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服 部 誠太郎

「福岡県 “One Health” 国際フォーラム2022＋FAVA」にご参加いただき、誠にありがとう
ございます。
本フォーラムは、 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）をはじめとする人獣共通感染
症などに対し、各分野の世界トップクラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決する
ことを目指し、「福岡宣言」がなされた福岡の地から研究成果を世界に向けて発信するため、
令和２年度から開催しています。
今年度は、アジア地域で最も大規模な獣医学に関する国際会議である「アジア獣医師会連
合（FAVA）大会」と同時開催いたします。同時開催にご尽力いただきました日本獣医師会
の藏内会長をはじめ、関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。
COVID-19、SARS、MERSなどの新興感染症の多くは人獣共通感染症であり、次の新興感
染症に備えるためにも、「人の健康」、「動物の健康」、「環境の健全性」を一つのものと捉え、
一体的に守っていく「ワンヘルス」の理念を実践していくことが重要です。
本県では、令和３年１月、全国初となる「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を施行し、さ
らに令和４年10月には「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルス
の実践促進に関する条例」を制定しました。
これらの条例に基づき、
「福岡県ワンヘルス行動計画」に掲げる施策や取り組みを本格的に
展開しているところです。
この取り組みの一つとして、新興感染症への対応や地球温暖化などのワンヘルスの課題に
対応していくための実践拠点として「ワンヘルスセンター」の整備を進めています。センター
には、人の健康や環境の保全に関する調査・研究機能を有する「県保健環境研究所」と、家
畜、愛玩動物、野生動物、展示動物の保健衛生を一元的に扱う「動物保健衛生所（仮称）」を
整備し、相互の連携を図ります。
また、県民をはじめ多くの皆さまが森林浴などを通じてワンヘルスを実感できる「ワンヘル
スの森」の整備、ワンヘルスの理念に沿って生産された県産農林水産物の認証制度およびワン
ヘルスの推進を宣言する事業者の登録制度の創設など、さまざまな取り組みを進めています。
今後も、このような先進的な取り組みを進め、毎年開催している本フォーラムにおいて国
内外に発信していくことにより、福岡県をワンヘルスの世界的な先進地に押し上げていきた
いと考えています。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
結びに、本フォーラムを通じて、多くの皆さまのワンへルスに対する理解が一層深まり、
その理念に則った行動や活動が広がることを期待いたしますとともに、ご参加の皆さまのご
健勝とさらなるご活躍をお祈り申し上げます。
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開催概要
【会 議 名】

福岡県 “One Health” 国際フォーラム 2022 ＋ FAVA

【テ ー マ】

ワンヘルス実践の今と未来

【主 催 者】

福岡県 “One Health” 国際フォーラム実行委員会

【開催目的】

新型コロナウイルス感染症をはじめ人獣共通感染症などに対して、各分野の世界トップ
クラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決することを目指し、福岡宣言がなさ
れた福岡県から研究成果などを世界に向けて発信する。

～福岡からアジア、そして世界へ～

【会

期】

【会

場】

ヒルトン福岡シーホーク
〒810-8650 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3
TEL 092-844-8111

【HPアドレス】

https://one-health-fukuoka2022plusfava.com

【内
容】
※日英同時通訳有

11月12日（土） 13：30～16：30
開会式 13：30～14：00
基調講演 14：05～15：15
「ワンヘルス：世界医師会における展望」
Osahon Enabulele（世界医師会 会長）
「世界獣医師会におけるワンヘルス推進の取組と今後の展望」
Rafael Laguens（世界獣医師会 会長）
「国連環境計画におけるワンヘルスの取組と今後の展望」
Doreen L. Robinson（国連環境計画 ⽣態系部局 ⽣物多様性・陸上生物部⾨責任者）
（ビデオ出演）
県民講座 15：25～16：30
「坂上忍さんと考えるワンヘルス〜人と動物の共生社会の実現を目指して〜」
トークショー
坂上 忍（俳優）
鼎談
坂上 忍（俳優）× 藏内 勇夫（公益社団法人日本獣医師会 会長）× 服部 誠太郎（福岡県知事）

【開会式／基調講演／県民講座】
2022年11月12日（土） 13：30～16：30
【分科会】
2022年11月13日（日） ９：00～11：50
※現地開催（同時ライブ配信）
※後日見逃し配信有り

11月13日（日） ９：00～11：50
分科会
環境分野の取組分科会
ワンヘルスの取組分科会
【国際機関における取組セッション】
【行政における取組セッション】
【民間団体等における取組セッション】
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プログラム

11 月 12 日
会場：ヒルトン福岡シーホーク

13：30～14：00

開 会 式

【主催者挨拶】 服部
【来賓挨拶】

14：05～15：15

1F アルゴスＥ・Ｆ

誠太郎（福岡県知事）

（福岡県 “One Health” 国際フォーラム実行委員会 大会本部長）

松本 吉郎（公益社団法人 日本医師会 会長）
藏内 勇夫（公益社団法人 日本獣医師会 会長）
桐明 和久（福岡県議会 議長）
高島 宗一郎（福岡市長）

基調講演
座長：東梅

貞義（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） 事務局長）

ワンヘルス：世界医師会における展望
Osahon Enabulele（世界医師会

会長）

世界獣医師会におけるワンヘルス推進の取組と今後の展望
Rafael Laguens（世界獣医師会

会長）

国連環境計画におけるワンヘルスの取組と今後の展望
Doreen L. Robinson（国連環境計画

（ビデオ出演）

【意見交換】
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生態系部局 生物多様性・陸上生物部門責任者）

15：25～16：30

県民講座

坂上忍さんと考えるワンヘルス
～人と動物の共生社会の実現を目指して～
【トークショー】

坂上

忍（俳優）

【鼎談】
進行役：芝田

後藤

坂上

忍（俳優）

藏内

勇夫（公益社団法人日本獣医師会

服部

誠太郎（福岡県知事）

良倫（一般社団法人ワン・ヘルス・クリエイツ
暢子（株式会社フリーランス 常務取締役）

理事長）

会長）

11 月 13 日
会場：ヒルトン福岡シーホーク

9：00～11：50

3F ヴェガ

分科会 ／ 環境分野の取組分科会
座長：マレー・ハイン（京都府立大学 和食文化学科 特別専任教授）

講演 1

感染症リスク管理における生物多様性保全の意義
五箇 公一（国立研究開発法人 国立環境研究所 生物多様性領域（生態リスク評価・対策研究室）室長）

講演 2

プラネタリーヘルスの実現に向けて
渡辺 知保（長崎大学 熱帯医学・グローバルヘルス研究科

講演 3

教授、学長特別補佐）

国立環境研究所における野鳥を対象とした鳥インフルエンザ関連研究の紹介
大沼 学（国立研究開発法人 国立環境研究所
生物多様性領域（生態リスク評価・対策研究室）主幹研究員）

講演 4

気候変動が既知のヒトの病原性疾患に与える影響
（リモート出演）
Erik Franklin（ハワイ海洋生物学研究所 海洋生態学 准教授）

意見交換
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会場：ヒルトン福岡シーホーク

9：00～11：50

3F リゲル

分科会 ／ ワンヘルスの取組分科会

【国際機関における取組セッション】
講演 1

FAOにおけるワンヘルスの取組

Mary Joy Gordoncillo（国際連合食糧農業機関（FAO）アジア太平洋地域（RAP）リージョナルコーディネーター）

講演 2

パンデミックを防ぐPREZODEにおけるワンヘルスの取組
（ビデオ出演）
Benjamin Roche（フランス国立サステイナビリティー 研究所 リサーチ ディレクター）

【行政における取組セッション】
講演 1

福岡県保健環境研究所におけるワンヘルスの取組
田中 義人（福岡県保健環境研究所 副所長）

講演 2

野生動物SFTS感染状況調査
新 博司（福岡県環境部自然環境課

講演 3

課長）

福岡県ワンヘルス認証制度について
藤井 清吾（福岡県農林水産部食の安全・地産地消課

生産安全係長）

講演 4

福岡県における「ワンヘルスの森」の取組
髙木 悟（福岡県農林水産部林業振興課 課長技術補佐）

講演 5

障がい児に対するアニマルセラピー
宮崎 正昭（福岡県福祉労働部障がい福祉課

講演 6

講演 7

課長）

福岡県におけるワンヘルス教育推進事業について
甲斐田 修（福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課
みやま市のワンヘルスアプローチ
木村 勝幸（みやま市総務部企画振興課

課長補佐）

課長）

【民間団体等における取組セッション】
座長：芝田

良倫（一般社団法人ワン・ヘルス・クリエイツ

テーマ「私たちとワンヘルス ～身近な活動から学ぶワンヘルス～」
講演 1

ワンヘルスの森（四王寺県民の森）について
内藤 芳樹（福岡県立四王寺県民の森管理事務所 所長）

講演 2

ワンヘルス教育に関する実践報告
古賀 夏奈（福岡県立福岡魁誠高等学校

講演 3

教諭）

はじめまして！わんちゃん
－子どもたちとセラピードッグの出会い－
赤木 亜規子（認定NPO法人日本レスキュー協会

意見交換
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セラピードッグ事業責任者）

理事長）

講 演 要 旨

基調講演
ワンヘルス：世界医師会における展望
Osahon Enabulele
世界医師会 会長

オサホン・エナブレレ博士は、主任家庭医、世界医師会会長、英連邦医師会会長、ナイジェリア医師会元会長、
アフリカ国連邦医師会の共同コーディネータである。
彼は戦略的思想家、保健活動家、政策アナリスト、学者、大学学部及び大学院の講師であり、著名な指導者で
もある。
エナブレレ博士は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の強力な唱道者でもあり、ナイジェリアでフ
リー・メディカル・ミッションを立ち上げた。このミッションでは、これまでに、貧しいナイジェリア人100,000
名以上に無料の医療を提供している。UHCや保険制度の強化に関する協議の場でも議長を務め、2014年のナ
イジェリア初の国民健康法（National Health Act）の立法につながった強固なキャンペーンを昌道した。
保険制度の強化、保健・健康分野での人材、UHC等に関する講義や基調講演を60回以上にわたり実施してお
り、論文（1）O.エナブレレ、ナイジェリアにおけるUHCの達成 ： 例祭を超えて課題への具体化へ、「World
Medical &Health Policy」2020年3月、12（1）： 47-59、（2）O.エナブレレ、Covid-19パンデミック ： アフ
リカの政治指導者たちにできる国外医療ツーリズムの逆転機構、「World Medical Journal」2020、66（3）
：
15-22等、自身の名前の入った論文が出版されている。
エナブレレ博士は、（1）アフリカン ・ ファーストレディー平和ミッションから「平和大使賞」、（2）ナイジェ
リア連邦下院議会議長から「優秀実績賞」、（3）オランダより最もアフリカに貢献した人材を称える「アフリ
カン パーソナリティ賞」
（2018）、（4）ナイジェリア医師会から「功労賞」等を含む70以上に及ぶ受賞 ・ 表彰
歴を保持している。
プライベートでは美しい妻、ジョアン・エナブレレ准教授と結婚、現在はかわいい3人の子供に恵まれている。

Introduction： One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably
balance and optimize the health of people, animals and ecosystems. ------OHHLEP
The World Medical Association has been strongly advocating its deployment in health
system strengthening, the reduction of the risks of infectious diseases, as well as the global
fight against Anti-Microbial Resistance.
Benefits of One Health： These include efficient use of resources, development of more
comprehensive surveillance mechanisms for early detection and management of infections.
Challenges： Poor political commitment, poor uptake of the concept, weak multi-disciplinary
collaboration, etc.
WMA Perspectives：
（１）Improved political commitment with greater investment in health system strengthening.
（２）Improved multi-disciplinary and multi-sectoral collaboration.
（３）Comprehensive surveillance mechanism, Research, data and information sharing.
（４）Integration in undergraduate and postgraduate training curricula.
（５）Fight against anti-microbial resistance.
Conclusion： Deployment of One Health approach will help secure human and animal health,
our environment and ecosystems.
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世界獣医師会における
ワンヘルス推進の取組と今後の展望
Rafael Laguens
世界獣医師会 会長

ラガンス博士は、スペインサラゴサ大学を卒業し、ソリア州の大手動物病院で獣医師として11年勤務。その後、
カスティーリャ・イ・レオン準州の獣医公衆衛生担当官となり、1990年から2017年まで務めた。「農薬・食品
技術研究所（C.S.I.C.）」の食品技術高等専攻の学位を取得しており、2003年から2007年にはスペイン食品安
全庁（AECOSAN）諮問委員会の委員にも就任。ペットと馬の登録を管理するインターネットデータベースの
設計、助言、管理運営業務にも携わった。スペイン保健省（MSPS）評価委員会や、カスティーリャ・イ・レ
オン準州保健科学研究所、欧州獣医師継続教育イニシアチブ（VetCEE）等、国レベル及び欧州レベルで獣医
師の継続的な教育に係る多くのプロジェクトに参加している。2019年及び2020年は獣医師ウェブポータルの
ウェブマスター及び、獣医公衆衛生ジャーナル「Hygia」のエディターも務めた。州、地域、国、国際レベル
で、スペイン獣医師協会の複数の役職に就いている。2011年から2017年は世界獣医師会（WVA）欧州評議員、
2015年から2019年には、欧州獣医師連盟（FVE）の会長を務めた。2020年から2022年は次期会長として、
WVA会議開催常設委員会の委員長を務めた。現在、彼は「ソリア獣医師公認カレッジ」の総長として、コミュ
ニケーション、教育、技術に関するコンサルタントを行っている。ラファエル・ラガンス博士は、2022年3月
30日に世界獣医師会の会長に就任した。

ワンヘルスは、その横断的な状態、専門分野との相互関連性、獣医学部を超えた学際性のために、
世界獣医師会（WVA）にとって極めて重要な優先事項である。WVA運営組織とそのワンヘルス作
業部会は、ワンヘルスを理論上の概念から、人間、動物、植物、環境の健康の取り組みに関わる異
なる部門と専門分野との間の共同努力の日常的な実践へと推し進めることを目指している。
WVAは、ワンヘルス ハイレベル専門家パネル（OHHLEP）の提案する「清潔な水、エネルギー
と空気、安全で栄養価の高い食物への集団的なニーズに対応し、気候変動への対策を講じ、持続可
能な開発に貢献しながら、ウェルビーイングを発展させ健康と生態系への脅威に対処するために共
に取り組むこと」に同意する。
この取り組みを前進させるためには、情報の収集と共有を強調し、異なるレベルでのコミュニ
ケーションを増やし、学部および大学院のレベルと継続教育および専門的訓練における適切な訓練
と教育を開発する、多部門・多国間の協力の強化が必要である。
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国連環境計画における
ワンヘルスの取組と今後の展望
Doreen L. Robinson

国連環境計画 生態系部局 生物多様性・陸上生物部門責任者

ドリーンは、ナイロビ国連環境計画（UNEP）本部の生物多様性 ・ 陸上生物部門責任者として、生物多様性、
人と景観、ワンヘルス、持続可能な食料システム改革の分野で主導的役割を担っている。2018年に野生動物管
理主任として国連環境計画に就任。南アフリカでアメリカ合衆国際開発庁（USAID）の環境担当地域主任を約
10年間務め、14カ国で生物多様性、気候変動、水及びエネルギー分野のプログラムの監督を行ってきた。マダ
ガスカルでは環境、地域開発及び食料安全保障局長、またワシントンDCではUSAIDの生物多様性政策・計画
の上級アドバイザーも務めた経歴がある。
キャリア初期には、世界自然保護基金（WWF）等のNGOでも勤務し、世界中で活動を行っている。
学位はメリーランド大学にて保全生態学及び持続可能な開発、コーネル大学から動物科学を取得している。

A healthy planet is a prerequisite for healthy people and animals, but humanity's broken
relationship with nature is driving up our health risks. The triple planetary crisis of climate
change, biodiversity loss, and pollution and waste threaten our health and well-being. By acting
on these environmental issues, we can protect human health and reduce the pressure on
healthcare systems.
UNEP works on strengthening the environmental dimensions of One Health that have lagged
behind human and animal dimensions. After endorsing a new definition of One Health developed
by the One Health High-Level Expert Panel, UNEP and the other members of the Quadripartite
Alliance for One Health launched a Joint Plan of Action on One Health and a Strategic
Framework for collaboration on antimicrobial resistance.
UNEP along with other partners also recently launched the Nature for Health initiative, which
focuses on investments in nature as a basis for reducing the risks of pandemics. In the Asia
Pacific Region, UNEP is also actively engaged in One Health initiatives and supports countries in
enhancing readiness and rapid response systems for zoonotic pathways and risks.
One Health is not easy to implement, and we need to deal with the root causes behind changing
health risk profiles and invest more in prevention. But it is a critical part of moving us toward
achieving sustainable development and the future we want. A future of living in harmony with
nature.
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県民講座
坂上忍さんと考えるワンヘルス
〜人と動物の共生社会の実現を目指して〜

トークショー

坂上

忍（俳優）

1967年、東京都生まれ。3歳で劇団に入団し、1972年「下町かあさ
ん」でドラマデビュー。「ありがとう」
「たんぽぽ」等で好演し、国
民的子役として活躍。
1983年「ションベン・ライダー」で映画初出演を果たした。以後、
テレビドラマ、映画、舞台と多くの作品に出演。1997年には、映画
「30～thirty」で監督デビュー。舞台の脚本・演出も手掛け、代表
作に「溺れる金魚」
「PAIN」等がある。2009年には、子役育成のた
めのスクール「アヴァンセ」を設立。自身の経験を活かした独自の
指導方法で評判を集めている。2014年にスタートしたフジテレビ「バイキング」では8年間
に渡りメインMCを務め上げ、2022年4月1日を以て卒業。同月4日には、動物保護ハウス「さ
かがみ家」を設立し、寄付やボランティアに頼らない自力運営を目標に掲げ、犬猫の保護活
動に注力している。

鼎

談

坂上

忍（俳優）

藏内

勇夫（公益社団法人日本獣医師会

服部

誠太郎（福岡県知事）
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会長）

分科会 ／ 環境分野の取組分科会
講演

1

感染症リスク管理における生物多様性保全の意義
五箇

公一

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物多様性領域（生態リスク評価・対策研究室）室長

病原体微生物やウイルスは、生態系の構成要素であり、共進化の歴史を経て、特定の宿主と固有
の相互関係を構築している。病原体が自然界から他の地域に流出すると、免疫や抵抗性を持たない
新たな宿主と遭遇し、
「新興感染症（EID）」として急速に蔓延することになる。SARS-CoV-２のパ
ンデミックを機に、生物多様性の破壊や人為的環境改変がEIDパンデミックに深く関係していると
する研究及び議論が注目されている。本講演では、EIDリスクを環境問題として捉え、新たなパン
デミック回避のための自然共生のあり方について論考する。

講演

2

プラネタリーヘルスの実現に向けて
渡辺

知保

長崎大学 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 教授、学長特別補佐

プラネタリーヘルス（PLH）は2015年に論文として公表された、地球の健康と人間の健康という
２つの健康が相互に影響しあって成立することを述べた概念である。このような、ごく当たり前の
事を述べているに過ぎない概念が登場した背景としては、現代が人新世という時代に踏み出しつつ
あることが挙げられる。ここではPLHの持つ意義、SDGsやワンヘルスとの関係、世界的動向に加
え、２つの健康が良好に保たれる状況に進むために何が必要なのかについて議論したい。

講演

3

国立環境研究所における野鳥を対象とした
鳥インフルエンザ関連研究の紹介
大沼

学

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物多様性領域（生態リスク評価・対策研究室）主幹研究員

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、家禽類に大量死を引き起こす病原体であるとともに、人
獣共通感染症の原因となる病原体でもある。また、このウイルスが原因となる野生鳥類の大量死事
例も報告されていることから、生物多様性への影響も懸念されている。国立環境研究所では、これ
までに、渡り鳥における本ウイルスの保有状況調査、ウイルス検査方法の高感度化、野鳥における
感染リスク評価等を実施してきた。また、絶滅危惧種に対する高病原性鳥インフルエンザウイルス
の病原性を培養細胞で評価することも試みている。今回の発表では、これらの研究成果を紹介する。
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講演

4

気候変動が既知のヒトの病原性疾患に与える影響
Erik Franklin

ハワイ海洋生物学研究所 海洋生態学 准教授

気候変動がヒトの病原性疾患に影響を及ぼし得ることは比較的広く受け入れられているが、この
リスクの程度はまだ十分に定量化されてはいない。そこで我々は、温室効果ガス（GHG）排出の影
響を受ける10種類の気象災害が、既知のヒトの病原性疾患に与える影響について、経験例の系統的
な検索を行った。世界全体でヒトが直面する感染症の58％（375疾患中218疾患）は、ある時点で気
象災害により悪化し、16％ は時に減少したことが分かった。経験例から、異なる伝播様式を介して
気象災害が病原性疾患につながった1,006の特有の経路が明らかになった。気象災害により悪化する
ヒトの病原性疾患と伝播経路は、社会が包括的に適応するにはあまりにも数が多く、問題の根源、
すなわちGHG排出の削減に緊急に取り組むことの必要性が強調された。

－ 13 －

分科会 ／ ワンヘルスの取組分科会
【国際機関における取組セッション】
講演

1

FAOにおけるワンヘルスの取組
Mary Joy Gordoncillo

国際連合食糧農業機関（FAO）アジア太平洋地域（RAP）リージョナルコーディネーター

講演

2

パンデミックを防ぐPREZODEにおけるワンヘルスの取組
Benjamin Roche

フランス国立サステイナビリティー 研究所 リサーチ ディレクター

Over the past 50 years, there has been a significant increase in the emergence of infectious
diseases. More than 70% of emerging infectious diseases are zoonoses, diseases caused by germs
that spread between wild animals, farm animals and humans. Almost all the pandemics we know
of are zoonoses (SARS Cov2, Ebola and COVID19 to name a few).
These emergences and re-emergences are deeply linked to the pressures exerted on the
environment, in particular on natural habitats and biodiversity. These pressures increase contacts
between virus reservoirs in wildlife, livestock and humans. 30% of emergences are believed to be
due to changes in land use, including deforestation.
Therefore, the PREZODE initiative, an international initiative involving 15 governments and 180
institutions, aims to to (i) strengthen the One Health surveillance networks throughout the World
and (ii) envision sustainable strategies of ecosystem management to make them resilient to
zoonoses emergence. Developed through a co-design approach, the first operational activities will
start during the fall of 2022.
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【行政における取組セッション】
講演

1

福岡県保健環境研究所におけるワンヘルスの取組
田中

義人

福岡県保健環境研究所 副所長

福岡県保健環境研究所は、保健・環境行政を推進するための、科学的根拠を提供する機関である
と共に、県民の健康と環境を守るための調査研究を行う機関である。本講演では、ワンヘルスへの
取組として、これまでに保健環境研究所で実施してきた愛玩動物に関する病原体保有調査やダニ媒
介感染症に関する取組を紹介する。また、昨年度策定された福岡県ワンヘルス推進行動計画に基づ
く今後の取組や、国と連携した研究事業などについて紹介する。

講演

2

野生動物SFTS感染状況調査
新

博司

福岡県環境部自然環境課 課長

「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」は人獣共通感染症の一つで、主にSFTSウイルスを保有す
るマダニに刺咬されることで感染する。西日本を中心に感染者報告数が年々増加傾向にあり、本県
においても死亡例が確認されている。SFTSウイルス感染拡大の要因の一つとして野生動物が考え
られていることから、本県では、今年からシカ、イノシシを対象に感染状況を調査している。その
概要を紹介する。

講演

3

福岡県ワンヘルス認証制度について
藤井

清吾

福岡県農林水産部食の安全・地産地消課 生産安全係長

ワンヘルスの理念に沿って生産・販売される農林水産物等を認証する「福岡県ワンヘルス認証制
度」を創設し、認証ロゴマークやFAVA大会、専用ホームページ等、様々な情報発信により、農林
水産業におけるワンヘルスの取組を周知します。さらに、ワンヘルスの実践が、次世代の食と農に
つながることの理解を深め、消費者に認証農林水産物を選んでいただくことで、地産地消につなげ
ていきます。
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講演

4

福岡県における「ワンヘルスの森」の取組
髙木

悟

福岡県農林水産部林業振興課 課長技術補佐

「ワンヘルスの森」における福岡県の取組を紹介します。
多様な森林、多くの動物、多彩な遊歩道が張り巡らされた広大な森林公園である「ワンヘルスの
森」。県では、「人と動物の健康、環境の健全性は一つ」というワンヘルスの理念を実感できる森と
して、この「ワンヘルスの森」を整備しています。この地の魅力について、立地や、森林の特性と
ともに、福岡県が取り組むワンヘルスガイドや森林浴ツアーのご紹介をします。

講演

5

障がい児に対するアニマルセラピー
宮崎

正昭

福岡県福祉労働部障がい福祉課 課長

アニマルセラピーとは、一般に、人と動物が関わることで、身体的、精神的な効果や、生活の質
（QOL）の向上を期待するもの。当課では、障がいのある子どもたちと動物の関わりによる、障が
い児の主体的な発達を支援する効果を期待し、障がい児施設にセラピー犬を派遣する事業を実施。
専門家チームの分析の結果、多くの望ましい行動が確認され、施設の受入れ手法に関する知見も得
られた。今後も、アニマルセラピーの普及促進に取り組む。

講演

6

福岡県におけるワンヘルス教育推進事業について
甲斐田

修

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 課長補佐

令和３年１月５日に、全国で初めてとなる「福岡県ワンヘルス推進基本条例」が制定された。条
例には、ワンヘルスに関する理解を促進するため、児童及び生徒に対する教育を推進することと定
められている。
そこで、人と動物の健康及び環境の健全性は一つのもの、すなわち「健康は一つ」というワンヘ
ルスの理念に基づいて進めている、福岡県におけるワンヘルス教育推進事業を紹介する。

講演

7

みやま市のワンヘルスアプローチ
木村

勝幸

みやま市総務部企画振興課 課長

みやま市は、福岡県南部にある人口35,000人余りの小さな田園都市です。昨年９月、全国の自治
体で初めて「ワンヘルス推進宣言」を表明した本市のワンヘルスによるまちづくりへの思いと、バ
イオマスセンターを活用した資源循環型社会の取り組みをはじめ、人と動物の共生社会づくり、ワ
ンヘルス教育などのワンヘルス実践の基盤整備といった、本市におけるワンヘルス・アプローチを
ご紹介します。
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【民間団体等における取組セッション】
テーマ「私たちとワンヘルス

〜身近な活動から学ぶワンヘルス〜」

講演

1

ワンヘルスの森（四王寺県民の森）について
内藤

芳樹

福岡県立四王寺県民の森管理事務所 所長

県民の森では人が森を身近に感じられるように心がけてきた。森は様々な生き物を育み、人の関
わり方で変化する。人手が入らない原生林から人が植えた人工林まで多様で、樹木のない原野も含
め、生態系が多様であるほど多様な生物が存在すると思う。「ワンヘルスの森」は人と森が程よい関
係を保ちつつ、互いに良い刺激を与え合う森、そして「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と
いうワンヘルスの理念を実感できる森だと考える。
講演

21

ワンヘルス教育に関する実践報告
古賀

夏奈

福岡県立福岡魁誠高等学校 教諭

本校は昨年の９月よりワンヘルス推進教育研究協力校に指定され、全学年を対象にワンヘルスを
取り入れた教育を行っている。授業ではワンヘルスの概要説明や講演会を行い、生徒は地域清掃や
山林実習での体験活動、保護猫や保護犬についての活動・研究を行った。校内でのワンヘルスの認
知度は高まり、啓発活動をしている生徒もいるが、より生徒たちの意識や行動を高められるよう今
後は学校教育や指導内容の充実が必要である。
講演

31

はじめまして！わんちゃん
−子どもたちとセラピードッグの出会い−
赤木

亜規子

認定NPO法人日本レスキュー協会 セラピードッグ事業責任者

日本レスキュー協会にとって、これまでにないほど大きな緊張と不安の中でスタートしたセラ
ピードッグによるこの取り組み。「はじめまして！」の前から膨らんでいた子どもたちの「わくわく
とドキドキ」、そして少しの先入観もなく子どもたちに寄り添うセラピードッグ。大人たちの不安と
緊張は良い意味で裏切られ、子どもたちとセラピードッグのとても素敵な出会いが実現しました。
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