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これからのむし歯予防はフッ化物洗口密着！県職員の一日リポート～薬剤師編～

県政ふれあいトーク 1月22日（木）知事は、下記の地域で県民の皆さんと
意見交換を行いました。 豊後大野市・竹田市

広報広聴課　☎097-506-2096問 検  索県政ふれあいトーク　知事通信

大分県の12歳児のむし歯の本数は１人平均1.7本※で、全国で
３番目にむし歯が多いのが現状です。県では、むし歯予防の３
本柱に①歯みがき②食事③フッ化物の活用を掲げています。今
回は、むし歯予防に効果が高いフッ化物洗口をご紹介します。
　 　※平成25年度学校保健統計調査

県職員ってどんなことをしているの？
そんな疑問にお答えします！

皆さんの

声

大分県里親会豊肥ブロック

社会の宝で
ある子ども
たちの力に
なりたい。

皆さんの

声

荻町新鮮組あさつゆの会

阿蘇山噴火
による火山
灰対策を考
えていただ
きたい。

皆さんの

声

南河内自治会

ホタル祭り
の復活にむ
けて、地元
一丸となっ
て頑張って
いる。

フッ化物は主に３つのむし歯予防効果があり
ます。
●歯を強くする
●むし歯の原因になる菌の活動を抑える
●初期のむし歯を修復する

6：30
起  床

8：00

11：00

12：00

17：45

子どもを
保育園へ送る

昼  食

終  業

9：00
始業・デスク
ワーク

10：00

新たに飲食店を開
業したい方の営業
許可を行うための
現地確認

コンタクトレンズの保管
状況や衛生状況、不具合
の記録などについて販売
店の現地調査を行い営業
状況を確認

15：00
帰庁後、調査のとりま
とめ・資料作成

大分県小中学校フッ化物
洗口推進キャラクター
「ブクくん」

歯の生えかわりの時期に行いましょう！

　乳歯から永久歯に生えかわったばかりの歯は柔らかく、むし歯になりやす
いのですが、この時期にフッ化物を使って歯を強化すると一生むし歯になり
にくい歯になります。大人でも効果はありますが、一番効果が高いのは歯の
生えかわる４～14歳の時期です。

県内の学校に広がるフッ化物洗口の取り組み

　全国で一番むし歯が少ない新潟県では、昭和45年から学校でフッ化物洗
口を行っています。大分県では、平成21年に当時県内で一番むし歯が多
かった姫島村の小学校・中学校が導入しました。平成22年度以降は定期健
康診断でむし歯本数が県内最少となり、はっきりとした効果が出ています。
　また、平成26年度から杵築市立立石小学校がフッ化物洗口の取り組みを
始めました。平成27年度には、別府市、中津市、津久見市、国東市を含む
６市町村がフッ化物洗口を学校などで取り組むことになります。また、佐伯
支援学校をはじめとする特別支援学校5校も既に開始しており、大分県でも、
学校でのフッ化物洗口の取り組みが広がっています。

フッ化物洗口を行う
杵築市立立石小学校の１年生たち

フッ化物を水に溶かした洗口液でブクブクう
がいを行います。週に１回、30秒から１分
間行うことでむし歯予防効果が高まります。

フッ化物洗口のやり方

　 体育保健課　☎097-506-5636問

●ご家庭で行う方法もありますので、
　かかりつけの歯科医にご相談ください。

すごいぞ！
　  フッ化物のはたらき

平成27年度 大分県職員採用試験の日程について
上級試験、医療免許資格職試験Ⅰ

・第１次試験日：平成27年9月27日（日）
・申込受付期間：平成27年8月3日（月）～ 8月21日（金）

上級試験（社会人経験者）、中級試験、初級試験、医療免許資格職試験Ⅱ

・第１次試験日：平成27年6月28日（日）
・申込受付期間：平成27年5月11日（月）～ 5月29日（金）

なお、試験区分、採用予定人数、第２次試験以降の日程などは
３月下旬にお知らせする予定です。

　職員採用試験に関する情報については、下記連絡先までお気軽に
お問い合わせください。
　大分県人事委員会事務局では、ホームページやフェイスブックに
より、職員採用試験に関する情報のほか、県庁の仕事内容や職員か
らのメッセージなどについても情報発信を行っています。

人事委員会事務局 ☎097-506-5212問

大分県職員採用 https://www.facebook.com/oita.saiyou
大分県職員採用 http://www.pref.oita.jp/soshiki/22000/HP

　県職員を目指す皆さんからの疑問・質問に、県庁の若手職員が電
話、メール、面談によってお答えする“おけナビ”もご活用ください！
お申し込みはインターネットから。

フッ化物は
自然界に存在する元素の
一つで皆さんが普段食べ
ているものや水の中にも
含まれています。最近は、
歯みがき剤にも配合され

ています。

全国平均は
1.03本、最も少ない新
潟県は１人平均0.6本
で大分県はその約３倍
むし歯が多いことに

なります。

学校などで一緒に
取り組むことで

歯を大切にする意識
も育ちます。

13：00

14：00

帰庁後、旅館業の申
請に関して業者の方
からの相談を受ける

※育児のための時差出勤制度を利用しています。
　勤務時間は9：00～17：45です。

※

Youtubeで動画を
ご覧いただけます♪

検  索おけナビ

検  索大分県　小中学校　フッ化物洗口

（週１回法）

　県職員は、薬剤師以外にも自分の専門性を活かすことが
できる技術系の職種や、県行政のあらゆる分野で活躍でき
る事務系の職種があります。
　幅広い分野に活躍の場がある県職員になって大分県のた
めに一緒に働きませんか？

県職員を目指す皆さんへ

中部保健所 由布保健部
健康安全・衛生課　
薬剤師 廣田  剛 主任

　県の薬剤師は、薬務や食品衛生、環境など多岐
にわたる分野で仕事をすることができます。新し
い知識を吸収し、価値観が広がることはもちろん、
県民の皆さんの健康や日常生活の安全・安心に貢
献できることに非常にやりがいを感じています。

病院で使う鎮痛剤な
どの管理状況につい
て確認し、廃棄の立ち
会いを行う
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県からのお知らせ

案　内

第17回別府アルゲリッチ
音楽祭の開催

検  索別府アルゲリッチ音楽祭
企業として企業として
　心がけたいこと　心がけたいこと
企業として
　心がけたいこと

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

　昨年の暮れ、大分市内の歩道を歩いていた知人が、あ
るお店の看板に額をぶつけて切り、病院で治療を受けま
した。その看板は、顔の高さで歩道上に突き出ていたの
です。また、点字ブロックの近くぎりぎりまで置かれた
大きな看板を見たことがありますが、視覚障がいのある

方がぶつかりはしないかと心配になります。道路上に許可なく物を置くこと
はできませんし、広告物設置についてのルールは遵守しなければなりません。
ただ、企業の広告一つとっても、法令順守は当然のことながら、それ以上に、
障がい者、高齢者、子ども、外国人など様々な方々にとって、危険でないか、
不快に感じないかなどにも心を配って掲示することが、社会への貢献につな
がるという視点を持つことが大切なのではないでしょうか。
　企業は、商品やサービスなどを提供し、社会に不可欠な存在ですが、とも
すれば利益の追求だけに目が向けられがちです。しかし、社会の一員として
果たすべき責任も問われています。その責任とは、産地偽装やリコール隠し
を行わないといった法令順守はもちろんのこと、それ以上に広い意味で社会
に利益を還元することであり、自然環境を守り持続可能な社会を目指すこと、
必要な情報を開示すること、消費者や従業員の人権を守ることなどです。社
会的責任を果たすことは、企業への信頼を高め、競争力を向上させるとも言
われます。
　企業で働くみなさん、社会的責任を果たすことは、企業自身にも、社会全
体にもプラスになることです。もう一度、見つめ直してみてはいかがでしょう。

特殊詐欺被害防止に
向けて金融機関の取り組みを
強化します！
　特殊詐欺の被害は年々深刻化して
おります。大分県内の銀行・信用金
庫・信用組合・郵便局の窓口で高齢
者が高額な預貯金払出しを行う場
合、特殊詐欺への注意を促す声掛け
やチェックシートを活用した確認が
行われることとなりました。言動に
不審なところが見受けられ特殊詐欺
の疑いがある場合は、警察に通報し
駆け付けた警察官と共同で説得を行
います。
　また、特殊詐欺の疑いが無いと思
われる場合でも盗難など万一の事態
にも備え、振り込みや預貯金小切手
の利用をお勧めします。
　この取り組みに対して皆様のご理
解とご協力をお願いします。
問九州財務局大分財務事務所理財課
☎097-532-7107

　今年も「別府アルゲリッチ音楽祭」
が開催されます！
　メイン公演はアルゲリッチとマイ
スキーの２大巨匠による室内楽コン
サートと、今回は初の紀尾井シン
フォニエッタ東京との共演もある
オーケストラコンサートです。
　また、豊かな感性と創造性を育む
出会いの場として新たに竣工する
「しいきアルゲリッチハウス」でもイ
ベントを開催します。
　今世紀を代表する巨匠マルタ・ア
ルゲリッチが創る世界最高峰の音楽
をお楽しみください。
●期間／５月９日（土）～18日（月）
●場所／ビーコンプラザ、しいきア
ルゲリッチハウス、iichiko総合文
化センターほか

問公益財団法人 アルゲリッチ芸術振興財団
☎0977-27-2299

中高年齢者のための就活
相談窓口をご利用ください

　“自分はどんな仕事に向いている
のか？”“応募書類の書き方が分から
ない”“就職面接でうまく話せない”
大分県中高年齢者就業支援センター
では、そんな仕事についてのお悩み
をお持ちの方の個別相談（キャリ
ア・コンサルティング）を行ってい
ます。電話予約のうえ、お気軽にご
利用ください。
電話／ 097-538-8640
時間／平日午前９時～午後４時45分
場所／大分市都町4-2-29
　　　東海ビル２階
問雇用・人材育成課
☎097-506-3340

企画展「道と旅のものがたり」
を開催中

　東九州自動車道の開通を記念し、
近現代の旅と交通の歴史、東九州自
動車道沿線の観光地の様子などを紹
介する企画展を開催します。
期　間／４月12日（日）まで
入場料／一般310円
場　所／県立歴史博物館（宇佐市）
☎0978-37-2100

お薦め図書コーナー
～ようこそ絵本の世界へ～

畑　正憲　　文
小学館　1995年　951円（税別）

　ある日、ふとしたことからオースト
ラリアの大自然の中に放り出されてし
まったゴールデン・レトリバーの子犬
「クルタ」。温もりが恋しいお母さんを
求めて、ひとり冒険の旅に出発します。
旅の途中、クルタは森や川、砂漠、海
などで、ふしぎな動物たちと出会いま
す。そんなクルタを待ち受けていたさ
まざまな事件とは？オーストラリアの
大自然を舞台に、繰りひろげられる「ク
ルタ」の愛と冒険を描いたお話です。

クルタ　―夢大陸の子犬

※畑　正憲（愛称：ムツゴロウさん）と
　大分県とのゆかり
エッセイストとして世間に知られるようにな
り、ナチュラリストとしての活動で世間的な
知名度を高めた。その他特殊なジャンルでの
タレントとしても活躍している。動物との共
棲を目指して北海道に移住、後にこれが「ム
ツゴロウの動物王国」へと発展。中学、高校
時代を父親の郷里である大分県日田市で過
ごす。大分県立日田高等学校卒業。

自動車をお持ちの皆さんへ
自動車税の移転登録、
抹消登録はお済みですか
　自動車税は、毎年４月１日現在の
自動車の所有者に課税されます。車
を他人に譲ったり使用していない場
合でも、移転登録や抹消登録を行っ
ていないと、引き続き自動車税が課
税されることになります。次のよう
な場合は、必ず運輸支局で登録手続
きをしてください。
・自動車を下取りに出したり、
　他人に譲渡した時…移転登録
・自動車を使用しなくなったり、
　解体した時…抹消登録
　詳しくは、最寄りの県税事務所ま
でお問い合わせください。
問税務課　☎097-506-2382

子育て中の皆さんへ
「いつでも子育てほっとライン」

　子育てに関する不安や悩みの早期
解決に向けて、相談電話窓口「いつ
でも子育てほっとライン」を設置し
ています。
　フリーダイヤルで24時間365日、
子育てや子どもに関するあらゆる相
談を受け付けています。どんな些細
なことでも構いません。子育てに悩
んだ時は、お気軽にご相談ください。

　　 0120-462-110
問こども子育て支援課
☎097-506-2707

こ ど も 子 育 て よ ろ ず ひゃくとーばん

【開催日】４月４日（土）～ 19日（日）
【場所】道の駅原尻の滝周辺
　　　（豊後大野市緒方町）
問豊後大野市緒方支所
☎0974-42-2111

チューリップフェスタ 2015

別府八湯温泉まつり

【開催日】４月１日（水）～５日（日）
【場所】別府駅前会場ほか
問別府八湯温泉まつり実行委員会
☎0977-24-2828

市町村の催し

【開催日時】３月21日（土）午後１時
【場所】諸田山神社（国東市安岐町）
問国東市文化財課
☎0978-72-2677

諸田山神社御田植祭
もろたさん

©Rikimaru Hotta

「椿まつり」開催中

　ここでしか見られない「宇佐椿」や
国内最大級の大木「玉之浦」など、今
が旬の椿を堪能してみませんか。入
場無料。
【開催日】４月５日（日）まで
　　　　（毎週火曜日休園）
【場所】大分農業文化公園
☎0977-28-7111

この福島DCに続き、７月からは大分でDCが開催されます。
福島県と大分県が一緒にキャンペーンを盛り上げるための協力企画として福島DCの広告を掲載しています。
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県からのお知らせ

案　内

第17回別府アルゲリッチ
音楽祭の開催

検  索別府アルゲリッチ音楽祭
企業として
　心がけたいこと

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん
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はできませんし、広告物設置についてのルールは遵守しなければなりません。
ただ、企業の広告一つとっても、法令順守は当然のことながら、それ以上に、
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「椿まつり」開催中

　ここでしか見られない「宇佐椿」や
国内最大級の大木「玉之浦」など、今
が旬の椿を堪能してみませんか。入
場無料。
【開催日】４月５日（日）まで
　　　　（毎週火曜日休園）
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再生紙を使用しています。

取材協力：別府市食生活改善推進協議会

※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。

①クイズA、Bの答え

②郵便番号、住所

③氏名　　④年齢

⑤職業

⑥電話番号

⑦興味を持った
　内容・感想

⑧広報紙に関する
　ご意見

大分県庁
広報広聴課
３月・４月号
クイズ係行

〒870-8501

問 
題

【締め切り】
４月30日㈭
当日消印有効

本紙を参考に○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかイ
ンターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５
名様に別府市の乾しいたけ加工品セット（2,000円分）をプ
レゼントします。

本紙を参考に○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかイ

３月・４月号クイズ＆プレゼント

A

B

　大分県立美術館○○○○誕生！

　これからのむし歯予防は○○○○洗口

応募ページのアドレス
http://www.pref.oita.jp/site/sinzidai/

当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただ
きます。１月・２月号の
クイズの答えは、Ⓐ食品、
Ⓑほっとでした。たくさ
んのご応募をありがとう
ございました。

▼インターネット

▼テレビ

▼ラジオ

動画配信サイト「めじろん放送局」（http://www.mejiron.tv/）
県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

TOS「ほっとはーとOITA」　  土曜日／午前11：25～11：40
OAB「お！」　　　　　　　 　日曜日／午後11：10～11：14
OBS「おおいた捕物帳」　　　月曜日／午後  6：55～  6：59

OBS「くらしのたより」（2分10秒）月～金曜日／午前9：10～
土曜日／午前6：57～、日曜日／午前6：55～

OBS「大分県 しらしんけん こたえるけん」
毎月第1・第3土曜日／午前10：40 ～ 54（14分間）

翌日曜日／午前  5：30 ～ 44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」（ホワッツニューオーイタ 4分間）

月～金曜日／午前9：00 ～、土曜日／午前9：25～、
　　　　  日曜日／午前8：55～

ド
イ
ガ
組
番
政
県

野菜クッキー【別府市】
　別府市の特産品の１つである乾しいたけや緑黄色野菜をたっぷり入れたクッキーのレ
シピを、別府市食生活改善推進協議会会長の髙橋マチ子さんに教えていただきました。
　「子どもたちのむし歯を減らしたい、県産の乾しいたけをもっと食べてもらいたいと
いう思いで開発しました」というこのクッキーは、摂りすぎがちな砂糖や塩を使わずに
焼き上げるのがこだわりです。素朴な味わいの中にもしっかりと野菜の甘みが感じら
れ、安心できるおやつです。

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪

大分県庁 ☎097‒536‒1111（代表）
http://www.pref.oita.jp/

材　　料（32個分）

調理方法
①乾しいたけを水で戻し、みじん切りにし、ごま油を熱したフライ
　パンで炒める。
②ほうれん草は茹でて水に取り、水気をよく絞りみじん切りにする。
　にんじん、玉ねぎもそれぞれみじん切りにする。
③小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるい、いりごまとよく
　混ぜ合わせておく。
④ボウルに③をいれ、サラダ油を加えながらさっくり混ぜ合わせる。
⑤④に①②を入れて均等に混ざったら水を少しずつ加え、耳たぶく
　らいの固さになるように仕上げ、32等分し、小判形に整えてクッ
　キングシートを敷いた天板の上に並べる。
⑥オーブンやトースターでこんがりと焼きあがれば出来上がり。

・ほうれん草 50ｇ
・にんじん　20ｇ
・玉ねぎ　　10ｇ

・乾しいたけ ５ｇ
・いりごま　10ｇ
・小麦粉　　１カップ
・ベーキングパウダー 小さじ１

・ごま油　　小さじ１
・サラダ油　大さじ１
・水　　　　大さじ１

問別府市役所  健康づくり推進課　☎0977-21-1117


