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令和４年度長野県健康づくり推進県民会議 

 

日 時 令和５年２月１４日（火） 

午後２時00分～午後３時30分 

場 所 Ｗｅｂ会議  

長野県庁本庁舎特別会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

○出川次長 

本日は福田健康福祉部長が所用のため出席できませんので、代理で参りました次長の出川広昭

です。よろしくお願いいたします。 

令和４年度健康づくり推進県民会議の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

本日は皆様、大変お忙しい中健康づくり推進県民会議に御出席を頂戴しまして大変ありがとう

ございます。また日頃から県政とりわけ健康福祉行政の推進にそれぞれのお立場で御理解と御協

力を頂戴していることに重ねて感謝を申し上げます。 

さて、県では全国トップレベルの健康長寿、こういったものを受け継いで発展させるために健

康づくり県民運動、信州ＡＣＥプロジェクトの推進により生活習慣病の発症予防と重症化予防の

取組を進めてきたところです。しかしながらコロナの影響や生活習慣の変化等による運動不足や

食生活習慣の乱れ、さらには健診受診者の減少など新たな健康課題も生じてきております。こう

した環境の変化に合わせた健康づくりの推進が必要とされているところであります。本会議にお

きましては、こうした課題への解決を図るため信州保健医療総合計画の健康づくり分野において、

関係する皆様方と毎年度進捗状況を確認、評価をしながら取組内容などを共有し、それぞれ施策

への反映を図ってきたところであります。来年度はこの総合計画の最終年度となり、次期計画の

策定作業もスタートします。本日の会議はこれまでの取組の評価や皆様方の活動の共有に加え、

次期計画の方向性等についても説明させていただきたいと考えています。皆様方から忌憚のない

御意見をお願い申し上げ、簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。 

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○健康増進課 

出川次長は所用により、ここで退席いたしますので御了承願います。 

本日御出席いただきました皆様は名簿のとおりとなっております。なお、会議内容については

議事録を事務局で作成し、県のホームページで公開することとしておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

３ 会議事項 

 

○健康増進課 

これより会議事項に入りますが、まず初めに座長の選任になります。選任につきまして構成員

の皆様から御異論がなければ事務局から皆様に御提案させていただきますがいかがでしょうか。 

それでは、事務局案といたしまして、座長に長野県医師会の飯塚副会長様を推薦させていただ

きますがいかがでしょうか。 

ありがとうございます。それでは会の座長を飯塚副会長様にお願いしたいと思います。 
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よろしくお願いいたします。 

 

○飯塚座長 

皆さん、こんにちは。ただいま座長に推薦をいただきました長野県医師会の副会長の飯塚と申

します。よろしくお願いいたします。 

皆様方にはお忙しい中健康づくり推進県民会議に御出席をいただき誠にありがとうございます。

この会議は信州保健医療総合計画に示されています各種計画に基づき、健康づくりの取組につい

て関係機関、団体等の取組を共有するとともに、相互に連携しながら効果的な推進を図ることを

目的としています。皆様方からは忌憚のない御意見をいただければと思います。 

今日の会議は終了が15時30分と時間が限られておりますが、皆様方にはよろしく御協力をお願

いしたいと思います。 

 

（１）信州保健医療総合計画（健康づくり分野）の進捗状況評価について 

 

○飯塚座長 

それでは、これから会議に入りたいと思います。 

まず会議事項の１、「信州保健医療総合計画健康づくり分野の進捗状況評価について」という項

目で、県の健康増進課から御説明をお願いいたします。 

 

○健康増進課の説明（資料1-1～1-3） 

・信州保健医療総合計画（健康づくり分野）の進捗状況評価について 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。ただいまの御説明に対しまして何か御質問・御意見等はござ

いましたら御意見をいただきたいと思います。手を挙げるボタンを押していただいて御意見をい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございます。特に御質問等がございませんので、次の会議事項に移らせてい

ただきます。 

 

（２）令和４年度における健康づくりの取組について 

 

○飯塚座長 

２番目の会議事項です。「令和４年度における健康づくりの取組について」に移ります。県及び

各機関、団体から事前に御報告をいただいておりますので、後ほど説明をお願いいたします。資

料の順に御指名をさせていただきますので、御発言の際はマイク、カメラをオンにしていただき

たいと思います。大変申し訳ございませんが、時間の都合上説明は簡潔にしていただき、できれ

ば２分以内でお願いしたいと思います。 

それではまず、健康増進課から御説明をお願いいたします。 

 

○健康増進課の説明（資料2-1～2-3） 

・令和４年度における健康づくりの取組について 

 

○飯塚座長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、長野県医師会の取組について私から説明をさせていただきます。 
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資料2-3を御覧いただきたいと思います。長野県医師会における健康づくりの取組としてテレ

ビでは健康番組「あなたもホームドクター」、「医師会だより」、「健康ばんざい」、ラジオでは「こ

んにちはドクター」、その他テレビ・ＣＭ、リーフレット「みんなのけんこう」を通して、疾病や

健康増進に係る情報を提供しております。テレビ・ＣＭでは新型コロナ対策、足の健康管理、イ

ンフルエンザ予防、ＨＰＶワクチン、ヒートショック対策等についての情報を提供してまいりま

した。県医師会のホームページにおいては、禁煙支援医療機関のリスト（診療報酬におけるニコ

チン依存症管理料届出医療機関）を医療圏別に地図で表記するなど分かりやすく掲載し、情報提

供しているところであります。ただこの事業につきましては、医療用禁煙補助薬のチャンピック

スというお薬が2021年６月から製造がされておりません。これは不純物が中に入っておりました

からです。今は禁煙外来が大変困っておりまして、それぞれの医療機関は禁煙外来をストップし

ているところが多いという状況でございます。 

以上、長野県医師会の報告でございました。 

それでは続きまして、長野県歯科医師会新津様、お願いいたします。 

 

○長野県歯科医師会 新津常務理事 

歯科医師会常務理事の新津でございます。2021年10月、長野県歯科口腔保健推進条例の一部が

改正され、その中に基本的施策６項目が追加されました。私どもはその具現化に向けて様々な事

業展開をしております。資料2-3の１ページを御覧ください。まずやはりここ数年一番力を入れて

いるのが新聞、ラジオ、テレビ等を通した歯科保健啓発活動でございます。新聞、ラジオ、テレ

ビ、記載のとおり様々な活動を行っております。 

そして２ページでございます。各種大会の開催、こちらも記載のとおりでございます。こちら

はほぼ例年どおりの開催となっております。そして真ん中、各団体との研修会等の講演、こちら

はまず産業保健研修会、そして健康保険組合連合会長野連合会主催の講演会、そして長野県保健

補導員等連絡協議会主催の講演会等を行っております。 

その他の取組といたしまして、長野県「歯と笑顔のフォトコンテスト」、こちらは昨年令和３年

度から開催しております。そして「こども８０２０推進委員育成事業」こちらはやはり子どもの

頃から歯科保健の正しい知識と生活習慣を身につけていただくということを目的として、ここ数

年行われております。そしてその下、「オーラルフレイル対策事業」でございます。その中で令和

４年度から県の委託事業といたしまして「お口の健康推進員委員研修会」を長野県、そして県歯

科衛生士会と協力をして開催しております。こちらは地域における歯科口腔保健推進に関する取

組の活性化及び強化を図ることを目的としております。また現在長野県とともにオーラルフレイ

ル対策タスクフォースを立ち上げ、県民への普及・啓発事業等について検討しているところでご

ざいます。この会議の要綱の目的にもありますけれども、県民の健康づくりには単独での事業展

開ではなく、多職種連携が非常に重要になってくると考えております。つまりキーワードは多職

種連携だと思っております。県民の皆様の健康長寿延伸に向けまして、歯科医師会一丸となって

さらに事業に取り組んでいきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、長野県薬剤師会の藤澤様、お願いいたします。 

 

○長野県薬剤師会 藤澤副会長 

長野県薬剤師会副会長の藤澤と申します。よろしくお願いいたします。 

３ページに書いてあるところですが、長野県が行っております信州ＡＣＥプロジェクトに協力
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する事業として「薬剤師・薬局から発信、「信州ＡＣＥプロジェクト」実践事業」というのを行っ

ております。４つありまして、１つ目は「受けよう健診」ということで健診受診の重要性につい

てポスターを掲示して薬局にお見えになった方に今年は健診を受けましたかという呼びかけをし

ます。受けていなかったりしましたらぜひ御本人、それから御家族の方も健診を受けましょうと

いうような声かけをしてまいりました。 

２番目ですが、「受けよう歯科チェック」です。これは歯科チェックの受診の重要性についてポ

スターを掲示し、薬局にお見えになった方に歯科チェックを受けていますかというふうにお声が

けをします。もし受けていなかったら受診を促すということになります。特に骨粗しょうの治療

薬とか、あるいは糖尿病治療薬を服用している患者様を中心にお声がけをしています。これはお

口のチェック項目というのを長野県歯科医師会の先生に監修していただいて作って配布していま

す。先ほど歯科医師会の先生がおっしゃいました多職種連携、その１つかなということを思って

います。 

次のページの４ページ目に参りますが、フレイル予防ということでこれは栄養士会様と一緒に

取り組ませていただいています。フレイル予防についてポスターを掲示しまして、フレイルの可

能性がありそうな方にお声がけをしています。必要があれば栄養相談を受けましょうとか、ある

いは栄養士会様で長野県栄養ケアステーションもありますので、そんなところに相談をしてもい

いのではないでしょうかというようなお声がけをしています。フレイルチェックのチラシ、それ

から栄養バランスチェックのチラシ、これは栄養士会様に教えていただいて作って配布をしてお

声がけをしています。 

４番目ですが、これは令和５年２月で今やっているところなのですが、「血圧声かけ事業」とい

うのをやっています。薬局にお見えになった方に御自分の血圧を御存じですかというふうにお声

がけをしまして、受診をして治療を受けている方はそれでいいのですが、なかなか血圧に関心の

ない方もいらっしゃいますので、そういう未受診者が受診につながればいいなということで御自

分の血圧を測ってみたらいかがでしょうかとか、薬局に血圧計を設置しておりますのでここで測

って、必要があったら受診されたらどうでしょうかというようなお声がけをしています。 

それから次のページに参ります、こころの健康ですが、５ページの真ん中辺、３月にやる予定

でいますが、自殺対策強化月間がありますのでこのときにも薬局からお声がけをしていくという

ことで、啓発資材を入れたポケットティッシュを配ってお薬をため込んでしまっているような心

配のある方とか、あるいはお薬に対する不安がある方、そのような方にうまく使っていただきた

いなということでお声がけをしています。あるいはＬＩＮＥの広告などでも自殺対策の広告を入

れています。 

またたばこに関しましては、学校薬剤師というのがおりまして小・中・高でお手伝いをしてい

るのですが、学校教育の中でたばこの害を知らせていく、またがんとかの関係などもお話をさせ

ていただいて未成年者が喫煙に結びつけないようにということで御支援をさせていただいていま

す。またこれは子どもさんだけではなくて、おうちに帰ったらおうちの方にもお話をしていただ

いて、家族皆がたばこの害について知っていただきたいなというようなことで取組を行っており

ます。 

以上になります。ありがとうございました。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

では続きまして、長野県看護協会の山本様、お願いします。 

 

○長野県看護協会 山本副会長 

長野県看護協会の山本と申します。よろしくお願いいたします。 
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６ページの上段を御覧いただきたいと思います。まず初めに看護協会の事業所として行ってい

ることを２点上げさせていただきました。先般もお話をさせていただいたところですが、県民参

加型の健康づくり、県で主催しておりますＡＣＥプロジェクトに今年度初めて参加をさせていた

だきまして、非常によかったということで、やはり運動習慣をつけるということが最も基本的な

ところで大事なことではないかと思いますので、看護職全体にもＡＣＥプロジェクトについては

広めていきたいと考えております。 

それからこころの健康につきましては、これも今年度初めて職員全員のストレスチェックの実

施をさせていただきまして、強いストレスを感じている職員の方につきましては、随時産業医の

先生との面談を現在実施しているところでございます。 

それから歯科口腔保健につきましては、「食べる楽しみを支える会」のメンバーとしまして事業

運営に参加をさせていただいております。信大の栗田先生を中心に歯科医師の先生、それからリ

ハビリ部門、栄養部門、介護部門それぞれの専門家の皆さんが入って意見交換を行いながら進め

ているところでございます。最近では「食べる楽しみを支える会」のホームページの更新を行い

ました。新規内容としましては、嚥下診療対応の病院の一覧表の追加をさせていただいておりま

す。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

ありがとうございました。 

続きまして、長野県栄養士会馬島様、お願いいたします。 

 

○長野県栄養士会 馬島会長 

長野県栄養士会の馬島でございます。よろしくお願いします。 

長野県栄養士会では県の全域の職域、各支部、それから栄養ケアステーション事業を通しまし

て食事と栄養からの健康づくりに取り組んでいるところですけれども、県民参加の健康づくりと

しましては、「まちかど栄養相談」というのを県内のスーパーマーケットにおいて支部ごとに行っ

ております。 

それから生活習慣病予防としましては、地区ごとに糖尿病公開講座を開いているのですけれど

も、一般の県民も対象に先生、それから管理栄養士、健康運動療法士などによる講話や相談など

を行っております。あとはクリニックの先生からの依頼に応じまして、外来栄養食指導も行って

おります。 

それから栄養食生活の面ですけれども、ライフステージ別に栄養食生活に関しての普及・啓発

を実施しているところなのですけれども、若い世代に向けましては高校生のための出前講座とい

うものをやっておりまして、高校に出向きまして食事の重要性ですとか健康についてのお話をさ

せていただいています。あと高齢者の方に対しましては、フレイル予防のお手軽レシピ集という

ものを作成しまして、これを基にいろいろな支部ですとか社協さんでフレイル予防の講義をした

り活動をしています。あと全世代に向けてですけれども、栄養の日のキャンペーンというもので

８月４日栄養の日ということを決めておりますので、そこを中心に地域の大型スーパーのいろい

ろな場所をお借りしまして、一般の県民の方に１日に摂取したい野菜の量350グラムを展示しま

したり、免疫力を高める食品と料理の展示、あとはフレイル予防についてとか減塩についてと栄

養相談などをいろいろな内容で栄養の日キャンペーンを行っています。それから世代別メニュー

といたしましては、子育て世代、若い世代、働き盛り世代、シニア世代に郷土料理とか行事食に

ついてなど、健康に配慮したメニューも作って一般の方に普及・啓発をしているところです。 

皆様も使っていただいているかどうか分からないのですけれども、長野県健康長寿食堂という

のがＭＩＤＯＲＩにありますけれども、そこに栄養士会監修の「信州めぐみ御膳」という献立を
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提供しております。 

このようなことを中心に活動しております。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、日本健康運動指導士会長野県支部岡田様、お願いいたします。 

 

○日本健康運動指導士会 岡田支部長 

よろしくお願いいたします。健康運動指導士会長野県支部です。有資格者の資質向上のための

研修会ということで、コロナの影響でここ２年ほどできなかったものの再開ができました。あと

県民参加型の事業としてご当地体操コンテストをコロナ前は県内各地現地開催できていたものが

ここ３年はビデオコンテストという形になっていますが、今現在８つの体操のエントリーがあり、

今ちょうどＡＣＥプロジェクトのページやＹｏｕＴｕｂｅページ等で公開されておりまして、ま

もなく結果発表等があります。ぜひ皆さん、御覧いただければと思います。 

あと県から依頼をいただいた運動アドバイザーや研修会等への講師派遣、そして各地域での委

員会で身体活動、運動の立場でお声かけいただいたものへの委員の派遣、あと県内に健康運動指

導士の有資格者が約550名、健康運動実践指導者が約350名いますが、それぞれの立場で各地域か

らの依頼に対応しているという状況です。 

今年度の取組ではないのですが、国の健康づくり計画の改定と合わせて身体活動、運動のガイ

ドラインについてもまもなく新たなものができるということで、長野県は前回も国のガイドライ

ンに基づいて長野県版のガイドラインの策定としたのですが、今後そういう取組も進めていきた

いということで身体活動・運動のニーズ、いろいろな形で非常に多いので、またいろいろな職種

の団体の皆さんからお声がけをいただいて取組を進めていきたいと思っております。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県歯科衛生士会宮嶋様、お願いします。 

 

○長野県歯科衛生士会 宮嶋会長 

長野県歯科衛生士会、宮嶋です。よろしくお願いいたします。 

長野県歯科衛生士会では例年県民公開講座を行っておりまして、今年度は第18回ということで

特に歯周病と大きく関わりがある糖尿病を今回はテーマにオンデマンド、ＹｏｕＴｕｂｅで公開

をさせていただきました。こちらの構成員の団体の方々にも御講演をいただきましてありがとう

ございました。また来年度も企画をしていく予定にしております。 

先ほど歯科医師会の新津先生からも発表がありましたけれども、県からの委託事業、地域歯科

口腔保健推進関係者研修会、お口の健康推進員の事業に協力をしておりまして、13か所を予定し

ておりました。あと２か所の講師派遣を予定しておりますので、それに従事できるように歯科衛

生士を育成しております。ほかにもオーラルフレイル対策推進事業に関しましては、昨年度まで

３年間県からの委託事業で市町村支援をしておりますけれども、それの集大成のガイドラインも

これに載っていませんけれども今年度発行させていただいています。それに基づきましてそこか

ら継続で御代田町、立科町さんなどはそのまま市町村で予算を取っていただきまして、歯科衛生

士会に委託をしていただき、オーラルフレイル対策推進事業を協力しておりますし、単発でもい

ろいろなところから講師派遣の依頼は来ております。そちらにも利用できるように啓発リーフレ
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ットとか、あとほかにも下に書いてあるようないろいろな歯科衛生士の研修事業も行っておりま

す。皆様御承知のこととは思いますけれども、国でも国民皆歯科検診ということが指針として出

されておりまして、それに伴いまして当然歯科健診は絶対に必要になってくるのですけれども、

健診をしただけではやはり駄目で、その後の保健指導の分野というのを歯科衛生士がしっかりと

担っていかなければいけないということ、そのためには口腔内だけではなく全身疾患とか社会背

景とか、その人をきちんと捉えながらの効果的な保健指導ができるように歯科衛生士の育成をし

っかりと進めていかなければいけないなということを次年度以降考えています。それのためにも

こちらの皆様方にもいろいろと御指導をいただきながら連携しながら、またいろいろな教室にも

歯科衛生士が関わりながら県民の健康づくりにお役立てできるように頑張りたいと思っておりま

す。 

以上です。 

 

○飯塚座長どうもありがとうございました。 

続いて８ページの上、長野県調理師会となっておりますが、本日湯本様が欠席ですので、皆様

には資料にお目通しをいただきたいと思います。 

それでは続きまして、長野県保育連盟長谷川様、お願いいたします。 

 

○長野県保育連盟 長谷川副会長 

長野県保育連盟の長谷川でございます。 

資料の８ページを御覧ください。長野県保育連盟では、保育所における給食や食事の在り方、

家庭支援について大きく２つの柱に分けて取り組んでまいりました。まず１つ目は①の61回保育

研究大会において、２つのテーマに沿って県下４園より研究したことに対し幼児期のよりよい食

事について多方面から考察いたしました。また２つ目は私ども保育連盟の給食委員会においてで

す。保育所の給食ヒヤリハット事例から危険なものを全て排除するのではなく、事例から学び多

種多様な食材を安全に幼児期から食べるにはどうしたらよいかということを基本に冊子を進めて

おります。以上１、２の学びから家庭支援も実践しているところでございます。また資料にはご

ざいませんが調理員、また家庭へ向けてなのですが、おやつやおかずのレシピなども長野県下で

配布しているところでございます。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県小学校長会 関口様、お願いいたします。 

 

○長野県小学校長会 塩崎小学校関口校長 

お願いいたします。長野県小学校長会の関口と申します。 

地域によって多少違いがあるかもしれませんが、多くの小学校で行っている内容についてまと

めさせていただきました。栄養・食生活については、各小学校でテーマを決めて給食週間や旬間

を行って食育に関わる内容を扱っている学校が多いです。その中でも栄養士の先生と一緒に給食

を食べたり、栄養について栄養士の先生から御指導を受けている学校もあります。 

身体活動・運動についてですが、多くの学校が全国体力テストや新体力テストを実施して、そ

の結果を経年比較しながら体育の授業改善や体力づくりに生かしております。 

たばこについてですが、学校の薬剤師の先生、それから保健師さんに外部講師をお願いしてア

ルコールやたばこの害について、特に高学年で授業を行っている学校が多いです。 

歯科口腔保健については、学校の歯科医師の先生に来校していただいて、年２回の検診をお願
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いしております。コロナ以前は歯科指導も一緒に指導していただいている学校が多かったかと思

います。 

生活習慣病については４年生で生活習慣検診を行って、自分の体について知る一助としており

ます。 

またこころの健康については、講師の先生をお招きして運動と健康、食生活と健康、こころの

健康などについて保護者向けに講演会を実施している学校が多いかと思います。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県保険者協議会濱村様、よろしくお願いいたします。 

 

○長野県保険者協議会 濱村副会長 

長野県保険者協議会の濱村でございます。 

私どもはいずれの事業も生活習慣病の予防という観点で行っております。上段ですが、特定健

診、保健指導研修会という名目で効果的な生活習慣改善指導の実践につながることを目的に、昨

年は８月に肥満対策というテーマで２回ほど講義を行ったところでございます。またその下でご

ざいますが７月には、保険者協議会トップセミナーという形で協議会を構成する各医療保険者の

長の方を対象に講演を行ったところでございます。それから一番下でございますが、重症化予防

の取組に関する研修会という名目で好事例の横展開を図ることを目的に講演、それから事例発表

等を行ったところでございます。今後もいろいろな団体の皆様と連携しながら取り組んでいく考

えでございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

ありがとうございました。 

続きまして、全国健康保険協会長野支部清水様、お願いいたします。 

 

○全国健康保険協会 清水支部長 

協会けんぽの清水でございます。よろしくお願いいたします。 

10ページのところですが、まずはＡＣＥプロジェクトのＰＲということで、私どもの加入事業

所が３万8,000ほどございますので、そちらに毎月送付しております各種広報物にＡＣＥプロジ

ェクトの一員ですよということを印刷しましてＰＲに努めたということが１つ。 

それから続いて私どもが一番力を入れているところですが、生活習慣病予防ということでまず

１番目、健診の結果データを取得するというところに力を入れております。健診は自分の健康状

態を把握するという意味と、もう一つその結果をもって特定保健指導であるとか医療機関の受診

につなげるというハイリスクアプローチとのスクリーニングとしての意味があるわけです。その

後者につきましては、協会けんぽに健康診断の結果データを提供していただかないとそこにつな

げられないということで、その意味でまだなかなか提供していただけない事業所さん、またそう

いうことを御存じないという事業所さんが多いものですから、こちらに書いてございますように、

長野労働局さんにも御協力をいただきまして連名の文書を発信したり、あるいは電話、事業所の

規模によっては個別訪問をして直接事業主さんにお願いをするというような活動をしております。

特定保健指導についてもなかなか受け入れていただけない事業所さんが少なくないものですから、

こちらも直接私どもの特定保健指導の意義を伝えて受け入れていただくというように電話、それ

から訪問によって受け入れていただく事務所を増やす活動をしております。 
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それから栄養食生活以下につきましては、活動としますと当局から講師を派遣しまして事業所

に出前研修会を実施しているということで、今年度につきましてはコロナの影響もありまして若

干少ないのですが、１月末現在で延べ76事業所にて実施をしております。 

それから歯科口腔保健につきましては、県の歯科医師会さんと連携をいたしまして、歯科健診

の費用補助、クーポンを発行しまして私どもで費用補助をさせていただくということで、希望事

業所に対して定員2,000名で、これは昨年に引き続きですけれども昨年よりも人数を倍にしまし

て実施をしております。 

私どもからは以上でございます。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野産業保健総合支援センター辻合様、お願いいたします。 

 

○長野産業保健総合支援センター 辻合副所長 

長野産業保健総合支援センターの辻合です。皆様お世話になっております。 

私どもから生活習慣病及び歯科口腔保健のことにつきまして、健康というのは口から入るもの

ですから、生活習慣病とは切っても切れないものです。歯科口腔と生活習慣病を合わせた研修を

今年度においても実施しております。また、私どもの長野産業保健総合支援センターの地域窓口

としまして、地域産業保健センターでは健康診断を実施した後に事後措置として有所見のある方

の医師の意見聴取というのがありますので、そのときに併せて健康相談を受け付けておりまして、

登録保健師から健康についての指導をさせていただいております。 

またこころの健康としまして、私どもでは研修とともに先ほどからお話がありました全国健康

保険協会長野支部さんとも連携をいたしまして、そちらに寄せられましたメンタルヘルスに対し

ての研修というのを実施しております。何分長野産業保健総合支援センターというのは単体では

やはりなかなかこういったいろいろな業務について進め切れませんので、各団体とも連携をした

上で今後ともやっていきたいと思います。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野労働局小林様、よろしくお願いいたします。 

 

○長野労働局 小林健康安全課長 

長野労働局労働基準部健康安全課の小林と申します。 

私どもは何をしているかといいますと、労働災害の防止に取り組んでおりまして、これには疾

病、すなわち病気も含まれます。分かりやすい例で言いますと、職場で重いものを持って腰痛に

なったとかそうしたものの予防を行っています。それから高齢者の雇用の進展に伴って転倒災害

で被災される方が非常に増えておりまして、昨年転倒災害が過去最多でして年間県内で職場で転

んで骨折するという重症な方が500人ぐらい出ております。 

具体論ですが、１点目の資料にいきまして「県民参加の健康づくり」については、県庁様など

の事業について今後もう少し周知を図っていきたいと思っております。 

続いて「生活習慣病」の関係ですが、労働安全衛生法で健康診断が義務づけられております。

所定の所見がある労働者に対して私どもの労災保険法に基づく二次健康診断などの勧奨を行って

おります。２点目については、高齢者医療確保法などの関係で協会けんぽ様などと連携をしてい

ろいろな取組を行っております。３点目の星印になりますが、協会けんぽさんとかなり連携を進
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めているのですが、従業員５人未満の事業所については国保の適用になると思いますが、ここに

記載の具体例に限らず、国保様とも今後何か連携できることがあるのではないかと考えておりま

す。 

「栄養と食生活」は特段の事業はないですが、何か適する事業があれば周知を行っていきたい

と思っております。 

続いて次のページですが、「身体活動・運動」に関して、先ほど言いましたように高年齢労働者

を中心に大変転倒災害が増えているということで、若年者を含めて昨年500人が県内で骨折など

の重症の労働災害に遭っております。今年度からSAFEアワードというものを厚生労働省全体で始

めており、企業の健康づくり事例もＱＲコードのところに載っておりますので、関係する方は周

知をお願いしたいと思っております。それから労働局の取組２点目として、SAFE協議会というの

を立ち上げまして、転倒災害の予防について健康づくりの事例の収集も含め今後強化をしていき

たいというのが２点目です。これについても関係する事業があれば星印にありますように周知を

行っていきたいと思っております。 

「こころの健康」の関係については、１点目として労働基準監督署において事業所に対して指

導しているということと、２点目として関係機関である長野産業保健総合支援センターの周知・

活用推奨、それから厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」というのがありますので、周知

を行っております。星印のお願い事項としては事業主とか労働者、働く方へ接する関係者におか

れましては、長野産業保健総合支援センターや「こころの耳」の周知をお願いしたいと思います。 

「歯科口腔保健」は当方では特段事業はありませんが、関係する事業があれば周知をこちらで

も行っていきたいと思っております。 

最後に「たばこ」ですが、職場での受動喫煙防止についてこちらも啓発を行っておりまして、

１点目としてガイドラインがあります。２点目として事業主向けの相談支援事業がありまして、

また３点目として助成金、これは健康増進法の既存特定飲食提供施設のみが対象となっておりま

すが、周知を行っております。関係する方々におかれましては周知のご協力をお願いしたいと思

います。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県保健補導員会等連絡協議会笹沼様、よろしくお願いいたします。 

 

○長野県保健補導員会等連絡協議会 笹沼会長 

長野県保健補導員会等連絡協議会の笹沼です。よろしくお願いします。 

令和４年度の取組として７月20日に市町村保健補導員会等正副会長研修会を開催し、オーラル

フレイル予防について県歯科医師会会長の伊藤正明先生から御講演いただき、おいしく楽しく食

べることの大切さやオーラルフレイルの予防方法を詳しく教えていただきました。また10月７日

には長野県保健補導員等研究大会を４年ぶりに開催することができました。長野県の伝統的な食

文化と健康について、長野県立大学健康発達学部食健康学科教授の中澤弥子先生から、そしてこ

れからの保健補導員の役割について長野県立大学大学院健康栄養科学研究科准教授の今村晴彦先

生から御講演いただき、大変大きな学びとなりました。コロナ禍が続いた年ではありましたが、

会場集合人数を制限し当日の大会の内容を収録したＤＶＤを各市町村に配付し、市町村での研修

会等で視聴してもらうなど密集を避ける対応をして無事に大会が開催できてよかったと思います。 

また各市町村で活動している保健補導員等の学習の参考としていただくため、生活習慣予防等

健康づくり全般にわたる資料として、令和５年保健補導員等活動のしおりを作成し、３月に発行

する予定です。 

以上です。 
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○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県食生活改善推進協議会金井様、よろしくお願いします。 

 

○長野県食生活改善推進協議会 金井会長 

食生活改善推進協議会会長の金井春子でございます。 

昨年に引き続きまして調理実習を行うことは困難でしたが、感染対策をしながら個別訪問等に

よりレシピや資料を配付しながら食生活改善の普及・啓発を行っております。また「全世代に広

げよう健康寿命延伸プロジェクト」ということで、こちらは国の委託事業なのですけれども、若

者世代、働き世代、高齢世代の３つの世代ごとに講習会や調理実習、家庭訪問等を行いながら取

り組んできました。特に高齢世代では出かけてもらう場づくりとしてシニアカフェを地域で開催

し、簡単な体操やバランスのよい食事の実践について啓発を行い、フレイル予防の推進にも努め

ております。 

食生活改善普及・啓発事業ということで、県から委託をされまして昨年度から実施しておりま

す県下5,000人を目標に塩分チェックシートを含む食生活アンケートを実施し、バランスのよい

食事と減塩に向けた啓発を行いました。 

以上でございます。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、千曲市の牧野様、よろしくお願いいたします。 

 

○千曲市健康増進課 牧野健康増進係長 

よろしくお願いいたします。千曲市です。 

県民参加の健康づくりにつきましては、記載のとおりウォーキングコースの整備、千曲市健康

寿命延伸体操「あん姫いきいき体操」の普及・啓発をしております。生活習慣病予防、栄養・食

生活、身体活動・運動につきましては、ライフステージに対応した健診・保健指導、また普及・

啓発などを行っております。 

こころの健康につきましては、精神科医、保健師による相談と引きこもり支援事業、自殺対策

につきましては、市内の４中学校全てと希望のある小学校に保健師が出前講座という形でお伺い

しています。またゲートキーパー研修が明日開催予定となっており、先生をお招きしております。

市の内外から参加御希望の依頼がありました。 

歯科口腔保健につきましては、保健指導、健康教育、フッ化物洗口について各年齢に合わせて

やっております。また乳幼児健診の歯科検診、あと節目の年での歯周疾患健診も行っております。

現在乳幼児健診のお手伝いに来てくださる歯科衛生士さんがとても少なくなってしまっていて、

どこにお声をかけて、来ていただけたらいいのかなと悩んでいるところです。 

たばこにつきましては記載のとおりです。 

母子保健については、出産前は母子健康手帳の交付から妊婦健診、妊婦歯科検診、妊婦教室を

行っております。産後は産婦健診、産後ケア事業、赤ちゃん訪問は全戸訪問、また各月齢・年齢

に合わせた乳幼児健康診査、離乳食の相談を７か月・10か月のときに行っております。また育児

相談、心理と言語相談、また発達についてのフォロー教室を行っています。不妊治療費助成につ

いても事業を行っております。子育て世代包括支援センター事業については子育ての担当課と連

携しながら事業を行っています。 

以上です。 
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○飯塚座長 

ありがとうございました。 

資料14ページの下、阿智村となっておりますが、阿智村の山本さんは本日都合がつかず欠席で

ございますので、資料の内容を御覧いただきたいと思います。 

本日の資料にはございませんが、団体の活動等について口頭での報告等をいただきたいと思い

ます。御出席いただいている方からお話をいただきたいと思います。 

まず長野県保健所長会鈴木様、お願いいたします。 

 

○長野県保健所長会 鈴木事務所長 

上田保健福祉事務所の鈴木でございます。よろしくお願いします。 

保健所はやはり今年度も新型コロナウイルスに明け暮れた１年でございました。今のところ少

し落ち着いてまいりまして、患者発生、それから入院患者さんも落ち着いてきている状況です。

通常の業務というのがなかなかできなかった１年でございました。その中で保健所としてそれで

もやっていたことというのが、こころの健康、自殺対策として「くらしと健康の相談会」という

のを１年に４回やりまして、保健師による健康相談ですとか、弁護士さんに入っていただいて失

業ですとか債務などの相談に入っていただくことがございました。 

それから、健康増進課と協力させていただいて、ややスケールは縮小したものの県民健康・栄

養調査を保健所も協力させていただきました。また来年度から感染症法上の新型コロナウイルス

の立ち位置が変わるということが国から発表されておりますが、その方針がまだ明らかになって

おりませんが、３月上旬に少しずつ分かってくるということでまた今後どのようになっていくの

か保健所では何とも申し上げにくい、これからどういった活動ができるのか不透明な部分もあり

ますけれども、御協力させていただきながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

ありがとうございました。 

続きまして、長野県中学校長会篠原様、お願いいたします。 

 

○長野県中学校長会 篠原幹事長 

長野県中学校長会の篠原と申します。よろしくお願いいたします。 

資料の提出ができずに申し訳ありませんでした。中学校の校長会としての全体的な動きはあり

ませんが、全県の中学校で行われていることを簡単に御説明申し上げます。 

まず栄養・食生活についてでありますが、給食センターと連携を図りながら給食を通して食に

ついて考える機会を設けるとともに、また家庭とも協力を得ながら日々の家での食について見つ

めるよう指導を行っております。 

身体活動・運動についてでありますが、保健体育の授業を通して全校の生徒が定期的に体を動

かすことを行うとともに、中学校ですので中には運動部の活動を通して健康増進に努めている生

徒もたくさんおります。 

またこころの健康についてでありますが、中学生は日記を毎日書いている学校が多いかと思い

ます。そういった日記であったりだとか定期的な相談、またはアンケートによる生徒の困り感を

教師側がしっかりと把握して、教師が生徒の相談に乗ったり、また案件によってはスクールカウ

ンセラーへつなげて指導・改善を図っているというケースもあります。 

以上であります。 
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○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県高等学校長会内藤様、よろしくお願いいたします。 

 

○長野高等学校長会 内藤校長 

県高校長会の内藤です。よろしくお願いします。 

中学校様と同じく校長会としての取組ではありませんが、各学校で取り組まれていることを御

紹介いたします。生徒の健康に関しましては、各学校で養護教諭による健康だよりのようなおた

よりの発行により例えば、清涼飲料水の飲み過ぎによる害の周知ですとか、予防的な意味で喫煙

の害など、そういったことを教育的に周知しております。 

それからこころの健康で言いますと、生徒に対してはＳＯＳの出し方教育、自分が困ったとき

に自分だけで悩まずに周りに相談をするＳＯＳの出し方教育、それから職員に対してはゲートキ

ーパー研修、自死を予防するための研修などが行われております。また職員の健康に関しまして

は、学校安全衛生委員会というものが各学校にありまして、月１回を目途に開催されております。

人間ドックの受診指導、健康指導などのほかに、やはりよく言われるのですが働き過ぎ、働き方

改革、どうしたら勤務時間を短くできるかということなども話し合われています。勤務時間に関

してはかなり苦慮しているところでなかなか短くできずにいるところです。またストレスチェッ

クなどももちろん行われておりまして、個々の職員のストレスの状況の分析にも役立っています

が学校ごとに随分状況が違いますので、その学校の傾向、ストレスの傾向などを分析するのに大

変役に立っております。 

以上です。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

続きまして、長野県経営者協会梶田様、よろしくお願いします。 

 

○長野県経営者協会 梶田次長 

経営者協会の梶田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

経営者協会で何ができるかというのはいろいろありまして、健康づくりに個別、具体的、ある

いは直接的に提供できる何かを持っているというわけではありません。経営者協会の活動として

企業の在りようですけども、企業の労務管理などと考えております。最近はいわゆる健康経営な

どを含めて進めていく中の１つのテーマとして、従業員の健康、従業員を含む家族の健康、そう

いったものを今後取り上げていくということになっていくのかなと思っています。あるいは、当

方で行っている講演会や研修の中でそういったことをテーマとして取り上げていく中で、様々な

機関とどう連携・協力をしていけるかというところになっていくのかなと思っています。 

企業への周知・啓発とかそういったことが当会としてできることなのかなと思っておりますけ

れども、そういった中で皆さんからこのようなことがいいのではないか、あるいは企業としてぜ

ひこういったことをやってほしい、やっていくべきだ、といったものも含めてまた御提案をいた

だければうれしいかなと思っています。 

すみません、具体的なお話はできませんけども、御理解いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。 

以上、各団体の取組につきまして様々な貴重な御意見をいただきました。全体を通しまして何
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か御質問等がございましたら、手を挙げるボタンを押していただければと思います。いかがでし

ょうか。 

特に御質問等はないようでございますので、次に進めさせていただきます。 

 

（３）第４次健康増進計画の策定について 

 

○飯塚座長 

それでは会議事項の（３）、「第４次健康増進計画の策定について」健康増進課から御説明をお

願いいたします。 

 

○健康増進課（資料3-1～3-4） 

ア 信州保健医療総合計画として一体化する計画について 

イ 国の示す方向性・方針について 

ウ 懇談会の設置について 

エ 策定スケジュールについて 

 

○飯塚座長 

どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、何か御意見・御質問等がご

ざいましたらお願いをいたします。よろしいでしょうか。 

特に御質問がないようでございます。 

 

（４）その他 

 

○飯塚座長 

それでは最後に、（４）その他ですが、何か皆様方からあるいは事務局からございましたらいた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。特にないようでございます。 

以上をもちまして、今日の会議事項は全て終了をいたしました。皆様の御協力で大変よい会議

になったと思います。どうもありがとうございました。 

それでは事務局へお返しいたします。 

 

○健康増進課 

飯塚副会長様には座長をお務めいただきましてありがとうございました。 

また御参加いただいた皆様からも貴重な御意見を頂戴いたしました。どうもありがとうござい

ました。御質問や御不明な点などがありましたら個別で事務局へ御連絡をいただければと思いま

す。 

本日いただきました御意見等を踏まえまして、健康づくりの施策の推進、そして長野県健康増

進計画をはじめとしました各種計画の策定に努めてまいりたいと思います。 

以上をもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。 

本日はお忙しいところありがとうございました。 

 


