  師 受講者数 

令和元年 

 ８月１１日（日） 

午前午後 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

「呼吸介助から 

排痰の方法を学ぼう！」 
～確実で安全な 

呼吸管理を行うために 
歯科衛生士にできること～ 

千葉 一雄 先生 

一般社団法人大阪府理学療法士会 

生涯学習センター理事長 

４６名 



 

 

期  日 会    場 テ － マ 講  師 受講者数 

令和元年 

１０月 ６日（日） 

午前午後 

（同日２回開催） 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

「周術期における 

口腔トラブルに応じた 

口腔衛生管理を学ぼう」 
～がん治療における 

口腔粘膜炎と 
口腔乾燥への対応～ 

藤岡 香代子 先生 

大阪赤十字病院歯科口腔外科 

歯科衛生士 

 

(午前) 

８４名 

 

(午後) 

６６名 

令和元年 

１１月１０日（日） 

午前 
大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

食支援 初級 

「歯科衛生士が行う 

   食支援を学ぼう！」 

～何を見るのか？課題の抽出～ 金子 信子 先生 

公益社団法人日本歯科衛生士会 

認定歯科衛生士委員会委員 

 

４５名 

 

令和元年 

１１月１０日（日） 

午後 

食支援 中級 

「歯科衛生士が行う 

   食支援を学ぼう！」 

～ミールラウンドからつなげるその先へ ～ 

４１名 

令和２年 

１月１９日（日） 

午前 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

総 論 

「最後まで食べるための 

在宅ＮＳＴ」 
～多職種連携において 

歯科衛生士にできることを学ぼう～ 

西山 順博 先生 

医療法人 西山医院 理事長 

医学博士 

８０名 

令和２年 

１月１９日（日） 

午後 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

リカバリー 

「私たちが地域で できること」 

～地域連携において 
歯科衛生士の役割を学ぼう～ 

石黒 幸枝 先生 

歯科衛生士 

米原市地域包括医療福祉センター 

「ふくしあ」 

４４名 

令和２年 

３月 １日（日） 

午前 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

吸引・初級 

「吸引に関する 

基礎知識や技術を学ぼう」 
～在宅療養者への 

吸引手技について（初級編）～ 三輪 真由美 先生 

（株）ジャスティスリードケアセンター 

センター長 
（公社）日本看護協会 
訪問看護認定看護師 

開催中止 

令和２年 

３月 １日（日） 

午後 

吸引・中級～上級 

「吸引において 

リスクを伴いやすい方への 

知識や技術を学ぼう！」 
～在宅療養者への 

吸引手技について 
（中級編～上級編）～ 

通年開催 
大阪市大正区 

介護老人保健施設 

食支援 上級 

臨地実習 

「金子信子と学ぶ口腔機能

『食支援の実際』」 

金子 信子 先生 

公益社団法人日本歯科衛生士会 
認定歯科衛生士委員会委員 

受講希望者

なし 

開催せず 

（３）歯周病講座 年１回開催                              ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ － マ 講  師 受講者数 

令和元年 

８月 ４日（日） 

新大阪歯科衛生士 

専門学校 

「歯周治療に携わる 

歯科衛生士の視点」 

～基本スキルを 
身につけよう～ 

大住 祐子 先生 

歯科衛生士 
医療法人貴和会新大阪歯科診療所 

２０名 

 



 

 

（４）病院・診療所研修会 年１回開催                               ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ － マ 講  師 受講者数 

 

令和元年 

  ７月２１日（日） 

 

大阪歯科大学附属病院 

 ５階臨床講義室 

 

「明日から活用できる 

糖尿病のいろは」 

 

金山 直美 先生 

大阪赤十字病院 

慢性疾患看護専門看護師 

 

１３８名 

（５）未就業歯科衛生士の為の研修会の開催                ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ － マ 講  師 受講者数 

令和元年 

５月１９日（日） 

午前 

 

 

 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

復職支援・離職防止（リカバリー） 

「ホワイトニングについて学ぼう」 

～歯科衛生士として 

正しく伝えるために～ 

吉川 一志 先生 

歯科医師 

大阪歯科大学歯科保存学講座 

准教授 

 

令和元年 

５月１９日（日） 

午後 

復職支援・離職防止（リカバリー） 

「口腔機能低下症について」 

～診療所で行うこと～ 

高橋 一也 先生 

歯科医師 

大阪歯科大学高齢者歯科学講座 

主任教授 
 

（６）その他 

①大阪府歯科衛生士会｢研修会のお知らせ｣発行 

②資質向上支援及び再就職支援のための研修会の開催及び協力 

  ⅰ）関西女子短期大学「歯科衛生士リフレッシュ講座」「研修会」後援 

ⅱ）新大阪歯科衛生士専門学校セミナー 後援 

２）その他歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関する事業 

 

３．歯科衛生の学術研究の振興に関する事業 

１）学術集会の開催等 

（１）第２５回大阪府歯科衛生士会学術集会開催 

期  日 令和２年 １月２６日（日） 

場  所 大阪市社会福祉研修・情報センター 

特別講演 
「小児歯科領域における最近のトピックス」 

講 師：仲野 和彦 先生 （大阪大学大学院歯学研究科 小児歯科学教室 教授） 

会員発表 ４ 演題 

参加者数 １３５ 名 

     （２）学術誌第２９号発行  

２）その他歯科衛生の学術研究の振興に関すること 

   （１）口腔衛生に関する意識調査 

      第２４回大阪歯科保健大会 歯みがきコーナーにおける来場者アンケート 

   （２）歯科衛生士業務に関する意識調査 

   （３）歯科衛生研究に関する協力 

 

 

９８名 

１３８名 



 

 

【Ⅱ】その他の事業 

日本歯科衛生士会及び関係団体との連携をはかるとともに、会員の連携協調性を促進し、 

公益事業の実施基盤を図るための事業を行った 

 

１．日本歯科衛生士会及び関係団体との連携に関する事業 

１）日本歯科衛生士会との連携に関すること 

（１）定時代議員会・会長表彰式 出席 

（２）近畿ブロック連絡協議会の開催 

（３）ブロック別災害歯科保健 

歯科衛生士フォーラム 出席 

   （４）近畿デンタルショー２０１９ 

     近畿ブロック歯科衛生士会ブース 出展 

（５）生涯研修委員会 出席 

（６）日本歯科衛生学会第 14 回学術大会 出席 

（７）日本歯科衛生学会第 1 回運営協議会 出席 

（８）日本歯科衛生学会プログラム委員会 出席 

（９）全国病院歯科衛生士連絡協議会 出席 

（10）認定歯科衛生士審査会（障がい者歯科）出席 

（11）災害支援歯科衛生士フォーラム 出席 

（12）都道府県歯科衛生士会会長会 出席 

（13）歯科衛生推進フォーラム 出席 

２）大阪府・府下市町村との連携・協力 

（１）大阪府の推薦により 

天皇陛下御即位京都御所茶会 出席 

（２）大阪府生涯歯科保健推進審議会 出席 

（３）大阪府生涯歯科保健推進審議会 

大阪府歯科口腔保健計画部会 出席 

  （４）大阪府歯科保健活動事業功労者表彰式 出席 

  （５）大阪市地域リハビリテーション活動支援事 

     業打ち合わせ会 出席 

  （６）大阪市すこやかパートナー意見交換会 

     出席 

   （７）南河内在宅医療懇話会 出席 

  （８）泉州在宅医療懇話会 出席 

（９）堺市歯科口腔保健推進計画懇話会 出席 

（10）堺市歯科口腔保健多職種連携 

づくり事業 協力 

  （11）堺市における医療と介護の連携をすすめる 

      関係者会議 出席 

  （12）吹田市みんなの健康展実行委員会・ 

打ち合わせ会 出席 

（13）豊中市民健康づくり協議会 出席 

（14）岸和田市良い歯を育てる会理事会 出席 

 （15）大阪市教育委員会受託事業「大阪市歯科保 

     健事業」会議 出席 

   （16）大阪府介護予防に資する専門職広域調整 

         連絡会 出席 

  （17）大阪府介護予防活動強化推進事業 

     助言者（歯科衛生士）養成研修会 共催 

（18）在宅療養者経口摂取支援チーム育成事業 

         実施検討会 出席 

（19）在宅療養期におけるケアマネジメント強化  

      に向けた手引き作成に関する検討会作業 

      チーム会議 出席 

（20）市町村職員の歯科コーチングスキル向上 

 事業 事業実施検討委員会 出席 

  （21）健康格差の解決プログラム促進事業 

         プログラム作成委員会 出席 

  （22）健活おおさか推進府民会議２０１９ 

     ～日本健康会議ｉｎ大阪～ 出席 

３）関係団体との連携・協力 

（１）大阪府地域医療推進協議会 出席  

（２）大阪府医療推進協議会 

   国民医療を守るための集会 出席 

（３）大阪府口腔衛生協会 

   評議員会及び理事会 出席 

（４）大阪府歯科医師会 

①大阪府歯科医師会休日緊急歯科診療業務  

協力 

②大阪府歯科医師会夜間緊急歯科診療業務  

協力 

③大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部会 

 出席 

④地区歯科医師会行事 出席 

⑤第２４回大阪歯科保健大会後援及び参加・ 

  協力 

⑥歯科医療安全管理体制推進会議 出席 

⑦在宅療養者経口摂取支援チーム育成事業 

 協力 

⑧市町村職員の歯科コーチングスキル向上 

事業 協力 

    ⑨大阪府歯科医療関係団体懇談会 出席 

       ⑩医科歯科連携推進事業プログラム・リーフ 

レット等作成ワーキング委員会 出席 

（５）第６８回「全大阪よい歯のコンクール」 

後援及び表彰式 出席 

（６）第６３回大阪府学校歯科保健研究大会 出席 

（７）第１１回歯・口の健康啓発標語コンクール  

出席 

（８）大阪府よい歯・口を守る学校・園表彰  

   本審査会、表彰式 出席 



 

 

（９）第６０回大阪市学校歯科保健研究大会 出席 

（10）大阪市学校歯科医会 

学校歯科保健連絡協議会 出席 

（11）新大阪歯科衛生士専門学校  

教育課程編成委員会 出席 

  （12）新大阪歯科衛生士専門学校 

     学校関係者評価委員会 出席 

  （13）なにわ歯科衛生専門学校 

     教育課程編成委員会 出席 

   （14）なにわ歯科衛生専門学校 

     学校関係者評価委員会 出席 

（15）学校法人大原学園 

教育課程編成委員会 出席 

  （16）大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 

     戴帽式 出席 

  （17）行岡医学技術専門学校歯科衛生科 

     戴帽式 出席 

  （18）新大阪歯科衛生士専門学校 

     戴帽式 出席 

（19）関西障害者歯科臨床研究会 協力 

（20）関西障害者歯科臨床研究会 

常任幹事会 出席 

（21）大阪介護支援専門員協会 協力 

（22）２０１９コープフェスタ健口セミナー 

     事業説明会・打ち合わせ会 出席 

  （23）２０１９コープフェスタ健口セミナー 開催協力 

  （24）学会等 後援 

（25）関係団体行事 出席 

４）表彰の推薦  

（１）公益社団法人大阪府歯科衛生士会より推薦 

①公衆衛生事業功労者表彰日本公衆衛生協会 

 会長表彰 

②大阪府憲法記念日知事表彰 

③大阪府歯科保健活動事業功労者知事表彰 

④日本歯科衛生士会会長表彰  

功労賞・永年精励賞 

（２）大阪府歯科衛生士会赤十字奉仕団より推薦 

  ①赤十字奉仕団員業務功労者被表彰金枠感謝状 

  ②赤十字奉仕団員業務功労者被表彰銀枠感謝状 

 

２．会員の拡大、管理、育成に関する事業 

１）入会促進に関する事業 

（１）新卒歯科衛生士への入会促進 

府下歯科衛生士養成機関１１校において 

入会説明会実施 

（２）未入会者への入会促進 

   病院・診療所研修会（７月開催）にて 

入会促進活動実施 

（３）入会案内の配布 

   入会案内パンフレットの配布 

（４）会長奨励賞の授与（１２校１４名） 

（５）学生会員会長表彰優良賞の授与（２校 ３名） 

（６）賛助会員制度の推進 

     ホームページへの掲載 

（７）その他 

     継続入会の促進 

２）情報提供に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会機関紙 

「ＯＤＨＡお知らせ」発行 

第４９号 第５０号 第５１号  

第５２号 第５３号 第５４号  

（２）その他 

   大阪府歯科衛生士会ホームページの充実 

３）歯科衛生士の就業相談及び無料職業紹介に 

関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会ハイジニストセンター 

無料職業紹介事業に関すること 

①登録・情報提供と運営に関すること 

求人：７９ 件 相談：１８ 件 閲覧： ７ 件 

紹介： ９ 件 

   行政 ５ 件  企  業  ０ 件  

病院 ０ 件  診療所   ４ 件 

決定： ５ 件  

②会員の紹介 

     ⅰ）休日緊急歯科診療所 

     ⅱ）夜間緊急歯科診療所 

     ⅲ）障がい者歯科診療所   

ⅳ）訪問歯科診療 

ⅴ）幼稚園、保育所、小・中学校、 

高等学校における歯科検診補助 

     ⅵ）大阪府歯科医師会関連事業 

４）大阪府歯科衛生士会赤十字奉仕団活動に 

関する事業 

（１）献血への協力 

  期 日 令和元年 ８月２５日（日）  

場 所 京橋駅前広場 

出務者 １１名 

献血協力者   １００名 

うち献血実施者 ８４名 

（２）各種研修会への参加  

   委員長研修会 

   ボランティア防災研修会 

（３）その他 

①豊里学園歯科衛生指導事業 

②日本ライトハウス歯科衛生指導事業 

③「赤十字ボランティア・フェスティバル」 



 

 

に参加 

      ④令和元年度大阪府赤十字大会 協力 

    ⑤門真市赤十字奉仕団講習会に講師として 

協力 

    ⑥赤十字ボランティア保険に加入 

⑦日本赤十字社大阪府支部特殊奉仕団 

  委員長会議 出席 

⑧赤十字ボランティアのつどい実行委員会 

出席 

⑨赤十字ボランティア・フェスティバル 

実行委員会 出席 

５）支部長会の開催 

支部の活動や組織強化について協議 

６）支部交流会の開催 

下記の通り開催準備をしていたが、新型コロナ 

ウイルス感染拡大防止対策のため中止とした 

   令和 ２年 ２月２３日（日）豊能支部交流会 

   令和 ２年 ３月１５日（日） 

堺・泉州・南河内支部 ３支部合同交流会 

令和 ２年 ３月２２日（日） 

      北河内・中河内・大阪北・大阪西 

大阪東・大阪南支部  ６支部合同交流会  

   令和 ２年 ３月２８日（土）三島支部交流会     

７）学生会員に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会機関誌  

「ＳＭＩＬＥ９３号」配布 

８）会員の福利に関すること 

（１）団体保険の紹介 

    団体がん保険、賠償責任保険への加入促進 

（２）会員への慶弔 

     会員への慶弔電報の打電 

（３）その他 

①会員福祉給付 

（日本歯科衛生士会への申請） 

②日本旅行パック旅行商品割引制度の継続  

③歯科衛生材料の斡旋 

３．その他本会の目的達成のために必要なこと 

１）歯科衛生士勤務等実態調査 

   期 日 令和 元年 ７月１７日（水） 

全養成校 １３校に配付  １２校より回答 

２）防災、災害等緊急事態への対応 

   災害対策部会を２回開催 

災害対策委員会を設置 

３）要望書の提出 

（１）大阪府への要望 

・大阪府における歯科衛生士の常勤配置に 

ついて 

・大規模災害時における歯科衛生士の活用と 

支援ついて 

・地域包括ケアシステム推進のための歯科 

衛生士の人材育成について 

・歯科衛生士の復職支援・離職防止への協力 

について 

    ・第３次大阪府健康増進計画における歯科衛生

士の活用について 

 （２）大阪市への要望 

・大阪市における歯科衛生士の常勤配置に 

ついて 

     ・大規模災害時における歯科衛生士の活用と 

     人材育成について 

    ・大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１ 

（第２次後期）」における歯科衛生士の 

活用について 

（３）大阪府地域医療推進協議会より要望書提出 

４）傷害保険への加入 

（１）団体傷害保険 

（２）レクリエーション保険 

 

【Ⅲ】執行機関 

      
 

   

 

 

  

 

 

 

 

（代表理事）

会  長 

副会長 

副会長 

常務理事 

 

常務理事 

 

常務理事 

 

常務理事 

 

学 術 部 

理 事 

 広 報 部 
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ハイジニストセンター部 

総 務 部 

 

理 事 

 

常務理事 

 

組 織 ・ 調 査 部 

理 事 

 

専務理事 

監  事 

（業務執行理事） 



 

 

【Ⅳ】諸会議 

１．総 会   １回開催 

令和元年度定時総会 

期 日 令和元年 ６月 ９日（日） 

場 所 大阪市立天王寺区民センター 

出席者 総正会員数   ９７５名 

出席正会員数 ６４４名 

 （内訳 本人出席 ７０名 書面出席 ５７４名） 

出席理事数   ２０名 

出席監事数    ２名 

議  長   畠 幸子（大阪東支部） 

議事録署名人 福田 夏子（南河内支部） 

石井 希容（大阪東支部） 

議  事    

第１号議案 

理事及び監事の選任に関する件 

第２号議案 

公益社団法人大阪府歯科衛生士会 

平成３０年度事業報告（案）に関する件 

第３号議案 

公益社団法人大阪府歯科衛生士会 

平成３０年度収支決算報告（案）に関する件 

監査報告 

第４号議案 

会長候補者の選出に関する件 

２．理事会    ７回開催 

  臨時理事会  １回開催 

  期 日 平成３０年 ５月 ６日（月・祝） 

      令和 元 年 ６月 ９日（日） 臨時 

令和 元 年 ７月１４日（日） 

令和 元 年 ９月 ７日（土） 

令和 元 年１０月２７日（日） 

令和 元 年１２月２１日（土） 

令和 ２年 ２月 ８日（土） 

令和 ２年 ３月 ８日（日） 

 

第１回 

   １）令和元年度新入会員の承認について            

    ２）平成３０年度事業報告書（案）について 

  ３）平成３０年度収支決算報告書（案）に 

    ついて     

  ４）令和元年度定時総会について  

    ５）大阪府歯科医師会との「歯科衛生士の復 

      職支援・離職防止研修会に関する後援名義

使用依頼について」の覚書（案）について 

    ６）研修会・講演会等講師について 

  ７）研修会・講演会受講料について 

  ８）ＯＤＨＡお知らせの発行日について 

   臨時理事会 

    １）代表理事選定について 

    ２）業務執行理事の選定について 

    ３）役員の担当部署について 

    ４）新入会員の承認について 

    ５）委員会の委員について 

   第２回 

        １) 新入会員の承認について              

    ２）賛助会員の研修会時におけるブース使用 

料金について 

    ３）令和２年度要望書（案）について       

    ４）企業総合保険契約について  

    ５）ＡＥＤリース契約について 

    ６）外部監事の謝金について 

  ７）日本歯科衛生学会第１５回学術大会準備 

委員会（仮称）の設置について 

  ８）機関紙スマイルへの広告記載依頼ついて 

        ９）訪問口腔ケア研修会の受講料について 

10）公費イベントの交通費などの支払について 

      11）イベント講師派遣事業の交通費について 

    12）職務分掌について 

    13）大阪府歯科衛生士連盟の活動について              

      14）歯科衛生士勤務等実態調査について 

      15）各部マニュアルの進捗状況について 

       16）研修会講師について 

     第３回 

  １）新入会員の承認について              

  ２）賛助会員の承認について 

  ３）後援依頼について 

     ４）本会機関誌及び学術誌への広告料について 

    ５）研修会時の役員等費用弁償について      

    ６）重度障がい者施設等での歯科保健指導奉仕 

活動事業の申し込みについて 

    ７）終身会員候補について 

    ８）（主催・受託・協力）事業出務者の賠償 

保険加入について 

    ９）災害用品購入について 

    10）無料職業紹介所相談員からの提案について 

    11）講師について 

第４回 

  １）新入会員の承認について                

     ２）後援依頼について                        

    ３）役員等費用弁償に関する覚書（改定案）に 

ついて 

      ４）折り機のリース契約について                   

      ５）重度障がい者施設等での歯科保健指導奉仕 

活動事業の申し込みについて 

      ６）Ｗｅｂ更新業務について                  



 

 

      ７）傷害保険の更新について  

  ８）学会Ｔシャツデザイン画公募について 

    ９）令和２年度開催大阪府歯科衛生士会公開講 

    座の予算について                    

    10）令和２年度憲法記念日知事表彰「公共関係 

功労者（衛生関係）」の推薦候補について 

  11）会計ソフトの更新について 

    12）研修会での無料職業紹介所の案内につい 

    て 

      13）学術集会について 

      14）各部マニュアルの進捗状況について 

   第５回 

  １）新入会員の承認について 

     ２）後援依頼について 

    ３）研修会講師について 

    ４）令和２年度年度定時総会開催日及び会場に 

ついて 

     ５）令和２年度重度障がい者施設等での歯科保 

健指導奉仕活動事業の申し込みについて  

    ６）総務部のマニュアルの進捗状況について 

     ７）一般社団法人日本介護支援専門員協会  

第１９回 近畿ブロック研究大会ｉｎ大阪 

協賛、併設展示会への出展および大会紙へ 

の広告掲載依頼について 

    ８）令和２年度 事業計画書（案）について 

    ９）令和２年度 収支予算書（案）について 

    10）令和元年度府民公開講座チラシの配布について    

    11）令和２年度開催 第２６回学術集会について 

第６回 

  １）新入会員の承認について 

      ２）後援依頼について 

      ３）次年度開催研修会講師について     

    ４）令和２年度事業計画書（案）について 

    ５）令和２年度収支予算書（案）について 

    ６）販売物品の価格について 

    ７）会長奨励賞と学生会員優良賞の承認について 

    ８）令和２年度訪問口腔ケア研修会について 

９）他団体からの研修会等の周知依頼について 

    10）広報部、組織・調査部のマニュアルの進捗 

状況について 

    11）事務員の雇用に関する整備について 

    12）来年度の常務理事会・理事会・監査会の日 

程について 

    13）学会Ｔシャツのデザイン応募について 

    14）令和２年度日赤献血事業の日程について 

  第７回 

  １）令和２年度新入会員の承認について            

  ２）令和２年度事業計画書（案）について 

  ３）次年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

    ４）令和２年度収支予算書（案）及び 

令和２年度収支予算内訳表（案）について 

  ５）令和２年度研修会・講演会等の講師について 

    ６）無料職業紹介所相談員の謝金について 

    ７）開催決定事業の不測の事態時の対応について 

８）日本歯科衛生士会会長表彰の推薦について 

９）令和２年度定時総会の開催時間について 

    10）４月２６日（日）訪問口腔ケア研修会 

（午前・午後）の延期について 

    11）５月２４日（日）ハイジニスト研修会 

（午前・午後）の開催について 

  12）学術部・ハイジニストセンター部の 

マニュアルの進捗状況について 

    13）事務員の雇用に関する整備について 

      14）学会Ｔシャツのデザイン応募について  

     15）研修会・講演会の受講料のキャッシュレス 

決済について  

    16）本会ＨＰへの掲載について 

    17）事務員の電話対応時間について 

    18）販売物品の価格について 

    19）大阪介護支援専門員協会理事の推薦について 

    20）令和２年度・３年度 選挙管理委員について

21）継続賛助会員の承認について 

    

みなし決議による理事会          

１）令和 元 年 ９月２６日（木） 

日本歯科衛生学会第１５回学術大会 

大阪運営委員会の委員について 

    ２）令和 ２年２月１９日（水） 

新型コロナウィルス感染症流行による 

本会事業の中止について  

     ３）令和 ２年２月２０日（木） 

新型コロナウィルス感染症流行による 

本会事業の中止について 第２報 

 

３．支部長会  ３回開催 

期 日 令和 元年 ６月２３日（日） 

令和 元年 ９月２９日（日）  

令和 元年１２月２２日（日） 

令和 元年 ２月２４日（祝・月）中止 

 

４．常務理事会  ７回開催 

期 日 平成３１年 ４月２１日（日） 

令和 元年 ６月２２日（土） 

令和 元年 ８月３１日（土） 

令和 元年１０月１２日（土） 

令和 元年１２月 ７日（土） 



 

 

令和 ２年 １月２５日（土） 

令和 ２年 ２月２２日（土） 

 

【Ⅴ】監査   

監査会 ２回開催 

期 日 平成３１年 ４月２８日（日） 

令和 元年１２月 ７日（土） 

第１回出席者  

監事２名 会長 副会長 専務理事 

常務理事 会計担当理事 事務職員 

第２回出席者  

監事２名 会長 副会長 専務理事  

常務理事 会計担当理事 事務職員 

 

【Ⅵ】委員会 

１．歯科衛生推進委員会 

１）訪問口腔ケア委員会 

期 日 令和 元年 ５月２６日（日） 

    令和 元年 ６月２３日（日） 

    令和 元年 ７月２８日（日） 

    令和 元年 ９月 ８日（日） 

    令和 元年１０月２７日（日） 

    令和 元年１２月２１日（土） 

    令和 ２年 １月２６日（日） 

２）病院・診療所等臨床委員会 

期 日 平成３１年 ４月１６日（火） 

    令和 元年 ７月 ２日（火） 

    令和 元年１１月２６日（火） 

 

２．会務管理整備委員会 

期 日 令和 元年１２月２１日（土） 

 

３．選挙管理委員会 

期 日 平成３１年 ４月２３日（火）  

        令和 元年 ６月 ６日（木） 

 

 ４．災害対策委員会 

    期 日 令和 元年 ７月１０日（水） 

        令和 元年 ９月 ５日（水） 

        令和 元年１２月１１日（水） 

 

５．日本歯科衛生学会第１５回学術大会大阪運営委員会 

    期 日 令和 元年 ９月２９日（日） 

 

【Ⅶ】新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため開催中止または延期、変更になった事業・研修会等 

（１）２月２２日（土）令和元年度 介護予防の推進に資する指導者等養成事業 

多職種合同実践研修 

（２）２月２３日（日）豊能支部交流会 

（３）２月２４日（月）第４回支部長会 

（４）３月 １日（日）訪問口腔ケア研修会（吸引）「初級」・「中級～上級」 

（５）３月 ４日（水）第３回介護予防に資する専門職広域支援調整連絡会 

（６）３月 ５日（木）行岡医学技術専門学校歯科衛生科入会説明会 

（７）３月１４日（土）大阪市教育委員会「低学年における歯みがき指導」反省会 

（８）３月１４日（土）大阪市地域リハビリテーション活動事業反省会 

（９）３月１４日（土）大阪市鶴見区食育フェスタ 

（10）３月１５日（日）堺・南河内・泉州 ３支部合同交流会 

（11）３月１５日（日）大阪府歯科衛生士会府民公開講座 

（12）３月２２日（日）大阪市内４支部・北河内・中河内 ６支部合同交流会 

（13）３月２８日（土）三島支部交流会 

 


