令和２年度 公益社団法人 姶良地区歯科医師会 事業報告書
（令和２年４月１日

～

令和３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
児童・生徒の健全な口腔の発達に関する事業

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
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

イ

フッ化物洗口等フッ化物に関連する事業
フッ化物洗口事業の姶良地区全域への普及を図り、むし歯の継続的な発症抑制を図る事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

ウ

「親子で体験健康教室」事業
姶良地区医師会とともに霧島市、姶良市、湧水町の２市１町の小学校を毎年度巡回して
実施する。咀嚼トレーニングガムや口腔周囲筋計測機などを使用し、実体験をとおして

口腔保健の知識の普及を図る事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施を中止＞
エ

学校保健・安全・歯科保健講習会
学校保健・安全・歯科保健に関する今日的課題の解決方法について研修し、指導者の資質の
向上を図るとともに、児童生徒の健康増進と安全に関する望ましい資質や能力育成に資する事業

（２）

ライフステージ歯科保健推進事業
医療・保健及び福祉の発展に関する講習会及び研修会等を開催することにより、住民の
健康と福祉の増進に寄与する事業

ア

姶良・伊佐地域歯科口腔保健推進会議及び検討会
姶良・伊佐地域での歯科保健推進を検討する会議を開催して、地域住民の歯と口の
健康増進に寄与する事業
（ア）

姶良・伊佐地域歯科口腔保健推進会議
場 所：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面による会議を開催

（イ）

地域歯科保健向上実践事業検討会
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

イ

各種健診マニュアル説明会
姶良・伊佐地域で実施される各種歯科健診及び検診事業に関する最新の情報を提供すると

ともに、精度の向上を図り、地域住民の歯と口の健康増進に寄与する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（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）
成人の口腔保健向上のため、地域内の事業所において就業者の健診及び口腔衛生指導を
行い、併せて、口腔保健維持に配慮した職場環境の整備に寄与する事業

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

イ

成人期の歯科口腔保健対策事業

（４）

健康教室

医療連携・在宅歯科医療推進事業
在宅、医療機関、施設において高齢者・障碍者に携わる医療関連職種を対象に研修会を
開催し、口腔保健・機能の維持と向上を図る事業

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）
後期高齢者医療制度に移行した７５歳の高齢者に対し、嚥下機能、歯周病の検診及び
指導を行い住民の口腔保健の向上を図る。
（ア）

「お口元気歯ッピー検診」事業

実施期間：姶良地区２市１町の歯科医療機関にて実施
イ

在宅医療・介護連携推進事業
歯科医療機関での歯科検診又は歯科治療を受けることが困難な在宅者に対する訪問診療・
介護等の医療（在宅医療）及び介護を提供のため、医科と歯科など多職種が連携し、地域に
貢献する事業

ウ

がん医科歯科連携事業
がん治療における抗がん剤や放射線治療の影響から悪化する傾向にある口腔衛生状態に

対し、医科歯科が連携して適切な「口腔ケア」を行うことで、入院日数の短縮や社会復帰
等を促進し、社会に貢献する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞
エ

糖尿病医科歯科連携事業
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013 において、糖尿病と歯周病は、相互に

負の影響を与えることから、定期的に歯科を受診させて口腔状態を評価し、必要に応じて
歯科治療を行うことが、強く推奨されている。医科歯科連携により、それぞれの治療効果を
向上させ、社会に貢献する事業
（ア）

糖尿病連携委員会
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（イ）

（５）

姶良地区歯科医師会・姶良地区薬剤師会合同糖尿病連携協議会

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
大規模災害時の医療救護体制の強化と行政及び地域歯科医師会との連携体制を構築し、
大規模災害、事故発生時における被災者への支援や身元確認及び犯罪・事故の被害者の

身元確認等により社会に貢献する事業
（ア）

鹿児島空港緊急計画連絡協議会
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（イ）

大規模災害時における非常連絡リハーサル
（公社）鹿児島県歯科医師会と本会の大規模災害時担当者間において非常連絡の模擬演習を実施

（ウ）

令和 3 年度鹿児島県総合防災訓練

（エ）

災害時歯科保健医療体制研修会
場 所：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から web による研修会を開催

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
学会・研修会・学術講演会の開催及び歯科医療・保健・福祉に関する情報の提供

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
（ア）

令和 2 年度

診療報酬改定研修会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハイブリッド方式による開催＞

イ 歯科医療学術講習会の企画運営
最新の歯科医学情報や、基礎医学、隣接医学等の学術講演会を開催することにより、
歯科医師の知識・技術の向上を図り、住民の口腔の健康増進に寄与する事業
（ア）

姶良地区歯科医師会学会の開催
本会会員により、日常の診療や研修から得られた知見および医療技術について、
広く意見を受ける研鑽の機会を設け、研修を行う。同時に、特別講師による講演会を
開催し、最新かつ幅広い視点からの研修を行う事業
令和２年度

姶良地区歯科医師会

学会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハイブリッド方式による開催＞

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）
ア

医療安全対策推進事業
医療管理講演会

安全で質の高い歯科医療を提供するために、歯科医師及び歯科関連職種を対象とした
講演会、研修会を開催
（ア）

令和 2 年度

姶良地区歯科医師会

医療管理研修会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハイブリッド方式による開催＞
（イ）

域内高等学校において歯科衛生士・歯科技工士の業務について、学校を訪問説明及び
パンフレットの配布・説明を行い人材の育成を図る。

イ

医療安全管理マニュアルの整備及び情報提供
姶良・伊佐地域振興局（姶良保健所）による立入検査事項について情報を提供し、
医療提供体制の整備を推進する事業
（ア）

産業廃棄物マニュフェスト報告書提出についての情報を提供

（イ）

姶良・伊佐地域振興局（姶良保健所）による立入検査事項について情報を提供し、
医療提供体制の整備を推進する事業

ウ

医療安全管理体制の構築
安心で安全な医療環境を提供する環境保持のため、情報提供と支援を行う事業
（ア）

Ｘ線漏洩測定の実施
各歯科医療機関において、年に 2 回のＸ線漏洩測定を実施

４

（イ）

医療相談

（ウ）

結核健康診断の実施と実施報告書に関する情報提供と支援

（エ）

新型コロナウイルス感染症予防物資支援

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
刊行物による歯科保健の知識や歯科保健事業の情報を提供

ア

会報「姶歯」発行
本会の歯科保健活動や歯科保健の知識、歯科保健事業の情報を提供する事業
（ア）

（２）

会報「姶歯」の発行

公衆衛生啓発事業
住民へ歯科保健の知識や歯科保健事業の情報を提供することによって、住民の口腔の健康
増進に寄与する事業

ア

ポスターカレンダーの作成・配布
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

（３）
ア

公衆衛生情報発信事業
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
ウェブサイトをとおして医療機関の情報提供及び本会が行う休日急患診療の広報、

地域における本会及び行政が行う歯科保健活動などの広報を行う事業

５

（ア）

本会ウェブサイトによる本会の活動に関する情報提供事業

（イ）

フッ化物洗口等の口腔保健についての情報提供

（ウ）

本会会員の就業所に関する情報の提供

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）
ア

姶良地区学校保健委員会の共催
姶良地区学校保健会

（ア）

研究協議会の開催

姶良地区学校保健研究協議会
第 37 回姶良地区学校保健研究協議会

場
イ

所：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会報による紙上発表を実施

姶良地区学校保健会

役員会・理事会・評議員会の開催

学校保健に携わる関係者の資質向上と学校保健の充実を図るため、学校保健会
の活動について協議、研修を行う事業
（ア）

役員会

（イ）

理事会・評議員会

（ウ）

姶良地区学校保健会報の発行

（２）

姶良地区医療協議会の共催
姶良市、霧島市、湧水町の行政、姶良地区医師会、本会、姶良地区薬剤師会の四者が、
地域の医療・保健・福祉・介護について連携、協議し、地域社会の福祉に貢献する事業

ア

姶良地区医療協議会
地域の医療・保健・福祉・介護の課題等について協議を行う事業

（ア）

姶良地区医療協議会

第 1 回研修会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞
（イ）
イ

姶良地区医療協議会小委員会及び定例会

姶良市及び姶良地区三師会代表者との情報交換会
行政と医師会、本会、薬剤師会が、それぞれの立場から地域の医療・保健・
福祉・介護について検討、協議を行い、地域に貢献する事業
（ア）

姶良市と姶良地区三師会代表者との情報交換会
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（３）

姶良地区三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）の共催
姶良市、霧島市、湧水町の医師会、本会、薬剤師会によって三師会を構成し、専門的
な立場から、地域の医療・保健・福祉・介護について協議、連携して、地域社会の福祉
の増進に貢献する事業

ア

姶良地区三師会学会
地域の医療・保健・福祉・介護に関する様々な課題等について、専門的な研修を行う事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞
(ア) 姶良地区三師会学会

イ

姶良地区三師会役員会
医師会、本会、薬剤師会が連携して、地域の医療・保健・福祉・介護の課題に
ついて協議し、地域社会の福祉の増進に貢献する

ウ

姶良地区薬剤師会

学術講演会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞
エ

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
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（４）

協議会等への委員派遣に関する事業
姶良地区医師会、姶良地区薬剤師会、伊佐市医師会、伊佐市歯科医師会、姶良・
伊佐地域振興局との各種検討会、委員会、協議会に参加し、地域住民の医療・保健・
福祉・護の増進について専門的な協議を行い、地域に貢献する事業

ア

健康かごしま２１姶良・伊佐地域推進協議会
健康かごしま２１姶良・伊佐地域推進協議会に参画して、地域における具体的な計画の
推進方策等の検討及び市町における健康づくりを促進し、地域に貢献する事業への派遣
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面による協議会を開催＞

イ

在宅医療・介護連携推進事業
住民ができる限り住み慣れた地域・家庭で安心して医療や福祉のサービスを受けられる
医療提供体制整備を多職種が連携して行う事業への委員派遣
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

ウ

出水養護学校ネットワーク協議会
出水養護学校への地域支援ネットワーク作りに参加し、地域に貢献する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

エ

姶良・伊佐地域保健医療福祉協議会
姶良・伊佐地域の医療・保健・福祉・介護の課題に対応する医療連携体制の構築を

協議する事業への委員派遣
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

オ

介護認定審査委員会への委員派遣
支援あるいは、介護を要する高齢者に適切な支援介護を提供するために姶良・伊佐地域の
介護認定審査会に認定委員を派遣し、地域住民の福祉の貢献する事業

カ

（一社）かごしま口腔保健協会事業及び委員派遣
住民のう蝕、歯周病、その他の口腔疾患の予防、早期発見及び機能回復に関する知識の普及

啓発、保健指導・健康教育、研修会等の開催及び調査研究等を行うことを目的とする事業
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

鹿児島県歯科医師会が開催する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
において、地域の課題と課題改善を協議し地域に貢献する事業への担当者派遣
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞
ク

姶良・伊佐地域難病対策地域協議会
「難病法」に基づき、地域の難病患者への支援の体制の整備を図るため設置された難病対策

地域協議会に委員を派遣し、難病保健活動の推進及び人材育成に貢献する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞
ケ

姶良・伊佐地区ＣＫＤ・糖尿病協議会
姶良・伊佐地区におけるＣＫＤ（慢性腎臓病）及び糖尿病の重症化予防を目的とした
医療ネットワーク協議会に委員を派遣し、地域の保健・医療に貢献する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

コ

姶良・伊佐地域感染症危機管理対策協議会
姶良・伊佐地域における感染症の蔓延と拡大予防を目的とした医療ネットワーク
協議会に委員を派遣し、地域の保健・医療に貢献する事業

サ

講演会等へ講師を派遣する事業
地域で開催される各種会合等へ講師を派遣し、地域の口腔保健の向上に寄与する事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

（５）

姶良・伊佐保健医療圏 地域医療構想懇話会
姶良・伊佐保健医療圏における地域医療構想の策定のために設置された懇話会に委員を派遣し、
地域医療と住民の歯科保健の向上と充実を図る事業

ア

６

地域医療構想調整会議の開催

口腔保健センター事業
（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
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

（３）

姶良地区歯科医師会 忘年会事業
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止＞

２

慶弔事業
（１）
イ

長寿会・敬老の日慶祝事業
長寿会
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

（２）

鹿児島県歯科医師会

（３）
イ

物故会員慰霊祭

鹿児島県歯科医師会 記念日式典事業
国分駐屯地開設及び連隊創立記念行事
＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

ウ

姶良市市制施行十周年記念式典

管 理 部 門
（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
会員現況（令和３年３月３１日
会員総数

現在）

１０６名

内訳 正会員

１０２名

準会員

４名

会員異動状況
入会

正会員 １名

諸会議開催状況
《

理事会

》

第１回理事会
開 催 日：令和２年４月１日（水）１９時３０分～２０時５０分
開催場所：姶良地区歯科医師会館
出 席 者：理事

１０名

監事

大会議室

2名

決議事項
第１号議案

レセプトコンピューター購入について議決を求める件

第２号議案

令和２年度資金収支補正予算の議決を求める件

第３号議案

放射線漏洩測定器の 10 キロを超える地区間の運搬費用負担についての議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は全員賛成により可決決定した」

協議事項
・レセプトコンピューターの購入について
・令和２年度「資金収支補正予算」について
・放射線漏洩測定器の 10 キロを超える地区間の運搬費用負担について
・web 会議の取り扱いについて

第２回理事会
開催日：令和２年５月１３日（水）１９時３０分～２０時４０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事
決議事項

10 名

監事

２名

なし

協議事項
・令和元年度

事業報告書(案)及び決算（案）の整備について（依頼）

・「歯と口の健康週間」における「ＦＭきりしま」の収録について
・行政（２市１町）との「歯科保健事業委託契約」に関する協定書について
・第 15 回総会の開催要領について

第３回理事会
開催日：令和２年５月２８日（木）２０時００分～２０時５５分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

令和元年度

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

令和元年度

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パートタイマー職員就業規則を制定することについて理事
会議決を求める件

「審議の結果、全ての議案は全員賛成により、原案のとおり可決決定した」
協議事項
・令和元年度 事業報告書(案)及び決算について
・姶良市との「歯科保健事業委託契約に関する協定書」について
・第 15 回総会開催について
・「ザ・歯科衛生士」の配布要領について

第４回理事会
開催日：令和２年６月２０日（土）１４時００分～１４時５０分

場

所：姶良地区歯科医師会館 小会議室

出席者：理事
決議事項

10 監事

２名

なし

協議事項
・姶良地区三師会役員会の開催日程について
・マスク、フェイスシールド及びガウンの医療機関への配布要領について
・鹿児島県公衆衛生協会会長表彰の推薦について
・鹿児島県公衆衛生協会会長表彰の推薦について
・「歯周病と糖尿病」啓発漫画の増刷について
・第 15 回総会の開催要領について

第５回理事会
開催日：令和２年６月２０日（土）１５時４０分～１５時５０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 小会議室

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

公益社団法人 姶良地区歯科医師会 「職員給与規程」の一部変更について議決を求める件

「審議の結果、議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
・公益社団法人 姶良地区歯科医師会「職員給与規程」の一部変更について

第６回理事会
開催日：令和２年７月８日（水）１９時３０分～２０時５０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

９名

欠席者：理事

1名

決議事項

監事

２名

なし

協議事項
・姶良市との公衆衛生事業に関する報告について
・本会「社保研修会」の開催について
・本会学会の開催について
・鹿児島県公衆衛生協会会長表彰の推薦について

第７回理事会
開催日：令和２年７月 13 日（月）１９時３０～１９時５５分
場

所：たにぐち歯科クリニック

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

口腔保健センター

デンタルチェアー購入について議決を求める件

第２号議案

令和 2 年度 第 2 次資金収支補正予算書について議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は出席理事全員の賛成により可決決定した」
協議事項
・口腔保健センター デンタルチェアー購入について
・令和 2 年度第 2 次資金収支補正予算書について
・デンタルチェアー及びプロジェクター等の備品廃棄の総会議案について

第８回理事会
開催日：令和２年８月５日（水）１９時３０分～２０時５０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事
決議事項

10 名

監事

2名

なし

協議事項
・小中学校への「歯みがきスタイル啓発ポスター」の配布について
・本会「社保研修会」」の実施要領について
・医療管理研修会の開催について
・Zoom 契約について

第９回理事会
開催日：令和２年９月９日（水）１９時３０分～２０時５０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事
決議事項

10 名

監事

2名

なし

議事項
・小中学校への「歯みがきスタイル啓発ポスター」の配布について
・来年度の「休日救急歯科診療」の運営計画について
・会報「姶歯」の関係機関への送付先について

第１０回理事会
開催日：令和２年１０月１４日（水）１９時３０分～２０時４０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事
決議事項

10 名

監事

２名

第１号議案

放射線漏洩測定器の動産保険の契約変更について議決を求める件

第２号議案

宮﨑洋一会員の会費減免について議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は出席理事全員の賛成により可決決定した」
協議事項
・2020 年度姶良地区三師会学会（Web 講演会）について
・成人期歯科口腔保険事業の講師派遣について
・各地区代表者との協議会開催報告について

第１１回理事会
開催日：令和２年１１月１１日（水）１９時３０分～２０時４０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

9名

欠席者：理事

1名

監事

２名

決議事項
第１号議案

研修会等の Web 配信のための備品購入について理事会議決を求める件

第２号議案

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（感染拡大防止等支援事業）による備品購入
ついて理事会議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は出席理事全員の賛成により可決決定した」
報告事項
協議事項
・研修会等の Web 配信に使用する機材の備品購入について
・公益法人運営委員会への諮問書について

第１２回理事会
開催日：令和２年１２月９日（水）１９時３０分～２０時２０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

9名

欠席者：理事

1名

監事

２名

決議事項
第１号議案

診療室及び待合室の空気清浄機、加湿器の購入について議決を求める件

「審議の結果、議案は、出席理事全員の賛成により可決決定した」
協議事項
・診療室と待合室の空気清浄機、加湿器の購入について
・令和３年度各事業部予算案及び事業計画案について
・令和３年度終身会員予定者等の会費変更者について
・「公益法人立入検査」の立ち合いについて

・選挙管理委員会の開催について

第１３回理事会
開催日：令和３年１月１３日（水）１９時３０分～２１時００分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

9名

欠席者：理事

1名

決議事項

監事

２名

なし

協議事項
・「口腔がん検診」の開催について
・令和 3 年度収支予算案(旧会計区分)について
・新規入会希望者について
・「地域活性化事業」助成費について
・姶良地区薬剤師会との糖尿病連携協議会について
・来年度の「年間行事予定表」について
・第 16 回総会の開催要領について
・会館運営委員会の開催について

第１４回理事会
開催日：令和３年２月３日（水）１９時３０分～２０時５０分
場

所：姶良地区歯科医師会館 大会議室

出席者：理事

8名

欠席者：理事

2名

監事

２名

決議事項
第１号議案

令和 3 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 3 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 3 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４号議案

備品廃棄についての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 第 16 回総会を令和３年３月６日本会大会議室で開催する
ことについての理事会議決を求める件

第６号議案

鹿児島県国保組合会議員、鹿児島県歯科医師協同組合総代選挙に関する告示について理事会
議決を求める件

第７号議案

公益社団法人姶良地区歯科医師会 会館土地貸付の契約について理事会議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は、出席理事全員の賛成により可決決定した」
協議事項
・令和３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

・令和３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

・令和３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
・備品廃棄について
・会館土地貸付契約の更新について
・第 16 回総会の開催要領について
・非常時連絡リハーサルの実施について
・鹿児島県歯科医師会 会長候補予備選挙の実施について

第１５回理事会
開催日：令和３年３月６日（土）１４時００分～１４時５５分
場

所：姶良地区歯科医師会館 小会議室

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

上原士郎会員の終身会員の承認について理事会議決を求める件

第２号議案

職員の昇給について理事会議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は、出席理事全員の賛成により可決決定した」
協議事項
・非常時連絡リハーサルの実施要項について
・第 16 回総会の開催について

第１６回理事会
開催日：令和３年３月２３日（火）１６時４５分
場

所：ＦＡＸによる稟議

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

休日診療傷害保険及び企業総合補償保険の更新について議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は、出席理事全員の賛成により可決決定した」

第１７回理事会
開催日：令和３年３月３１日（火）１５時５０分
場

所：ＦＡＸによる稟議

出席者：理事

10 名

監事

２名

決議事項
第１号議案

西公教先生の正会員入会について議決を求める件

「審議の結果、すべての議案は、出席理事全員の賛成により可決決定した」

《

常務理事会

》

＜新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止＞

《

総会

》

第 1５回（通算第 131 回）総会
開催日：令和２年６月２０日（土）１５時００分～１７時００分
場

所：姶良地区歯科医師会館

大会議室

出席した理事及び監事 理事１０名

監事

２名

決議事項
第 1 号議案

令和元年度

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 パートタイマー職員就業規則を制定することについて
議決を求める件

審議の結果、すべての議案は、出席者全員の賛成により原案のとおり可決決定された。
協議事項
・歯科医師２名体制で実施される休日救急歯科診療に従事する会員の年齢制限延長について
・口腔保健センターの診療台の更新について
・その他

第１６回（通算第 13２回）
開催日：令和３年３月６日（土）１５時００分～１６時３０分
場 所：姶良地区歯科医師会館

大会議室

出席した理事及び監事 理事１０名

監事

２名

決議事項
（議長が第１号議案第 2 号議案・第 3 号議案は関連があるので、一括審議することを宣言）
第 1 号議案

令和３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３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３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
第４号議案

備品廃棄について議決を求める件

審議の結果、すべての議案は、出席会員全員の賛成により原案のとおり可決決定した。
協議事項
・

公益社団法人姶良地区歯科医師会 会費等に関する規則について

・

公益社団法人姶良地区歯科医師会 財産管理及び会計に関する規定について

・

その他

表彰
本年度は未実施

事業報告附属明細書
令和元年度事業報告書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規
定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないので作成しない。

