
令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画 

【構成団体の実施事業、課題等】 

松本市医師会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇松本市医師会生涯教育講座（Web Lecture） 

・令和 3年 11月 25日（木）19：30〜 

・演題「HPV ワクチンの目的と効果・副反応の実

態について」 

・演者 金沢医科大学産科婦人科学 教授 笹川寿之

先生 

・座長 ほりうちレディースクリニック 院長 堀内

晶子先生 

※松本市医師会員、県内小児科医などを対象に子

宮頸がんと子宮頸がんワクチンの現状及び今後の

展望についての講座を開催した。 

〇今年度から HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的

勧奨が再開されたため、同ワクチンの促進に努め

る。 

※国の動向を注視し、松本市健康づくり課と下記

について協議する。 

・ワクチン供給状況に応じた通知発送計画 

・接種対象者への情報提供 

・医療機関との連携 

・相談体制機能 

・キャッチアップ接種 

 

松本市歯科医師会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

○松本市歯科医師会医療安全研修会をＷｅｂにて

開催（ポストテスト提出） 

・期間 令和４年２月 ４日（金）から 

    ３月３１日（木）まで 

・内容：歯科診療における医療安全管理、院内 

感染対策問診等による的確な情報収集 

※院内や診療時の感染対策の徹底。医療従事者の

安全管理能力の向上。歯科診療における医療安

全・感染防止対策について。 

〇全員協議会において、医療安全研修会を行う予

定。（年度後半を予定） 

※後天性免疫不全症候群（エイズ・ＨＩＶ感染症）

は標準感染予防策で対応可能であり、通常の医療

機関で受診可能な疾病であることを浸透させ、診

療拒否に繋がらないよう、会員へ周知をしていく。 

〇中信地区歯科医師会医業経営講習会で医療安全

研修を行う予定。 

※医療事故防止、スタンダードプレコーション（標

準予防策）を再度確認する。 

 

松本薬剤師会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇研修会への参加 

・松本薬剤師会としての開催はなかったが、長野

県薬剤師会主催「オンライン診療に伴う緊急避妊

薬の調剤に関する研修会」へ参加 

 

 

〇会員向け研修会 

・年間数回あるセミナーの中で、候補をあげ検討

中。（感染症治療薬や緊急避妊薬等の内容） 

〇啓発活動 

・各薬局での相談 

啓発資料などの配布や掲示 

 

資料１ 



長野県看護協会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇啓発活動への取組み 

・予防啓発推進協議会に参加し、状況を把握し、

松本支部委員会にて報告。情報を共有し、啓発活

動への理解を深めた。しかし、今年度の活動の中

では、啓発活動は実施できなかった。 

 

〇啓発活動への取組み 

・予防啓発推進協議会に可能な限り参加し、状況

を掴み、松本支部委員会にて報告。情報を共有し、

啓発活動への理解を深める。また、今年度活動可

能なイベント（「まちの保健室」等）での啓発活動

を実施する。 

松本市小中学校校長会 保健教育研究会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇各校の実情に合った性に関する指導計画を立

て、授業を実施する。 

・松本市性教育指導計画「すこやか」、県教育委員

会発行「性に関する指導の手引き」などを参考

に、各校の実情に合った性に関する指導計画を

立て、授業を実施する。 

〇各校、実践記録を提出する。 

・各校定められた学年の実践記録を提出し、「すこ

やか」に掲載する。 

〇「エイズ･性感染症予防啓発出前講座」を活用し、

外部講師による授業の実施。 

・県教育委員会発行の「性に関する指導の手引き 

別冊 －外部講師を活用した性に関する指導の

実践事例集」を参考にし、外部講師による内容

の充実を図る。 

〇児童･生徒における個別の相談活動、指導を行

う。 

・養護教諭を中心とした相談活動 

〇各校の実情に合った性に関する指導計画を立

て、授業を実施する。 

・松本市性教育指導計画「すこやか」、県教育委員

会発行「性に関する指導の手引き」などを参考

に、各校の実情に合った性に関する指導計画を

立て、授業を実施する。 

〇各校、実践記録を提出する。 

・各校定められた学年の実践記録を提出し、「すこ

やか」に掲載する。 

〇「エイズ･性感染症予防啓発出前講座」を活用し、

外部講師による授業の実施。 

・県教育委員会発行の「性に関する指導の手引き 

別冊 －外部講師を活用した性に関する指導の

実践事例集」を参考にし、外部講師による内容

の充実を図る。 

〇児童･生徒における個別の相談活動、指導を行

う。 

・養護教諭を中心とした相談活動 

松本市内高校養護教諭代表 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇保健の授業による性教育 

〇外部講師による講義 

・「性感染症について」の単元で扱う 

・松本市健康づくり課の助産師による講義 

・長野赤十字病院 泌尿器科の医師による性教育講

義を行う 

・妊娠、出産、性感染症を含む講義を行う 

・信州大学の学生による性教育の講義を D VDに

〇保健の授業による性教育 

〇外部講師による講義 

・「性感染症について」の単元で扱う 

・妊娠、出産、性感染症を含む講義を行う 

・信州大学の学生による性教育の講義を DVDにし

ていただく。生徒向けのパンフレットを作成し

ていただく。 



していただく。生徒向けのパンフレットを作成

していただく。 

がらくた座 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

【実施事業】 

〇長野県内・外（15ヵ所） 

・幼児から大人まで親子で楽しく学ぶ性のお話。

（若い親たちが取り組んだ） 

〇保育園・幼稚園（４ヵ所） 

〇小学校・学童クラブ・児童育成クラブ（10ヵ所） 

〇中学校（２ヵ所） 

〇養護学校（１ヵ所） 

〇児童養護施設（１ヵ所） 

〇おとなの性のワークショップ（７ヵ所） 

【実施事業の内容】 

・幼い時から絵本を読みながら「命のお話」を始

めよう。（県庁の子どもを性暴力から守る係よ

り、助成金を各取り組みの親たちが申請して年

２回の取り組みができるようになった。） 

・赤ん坊人形で誕生・出産・子育てシーンを演じ

る、について伝える。 

・へその緒を切る。抱っこ（子どもたちに参加し

てやってもらう） 

・子宮のこと 

 性器を声を出して言ってみる。人形で父と母の

性交～妊娠、出産まで演じる。紙芝居で妊娠の

子宮の中の様子。 

・小学校では生理を男女ともに並べて伝える。 

・月経、射精、卵巣、精巣、男女ともにあるよと

伝える。 

・自分を大切にする。自分で体をなでてさわって

抱きしめて「自分が大切」と声に出して言う。 

【事業計画】 

〇何ヵ所になるかは未定だが、上記と同様の活動

となる（毎年実施のところも多いので。） 

※令和４年度はろう学校、松本市母子ホームから

の依頼もあります。 

【事業計画の内容】 

・妊娠するからだ、妊娠させるからだ 

男女の性交には妊娠、性感染症への責任がある

ことを伝える。（マイノリティー「LGBTQの性交、

性的接触」） 

・生殖の性としても家族、子孫をつくるという責

任。 

・ふれあいの性として、避妊や性感染症予防で、

自分を相手と赤ん坊の命を守るために知ってほ

しい。 

・暴力防止、いやだ、やめて、助けてのワーク 

・人形劇で HIV・エイズの共生と予防を伝える。 

・年々、学年などによって内容を作る、学校教師、

PTA と共にアンケートを事前事後とって話し合

って授業する。 

そらいろのたね 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇家庭での性教育をテーマに講座を開催 

・子育て中の保護者を対象とした講座・座談会 

 

〇家庭での性教育をテーマに講座を開催 

・子育て中の保護者を対象とした講座・座談会 

 

 



松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇個人衛生と感染対策に関する研修会の実施 

・個人衛生と感染対策に関する研修会を各施設で

実施した。 

〇HIVマニュアルを再配布 

・福祉施設において、将来に向けて HIV等対象者

が増加していく傾向を周知した。最新版のマニ

ュアルを配布し確認した。 

 

〇個人衛生と感染予防対策に関する研修会 

 の実施 

・個人衛生と感染予防対策に関する研修会を 

 各施設で実施する。 

〇HIVマニュアルの確認 

・福祉施設において、将来に向けて HIV等対象 

者が増加していく傾向を周知していく。 

〇HIV等高齢者によくみられる感染症の研修 

 会を紹介 

・研修会の開催情報を確認し広報する。 

※感染予防対策は HIV等感染対策にも有効である

ことを伝えていく 

松本市社会福祉協議会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇専門部会への参加 

・コロナ禍のため書面開催となる。 

○感染症対策研修会への参加 

・コロナ禍であり、感染対策についての勉強会に

はケアマネが出席して職場内で周知。ＨＩＶと

いうよりもコロナについての勉強会への参加が

主になっていた。 

〇専門部会への参加 

・専門部会の活動について理解する。 

〇関連する研修会への参加 

・関連した研修に参加し、正しい知識の普及、職

場内で周知する。 

〇啓発活動 

・啓発活動へ参加する。 

松本市健康づくり推進員連合会 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇35地区 エイズ･HIV･STD予防啓発研修会 

・研修会・ミニ講座等を実施 

〇地区事業の中でのエイズ･HIV･STD 予防啓発活

動 

・チラシ配布等 

〇35地区 エイズ･HIV･STD予防啓発研修会 

・研修会・ミニ講演会等 

〇地区事業の中でのエイズ･HIV･STD 予防啓発活

動 

・チラシ配布等 

〇理事会における感染症予防の学習会 

・理事会での学習会 

 

 

 

 

 

 



【事務局の実施事業等】 

保健予防課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇松本市エイズ・ＨＩＶ等性感染症予防啓発推進

協議会の開催 

・令和３年８月書面開催 

〇協議会内に小委員会を設置し、課題を協議・検

討する体制づくり 

・「こどもの教育」専門部会：２回開催 

・「施設受け入れ」専門部会：１回開催 

〇施設・事業者向け研修会 

・１回開催 

〇啓発 

・世界エイズデーに市ホームページや市公式ＳＮ

Ｓでレッドリボンや検査についての情報発信 

・レッドリボンツリーの設置、啓発ポスターの掲 

示 

〇エイズ・性感染症相談・検査事業 

・ＨＩＶ、梅毒、性器クラミジア感染症の匿名・

無料検査 

・検査状況（HIV54 件、梅毒 54 件、性器ｸﾗﾐｼﾞｱ

感染症 36件） 

〇松本市エイズ・ＨＩＶ等性感染症予防啓発推進

協議会の開催 

・令和４年５月１９日 

〇協議会内に小委員会を設置し、課題を協議・検

討する体制づくり 

・「こどもの教育」専門部会：１～２回開催 

・「施設受け入れ」専門部会：１～２回開催 

〇施設・事業者向け研修会 

・１～２回開催 

〇啓発 

・世界エイズデーに市ホームページや市公式ＳＮ

Ｓでレッドリボンや検査についての情報発信 

・レッドリボンツリーの設置、啓発ポスターの掲

示 

〇エイズ・性感染症相談・検査事業 

・ＨＩＶ、梅毒、性器クラミジア感染症の匿名・

無料検査 

 

健康づくり課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇エイズ啓発講座の実施 

エイズ・HIV 等性感染症の正しい知識の普及と

予防啓発のため、市内の学校や市民への啓発活動

を行う。 

小学校 44回 3,063人 

中学校 40回 3,861人 

他学校  6回  122人 

一般   0回   0人 

計   90回 7,046人 

・児童「性や命を大切にするために」等 

・生徒「性感染症の知識・予防」等 

・ＰＴＡ等「子どもの性等へ向き合うために」等 

・ちらしの作成 

 

〇エイズ啓発講座の実施 

エイズ・HIV 等性感染症の正しい知識の普及と

予防啓発のため、市内の学校や市民への啓発活動

を行う。 

・児童「性や命を大切にするために」等 

・生徒「性感染症の知識・予防」等 

・ＰＴＡ等「子どもの性等へ向き合うために」等 

 

〇啓発物品の貸し出し 



人権共生課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇高校生向けデートＤＶ防止出前講座 

松本市内の高校に講師を派遣し行っているデ

ートＤＶの出前講座の中で、性感染症についても

言及し、予防・啓発を図るもの。 

（新型コロナウイルス感染症のため、実績なし） 

○デートＤＶ防止指導者養成講座 

デートＤＶに関する指導者が不足しているこ

とを踏まえ、養成講座を開催したもの。 

３回連続講座 延べ３０名参加 

〇高校生向けデートＤＶ予防出前講座 

松本市内の高校に講師を派遣し行っているデー

トＤＶの出前講座の中で、性感染症についても言

及し、予防・啓発を図るもの 

 年間２校程度を予定 

 

障がい福祉課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇身体障害者手帳申請受付、手帳交付及び障害者

施策の周知 

〇自立支援医療（更生医療）申請受付、支給決定 

〇身体障害者手帳交付者への相談支援等 

・プライバシーの保護に配慮して、医療機関とも

連携し、対象者本人の希望に添う福祉制度の利

用手続きの支援を行う。 

・プライバシーの保護のため、対応職員を担当者

1人に限定する。 

〇身体障害者手帳申請受付、手帳交付及び障がい

者施策の周知 

〇自立支援医療（更生医療）申請受付、支給決定 

〇身体障害者手帳交付者への相談支援等 

・プライバシーの保護に配慮しながら、医療機関

と連携し、対象者本人の希望に添う障がい福祉

制度の利用手続き等の支援を行う。 

・プライバシーの保護のため、対応職員を限定し

て対応する。 

高齢福祉課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇施設受け入れに向けた研究 

・「施設受け入れ」専門部会と連携を図りながら、

ＨＩＶ感染者の社会福祉施設受け入れに向けた

研究を実施 

〇個別相談（令和元年度該当なし） 

〇施設受け入れに向けた研究 

・「施設受け入れ」専門部会と連携を図りながら、

ＨＩＶ感染者の社会福祉施設受け入れに向けた研

究を行う。 

〇個別相談 

こども育成課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇まちかど保健室の設置 

※心や体、性などについての相談 

（水曜日は予約制による面接、金曜日は来場者

を対象とした相談） 

 ・面接相談  

毎週水曜日 10：00～17：00 

・相 談   

〇まちかど保健室の設置 

・心や体、性などについての相談 

（水曜日は予約制による面接、金曜日は来場者

を対象とした相談） 

 ・面接相談  

毎週水曜日 10：00～17：00 

・相 談   



毎週金曜日 10：00～16：00 

・会 場  

あがたの森文化会館内 

青少年の居場所 

毎週金曜日 10：00～16：00 

・会 場  

あがたの森文化会館内 

青少年の居場所 

 

学校教育課 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇性教育に関する教職員研修「性に関する指導」

講演会の実施 

⑴日時 

  令和３年 ７月２７日（火） 

  ９時００分～１１時４０分 

⑵場所  

Zoomによるオンライン研修 

⑶講師 

  産婦人科医 遠見 才希子 先生 

⑷対象 

  教職２年目の教員、学級担任、保健の授業で

性教育を行う教員、養護教諭等。 

〇松本市性教育指導計画「すこやか」の活用、実

践記録の提出 

〇性教育に関する教職員研修「性に関する指導」

講演会の実施 

⑴日時 

  令和４年 ７月２６日（火） 

  ９時００分～１１時４０分（予定） 

⑵場所  

松本市教育文化センター（参集の場合） 

Zoomによるオンライン（感染拡大時） 

⑶講師 

  信州大学 山崎 明美 先生 

⑷対象 

  松本市内の小中学校養護職員（全員） 

〇松本市性教育指導計画「すこやか」の活用、実

践記録の提出 

生涯学習課・中央公民館 

令和３年度事業報告 令和４年度事業計画 

〇大手公民館の「居酒屋公民館」で、山田善紹氏

を講師に、エイズやＨＩＶ、新型コロナウイルス

などについての講義を予定していたが、コロナ禍

で中止となった。 

 

〇地区公民館での講座実施 

 １ 公民館 大手公民館 

 ２ 講 師 山田 喜紹 氏 

        信州大学名誉教授 

日本ウイルス学会員 

中央地区在住 

３ 内容  エイズやＨＩＶ、新型コロナウイ

ルスなどについての講義 

４ 期日  令和４年中に実施予定 

※ 地区住民が集う「居酒屋公民館」の場を活用

し、１０分程度の講義を行い、性感染症、伝染

病の感染予防知識を身につける。 

 


