
関係者各位

平素より大変お世話になっております。

厚生労働省健康局健康課保健指導室です。

日頃より地域保健行政の推進に格段の御配慮を賜り、厚く御礼を申し上げます。

今般、地域全体の健康を守る重要な役割を担う保健師、公衆衛生医師等の魅力発信及

び感染症危機における地域と保健所・地方衛生研究所・保健師の関わりの発信等を目的

とした地域保健シンポジウム」を下記のとおり令和5年2月18日(士)に開催しますの

でお知らせ致します。

午後に開催されます「自治体保健師の魅力発信シンポジウム」では、自治体保健師の

人材確保を目的に、自治体保健師の働き方や各地域の魅力を踏まえた保健師活動について

全国の自治体保健師よりご講演いただきます。

また、これから自治体保健師を目指す保健師養成校に通う学生や保健師資格を有する

方を対象に自治体のりクルートブースも設けており、それぞれの自治体の保健師人材の確

保の取組についても伺えるプログラムとなっております。

一部オンライン開催を含むハイブリッド開催となっておりますので本シンポジウムの参加

を希望される場合は、下記を御確認の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。

また、すでに関係団体等へのご連絡はしておりますが、先生方のご所属の看護学生等へも再

度ご周知いただけますと幸いでございます。

【開催概要】

・開催日:令和 5年2月18日(士) 10:00~16:00

10:00~12:00 基調シンポジウム(i糊寅、芸能人を交えたパネルディスカッ

ション等)

12:00~16:00 自治体保健師の魅力発信(i齢寅、個別相談ブース等)

13:00~16:00 公衆衛生医師の就職相談(個別相談ブース等)

・開催場所:ベルサール東京日本橋地下2階、 4階(東京都中央区日本橋2-フ・

D

※一部のプログラムでは、才ンラインでの参加も可能です

・入場料:無料(原則参加申込が必要です) 収叉
NO.3五_そタ
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・その他:詳細・参加申込は別添及び「地域保健シンポジウム」ホームページをご確

認ください。

htt s:ノノWWW. ublichealth2023.com/

htt s:ノ/WWW. ublichealth2023.com/

厚生労働省健康局健康課

電話番号:03-5253・1111

03-3595.2190

地域保健室・保健指導室

(代表)

(直通)



日時

開催方法

参加方法

令和5年2月18日(土)

「地域保健シンボジウム」プログラム

ハイブリッド開催征騨也・オンライン)

現地会場:ベルサール東京日村喬(東京都中央区日本橋2-フ-1 東京日本橋タワ→

各パートの概要(目的、対象者等)

午前の部

主題

下記URLより参加登録をお願いします

https://、NWW.publichealth2023.com

10:00~16:00

基調シンボジウム

感染症危機における1御或と保健所・地方衛生研究所・保健師の関わり

~1也1或一体となって感染症危機を乗り越えるためには~

国民や行政関係者それぞれへの周知啓発

国民、保健所、地方衛生研究所、保健師等行政関係者

目的

対象者

時間

コンテンツ

10:00~12:00

午後の部

主題

目的

対象者

時間

・芸能人によるコロナ禍における生活の変化等体験談

・有識者と芸能人によるパネルディスカッション

自治体保健師の魅力発信

自治体の保健師りクルート活動

保健師就職希望者(看護学生等

コンテンツ

12:00~16:00

. 講寅・パネルディスカッション

自治体りクルートブース

受験対策相談ブース等

.

.

公衆衛生医師就職相談

公衆衛生医師の魅力発信

公衆衛生医師就職希望者

13:00~16:00

・公衆衛生医師の就制目談ブース等



開催概要

「地域一体となって感染症危機を乗り越えるためには」をテーマにパネルディスカッションを開催します。当日

は、お笑い芸人の山田ルイ53世さん、キンタロー。さんとともに有識者の先生をお招きしてお話をいただきます。

マ

感染症危機における1御或と保健所・地方衛生研究戸斤保健師の関わり

~1也1或一体となって感染症危機を乗り越えるためには~

基調シンボジウム(午前の部)

日時

プログラム

時間

令和5年2月18日(士)

10:00~

10:30

(30分)

コロナ禍における暮らしの変化

お笑い芸人のお二人から、コロナ禍における仕事や

子育て・出産等のご経験にっいて伺います

10:30~

10:50

(20分)

テーマ・概要

保健所・地衛研・保健師の紹介

有識者の皆さまより、一般の方にもわかりやすい内

容で保健所・地方衛生研究戸斤保健師が感染症

危機対応において果たした役割にっいてお話しいた

だきます。

10:00~12:00

パネルディスカッション

「地域一体となって感染症危機を乗り越える」ため

に、以下の3つの内容にっいて登壇者の皆さまにっ

いてご意見をいただきます。

①これまでの新型コロナウイルス対応における保健

所・地衛研・保健師と地域の繋がり

②今後の感染症危機に備えるために、この繋がり

をどのように強めていけぱよいか

③地方衛生研究所・保健所・保健師はこれから

どのような役割を果たしていきたいか?

10:50~

12:00

(70分)

・山田ルイ53世(ひけ男爵)

・キンタロー。

主な登壇者

. 保健所・地方衛生研究所・保健師に係る有識

者

. 山田ルイ53世(ひけ男爵)

キンタロー。

保健所・地方衛生研究所・保健師に係る有識

者

.

.



開催概要

「時代・世代を超えた多様な保健師の仕事」をテーマに、現役の自治体保健師による講演・パネルディスカ

ツションを開催します。また、ブース会場では自治体保健師への就職や採用試験対策にっいてご相談いただけ

ます。

自治体保健師の魅力発信(午後の部)

日時

タイムテーブル

<講寅・パネルディスカッション>

時間

令和5年2月18日(土)

13:00~13:30

(30分)

13:35~14:05

(30分)

講寅

「自治体保健師の1日」

12:00~16:00

コンテンツ

14:10~15:00

(50分)

講寅
・統括保健師 2名(新潟県庁、兵庫県市役所)

「自治体保健師のキャリア形成の仕方」

登者入れ替え(5分)

講寅 ・自治体保健師 5名(山口県町役場、北海道庁、埼

「各地域の保健師の魅力」 玉県地域保健センター、福島県町役場)

休憩 a0分)

・自治体保健師5名(宮崎県保健所、兵庫県市役

所、山口県町役場、北海道庁)

登壇者

・新任期保健師 2名(宮崎県保健戸斤、愛知県

地域保健センタ→

者入れ替え(5分)

15:10~16:00

(50分)

登壇者

全国の自治体保健師・採用担当者等(北海道、岩

手県、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、

千葉県、神奈川県、新潟県、福井県、長野県、静岡

県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、山口県、

愛媛県、高知県、熊本県)

新任期保健師4名(福島県庁、山梨県市役所、埼

玉県保健所、大β反府地域保健センタ→

登

<相談ブース>

時間

パネルディスカッション

「多様な保健師の働き方とっながり」

.

12:00~16:00

(240分)

自治体保健師の就職説明ブース

コンテンツ

採用試験対策相談ブース



開催概要

公衆衛生医師の就職にっいてJ見1窒の公衆衛生医師と個別相談ができます。

令和5年2月18日(土) 13:00~16:00日時

コンテンツ<相談ブース>

・公衆衛生医師の就職相談ブース等

公衆衛生医師就職相談(午後の部)
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参加登録は
こちら(現地・オンライン)

〒1036005 東京都中央区日本橋2-フ-1
東京日本橋タワ-B24F

プログラム

オープニング 新型コロナ禍での仕事や暮らしの劃七、

新型コロナ禍での生活変化等 出産や育児の 6どについて、
バネリストとしてお歴をいただきます。

バネルディスカッション

「地域一体となって感染症危機を乗り越えるためには」

バネリスト:山田ルイ53世儷男鬪

キンタロー。

保所・地方衛生研究所・保健師に係る有識者(3名)

自1口体保健師の魅力発信

,

皆>

回.'回
1 1

回h

対者:公衆衛生医師希望学生等^

13:00-16:00 公衆衛生医師の仕に興味のある学生の皆が対象です。

現役の公衆衛生医師と個別相談・きます!

本イペントは、生労省委託事業として実施いたします。

株式会社コンベンションリンケージ内

〒102.0075 東京都千代田区三番町2 TEL:03.32638698 E.mail: publichealth2023@C・1inka8e.CO.jp

雪

対象者:自治体保健師就望学生等
12:00-1600

自治体保師の仕に味のある皆様が対象です。

講演「時代・世代を超えた多様な保健師の仕事」 ブース 12.00-16.00 若手自治体保健師に
採用試験対策について

現役の保健師が登壇します 自治体保師の就職説明ブース 個別相談できます!
▼下記の怒道府県の自治体がプース出展予定です.13:00-13:30 講演①自治体保健師の1日

北海道、岩手県、官城県、山形県、県、群馬県、埼玉県、千棄県、神奈川県、新'、福井県13:35-14:05 演②自治体保健のキャリア形成の仕方
、高知県、熊本県県、岡県、大阪府、兵県、和山、島根県、山口県、

14:10-15:00 講'③各地域の保健の魅力
15:10-16:00パネルディスカッション多様な保のき方とっながり採用対策相談ブース

キンタロー。

運営事務局
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