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平成２６年度「健康ひょうご２１大作戦」の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   県民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと安心して質の高い生活をおくる社会

の実現を目指して、「健康づくり推進条例」「兵庫県健康づくり推進プラン」及び

「兵庫県健康づくり推進実施計画」に基づき、下記の視点から「生活習慣病予防等

の健康づくり」「歯及び口腔の健康づくり」「こころの健康づくり」「健康危機に

おける健康確保対策」の４分野について重点的に推進する。 

①ライフステージ別に健康づくりに必要な個人の取り組みの充実 

②民間企業との協働による健康づくりの仕組みの構築など社会環境の整備 

③健康寿命の延伸 
 

 

 

県民一人ひとりの健康実現と活力ある健康長寿社会の実現を図るため、 

  ①県民主導により展開される「健康ひょうご２１県民運動」 

  ②行政による施策展開（健康ひょうご２１県民運動の支援、健康基盤の整備等） 

  ③「健康づくりチャレンジ企業」による従業員やその家族の健康づくり 

   を柱とする「健康ひょうご２１大作戦」を平成１３年度から推進してきた。 

   平成２６年度は、平成２５年度から登録を開始した「健康づくりチャレンジ企

業」への支援を充実・強化することにより、自身の健康に関心の薄い働き盛り世代

の健康づくりを促進し、県民総ぐるみの健康づくりを推進する。 

 

１ 企業との協働による健康づくり促進事業の展開 
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参考資料２ 

 
１ 企業との協働による健康づくり促進事業の展開 

 (1) 企業との協働による健康づくり促進事業の充実 

２ 健康ひょうご２１県民運動 

  (1) 県民運動の推進体制 

  (2) 県民運動参画団体の取組 

３ 県による施策展開 

(1) 健康づくりを実践するための環境の整備 

 (2) 生活習慣病予防等の健康づくり 

  (3) 歯及び口腔の健康づくり 

(4) こころの健康づくり 

(5) 健康危機における健康確保対策 
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(1) 企業との協働による健康づくり促進事業の充実 

健康づくりに関心の薄い働き盛り世代の取組を促進するため、従業員及び家

族の健康づくりに関心のある企業・事業所を「健康づくりチャレンジ企業」と

して登録し、健康情報の提供、専門人材の派遣、健康教室を実施した場合の助

成等の支援を行う。 

  平成２６年度からは、新たに、①女性特有のがん検診受診促進、②メンタル

ヘルス対策、③運動施設の整備等の支援メニューのほか、健康教室の拡充（運

動教室、歯の健康づくり教室）、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等で利用できる健康ﾁｪｯｸﾂｰﾙの活用を

開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 健康づくりチャレンジ企業の募集･登録 

従業員等の健康づくりに関心のある企業・事業所が登録（企業規模要件なし） 

・実績：136社(H26.4.1) 

・目標：1,000社（H25～H29） 

イ 企業の健康教室等開催時の費用助成〔拡充〕 

  ・食生活や運動に関する健康教室、歯の健康教

室等（上限10万円） 

ウ 健診後のフォローアップ事業 

  ・健康スポーツ医の派遣（50講座） 

エ 企業における女性特有のがん検診受診促進事業〔新規〕 

女性特有のがん検診の受診を促進するため、中小企業の従業員及び被扶養者

の乳がん検診、子宮頸がん検診費用の一部を補助する。 

  ・乳がん検診（対象者：40歳以上の従業員及び被扶養者） 

  ・子宮頸がん検診（対象者：20歳以上の従業員及び被扶養者） 

  ・スケジュール：広報開始4月、意向調査5月、随時受診・受付 

   （窓口：兵庫県疾病対策課） 

オ 企業のメンタルヘルス等推進事業〔新規〕 

職場におけるメンタルヘルス対策を支援するため、従業員のメンタルヘルス

チェックや個別相談、企業への支援を実施する。 

  ①メンタルヘルスチェック等推進事業 
    ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸと健康増進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施（費用 2,000 円/人のうち 700 円/

人を補助） 
  ②中小企業のメンタルヘルス改善支援事業 
    産業ｶｳﾝｾﾗｰ等による専門研修や事例相談（年 2 回） 

情報提供・支援

連携

協定

兵庫県・
兵庫県健康財団

協会けんぽ、健保連
医師会、歯科医師会
兵庫産業保健総合支援センター
地域産業保健センター 等

関連団体等

協会けんぽ、健保連
医師会、歯科医師会
兵庫産業保健総合支援センター
地域産業保健センター 等

関連団体等

フィットネスクラブ
運動機器・用具メーカー等

健康づくり推進サポート企業

フィットネスクラブ
運動機器・用具メーカー等

健康づくり推進サポート企業

支援

支援

兵庫県健康増進課

『健康づくりチャレンジ企業』
として申出

企業･事業所
（企業規模、健康づくり
取組実績等の条件なし）

健康づくりチャレンジ企業

登録
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  ③仕事とこころの相談事業 
    ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸの結果、要ﾌｫﾛｰと判定された人に対する対面相談会 
 ・スケジュール：広報開始 6月以降、随時受付・事業実施 
  （窓口：①兵庫県健康財団、②兵庫県健康増進課、③兵庫県いのち対策室） 

 
カ 勤労者健康づくり運動施設整備の実施〔拡充〕 

勤労者や家族等の健康づくりを促進するため、健康づくりチャレンジ企業や

中小企業団体等の空きスペースを活用した健康運動施設の整備等に対して支援

を行う。 

  ・対象：健康づくりチャレンジ企業 

      商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所・商工会 

  ・補助上限額：・運動スペースの面積が20㎡以上で、かつ、運動用具等を３台 

以上設置する場合：1,500千円 

・運動スペースの面積が50㎡超で、かつ、運動機器等を３台以

上設置する場合：2,500千円 

  ・スケジュール：広報開始4月、受付6月･10月、審査会7月・11月 

   （窓口：兵庫県健康増進課） 

キ スマートフォン等で利用できる健康チェックツールの活用〔新規〕 

スマートフォンや携帯電話で利用できる健康チェックツールを開発し、一人

ひとりの状態に合わせた健康づくりのアドバイス機能や運動メニュー等の実践

手法を提供する。 

・スケジュール：仕様検討・開発4月以降、運用開始1月 

 （窓口：兵庫県健康増進課） 

 

 

 

(1) 県民運動の推進体制 

ア 県民運動推進会議 

     全県の参画団体が一堂に会し、県民運動推進フォーラムを開催している。 

  【平成26年度予定】 

    〔開 催 日〕平成２６年６月３日(火) 

 〔開催場所〕兵庫県看護協会２階ハーモニーホール（約350人参加予定） 

 〔内  容〕 

     ・ 表彰式等（知事・会長表彰、重点活動目標 等） 

       重点活動目標：「からだの健康」「食の健康」 

         活動目標：「たばこ対策」「アルコール対策」「歯・口腔の健康」

「こころの健康」「健康危機における健康確保対策」 
 
        ・ 講演：「食・栄養面からの健康づくり」 

       講師： 由田 克士 氏 

         （大阪市立大学大学院生活科学研究科教授） 

 

イ 県民運動地域会議 

各圏域において、地域特性を活かした実践活動の浸透を図るための地域会

議及び講演会を開催している。 

２ 健康ひょうご２１県民運動 
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【平成25年度実施状況】 

圏域 講演テーマ 開催日・開催地 参加者数 

阪神南 こころの健康と睡眠 7/11 西宮市 132 

阪神北 歯は一生のパートナーいつまでも口福な人生を 7/4 宝塚市 119 

東播磨 
生活習慣病予防 どのように立ち向かうのか 

～糖尿病の発症・進展を防ぐために～ 
6/20 加古川市 135 

北播磨 身体が心が嬉しくなるウェルネス 6/17 加西市 164 

中播磨 
すぐに実践!!食に一工夫＆くらしにエッセンス   

～のばそう！健康寿命～ 
7/ 2 姫路市 153 

西播磨 認知症って何？予防は？ 7/3 たつの市 194 

但 馬 
身体が心が嬉しくなる健康づくり 

～ロコモティブシンドロームを改善する運動～ 
6/21 養父市 79 

丹 波 
食べることは生きること 

～どんなときでも生き抜く元気術～ 
7/4 丹波市 96 

淡 路 食の健康づくり～働き盛り層の食育を考える～ 7/24 洲本市 90 

合     計 1,162 

 

ウ 健康ひょうご２１県民運動推進員 

「健康ひょうご２１県民運動推進員」を健康づくり推進条例に基づく「健康 

づくり推進員」として位置付け、県民運動参画団体の推薦に基づいて委嘱し、

県民の健康づくりの実践を支援する。（H26.4.1現在：2,003人） 

なお、このうち、特に食の健康運動に取り組む方を「食の健康運動リーダ

ー」として位置付け、幼児やその保護者等に対する調理実習、食の健康運動キ

ャンペーンの実施に対する活動支援を行う。（H26.4.1現在：1,005人） 

 

(2) 県民運動参画団体の取組 

県民運動参画団体が多彩な取組を展開している。（H26.4.1現在：1,066団体） 
 
【平成25年度実施状況】 

ア 全県団体の取組（計119団体、取組件数：6,044件、参加者総数349千人） 
 

 取   組   例 団  体  名 参加者数 

子どもをたばこの煙から守ろう県民10万人ＰＲ

大作戦（班員による地域住民等への声かけ訪

問） 

兵庫県愛育連合会 30,000人 

健康ウォークラリー講習会 
兵庫県老人クラブ連

合会 
247人 

災害時の健康栄養を考えるシンポジウム 兵庫県栄養士会 179人 

企業におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の取組みに対する訪

問支援（指導・助言） 

兵庫産業保健推進セ

ンター 
366人 

保育園児への歯磨き教室 兵庫県歯科衛生士会 298人 
 

イ 地域団体の取組 （計947団体、取組件数：9,129件、参加者総数575千人） 
 

圏 域 団体数 取  組  例 団  体  名 参加者数 

阪神南 103 職場のメンタルヘルスセミナー 尼崎市商工会議所 35人 
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阪神北 109 
骨密度測定・健康と運動につい

ての講話 

中山台コミュニティ

健康推進部 
68人 

東播磨 114 親子クッキング・食育の話 明石栄養士会 24人 

北播磨 126 
健康講座（ﾛｺﾓ、脳卒中、糖尿

病、消化器、薬等） 
西脇市多可郡医師会 512人 

中播磨 83 
家族とともにウォーキング(ウォ

ーキング大会) 
姫路労働基準協会 75人 

西播磨 129 たばこの害に関する講演 
たつの市・揖保郡医

師会 
673人 

但 馬 84 体操指導・レクリエーション 
社会福祉法人 豊岡

市社会福祉協議会 
208人 

丹 波 125 管理栄養士による食育講演会 
兵庫県保育協会篠山

支部 
421人 

淡 路 74 
子育て支援(子育て中の母親

に、こどもの薬や健康の相談) 

兵庫県薬剤師会淡路

支部 
22人 

 

 

 

  県民の健康寿命の延伸を目指し、「健康づくり推進条例」、「兵庫県健康づくり推 

進プラン」、「兵庫県健康づくり推進実施計画」（平成 25 年４月施行）及び「ひょ

うご健康づくり県民行動指標」（平成 25 年４月改定）に基づき、「生活習慣病予防

等の健康づくり」、「歯及び口腔の健康づくり」、「こころの健康づくり」、「健康

危機における健康確保対策」の４分野について重点的に推進していく。 

  推進に当たっては、個人の取組とともに、個人の健康づくりを支援する社会を構築

するため、「社会資源の充実」、「関係機関等の連携強化」、「人材の育成」など

県民を取り巻く社会環境の整備・充実に取り組む。 

 

(1)  健康づくりを実践するための環境の整備 

ア 企業との協働による健康づくり促進事業の実施〔拡充〕（再掲） 

 

イ 受動喫煙の防止等に関する条例推進事業の実施   

「受動喫煙の防止等に関する条例」の全面適用に伴い、条例の更なる周知と

受動喫煙防止の機運を高めるため、県民運動キャンペーンを展開する。また、

引き続き、喫煙室設置等の分煙対策を講じる施設管理者への支援等を行う。 

(ｱ) 県民運動キャンペーンの展開等 

  ・健康ひょうご21県民運動推進員と連携した普及啓発の実施 

・啓発資材（ポスター、チラシ）の作成・配布、施設管理者等

説明会の開催 

(ｲ) 喫煙室設置等に対する助成 

各種サービス業施設（客室面積100㎡超の飲食店等）の施   

設管理者が分煙のために新たな壁等の設置を行う場合に、  

改修経費の一部を助成する。 

・補助率等：補助率(1/4)、補助限度額(1,250千円)  

 

 

３ 県による施策展開 
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ウ 食の健康協力店制度の推進     

「ひょうご“食の健康”運動」を促進するため、運動に賛同し、“野菜たっ 

ぷり”“塩分控えめ”などの健康メニューの提供や栄養成分表示などを行う飲

食店や中食販売店を「食の健康協力店」に登録し、店頭に表示するためのステ

ッカー等を交付する。  

〔目標数〕年間約250店舗の増加（平成26年3月末現在：7,351店舗） 

 

エ 「まちの保健室」推進事業の実施 

生活習慣病の予防や高齢者の健康不安、孤立化する乳幼児の保護者支援など、 

地域の健康ニーズへの相談体制の充実を図るため、兵庫県看護協会が開設する

「まちの保健室」の運営を支援する。 

〔実績〕運営支援箇所数：322箇所、相談回数：1,593回 

   相談者数：33,655人（平成26年3月末現在） 

 

(2) 生活習慣病予防等の健康づくり 

ア 妊産婦期 

(ｱ) 兵庫県特定不妊治療費助成事業の実施    

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適応されない特定

不妊治療に要する費用の一部を助成する。 

〔実施内容〕・1回あたりの上限額：150千円（ただし、凍結胚移植等につい 

ては75千円） 

・妻が40歳未満の場合、年間助成回数を撤廃し通算６回まで 

可能。 

イ 乳幼児期 

(ｱ) 新生児先天性代謝異常等検査の充実  

新生児の先天性代謝異常や聴覚障害を早期発見、早期支援するため、検

査の効果的な実施や継続的な支援方法の検討、医師等の研修を行う。 

     〔実施内容〕先天性代謝異常等検査事業 

      検討会の設置、調査、医師等研修等 

 

 ウ 学齢期・青年期 

(ｱ) 食で育む元気ひょうご推進事業の実施  

子育て世代の食育力の強化や未来を担う子どもたちの食育を推進するた

め、行政と地域の食育関係者とのパートナーシップの形成を促進し、推進

方策の検討や協働した食育の取り組みを実施する。 

       〔実施内容〕食育パートナーシップ会議の開催：13 健康福祉事務所各 2回 

    講習会や食育イベント等の実施：13 健康福祉事務所各 3回 

 

(ｲ) 禁煙・受動喫煙対策の促進  

未成年者の喫煙や公共の場での受動喫煙を防止するため、未成年者や保

護者等に対して、たばこの煙が心身に与える悪影響に関する知識や禁煙対

策の周知を図る。 

また、WHO世界禁煙デー（5月31日）、禁煙週間（5月31日  

～6月6日）等の機会を通じて、禁煙に対する取り組みの普      

及啓発を行う。 

  

〔実施内容〕未成年者等への喫煙防止教室：13 健康福祉事務所各 5回 
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エ 成人期  

(ｱ) 特定健診、がん検診の実施促進         

      ａ 企業との協働による健康づくり促進事業の実施〔拡充〕（再掲） 

 

      ｂ 特定健診・特定保健指導実施体制支援事業等 

受診促進を図るため、国保保険者が実施する特定健診等への費用の助

成を行うともに、医療保険者と合同で受診を促進するため、バス中吊

り広告等の集中キャンペーン等を実施する。 

・受診促進集中キャンペーン実施時期：7月、9月 

 

         ｃ 企業における女性特有のがん検診受診促進事業〔新規〕（再掲） 

 

(ｲ) 「健康体操」普及促進事業の実施〔新規〕   

健康づくりのための運動習慣の定着やﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防を図るため、

各市町・団体等が実施する健康体操の紹介や実施支援を行う。 

      ・市町・団体等が実施する健康体操の集約・紹介 

   ・健康体操の普及に係る学習会の開催（10 圏域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     (ｳ) 勤労者健康づくり運動施設整備の実施〔拡充〕（再掲） 

 

オ 高齢期 

(ｱ) 健康づくり(健康体操等)の実施・普及促進事業〔新規〕 

高齢者の健康づくりを支援するため、高齢者自らが行う体操（健康体操 

等）の実施・普及促進活動を行っている老人クラブの活動を支援する。 

〔対象活動〕いきいきクラブ体操、いきいき百歳体操、ラジオ体操、その

他の高齢者の健康づくり・介護予防のために市町が適当と認め

る体操等 

 

(3) 歯及び口腔の健康づくり 

ア 乳幼児期 

     (ｱ) 親子の歯の健康づくり支援の推進  

乳幼児を持つ親に正しい口腔ケアの方法やフッ化物応用をはじめとす

るむし歯予防にかかる正しい知識の普及を図るため、幼稚園、保育所の職

 

参加 

県 民 

＜県＞ 

・地域での健康体操実践状況の集約 
・メディアとの協力 
・インターネットでの発信 

連携 

テレビ 
インターネット 

情
報
提
供
・
気
運
の
醸
成 

取組状況の投稿 
（映像） 

＜健康体操実践グループ＞ 

 
フィットネスクラ
ブ 

 
スポーツクラブ
21ひょうご 

県民運動参画団体等 
老人クラブ 
体操サークル 
ラジオ体操 

市町 

健康教室 
介護予防教室 
公民館活動 

健康財団 

参加 
健康づくり応援協定 

チャレンジ企業 

実践・支援 
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員、未就学児とその親を対象とした講座等を開催する。 

    〔実施回数〕幼稚園、保育所職員対象：10 回、未就学児とその親：20 回 

 

イ 成人期 

   (ｱ) 事業所成人歯科健診の実施  

       働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりを促進するため、「標準的な成人

歯科健診プログラム・保健指導マニュアル」を活用した事業所歯科健診を実

施する企業に対して、歯科医師の派遣等を行う。 

   〔実施箇所数〕35 箇所 

 

   (ｲ) 企業の健康教室等開催時の費用助成（歯の健康教室）〔拡充〕（再掲） 

 

  ウ 高齢期 

   (ｱ) 医科歯科連携推進事業の実施  

       要介護高齢者の嚥下性肺炎の予防や歯周病と関連のある糖尿病や脳卒中、

がん等の重症化や合併症の予防のため、歯科と医科の連携を強化する研修会

の開催、かかりつけ歯科医を持つための普及啓発を行う。 

    〔実施内容〕医師・歯科医師研修 

かかりつけ歯科医の普及促進講演会(難病患者、障害者等対象) 

     

エ 特に配慮を要する方 

(ｱ) 要介護者に対する口腔ケア等指導事業の実施〔拡充〕  

要介護者の口腔機能の維持・向上を図るため、要介護高齢者、障害児(者)

等の利用する施設に対し、歯科衛生士を派遣して、介護施設職員等が効果的

な口腔ケアの手法を習得する支援を行う。 

     〔実施回数〕13 健康福祉事務所各２回 

 

(ｲ) 専門的歯科保健対策事業の実施  

難病患者や障害者等口腔ケアを受けるにあたって特に配慮を要する者の歯

科保健の充実を図るため、歯科健康相談や訪問歯科保健指導を実施し、適切

な歯磨き方法等の指導・助言を行う。 

・歯 科 健 康 相 談：13 健康福祉事務所各 4回 

・訪問歯科保健指導：13 健康福祉事務所各 6回 

 

(4) こころの健康づくり 

ア 妊産婦期 

(ｱ) 妊娠１１０番の開設〔新規〕 

望まない妊娠などにより、妊娠に悩む者の不安軽減を図るため、気軽に専

門職に相談できるよう、専門相談を実施する。 

    〔実施内容〕助産師による電話相談等  

 

(ｲ) 助産師による児童虐待防止対策の充実強化事業の実施〔新規〕 

児童虐待による死亡が最も多い産後１か月までの児童虐待の発生を防止す

るため、この時期に母子の健康管理や育児支援に関わる助産師の相談対応能

力の向上を図る。 

    〔実施内容〕助産師の研修、リーフレットの作成 
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イ 乳幼児期 

(ｱ) 乳児家庭全戸訪問事業  

育児不安の軽減を図り養育に関する相談に応じるため、市町が全乳児家庭

に対して実施する乳児家庭全戸訪問事業に対して経費の一部を補助する。 

    〔実施内容〕保健師や民生委員等が行う家庭訪問による、養育環境の把握等 

     市町数：全市町 

 

ウ 学齢期・青年期 

(ｱ) 県立こども発達支援センターの運営  

発達障害児の早期発見や支援体制を強化するため、県立こども発達支援セ

ンターにおいて、診断・診療、療育（リハビリ）や出張発達健康相談、研修、

情報提供・市町助言等を行う。 

    〔実施内容〕診断、OT、ST によるリハビリ、心理検査･ｱｾｽﾒﾝﾄ 
 

(ｲ) ピアサポートルームの開設 

地域で若者が気軽に相談できるようにするため、ピアサポートルームを設

置し、研修を受講した看護系大学生等がカウンセリングを実施する。 

    〔開設回数〕月２回 
 

エ 成人期 

(ｱ) 職場復帰トレーニング事業 

うつ病による休職者等の早期復帰を図るため、医療機関等での職場復帰トレ

ーニングを実施する。 

     〔職場復帰トレーニング実施機関〕１２医療機関 
 

  (ｲ) 企業のメンタルヘルス等推進事業〔新規〕（再掲） 

     ・メンタルヘルスチェック等推進事業 
     ・中小企業のメンタルヘルス改善支援事業 
     ・仕事とこころの相談事業 

 

  オ 高齢期  

(ｱ) 認知症予防の推進 

ａ もの忘れコールセンターの運営 

気軽に認知症の相談ができるよう、短縮ダイヤル（＃7070、＃7272）で

つながる電話相談窓口を設置・運営する。 

〔設置場所〕認知症疾患医療センター、県民総合相談センター 

ｂ 「もの忘れ健診」の普及〔新規〕 

全県下への普及促進のため、既実施市町を講師としたもの忘れ健診の先

進事例研修会等を実施する。 

ｃ 認知症・高齢者相談の実施 

県民総合相談センターにおいて、認知症の人と家族の会及び県看護協会

による電話相談を実施する。 
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【～いざという時の心構え 災害時の食に備える～】 

(5) 健康危機における健康確保対策 

ア 大規模災害 

(ｱ) 災害時に備えた健康意識の向上  

    大規模災害等による健康危機が発生した場合に     

備えて、高齢者、乳児、疾病など個々人の状況に応  

じた食料、飲料水等の備蓄、服用薬の管理・確保や  

医療機関の連絡先等の把握の必要性などについて、 

あらゆる機会を通じて普及啓発を行い、健康意識の 

向上を図る。 

 

〔普及活動例〕 

・健康ひょうご21県民運動推進員の養成研修や活動での周知 

・食の健康運動リーダーの養成研修や活動での周知 

 

イ 食中毒 

(ｱ) 食品を介した健康への悪影響の未然防止･拡大防止〔拡充〕  

食中毒の発生予防、拡大防止のため、関係団体等との連携のもと、正しい知

識の普及を図るとともに、食の安全安心にかかる問題発生時に迅速に対応でき

る環境の整備を図る。  

・食のリスクコミュニケーションの推進 

食の安全安心フェアや、消費者、食品関連事業者等の理解を深めるための

フォーラム、意見交換会等を実施する。 

・子どもに対する食の安全安心の推進 

幼児から高校生までを対象に、子どもの年齢層に応じた内容により食品衛

生知識の普及啓発を実施し、安全安心な食習慣の定着を図る。 

 

ウ 感染症 

  (ｱ) 新型インフルエンザ対策推進事業の実施 

新型インフルエンザ対策を推進するために、新型インフルエンザ対策圏域協 

議会を設置し、国の行動計画及びガイドライン、県の行動計画等を踏まえたＨ 

５Ｎ１等の病原性の高いインフルエンザの流行に備えた対策等を協議するとと

もに、新型インフルエンザ等発生時の適切な医療の提供や大流行時における迅

速な対応に向け、関係機関及び医療従事者と連携した研修・訓練の実施や、抗

インフルエンザウイルス薬の追加備蓄を行う。 

・協議会：10 医療圏域各 2回 

・医療従事者研修：10 医療圏域各 1回 

 

   (ｲ) インフルエンザサーベイランスの推進 

感染症発生動向調査や学校サーベイランス等の各種サーベイランスシステ

ムを活用して、インフルエンザの発生動向等を把握するとともに、県民への注

意喚起や流行情報の提供を行う。 
 

【問い合わせ先】健康福祉部健康局健康増進課 TEL 078-362-9146 


