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第１回松本市エイズ・HIV等性感染症予防啓発推進協議会 議事録 

 

１ 日 時 令和４年５月１９日（水）午後２時００分～３時００分 

                        

２ 場 所 松本市役所 大会議室 

 

３ 出席者 

⑴  委員 

篠崎委員、山木委員、吉澤委員、金井委員、山崎委員、吉浦委員、小林委員、手塚委員、福

沢委員、富成委員、後藤委員、、竹内委員、川上委員、宮田委員、松田委員、結城委員、岩垂

委員 

（協議会設置要綱第５条第２項に基づき、過半数を超える１７名出席のため、協議会成立） 

⑵  事務局 

保健予防課長、健康づくり課担当者、人権共生課担当者、障がい福祉課担当者、高齢福祉

課担当者、こども育成課担当者、学校教育課担当者、保健予防課担当者 

 

４ 開会・事務局あいさつ 

（保健予防課長） 

定刻となりましたので、ただ今から令和４年度第１回松本市エイズ・HIV 等性感染症予防

啓発推進協議会を開会いたします。 

皆様には、大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうごいます。 

私は、本日の司会進行を務めます保健予防課長の佐藤亜矢子と申します。よろしくお願い

いたします。 

本来ですと、事務局を代表して保健所長の塚田よりご挨拶申し上げるところではあります

が、本日他の公務と重なってしまったため、私より代わりにご挨拶申し上げます。 

本協議会は、令和３年度に松本市が中核市となったことに伴い、健康づくり課から感染症

を担当する保健予防課に担当がかわっております。 

昨年は、コロナ禍により書面での会議開催とさせていただいたため、直接ご挨拶すること

ができませんでしたが、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日ご出席の皆様には、それぞれのお立場で、日頃からエイズ・HIV 等性感染症の予防啓

発にご尽力いただいておりますことに感謝申し上げます。特に、コロナ禍での普及啓発では、

ご苦労もあったことと推察いたします。 

 振り返りますと、平成 19年に、長野県は人口あたりの HIV・エイズ感染者が全国第 2位と

の報告があり、喫緊の課題としてこの協議会が設置され、みなさまのご協力のもと、正しい

知識の啓発普及に努めていただいております。 

以来、抗 HIV 療法の進歩、感染症制御の進歩により、HIV 感染者の予後は明らかに改善し

ておりますが、エイズ・HIV等性感染症をとりまく課題は変化しております。 

今後も、現状課題を共有し、啓発普及にご協力いただきますようお願い申しあげ、ご挨拶
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とさせていただきます。 

 

５ 正・副会長の選出 

（保健予防課長） 

続きまして、今年度４名の委員の皆様が、新しくなられましたので、ご紹介申し上げます。 

松本市校長会保健教育研究会の苅部あゆみ委員、手塚美穂委員、松本市内高校養護教諭代

表の福沢絢子委員、松本市ＰＴＡ連合会の富成志保委員の４名のさまです。 

委嘱状につきましては、あらかじめ席にお配りしてありますのでご了承ください。今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

次に、本日の協議会でございますが、出席委員１７名ということで、過半数を超える委員

にご出席いただいております。 

よって、協議会設置要綱第５条第２項に基づき、協議会の成立を報告させていただきます。 

 

続きまして、協議会の役員についてです。 

昨年度協議会を書面で開催した際に、委員の皆様から会長、副会長のご承認をいただいて

おりませんでした。申し訳ございませんでした。 

本日改めまして、設置要綱第３条第３項に基づき、会長、副会長をお決めいただきたいと

思います。 

事務局案の提示として、会長を信州大学医学部附属病院 感染制御室副室長の金井信一郎

先生、副会長をそらいろのたね代表の竹内はるか先生にお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（委員の拍手） 

 ありがとうございます。それでは委員の皆様の賛同をいただけたということで、会長、副

会長が決定いたしました。 

それでは、会長、副会長は席のご移動をお願いいたします。 

 では、金井会長より、ごあいさつと HIV感染症を取り巻く最新の情報提供をいただきたく、

お願いいたします。 

 

６ 会長あいさつ 

（金井会長） 

 信州大学の金井と申します。現在私は、信州大学医学部附属病院とまつもと医療センター

の二つの病院で HIVの外来をしております。 

このコロナの 2 年間の中で大きく状況が変わってきまして、昨年一年間で施設入所される

方も増えています。以前は入所時に、施設側に納得していただくのにかなりの時間がかかり

ましたが、ここ一年間で入所が決まった方は、この会の活動がどれほど影響したかはわかり

ませんが、明らかに理解が進み、入所できるようになりました。 

 一方で、コロナ禍で検査に来られる方は全国的に非常に減っています。長野県、松本も減

っているように思います。そのなかで検査が遅くなり、遅れて発見される、いわゆるいきな
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りエイズ、エイズになって HIV に感染していることが分かる、いう方が増えてきたというと

ころがあります。特に、元々出身がこちらの方で、都会で暮らしていて、エイズを発症して

実家に帰るという方も増えています。 

コロナが流行しても、HIV・性感染症がなくなるというわけではありませんので、この協議

会の活動をしっかり再開できたらいいのかなと考えています。 

 

（金井会長・HIV感染症を取り巻く最新の情報提供） 

いまの HIVの状況についてお話ししたいと思います。 

全国的な状況として、ここ数年 HIV に感染してエイズを発症していない方が１,０００人

を切るくらいで推移していて、一方でエイズを発症して判明する方は４００人くらいとなり

ます。 

コロナより以前も、HIV 感染症の状態で見つかる方、あるいはエイズを発症する方は減っ

てきていましたので、トータルの HIV感染の方は減っているという状況は、ここ数年の傾向

として、全国的にもあると思います。 

コロナ後は、検査で見つかる方は減っていることもあり、HIV の感染症の状態で判明する

方ががくんと２００人近く減っています。単純に HIV 感染が減っているわけではなく、見逃

されているケースが増えているということです。 

一方でエイズを発症する方は横ばいか増えているという現状です。 

おそらく早期発見できない方が、今後エイズを発症していくケースとして、全国的にも増

えてきていると予想されています。 

現実に長野県にもそういう背景の方がちらほらいる状況です。 

 

いま世界の状況としては、９０－９０－９０目標というものがあります。 

何かといいますと、世界中の HIV 感染者のうち、自分が HIV感染症に感染していると分かる

方を 90％にしましょう、さらに分かった方の 90％の方が治療を受けて、さらに治療を受けた

90％の人がウイルスの増殖を低く抑えられる状態にしましょう、という目標がたてられてい

ました。 

 コロナが入ってしまったので評価が難しくなってきている状況ではありますが、目標とし

てはトータルとして HIVに感染している方のうち９０％×９０％×９０％の７３％の人がウ

イルスを抑えられるということが目標であります。 

実際に世界的には、HIV に感染していると分かる方が７割くらいで、うち治療を受けてい

る方が７７％、そのなかで治療がうまくいっている方が８０％なので、４４％と半分弱くら

いですね、2017年当初でありますが、これくらいしか治療目標に到達していなかったのです

が、一方で日本はどうかというと、2017年当初 HIV感染者の約８６％の人が感染を認識して、

８３％の人が治療を開始して、９９％の人が感染を抑えられているというような状況になっ

ています。 

ただ実際に臨床をしている実感としては、実際に HIV に感染していると、すみやかに治療

を開始している人は多いので、この８３％というのは低く見積もられているのかなという印
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象があります。 

あと日本の特徴としては、最新のお薬を使っている方が多いので、治療を開始すればほと

んどの人がウイルスの増殖を抑えられるという状況です。 

８０％の背景についてですが、HIV 感染症は感染が分かったからといって、すぐに治療を

するというわけでは今まではありませんでした。 

かなり高額なお薬を使いますし、薬を飲むことによるデメリットもあるわけですから、あ

る程度免疫が落ちるまで、免疫の指標としては CD４というリンパ球の値を見て、そのリンパ

球の値が古くは２００を切らないと治療を開始しないとか、だんだん値が上がってきて、次

は３５０になったら治療を開始しましょう、次は５００をきったら治療を開始しましょうと、

どんどん早い段階で治療を開始しましょうということになっています。 

今は早くに治療をしたほうが患者さんにとって明らかにメリットがありますし、ほかの方

にも感染させにくくなるため、なるべく早く治療をするということが言われています。 

ただ、それに対して制度が追い付いていないような状況がありまして、かなり早期に発見

されて、免疫状態が高いような状況になりますと、免疫障害で身体障碍者の手帳が取れます

が、手帳の等級が低いグレードになり、それによって受けられる支援が少なくなってしまう

ということはあります。 

制度的なものを加味すると、なかなか早期に治療ができないといった問題点もあります。 

感染すると一生涯薬を飲まなければいけないですが、かなり薬はよくなってきていまして、 

最初に感染が分かって飲む治療薬は、一日一回１錠、あるいは多くても２錠を使います。 

さらに１つのお薬に３つの成分が入っていますが、３つの薬剤も効能が良くなってきてい

るので、２つの薬の成分の２剤でも充分効果が得られるというようなものの出てきています。

薬に関しては、良い薬ができているという状況です。 

昔は一日何錠も薬を飲まなければいけなかったのですが、非常に飲みやすくなってきてい

ます。ただ、かなり大きな薬で、例えばこのお薬は直径２センチくらいありますので、小指

の先ぐらいかなり大きなものを飲んでいたと。それに比べると２剤の入っているお薬なんか

は小さくなっているというところです。 

薬の大きさに関しては、これ以上小さくならないくらいのところまできており、今後は注

射薬がでてくる予定になっています。 

加えて、HIV の治療をすると、非常にウイルスの増殖を抑えることができて、ウイルス量

が少ないので、検査でも検出できないレベルになります。 

検査をしても、検出限界以下に抑えることができる人がほとんどです。 

そういうレベルが半年以上続く患者さんからは、原則 HIVが感染することはありません。 

これを U＝Uといっています。「検査で検出できない人は、ほかの人に感染させない」とい

うことです。治療がうまくいっている患者さんに関しては、こういう状態です。 

ただ、患者さんにこれを言うと、比較的行動が緩くなってしまうので、あまり言いたくは

ないのですが、おそらく性交渉しても感染させることがないといわれています。 

 最近のほかのトピックスとしては、TasPというものが言われていて、治療を早くすること

で予防にも繋がるということで、今までは治療開始までしばらく時間がありましたが、すぐ
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に治療開始することで、かなりパートナーに感染させるリスクが下がりますので、CD4 の値

にかかわらずなるべく早く治療を開始することが重要であるといわれています。 

 その一環として、HIV に感染している人と性交渉をしたあとにのむ治療薬、針刺し後に飲

む予防薬として、曝露後の予防としての HIV治療薬というのは前から言われていましたが、

最近は曝露前の予防として、感染が分かっていない人でもリスクのあるような行動をする場

合は、HIVの予防薬として飲もうという動きも出てきています。 

 実際 MSNという男性と性交渉する男性で HIV 陰性の人は、予防としての治療薬を飲むとい

う方も増えてきています。 

 ただ HIVの薬は非常に高価で、一日 6000円や 7000円もするような薬なので、予防として

保険適用外で飲むのはかなりハードルが高いところはあります。 

 かなり予後としては改善しておりまして、薬を飲んでコントロールできるようになってき

ており、HIV感染症自体で亡くなる患者さんはほとんどいなくなってきています。 

逆に 1 年たつと患者さんは 1 歳年を取っていくので、今むしろ問題になっているのは HIV

感染者の高齢化です。 

信大病院もまつもと医療センターも患者さんの平均年齢が 50歳を超えている状況で、5,60

代～70代の患者さんが増えてきている状況であり、生活習慣病の方も増えていますし、がん

の方も増えています。 

長期にわたって HIVの薬を飲んでいるので、薬の副作用として腎障害のリスクも出てくる

というわけです。急性期の疾患がある場合は治療するわけですけれど、その後後遺症が残っ

たような患者さんが結構いらっしゃって、それに対して施設の利用が必要な患者さんが非常

に増えています。実際施設に入所している方も増えているという状況です。 

 以上、現在課題としてあげられるところかなと思います。 

 アップデートということで情報を提供させていただきました。 

 

７ 協議事項 

⑴ 令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画について 

⑵ 専門部会の活動について 

 

（保健予防課長・議事） 

 先生ありがとうございました。貴重なお話を聞く中で、私どもも含めまして、現状の課題

ということで今後の活動に生かしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それではこれより議事に入りたいと思います。協議会設置要綱第５条第１項の規定により、

議長を金井会長にお願いいたします。 

 

（金井会長） 

それでは、会議次第に基づき、議事を進行していきますので、皆様のご協力をお願いいた

します。 
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（１）の令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画について時間短縮のため、それぞれ

の団体からまとめてご説明をお願いいたします。 

なお、事業計画のない委員につきましても、近況等を一言いただければと思います。 

また、欠席されている委員の皆様から報告・計画については、後ほど、事務局から一括説

明をお願いします。 

それでは、資料１をご覧ください。 

初めに松本市医師会の篠崎委員、お願いします。 

 

（松本市医師会 篠崎委員） 

 松本市医師会 感染症理事篠崎と申します。 

令和 3 年度の事業報告ですが、去年の秋に HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的勧奨が令和

4 年度から再開されることが決まり、時を同じくして松本市医師会の医院と県内の小児科医

院とを対象に、子宮頸がんと子宮頸がんワクチンの現状と今後の展望について講座を開くこ

とができました。令和 3 年 11 月 25 日に演題「HPV ワクチンの目的と効果・副反応の実態に

ついて」ということで、金沢医科大学産科婦人科学 教授 笹川寿之先生にご講演いただきま

した。 

 令和 4 年度の事業計画としましては、HPV ワクチンの積極的勧奨が再開されたことによっ

て、ワクチンの促進に努めるということで、松本市健康づくり課と協力して進めていく予定

です。 

 7 年以上行われていなかったので、かなり当時の方で受けていない方もいらっしゃって、

キャッチアップの問題があります。 

ワクチンが打てるようになったからといってキャッチアップの方たちまで一斉に打ちだす

と、ワクチンの供給状況が難しくなることも予想されますので、通知発送計画と接種者への

状況提供、医療機関との連携、相談体制を計画していく予定となっております。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。次に松本市歯科医師会の山木委員、お願いします。 

 

（松本市歯科医師会 山木委員） 

 松本市歯科医師会の専務理事をやっております、山木と申します。 

令和 3 年度の事業報告ですが、松本市歯科医師会で、医療安全研修会を Web にて行いまし

た。その他感染予防対策について、常々研修会を行っております。 

 令和 4 年度の事業計画では、毎月の定例会である協議会にて、医療安全研修会を行う予定

であります。中信地区歯科医師会医業経営講習会においても、医療安全研修を行う予定です。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。次に松本薬剤師会の吉澤委員、お願いします。 
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（松本薬剤師会 吉澤委員） 

 松本薬剤師会 吉澤と申します。 

令和 3 年度に関しては、松本薬剤師会としての開催はなかったのですが、長野県薬剤師会

の研修会などに参加をしました。 

令和 4 年度の計画としては、今まだ研修会等はオンライン研修がメインで、集まるところ

まではできていないですが、今後何かできないかというのは候補を挙げて検討中です。 

また、各薬局等で啓発活動などはしていますが、薬剤師会で協力できることがあれば随時

言っていただければありがたく思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。続きまして、「VIAヘルスラボ」山﨑委員、お願いします。 

 

（VIAヘルスラボ 山﨑委員） 

 こちらでは前職の研究費で作った「心・体・性の情報ポータルサイト ラクレ」の活用を

検討しています。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。長野県看護協会の吉浦委員、お願いします。 

 

（長野県看護協会松本支部 吉浦委員） 

 松本支部支部長 まつもと医療センターの吉浦と申します。 

令和 3 年度事業報告としましては、啓発活動の取り組みはこの協議会の状況を松本支部委

員会等で報告して情報を共有しております。外部に向けての啓発活動等につきましては、令

和 3年度はほとんど行われませんでした。 

 令和 4年度の事業計画としまして、今回協議会に参加した情報を松本支部委員会に報告し、

委員会が各施設に情報提供していくよう周知をしていくことや、まちの保健室というような

活動を、高校の文化祭に参加することなどを行っております。今年は戻りつつありますので、

そのような参加をして、健康促進、あるいは HIV等の感染症につきまして青少年の方々に啓

蒙活動ができればいいかなと思っております。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。まつもと医療センターの小林委員、お願いします。 

 

（まつもと医療センター 小林委員） 

 まつもと医療センターのソーシャルワーカーの小林です。まつもと医療センターは信州大

学医学部附属病院の HIVの活動に携わっているスタッフ・医師・看護師・薬剤師・ソーシャ

ルワーカーの PRとして団体を作って活動しています。 

昨年度は研修会などの実施ができませんでしたが、今年度は県の研修会との兼ね合いをみ
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て、相談しながら計画を立てていこうと思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市校長会保健教育研究会の手塚委員、お願いします。 

 

（松本市校長会保健教育研究会 手塚委員） 

 令和 3 年度の事業報告といたしましては、小学校や中学校、各校の実情にあった性に関す

る指導計画を実施してきました。その際に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」などを参考に実施しております。そのあと各校から実践記

録を提出していただき、どこの学校からも実践記録を見られるようにして、これを見て学校

の指導されたことを学ぶこともしております。 

また、「エイズ･性感染症予防啓発出前講座」を活用し、外部講師により専門性を生かしな

がら授業をしていただくというようなことを行っております。また、養護教諭を中心とした

相談活動を行っております。 

令和 4年度も同じように活動をしていきたいと思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市内高校養護教諭代表の福沢委員、お願いします。 

 

（松本市内高校養護教諭代表 福沢委員） 

 松本国際高等学校養護教諭の福沢と申します。 

令和 3 年度の実施報告から申し上げます。市内の高等学校の多くは、性感染症について保

健の授業の単元で行ったり、松本市健康づくり課の助産師の先生方に講義を行っていただい

たり、医療機関の先生にご指導いただいたりしております。 

信州大学の学生さんに講義に来ていただいて、高校生と年代の近いお兄さんお姉さんから

教えていただくことで、高校生が身近に感染予防の意識を高めるきっかけになっていると思

っております。 

令和 4 年度も引き続きこのような学びを通して高校生の感染症の予防に努めてまいりたい

と思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市ＰＴＡ連合会の富成委員、お願いします。 

 

（松本市ＰＴＡ連合会 富成委員） 

 松本市ＰＴＡ連合会副会長の富成と申します。 

令和 3年度はコロナ禍の影響により講習会研修会がすべて中止となってしまいました。 

それをふまえ令和 4年度は、感染対策に注意しながら松本市 PTA連合会として、「子供たち

の未来のために親ができること」をテーマにして、研修会や講習会、それから委員会などを
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立ち上げて、松本市内の小中学校の会長副会長を会員とし、様々な企画を計画しております。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。「松本性を語る会」の後藤委員、お願いします。 

 

（松本性を語る会 後藤委員） 

 性を語る会は毎月 1回の会を開催してきましたが、コロナの関係で開催ができていません。

ただ、まちかど保健室のなかで相談があったり、学校からの相談があったりして、これから

何をしていったらいいかなどの相談にのることをしています。 

あとは、外部講師として県内の中学校等にも呼ばれたりしたこともありましたが、昨年は

すべてキャンセルになる状況で、あまり活動ができていないので、今年はもう少し活動がで

きればと思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。「そらいろのたね」の竹内副会長、お願いします。 

 

（そらいろのたね 竹内副会長） 

 そらいろのたねの竹内です。 

そらいろのたねは任意団体として、主に子育て中の保護者の方たち向けのおうちでできる

性教育、おうちで伝えていただきたいことを、たとえば低学年くらいまでなら絵本を使って、

そういった具体的な講座を不定期に開催しております。 

 私自身は本職は婦人科医をしておりまして、長野市内のクリニックと市民病院で外来を担

当しておりまして、やはりクラミジアの症例は多々あって、高校生も珍しくないので、なん

とか義務教育が終わるまでに最低限のスキルを伝えないと、と日々実感するところです。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市社会福祉協議会の川上委員、お願いします。 

 

（松本市社会福祉協議会 川上委員） 

 松本市社会福祉協議会の川上と申します。 

令和 3 年度の事業報告ですが、コロナ禍で啓発運動等の活動はなかなか参加できなかった

ですが、感染症の勉強会などオンラインで参加して、職場内で周知をしました。 

令和 4 年度は、専門部会に参加したり、関連する研修会へ参加をしたりして、まずは職場

への周知をして啓発活動なども参加していきたいと思っています。 

 施設に入所している方を担当している職員もいますので、施設にかかわる流れなども、皆

に周知していきたいと思っています。 

 

（金井会長） 
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ありがとうございました。松本市町会連合会の宮田委員、お願いします。 

 

（松本市町会連合会 宮田委員） 

 松本市町会連合会宮田でございます。 

松本市長会連合会として計画はしておりませんが、町会連合会で先生方や関連団体の皆様

方の協力を得ながら啓発活動を進めたいと考えています。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市民生委員・児童委員協議会の松田委員お願いします。 

 

（松本市民生委員・児童委員協議会 松田委員） 

 民生児童委員ではこのような研修をやっていませんが、それがいいとは思っていません。

民生委員は 70 代の方が多いので、HIV 自体がないなと思っていて、正しい知識がないので、

年をとっても必要だなと金井先生のお話を聞いて思いました。 

松本市の社会福祉協議会や高齢者福祉の方たちと民生委員は一緒に活動する機会がありま

す。研修会がありましたら、児童委員の方は 40人くらいで若い 50 代の方が多いので、一緒

に研修のほうへ呼んでいただければ、勉強ができるのではないかと思いました。まだまだ金

井先生の話では人数が増えたりしているということで反省しています。 

 令和 4年度は気持ちを入れ替えていろいろなお話をしていきたいと思っております。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本市健康づくり推進員連合会の結城委員、お願いします。 

 

（松本市健康づくり推進員連合会 結城委員） 

 松本市健康づくり推進員連合会の副会長をやっております、結城と申します。 

令和 3年度の事業報告につきましては、松本市 35の地区で HIV・STD予防啓発研修会、そ

れからミニ講座等を実施しています。地区事業の中でもエイズ･HIV･STD予防啓発活動、チラ

シ配布等をしております。 

令和 4 年度の事業計画としましては、令和 3 年度に引き続き 35 地区に対しての啓発運動

ほか、HIV研修会、理事会における感染予防の学習会や理事会での学習会を予定しています。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。松本商工会議所 岩垂委員、お願いします。 

 

（松本商工会議所 岩垂委員） 

 商工団体ということで参加させていただいております松本商工会議所総務部長の岩垂と申

します。 

この事業について直接的な報告・計画等はございませんが、今後また啓発・啓蒙等につい
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て要望がありましたらご協力をさせていただきたいと思います。 

 

（金井会長） 

ありがとうございました。最後に、事務局から、欠席されている団体からの説明を一括で

お願いします。 

 

（保健予防課 藤松） 

 保健予防課藤松と申します。欠席している団体の報告を代わりにさせていただきます。 

 まず「がらくた座」です。がらくた座は人形劇を通して命の尊さを訴える活動を展開して

いるところです。 

令和 3 年度、松本市内においては保育園・幼稚園 4ヵ所、小学校・学童クラブ・児童育成

クラブ 10ヵ所、中学校 2ヵ所、養護学校１ヵ所、児童養護施設１ヵ所、おとなの性のワーク

ショップにて 7 回の活動を行っております。活動内容は、令和 4 年度の事業計画と同様の内

容となっております。 

 男女の性交渉には妊娠や性感染症への責任があることや、自分や相手、赤ちゃんの命を守

るために知ってほしい性感染症予防や避妊のこと、HIV・エイズとの共生と予防についてとい

う内容を盛り込んで、命の尊さについて伝えております。令和 4 年度においても同様の活動

を計画しております。 

令和 4 年度については、新たにろう学校・母子ホームからの依頼も来ておりますので、そ

ちらのほうの対応も計画しております。 

 

 続きまして、「松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局」の報告をさせていただきます。 

令和 3年度は個人衛生と感染対策に関する研修会を各施設で実施しております。 

また、将来 HIV 等対象者が増加していく傾向を各施設に周知するとともに、最新版のマニ

ュアルを配布し確認しました。 

令和 4 年度についても、同様に研修会を実施し、HIV マニュアルの確認を行ってまいりま

す。また、感染症についての研修会の開催情報を各施設に周知し、感染予防対策は HIV等の

感染対策にも有効であるということを伝えていきたいと思います。 

 

（金井会長・質疑応答） 

只今、ご説明いただきました協議会構成団体の「令和３年度事業報告及び令和４年度事業

計画」について、ご質問ご意見等がございましたらお願いいたします。 

 

 私から 1 点、篠崎委員のほうに質問ですが、HPV のワクチンは 4 月から打たれる方は増え

てきているような形でしょうか。 

 

（篠崎委員） 

 まだこれからということで、本格的な通知がこれから行くと思います。 
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（金井会長） 

 わかりました、ありがとうございます。 

 その他はございませんでしょうか。 

 

次に事務局の活動について、保健予防課より順に説明をお願いします。 

 

（保健予防課 内山係長） 

 保健予防課へ本年度から配属になりました内山健一と申します。 

保健予防課の令和 3年度事業報告等になりますが、当委員会を令和 3年 8月に書面開催を

させていただきました。 

協議会内に設置している小委員会、「こどもの教育」専門部会は２回開催させていただきま

した。 

「施設受け入れ」専門部会は開催しておりませんが、施設・事業者向け研修会を 2 回開催

させていただきまして、7月と 12月に開催させていただいております。 

それ以外に啓発活動ということで世界エイズデー、市ホームページや SNS等を通じて、レ

ッドリボンや検査等の情報発信などを行いました。 

さらにエイズ・性感染症相談・検査事業ということで、性感染症の無料検査を行い、令和

3年度の実績は HIV54件、梅毒 54件、性器クラミジア感染症 36件となっております。 

 令和 4 年度の事業計画は、令和 3 年度と同じようになりますが、当協議会の開催を本日 5

月 19日のほか、もう一回開催できればと考えております。 

さらに、小委員会をそれぞれ 1，2回開催できればと考えています。また、施設・事業者向

け研修会も 1，2回ほど開催できればと考えています。 

啓発活動は世界エイズデーを市ホームページや SNS で発信していくほか、検査事業に関し

ましても、昨年度と同様に無料検査を行っていきたいと考えております。 

 

（健康づくり課 落合補佐） 

 健康づくり課の落合と申します。健康づくり課は、エイズ啓発講座を引き続き実施して

いきたいと考えております。 

令和 3年度の実績を見ていただくと、小学校 44回、中学校 40回、専門学校や高校を 6回

実施しています。市民への啓発活動ということで、一般の方も受けていただいていいものに

なっていますが、昨年は 0 という実績になっていますので、ぜひ活用していただければと思

っております。 

あと啓発物品の貸し出し等も行っておりますので、活用していただければと思います。 

 

（人権共生課 大澤主任） 

 人権共生課の大澤と申します。 

令和 3年度は、当課は男女共同参画と人権の観点から、市内の高校生に向けてデート DVの
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防止の出前講座を行っております。例年希望があるのですが、コロナ禍になってからなかな

か開催できず、ここ 2年ほど実績はありません。 

その代わりということではないのですが、出前講座に行っていただく指導者の方がなかな

かいらっしゃらないこともあり、指導者の養成講座を昨年実施いたしました。3 回連続講座

でのべ 30人の方に参加をいただきました。 

今年度は例年に引き続き、高校向けのデート DVの出前講座を行う予定です。今年度すでに

2校から申し込みをいただいております。 

 

（障がい福祉課 藤井主任） 

 障がい福祉課の藤井と申します。 

障がい福祉課ではこれまでに引き続き、身体障がい者手帳の交付、自立支援医療・更生医

療という医療費助成の制度を中心に、障がい福祉制度のご案内や相談支援等を行っておりま

す。 

令和 3 年度中核市移行に伴い、これまで県で行っていた障がい者手帳の審査を市で行える

ようになり、従来より短期間での障がい者手帳の交付が可能となっています。 

また、プライバシーの保護に配慮するため医療機関のソーシャルワーカーとも連絡を取っ

ていきながら引き続き支援を行っていきたいと思います。 

 

（高齢福祉課 香西主査） 

 高齢福祉課の香西と申します。 

令和 3 年度については施設の受け入れに向けた研究ということで、施設受け入れ専門部会

との連携を図りながら研修会の実施となりました。 

令和 4 年度につきましても、同様に施設受け入れに向けた研究を行うとともに、去年は高

齢福祉課へ施設受け入れに関する個別の相談はありませんが、今後個別の相談がありました

ら対応していきたいと思います。 

 

（こども育成課 白澤主任） 

 こども育成課の白澤と申します。 

令和 3 年度の事業報告ですが、あがたの森文化会館の向かいの事務室にまちかど保健室を

設置しております。 

松本性を語る会の後藤裕子先生に入っていただき、毎週水曜日と金曜日に中高生を中心に

心や体・性などについての相談を受け付けています。 

 令和 4 年度の事業計画ですが、引き続きまちかど保健室を設置して、中高生を中心に相談

を受け付けていく予定です。 

 

（学校教育課 宮島指導主事） 

 学校教育課の宮島と申します。 

学校教育課では例年性教育に関する教職員の研修を実施しております。 
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昨年度はコロナ禍でオンライン開催でしたが、今年度は感染対策に留意しながら、参集に

よる研修を実施するように計画をしております。 

講師は山﨑先生にお願いして、打ち合わせを進めております。「すこやか」の活用、実践記

録の提出は例年通り行っていきます。 

 

（保健予防課 内山係長） 

 生涯学習課・中央公民館欠席のため私のほうから報告をさせていただきます。 

令和 3年度は信州大学の名誉教授山田先生をお招きして居酒屋公民館としてエイズや 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ましたが、コロナ禍で中止となりまし

た。 

令和 4 年度は同じく山田先生をお招きしてエイズや HIV、新型コロナウイルスなどについ

ての講義を令和 4年中に実施ということで計画をしております。 

 

（金井会長・質疑応答） 

ありがとうございました。 

只今、それぞれの担当課より説明がありましたが、ご意見、ご質問がございましたらお願

いいたします。 

 

よろしいでしょうか。では（２）の『専門部会の活動について』各部会長から報告をお願

いします。 

 「こどもの教育専門部会」山崎部会長からお願いします。資料２になります。 

 

（山﨑部会長・こどもの教育専門部会について） 

 では、資料 2 のこどもの教育専門部会についてご覧ください。委員のほうは記載の通りで

すのでご確認いただければと思います。 

令和 3 年度の事業報告といたしまして、かねてからの課題の松本市の出前講座のブラッシ

ュアップを少しずつ進めております。その背景として、松本市の出前講座は全国的にみても

大変数が多いのですが、その中でも性に関する出前講座も多数実施しています。その８～９

割ほどをフリーランスの助産師の皆様に担っていただき、出前講座に出向いてくださってい

ます。 

以前相談を受けていた課題として、新しい情報をブラッシュアップすることが難しいと出

前講座の講師の方々から意見が出ておりました。看護協会の助産師さんへの年度の研修会と

の連携を考えていたところで、新型コロナウイルス感染症が発生したため少し先延ばしにな

っていましたが、令和 3年度ではオンラインの研修を 1回行いました。 

10 月 11 日にミーティングを行い、松本市の保健予防課の方々と一緒に研修会についてさ

らに検討をしました。実際には少し伸びてしまいましたが、学習会を 1月 20日にオンライン

で行いました。 

令和 4 年度の事業計画ということで、この出前講座のブラッシュアップを踏まえて、当事



15 

 

者である生徒のためになる出前講座にしていくということで、講師の方々からご要望が出て

いる通り、過去何年かの中で実際に出前講座を行っている講師の方々への聞き取り調査や、

現場の先生方への調査を行い、資料に書いてある①②③の課題を進めていきたいと考えてい

ます。 

それから、去年は実際に研修会ができたのは１回だけでしたので、もう少し市のご担当の

方の負担の少ない状態で、参加する講師の方々も参加しやすいように、あるいは助産師の方

だけでなく関心のある方にも手軽に参加していただけるように、検討して実施できればと思

っています。 

 それから、引き続きこどもの健康健全育成と性教育実施の体制整備ということで、具体的

には資料に書いてある内容ですが、ある若者向けホームページを私が信州大学に在職してお

りました時に研究費で HP をつくって、市の活動とも連携できるのではないかと何年か検討

してきたこともあり、これをもっと地域のことに活用していただければと思います。こども

の教育部会のほうでも内容を紹介したという経緯もありますので、そのあたりも検討させて

いただければと思います。 

 

（金井会長・施設受け入れ専門部会について） 

続きまして「施設受け入れ専門部会について」私から説明いたします。 

 委員に関しては資料の通りでございます。昨年度は専門部会開催ができませんでしたが、

事業としては研修会をオンラインで２回開催させていただいております。 

令和 4 年度の事業計画に関しても、研修会を２回程度開催予定です。できれば集合型と考

えておりますが、開催が難しければまたオンラインということになるかと思います。講師は

私のほうが務めさせていただきたいと考えております。 

 

（金井会長・質疑応答） 

それぞれ説明しましたが、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

 

（金井会長・議事終了） 

 これで、本日の議事はすべて終了しました。 

 大変貴重なご意見ありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

８ 閉会 

（保健予防課長） 

金井会長、議事進行をありがとうございました。 

金井会長からもお話をいただきましたが、令和３年度まではコロナの影響で、なかなか思

うように活動ができなかったというのが現状でございます。 

今回はあらたな現状課題ということで皆様に共有していただきました。本年度のコロナ禍

においても、様々な形で情報共有したものついて周知啓発等のご協力いただければと思いま
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すのでよろしくお願いします。 

では以上をもちまして、令和４年度第１回松本市エイズ・HIV 等性感染症予防推進協議会

を閉会いたします。 

本日はありがとうございました。  

 


