令和元年度 公益社団法人 姶良地区歯科医師会 事業報告
（平成３１年４月１日 ～ 令和２年３月３１日）

公益目的事業
１ 公衆衛生向上推進事業
霧島市、姶良市、湧水町の地域住民の歯科保健・医療・福祉の向上を図るため、母子・乳児・児童生
徒・成人・高齢者・障害者の年齢や医療環境の格差解消及び歯科保健の普及と啓発を推進する事業
（１） 学校歯科推進事業
ア 「歯と口の健康週間」図画、ポスターコンクールの開催および展示
イ フッ化物洗口等フッ化物に関連する事業

ウ 「親子で体験健康教室」事業
エ 学校保健・安全・歯科保健講習会
（２） ライフステージ歯科保健推進事業
ア 姶良・伊佐地域歯科口腔保健推進会議及び検討会
イ 各種健診マニュアル説明会
（３） 勤労者口腔保健推進事業（鹿児島県歯科医師会委託事業）
ア リーフレット「事業所検診のすすめ」による事業所検診の普及を推進する事業
（４） 医療連携・在宅歯科医療推進事業
ア 「お口元気歯ッピー検診」事業（鹿児島県後期高齢者広域連合から受託）
イ 在宅医療・介護連携推進事業
ウ がん医科歯科連携
エ 糖尿病医科歯科連携
（５） 犯罪被害者・被災者支援事業（各地区警察歯科医・海上保安歯科医）
ア 警察歯科医・海上保安歯科医活動
２ 歯科医療研修体制整備事業
高度化・専門化する歯科医療と口腔保健に関する学会・研修会・学術講演会の開催及び
歯科医療・保健・福祉に関する情報を歯科医療従事者へ提供することにより地域に貢献す
る事業
（１） 学術推進事業
ア 歯科診療保険資料集の作成及び社会保険診療に関する研修会の開催
イ 歯科医療学術講習会の企画運営

３ 歯科医療安全対策推進事業
歯科医師及び歯科関連業種の歯科医療の安全・安心・適正な医療環境の向上に関する事業
（１）医療安全対策推進事業
ア 医療管理講演会
イ 医療安全管理マニュアルの整備及び情報提供
ウ 医療安全管理体制の構築
４ 公衆衛生啓発推進事業
広報啓発活動により口腔保健の普及向上に寄与する事業
（１） 機関紙頒布事業
ア 会報「姶歯」発行
（２） 公衆衛生啓発事業
ア ポスターカレンダーの作成・配布
（３） 公衆衛生情報発信事業
ア ウェブサイト等による口腔衛生の知識、広報・啓発活動事業
５ 関係団体との連携及び協力等に関する事業
関係団体・行政・教育機関・大学・歯科関連団体との相互協力や情報交換などの地域医療の
緊密な連携により地域医療と住民の口腔保健の増進を図る事業
（１） 姶良地区学校保健委員会の共催
ア 姶良地区学校保健会 研究協議会の開催
イ 姶良地区学校保健会 役員会・理事会・評議員会の開催
（２） 姶良地区医療協議会の共催

ア 姶良地区医療協議会
イ 姶良市及び姶良地区三師会代表者との情報交換会
（３） 姶良地区三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）の共催
ア 姶良地区三師会学会
イ 姶良地区三師会役員会

ウ 
姶良市と姶良地区三師会代表者との情報交換会（再掲）
エ 姶良地区薬剤師会 学術講演会
オ 姶良地区医師会と姶良地区官公署長及び市町長・教育長との協議会
カ 「知事と語ろう車座対話」懇談会
（４） 協議会等への委員派遣に関する事業
ア 健康かごしま２１姶良・伊佐地域推進協議会
イ 在宅医療・介護連携推進事業
ウ 出水養護学校ネットワーク協議会
エ 姶良・伊佐地域保健医療福祉協議会
オ 介護認定審査委員会への委員派遣
カ （一社）かごしま口腔保健協会事業及び委員派遣
キ (公社)鹿児島県歯科医師会 市郡歯科医師会 公衆衛生・学校歯科担当者会及び学術担当者会
ク 姶良・伊佐地域難病対策地域協議会
ケ 姶良・伊佐地区ＣＫＤ・糖尿病協議会
コ 姶良・伊佐地域感染症危機管理対策協議会
サ 講演会等へ講師を派遣する事業
（５） 姶良・伊佐保健医療圏 地域医療構想懇話会
ア 地域医療構想調整会議の開催
６ 口腔保健センター事業(口腔保健センター委員会)
（１） 休日急患に対応する歯科医療の提供に関する事業
ア 口腔保健センターを拠点とする休日歯科急患歯科診療の実施

共益事業
１ 福祉・厚生事業
（１）健康スクリーニング事業
（２）姶良地区三師会厚生事業
（３）姶良地区歯科医師会 忘年会事業
２ 慶弔事業
（１）長寿会・敬老の日慶祝事業
（２）鹿児島県歯科医師会 物故会員慰霊祭
（３）鹿児島県歯科医師会 記念日式典事業

管理部門
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）
会員現況（令和２年３月３１日 現在）
会員総数
１０５名

諸会議開催状況
《 理事会 》
第１回理事会
開催日：平成３１年４月５日（金）
決議事項
第１号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 理事・監事選挙に関する公示について
議決を求める件

第２回理事会
開催日：令和元年５月１０日（金）
決議事項 なし

第３回理事会
開催日：令和元年５月２２日（水）
決議事項
第１号議案 平成30年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 事業報告案について理事会議決を求める件
第２号議案 平成30年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 貸借対照表・同内訳表、
財務諸表に対する注記、正味財産増減計算書・同内訳表、財産目録の理事会議決を求める件
第３号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 理事１０名の選任について理事会議決を求める件
第４号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 監事２名の選任について理事会議決を求める件
第５号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 選挙管理委員会委員３名の選任について
理事会議決を求める件
第６号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 裁定委員会委員３名の選任について
理事会議決を求める件
第７号議案 江田 功 先生の名誉会員承認の理事会議決を求める件
任期：令和元年6月22日から令和3年6月定時総会終了時まで）
第8号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 理事・監事選挙における投票用紙の様式について
理事会議決を求める件

第４回理事会
開催日：令和元年６月２２日（土）
決議事項 なし

第５回理事会
開催日：令和元年６月２２日（土）
決議事項
第１号議案 会長（代表理事）の選定について議決を求める件
第２号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 副会長、専務理事及び常務理事の選定について
議決を求める件
第３号議案 臨時委員会設置について議決を求める件

第６回理事会
開催日：令和元年７月１０日（水）
決議事項なし

第７回理事会
開催日：令和元年８月７日（水）
決議事項
第１号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 常任委員会の委員選任の議決を求める件
第２号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 臨時委員会の委員選任の議決を求める件
第３号議案 霧島市主催第34回市民健康講座の共催の承認について議決を求める件
第４号議案 川村美喜夫会員の終身会員の承認について議決を求める件

第８回理事会
開催日：令和元年８月２１日（水）
決議事項 なし

第９回理事会
開催日：令和元年９月１１日（水）
決議事項
第１号議案 レッド＆ホワイトリボン運動への賛同について議決を求める件
第２号議案 餅原順孝会員の終身会員の承認について議決を求める件

第１０回理事会
開催日：令和元年１０月９日（水）
決議事項
第１号議案 米重成人会員を国保組合会議員に選出することについて議決を求める件
第２号議案 南九州病院 医科歯科連携講習会の後援の承認について議決を求める件

第３号議案 森原和久会員の終身会員の承認について議決を求める件

第１１回理事会
開催日：令和元年１１月１３日（水）
決議事項
第１号議案 濱田鉄郎会員の終身会員の承認について議決を求める件
第２号議案 令和2年度 歯周病検診の委託検診料の改定について議決を求める件

第１２回理事会
開催日：令和元年１２月７日（土）
決議事項
第１号議案 歯科保健事業功労表彰候補者に宮﨑洋一会員を推薦することについて議決を求める件

第１３回理事会
開催日：令和２年１月２２日（水）
決議事項
第１号議案 田中美智子先生の正会員入会について議決を求める件
第２号議案 田中美智子会員への医療管理委員会委員委嘱について議決を求める件

第１４回理事会
開催日：令和２年２月５日（水）
決議事項
第１号議案 令和2年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 事業計画案について
理事会議決を求める件
第２号議案 令和2年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 会費賦課徴収について
理事会議決を求める件
第３号議案 令和2年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 正味財産増減計算予算書・同内訳表、
資金収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて理事会議決を求める件

第１５回理事会
開催日：令和２年３月７日（土）
決議事項 なし

《

総会

》

第1３回（通算第129回）総会
開催日：令和元年６月２２日（土）
決議事項
第1号議案 平成３０年度 公益社団法人姶良地区歯科医師会 貸借対照表・同内訳表、
財務諸表に対する注記、正味財産増減計算書・同内訳表、財産目録の議決を求める件
第２号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 理事１０名の選任について議決を求める件
第３号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 監事２名の選任について議決を求める件
第４号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 選挙管理委員3名の選任について議決を求める件
第５号議案 公益社団法人姶良地区歯科医師会 裁定委員会委員3名の選任について議決を求める件
第６号議案 江田 功先生を名誉会員とすることについて議決を求める件

《

総会

》

第１４回（通算第130回）
開催日：令和２年３月７日（土）
決議事項
第1号議案 令和２年度 公益社団法人 姶良地区歯科医師会 事業計画案について議決を求める件
第２号議案 令和２年度 公益社団法人 姶良地区歯科医師会 会費賦課徴収について議決を求める件
第３号議案 令和２年度 公益社団法人 姶良地区歯科医師会 正味財産増減計算予算書・同内訳、
資金収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて議決を求める件

《

監査

》

平成30年度決算監査

開催日：令和元年５月２２日（水）

