第１号議案

２０２１年度各部門事業報告
○生涯研修
１

歯科技工士生涯研修事業

公１（ア）

医療技術者である歯科技工士が自己研鑚し、国民の口腔保健維持増進に寄与し、社会貢献
が果たせる有用な生涯研修を実施する。
１ 生涯研修事業
（１）第６５回北海道歯科技工学術大会実技研修会の開催
日 時：２０２１年１０月３日（日） １３：００～１８：００
会 場：ホテル三浦華園 滝川市花月町１丁目２－２６
講演Ⅰ：
「チーム医療におけるラボセクションの重要性～審査診断からの補綴製作まで～」
講 師：Beaux Arts （ボウザーアーツ）

関 克哉

講演Ⅱ：
「前歯部コンポジットレジン直接修復からみる構造特性と色彩・光学」
講 師：フランス歯科

佐々木ミッシェル

参加者：日技会員４８名・未入会員１名・歯科医師３名 計５２名
（２） 第１６０回北海道歯科技工学術研修会の開催
日 時：２０２１年１１月２０日（土） １３：００～１７：３０
会 場：ホテルグランテラス帯広 帯広市西１条南１１丁目２
講演Ⅰ：
「治療に関わることの重要性～私が考える歯科技工士の役割～」
講 師：株式会社 Benefit Technology

中村 悠介

講演Ⅱ：
「等脚台形法の考え方と活用法」
講 師：平栗デンタルサービス
参加者：日技会員４４名・未入会員３名

平栗

布海

計４７名

（３）第１６１回北海道歯科技工学術研修会の開催
日 時：２０２１年１２月１１日（土）１２：３０～１８：００
会 場：TKP 札幌カンファレンスセンター カンファレンスルーム６B
講演Ⅰ：
「歯科技工道と業界の展望」
講 師：有限会社デンタルクリエーションアート

西村 好美

講演Ⅱ：
「With/Post コロナ社会＆デジタル歯科技工への移行」
講 師：株式会社デンタルデジタルオペレーション
参加者：日技会員３８名・未入会員３名

山下 茂子

計４１名

（４）ウェビナー推進プロジェクトチームによりハイブリッド型研修会実施準備として機
器のリハーサルチェック項目と使用機器の接続マニュアルを作成した。
（５）研修会内容の告知方法等について広報と検討した。
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２

障がい者歯科技工士研修事業

公１（イ）

聴覚障がいをもつ歯科技工士の自己研鑽および北海道デフ歯科技工士協議会と協力し,
情報保障の充実に寄与する為、障がい者歯科技工士研修事業および実技研修会を開催予定。
新型コロナウィルス感染状況により、やむを得ず中止の場合は日程を延期して開催する。
（１） 第１回北海道障がい者歯科技工士研修会の開催
日 時：２０２１年１１月２０日（土） １３：００～１７：３０
会 場：ホテルグランテラス帯広 帯広市西１条南１１丁目２
講演Ⅰ：
「治療に関わることの重要性～私が考える歯科技工士の役割～」
講 師：株式会社 Benefit Technology

中村 悠介

講演Ⅱ：
「等脚台形法の考え方と活用法」
講 師：平栗デンタルサービス

平栗

布海

参加者： ２名
（２）第２回北海道障がい者歯科技工士研修会の開催
日 時：２０２１年１２月１１日（土）１２：３０～１８：００
会 場：TKP 札幌カンファレンスセンター カンファレンスルーム６B
講演Ⅰ：
「歯科技工道と業界の展望」
講 師：有限会社デンタルクリエーションアート

西村 好美

講演Ⅱ：
「With/Post コロナ社会＆デジタル歯科技工への移行」
講 師：株式会社デンタルデジタルオペレーション

山下 茂子

参加者： ２名

３

優秀発表および論文表彰事業

公１（ウ）

学術大会で発表された演題、及び広報誌に掲載された論文等から優秀なものを選考し
表彰する。
（１） 会員研究発表優秀演題の表彰
（２） 広報誌に掲載された投稿論文の表彰
（３） 学業優秀学生の表彰
（４） 表彰状と副賞の授与

○広報
１

歯科医療及び口腔保健等の情報発信事業

公１（オ）
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組織機関紙としての使命を果たすべく有用な紙面作りに徹すると同時に、本会に関わる
情報・資料収集を迅速に行い、道技ホームページ等を利用し会員との情報共有につとめた。
（１）
『道歯技広報』第２２、２３、２４号を発行した。
（２）各号に学術大会における研究発表などを掲載し、学術紙面の充実を図った。
（３）道技ホームページの充実を図った。
（４）道技ホームページ等を活用し、公益法人として道技活動を内外に開示した。

○受託歯科技工
１

歯科技工所の管理に関する事業

公１（エ）

道内全ての歯科技工所において、歯科技工士に関する法令に基づき安心安全な委託歯科
補綴物の制作に寄与するための指導等を行った。
（１）道技ホームページ等で社会診療報酬の期中保険適用及び歯科技工士法施行細則の一
部改正について情報提供を行った。
（２）道技ホームページの技工点数に関する質問解説コーナー』を開設する準備・検討を行
った。
（３）コロナウイルス感染症対策期間中、社会診療報酬、歯科技工士法施行細則等について
会員からの質問には電話による対応とした。

○財務
１

組織運営の関する財務事業

法人会計

組織運営に関する財務事務全般の管理を行った。
（１）会費納入状況の管理と未納会費の督促
（２）財務諸表の作成管理
（３）振替伝票・領収書の管理
（４）入金・出金の管理
（５）会計監査の実施
（６）会計ソフトの管理運用
（７）税理士事務所との対応

○法規
１

組織管理に関する法人事業

法人会計

第１号議案

組織管理に関する各種法規の作成・改訂と歯科技工士に関する法令の遵守、啓発活動を行
った。
（１）主務官庁（道庁）に理事者等の変更届け出を行った。
（２）主務官庁（道庁）に２０２０年度「事業報告等の提出」を行った。

○総務
１

歯科技工指示書等の販売事業

収１

「歯科補てつ物等の作成及び品質管理指針」に則った歯科技工指示書（道技版）の販売を行
った。
（歯科技工指示書販売数・・・３月末現在４３９冊）。

２

離島歯科診療班派遣事業への協力事業

公１（カ）

歯科医療機関がない離島等の歯科医療を確保するために歯科技工士を派遣協力した。
実施期間
（１）天売地区
ア 第１班

２０２１年 ６月２６日（土）～ ７月 ３日（土）

イ 第２班

２０２１年１０月３０日（土）～１１月 ６日（土）

ウ 第３班（中止）２０２２年 １月２２日（土）～ １月２９日（土）
（２）焼尻地区
ア 第１班

２０２１年 ７月 ３日（土）～ ７月１０日（土）

イ 第２班

２０２１年１１月 ６日（土）～１１月１３日（土）

ウ 第３班（中止）２０２２年 １月２９日（土）～ ２月 ５日（土）
３

法人管理に関する事業

法人会計

公益社団法人としての使命を果たすための管理事業を行った。
（１）発翰・来翰文章、各種会議議事録等の管理・保管
（２）各種会議資料の制作・管理・保管
（３）備品台帳の管理
（４）事務用品・備品及びリース機材の管理
（５）Ｊｍｏｔｔｏ，ＮＡＳシステム等のインターフェイスの管理運用
（６）社員総会の厳正な運営
（７）総務部運営マニュアルの改正・更新
４

会員管理に関する事業

法人会計
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所属会員の適正な管理事務を行った。
（１）資格者会員台帳の管理
（２）事業所会員台帳の管理
（３）入退会者の手続業務
５

会館管理に関する事業

法人会計

会館維持管理について事務を行った。
（１）各種納税事務 （固定資産税・法人事業税）
（２）維持経費管理事務（火災保険費・水道光熱費・会館清掃費・通信費・プロバイダ
ー費・郵送費等）
（３）会館貸し出しに関する業務と関係資料の管理
６

福利厚生事業

他 1（福利厚生事業）

（１）慶弔制度等の管理運営事業を行った。
７

叙勲等事業

他１（叙勲等事業）

（１）各種受賞者の推薦に関する事務を行った。
８

周年事業

他１（周年事業）

（１）創立７０周年に向けての企画、立案を行った。
９

各種団体との懇談事業

他１（各種団体との懇談事業）

（１）北海道医療技術者団体連絡協議会理事会および北海道医療福祉関係職能団体等意見
交換会が新型コロナウイルス感染症のため中止となった。
10

環境整備事業

他１（環境整備事業）

歯科技工士の諸問題に対する環境整備等
（１）北海道保険福祉部地域保健課を訪問し会議を開催した。
（２０２１年７月６日）
（２）北海道歯科医師会を訪問し懇談した。
（２０２１年７月６日）

○就労対策
１

歯科技工士に係わる就労環境改善事業

他 1（環境整備事業）
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労働安全衛生の視点から歯科技工士の就労環境を改善し、歯科技工士の継続的な供給体
制を確保して、医療消費者たる国民の安心をもたらすよう努めた。
２

歯科技工士学生に関わる啓発事業

他 1（環境整備事業）

歯科技工士を志す学生の就職にあたって、歯科技工士のコンプライアンスや就職活動に
おけるマナー・心構えや歯科技工士会の活動の理解と周知を図った。
（１）在校生対象説明会（２月開催予定）の実施に向け、内容・開催方法等検討を行った。
（２）北海道歯科技工士会案内パンフレットを刷新し配布した。
３

組織拡充事業

他 1（環境整備事業）

（１）関連部門と提携して新卒者にアピールすべき活動内容を再点検し、道技ホームページ
やＳＮＳなどによる情報発信を行うと共に事業や研修会への参加を促す方法を検討した。
（２）退会アンケート内容の見直しに向け内容を検討した。
４

雇用機会均等改善事業

他 1（環境整備事業）

（１）機関紙「ＬＩＬＡＣ」発刊に向けコンテンツの検討を行った。
（２）道技ホームページに『復職バナー』開設準備・検討を行った。

