
正会員総数　　　５０８名
名誉会員総数　　　　１名

５　事務所の所在地
    熊本県熊本市東区東町４丁目１１－１　熊本県総合保健センター管理棟３階

熊本県総合保健センター管理棟３階

６　役員等に関する状況

日本歯科衛生士会代議員  会 長 越川由紀  ・ 専務理事 中園真由美  ・ 監 事 坂本由美

より、歯科衛生の普及啓発に寄与し、もって県民の健康と福祉を推進
させることを目的とする。

監　　事　　古川　由美子

監　　事　　坂本　由美

顧　　問　　逢坂　佐惠子

理　　事　　片山　まゆみ(介護部門)

理　　事　　柴原　聖子(学術)

理　　事　　松本　りか(学校歯科保健)

理　　事　　伊形　治美(地域歯科保健)

理　　事　　檜垣  　薫(広報)

理　　事　　木下　晴美(地域担当)

理　　事　　山本　温子(新人育成)

理　　事　　本田　貴子(診療所部門)

令和２年度（２０２０年度）　事業報告

熊本県熊本市東区東町４丁目１１－１　

会　　長　　越川　由紀 理　　事　　坂本　美幸(病院歯科部門)

(５)  その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

４　会員の状況　令和３年３月３１日現在　

　この法人は、歯科衛生士の資質の向上と倫理の高揚をはかることに 　

１　設立年月日

(令和２年４月１日～令和３年３月３１日)
公益社団法人の概況

昭和４０年１１月２８日 創立
平成　３年　３月２５日 社団法人化
平成２６年　４月　１日 公益社団法人化

２　定款に定める目的

(１)  歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関すること
(２)  歯科衛生の実践に根ざした学術研究の振興に関すること
(３)  歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること
(４)  医療保健福祉団体等、関係団体との連携協力に関すること

３　定款に定める事業内容

副 会 長　　中村　昌代(         )

副 会 長　　中村　加代子(        )

専務理事　　中園　真由美(総括･災害)

常務理事　　古嶋　暁子(           )

常務理事　　清本　恭代(        )

学術・新人育成

診療所部門

病院歯科部門

介護部門

会計・地域歯科保健

地域担当部門

庶務・広報

学校歯科保健



【１】事業
［公益目的事業］
Ⅰ　歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚をはかることにより、歯科衛生の普及啓発に努め、

もって県民の公衆衛生の向上に寄与する事業
１　歯科保健医療福祉に関する研修会
(１)歯科臨床に関する研修会

「医療感染管理」
：

「Zoomを使用し口腔ケアの研修」
：

(２)高齢者に関する研修会

ア　高齢者に対する口腔ケア・訪問歯科診療についての研修会

「最後まで口から食べるために必要な

：

「訪問部歯科衛生士業務内容」

：

： 伊東歯科口腔病院　訪問診療部長

イ　施設等で従事する歯科衛生士のスキルアップのための研修会

： 熊本県薬剤師会

： 熊本機能病院　栄養部課長

管理栄養士　高山　仁子　氏

ウ　介護予防における口腔機能向上についての研修会

「介護予防　熊本県の取り組みについて」

： 熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・

地域ケア推進課

「地域での介護予防の実践報告」

： 熊本市支部

水俣・芦北郡市支部

エ　地域ケア会議における助言者としての人材育成のための研修会

「第２弾Let’sthink研修会」

～地域ケア会議ケアプランを通じて再考

する歯科衛生士のこれから～

： 大分県歯科衛生士会会長

第1回 令和2年6月6日　第2回 令和2年7月10日　第3回 令和2年7月30日　第4回 令和3年2月6日

令和3年3月18日(木) 19:30～21:00 元気倶楽部 　会員9名 
講  師 伊東 善範 氏

共愛歯科医院

歯科衛生士　永田　絵美 氏

オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊

本県歯科衛生士会事務局

令和3年１月31日（日） 10：00～12：00

「すっきりわかる訪問歯科衛生指導・

63名
居宅療養管理指導」

―高齢者施設の種類・保険請求―

講  師

歯科医師　廣瀬　知二 氏

令和2年12月20日(日) 10:00～12:00
オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊
本県歯科衛生士会事務局

　会員26名
非会員1名

講  師 長野歯科医院　院長

長野  靖弘 氏

①令和２年度 歯科衛生士による高齢者の自立支援事業に関する研修会　(地域医療介護総合確保基金)

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和2年10月11日（日） 9：30～12：00 56名

口腔ケア・歯科診療について」

講  師 共愛歯科医院副院長

歯科医師　園田　隆昭 氏

講  師

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和2年10月25日（日） 10：00～12：00
「歯科治療時に留意すべき代表的薬剤」

49名講  師

常務理事　三渕　博史　氏オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊

本県歯科衛生士会事務局

令和3年1月24日（日） 10：00～12：00

「歯科衛生士が知っておきたい

50名
栄養と食事について」

講  師

令和3年2月11日
(木曜日・祝日) 10：00～12：00

オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊
本県歯科衛生士会事務局

32名
講  師

歯科衛生士　有松　ひとみ 氏

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和2年11月22日（日） 10：00～12：00
オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊
本県歯科衛生士会事務局

61名

講  師

課長補佐　本田　賢治 氏

講  師

歯科衛生士　冨永 万里子 氏

歯科衛生士　山田　郁子氏

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

②令和２年度 歯科衛生士による高齢者の自立支援事業に関する事業検討会



(３)経験者別研修会
新人育成研修会(全4回コース)

「歯科衛生士に必要な接遇」
：

「歯周基本治療について」
： 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

「アシスタントワーク・歯周基本検査」
：

「資料採得」
： 熊本県歯科衛生士会副会長

「医療感染管理」
： 長野歯科医院　院長

オリエンテーション
「ハンドスケーリングを成功させるポイント」

：

(４)市町村歯科衛生士研修会(県委託事業)
①研修会開催

「早産予防対策事業について」

：

「妊娠中から取り組む子どものむし歯予防」

： 医療法人怜生会　慶歯科医院

「市町村の事例紹介」
熊本市東区保健子ども課

②ワーキング部会
第1回 令和2年12月1日　第2回 令和3年1月21日　第3回 令和3年2月2日　第4回 令和3年2月16日

２　歯科衛生士の学術研究の振興に関する事業
(１)学術研究会の開催

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

(２)熊本県医療保健福祉連携学会
第13回　熊本県医療・保健・福祉連携学会

くまもとの医療・保健・福祉のネットワーク

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業
１　地域歯科保健事業
(１)地域におけるイベント事業

ア　県民公開講座
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

イ　｢歯と口の健康週間｣事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

エ　熊本市民健康フェスティバル
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

令和3年2月21日(日) 10:00～13:00 熊本県歯科医師会館 5名講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

時　　間 場　　所 内　　　容

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和2年10月18日(日) 10:00～13:00

オンラインシステム（Zoom）
熊本県総合保健センター内熊
本県歯科衛生士会事務局

4名

講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成委員

荒木 琴美 氏

講  師

山本 温子 氏

令和2年11月15日(日) 10:00～13:00

出席者

5名

講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

山本 温子 氏

講  師

中村 昌代 氏

令和2年12月20日(日) 10:00～13:00 5名
講  師

長野  靖弘氏

令和3年2月20日(土) 13：00～15：00 熊本県歯科医師会館 63名

講  師 熊本県こども未来課

古庄 澄佳 氏

講  師

理事長・院長　村上　慶 氏

歯科衛生士　江頭　陽子 氏

令和3年2月14日(日) 13:00～17:30 熊本県医師会館 3名

山本 温子 氏

月　　日



(２)母子歯科保健に関する普及啓発事業

(３)保育園・幼稚園・学校歯科保健に関する普及啓発事業

(４)成人歯科保健に関する事業

(５)高齢期の歯科保健に関する事業

(６)障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

令和2年11月16日（月）

「乳歯の大切さと丈夫な歯を作る食事」
等の講話等　対象者：保護者延べ19名

延べ2名
令和2年10月16日（金）

令和2年8月～令和3
年2月(延べ37回)

延べ90名

熊本県
歯科衛生士会

担　当
お口からできる免疫力アップ

対象者：延べ58名

介護予防事業

協会けんぽスモールチェンジ 保健指導

令和2年12月17日（木） 多良木町役場庁議室
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者 1名

延べ43名

1名

人吉・球磨
郡市支部

地域ケア会議

3名

いきいき体操
令和2年11月～令和2

年12月(延べ3回)

山鹿市
支部

口腔ケア指導 令和2年 11月2日（月） 愛隣園
口腔ケアの必要性と実技、ブラッシ
ング指導　対象者：20名

天草市民 センター等
おいしく、楽しく、元気よく～人生100年時代、
その鍵は「口」にあり、講演と体操指導 延べ3名

熊本シティエフエム
健康サロン出演

令和2年7月～令和2
年11月(延べ4回)

熊本県庁等
歯科医師による検診を検診票に記入、
検診後受診者に説明
対象者：延べ151名

熊本県職員歯科
健康診断事業

延べ6名

対象者：延べ1,426名
令和2年7月～令和3

年3月(延べ39回)
事業所歯科健診 三菱合志工場等

出務者数

複合施設ここらす
歯周疾患検診とフッ化物塗布
対象者：80名

2名

天草郡市
支部

熊本市
支部

自立支援型
地域ケア会議

令和2年7月～令和3
年3月(延べ45回)

熊本市高齢者支援センター

ささえりあ江津湖　等
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者 延べ45名

有明支部 ＱＯＬ向上ケア会議
令和2年6月～令和3

年3月(延べ4回)
玉名市高齢者等
就業支援センター

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

延べ8名

就学時健診時の保
護者への歯科講話

令和2年10月16日（金） 津奈木小学校
就学時健診時の保護者への歯科講
話　対象者:就学時保護者29名

むし歯予防の歯みがきの仕方

担　当 事　業　名 月　日 場　所 内　容 出務者数

歯科検診記録及び検診補助等

担　当

令和3年1月6日（水） 歯科における感染対策について 1名

令和2年11月～令和
2年12月(延べ4回)

熊本ドライビング
スクール等

延べ5名

熊本シティFM

出務者数

事　業　名 月　日 場　所 内　容 出務者数

対象者：園児35名
歯科支援プログラム 令和2年6月26日（金）

山鹿市民　ホール
口腔ケア、口腔体操の指導、講話
対象者：50名

令和2年7月1日（水）

水俣・芦北
郡市支部

介護予防事業

対象者：延べ97名

介護予防事業

山鹿市
支部

生涯大学 令和3年2月13日（土）

天草郡市
支部

担　当 事　業　名 月　日

よい体の教室
鹿本子育て支援セ

ンター

対象者：園児・児童・学生3,900名

紙芝居・ブラッシング指導等菊池郡
市支部

元気な歯の教室 菊陽町立 保育所等 

さくら保育園 2名
水俣・芦北
郡市支部

月　日 場　所 内　容

延べ17名

地域リビング

まちかど健康塾 陳ノ町公民館等

1名

 生活歯援プログラム 対象者：延べ41名

事　業　名

1名

山鹿市
支部

令和2年6月～令和2
年10月(延べ8ヶ所)

夢もやいセンター等

令和2年9月～令和2
年11月(延べ4ヶ所)

あさぎり町あおぞら
子ども園等

延べ4名
歯科衛生講話　対象者：保護者延べ22名

むし歯予防教室　対象者：園児延べ31名

令和2年度あさぎり町5歳
児親子むし歯予防教室

令和2年9月～令和2
年10月(延べ4回)

あさぎり町専立寺
子ども園等

延べ4名
むし歯予防教室
対象者：園児延べ52名

令和2年度あさぎり町歯科
衛生士派遣事業

延べ4名

1名
かみかみ百歳体操の指導
対象者：10名

新和
（赤城会館）

令和2年9月17日（木）通いの場支援

場　所 内　容 出務者数

令和2年7月～令和2
年11月(延べ15回)

あさぎり町立免田
小学校等

歯科衛生講話とブラッシングの説明
対象者：児童延べ741名

延べ16名

人吉・球磨
郡市支部

高齢者食生活
改善研修

令和2年11月26日（木） 本泉自治公民館
CMに口腔の観察のポイント、アセスメン
トの取り方を指導　対象者：6名

2名

口腔指導 令和2年11月26日（木） 本町公民館
口腔観察とケア管理
対象者：8名

2名

令和2年6月～令和3
年3月(延べ10ヶ所) 延べ15名

令和2年7月～令和2
年12月(延べ11ヶ所)

坂口公民館等

月　日

対象者：延べ114名

芦北町口腔ケア教室

場　所 内　容

人吉・球磨
郡市支部

令和2年度あさぎり町5歳
児親子むし歯予防教室

担　当 事　業　名

歯周疾患検診と
フッ化物塗布

令和2年11月14日（土）



(７)災害時の歯科保健に関する事業

２　高齢者の口腔ケア推進事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催

３　県民に対する歯科保健医療福祉情報の普及啓発
(１)「歯科衛生だより(くまもと版)」発行(年１回)
①発行月　令和2年11月

②「マスクをしたままできるお口の体操」ポスター・チラシ・指導媒体・動画

(２)Webサイトによる歯科衛生情報等の配信
内容：恒常的にホームページを企画・運営し、県民に歯科保健情報を提供していく

(３)歯科健康教育動画の制作
①コロナ禍における災害歯科保健活動（避難所における歯科健康教育）

内容：「マスクをしたままでできるお口の体操」の動画を制作し、県民に歯科保健情報を提供していく

②高齢者の生活不活発病等予防啓発事業
内容：「くまもと笑顔でよかよか体操」の制作に協力し、県民に歯科保健情報を提供していく

③乳幼児期の歯科健康教育動画（熊本市支部）
内容：乳幼児期のむし歯予防に関する歯科健康教育動画を制作し、県民に歯科保健情報を提供していく

４．医療保健福祉団体等、関係団体との連携協力に関すること
(１)日本歯科衛生士会に関するもの

(２) 熊本県・熊本市に関するもの

（日本歯科衛生士会への協力）

令和2年7月～令和2
年8月(延べ5回)

八代郡市
支部

水俣・芦北
郡市支部

令和2年7月～令和2
年8月(延べ8回)

延べ12名

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

きずなの里・多目的
研修センター等

令和２年７月豪雨災害に伴う地域
リハビリテーション活動体制説明会

令和2年8月21日（金） 熊本県歯科医師会館 3名

出務者数

2名
都道府県歯科衛生士会会長会 令和3年2月14日（日） オンライン会議 1名

令和２年度　熊本市補助金に関する
事業計画変更について

令和2年10月28日（水） 熊本市ウェルパル　３階 1名

高齢者の生活不活発病等予防啓発事業
令和2年7月～令和2年12月

(延べ8回) 熊本県歯科医師会館等 延べ18名

内　　　容 月　　日

出務者数
18名

場　　　所月　　日内　　　容

人吉スポーツ
パレス等 延べ62名

洗口場所の確認
支援物資口腔衛生用品の在庫確認、補充
口腔ケア関連掲示物の追加や張替え　等

延べ3名

令和2年7月～令和2
年10月(延べ18回)

人吉・球磨
郡市支部

水俣市社会福祉協議
会多目的ルーム等

水俣・芦北
郡市支部

自立支援型
地域ケア会議

ラピットアセスメントを使用し聞き取り
支援物資口腔衛生用品の在庫確認、補充
掲示物の追加や張替え　等
支援物資口腔衛生用品の仕分け、在庫確認、
補充
口腔ケア関連掲示物の追加や張替え　等

延べ17名

出務者数

延べ12名

延べ6名

延べ5名

延べ30名

場　　　所

令和2年11月29日（日）九州ブロック連絡協議会

歯科衛生推進フォーラム 令和3年2月14日（日） オンライン会議

担　当 事　業　名 月　日
八代市総合
体育館等

場　所

熊本県歯科衛生士会事務局

社協河浦
支所等

内　容

阿蘇郡市
支部

地域ケア会議

地域ケア会議

地域ケア会議

自立支援型
地域ケア会議

天草郡市
支部

菊池郡市
支部

山鹿市
支部

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

2名

人吉・球磨
郡市支部

歯科衛生講話・口腔清掃の説明・口腔体操
等 延べ4名

令和２年７月豪雨
復興リハビリテーション

令和3年3月4日（木）

令和3年3月5日（金）

水俣・芦北
郡市支部

令和２年７月豪雨
復興リハビリテーション

令和3年3月10日（水） 津奈木町
口腔ケアについての講話・「マスクをしたまま
できるお口の体操」資料配付・歯ブラシ配布等

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

令和２年７月豪雨
災害歯科保健活動

令和２年７月豪雨
災害歯科保健活動

令和２年７月豪雨
災害歯科保健活動

令和2年10月
（延べ3回）

令和2年7月～令和3
年3月(延べ12回)

令和2年4月～令和2
年10月(延べ6回)

令和2年7月～令和3
年3月(延べ5回)

令和2年8月～令和3
年3月(延べ30回)

阿蘇保健福祉
センター等

山鹿市健康福祉
センター会議室等

大津町役場
別館3階等

下原田第1・第2仮設団地

村山あやめ広場仮設団地



(３)熊本県歯科医師会に関するもの

(４)熊本県医療・保健・福祉団体協議会に関するもの

(５) 熊本市保健医療専門団体連合会に関するもの

(６) 歯科衛生士教育養成機関に関するもの

(７) 歯科保健連絡協議会に関するもの

(８)地域在宅医療連携体制検討会議に関するもの

5．その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

熊本市
支部

令和3年1月15日（金）

自民党熊本県連
本部会議室等

熊本県男女共同参画活動交流協議会総会 令和2年6月30日（火） 自民党熊本県連本部会議室等 1名

6名

1名
熊本歯科技術専門学校　入会案内　

令和2年度人吉・球磨地域歯科保健推進連絡会幹事会 令和2年12月7日（月） 球磨地域振興局　中会議室 2名

災害復興リハ出務会議 令和2年12月2日（水） 湯前町向江歯科医院会議室 3名

令和２年度健康を守る婦人の会第１回理事会 令和2年7月29日（水） 熊本市中央公民館　６階　中会議室 1名

第2回医療福祉連携推進会議 令和3年2月18日（木） 水俣市役所仮庁舎2階会議室 1名

月　　日 場　　　所 出務者数

熊本歯科衛生士専門学院　入会案内 令和3年2月3日（水） 熊本県歯科医師会館 1名

熊本歯科衛生士専門学院第５５期生卒業式 令和3年3月11日（木） 熊本県歯科医師会館 1名

九州看護福祉大学　入会案内 令和3年2月8日（月） WEB開催

1名熊本県歯科医師会館令和2年12月14日（月）

熊本県医療・保健・福祉団体協議会
令和2年度第１回理事会

令和2年11月2日（月） 熊本県医師会館 1名

令和２年度熊本市地域リハビリテーション協議会委員総会 令和2年7月15日（水） 書面決議 1名
内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数

令和２年度　健康くまもと２１推進会議　歯科保健部会

令和２年度　健康くまもと２１推進会議　がん部会

令和２年度　健康くまもと２１推進会議　

令和2年11月5日（木）

令和2年11月13日（金）

令和3年2月24日（水）

書面開催
書面回答
書面開催

1名

内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数

各郡市学校歯科担当者会議 令和3年2月10日（水） 熊本県歯科医師会館 4名
災害時歯科保健医療供給体制検討会 令和3年2月15日（月） WEB開催 5名

熊本県歯科医師会災害対策本部会議 令和2年7月9日（木） 熊本県歯科医師会館 2名

内　　　容 月　　日 場　　　所

内　　　容 月　　日 場　　　所

内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数
令和２年度　熊本地域在宅医療介護連携体制検討会 令和3年3月23日（火） 書面回答 1名

令和3年2月16日（火） WEB開催 1名

熊本県男女共同参画活動
交流協議代表者会議

令和2年5月～令和3年2月
(延べ6回)

令和２年度宇城地域生涯歯科保健推進連絡会 令和3年3月5日（金） 書面開催 1名

出務者数担　当 事　業　名 場　所月　　日

第1回医療福祉連携推進会議 令和2年12月10日（木） 水俣芦北郡市医師会２階会議室 1名

熊本県婦人会館　会議室 1名
令和２年度　三歯会

1名

1名

阿蘇郡市
支部

在宅システム研究会第2回理事会 令和3年3月29日（月）　

令和２年度健康を守る婦人の会第２回理事会 令和3年3月3日（水）

菊池郡市
支部

菊池圏域みんなの在宅ネットワーク　運営
委員会

令和2年10月26日（月） 菊池郡市医師会館　オンライン 1名

1名

書面開催

令和2年10月8日（木） 熊本市歯科医師会 4名
令和２年度第３回いきいき未来のつどい実行委員会

出務者数

出務者数

熊本歯科衛生士専門学院第５６期生戴帽式 令和3年1月30日（土） 熊本県歯科医師会館 1名

内　　　容

オンライン会議
阿蘇郡市医師会館 1名

天草郡市
支部

地域運営ケア会議 令和2年8月26日（水） 市役所2F庁議室 1名

第7回人吉球磨地域災害時保健医療
対策会議人吉・球磨

郡市支部
令和2年7月11（土）

人吉保健所（球磨地域振興
局大会議室東） 1名

水俣・芦北
郡市支部

令和２年度第１回教育課程編成委員会
令和２年度第１回学院関係者評価委員会

熊本県
歯科衛生士会

1名
熊本県地域リハビリテーション
支援センター研修会

令和3年2月8日（月）
熊本県医師会館2階大ホール

（ハイブリッド方式）

医専連理事会 令和3年1月12日（火） 熊本市医師会館1階会議室 1名



【2】諸会議
1　総会　1回開催
令和２年度　定期総会
期　　日　　　 令和２年６月２１日（日）１０：００～1０：５０
場　　所 熊本県歯科医師会　４階ホール
正会員数 ４９０名
正会員出席者 ２４名 委任状出席者数 ２４２名
議　　長 佐藤　成美（熊本市支部）
副 議 長 赤木　睦代（山鹿市支部）
議事録署名人 佐藤成美　越川由紀　中山節子　坂本由美　中園真由美　清本恭代　柴原聖子

山本温子　伊形治美　松本りか　中村昌代　中村加代子　片山まゆみ

議　　題 第１号議案　令和元年度収支決算（案）に関する件
監査報告
第２号議案　任期満了に伴う役員の選任に関する件

報告事項 （１）令和２年度事業計画について
（２）令和２年度収支予算について
（３）令和元年度事業報告について

２　理事会
　定例１２回　臨時１回

（議事内容）
第１回　理事会 （令和２年４月３０日）

第２回　理事会 （令和２年５月３０日）

第３回　理事会 （令和２年６月１３日）
総会出席希望会員への対応について

(3)

大臣表彰）の推薦について

(4) 臨時理事会の開催について
(5) その他

　第１１回　令和３年　２月１３日 オンライン会議システムによる開催 理事１４名、監事２名、顧問１名
　第１２回　令和３年  ３月１３日 オンライン会議システムによる開催

(6) 熊本市健康くまもと２１推進会議委員の推薦に
ついて

　第 ８ 回　令和２年１１月１４日 オンライン会議システムによる開催 理事 １２ 名、 監事 １ 名

　第１０回　令和３年　１月１６日 オンライン会議システムによる開催 理事 １３ 名、 監事 １ 名
　第 ９ 回　令和２年１２月１９日 オンライン会議システムによる開催 理事 １３ 名、 監事 １ 名

(11) 令和２年度建物入居に係る契約、賃借料及び

令和２年度定期総会の開催について

地域担当責任者会議中止に伴う対応について

開催について

フォーラム報告、日本歯科医師会報告について

　第 ３ 回　令和２年　６月１３日 熊本県歯科医師会館 理事１５名、監事２名
臨時理事会 令和２年６月２１日 熊本県歯科医師会館 理事１４名、監事１名

(10)

理事１３名、監事１名、顧問１名

(15)

(7) 令和２年度歯科保健事業功労者（厚生労働

(1)

オンライン会議システムによる開催

Windows１０への移行に伴うPCのリニューアル

(2) 新入会員の承認について
(3)
(4) 令和２年度地域担当歯科衛生士責任者会議の

(5) 任期満了に伴う役員選任の通知について
(6) 令和元年度 日本歯科衛生士会災害歯科保健歯科衛生士

(7) 令和２年度新人育成研修会の開催について

(14) 日本歯科衛生士会　令和２年度「地域歯科衛生

会議の開催について
(19) 熊本市保健医療専門団体連合会役員の

(8) 事務職員の求人について

　第 １ 回　令和２年　４月３０日 理事会の決議の省略 理事１７名、監事２名
　第 ２ 回　令和２年　５月３０日 理事会の決議の省略 理事１７名、監事２名

　第 ６ 回　令和２年　９月１２日 オンライン会議システムによる開催 理事 １３ 名、 監事 ２ 名
　第 ７ 回　令和２年１０月１７日 オンライン会議システムによる開催 理事１３名、監事１名、顧問１名

　第 ４ 回　令和２年　７月１１日 熊本県歯科医師会館 理事１２名、監事１名、顧問１名
　第 ５ 回　令和２年　８月２２日 理事 １２ 名、 監事 １ 名

開　　催　　日 開　催　場　所 出　席　者

会長会で報告した新人育成研修会データの

(16) 日本歯科衛生士会会長表彰候補者の推薦

推薦について

(1) 新入会員の承認について
(2) 令和元年度事業報告（案）について

(12) 令和２年度天草市地域リハビリテーション活動

(1) 保存期間の過ぎた書類の処分について

理事会の開催について
(18) 令和元年度第２回地域担当歯科衛生士責任者

(9) 事務職員の時給について (3) 令和元年度収支決算（案）について
(4) 任期満了に伴う役員の選任（案）について
(5) 令和２年度定期総会出席要請者について

光熱水費等維持管理等について

支援事業委託契約について

会各種委員会委員の推薦について

活動」事業の助成について

配布について

について

(13) 令和２年度熊本市地域リハビリテーション協議

について
(17) 熊本県医療・保健・福祉団体協議会書面による

(2) 総会欠席理事への対応について



臨時理事会 （令和２年６月２１日）

第４回　理事会 （令和２年７月１１日）

第７回　理事会 （令和２年１０月１７日）

熊本県医療・保健・福祉団体協議会委員の
推薦について

第５回　理事会 （令和２年８月２２日）
新入会員の承認について
令和２年度 新人育成研修会開催について 第８回　理事会 （令和２年11月14日）
令和２年７月豪雨災害支援に関することについて
『令和元年度 災害歯科保健歯科衛生士
フォーラム』報告会について
WEB 会議、研修会等の開催に伴う遠隔
システムの契約について
年内の事業（研修会）の開催について
旅費規定の変更について

第９回　理事会 （令和２年１２月１９日）

第６回　理事会 （令和２年９月１２日）

第１０回　理事会 （令和３年１月１６日）
(1) 新入会員の承認について
(2) 令和３年度事業計画、予算案作成のための

(7) 理事会開催方法について
(8) 高齢者の生活不活発病等予防啓発事業担当者

(9) 令和２年度九州ブロック連絡協議会負担金に
ついて

令和２年度 市町村歯科衛生士研修会について

(10) その他

(5) 九州ブロック連絡協議会について
(6)
(7)

(9) 事業・組織体系図行政庁への変更届出について
(10)

(3) オンラインセミナー当日、前後マニュアルについて
(4) 公式ラインアカウントについて

(11) 令和３年（２０２１年）秋の叙勲及び褒章候補者
の推薦について

(12) 周知依頼について
(13) その他

決定事項について

団体等知事表彰について査定に当たっての介護従事者の確保に関する事 業の提案

(9) 熊本市保健医療専門団体連合会（医専連）

(5) 研修会のために行ったリハーサルに対する
日当・旅費について

(11)

(6)

公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣
表彰候補者の推薦依頼について

(8) 令和２年度熊本市地域リハビリテーション
理事会（第１回）書面決議について

(4) 補助金事業について
(13) 周知依頼について

推薦について

(6) 法人カードの作成について

調査研究」への協力のお願いについて

周知依頼について
その他

(9) 周知依頼について

(5)

新入会員の承認について
(2) 令和３年度事業について
(3) 研修会の受講費、振込手数料について

(1) 新人育成研修会について
(2) 理事会の流れについて

(2) 四役の担当委員会について

(4)

(1) 役員の選任について
(2)

(7) 第１３回熊本県医療・保健・福祉連携学会の

担当委員会について

(1)

(8) 熊本市介護認定審査会委員について
(9) 熊本県歯科保健推進会議及びワーキング部会

の委員推薦について
(10) 熊本県医事・薬事・健康づくり功労者及び優良

(10) 熊本市地域リハビリテーション協議会役員、
委員の変更について

役員の変更について

(2) 令和２年７月豪雨災害歯科支援活動について

(15) その他

(11) 熊本地域在宅医療介護連携体制検討会委員の

(7) 医専連（熊本市保健医療専門団体連合会）

協議会委員総会書面決議について

(3)

(14) ビーンスターク製品案内の同封依頼について

日本歯科医師会の災害歯科保健医療支援活動
研修会報告書について

(4) 地域医療介護総合確保基金に係る令和3年度熊本県計画

募集について

(5)

(11) 熊本地域リハビリテーション支援協議会委員

(12) 読売新聞社主催「第４９回医療功労者」の
推薦について

(15)

(1) 寄付金の取り扱いに関する規程について

講習会」の実施について

(12) 令和２年度熊本市医療専門団体連合会分担金

(13)

熊本県男女共同参画活動交流協議会会費
納入について

(5) PT・OT・ST協議会紫ストラップ研修のWeb研修
講師推薦依頼について

新入会員の承認について

(14) 周知依頼について
その他

(6) 後期高齢者歯科健診実施マニュアルの
監修依頼について

(7) 「地域特性を活かした医科歯科連携実現に向

(1)
(2)
(3)
(4)

開催について

(3) 研修会の集客について

(3)

(10)

(12)

(13)

(14)

(15)

委員の承認について

について

報告書の様式変更について

補助金研修会開催日について
「令和２年度 定期総会」で菊池郡市支部からの
質問について
事務局員雇用について
その他

(1) 新入会員の承認について

けた調査研究」への協力のお願いについて
(8)

(2) 報償費について
(3) 九州ブロック連絡協議会について

令和２年度　学術研究会の実施について

推薦について

について

(7) 「地域特性を活かした医科歯科連携実現に向けた

(8) 遠隔システムを用いた会議開催時等に
発生する手当について

(6) 災害支援に関すること
(5) 令和２年度新人育成研修会再開時期について

(4) 報償費について

ビブスの購入について

(8)
(9)

「歯科衛生士の研修指導者・臨床実地指導者等

(4) 災害時歯科支援活動について

(6) 11月発送物について

(1)



第１２回　理事会 （令和３年３月１３日）

第11回　理事会 （令和３年２月１３日）

３　常務理事会
　定例１２回

開　催　場　所

４　監査会
事業及び会計監査
第１回

開 催 期 日 令和 2 年 5 月 17 日（ 日 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
出　席　者 監 事 植由紀子　逢坂佐恵子

会 長 越川由紀　副会長 中山節子 坂本由美　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

第２回
開 催 期 日 令和 2 年 10 月 30 日（ 金 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 令和２年４月１日～令和２年９月３０日
出　席　者 監 事 古川由美子　坂本由美　

会 長 越川由紀　副会長 中村加代子 中村昌代　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

第３回
開 催 期 日 令和 3 年 1 月 30 日（ 土 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日
出　席　者 監 事 古川由美子　坂本由美　

会 長 越川由紀　副会長 中村加代子 中村昌代　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

５　地域担当歯科衛生士責任者会議　
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

(6) ２０２０年度公益財団法人８０２０推進財団研究事業

(5) 令和２年度 歯科衛生推進フォーラム出席者 (6)

理事６名、監事1名、顧問1名

　第 ６ 回　令和２年　９月　３日 理事６名、監事1名、顧問1名
　第 ７ 回　令和２年１０月　８日 理事６名、監事２名、顧問１名
　第 ８ 回　令和２年１１月　５日 理事６名、監事２名、顧問１名
　第 ９ 回　令和２年１２月１０日 理事５名、監事２名、顧問１名

周知依頼について
(9) その他

周知依頼について
(8) その他

(1) 令和３年度　新人育成研修会について
(2) 簡易口腔アセスメントシート（全職種共通）について

(3) 公式ライン担当委員会について

「通いの場における歯科衛生士の参画状況に関する調査」

へのご協力のお願いについて

理事６名、監事１名

理事６名、監事1名、顧問1名　第１０回　令和３年　１月　７日

理事６名、監事２名、顧問１名　第 ４ 回　令和２年　７月　２日
理事７名、監事２名　第 ３ 回　令和２年　６月　４日
理事６名、監事２名　第 ２ 回　令和２年　５月１１日

(5) 令和３年度建物入居に係る契約について
(6)

オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催
オンライン会議システムによる開催

について

(7)

　第 １ 回　令和２年　４月１８日 オンライン会議システムによる開催

(1) 令和３年度事業計画（案）、予算（案）について
(2) 公式ラインの設置について
(3) 本会のGoogleアカウントの使用について
(4)

オンライン会議システムによる開催

(4) 第２２回くまもと歯の健康文化賞被表彰者の
推薦について

(5)

出　席　者開　　催　　日

(7) 後援依頼について
(8)

令和３年度「地域歯科衛生活動」事業の助成

　第１１回　令和３年　２月　４日

日本歯科衛生士会　会長表彰候補者の推薦
について

令和２年度熊本地域リハビリテーション支援
協議会の参加団体分担会費について

　第１２回　令和３年  ３月　５日 理事６名、監事２名、顧問１名

　第 ５ 回　令和２年　８月　４日 理事６名、監事２名、顧問１名

周知依頼について
(7) その他について



（１）常置委員会
①学術委員会（1回開催）
　第1回　令和 2年12月 1日　

②地域歯科保健委員会（1回開催）
　第1回　令和 2年 6月19日　

③学校歯科保健委員会（1回開催）
　第1回　令和 2年1月26日

④診療所部門（２回開催）
　第1回　令和 2年10月 2日　第2回　令和 3年 1月 8日　

⑤病院歯科部門（３回開催）
　第1回　令和 2年 9月26日　第2回　令和 2年10月16日　第3回　令和 3年 1月14日　

⑥介護部門（３回開催）
　第1回　令和 2年10月25日　第2回　令和 2年11月15日　第3回　令和 3年 2月 7日　

⑦広報委員会（３回開催）
　第1回　令和 2年 8月25日　第2回　令和 3年 2月22日　第3回　令和 3年 2月27日　

⑧地域担当委員会（9回開催）
　第1回　令和 2年 4月 8日　第2回　令和 2年 4月10日　第3回　令和 2年 6月 9日　
  第4回　令和 2年 6月12日  第5回　令和 2年 9月12日  第6回　令和 2年10月 3日
  第7回　令和 2年10月 9日  第8回　令和 2年12月24日 第9回　令和 3年 1月23日　

（２）支部会
①熊本市支部（10回開催）
　第1回　令和 2年 4月 6日　第2回　令和 2年 7月26日　第3回　令和 2年 7月29日
　第4回　令和 2年 8月 4日  第5回　令和 3年 2月17日　第6回　令和 3年 2月28日
  第7回　令和 3年 3月 4日  第8回　令和 3年 3月11日  第9回　令和 3年 3月24日
　第10回　令和 3年 3月25日  

②山鹿市支部（1回開催）
　第1回　令和3年 3月18日　

③菊池郡市支部（4回開催）
　第1回　令和 2年 7月13日　第2回　令和 2年 8月31日　第3回　令和 2年11月 9日
　第4回　令和 3年 3月22日

④宇城支部（１回開催）
　第1回　令和 2年 6月 5日　

⑤八代郡市支部（１回開催）
　第1回　令和 2年 8月 2日　

⑥水俣･芦北郡市支部（１回開催）
　第1回　令和 2年 7月17日　

⑦人吉・球磨郡市支部（2回開催）
　第1回　令和 2年 7月17日　第2回　令和 2年11月16日　

⑧天草郡市支部（１回開催）
　第1回　令和3年 2月 6日　

　

【３】委員会


