（３） 保健、医療、福祉
テーマ

番号

「地域共生社会」の

42 実現について

43

成年後見制度につい
て

44

生活困窮者の自立支
援

45

災害時の避難行動要
支援者対策について

新テーマ

保健医療計画（地域

46 医療構想）について

内容
高齢者・障害者等を含めた地域住民の誰もが役割を持ち、互いに支え合うこ
とができる「地域共生社会」の実現に向け、その理念や国・県の施策等につ
いて説明します。

成年後見制度の概要について説明します。また、成年後見制度利用促進法に
基づく、全国どの地域でも必要な人が制度を利用できる体制づくりなど、成
年後見制度利用促進に向けた取組についても説明します。

生活困窮者に対する自立支援策である、生活困窮者自立支援制度及び生活保
護制度について説明します。

災害時の避難行動要支援者対策について、災害対策基本法に基づく避難行動
要支援者名簿の作成や、個別計画を活用した避難行動の支援について説明し
ます。

保健福祉課
生活保護担当

保健福祉課
地域保健担当

国の医療計画制度の見直しなどの動きにあわせて、県では栃木県保健医療計
画(７期計画)を策定しました。本講座では、７期計画に基づき、県の保健医
療の取組などについて説明します。

医療政策課
地域医療担当

52

国民健康保険と後期
高齢者医療制度

薬物乱用防止につい

53 て

健康長寿とちぎづく

54 りについて

医療政策課
在宅医療・介
護連携担当

TEL 028-623-3046
FAX 028-623-3131

医療政策課
看護職員育成
担当

TEL 028-623-3152
FAX 028-623-3131
iryo@pref.tochigi.lg.jp

医師確保対策や救急医療対策、周産期医療対策等の取組について説明しま
す。

高齢者を取り巻く現状と課題やその対応など、介護保険制度の仕組みや実施
状況について説明します。

ボランティア活動などの地域活動や就労への意欲を持つ高齢者に、社会の支
え手として活躍してもらう「生涯現役社会」の実現に向けた県の取組等につ
いて説明します。

医療政策課
地域医療担
当、
医療体制整備
担当
高齢対策課
地域支援担当

高齢対策課
生きがいづく
り担当

TEL 028-623-3145
TEL 028-623-3146
FAX 028-623-3131
iryo@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3148
FAX 028-623-3058
chiikishien@pref.tochigi.lg.j
p
TEL 028-623-3048
FAX 028-623-3058
kaigo@pref.tochigi.lg.jp

医療保険制度の中で、県民の約２５％が加入している国民健康保険と、高齢
者が加入する後期高齢者医療制度の仕組みと現状、制度改革について説明し
ます。

薬物乱用の現状、乱用薬物の理解、健康への影響等薬物乱用防止のための取
組について説明します。
※職員だけでなく知事の委嘱を受けた薬物乱用防止指導員が対応することも
あります。
「健康長寿とちぎづくり推進条例」及び健康づくりの指針である「とちぎ健
康２１プラン（２期計画）」に基づいて、県が展開する健康づくりについて
説明します。

国保医療課
医療保険担
当、
高齢者医療担
当
薬務課
温泉・薬物対
策担当

TEL 028-623-3136
FAX 028-623-3116
kokuhoiryou@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3119
FAX 028-623-3121
yakumu@pref.tochigi.lg.jp

健康増進課
健康長寿推進
班

TEL 028-623-3094
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp

55 がんについて

健康増進課
がん・生活習
慣病担当

TEL 028-623-3096
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp

糖尿病の発症予防や重症化を防止するために、必要な対応や県等の取組につ
いて説明します。

56 糖尿病について
栃木県民の健康課題である脳卒中について、病気の説明や予防に必要な生活
習慣、発症時に必要な対応などに関する県の取組等について説明します。

57 脳卒中について

58

TEL 028-623-3145
FAX 028-623-3131

iryo@pref.tochigi.lg.jp

がんに関する正しい知識、がんの予防や早期発見に必要なこと、がん患者や
その家族を地域社会全体で支え合うための県の取組等について説明します。

歯と口腔の健康づく
りについて

TEL 028-623-3103
FAX 028-623-3131

iryo@pref.tochigi.lg.jp

50 て

51

TEL 028-623-3043
FAX 028-623-3131

hofuku@pref.tochigi.lg.jp

48 看護への道

「生涯現役社会」の
実現に向けて

TEL 028-623-3047
FAX 028-623-3131

hofuku@pref.tochigi.lg.jp

これからの世代を担う若者たちに、看護の仕事や進学、就職、キャリアアッ
プ制度などについて理解できるように説明します。

介護保険制度につい

保健福祉課
地域福祉担当

hofuku@pref.tochigi.lg.jp

47 とちぎの在宅医療

49

連絡先
TEL 028-623-3047
FAX 028-623-3131
hofuku@pref.tochigi.lg.jp

栃木県保健医療計画（７期計画）に基づく、在宅医療推進のための県の取組
などについて説明します。

とちぎの医療提供体
制

担当課（室）
保健福祉課
地域福祉担当

歯や口腔の健康は全身の健康にも影響するほか、生活習慣病とも関連してい
ます。この講座では、健康づくりにおける歯や口腔の重要性や実践方法につ
いて説明します。

健康増進課
がん・生活習
慣病担当

健康増進課
がん・生活習
慣病担当

健康増進課
がん・生活習
慣病担当

TEL 028-623-3095
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3095
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3096
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp

テーマ

番号

食品の栄養成分表示

59 の見方と活用

内容
食品表示法及び健康増進法に定められている食品の栄養や機能性の表示につ
いて、適切な表示方法や生活習慣病の予防に活用できる表示の見方等につい
て説明します。

指定難病及び小児慢性特定疾病に関する医療費助成制度等について説明しま
す。

担当課（室）
健康増進課
健康長寿推進
班

健康増進課
難病対策担当

60 難病対策について

62 予防接種について

感染症対策課
感染症対策担
当

64 肝炎対策について

感染症対策課
感染症対策担
当

68

障害者虐待の防止に
ついて

県の障害者福祉施策について、栃木県障害者計画、障害者総合支援法等に基
づき説明します。

「障害者差別解消法」（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）
及び「栃木県障害者差別解消推進条例」に関し、制度や障害者への合理的配
慮についてご説明します。

「障害者虐待防止法」（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等
に関する法律）の概要や、県内の事例をふまえた障害者虐待防止の取組につ
いて説明します。

「自殺対策基本法」、「自殺総合対策大綱」、「いのち支える栃木県自殺対
策計画」の概要や、県が推進する自殺対策施策について説明します。

69 自殺対策について
新テーマ

障害福祉課
企画推進担当

TEL 028-623-3490
FAX 028-623-3052

障害福祉課
企画推進担当

syougaifukushi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3490
FAX 028-623-3052

アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症はどのような病気なのか、正し
い知識や対応方法について説明します。

障害福祉課
福祉サービス
事業担当

障害福祉課
精神保健福祉
担当

71

72 結婚支援について

地域における子育て

発達障害に関する基本的な理解と周囲の方による支援や対応について、「栃
木県発達障害者支援センターふぉーゆう」の職員が説明します。

栃木県障害者
総合相談所

seishinhfc@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-6111
FAX 028-623-7255

こども政策課
子育て環境づ
くり推進担当

少子化の現状やその背景、本県における様々な子育て支援の取組について、
「とちぎ子ども・子育て支援プラン（２期計画）」に基づいて説明します。

こども政策課
子ども・子育
て支援班

74 児童虐待の防止

76 人権について考える

77

男女共同参画ってな
に？

78

ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレンス）
について

hattatsukouji@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3068
FAX 028-623-3070
kodomo@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2064
FAX 028-623-3070
kodomo@pref.tochigi.lg.jp

児童虐待の現状や児童虐待防止に関する取組等について説明します。

75 とちぎの母子保健

syougaifukushi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3093
FAX 028-623-3052

精神保健福祉
センター

本県においても、未婚化・晩婚化が進行しており、少子化が進む原因となっ
ています。｢とちぎ結婚支援センター｣をはじめとする、若い世代が結婚を望
む時期にその希望を実現することができる環境づくりの取組について説明し
ます。

73 支援

syougaifukushi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3029
FAX 028-623-3052

syougaifukushi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-673-8785
FAX 028-673-6530

70 依存症について

発達障害の基本的な
理解と対応について

TEL 028-623-3089
FAX 028-623-3759
kantai＠pref.tochigi.lg.jp

66 施策について

67

TEL 028-623-3089
FAX 028-623-3759
kantai＠pref.tochigi.lg.jp

国内最大級の感染症である肝炎の概要と検査、医療費助成の制度について説
明します。

障害者差別解消につ
いて

kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3086
FAX 028-623-3920
kenkozoshin@pref.tochigi.lg.jp

予防接種の種類や効果と、副反応やそれに対する補償制度などの正しい知識
について説明します。

栃木県の障害者福祉

連絡先
TEL 028-623-3094
FAX 028-623-3920

少子化の現状やその背景、安心して妊娠・出産できる環境づくりや思春期の
健康支援等、母子保健に関する取組について、「とちぎ子ども・子育て支援
プラン（２期計画）」に基づいて説明します。

こども政策課
児童家庭支
援・虐待対策
担当

TEL 028-623-3061
FAX 028-623-3070

こども政策課
母子保健担当

TEL 028-623-3064
FAX 028-623-3070

kodomo@pref.tochigi.lg.jp

boshihoken@pref.tochigi.lg.
jp
TEL 028-623-3027
FAX 028-623-3028

誰もが生まれながらに持っている基本的な権利である「人権」を身近なもの
として考えるため、人権を尊重するための社会の枠組みや、差別や偏見等に
よる様々な人権課題、身の回りで起こりうる人権問題等について、視聴覚教
材等を活用しながら説明します。

人権・青少年
男女参画課
人権施策推進
室

男女共同参画の理解促進のため、日本や栃木県における男女共同参画の現状
や課題、近年の動向、男女共同参画社会の形成に向けた取組などについて説
明します。

とちぎ男女共
同参画セン
ター
事業推進課

TEL 028-665-8323
FAX 028-665-8325

とちぎ男女共
同参画セン
ター
相談支援課

TEL 028-665-8722
FAX 028-665-8726

配偶者等に対する暴力をなくすことを目的に、DVに関する基礎知識や近年
の傾向等について説明します。

jinken@pref.tochigi.lg.jp

danjo-ksc@pref.tochigi.lg.jp

danjo-ksc@pref.tochigi.lg.jp

番号

テーマ

79 デートＤＶについて

内容
デートDVは、早い時期からの予防教育が大切であることから、高校生等を
対象として、当センター作成の未然防止啓発プログラム「10代のデート
DV」を用いて、デートDVについて説明します。

担当課（室）
とちぎ男女共
同参画セン
ター
相談支援課

連絡先
TEL 028-665-8722
FAX 028-665-8726
danjo-ksc@pref.tochigi.lg.jp

