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第29回

社団法人

青森県歯科技工士会総会

平成20年度 第29回 社団法人 青森県歯科技工士会

告示

総会を下記の日程で行います。

会員の皆様におかれましてはご多用中のところ恐れ入りますが、多数のご参集お願い
いたします。
※内閣府の指導により、新公益法人法に従い2005年11月までに一般社団法人か公益社団法人か申請認
可によって決めなければなりません。

日

時

平成21年5月31日(日)

場

所

はまなす会館

正午から4時まで

青森市問屋町1丁目10-10

☎017-738-4821

※追って総会の案内状・出欠委任状を会員に送付いたします。

社団法人 青森県歯科技工士会
会長
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⌘⌘⌘ (社)日本歯科技工士会常務理事 下澤正樹氏より本会へ寄稿していただきました。⌘⌘⌘

【学 術 】

青森県歯科技工士会会報への投稿 01版

歯科技工士の就労環境と対策例
̶

粉塵を中心に

̶
日技認定講師

＜

下澤 正樹

はじめに ＞
就労環境の改善は、働く者の為ばかりではなく、将来的な業態の保持・改良を通じた消費者利
益でもある。
青森県においては、平成 20 年（2008 年）11 月 2 日に、国の委託事業である「感染症予防歯科
技工士講習会」が開催された。筆者はその講師の一人として「歯科技工に係る感染予防策の具体
例」を担当したが、本稿では感染予防に並び歯科技工士の就労環境問題として重要な粉塵対策を
記したい。
歯科技工に係る業務上健康被害の公式データは希薄であったが、近畿や北海道などでの労働災
害に係る疫学データの積み上げによって、徐々に肺疾患について明らかになりつつある。肺疾患
は一度罹患すると長期の療養を要するという。歯科技工士は、狭い室内での長時間労働の実態が
あり、その就労環境を意識すべきである。呼吸器に関する歯科技工就労問題は、自らの意識と行
動で相当程度に改善できるものである。
以下、スライドプレゼンを転用し、紙上講習会の形式で改善の具体策をご紹介する。

< slide 1 > 症例１（自験例：1995年）
日災会誌 43：600〜612、1995

岩見沢労災病院の木村清延医師らによる労働災害
としての「歯科技工士のじん肺」の学会発表例である。
患者は、35 歳男性、歯科技工士歴 13 年、気胸を併
発した際、精査を勧められたことから同病院を受診し
た。右肺に疾患（影）がある。
木村清延医師らは、北海道の予算などを元に、北海
道歯科技工士会が協力し、歯科技工士の肺疾患の疫学
調査を継続している。
日本産業衛生
学会 許容濃
度等の勧告
2006年4月

許容濃度㎎/m3
粉 塵 の 種 類

吸入性粉塵 *

滑石γ，ろう石，アルミニウム，
アルミナ，珪藻土，硫化鉱，
第1種粉塵
硫化焼鉱，ベントナイト，カオ
リナイト，活性炭，黒鉛
遊離珪酸10％未満の鉱物性
粉塵，酸化鉄，カーボンブラッ
ク，石炭，酸化亜鉛，二酸化
第2種粉塵 チタン，ポートランドセメント，
大理石，線香材料粉塵，穀粉，
綿塵，木粉，革粉，コルク粉，
ベークライト
石灰石 ‡，その他の無機およ
第3種粉塵
び有機粉塵
石綿粉塵
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総粉塵 * *

< slide 2 > 日本産業衛生学会による「各種粉塵の許容濃度
等の勧告＊１」2006年 4月版

０．５

２

「１立方メートルの気中に何ミリグラムの粉塵量
が平均的な就労限界か」を示している。
『遊離珪酸 10%未満の鉱物性粉塵』についてみれば、

１

４

１立方メートルの気中に吸入粉塵レベルの大きさで
１ミリグラム（1g の千分の一）以上ある場合には、健
康被害を予見し回避・改善すべきことを表している。

２

８
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< slide 3 > 珪酸希土類と歯科技工との関係

珪酸含有物

埋没材
研磨砂
ブラストサンド
研磨剤
ポイント素材

2009年3月31日

!"#$%&'()*+,-.#$/012345
6789:);<=>%?@ABCDEFGHIJKL
MNO,PQRSTUVWX4YZ9:!"[)5\7
4 50]^_89`ab);<>*+cdefgh@

ラボは、
珪酸希土
類だらけ
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< slide 4 > 歯科技工現場での飛散量の減少策Ⅰ

対策例Ⅰ

GHIJ7

空気清浄機も意味はあるが・
・
・
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回収の前！に
まずは飛散減少

サンドブラストやレーズへも同様の措置
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＊全体換気
換気
＊局所換気

対策例Ⅱ
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窓 を開け、
空気入替え
発生元で直排気

有限会社コア･
ア･ブレーン設備

< slide 5 > 歯科技工現場での飛散量の減少策Ⅱ
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飛散防止といえば・
・
・ 対策例Ⅲ

研磨ボックス
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< slide 6 a b >

歯科技工現場での飛散量の減少策Ⅲ
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研磨ボックス使用例

（商品例）

研磨ボックス例
Dt.３名のラボで・
・・

ニッシン
歯科技工士の人数以上の個数が有効
1
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＊金属回収用２台
＊研磨剤用２台
＊石膏模型用１台
20
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集塵方向

対策例Ⅳ
飛ぶ方向
に吸うか
ら、効く

< slide 7 a b >

対策例Ⅴ

67-89:
集塵マウス

集塵力を保つには ＊排気量

45=FGHI
")J$CDK
中央引出しの中に
倒れていて、閉鎖。
起こすと開放。

ONはフ
ONはフッ
ットスイッチ

&-LM5LN
OP4K&OQ
RST2U+5
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< slide 8 > 歯科技工現場での飛散量の減少策Ⅴ
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サイクロン
で分離し、
フィルター
への
負荷軽減
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< slide 9 > 避けたい気中物質 １

就労環境の問題点の追加

I"®‚-f89:;$¯°-)±e4²'³´

リングファーネスからの気体

2345
µœ¶Œ·•¸¹ºF$„W»¼-½¾¿ÀO$Á

! アンモニア・
硫化水素など・
・
・
2
! 一酸化炭素 [ CO ] ≠[ CO ]

対
策

;$<=>?)
@AB-CDE
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＊吸引速度

歯科技工現場での飛散量の減少策Ⅳ

!"#$%&'()*!"+,-.'/012345

吸い口が
近いから、
効く
歯科技工所管理者等研修会テキストから；
６頁

2009年3月31日
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＊ リバーナーの使用
＊ 触媒のリフレッシュ
＊ 途中で 窯の蓋 を開けない
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< slide 10 > 避けたい気中物質 ２

就労環境の問題点の追加

Ÿåœ¤æç•$èéf±e4²'O345
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レジンモノマーからの気体

‚-‰e4:;\ùúHÀñûfüýäGH5

レジンモノマー ≒ 毒物

対
策

tuT^_)*þ¤æç•ÿ$!œ$Ò\ð>Ä®
‚)Ã•_‰'*"êëŸåœìíO#\$P%•Þ

＊ 蓋の 常時開放
開放 をし
しない
＊ ふき取り紙を、 密閉でき
る缶 に捨てる

ßà&)'(Ã)-*+,E4-\•e45
.^`STO)/`5(Ã)\/0$1'2^-z
‡45SR^H34/56O789¼$:W);<O
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'45
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対策例Ⅴ

排煙を
技工室の
気中に
もらしずらい
工夫

2009年3月31日

< slide 11 > 設備の一工夫
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高温の気体は、上
にあがっているから

6x1YZ%4;yUFGHIJz9#V1cd2
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< slide 12 > 何と言っても 【濡れ雑巾】
|4S9U}~?•1$€Z•?‚h4UBƒ„

【 濡れ雑巾 】

…†ƒ‡ˆ5ab‚3}~$%‰Š#+43U567
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単純で効果が高いのは【
濡れ雑巾】
に
よるマメな清掃である。

エアーガンによって、降り積もる粉塵を吹き
飛ばし一時的にきれいになったつもりだとし
たら、それは室内に激しく漂わせただけの
最低の行為である。
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＊１； 「各種粉塵の許容濃度等の勧告」

1.「吸入粉塵レベル」
とは、次に示す分粒特性を有する分粒装置を通過した粒子を吸入性粉塵とする。

ここに、P：透過率，D：粉塵の相対沈降径（μm），D0：7.07μm。

ただし吸入性結晶質シリカは以下の捕集率 R（dae）で捕集された粒子の質量濃
度である。

R（
dae）
＝0.5〔
1+exp(-0.06dae〕
・
〔
1-F(ｘ)〕

dae：空気動力学的粒子径（μm），F(ｘ)：標準正規ランダム変数の累積確率関数
x＝In（dae/Г）
/In（∑）
，In自然対数，Г＝4.25μm，∑＝1.5

2. * * 総粉塵：
捕集器の入口における流速を 50〜80cm/sec として捕集した粉塵を総粉塵とする。
＊ ２； 厚 生 省 委 託 ｢歯 科 技 工 所 管 理 者 等 研 修 会 」

1998 年から 3 ヵ年継続された厚生省健康政策局歯科保健医療対策予算による研修会。歯科医療従事者養成確保対策の

一環として，歯科技工にかかわる感染防止策ならびに歯科技工所設備構造上の作業留意事項などを、臨床に従事する歯科
技工士に教育するために、全ての都道府県で開催された。講師；森本 基、望月 廣，福澤洋一（日本大学）
＊ ３； 歯 科 技 工 所 の 構 造 設 備 基 準

平成 17年 3月 18日に、医政発第 0318003号として、厚生労働省医政局長から県知事等に通知された「歯科技工所の構

造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」の前半部分。居住域との分離、
最低面積、防じん、廃水及び廃棄物の処理、塵埃・微生物汚染を防止するのに必要な構造設備が謳われた。

以上
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会務担当理事から皆様へのメッセージ
◈

会長 長内

隆

2009年春に向けて
昨年は未曾有の原油高から始ま
り、世界中を金融危機に陥れた米
国の経済バブル崩壊による百年に
一度の津波とも言える大きな波紋
を産み、海外輸出により、外国経
済の購買力に頼っていた日本経済
も製造企業を中心に失業者を大量
に生じる結果となっています。
特定の政治家(屋)が替わったと
ころで、景気や、国民生活が簡単
に向上するとはとても思えません
が・・。中小企業庁は企業倒産を
さけるため、この2月27日付けで
中小零細企業の金融特別緊急保証
制度を改定しました。その720業
種に「歯科技工所」が日技執行部
の申し入れの努力が功を奏し加え
られました。詳しくは 右のURL
をごらん下さい。
◈

専務 木村壽二
青森県技の専務及び連盟の会
長を引き受けて
昨年の総会で4月から専務に

就任し、また本会会長の仕事の
都合で6月に連盟の会長を引き
受けることになりました。新し
い役職での活動が約10ヶ月と
なり、専務としての活動より連
盟として、本部評議員会の出席
等々多くの時間を費やしてきま
した。また会員みなさんも理解
していただき会への温かいご支
援ご協力に感謝を申し上げま
す。

ページ 6

前編

http://www.chusho.meti.go.jp/k に28名になります(現在196名)。
inyu/2009/090217ShiteiMinaos また、経済が厳しいおり、会員の
hi.htm

毎月の会費負担を軽減することを

ご多分に漏れず歯科医院も一部 工夫する必要があります。
を除いては患者様の入りが減って

さらに大きな課題として2005

おり、我々の業界も経済が影響を 年11月迄に公益社団法人か一般
もろにうけています。治療したく 社団法人かどちらかに申請審査を
てもお金がないので我慢している 受けなければなりません。それは
潜在患者が増えているとの調査結 かなりの条件に合わせて整備しな
果がでております。定額給付金で ければならないことが山ほどあり
歯の治療にと思っている方々もお ます。(社)日本歯科技工士会の一
られるかもしれません。

員として効率的に機能できるよう

さて、新任の県技役員もはや一 行動して参りたいと思います。
年を迎えまして、役務執行の難し

会員の皆様におかれましても、

さ、煩雑さをそれぞれの部署にお 社会福祉の構成要員であり、組織
いて体験したところですが、新年 の構成員でありますことを踏まえ
度からまた心を引き締めて与えら まして、国民の健康増進の一翼を
れた課題に役員一同挑戦していく 担っているという誇りを持って、
気構えであります。新入会者の微 学究を極めつつ日々の仕事に邁進
増に対し、高齢会費免除会員(年 しようではありませんか。
度で萬70歳以上)が7名増えて一気

さて社会情勢が年々厳しい環

訴訟もそのひとつであり、その

境になってきており、会員が納

ことが保険医協会を動かし、先

得し組織が強くなっていければ

の日本歯科医師会代議員会にお

いいのですが、組織に参加した

いてもはじめて歯科技工士問題

がらない傾向にあり、またやむ

を取り上げてもらっており、少

を得ない理由での会員減少にも

しずつではありますが前進して

悩まされています。すでにご承

いるように思われます。いつま

知のとおり、歯科技工士のイ

でも見過ごすわけにはいかない

メージとしては長時間労働、低

歯科技工士問題であり、介護現

賃金、社会保障がないなど歯科

場の問題と同様歯科技工士の立

技工士会を取り巻く環境、さら

場におかれている厳しい現状に

に問題なのは歯科技工の海外委

対応するために、政治問題とし

託ではないでしょうか。このま

て取り上げてもらえれるように

まではいけないと思っている人

努めたいと思っております。

もたくさんおります。海外委託
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◈

庶務・広報・学術
小笠原 賢
今年度から、県理事になりまし
た。八戸の支部長も兼ねています
ので、会長はじめ各理事にご迷惑

◈

会計

佐藤浩一

初めまして、昨年度から会計
を担当することになりました、
佐藤です。仙台の仙台歯科技工
士専門学校を卒業後、歯科医院
◈

広報

石岡誠司

今年度より、広報を担当す
る事となりました。長内会長を
始め、各理事また会員の皆様に
は、県歯科技工士会・野球部に
◈

自営・厚生・勤対
対馬 雅之
昨年４月、青森県歯科技工士
会理事に、就任しました。
今、経済危機の影響が、県内
の歯科医療にも、少なからず影

◈

学術

福田祐嗣

昨年は、学術部のお仕事をさ
せていただきましたが、宮川氏
をはじめ皆様のご協力により、
◈ 組織 濱辺利喜
昨年、４月技工士会のために
少しでも協力ができればと、思
い理事を引き受けました。
毎回の理事会には、出来るだ
け出席するように心がけ、その
会ごとに会長はじめ、理事の皆
様が技工士会、そして会員の皆

を掛けぬ様に、頑張りたいと思い
ます。昨年度までは、広報を担当
したいましたが、今年度から石岡
氏が加わり、そして長内会長も加
わって内容の濃い広報誌を作って

2009年3月31日
いきたいと思います。学術は、宮
川委員長をサポートしていきたい
と思います。庶務は、連絡事項等
を遅れずにそして、確実に遂行し
ていきたいと思います。

に勤務し現在、八戸の自宅にて
技工所を開設して細々とやって
いる者です。今回､県の会計と
いう大役をまかされる事となっ
た訳は、身内の者に会計業務に

明るい者がいるから、と言う訳
なのでありますが、みなさまの
ご迷惑にならないように、がん
ばりたいと思います。

ご理解とご協力を頂き感謝して
おります。広報を担当するにあ
たり、長内会長・先輩広報委員
小笠原さんのご指導のもと、会
員の皆様に喜んで頂けるよう、

会長を中心に各理事と力を合わ
せて、県歯科技工士会を盛り上
げて行けるように頑張りたいと
思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

響が出ているのが、現状である
と思います。その中において、
歯科技工士会の抱えている多様
な問題点や、歪みを是正するた
めに、努力をしていきたいと思
います。

今後も会員の皆様の、ご支援
ご協力を、よろしくお願い申し
上げます。

無事職務を終えることが出来ま
した。本年も、引き続き学術委
員を勤めさせていただきますの
で、昨年のいろいろな経験を生

かし、よりいそう青森県技工士
会を盛り上げて参りたいと思い
ます。どうぞ、今年一年よろし
くお願いいたします。

様のために一生懸命努力されて
いる様子を感心とともに、感銘
を受けました。

案していこうと考えておりま
す。そして、今後県技と支部の
パイプ役となり、会員の皆様の
意見、考えを理事会へ伝えるこ
とが出来るように頑張っていき
たいと思っております。

また、青森県の新入会員が少
ない状況は、県内での就職先が
少ないことも一つの要因ではな
いでしょうか。募集に関しての
情報の発信を今後の理事会に提

以下次号につづく
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支部便り
八戸支部
ＬｕｎａＷｉｎｇの講習会にて

報告

八戸支部長

小笠原

賢

平成21年2月15日(日)に八戸市の中央公民館に於
いて、 （ 株 ） 山 本 貴 金 属 工 業 さ ん の 硬 質 レ ジ ン
Luna-Wingの講習会を開催しました。支部として
は、久々の講習会でしたが８名の技工士さんが受講
をしました。
また、技工士会の組織拡充への糸口であり未入会
員のアプローチの場所でもあります。
幸いなことに、若い未入会員の方が５名いました
ので出来るだけ技工士会に入って頂く事をお願い致
しました。
八戸支部
平成21年1月31日(土) 新年会

報告

八戸支部長

小笠原

賢

例年ですと、もう少し参加者が多いのですが不
景気のせいでしょうか、９名の会員と未入会員の
方ひとりと、計１０名で行ないました。
毎年第３土曜日と決まっていましたが、申し込ん
だ時にはもう予約が入っていて、それで参加者が
少なかったみたいです。
来年は、県理事の方と一緒に新年会をしますの
で、とりあえずもう予約をして来ました。
八戸支部の会員の方、来年はたくさん参加してく
ださい。
弘前支部

大学病院勤務

長内

隆

医学部附属病院に勤務する歯科技工士は、特
殊な環境にあるといえます。歯科・口腔外科の診
療科(外来・病棟)と、医学部歯科口腔外科学講座
(教室)を擁し、医学部医学科5年生全員グループ
実地研修の一環として、歯科技工室にて学生全員
の○模を造り、更に1時間ほどのレクチャーを施
しています。医者の卵(の卵)の彼らの熱い眼差し
にはつい時間をオーバー。欠損した体の一部を人
工物で精巧に製作し、放射線科や耳鼻科などの患
者様にも歯科技工士の技術を生かす事が出来ま
す。ガン手術で失った顎顔面補綴や顎義歯も我々
技工士の手から生まれる事に驚嘆しています。
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技工士としての責任を知ってもらう
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県技
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資料 報告

理事会報告

平成２０年度《第4回県合同理事会》議事録
参加者 長内会長・若松副会長・宮川副会長・木村専務・濱邊理事・安村・対馬・福田・石岡・小笠原・佐藤・柳谷支部長・
沖津支部長・宮崎相談役
座 長 木村専務
場 所 はまなす会館
日 時 11月29日(土) 午後4時~7時10分
会議内容
1. 各担当報告事項及び討議事項
会長より
◎実務者会議 21年2月28日 札幌 5名まで日技より旅費支給さらに東北ブロック長より各県へ2万円補助
◎新公益法人法改正に伴う説明会がメインの模様 当県はなるべく多数の理事を動員。
出席者5名決定 長内会長（社団法人）・斉藤理事（勤）・若松副会長（自営）・宮川副（学術）安村理事(組織)
◎パソコンの操作等及びシステムを活用できるように各理事習得して欲しい。Mailを 活用すれば情報の速達化、机上での
やり取りがスムーズに行く。
◎宮城大会での支出金額について合理的な割り振りを討議。各方面予算が少ない中、野球選手には活躍ご苦労様でありまし
た。しかし過去において宿泊費を全額本会から支出した事はなく、苦渋の判断で、選手の方々に一部負担をお願いする。
(6,000円と仮決めしたが、金額未定)。
学術より
◎ 実務担当理事が複数なので混乱を防ぐため会計は各イベントを担当した理事グループから1名を会計担当に立てる。
◎ 感染症予防歯科技工士講習会 参加者 会員35名 非会員21名 学生他14名
計70名
庶務より
◎日技名簿と県会員名簿の相違の確認をする。
広報
◎次回の広報誌を3月20日前後に発送したい？各支部よりイベント報告など投稿して欲しい。新春会長挨拶、新理事挨拶など
載せる。仙台野球写真と議事録、札幌実務者会議。総会の日取りなど。
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組織
◎入会促進事業費が諸般の事情により停滞していたが、会計理事と相談の上さかのぼって予算を見ながら順次お届けする。
厚生
◎野球では優勝できなかったのが残念でしたが、若い選手も入会し、無事参加する事が出来ました。やはり遠距離ともなれば予
算の事が今後とも気になります。他県でも予算が問題でした。
2. その他
◎ 新公益法人法に鑑み、5年以内に共益事業の内部留保の資金(共済)を公益事業に使うかあるいは合法的に、段階的に解消する。
案として会員から無徴収で保険会社に保険料を支払い続けることも視野に入れる。共済は最小限の見舞金程度として存続するか、
皆無にするか。来年の総会までに意向を固める。
◎ 次期理事会は上十三担当で場所を決定。追って連絡します。
連盟報告
木村氏 自民党青森県職域支部の会員を縮小しました。６名の会員です。
他県では解消した所もあります。
今後とも各候補者から招待があると思うがその都度出欠を判断する。
次回開催は、１月17日（土）クラブ旅館 (野辺地町) 16時から18時
以上

平成２０年度《第５回県合同理事会》議事録
参加者 長内会長、若松・宮川副会長、木村専務、濱邊・安村・福田・石岡・小笠原・斉藤理事、対馬支部長・沖津支部長、中
居相談役
座 長 木村専務
場 所 クラブ旅館（野辺地町）
日 時 １月１７日(土) 午後4時~６時・・開始4時30分、終了6時25分
討議事項
A) 実務者会議
21年2月28日 札幌 5名まででしたが、予定していた組織の安村氏が用事のため、会長が兼任で４名になった。長内会長（社
団法人・組織）・斉藤理事（勤）・若松副会長（自営）・宮川副会長（学術）
B) 宮城大会野球部負担について
宿泊費を全額本会から支出した事はなく、苦渋の判断で、選手の方々に一部負担をお願いする(6,000円と仮決めしたが、金額未
定)。と前回の理事会で決定しましたが、野球部そのものの予算が無く野球部を準県理事会員とし、県技活動及び事業に積極的に
参加して頂く事で負担を無くする事に決定。県技の予算も縮小しているので、次回以降はまた考察する必要ある。
C) 献血ボランティア
日技よりティッシュペーパーが、配布されて明年度に献血活動を行う方向。
D) 脇本氏 寄付 署名について
各支部に任せ、まとめて県技が窓口になる。
E) 中西会長
判決に対し声明文を出した。広報誌に記載します。
各担当報告事項
学術より
来年度の生涯研修は、６月と９月に行う予定。
自由課程は、ＩＴ関係の講習会を予定していますが、県庁にIT実習室を問い合わせてもらいたい
各会員からどのような講習会がいいかお聞きしたい。支部の会合などで聞いておいて欲しい。
庶務より
日技名簿と県会員名簿の相違の確認をする。今、会員名簿を提出出来るか日技に問い合わせています。
来年度の総会の日程を、４月１９日 はまなす会館に決定。
広報
次回の広報誌を3月20日前後に発送したい。新春会長挨拶、新理事挨拶など載せる。
挨拶文は、２００字で２月２０までに小笠原までに、お願いします。
仙台野球写真と議事録、札幌実務者会議。総会の日取りなど、
組織
毎年の青森歯科技工士専門学校への講師の方々が決まりました。
１月２８日安村氏、 ２月４日若松氏、 ２月１０日木村氏。
厚生
毎年の恒例のボウリング大会を開催します。追って詳しい内容を連絡します。
会計
各担当の会計報告を準備のほどをよろしくお願いします。
その他
連盟報告
木村氏 各議員さんの新年会に出席して来ました。今後の方針として、中西選挙が終わったので、義理も何もあっさりと行きま
しょうと理事全員の考えが一致した。
江渡聡徳氏・木村太郎氏・津島雄二氏
次回開催は、３月１４日（土）はまなす会館
16時から20時
予算決算打ち合わせ、事業計画案など。
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平成２０年度《第６回県合同理事会》議事録
参加者 長内会長、若松・宮川副会長、木村専務、濱邊・安村・福田・石岡・小笠原・斉藤佐藤・斉藤・理事、対馬支部長・沖津
支部長、
座 長 木村専務
場 所 はまなす会館（青森市）
日 時 ３月１５日(土) 開始 午後4時00分、終了７時30分
会議内容
会長から
実務者会議で公益法人の選択肢があり、日技は公益法人を目指しますが、青森県は公益法人か、一般法人か、どちらかになる模様
◎東北北海道ブロック実務者会議
09年2月28日午後3時より、各県5名以内までは交通費日技支給という事で、日技の役員更新年度に恒例の日技実務者会議が、札
幌市内のホテルで開催された(北海道技が幹事)。今回はいつもと違い、喫緊の事項として新公益法人法の解説講習会に的を絞って行
われた。さらに並行して技工士会女子部の会議が行われたが、本県は女性の理事がいないので、女子部会は欠席とした。なるべく
多数の理事に出席して頂きたかったが、2名が急用のため参加者を変更せざるを得なかった。2005年までに『公益社団法人』にな
るように色々な条件をクリアして申請し、認可されなければならない。
懇親会では日技会長以下下澤常務が来道、時局の挨拶を述べた。連盟に関して、今後も自民党で行くのかと言う質問には、時の政
権与党に与していくと述べた。
帰路車中では、条件の緩い『一般社団法人』にしても良いのではないかと、参加者一同 暗に思うこともあった。今後、当会の会
計事情を分析して、50パーセントルールが可能かどうか検討していく。また、日技本会の動向も注視していく。
討議事項。
学術より 来年度の生涯研修は、６月と９月に行う予定。
自由課程は、ＩＴ関係の講習会を予定と裁判員制度を考えております。
庶務より 会専用のノートパソコンを、買って欲しいです。全て個人のパソコンでやっております。協議の結果、1台購入決定。
さらに長内会事務所にA3対応の複合機を購入決定。予算は備品購入基金から。
広報
次回の広報誌を3月20日前後に発送したい。会長が19・20日市谷で代議員会なので少し遅れる。
組織
１月、２月に若松・藤川両氏に歯科技工士専門学校に講師として行っていただきありがとうございます。
組織活動資金を、申請があった弘前支部に２万円を渡しました。
また、各支部も活動をよろしくお願いします(1.5万円ずつ支給)。
厚生
ボウリング大会の結果を、早めに提出してください。
会計
各担当の会計報告をよろしくお願いします。前回早めにとお願いしていましたが、集まりが悪く本日は予算案が出来ません。
野球
収支報告書を後援会も含めて1枚にしたい。
技対・勤対
県歯科医師会の新会長に山口勝弘氏が決定。(ちなみに長内会長と中学同級生)
その他
会員住所を確認する。日技からの住所録と県技が持っている住所録を各支部長に確認をお願いする。また、住所変更
等の場合は、必ず支部長へ連絡の(支部長を通す)事。
総会の時期であるが5月31日に総会を開催する。
連盟報告 木村氏 各支部への経費としてお金を渡すつもりでしたが、弘前支部、八戸支部から活動をしていないのでその分青森
支部へ渡す。
連盟の規約を改訂するため新旧対照をそろえて理事会で提示した。
次回開催は、５月９日（土）はまなす会館
16時から20時 予算決算打ち合わせ、事業計画案など。
理事会の議題
審議事項
◎ 県事業計画案立案・各部署
定款・諸規程・会員名簿を発行する。
◎総会県執行部提案事項
昨今の経済状況、回の組織率低迷などの理由から毎月の会費負担を軽減するため、及び新公益法人移行に鑑み、共済の1,000
円を徴収しないで、とりあえず1年間継続のまま様子を見る。近い将来共済を暫時縮小しとりやめる。共済は日技のみとなる。
◎ 会計 決算案・予算案
5月9日の理事会で
◎ 役割分担
例年のように役員各担当をお願いする。委任状は例年通り。

編集後記
広報を、始めた頃はまだパソコンや、プリンターを上手く使えず会員の皆様にかなりのご迷惑を、お掛けしましたがこの頃やっ
と慣れてきた感じがあります。また、元県会長の中居さんが、私の家まで来て、４時間ぐらい掛かって封筒詰めまでしてやっと
発送できる状態でした。今は、青森の石岡氏が広報になってくれたおかげで、発送を担当して貰っています。
前回から長内会長に編集して貰っていますから、本当の広報誌らしくなって本当に、助かっております。
これからも、よろしくお願いします。
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