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令和 3年度長野県「世界エイズデー」普及啓発週間実施要領

名 称

令和 3年度長野県 「世界エイズデエ」普及啓発週間

今年度の主題 (キ ャン太―ンテーマ)   |
「レンドリボン30周年 ～研並よ Togeth●■ Agttn～J

(全国の普及啓発主題と同じ)

3 趣  旨

WIO(世 界保磨機関)は、 1988年に世界的レベルでのエイズまん延防止 と患者・感染者
に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、12月 1日 を “Wo■ld AIDS Day)(世界
エイズデー)と 定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱 した。
1996年 か ら、W■0に 代わって、国連のエイズ対策の総合調整 を行 うこ ととなつた

U鋭頌DS(国連合同エイズ計画)も この活動を継承 してぃるところである。

厚生労働省は、我が国の HIV感染者・エイズ患者新規報告数が、近年、1,400作 程度で推

移 してお り、また累計報告数も 30,000件 を超えるなど、依然 として予断を許 さない状況に
ある中で、

4worla AIDS D守)を
中心 とした期間での啓発活動を推進す ることとしている。

また、HIV感染 との関係が深い性感染症全般に関 しても、予防の重要性についての知識を
高めることを目的とした「性の健康週間」 (11月 25日 から 12月 1日 までの 1週間)が、平
成 13年度か ら全 国的に実施 され てい るが、本 県においては性感染症 の 1つ で ある梅 毒
の届 出数 が平成 27年か ら増加傾 向にあ り、特 に 20歳 代女性及び 20歳 ～ 40歳 代男性
を中心に発生 がみ られ、対策 が求 め られてい るところである。

こうした状況を踏まえ、本県においても、■陥■ld AIDS Day)に 賛同し、HIV/エイズや
性感染症に関す る正 しい知識等についての啓発活動を推進 し、これ らのまん延防止及び患
者・感染者に対する差別や偏見の解消等を図るものとす る。

啓発期間

令和 3年 11月 25日 (本)から 12月 1日 (水 )ま で

主 唱

長野県、長野県教育委員会

後 援

長野労働局、長野県市長会、長野県町村会、 (一社)長野県医師会、 (一社)長野県薬剤師
会、 (公社)長野県看護協会、 (一社)長野県臨床検査技師会、(公財)長野県健康づくり事
業国、(社福)長野県社会福祉協議会、長野県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬

文払基金長野支部、 (一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、 (一社)長野

県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、長野県農業協同組合中央会、 日本労働組合総
連合会長野県連合会、(一社)長野県生活衛生同業組合連合会、長野県 PTA連合会、長野県
高等学校 PTA道 合会、長野県保健補導員会等遵絡協議会、長野県人権擁護委員連合会、
(公社)長野県私学教育協会、長野県遊技業協同組合、(一社)長野県建設業協会、エイズ

治療拠点病院等連絡会、信濃毎 白新聞社、朝 日新聞長野総局、読売新聞長野文局、中日新
聞社、NHK長 野放送局、 SBC信 越放送、NBS長 野放送、TSBテ レビ信州、 abn
長野朝 日放送、長野エフエム放送
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7 実施事業

啓発期間に合わせて、長野県、市町村、事業所及び各種団体が各々、HIV 性感染症の予

防、横査等に関する知識の普及啓発事業を展開するとともに、患者・感染者に対する差別や

偏見の解消等を図 り、患者 感染者を支援する体制づくりを推進する。

(1)保健福祉事務所 (保健所)が実施する事項

ア エイズ啓発コーナーの設置

イ 時間外等の相談 検査の実施

ウ 学校、事業所、団体等へ医師 保健師を派遣する出前講座等の実施

エ レッドリボン ツ リーの展示

オ 関係機関等 と連携 した HIWエイズ及び性感染症の啓発活動

力 その他

(21市町村が実施する事項

ア 立看板、ポスター等の掲示

イ 放送、広報資料等による住民への正 しい知識の普及啓発

(3)小学校、義務教育学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修・

各種学校が実施する事項

ア 立看板、ポスター等の掲示

イ 児童t生徒、学生への正 しい知識の普及啓発

(41事業所、団体等が実施する事項    _
ア 立看板、ポスター等の掲示

イ 放送、広報資料等による従業員等への正 しい知識の普及啓発

8 普及啓発における留意点

(1)普及啓発の基本的な考え方

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (平成 30年厚生労働省告示第 9号 )

の趣旨を踏まえ、長野県に在住す るすべての人々に対 して、正 しい知識の普及啓発の強化を

図ること。普及啓発に当たつては、近年の発生動向を踏まえ、対象者の実情に応 じて正iltな

情報 と知識を分か りやすい内容 と効果的な媒体により提供すること。

(21人権の尊重

患者・感染者が尊厳をもつて暮 らせ る社会づ くりのためには、患者 感染者のみな らず、

その周囲の人々の HIWエイズに関す る理解が必要であり、就学・就労を始めとする社会参

加を促進することが、患者等の個人の人権の尊重及び福利の向上だけでなく、社会全体の

HIV/エイズ 性感染症に関する正 しい知識や患者 感染者に対する理解を深め、学校や職

場における偏見や差別の発生を未然に防止することになること。

(3)HIV治療の進歩 と検査・早期治療の重要性

HIV治療の進歩に伴い、HIVに感染 しても早期発見及び早期治療によつて長期間、社会

の一員 として生活を営むことができるようになつてきたこと。

検査・相談は無料 匿名で最寄 りの保健所等で受けられることや医療機関でも受検ができ

ることなど、検査 相談の利用の機会に関する情報提供に努 め、検査を受けやす くするため

の特段の配慮が必要であること。



9 その他

(1)令和 3年度については、新型ヨロナツイルス感染症感染拡大防止の観点から、事業の規模
を縮小 して実施する。また、その時の感染拡大状況に応 じ、各保健福祉事務所の判断で事
業を中止または縮小 して実施する場合がある。

(り広報の実施にあたつてはt患者・感染積やその家族の社会的背景や人権への配慮が必要で
ある。


