
平成29年度 女性の健康週間における取組の概要 別紙様式

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先

1 女性の健康週間のテ
ロップによる啓発

静岡県賀茂健康福祉
センター

3月1日～
3月8日

静岡県賀茂健康福祉セ
ンター健康増進課

静岡県伊豆地域のケー
ブルテレビ4社の視聴
者に対し、子宮がん、
乳がん検診の広報を行
う。

静岡県賀茂健康福祉セ
ンター
TEL:0558-24-2037

2 乳がん検診 下田市役所 静岡県下田市民文化
会館

2018/3/1,2 9：00～11：00
13：00～14：
00

下田市役所
市民保健課
0558-22-2217

乳がん検診受診した40
歳以上の女性に女性の
健康づくりのパンフ
レット配布。乳がん模
型の展示やパンフレッ
ト配布による自己触診
法の知識の普及

下田市役所
市民保健課
0558-22-2217

3 リラクゼーションヨガ 南伊豆町 静岡県南伊豆町武道
館

3月7日 10：00～11：
00

南伊豆町役場　健康福
祉課　TEL0558-62-6233

町内在住70歳以下の女
性を対象にしたヨガ教
室

南伊豆町役場　健康福
祉課　TEL0558-62-6233

4 街頭キャンペーン 東部健康福祉セン
ター

静岡県清水町「サント
ムーン柿田川」

2月27日 14：00-15：
00

東部健康福祉センター
健康増進課
055-920-2112

ショッピングセンター
利用者に対し、街頭
キャンペーンを実施
し、啓発リーフレット
を配布する。

東部健康福祉センター
健康増進課
055-920-2112

5 女性の健康週間イベ
ント「親子de運動遊び
講座」

沼津市 静岡県沼津市保健セ
ンター

2018/3/4 9:30～11:30 沼津市健康づくり課
055-951-3480

3歳～小学3年生までの
子とその保護者に対
し、親子ロコモを含む
親子体操、健康クイ
ズ、骨密度測定、健診
啓発手形レター等実施

静岡県沼津市
担当課：健康づくり課
℡：055-951-3480
E-mail：
kenkou@city.numazu.lg.jp

4．日時
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（事業の告知先）
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８．連絡先4．日時

6 女性のがん啓発事業 三島市健康づくり課 静岡県三島市立保健
センター

2017/3/1
2017/3/6
2017/3/7

9:15～9:50
12:45～13:50
9:00～12:00

静岡県　三島市　健康づ
くり課
TEL055-973-3700

3ヶ月児健康教室、１
歳6ヶ月児健康診査、
後期離乳食講習会の来
所者に、子宮がん・乳
がん検診受診勧奨パン
フレットを配布し、周
知する。

静岡県　三島市　健康づ
くり課
TEL055-973-3700

7 成人健康・栄養相談 清水町 静岡県清水町保健セ
ンター

3月5日 9：30～11：30
13：30～15：
30

清水町保健センター
055-971-5151

女性に対する乳がん検
診の啓発のため、乳が
んモデルを設置する。
また、希望あれば健康
相談有

清水町保健センター
電話　055-971-5151

8 地域保健委員への周
知とシャワーカードの
配布

健康推進課 静岡県裾野市福祉保
健会館

3月9日（金） 19:00～ 健康推進課
℡　055-992-5711

地域保健委員総会参加
者へ本週間の周知と、
乳がん自己触診法が記
載されたシャワーカー
ドを配布

健康推進課
℡　055-992-5711

9 地元新聞社への記事
提供

静岡県御殿場健康福
祉センター

３月上旬 女性の健康週間に合わ
せて、女性の健康に関
する記事を提供する。

０５５９－８２－１２２４

10 企画展 健康対策課 静岡県富士市フィラン
セ西館玄関ホール

３月1日より
1ヶ月間

08:30～21:00 静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993

フィランセ西館玄関
ホールにて、女性の健
康づくりに関するパネ
ル展示、リーフレット
配布

静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993
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11 女性の健康週間
市民公開講座

健康対策課
大塚製薬株式会社
ニュートラシューティカ
ルズ事業部

静岡県富士市フィラン
セ西館４階ホール

３月３日（土） 13：00～15：
30　（講演会
は14：00～
15：00）

静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993

産婦人科医師による講
演会　　健康チェック
女性の健康づくりに関
するパネル展示、リー
フレット配布

静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993

12 子育てサロンフェス
ティバル

富士宮市社会福祉協
議会

静岡県富士宮市　社
会福祉協議会

2018/3/2 午前 静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2727

子育て世代の母親に骨
の健康度測定や乳がん
の普及啓発を実施す
る。

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2727

13 健康相談 富士宮市健康増進課 静岡県富士宮市　中
央図書館

2018/3/7 14:00～16:00 静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2727

図書館来館者にストレ
スチェック・骨の健康
度測定を実施する。

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2728

14 健康相談 富士宮市健康増進課 静岡県富士宮市　西
富士図書館

2018/3/8 10:00～12:00 静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2727

図書館来館者にストレ
スチェック・骨の健康
度測定を実施する。

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2729

15 広報ふじのみや2月
号

富士宮市健康増進課 静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2727

富士宮市の広報誌「広
報ふじのみや」2月号
に「女性の健康週間」
についての記事を掲載

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2730
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16 富士宮市インフォメー
ション

富士宮市健康増進課 2018/2/22
2018/2/26
2018/2/28

18:00
7:50，13:30，
18:00
7:50，18:00

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2728

ラジオF(地方FM局)に
て、女性の健康習慣に
ついて放送

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2731

17 乳がん検診 富士宮市健康増進課 静岡県富士宮市保健
センター

2018/3/2 9:00～12:00 http://www.city.f
ujinomiya.lg.jp/cit
izen/llti2b000000
12ac.html

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2729

40歳以上の市民(女性)
に乳がん検診を実施。
受診者に女性の健康習
慣についての普及啓発
を行う。

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel: 0544-22-2732

18 地域保健福祉関係者
研修会

静岡県中部健康福祉
センター

静岡県藤枝総合庁舎 2月6日 14：00～16：
15

静岡県中部健康福祉セ
ンター　健康増進課
054-644-9280

女性の健康週間に向け
て啓発資料の配布

静岡県中部健康福祉セ
ンター　健康増進課
054-644-9280

19 県民健康の日推進事
業におけるロビー掲
示

静岡県中部健康福祉
センター

静岡県藤枝総合庁舎
（本館1階）健康コー
ナー

3月 静岡県中部健康福祉セ
ンター　健康増進課
054-644-9280

庁舎常設の健康コー
ナーに掲示

静岡県中部健康福祉セ
ンター　健康増進課
054-644-9280

20 妊婦健康相談 牧之原市 静岡県牧之原市総合
健康福祉センター　健
診室

3月5日 9：00～11：00 http://www.city.
makinohara.shizu
oka.jp

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027

母子健康手帳交付に合
わせ、妊婦に対する助
産師・保健師による保
健指導、管理栄養士に
よる栄養指導

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b00000012ac.html
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b00000012ac.html
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b00000012ac.html
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b00000012ac.html
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21 牧之原市健康づくり
食生活推進協議会
（榛原支部）地区研修
会

牧之原市健康づくり
食生活推進協議会
牧之原市

静岡県牧之原市総合
健康福祉センター栄
養指導実習室

3月1日 9：00～12：00 http://www.city.
makinohara.shizu
oka.jp

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0024

対象：健康づくり食生
活推進協議会会員
内容：活動報告まと
め、健康レシピ調理実
習

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0024

22 リフレッシュママ産後
クラス

吉田町健康づくり課 静岡県吉田町保健セ
ンター

3月5日 14:00～15:30 吉田町役場健康づくり課
℡０５４８－３２－７０００

産後の母親の身体ケア
に対する講座

吉田町役場健康づくり課
℡０５４８－３２－７０００

23 ホームページ記事掲
載
ポスター掲示

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県西部健康福祉
センター　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

２月下旬～３
月末

http://www.pref.s
hizuoka.jp/kousei
/ko-
770/tayori.html

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

女性の健康週間の周知
及び、女性の健康に関
する内容を掲載する。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

24 思春期からの生活習
慣病予防研修会

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県中遠総合庁舎 2月26日 13:30～16:00 静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

高等学校養護教諭、市
町保健担当者を対象
に、「新しいタバコの
健康影響」をテーマ
に、情報交換会を開
催。女性の健康週間の
周知。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

25 生活習慣病予防のた
めの事業所給食研修
会

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県中遠総合庁舎 3月2日 14:00～16:30 静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2582

事業所給食関係者、市
町栄養士が集まる研修
会にて、女性の健康週
間の周知。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2582

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-770/tayori.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-770/tayori.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-770/tayori.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-770/tayori.html
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26 保育所給食研修会 静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県中遠総合庁舎 3月5日 14:00～16:30 静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

保育所等給食関係者が
集まる研修会にて、女
性の健康週間の周知。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

27 女性の健康習慣PR
コーナー

掛川市 静岡県掛川市役所1
階ロビー

3/1～3/8 8:30～17:15 掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

・女性特有の病気と予
防
・リーフレット配布
＜窓口に設置＞

掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

28 乳がん自己検診法
PRコーナー

掛川市 静岡県掛川市　徳育
保健センター

3/1～3/8 8:30～17:15 掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

・乳がんモデルの展示
・リーフレット配布
＜窓口に設置＞

掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

29 保健活動推進委員新
旧引継ぎ会に於い
て、婦人科検診受診
勧奨を行い乳がん自
己検診法をPRする
コーナー

掛川市 静岡県掛川市　徳育
保健センター

3/1～3/8 19:00～21:00 掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

・乳がんモデルの展示
・リーフレット配布
＜引継ぎ会会場に展
示・配布コーナーの設
置＞

掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

30 お母さんの歯科健診 掛川市 静岡県掛川市　徳育
保健センター

3/1～3/8 受付13:00～
13:30

掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111

3歳児健診及び2.2歳児
健診に来所されたお母
さんを対象に歯科検診
を実施(希望者)

掛川市健康づくり課
電話0537-23-8111
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31 乳がん自己検診方法
展示

菊川市健康づくり課 静岡県菊川市　プラ
ザけやき

3/1～3/8 8：30～17：00 静岡県菊川市健康づくり
課成人保健係
℡：0537-37-1112

乳がんモデルの展示と
乳がん自己検診方法の
リーフレットの配布。
（設置）

静岡県菊川市健康づくり
課成人保健係
℡：0537-37-1112

32 年金受給者協会の調
理実習

菊川市健康づくり課 静岡県菊川市　プラ
ザけやき

3/7 9：00～12：00 静岡県菊川市健康づくり
課成人保健係
℡：0537-37-1112

中高年女性に対し骨粗
鬆症の講話と調理実
習。

静岡県菊川市健康づくり
課成人保健係
℡：0537-37-1112

33 乳幼児健康相談 菊川市健康づくり課 静岡県菊川市　プラ
ザけやき

3/1、3/2、
3/5、3/6

9：00～12：00 静岡県菊川市健康づくり
課育児応援係
℡：0537-37-1136

乳幼児相談に来所され
た母親に対して、婦人
科検診、生活習慣病健
診のチラシの配布。

静岡県菊川市健康づくり
課育児応援係
℡0537-37-1136

34 保健委員研修会 森町 静岡県森町保健福祉
センター

2018/3/1 13：30～
15:00

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

対象：保健委員
内容：誰でもできるソ
フトエアロビクスの実
技と講義

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

35 広報もりまち 森町 2018/2/15 静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

広報2月号に女性の健
康週間について掲載

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330
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36 母子健康手帳の交付 袋井市 静岡県袋井市総合健
康センター（袋井保健
センター）
浅羽保健センター

2018/3/1
～
2018/3/8

8:30～17:15 http://www.city.f
ukuroi.shizuoka.jp

静岡県　袋井市　健康づ
くり課母子予防接種係
℡０５３８－４２－７４１０

母子健康手帳交付時
に、妊婦の喫煙状況を
確認し、胎児に対する
影響と禁煙指導を行
う。

静岡県　袋井市　健康づ
くり課母子予防接種係
℡０５３８－４２－７４１０

37 女性の健康関連図書
の特別展示

静岡市女性会館 静岡市女性会館図書
コーナー

3月1日 9：00～19：00 静岡市女性会館
℡054－248-7330

図書コーナーにおい
て、女性の健康に関す
る図書の特設展示を行
う。

静岡市市民局男女参
画・多文化共生課
℡054－221-1349

38 1歳6か月児健康診査 静岡市葵区役所健康
支援課
北部保健福祉セン
ター

静岡市北部保健福祉
センター

3月2日 13：15～17：
00

静岡市葵区健康支援課
北部保健福祉センター
℡　054－271-5131

健診受診者の保護者に
対し、乳がん自己触診
法や女性のがん検診に
ついての掲示物の展示
による周知とパンフ
レットの配布を行う。

静岡市葵区健康支援課
北部保健福祉センター
℡　054－271-5131

39 3歳児健康診査 静岡市葵区役所健康
支援課
北部保健福祉セン
ター

静岡市北部保健福祉
センター

3月7日 13：15～17：
00

静岡市葵区健康支援課
北部保健福祉センター
℡　054－271-5131

健診受診者の保護者に
対し、乳がん自己触診
法や女性のがん検診に
ついての掲示物の展示
による周知とパンフ
レットの配布を行う。

静岡市葵区健康支援課
北部保健福祉センター
℡　054－271-5131

40 1歳6か月児健康診査 静岡市駿河区役所健
康支援課
南部保健福祉セン
ター

静岡市南部保健福祉
センター

3月6日 13：15～17：
00

静岡市駿河区健康支援
課
南部保健福祉センター
Tel 054－285-8111

1歳6か月児健診の来所
者（母親）に婦人科検
診の周知のためのチラ
シ配布

静岡市駿河区健康支援
課
南部保健福祉センター
Tel 054－285-8111
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41 フレッシュマタニティ教
室

静岡市駿河区役所健
康支援課
大里保健福祉セン
ター

静岡市大里保健福祉
センター

3月7日 13：30～16：
00

静岡市駿河区健康支援
課
大里保健福祉センター
Tel 054-288-1111

妊婦を対象に妊娠・出
産・育児に関する講義
や地域の子育て応援団
の紹介や交流を図る。

静岡市駿河区健康支援
課
大里保健福祉センター
Tel 054-288-1111

42 掲示物展示 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター
浜松市　中区役所健
康づくり課

2018/3/1～
3/8

8：30～17：15 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

来所者に対し、掲示物
の展示による周知やパ
ンフレットの配布を行
う。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

43 親子すこやか相談 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2018/3/1・
5・6・8

9：00～11：30 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

相談来所者に対し、掲
示物の展示による周知
やパンフレットの配
布、個別指導により正
しい知識の普及を図
る。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

44 はじめてのパパママ
レッスン

浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2018/3/3 9：30～12：00 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

妊婦と夫を対象に、子
育てに関する実技や講
話を実施。その中で、
妊娠中の喫煙や受動喫
煙の健康被害について
講話や展示物で啓発。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

45 1歳6か月児健康診査 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2018/3/7 13：00～15：
00

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

健診受診者の保護者に
対し、掲示物の展示に
よる周知やパンフレッ
トの配布を行う。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577
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46 成人健康相談 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2018/3/5 13：00～15：
00

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

相談来所者に対し、掲
示物の展示による周知
やパンフレットの配
布、個別指導により正
しい知識の普及を図
る。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

47 女性の健康について
展示

浜松市東区健康づく
り課

浜松市 東部保健福
祉センターロビー

2018/3/1～
3/8

8:30～17:15 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

ポスターの展示やチラ
シにて周知
（乳がん、子宮がん、
受動喫煙）

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

48 女性の健康について
展示

浜松市東区健康づく
り課

東区役所　健康づくり
課

2018/3/1～
3/8

8:30～17:15 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

ポスターの展示やチラ
シにて周知
（乳がん、子宮がん、
受動喫煙）

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

49 離乳食教室 浜松市東区健康づく
り課

浜松市 東部保健福
祉センター

2018/3/1 13:30～15:30 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

乳がん・子宮頸がん検
診啓発パンフレット、
女性の健康づくりパン
フレットの配布

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

50 食ボラ連絡会 浜松市東区健康づく
り課

浜松市 東部保健福
祉センター

2018/3/2 9:00～11:30 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

乳がん・子宮頸がん検
診啓発パンフレット、
女性の健康づくりパン
フレットの配布

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122


