
 

 

 

令和３年度事業報告書 

令和３年４月１日から令和４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   

期  日 令和４年 ３月 ６日（日） Ｗｅｂ・会場同時開催 

会    場 大阪市社会福祉研修・情報センター 

テ － マ 
「人生後半の生き抜く智慧」 

～健口こそが健康寿命と幸福寿命を延ばす～ 

講  師 
天野 敦雄 先生  
（大阪大学大学院 歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学分野 教授） 

受講者数 １１５名 

（２）歯科保健大会における「歯みがき指導の実施」  

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にてＷｅｂ開催となったため実施できず 

（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 

 

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 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

          にて中止とし、代替えとして歯ブラシ 

     を送付した 

 

３）市町村、関係団体における歯科衛生の普及啓発 

事業 

（１）母子歯科保健活動事業（受託事業） 

①摂津市 

②太子町 

③大阪府歯科医師会  

④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河内長野市教育委員会 

③千早赤阪村教育委員会 

④岸和田市教育委員会 

⑤東大阪市東学校歯科医会 

⑥東大阪市西学校園歯科医会 

⑦富田林市教育委員会 

⑧太子町教育委員会 

⑨河南町教育委員会 

⑩摂津市教育委員会 

⑪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、 

和泉市 

  （５）一般介護予防事業 

     ①大阪市地域リハビリテーション活動支援事業 

（受託事業） 

     ②太子町（受託事業） 

③大阪狭山市地域住民活動拠点専門職訪問事業 

（受託事業） 



 

 

     ④和泉市（受託事業） 

⑤その他 

大阪市（淀川区・港区）、大東市、富田林市、

寝屋川市、河内長野市 

   （６）歯科口腔保健多職種連携づくり事業 

     堺市 

（７）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）市町村職員の歯科コーチングスキル 

  向上事業 

ⅲ）幼稚園、保育所、小・中学校、 

高等学校における歯科保健指導 

ⅳ）介護予防事業 

ⅴ）要介護者口腔保健推進事業 

②企業における歯科保健指導 

③企業等講師派遣 

 

（８）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 

（９）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 

      「ＳＭＩＬＥ９５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 

   大阪市住吉区食育展パネル展 

パネル展示での参加 

   

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 

令和３年 

 ８月２２日（日) 
Ｗｅｂ開催 

「ライスステージ別の 

筋機能に合わせた 

お口の健康づくり」 

姫野 かつよ 先生 

タケウチ歯科クリニック 
歯科衛生士 

６８名 

令和３年 

１０月３１日（日) 

【録画配信】 

令和４年 

２月１０日（木） 

３月１９日（土） 

Ｗｅｂ開催 

「災害時における 

歯科衛生士の役割」 

～きっとくる自然災害。 

その時あなたはどうしますか？～ 

中久木 康一 先生 

東京医科歯科大学 大学院  

医歯学総合研究科  

救急災害医学分野 他 

所属多数 

５１名 

令和３年 

１１月２３日

（火・祝) 

Ｗｅｂ開催 「小児の口腔機能発達不全症」 

朝田 芳信 先生 

鶴見大学歯学部  

小児歯科学講座 教授 

９１名 

（２）訪問口腔健康管理研修会 年６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３年 

 ６月２７日（日） 
Ｗｅｂ開催 

トピックス 
「口腔衛生管理 注水と回収 

          （実技編）」 
～症例から学ぼう！～ 

今井 美季子 先生 

大阪歯科大学附属病院 
 口腔リハビリテーション科 

専門歯科衛生士 

８７名 

令和３年 

９月１２日（日） 
Ｗｅｂ開催 

「筋力アップにつながる 
   疾患別リハビリテーション 

             栄養について」 
～リハビリテーションに必要な 

    栄養・エネルギー量～ 

吉里 慶美 先生 

医療法人 友愛会 松本病院 

管理栄養士 

９２名 



 

 

期  日 会  場 テ ー マ 講  師 受講者数 

令和３年 

１０月１７日（日） 
Ｗｅｂ開催 

「摂食嚥下リハビリ 

  テーションの実際」 

～「口から食べる」を見極めよう～ 

大根 茂夫 先生 

大阪保健医療大学  

言語聴覚専攻科 教授 

 

９１名 

 

令和３年 

１１月２１日（日） 
Ｗｅｂ開催 

総 論 

「在宅で出会う脳梗塞後遺症 

・神経筋疾患症例」 

～疾患を学び、 

リハビリテーションにつなげる～ 

藤谷 順子 先生 

国立研究開発法人  

国立国際医療研究センター  

リハビリテーション科 科長 

８２名 

令和３年 

１２月１２日（日） 
Ｗｅｂ開催 

リカバリー 

「口から食べる支援を 

包括的に行うために」 

～ＫＴバランスチャート使用のススメ～ 

小山 珠美 先生 
ＮＰＯ法人  

口から食べる幸せを守る会 
理事長 

９４名 

令和４年 

１月２３日（日） 
Ｗｅｂ開催 

「義歯・口腔機能と栄養」 

～栄養摂取のための咀嚼力の 
   重要性についてのエビデンス～ 

池邉 一典 先生 

大阪大学大学院 歯学研究科  
顎口腔機能再建学講座 
有床義歯補綴学・ 

高齢者歯科学分野 教授 

９８名 

例年開催していた実習を伴う中級や上級の研修会は開催中止 

（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３年 

１１月２８日（日） 
Ｗｅｂ開催 

知らなきゃ損！知って得するシリーズ  

「明日から使える 

最新歯周病学&簡単実技練習」 

～あなたの知識 

アップデートできていますか？～ 

高木 直美 先生 

日本歯周病学会認定歯科衛生士 
４３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４年 

２月 ６日（日） 
Ｗｅｂ開催 

「透析治療の基礎と 

 透析患者さんの口腔内ケアのポイント」 

酒井 圭子先生 

透析看護認定看護師 
独立行政法人地域医療機能推進機構 

大阪病院 血液浄化センター 
看護師長 

７６名 

（５）未就業歯科衛生士の為の研修会の開催                 

期  日 会    場 テ － マ 講  師  受講者数 

令和３年 

５月２３日（日） 

午前 

Ｗｅｂ開催 

「歯科衛生士のための 

歯科診療報酬」 

～介護報酬改定における 

歯科との関わり～ 

林 正純 先生 

一般社団法人 大阪府歯科医師会 

常務理事 

医療法人正宥会 林歯科医院 院長 

９０名 

 

令和３年 

５月２３日（日） 

午後 

Ｗｅｂ開催 

「発達障害のある方への 

歯科的対応方法について」 

～歯科衛生士ができる 

支援・保健指導とは～ 

村上 旬平 先生 

大阪大学歯学部附属病院 

障害者歯科治療部 外来医長 

日本障害者歯科学会 

  代議員 専門医指導医 

 

 

令和３年 

１１月６日（土） 
Ｗｅｂ開催 

スタリスタ研究会 

「ドキドキが楽しい！に」 

～歯科保健指導のススメ～ 

公益社団法人 大阪府歯科衛生士会 

事業出務歯科衛生士 
３５名 

１０６名 

 



 

 

（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）大阪国際がんセンター第５回医科歯科連携フォーラム 後援   

③大阪府令和３年度介護予防の推進に資する指導者等養成事業 歯科衛生士編研修会共催 

       日時 令和３年１１月３日（水・祝） 

       開催方法 Ｗｅｂ研修 

       内容 大阪府と本会との共催により、高齢者の心身の多様な課題に対応した支援を行うために、介護

予防の基本的な考え方や制度を学ぶ研修会を実施  

      受講者 ５５名（うち本会会員受講者 ４５名） 

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２７回大阪府歯科衛生士会学術集会開催             ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 令和４年 １月１６日（日） Ｗｅｂ・会場同時開催 

場  所  大阪市社会福祉研修・情報センター 

特別講演 

「認知症によりそう歯科衛生士のまなざし」 

講 師：松本 一生 先生  
医療法人圓生会 松本診療所 (ものわすれクリニック) 院長 

会員発表 ５ 演題 

参加者数 ８６名 

   （２）学術誌第３１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２６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を実施予定であったが、新型コ 

ロナ感染症の感染状況を鑑みＷｅｂ開催となったため歯みがきコーナーが中止となり調査不可となった 

  （２）歯科衛生研究に関する協力 

        ①在宅医療助成 勇美記念財団 「歯科衛生士の訪問歯科診療に関するアンケート調査」 

    ②大阪介護支援専門員協会「災害支援活動アンケート調査」 

    ③東京歯科大学「職場での歯科口腔保健を推進するための調査研究」 

 

【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 書面出席 

（２）近畿ブロック連絡協議会 Ｗｅｂ開催及び出席 

（３）生涯研修部合同委員会 リモート出席 

   （４）生涯研修委員会 リモート出席 

（５）認定歯科衛生士審査会 リモート出席 

 

（６）災害歯科保健歯科衛生士フォーラム リモート出席 

（７）災害歯科保健歯科衛生士の登録 

（８）都道府県歯科衛生士会会長会 リモート出席 

（９）歯科衛生推進フォーラム リモート出席 

 

２）大阪府・府下市町村との連携・協力 

（１）大阪府生涯歯科保健推進審議会 書面出席 



 

 

 （２）大阪府介護予防に資する専門職広域支援調整 

         連絡会 リモート出席 

（３）大阪府介護予防の推進に資する指導者等養成事業  

「生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール」 

協力 

  （４）大阪府介護予防の推進に資する指導者等養成事業 

「歯科衛生士対象研修会」協力 

  （５）市町村職員の歯科コーチングスキル向上事業 

        実施検討委員会 出席 

（６）堺市歯科口腔保健推進計画懇話会 書面出席 

（７）堺市歯科口腔保健多職種連携づくり事業 協力 

（８）堺市歯科口腔保健口腔ケア支援体制づくり事業 

協力 

（９）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 

  （10）堺市南区多職種協働事例検討会 リモート出席 

  （11）堺市中区多職種協働事例検討会 リモート出席 

  （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 リモート出席 

（14）富田林医療・介護ネットワーク推進会議  

リモート出席 

（15）泉州南圏域医療・介護連携推進会議 リモート出席 

  （16）泉南市民健康づくり推進協議会 書面出席 

 

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）大阪口腔衛生協会 

   評議員会及び理事会 書面出席 

（３）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 

 書面出席 

④第２６回大阪歯科保健大会 後援 

⑤歯科医療安全管理体制推進協議会 出席 

⑥市町村職員の歯科コーチングスキル向上事業 

協力 

    ⑦在宅療養者経口摂取支援チーム育成推進事業 

     協力 

    ⑧医科歯科連携推進事業 協力 

  （４）大阪府歯科医療関係団体懇談会 出席 

  （５）大阪府学校歯科保健研究大会 出席 

  （６）第６３回大阪府学校歯科保健研究大会 後援 

  （７）第６５回「大阪府よい歯・口を守る学校・園表彰」 

審査会 出席 

（８）新大阪歯科衛生士専門学校 教育課程編成委員会 

書面出席 

  （９）新大阪歯科衛生士専門学校 学校関係者評価委員会 

      書面出席 

  （10）なにわ歯科衛生専門学校 教育課程編成委員会 

     リモート出席 

   （11）なにわ歯科衛生専門学校 学校関係者評価委員会 

          リモート出席 

（12）学校法人大原学園 教育課程編成委員会  

リモート出席 

  （13）大阪介護支援専門員協会理事会 リモート出席 

  （14）バリアフリー展２０２１ 出展、協力 

  （15）学会等 後援 

（16）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 

          該当者なし 

 

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１５校において 

９校には入会説明会実施、６校には資料配付のみ 

（２）未入会者への入会促進 

（３）入会案内の配布 

（４）会長奨励賞の授与（１３校１５名） 

（５）会長表彰学生会員優良賞の授与（３校 ４名） 

（６）賛助会員制度の推進 

      ホームページへの掲載 

     Ｗｅｂ研修での協力体制の強化 

（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６１号 第６２号 第６３号  

第６４号 第６５号 第６６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：５３ 件 相談：６ 件 閲覧：０ 件 

紹介： ３ 件    

行 政 ０ 件  企  業 １ 件  

病 院 ０ 件  診療所 ０ 件 

養成校 ０ 件  その他 ２ 件 

決定：  １ 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３年８月２９日（日）  

場 所 京橋駅前広場 

大阪府の緊急事態宣言発出により 

人員派遣参加は中止 

リーフレット、口腔ケアグッズを提供 

献血協力者   ６７名 

（うち献血実施者 ５７名） 

（２）その他 

①豊里学園歯科衛生指導事業 

  歯ブラシの送付による支援 

②日本ライトハウス歯科衛生指導事業 

  歯ブラシの送付による支援 

③赤十字ボランティア保険に加入 

④日本赤十字社大阪府支部特殊奉仕団委員長会議 

  出席 

⑤赤十字ボランティアのつどい実行委員会 出席 

⑥赤十字ボランティアのつどい 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 

   令和４年２月１９日（土）Ｗｅｂ開催 

    大阪北・大阪西・大阪東・大阪南・北河内・中河内 

６支部合同支部交流会        参加者 ５２名 

   令和４年２月２３日（水・祝）Ｗｅｂ開催 

    豊能支部交流会       参加者 ３９名 

   令和４年３月１３日（日）Ｗｅｂ開催 

    南河内・堺・泉州３支部合同支部交流会 

                  参加者 ３２名 

   令和４年３月２０日（日）Ｗｅｂ・会場同時開催 

    三島支部交流会       参加者 ４５名 

 

７）学生会員に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会機関誌  

「ＳＭＩＬＥ９５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）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）歯科衛生士会 会員実態調査 

    全会員対象    

 

２）防災、災害等緊急事態への対応 

   ・災害対策委員会を４回開催 

・災害歯科保健活動マニュアルの更新及び内容確認 

・災害歯科保健歯科衛生士登録制度の整備 

・災害時安否確認訓練 ４回実施 

・災害時の備蓄物品管理 

・「災害対策委員会からのお知らせ」 ３回発行 

・災害対策委員による啓発活動 

  ①Ｗｅｂ研修会開催時 

  ②支部交流会 

     ・第２７回大阪府歯科衛生士会学術集会にて 

災害対策委員会の取り組みの報告 

・「大阪８８０万人訓練」参加  

 

３）要望書の提出 

（１）大阪府への要望 

・大阪府歯科口腔保健計画の推進のために口腔 

保健支援センターが主となり市町村が円滑に 

事業を推進できるよう市町村支援として歯科 

衛生士の人材育成のための研修実施及びそれ 

にかかる財政的支援について 

・大阪府が歯科衛生士の立場から市町村支援が 

できるように、保健所及び大阪府に常勤歯科 



 

 

衛生士配置について 

・医科歯科連携のチーム医療領域における歯科 

衛生士の人材育成の研修や仕組みづくりの 

事業に補助について 

・歯周病等の対策の強化を目的とした歯科保健 

指導スキル向上のための研修と人材の配置に 

ついて 

・大規模災害時における歯科衛生士の活用と多 

職種と連携強化を図るための研修事業、訓練 

等への支援について 

        ・歯科衛生士の復職支援・離職防止への支援に 

ついて 

  （２）大阪市への要望 

・大阪市歯と口腔の健康づくり推進条例に基づ 

 いた大阪市歯と口腔の健康づくりアクション 

 プランの実行のため大阪市関係部局に常勤歯 

 科衛生士の配置及び会員歯科衛生士の活用に 

ついて 

・保健福祉センターにおける母子保健事業等に 

 出務する会員歯科衛生士の雇用環境の改善に 

ついて 

・歯周病等の対策の強化を目的とした歯科保健 

指導スキル向上のための研修と人材の配置に 

ついて 

・大規模災害時における歯科衛生士の活用と多 

      職種と連携強化を図るための研修事業、訓練 

     等への支援について 

    ・歯科衛生士の復職支援・離職防止への支援に 

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 

 

【Ⅲ】執行機関 

      
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

【Ⅳ】諸会議 

１．総 会   １回開催 

令和３年度定時総会 

期 日 令和３年６月６日（日） 

場 所 本会事務所 

出席者 総正会員数   ９０１名 

出席正会員数 ５８９名 

 （内訳 本人出席 ３５名 書面出席 ５５４名） 

出席理事数   １９名 

出席監事数    ２名 

議  長   中井 眞三子（豊能支部） 

議事録署名人 藤岡 恭子（南河内支部） 

西村 由貴子（大阪南支部） 

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 

令和２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 

令和２度収支決算報告（案）に関する件 

監査報告 

（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 

理 事 

 

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） 



 

 

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 令和３年 ５月 １日（土）Ｗｅｂ 

令和３年 ６月 ６日（日）臨時・Ｗｅｂ 

令和３年 ７月１０日（土）Ｗｅｂ 

令和３年 ９月 ５日（日）Ｗｅｂ 

令和３年１０月２３日（土）Ｗｅｂ 

令和３年１２月１９日（日）Ｗｅｂ 

令和４年 ２月１３日（日）Ｗｅｂ 

令和４年 ３月１２日（土）Ｗｅｂ 

 

第１回 

   １）新入会員の承認について 

    ２）後援名義使用について 

  ３）賛助会員の入会承認について 

  ４）令和２年度事業報告書（案）について  

    ５）令和２年度収支決算報告書（案）について 

    ６）研修会講師及び開催時期について 

    ７）一時支援金申請について 

   第２回 

        １) 新入会員の承認について 

２）研修会講師について 

    ３）会員の個人情報の取り扱いについて       

    ４）出版物の別刷りの配布について  

    ５）令和４年度要望書について 

    ６）企業総合保険（火災保険）の更新について 

７）令和３年度歯科衛生士会会員実態調査について       

第３回 

  １）新入会員の承認について 

  ２）後援名義使用について 

  ３）研修会講師について 

     ４）会員の個人情報の取り扱いについて ＜継続審議＞ 

    ５）印刷業者の選定について 

  ６）大阪市への要望書について 

    ７）機関紙同送依頼について 

第４回 

  １）新入会員の承認について 

     ２）研修会講師について 

    ３）支部交流会の開催費用について 

      ４）事務職員の時間給の改定について 

    ５）会員の個人情報の取り扱いについて ＜継続審議＞ 

    ６）当会名義の携帯電話について 

    ７）印刷機・折り機の修理費用について 

      ８）総合生活保険（傷害保険）について    

第５回 

  １）新入会員の承認について 

     ２）後援名義使用について 

    ３）研修会講師について 

    ４）事務職員の時間給改定について ＜継続審議＞ 

     ５）会員の個人情報の取り扱いについて ＜継続審議＞             

    ６）事務所整備積立預金取扱規程（案）について 

    ７）印刷業者の選定について 

    ８）研修会受講料について 

    ９）正規雇用者の退職金準備について 

     10）令和４年度定時総会の開催日時及び会場について      

第６回 

  １）新入会員の承認について 

      ２）事務職員の契約期限更新について 

      ３）研修会受講料について 

    ４）正規雇用者の退職金準備について 

    ５）印刷業者の選定について 

    ６）パソコン購入について 

    ７）ホームページレンタルサーバー移行について 

    ８）宝塚医療大学保健医療学部口腔保健科開設 

の文部科学省への設置許可に関する要望書 

作成依頼について 

９）日本歯科衛生連盟のバナー登録について 

10）サイバー保険の加入について 

第７回 

  １）新入会員の承認について 

  ２）後援名義使用について 

  ３）近畿デンタルショー２０２２について 

  ４）令和４年度事業計画書（案）について 

５）令和４年度収支予算書（案）、収支予算書 

  内訳表（案）について 

  ６）次年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

    ７）令和４年度研修会講師について 

    ８）研修会受講料について 

９）研修会オンデマンド配信の導入について 

    10）正規雇用事務職員の令和４年度給与について 

    11）当会ホームページの会員ページ作成について 

  12）サイバー保険の加入について＜継続審議＞ 

 

みなし決議による理事会          

１）令和３年 ７月２８日（水） 

   「歯科衛生士の訪問歯科診療に関するア 

ンケート」への協力について 

    ２）令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月３１日（日）開催の学術講 

演会②の受講料変更について 

      

 

 



 

 

３．支部長会  ４回開催 

期 日 令和３年 ６月２０日（日）Ｗｅｂ 

    令和３年 ９月１１日（土）Ｗｅｂ 

        令和３年１１月  ７日（日）Ｗｅｂ 

    令和４年 ３月 ５日（土）Ｗｅｂ 

 

４．常務理事会  ７回開催 

期 日 令和３年 ４月２５日（日）Ｗｅｂ 

    令和３年 ６月２６日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年 ８月２８日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年１０月１０日（日）Ｗｅｂ 

    令和３年１２月 ４日（土）Ｗｅｂ 

    令和４年 １月２９日（土）Ｗｅｂ 

    令和４年 ２月２７日（日）Ｗｅｂ 

 

【Ⅴ】監査   

監査会    ２回開催 

期 日 令和３年 ４月２５日（日） 

令和３年１２月 ４日（土） 

第１回出席者  

監事２名 会長 副会長２名 専務理事 

会計担当常務理事 事務職員 

第２回出席者  

監事２名 会長 副会長 会計担当常務理事 

事務職員 

（リモート出席） 

副会長、専務理事、常務理事３名 

 

 

 

【Ⅵ】委員会 

１．歯科衛生推進委員会 

１）訪問口腔健康管理委員会 

期 日 令和３年 ４月 ３日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年 ６月１９日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年 ８月２１日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年１０月 ２日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年１１月 ７日（日）Ｗｅｂ 

    令和３年１１月２８日（日）Ｗｅｂ 

    令和４年 ２月２０日（日）Ｗｅｂ 

２）病院・診療所等臨床委員会 

期 日 令和３年 ４月１２日（月）Ｗｅｂ 

    令和３年 ６月１８日（金）Ｗｅｂ 

    令和３年 ８月 ４日（水）Ｗｅｂ 

    令和３年１２月１３日（月）Ｗｅｂ 

 

２．会務管理整備委員会 

期 日 令和３年 ５月 ８日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年 ７月 ４日（日）Ｗｅｂ 

    令和３年１１月２０日（土）Ｗｅｂ 

 

３．選挙管理委員会 

期 日 令和３年 ４月２４日（土）Ｗｅｂ 

    令和３年 ５月３０日（日）Ｗｅｂ 

     

 ４．災害対策委員会 

    期 日 令和３年 ４月 １日（月）Ｗｅｂ 

        令和３年 ６月１４日（月）Ｗｅｂ 

        令和３年 ９月 ５日（日）Ｗｅｂ 

        令和３年１２月１５日（水）Ｗｅｂ 

 


