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1. 行歯会第４期役員挨拶 ② 

●副会長挨拶 

行歯会 副会長 森木 大輔 

（宮崎県健康増進課） 

宮崎県健康増進課の森木です。第４期行歯会執行部で、引き続き副会長を務めさ 

せていただきます。 

全国的に行政の歯科専門職種は増えつつあり、うれしく思いますが、まだまだ少数派であるため、こ

のネットワークは情報を得る貴重な機会だと感じています。編集担当者がいろいろと工夫をしながらつ

くっている行歯会だよりも、新規事業などアイデアを出す時に全国の事業など参考になるのではないで

しょうか。ぜひ目を通していただけるとうれしく思います。 

個人的には、今年で県行政に入って２０年目となりました。口腔保健支援センターも設置され、行政

内部でも歯科保健の位置づけが確立されてきた感じを受けます。仕事以外の（遊びの）集まりでも歯と

口の健康の話はよく聞かれ、全身の健康との関連も市民権を得てきたと感じます。だからこそ、評価が

ますます大切になってくると思っています。大学時代には研究は結果が出なければ何もやっていないの

と同じと言われましたが、行政の仕事も住民が健康になって、はじめてやった意味が出てくるのかなと

思います。 

フッ化物洗口など効果の高い方法もありますので、きっちり評価して地域住民の健康を歯と口の健康

の面からサポートしていきたいと思います。 

全国の会員のみなさまとは直接お話をする機会が少ないかもしれませんが、学会や全国大会などでお

会いしましたらお声かけしていただきますとうれしく思います。 

４年間、精一杯執行部を支えて行きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

１．行歯会第４期役員挨拶 ② 

副 会 長  森木 大輔 

２．ブロック理事紹介 
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2. ブロック理事紹介 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇北海道ブロック 

 

 

 

 

 

 

≪東海ブロック≫  

(岐阜県、静岡県、 

愛知県、三重県） 

北海道上川総合振興局保健環境部 

保健行政室（上川保健所） 

佐々 木 健（歯科医師） 

 

今期も理事を続投させていただくことになりました。北

海道は面積が広いため、道内の会員同士でも顔を合わせる

機会はめったにありません。よって行歯会のネットワーク

は貴重なつながりです。来年は日本口腔衛生学会・総会が

札幌市で開催（5月18～20日）されますので、全国の多

数の会員のみなさまとも交流できればと思っております。 

函館市保健福祉部 健康増進課 

久米田 万里（歯科衛生士） 

 

函館市の久米田です。本市は保健所設置市ではあります

が、歯科保健業務は市町村事業として、私が所属する市保

健福祉部の健康増進課が所管しております。 

保健所や口腔保健センターとともに健康増進課が入居し

ている総合保健センターは、五稜郭公園が目の前で、連休

中は観光客，花見客で賑わっておりました。

 ブロック理事任期の４年間、微力ではありますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。

≪関東Ⅱブロック≫ 
(埼玉県、神奈川県） 

≪九州・沖縄ブロック≫ 
(福岡県、佐賀県、長崎県、 

熊本県、大分県、宮崎県、 

鹿児島県、沖縄県） 

 

≪北海道ブロック≫（北海道） 

≪東北・甲信越・北陸ブロック≫  

（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 

山形県、福島県、新潟県、富山県、 

石川県、福井県、長野県、山梨県） 

≪東京ブロック≫ 
(東京都、特別区） 

≪近畿ブロック≫ 
(滋賀県、京都府、大阪府、 

兵庫県、奈良県、和歌山県） 

≪関東Ⅰブロック≫ 
（茨城県、栃木県、 
群馬県、千葉県） ≪中国・四国ブロック≫  

(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、       
徳島県、香川県、愛媛県、高知県）  



〇東北・甲信越・北陸ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇関東Ⅰブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

〇東京ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

長 優子 

(歯科衛生士) 

 

町田市保健所 保健予防課 

岸井 奈緒美（歯科衛生士） 

 

初めまして、東京都町田市の岸井と申します。 

行政の用語や予算編成など不慣れな事が多く、後輩の後

押しで何とかやっています。少しでもお役に立てるよう頑

張りますので、宜しくお願い申し上げます。 

関東Ⅰブロック  

市原市保健センター  

高澤 みどり（歯科衛生士） 

東京ブロック 

東京都教育庁 地域教育支援部 

山田 善裕（歯科医師） 

江戸川区健康部健康サービス課  

葛西健康サポートセンター 

長 優子（歯科衛生士） 

新潟県三条地域振興局健康福祉環境部 

清田 義和（歯科医師） 

 

このたび、東北・甲信越・北陸ブロック理事になりまし

た新潟県＠清田（せいだ）と申します。担当する地域が12

県もあり、その広さに改めて驚いているところです。これ

まで新潟県民のためだけに仕事をしてきましたが、少しず

つ視野を広げていきたいと思います。特に同ブロックの世

話役の皆様には大変お世話になります。プライベートで

は、息子の少年野球にはまり（はめられ？）毎週末が大忙

しです。よろしくお願いします。 

仙台市健康福祉局健康政策課 

高橋 明子（歯科衛生士） 

 

引き続き、ブロック理事をさせていただくことになりま

した。自分自身のスキルアップに努めながら、行歯会の更

なる発展に向けて微力ではありますが頑張ります。 

東日本大震災から６年が経ちました。全国の皆様から温

かい励ましや御支援をいただきましたこと、改めて御礼申

し上げます。復興に向かう東北の元気な姿を発信する「東

北絆まつり」が６月10日と11日、仙台で開催されます。

一席設けます！ぜひお越しください！ 

栃木県保健福祉部健康増進課(栃木県口腔保健支援センター)  

中山 竜司（歯科医師） 

 

行歯会の皆様、いつも貴重な情報や御助言いただき誠にありがとうございます。 

栃木県保健福祉部健康増進課 栃木県口腔保健支援センター（がん・生活習慣病担当内）の中山でございます。今年度より

ブロック理事を務めさせていただくこととなりました。今年は栃木県歯科保健基本計画2計画策定がございますので東奔西走

しています。今後ともどうぞ御指導御鞭撻賜りますようお願い申し上げます。 

≪追伸≫ 1歳6か月児、3歳児歯科健診の取りまとめ結果については再督促をしております。大変申し訳ございませんが、

今暫くお待ちくださいませ。 



〇関東Ⅱブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇東海ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県東部健康福祉センター 

中村 宗達（歯科医師） 

 

「風になびく富士の煙の空に消えて 行方も知らぬ我が

心かな」 

これは西行法師の歌ですが、当時富士山は盛んに活動を

していて煙が出ていた様です。今でも活火山であり、いつ

噴火してもおかしくないとのことです。 

東南海地震も今来るか今来るかと秒読み状態(ちょっと

長すぎる)で、そのため静岡県では年に２～３回も防災訓

練があります。どうせ噴火・地震があるならちょうど防災

訓練のときに起こってくれたらなどと戯けたことを考え

ています。いつものチンタラチンタラでなく、きっとすば

らしく気の入った防災訓練 ？になると思います！ 

行歯会はいつも本気モードです。 

名古屋市中保健所 保健予防課 

金森 いづみ （歯科衛生士） 

 

４期目の理事を務めさせていただきます。私が勤務する

名古屋市は「昭和時代の歯科衛生士」が徐々 に卒業し、新

しい時代へ移り変わる世代交代の時期を迎えています。全

国的に同様の傾向にあると思います。そんな中「行歯会」

は、行政に勤務する歯科専門職の組織として多方面から認

められてきていることから、今後は新たな歯科保健施策を

提案し、日本の地域歯科保健を推進するような組織になる

といいな～と思っています。よろしくお願いします。 

さいたま市教育委員会 健康教育課 

小池田 幸子（歯科衛生士） 

 

4 月から関東Ⅱブロック理事を務めさせていただきます

「さいたま市教育委員会健康教育課の小池田（コイケダ）」

と申します。学校を卒業してから行政歯科衛生士として働

いております。保健センターや保健所を経験し、今年度か

ら教育委員会勤務になりました。初めての学校歯科保健、

初めての行歯会の理事・・・と、自分の中で「初めてづく

し」です。新人に戻った気持ちで何事にも挑戦していこう

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

関東Ⅱブロック 

神奈川県厚木保健福祉事務所 

渡辺 晃子（歯科医師）) 



〇近畿ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中国・四国ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇九州・沖縄ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県健康福祉部健康増進課 

岡田 威一郎（歯科医師） 

 

今年の４月より山口県健康増進課に着任いたしました岡

田です。行歯会に入会し、わからないことも多く、皆様にご

迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。 

高知県須崎福祉保健所健康障害課 

柳本 祥子（歯科衛生士） 

 

皆さま、こんにちは。このたび、行歯会第４期執行部の中

国・四国ブロックの理事を務めさせていただくこととなりま

した、高知県の柳本です。 

行政経験がまだまだ短い（現在９年目）中での理事ですの

で、理事・会員の皆さんにご指導や情報提供をいただきなが

ら頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

鹿児島県大隅地域振興局 

保健福祉環境部（鹿屋保健所）健康企画課 

比良 ゆかり（歯科衛生士） 

行歯会理事を引き受け，5年が経過し，今期も引き続き九

州・沖縄ブロックの理事を担当することになりました。その

間，本県では「かごしま歯と口腔の健康づくり県民条例」の

制定や学校でのフッ化物洗口が一部地域で導入されるなど

大きな動きがありました。今後も各地域の歯科口腔保健が向

上するよう推進していけたらと思います。 

九州・沖縄ブロック  

宮崎県福祉保健部健康増進課 

森木 大輔（歯科医師） 

奈良県健康福祉部健康づくり推進課  

堀江 博（歯科医師） 

 

 近畿ブロック理事（歯科医師枠）を継続就任させていただ

く堀江と申します。行政は18年目になりました。ずっと本

庁勤務で未だに保健所に勤めたことがありません。各種内部

資料の作成や審議会運営が仕事の多くを占めるようになっ

てきて、歯科口腔保健は他の所属や団体に多くを担ってもら

っています。毎年２月に開催される近畿地区府県・政令市歯

科保健主管課長会議の懇親会が心の支えになっています。た

まにメーリングリストに書き込みますので引き続き皆様よ

ろしくお願い申しあげます。 

堺市健康福祉局健康部健康医療推進課 

黒田 千恵（歯科衛生士） 

 

 行歯会のみなさま、はじめまして。この度、第４期ブロック

理事を務めさせていただきます、堺市の黒田と申します。 

 堺市に入職しましてからこのかた、保健所、保健センターで

住民の方々 と楽しく歯科保健活動をしておりましたが、この４

月よりとうとう本庁課勤務となりました。慣れない事務仕事に

戸惑う毎日ですが、行政に勤務する歯科保健専門職として、行

歯会のみなさま方のお知恵や経験をいただきながら、努力して

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。 
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               千葉県松戸市健康推進課中央保健福祉センター 

                             石川 明美 

 

日 時：平成 29年5月1日（月）19：00～21：00 

場 所：貸会議室八重洲倶楽部 

出席者：長、山田、安藤、中村、芦田、加藤、白井、田村、原田、吉野、清田、中山 

岸井、小池田、石川 

    永瀬吉彦氏（新潟県柏崎保健所）、 

西田信子氏（大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課）  

 

１ 第４期理事、世話役について 

(1)第4期行歯会執行部をほぼ決定した。 

 

２ 会員名簿更新作業 

(1)名簿管理担当・・・原田事務担当理事 

 

３ 行歯会の活動について 

(1) 第3期について 

① 対外的な活動（日歯災害歯科協議会に出席、厚生労働省に訪問） 

② 歯っとサイトを管理（担当 森谷事務担当理事、吉野事務担当理事） 

③ 認知度は上昇している。 

(2)活動の仕方 

① 理事懇談会年３回（予定） 

② 予算0円（郵送はなし、会議室費・交通費自己負担） 

(3)行歯会だより 

 ① 毎月発行する。今後は、フッ化物洗口、災害対策、若手奮闘記、特定健診、フレイル、 

学会報告などを取り上げていく。 

② 都道府県の先進的事例、失敗事例、研修会の情報など世話役の方からもらいたい。 

(4)その他 

①  世話役から一斉に情報収集できるように仕組みを作りたい。 

②  厚労省の歯科衛生士配置について  

③  う蝕罹患率の都道府県ランキングを本会で発信できないか         

以上 
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地域サロン活動等支援事業

フッ化物塗布

妊婦・産婦歯科診査（委託）

訪問歯科指導

地域健康づくり事業

むし歯
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愛知県名古屋市千種保健所 

歯科衛生士  池野 舞子 

１  自己紹介 

行歯会の皆さま、いつもお世話になっております。 

愛知県名古屋市千種保健所の池野舞子（いけのまいこ）と申します。 

行政の歯科衛生士として２年目を迎え、やっと１年の流れを掴むことができたところですが、ま

だまだ周りに支えられながら日々の業務に励んでいます。 

私は専門学校を卒業後、新卒で名古屋市に入庁しました。社会経験も少なく、歯科衛生士として

の経験も浅いので、もっと勉強をする必要があると感じています。 

昨年の夏ゼミでは水上で挨拶をさせていただいたと思いますが、３月に結婚し池野になりました。

ここで改めて自己紹介をさせていただきます。 

 

２  名古屋市について 

名古屋市は１６区、それぞれに保健所が設置されており（現在、保健所の再編計画があり、１保

健所１６支所体制になるため、平成３０年度より「保健センター」に名称が変わります。）、歯科医

師４名、歯科衛生士１９名で市役所及び各保健所に１人もしくは２人配置されています。 

人口は約２３０万人で、私の働く千種区では約１６万人が暮らしています。 

 

３  取り組みについて 

名古屋市では、「健康なごやプラン２１（第２次）」という健康増進計画のもと、ライフステージに

合わせて歯科保健対策事業を行っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市の歯科保健対策事業 

 



歯やお口の健康についてわかりやすく伝えるために、それぞれの 

事業や対象に合わせて、資料や媒体を作成して話をしています。ど 

んな話を聞きたいのか、どのように媒体を活用すると伝わりやすい 

か、日々研究しています。                               

 

保育園・幼稚園等で使用している媒体 

４  ２年目に向けて 

１年目は、地域に出たり、文化小劇場で講演をしたり、５年に１回の歯科疾患実態調査の対象区に

なったりと貴重な経験をすることが出来ました。また、入庁してからたくさんのつながりができ、歯

科医師・歯科衛生士はもちろん他職種と関わる機会も増えました。この経験やつながりを大切にし、

２年目に活かしていきたいです。 

もっともっとレベルアップできるように今後も努力してまいります！ 

 

５  「夏ゼミｉｎ愛知」 ―今年の夏ゼミは愛知県です！― 

   私は、昨年の夏ゼミｉｎ千葉に参加しました。 

市や県をまたいで行政の歯科医師・歯科衛生士と意見交換ができたことが、モチベーションアップ

になり、参加してよかったと感じました。次は、実行委員として夏ゼミを盛り上げていきます！ 

今年のテーマは「つなぐ」です。 

これまでの歯科保健の歴史を振り返りこれからの歯科保健にどうつなげていくか、また、ベテラン

が次の世代に何をつなげていきたいか、伝え合いたいと思います。 

 

～お知らせ～ 

夏ゼミｉｎ愛知 ２０１７ 第３５回地域歯科保健研究会 
テーマ 「つなぐ」－今までとこれから…未来に向かって 

歯科口腔保健法に息吹を吹き込む－ 

 

    日 時 平成２９年７月２９日（土） １０：００～１７：００ 

    会 場 愛知県歯科医師会館（名古屋市中区丸の内 3-5-18） 

※ 近日中に「こくちーず」で詳細を公開します。 

※ 後ゼミや懇親会も企画しています。 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

☆ 編 集 後 記 ☆ 

五月になって暑い日が続いています。この時期は、まだ仕事場の冷房が稼働していないところ

も多いのではないでしょうか。クールビズが一般的になり、軽装で仕事ができるようになったの

で暑がりとしては助かっていますが、今からこの暑さだと、夏が心配になる今日この頃です。（T） 

 

先日の理事懇談会後に見たマジックが不思議で仕方ありません。（Y） 


