
令和元年度 健康増進普及月間における取組の概要 富山県

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 ウォークビズとやま県
民運動

富山県 県内企業・団体 通年 http://kenko-
toyama.jp/info
rmation/infor
mation-
e000562.html

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：県内企業・団体
内容：職場の仲間と
ウォーキング目標を共
有する「職場チャレン
ジ！ウォークビズ宣
言」を実施

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

2 野菜をもう一皿！食
べようキャンペーン

富山県 スーパー、コンビニ、
八百屋、弁当屋等

8月31日～ http://www.k
enko-
toyama.jp/yas
ai-cp-02/

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：住民全般
内容：県民の野菜摂取
を促進するため、野菜
を販売している店舗で
ポスター、ミニのぼり
旗、POP等を掲示、富
山県民歩こう大会参加
者に野菜の配布等

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

3 働き盛りの健康づくり
支援（健康ポイント）

富山県 通年 http://www.k
enko-
toyama.jp/trai
ning/kagayaki
-walk.html

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：住民全般
内容：県の公式スマー
トフォンアプリ「元気
とやまかがやきウォー
キング」で歩数等によ
り健康ポイントを付与
し、運動習慣定着につ
なげる

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡:076-444-3222

4 健康寿命日本一応援
店普及推進事業

富山県 県内飲食店 通年 https://toyam
a-
kenkogohan.c
om/

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：住民全般
内容：野菜たっぷり、
減塩、シニア向けなど
のメニューを提供する
県内飲食店を「健康寿
命日本一応援店」とし
て登録、外食時の食生
活改善に向けた環境づ
くり支援。

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡:076-444-3222

4．日時
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（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
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８．連絡先4．日時

5 国民健康保険加入者
向け「とやま健康合
宿」

富山県 とやま健康パーク他 8月21日～11
月24日
日帰り4回
宿泊5回

http://www.pr
ef.toyama.jp/c
ms_sec/1205/
kj00020753.ht
ml

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：市町村国民健康
保険加入者
内容：運動習慣、食生
活・栄養、休息（睡
眠）に関する講座、ア
クティビティ（運動体
験、リフレッシュ体
験）、参加者による情
報交換会など

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡:076-444-3222

6 ポスターの掲示 富山県 健康増進施設等 9月1日～9月
30日

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

対象：住民全般
内容：健康増進施設等
でのポスター掲示

富山県厚生部健康課健
康増進係
℡076-444-3222

7 がん検診受診啓発
フォーラム

富山県 富山国際会議場メイ
ンホール・ホワイエ

令和元年９
月22日
13時～16時

https://www.k
nb.ne.jp/pink_r
ibbon/

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

対象：県民
内容：
・乳がんを経験した著
名人によるトーク
ショー
・がん検診に従事する
医師による基調講演
・各種ブース展示（患
者会、相談センター、
検診機関等）

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

8 がん征圧月間普及啓
発

富山県 県庁内 9月中 ― 富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

がん検診啓発ポスター
の掲示

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

9 肝炎普及啓発（リーフ
レット配置、ポスター
掲示）

富山県 県庁内、県内厚生セ
ンター

通年 富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

対象：来庁者など
内容：肝炎ウイルス検
査受検勧奨や各種制度
に関するポスター掲示
やリーフレットの配置

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224
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10 肝炎医療コーディ
ネーター継続研修会

富山県 富山県民会館704号
室

令和元年9月
9日（月）14：
00～17：00

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

対象：養成研修会の受
講歴がある方
内容：肝炎対策や肝炎
の治療、支援に関する
講義、グループワーク
など

富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3224

11 生活習慣改善ヘルス
アップ[健康合宿]　と
やま健泊

「生活習慣改善ヘル
スアップ」事業　共同
企業体　代表幹事企
業　株式会社アピアス
ポーツクラブ

ホテルグランミラー
ジュ、立山国際ホテ
ル、桜がヶ池クアガー
デン

令和元年9月
21日12:30～
22日13:00、
10月26日
12:30～27日
13:00、11月
16日12:30～
17日13:00

http://toyama
.kenpaku.jp

新富観光サービス(株)
TEL076-429-8585

対象：年齢30歳～65歳
の県内在住の方で、①
～③のいずれかに該当
する方。
①健康診断受診者で、
特定保健指導対象者、
糖尿病予備軍及びこれ
に準ずる方。②企業の
経営層や、従業員の健
康管理を担当される方
で、従業員の健康意識
の向上に一役を担える
方。③健康志向・関心
の高い方。
内容：1泊2日の健康合
宿での食事や運動の体
験を通じて、生活習慣
改善への意識の向上を
図るもの

新富観光サービス(株)
TEL076-429-8585

12 富山県民歩こう運動
推進大会

富山県 滑川市スポーツ・健康
の森公園 陸上競技
場

9月8日 9:30～ 富山県民歩こう運動推
進委員会（富山県総合
政策局スポーツ振興課）
℡076-444-3461

対象：住民全般
内容：健康増進を目的
とした、ウォーキング
イベントの開催

富山県民歩こう運動推
進委員会（富山県総合
政策局スポーツ振興課）
℡076-444-3461

13 バランスアップ健康プ
ロジェクト事業（健康
イベント）

富山県新川厚生セン
ター

管内企業食堂 9月3日（火） １０：００～
　　　１３：３０

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課地域保健班
TEL：０７６５－５２－２６４
７

対象：社員食堂利用社
員
内容：体験コーナー
・野菜350gの計量
・血管年齢測定
・体脂肪測定
・栄養、食生活相談

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課地域保健班
TEL：0765-52-2647
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14 健康イベント 富山県新川厚生セン
ター・全国健康保険協
会富山支部

富山県黒部市総合体
育センター内くろべ
フェア２０１９の会場

9月21日（土）
9月22日（日）

１０：００～
　　１７：００
（２２日は
１６：００まで）

富山県新川厚生セン
ター
企画管理課企画調整班
TEL：０７６５－５２－１２２
４

対象：住民全般
内容：体験コーナー
・野菜３５０ｇを量っ
てみましょう
・血管年齢測定
・肌年齢測定

富山県新川厚生セン
ター
企画管理課企画調整班
TEL：０７６５－５２－１２２
４

15 青少年健康づくり支
援事業

富山県新川厚生セン
ター

管内中学校 ９月２７日
（金）

１３：５０～
　　　１４：４０

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課地域保健班
TEL：０７６５－５２－２６４
７

対象：学校の生徒、教
職員等
内容：健康づくり教育
の実施

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課地域保健班
TEL：0765-52-2647

16 魚津健友会（糖尿病
患者会）健康ウォーキ
ング

富山県新川厚生セン
ター
魚津支所

魚津市内ウォーキン
グコース

9月25日 13:30～15:30 富山県新川厚生センター
魚津支所　地域健康課
Tel　0765－24－0359

対象：糖尿病患者及び
その家族
内容：健康ウォーキン
グにより運動習慣の定
着及び会員相互の交流
を図る。

富山県新川厚生セン
ター
魚津支所　地域健康課
Tel　0765－24－0359

17 青年期の健やか食生
活応援事業

富山県中部厚生セン
ター

富山医療福祉専門学
校（滑川市）

9月21日 9:00～16:00 富山県中部厚生セン
ター企画管理課企画調
整班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：専門学校生
内容：学園祭における
食育イベントの開催
（食育教材展示等）

富山県中部厚生セン
ター企画管理課企画調
整班
℡076-472-1234

18 糖尿病対策従事者研
修会

富山県中部厚生セン
ター

つるぎふれあい館（上
市町）

9月5日 14:20～15:30 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：管内の医療、保
健、福祉関係者
内容：講義

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234

19 特定給食施設等関係
者研修会

富山県中部厚生セン
ター

立山交流センター 9月11日 14:00～16:30 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：管内の高齢者関
係施設、衛生行政関係
者
内容：講義、調理演習
など

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234

20 自殺防止総合対策事
業

富山県中部厚生セン
ター(共催：滑川市)

あいの風とやま鉄道
滑川駅前

9月10日 7:00～8:00 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：住民
内容：自殺予防街頭
キャンペーン

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234
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21 認知症普及啓発事業 富山県中部厚生セン
ター(共催：滑川市)

あいの風とやま鉄道
滑川駅前

9月10日 7:00～8:00 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：住民
内容：アルツハイマー
デー記念キャンペーン

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234

22 自殺防止総合対策事
業

富山県中部厚生セン
ター(共催：舟橋村)

富山地方鉄道越中舟
橋駅前

9月11日 7:00～8:00 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：住民
内容：自殺予防街頭
キャンペーン

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234

23 自殺防止総合対策事
業

富山県中部厚生セン
ター(共催：立山町)

大阪屋ショップ立山店 9月10日 10:00～11:00 富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡０７６－４７２－１２３４

対象：住民
内容：自殺予防街頭
キャンペーン

富山県中部厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡076-472-1234

24 食育教材の貸出し 富山県高岡厚生セン
ター

管内食育関係団体等 通年 高岡厚生セン
ターＨＰ：
http://www.pref.t
oyama.jp/cms_se
c/1266/index.ht
ml

富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
０７６６－２６－８４８２

食育関係事業に活用で
きる教材の貸出し

富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
0766-26-8482

25 特定給食施設等指導 富山県高岡厚生セン
ター

管内事業所 詳細未定 無 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
０７６６－２６－８４１５

特定給食施設等事業所
へ健康・栄養ポスター
等を配布予定

富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
0766-26-8415

26 青少年健康づくり支
援事業

富山県高岡厚生セン
ター

管内中学校 9月25日 13:40-15:15 無 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
０７６６－２６－８４１５

対象：学校の児童およ
びその保護者
内容：健康づくり教育
の実施

富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
0766-26-8415

27 思春期ライブラリー 富山県高岡厚生セン
ター

管内小学校等 通年 無 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
０７６６－２６－８４１５

教材の貸出し 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
0766-26-8415
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28 地域・職域連携推進
協議会ワーキング

富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

9月12日 14:00-15:30 富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
０７６６－２６－８４８２

対象：地域・職域の健
康増進普及担当者
内容：高齢労働者の健
康課題、受動喫煙防止
対策
メンタルヘルス対策の
検討等

富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
0766-26-8482

29 地域リハビリテーショ
ン多職種連携研修会

富山県高岡厚生セン
ター

高岡エクール 9月19日 13:30-16:30 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
０７６６－２６－８４８２

対象：高齢者等地域リ
ハビリテーション関係
者
内容：個別ケア会議等
に関する講義とグルー
プワーク

富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
0766-26-8415

30 ひきこもり等家族教室 富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

9月26日 19:00-20:30 富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
０７６６－２６－８４８２

対象：家族
内容：講義と話し合い

富山県高岡厚生セン
ター地域保健班
0766-26-8415

31 普及啓発 富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

9月1日
～
9月30日

富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
０７６６－２６－８４８２

対象：住民全体
内容：健康増進普及月
間ポスターの掲示

富山県高岡厚生セン
ター企画調整班
0766-26-8482

32 各種教室等における
健康教育

富山県高岡厚生セン
ター射水支所

富山県高岡厚生セン
ター射水支所

9月19日 13:30～15:30 富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666

対象：市民（精神家族
教室参加者）
内容：リーフレット配
布

富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666

33 各種教室等における
健康教育

富山県高岡厚生セン
ター射水支所

射水市役所 9月18日 13:30～15:00 富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666

対象：市民（難病患
者・家族・難病ボラン
ティア）
内容：リーフレット配
布

富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666



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4．日時

34 啓発普及 富山県高岡厚生セン
ター射水支所

富山県高岡厚生セン
ター射水支所

富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666

対象：市民（来所者）
内容：ポスター掲示

富山県高岡厚生セン
ター射水支所地域健康
課
℡0766-56-2666

35 普及啓発 富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

普及月間 富山県高岡厚生セン
ター氷見支所地域健康
課
TEL　0766-74-1780

対象：住民全体
内容：健康増進普及月
間ポスターの掲示

氷見支所地域健康課
TEL　0766-74-1780

36 ミニ講義 富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

未定（食品衛
生責任者研
修会）

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所地域健康
課
TEL　0766-74-1780

対象：食品衛生責任者
内容：ミニ講義（受動
喫煙防止）

氷見支所地域健康課
TEL　0766-74-1780

37 ミニ講義 富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

未定（食品衛
生責任者研
修会）

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所地域健康
課
TEL　0766-74-1780

対象：食品衛生責任者
内容：ミニ講義（睡眠とう
つについて）

氷見支所地域健康課
TEL　0766-74-1780

38 富山県受動喫煙防止
対策推進事業

砺波厚生センター 砺波厚生センター 1回／月 14時 砺波厚生センター 受動喫煙防止に取組む
施設に対しステッカー
を交付しその状況を標
示する。

砺波厚生センター
0763－22－3512

39 自殺対策推進事業 砺波厚生センター ショッピングア・ミュー 9月10日 16:00～17:00 砺波厚生センター 対象：一般住民
内容：自殺予防街頭
キャンペーン

砺波厚生センター
0763－22－3511

40 精神障害者家族教室 砺波厚生センター 砺波厚生センター 9月20日 13:30～15:00 砺波厚生センター 対象：家族会会員、支
援者等
内容：ピア・フレンズ
の発表、座談会

砺波厚生センター
0763-22-3511



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4．日時

41 ヤングヘルスセミナー 砺波厚生センター小
矢部支所

となみ野高校 9月19日 8:45～9:30 富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所
0766-67-1070

対象：高校生
内容：出前講座の実施
　　　性感染症につい
て

地域健康課
0766-67-1070

42 ポスター掲示による
広報

高岡市 高岡市保健センター
高岡市役所
福岡健康福祉セン
ター
市内公共施設など

9月 高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

健康増進普及月間のポ
スター掲示を行う。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当 　嘉指　美穂
0766－20－1345

43 健康づくり推進員を通
した情報提供

高岡市地域健康づく
り推進懇話会

各地域公民館など 9月 高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

地域でのイベント（歩
こう会、講演会、研修
会など）や健康づくり
推進懇話会において、
健康増進普及月間のＰ
Ｒ及び健康づくりに関
する知識の普及啓発を
行う。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　嘉指　美穂
0766－20－1345

44 母子保健推進員協議
会
、食生活改善推進協
議会、ヘルスボラン
ティア協議会理事会
等

各協議会 高岡市保健センター
市内公共施設など

9月 高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

各協議会の理事会・学
習会・研修会などにお
いて、健康増進普及月
間のＰＲ及び健康づく
りに関する知識の普及
啓発を行う。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　北世　幸子
0766－20－1345

45 健康ウォーキング教
室

ヘルスボランティア協
議会

高岡市内 9月8日
9月22日

9時～11時30
分

高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

市民を対象に年10回、
ウォーキングを開催
し、期間中に内2回を
開催。楽しんでウォー
キングできるよう、運
動前後の留意事項や準
備体操等を実施。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　北世　幸子
0766－20－1345



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4．日時

46 みらいっ子フェスタ ヘルスボランティア協
議会

高周波文化ホール 9月7日 10時～16時 高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

ステージ発表では、健
康たかおか⒑か条体操
の紹介。ブース展示で
は、女性のがん検診の
啓発と健康たかおか⒑
か条の普及啓発。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　北世　幸子
0766－20－1345

47 KITOKITOスマイルプ
ロジェクト

・イオンモール高岡
・（株）エイペックスエ
ンターテイメント
・高岡市

イオンモール高岡 9月3日 ・11時～12時
・1時30分～2
時30分（1日2
回実施）

高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1391

「笑顔」と「健康」を
テーマとしたイベン
ト。高岡市は、関係団
体・機関、民間企業と
も連携・協力しなが
ら、毎月「健康」に関
するテーマで講座を実
施している。9月は音
楽療法を実施。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　嘉指　美穂
0766－20－1345

48 健康相談 高岡市 高岡市保健センター 9月25日 13時15分～
15時15分

高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1345

生活改善のための個別
指導を実施している。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　島　美希子
0766－20－1345

49 心の健康相談 高岡市 高岡市保健センター 9月18日 13時15分～
14時45分

高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1345

臨床心理士、保健師に
よる個別相談を実施し
ている。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　松井　朋世
0766－20－1345

50 訪問指導 高岡市 家庭訪問 9月 随時 高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1345

健診要指導者・乳幼児
の保護者に対しリーフ
レットの配付や個別相
談を行い、生活指導を
実施している。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　松井　朋世
　　　  布目　千裕
0766－20－1345

51 糖尿病教室 高岡市 高岡市保健センター 8月29日
9月3日

※2回で1
コース

１０時～１１
時３０分

高岡市福祉保健部健康
増進課
0766－20－1345

糖尿病の基礎知識や食
事バランスについて学
ぶ。また、血圧測定や
体組成測定も行う。

高岡市福祉保健部健康
増進課
担当　杉井　智子
0766－20－1345



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
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（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

52 健康づくり栄養教室 魚津市 魚津市健康セン
ター

9月12日
（木）

9:30～14:30 魚津市健康センター
0765-24-3999

ロコモ、歯の健康に関
する講義、調理実習
（一般市民対象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

53 市民公開講座 魚津市医師会
（共催：市、富山労
災病院）

新川文化ホール 9月8日
（日）

13:30～
16:00

魚津市医師会
0765-22-0318

転倒予防に関する普
及啓発（一般市民対
象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

54 男の料理教室 魚津市 魚津市健康セン
ター

9月27日
（金）

10:00～
13:00

魚津市健康センター
0765-24-3999

栄養に関する講話と
調理実習
テーマ「骨」
（一般市民・男性に限
る）

魚津市健康センター
0765-24-3999

55 70歳の方への健康
講座

魚津市国民健康保
険

魚津市役所 9月25日
（水）

9:30～10:00 魚津市役所市民課医療
保険係
0765-23-1011

健康講座及び健康相
談（70歳になる方）

魚津市健康センター
0765-24-3999

56 健康相談会 魚津市 魚津市健康セン
ター

毎週月曜日

毎週火曜日
毎週金曜日

9:00～11:00
13:00～
16:00

9:00～11:00
13:00～
16:00

魚津市健康センター
0765-24-3999

健診後の生活習慣改
善相談会
（一般市民対象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

57 地区健康講座 魚津市
地区環境保健衛生
協議会

村木公民館 9月27日
（金）

19：00～
20：00

魚津市健康センター
0765-24-3999

自宅で簡単にでき
る！腰痛改善エクサ
サイズ
（一般市民対象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

58 健康づくりウォーキ
ング

地域振興会 魚津市内一円 ２会場 魚津市健康センター
0765-24-3999

ウォーキングコースの
設定と、ウォーキング
イベントの開催

魚津市健康センター
0765-24-3999



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
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（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

59 UO!spo　inありそ 魚津市、市教委 ありそドーム 9月23日
（月）

9:30～11:30 魚津市健康センター
0765-24-3999

健康をテーマとしたイ
ベント

魚津市健康センター
0765-24-3999

60 がん検診普及啓発
キャンペーン

市環境保健衛生協
会（市共催）

魚津市内一円（各
地区行事やショッピ
ングセンター等）

随時 魚津市健康センター
0765-24-3999

がん対策推進員が検
診の受診勧奨ちらし
や普及啓発グッズを
配布（一般市民対象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

61 ふれあい・いきいき
サロン等

市社会福祉協議会
（市共催）

魚津市内一円 ７会場 魚津市社会福祉協議会
0765-22-8388

健康相談や健康教育
（対象：高齢者）

魚津市健康センター
0765-24-3999

62 ミラたん健康ポイン
ト事業

魚津市 魚津市内一円 8月1日～
12月31日

魚津市健康センター
0765-24-3999

健康目標宣言と健診
受診をし、健康教室等
の参加や運動施設利
用等で健康ポイントを
獲得（一般市民対象）

魚津市健康センター
0765-24-3999

63 広報活動 魚津市 全世帯 年間通じ 魚津市健康センター
0765-24-3999

市広報での普及啓
発、館内でちらしの配
置やポスター掲示

魚津市健康センター
0765-24-3999

64 CATVでの啓発 魚津市 全世帯 年間通じ 魚津市健康センター
0765-24-3999

CATVにて、短時間の
健康番組を放映する

魚津市健康センター
0765-24-3999

65 魚津の野菜を食べ
よう大作戦

魚津市 魚津市内一円 7月～3月 魚津市健康センター
0765-24-3999

旬の野菜を使ったレシ
ピを作成し、市内スー
パーマーケットや企業
等に配布、野菜の摂
取量増を普及する。あ
わせて地区活動で啓
発する。

魚津市健康センター
0765-24-3999
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（事業の告知先）
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66 市広報誌への掲載 氷見市 9月1日～9月
30日

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8414

対象：一般市民
内容：野菜摂取や減塩
などの好ましい食習慣
について広報する。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8414

67 ポスター掲示 氷見市 氷見市本庁、氷見市
いきいき元気館内

9月1日～9月
31日

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8415

対象：一般市民
内容：健康増進普及啓
発ポスターを管内に掲
示する。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8415

68 運動実践教室 氷見市 氷見市ふれあいス
ポーツセンター、朝日
山公園

9月5日 19：30～20：
30

http://www.ci
ty.himi.toyama
.jp/hp/shimin
/kenkouiryou/
node_1391/no
de_1674/node
_45499

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8416

対象：小学生以上の親
子
内容：子育て世代の運
動習慣確立のきっかけ
となるよう運動の講師
の指導のもと、運動体
験を行う。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8416

69 食生活改善推進委員
研修会

氷見市 氷見市いきいき元気
館

9月11日 9：00～13：00 氷見市市民部健康課
℡0766-74-8417

対象：食生活改善推進
員
内容：高齢者の健康づ
くりについての講義と
調理実習。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8417

70 保健栄養教室 氷見市 氷見市いきいき元気
館

9月13日 14：00～15：
30

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8418

対象：ボランティア養
成講座受講者
内容：臨床心理士がこ
ころの健康づくりにつ
いての講義を実施。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8418

71 なんでも相談 氷見市 氷見市いきいき元気
館

9月19日 13：00～ http://www.ci
ty.himi.toyama
.jp/hp/shimin
/kenkouiryou/
node_1391/no
de_23059

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8419

対象：一般市民
内容：医師、保健師、
栄養士等が健康に関す
る相談にのり、個別指
導、助言を行う。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8419
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72 氷見市民健康大学祭 氷見市 氷見市いきいき元気
館

9月23日 10：00～ 氷見市市民部健康課
℡0766-74-8420

対象：一般市民
内容：各ブースにて運
動体験(運動実践教室
の同日開催）、親子料
理教室、試食コー
ナー、スタンプラリー
等を行う。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8420

73 こころの健康相談 氷見市 氷見市いきいき元気
館

9月24日 13：15～ http://www.city
.himi.toyama.jp/
hp/shimin/kenk
ouiryou/node_1
391/node_2305
9

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8421

対象：一般市民
内容：悩みやストレス
をもつ人の相談を受
け、必要に応じ関係機
関への紹介を行う。

氷見市市民部健康課
℡0766-74-8421

74 健診結果説明会 滑川市 滑川市民健康セン
ター

9月4日 9:30～12:00 滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

特定健診結果で保健指
導が必要と判断された
方等を対象に特定健診
の結果説明及び必要な
保健指導を実施する。

滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

75 糖尿病健康相談 滑川市 滑川市民健康セン
ター

9月9日 9:00～12:00 滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

治療中の糖尿病患者と
その家族を対象に食事
及び生活習慣指導を実
施する。

滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

76 北加積食生活改善推
進講習会

滑川市 滑川市民健康セン
ター

9月19日 9:00～13:00 滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

地域住民を対象に健康
食の講習会を実施す
る。

滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

77 滑川市民健康フォー
ラム

滑川市 滑川西地区コミュニ
ティホール

9月28日 12:50～16:30 滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

地域住民を対象にがん
をテーマとした講演
会、血圧･骨密度測
定、栄養相談等の健康
相談会を開催する。

滑川市民健康センター
TEL:076-475-8011

78 ヘルス相談 黒部市 黒部市役所健康増進
課内

9月3、10、
17、24日（毎
週火曜日）

9時～11時 黒部市健康増進課 対象：一般市民
内容：血圧測定、尿検
査、保健指導、栄養指
導

黒部市健康増進課
℡0765-54-2411



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4．日時

79 ポスター掲示による
広報

黒部市 黒部市役所
市内公共施設など

9月 黒部市健康増進課 健康増進普及月間のポ
スター掲示を行う。

黒部市健康増進課
℡0765-54-2411

80 広報くろべに掲載 黒部市 広報くろべ9
月号

黒部市健康増進課 対象：一般市民
内容：広報くろべに健
康増進普及月間につい
て掲載する

黒部市健康増進課
℡0765-54-2411

81 健康づくり栄養教室 黒部市 黒部市働く婦人の家 9月4日 9時30分～14
時

黒部市健康増進課 対象：一般市民（前年
度健康づくり栄養教室
未修了者）原則65歳未
満
内容：生活習慣病に関
する講義、運動実習、
栄養実習

黒部市健康増進課
℡0765-54-2411

82 母子保健推進員連絡
協議会、食生活改善
推進連絡協議会

各協議会 黒部市役所健康増進
課内

9月 黒部市健康増進課 各協議会で健康増進普
及月間の普及啓発を行
う

黒部市健康増進課
℡0765-54-2411

83 健康相談 砺波市 砺波市健康センター 毎週月曜日 9:00～19:00 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：一般市民
生活習慣・食事などの
健康づくりに関する相
談

砺波市健康センター
0763-32-7062

84 地区相談会 砺波市 砺波市健康センター 9月9日（金） 9:30～11:00 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：地区住民　特定
健康診査受診者のうち
保健指導が必要と判断
された方等を対象に特
定健診の結果説明およ
び保健指導

砺波市健康センター
0763-32-7062



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4．日時

85 地区相談会 砺波市 庄東センター 9月27日（金） 9:30～11:00 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：地区住民　特定
健康診査受診者のうち
保健指導が必要と判断
された方等を対象に特
定健診の結果説明およ
び保健指導

砺波市健康センター
0763-32-7062

86 お口の相談 砺波市 砺波市健康センター 電話相談
平日
来所相談
（予約制）
毎週木・金曜
日

電話相談
9:00～17:00
来所相談
9:00～11:00

砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：一般市民
歯科衛生士によるお口
のケア、お口の病気予
防等の相談

砺波市健康センター
0763-32-7062

87 栄養・食事相談 砺波市 砺波市健康センター 平日（予約
制）

9:00～17:00 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：一般市民
管理栄養士による栄
養・食事についての相
談

砺波市健康センター
0763-32-7062

88 食改地区活動 砺波市食生活改善推
進協議会

砺波市内 未定 砺波市健康センター
0763-32-7062

情報提供の推進、健康
づくりに関するパンフ
レット配布

砺波市健康センター
0763-32-7062

89 足うら教室 庄川健康プラザ 庄川健康プラザ 9月17日（火） 13:15～13:30 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：教室参加者（一
般市民）
管理栄養士の食生活と
栄養に関する健康教育
運動指導員による体操

砺波市健康センター
0763-32-7062

90 足腰げんき体操 庄川健康プラザ 庄川健康プラザ 9月27日（金） 13:15～13:30 砺波市健康センター
0763-32-7062

対象：教室参加者（一
般市民）
管理栄養士の食生活と
栄養に関する健康教育
運動指導員による体操

砺波市健康センター
0763-32-7062

91 成人健康相談 小矢部市健康福祉課 小矢部市総合保健福
祉センター

毎週火曜日・
金曜日

午前9時30分
～11時

小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）

対象：住民全般
内容：健康づくりに関
する個別相談。血圧、
体組成測定。

小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）



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4．日時

92 食育の日街頭キャン
ペーン

小矢部市食生活改善
推進協議会

小矢部市内スーパー 9月19日（木） 午後5時30分
～

小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）

対象：住民全般
内容：毎月19日の「食
育の日」に、減塩や肥
満改善等がテーマのメ
ニューを紹介するチラ
シを配布。

小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）

93 自殺予防キャンペー
ン

小矢部市健康福祉課 小矢部市内スーパー
他

未定 小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）

対象：住民全般
内容：9月の自殺予防
週間に併せ、相談窓口
リーフレットを配布。

小矢部市健康福祉課
（0766-67-8606）

94 健康づくり栄養教室 南砺市健康課 南砺市地域包括ｹｱ
ｾﾝﾀｰ

9月4日 9:00～12:00 kenkoka.@city.
nanto.lg.jp

富山県南砺市健康課
福光保健ｾﾝﾀｰ℡
0763-52-1767

対象：健康づくり栄養
教室受講者内容：講
義・実技生活習慣病・
介護予防のための運
動について

富山県南砺市健康課福
光保健ｾﾝﾀｰ
℡0763-52-1767

95 自殺予防週間普及
啓発キャンペーン

南砺市健康課 セフレ 9月2日 16:30～
17:00

fukumitsu-
phc@city.nant
o.lg.jp

富山県南砺市健康課
福光保健ｾﾝﾀｰ℡
0763-52-1767

対象：市民内容：ﾍﾙｽ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得
て、自殺予防週間普
及、相談窓口チラシの
配布

富山県南砺市健康課福
光保健ｾﾝﾀｰ℡0763-52-
1767

96 食生活改善推進員
中央研修（福光会
場）

南砺市健康課 南砺市保健ｾﾝﾀｰ 9月10日 13:30～
16:00

fukumitsu-
phc@city.nant
o.lg.jp

富山県南砺市健康課
福光保健ｾﾝﾀｰ℡
0763-52-1767

対象：食生活改善推
進員内容：講義と調理
実習生活習慣病予
防・介護予防について

富山県南砺市健康課福
光保健ｾﾝﾀｰ℡0763-52-
1767

97 食生活改善推進員
中央研修（井波会
場）

南砺市健康課 南砺市地域包括ｹｱ
ｾﾝﾀｰ

9月18日 9:30～12:00 fukumitsu-
phc@city.nant
o.lg.jp

富山県南砺市健康課
福光保健ｾﾝﾀｰ℡
0763-52-1767

対象：食生活改善推
進員内容：講義と調理
実習生活習慣病予
防・介護予防について

富山県南砺市健康課福
光保健ｾﾝﾀｰ℡0763-52-
1767

98 特定健診受診勧奨 南砺市健康課 南砺市内医療機関 kenkoka.@city.
nanto.lg.jp

富山県南砺市健康課
福光保健ｾﾝﾀｰ℡
0763-52-1767

未受診者へ葉書によ
る個別通知

富山県南砺市健康課福
光保健ｾﾝﾀｰ℡0763-52-
1767
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（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
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99 広報「いみず」9月号
にて普及月間RR

射水市保健センター 9月1日～
9月30日

射水市保健センター
Tel：0766-52-7070

対象：一般住民
内容：広報全戸配布に
よる月間PR

富山県射水市
担当：保健センター
Tel：0766-52-7070
E-mail：
hoken@city.imizu.lg.jp

100 もうすぐパパママ教室 射水市保健センター 射水市保健センター 9月1日 9：30～12：00 射水市保健センター
Tel：0766-52-7070

対象：市民の妊婦とそ
の夫
内容：食生活について
の講義とおやつの試食

富山県射水市
担当：保健センター
Tel：0766-52-7070
E-mail：
hoken@city.imizu.lg.jp

101 食生活改善推進員研
修会

射水市保健センター 新湊アイシン軽金属
スポーツセンター

9月6日 13:30～15:00 射水市保健センター
Tel：0766-52-7070

対象：食生活改善推進
員
内容：運動に関する研
修、スマートライフプ
ロジェクトについて情
報提供

富山県射水市
担当：保健センター
Tel：0766-52-7070
E-mail：
hoken@city.imizu.lg.jp

102 高齢者サロン（こぶし
の会）

射水市保健センター 栄町公民館 9月9日 13:30～14:30 射水市保健センター
Tel：0766-52-7070

対象：地域住民（70～
80歳代）
内容：健康づくりのた
めの睡眠について講義

富山県射水市
担当：保健センター
Tel：0766-52-7070
E-mail：
hoken@city.imizu.lg.jp

103 健康増進プラン推進
事業

射水市ヘルスボラン
ティア連絡協議会

大島社会福祉セン
ター

9月19日 10:20～11:40 射水市保健センター
Tel：0766-52-7070

対象：ヘルスボラン
ティア
内容：運動に関する研
修、スマートライフプ
ロジェクトについて情
報提供

富山県射水市
担当：保健センター
Tel：0766-52-7070
E-mail：
hoken@city.imizu.lg.jp

104 涼やか広場での情報
提供チラシ配布

舟橋村 舟橋村 9月27日 舟橋村生活環境課
TEL076-464-1121

対象：サロン参加者
内容：健康増進のため
の情報の普及啓発

富山県舟橋村
担当課：生活環境課
℡：076-464-1121
E-mail：
fukusi01@vill.funahashi.t
oyama.jp

105 集団がん検診 上市町 上市町保健センター 9月9日

9月21日

（受付：8：30
～9：30）
（受付：8：30
～10：30）

なし 上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

がん検診(9/9：胃・
子・乳・大腸、9/21：
肺・大腸）

上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355
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（事業の告知先）
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106 がん検診に関する普
及啓発

上市町 上市町保健センター 9月1日～30
日

なし 上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

・役場庁舎に検診受診
を呼びかける横断幕の
設置
・検診会場でのパンフ
レット設置
・大腸がん検診普及啓
発チラシとトイレット
ペーパーの設置
・がん検診の受診者増
加を目指した電話によ
るがん検診の案内
・乳がん自己検診の実
施を呼びかける活動

上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

107 肝がん予防のための
肝炎ウイルス検診普
及啓発活動

上市町 上市町保健センター 9月1日～30
日

なし 上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

肝炎ウイルス検診に関
するキャッチフレーズ
を入れたのぼり旗を保
健センターに設置

上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

108 健康増進に関する普
及啓発

上市町 上市町保健センター 9月1日～30
日

なし 上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

・広報誌にて健康増進
普及月間をテーマとし
た特集記事を掲載
・健康増進普及月間の
穂スター・標語を掲示

上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

109 心の健康セミナー 上市町 上市町保健センター 9月27日 なし 上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

・心の健康をテーマに
した健康教室を開催

上市町役場福祉課保健
班（上市町保健セン
ター）
電話076-473-9355

110 がん征圧月間活動 立山町
立山町がん対策推進
協議会

町内スーパー、駅 ８月下旬 立山町保健センター
℡　076-463-0618

対象：町民全般
内容：９月のがん征圧
月間の広報活動及び大
腸がん検診受診勧奨

立山町保健センター
℡　076-463-0618

111 がん予防講演会 立山町
立山町がん対策推進
協議会

立山町保健センター 9月9日 立山町保健センター
℡　076-463-0618

対象：町民全般
内容：生活習慣病に関
する専門家の講演会

立山町保健センター
℡　076-463-0618
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112 広報たてやま９月号 立山町 9月 立山町保健センター
℡　076-463-0618

対象：町民全般
内容：健康増進普及月
間のPR

立山町保健センター
℡　076-463-0618

113 Neｔ３（ケーブルテレ
ビ）での健康増進普
及月間PR

立山町 Neｔ３（ケーブルテレ
ビ）

9月 立山町保健センター
℡　076-463-0618

対象：町民全般
内容：健康増進普及月
間のPR及び生活習慣病
についての知識の普及
啓発（1日4回、1週間
放送）

立山町保健センター
℡　076-463-0618

114 くつろぎサロンでの健
康増進普及月間PR

立山町 元気交流ステーション
２階

9月19日 10:00～11:00 立山町保健センター
℡　076-463-0618

対象：町民全般
内容：健康増進普及月
間のPR及び生活習慣病
についての知識の普及
啓発

立山町保健センター
℡　076-463-0618

115 がん検診 入善町元気わくわく健
康課（保健センター）

健康交流プラザ　サン
ウェル

9月1日 8：30～10：00 http://www.to
wn.nyuzen.toy
ama.jp/

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：40歳以上の町民
内容：がん検診（胃・
大腸・肺ﾍﾘｶﾙCT）

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

116 健康相談 入善町元気わくわく健
康課（保健センター）

老人福祉センター 9月11日 10：00～11：
00

http://www.to
wn.nyuzen.toy
ama.jp/

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：町民全般
内容：健康相談

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

117 減塩いいね！料理教
室

入善町元気わくわく健
康課（保健センター）

健康交流プラザ　サン
ウェル

9月19日 10：00～13：
00

http://www.to
wn.nyuzen.toy
ama.jp/

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：町民全般
内容：講義、調理実習

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

118 がん検診（ﾚﾃﾞｨｰｽ
ﾃﾞｰ）

入善町元気わくわく健
康課（保健センター）

健康交流プラザ　サン
ウェル

9月22日 8：30～10：00 http://www.to
wn.nyuzen.toy
ama.jp/

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：20歳以上の町民
（女性）
内容：がん検診（胃・
大腸・子宮・乳）

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343



1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）
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119 骨粗しょう症検診 入善町元気わくわく健
康課（保健センター）

健康交流プラザ　サン
ウェル

9月22日 8：30～10：00 入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：50・55・60・65
歳の町民（女性）
内容：骨密度測定

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

120 スパークル教室 入善町食生活改善推
進協議会

健康交流プラザ　サン
ウェル

9月25日 9：30～13：00 入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

対象：入善町食生活改
善推進員
内容：講義、調理実習

入善町元気わくわく健康
課（保健センター）
TEL0765-72-0343

121 健康相談 朝日町 朝日町保健センター 9月2日
9月9日
9月30日

9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30

朝日町保健センター 対象:朝日町の住民

個別の健康相談
栄養相談

朝日町保健センター
0765-83-3309

122 親子で学ぶがん健康
教室

富山市 神保小学校 9月20日 １３：４５～
　　　１４：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：神保小学校の児
童及び保護者
内容：保健師講義
　　　がん経験者の体
験談

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

123 介護予防普及啓発
事業

富山市 平岡農業集落セン
ター

9月9日 １４：００～
　　　１５：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：歯科衛生士によ
る講話

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

124 健康教育 富山市 宮川地区コミュニ
ティーセンター

9月10日 １９：００～
　　　１９：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

125 けんこう相談会
（健康相談）

富山市 西保健福祉センター 9月27日 ９：１５～
　　　１１：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：健康チェック
　　　健康相談

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

126 健康教育 富山市 呉羽会館 9月20日 １０：００～
　　　１１：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

127 健康教育 富山市 西金屋公民館 9月26日 １３：３０～
　　　１５：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770
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128 食生活改善推進員
ブロック研修会

富山市食生活改善推
進員協議会

西保健福祉センター 9月5日 ９：３０～
　　　１２：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：食生活改善推進
員
内容：保健師講義・実
習
「生活習慣とがん予

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

129 糖尿病予防教室 富山市 西保健福祉センター 9月30日 ９：００～
　　１２：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：市民（継続参加
者）
内容：歯科医師・保健
師・栄養士による講話

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

130 親子で学ぶがん健康
教室

富山市 神保小学校 9月20日 １３：４５～
　　　１４：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：神保小学校の児
童及び保護者
内容：保健師講義
　　　がん経験者の体
験談

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

131 介護予防普及啓発
事業

富山市 平岡農業集落セン
ター

9月9日 １４：００～
　　　１５：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：歯科衛生士によ
る講話

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

132 健康教育 富山市 宮川地区コミュニ
ティーセンター

9月10日 １９：００～
　　　１９：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

133 けんこう相談会
（健康相談）

富山市 西保健福祉センター 9月27日 ９：１５～
　　　１１：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：健康チェック
　　　健康相談

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

134 健康教育 富山市 呉羽会館 9月20日 １０：００～
　　　１１：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

135 健康教育 富山市 西金屋公民館 9月26日 １３：３０～
　　　１５：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講
話と試食

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

136 食生活改善推進員
ブロック研修会

富山市食生活改善推
進員協議会

西保健福祉センター 9月5日 ９：３０～
　　　１２：３０

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：食生活改善推進
員
内容：保健師講義・実
習
「生活習慣とがん予
防」

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770
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137 糖尿病予防教室 富山市 西保健福祉センター 9月30日 ９：００～
　　１２：００

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

対象：市民（継続参加
者）
内容：歯科医師・保健
師・栄養士による講話

富山市西保健福祉セン
ター
076-469-0770

138 まちなか保健室 富山市まちなか総合
ケアセンター

まちなかサロン
（富山市まちなか総合
ケアセンター）

2019/9/6
（金）

14:00～15;00 富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

対象：市民全般
内容：がんを体験した
方との交流

富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

139 まちなか保健室 富山市まちなか総合
ケアセンター

まちなかサロン
（富山市まちなか総合
ケアセンター）

2019/9/13
(金）

14:00～15;00 富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

対象：市民全般
内容：認知症を知ろう

富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

140 まちなか保健室 富山市まちなか総合
ケアセンター

まちなかサロン
（富山市まちなか総合
ケアセンター）

2019/9/20
（金）

14:00～15;00 富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

対象：市民全般
内容：アロマ＆リラッ
クス体操

富山市まちなか総合ケ
アセンター
ＴＥＬ：076-461-3618

141 依頼の健康教育
花みず木台サロン

富山市社会福祉協議
会大山支所

花みず木台公民館 ９月３日（火） 13：00～15：
00

富山市社会福祉協議会
大山支所
０７６－４８３－４１１１

対象；高齢者
内容：血圧測定
　　　健康相談
　　　講話や軽体操

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

142 食生活改善推進員
ブロック研修

富山市食生活改善推
進員協議会

上滝公民館 ９月５日（木） 9：30～12：30 富山市大山保健福祉セ
ンター
０７６－４８３－１７２７

対象；富山市民
内容：薬剤師講義
　　がん予防食調理実
習

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

143 心の健康づくり講座 富山市地域精神保健
福祉推進協議会

大山地域
   市民センター

９月５日（木） 14：00～15：
00

富山市保健所
　　　　　保健予防課
０７６－４２８－１１５２

対象；富山市民
内容：精神科医の講演

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

144 依頼の健康教育
中滝サロン

富山市社会福祉協議
会大山支所

中滝公民館 ９月１０日
（火）

13：30～15：
00

富山市社会福祉協議会
大山支所
０７６－４８３－４１１１

対象；高齢者
内容：血圧測定、健康
相談
　　　講話や軽体操

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

145 健康パワーアップ講
座

富山市 大山地域
   市民センター

９月１７日
（火）

13：30～15：
00

富山市大山保健福祉セ
ンター
０７６－４８３－１７２７

対象；高齢者
内容：歯科衛生士の講
話

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

146 働き盛り・子育て世代
がん予防事業

富山市 上滝小学校 ９月１９日
（木）

13：35～14：
20

富山市大山保健福祉セ
ンター
０７６－４８３－１７２7

対象：小学6年生とそ
の保護者
内容：ピアサポーター
の
　　　講演

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727
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147 健康教育
三室荒屋サロン

富山市社会福祉協議
会大山支所

三室荒屋公民館 ９月２０日
（金）

13：30～15：
00

富山市社会福祉協議会
大山支所
０７６－４８３－４１１１

対象；高齢者
内容：血圧測定
　　　健康相談
　　　講話や軽体操

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

148 食生活改善推進員
ブロック研修

富山市食生活改善推
進員協議会

大庄地区コミュニティ
センター

９月２７日
(金）

9：30～12：30 富山市大山保健福祉セ
ンター
０７６－４８３－１７２７

対象：大山地域住民
内容：食生活実践講座
　　バランス食調理実
習

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

149 まちぐるみ健康づくり
交流会

富山市 大山地域
  市民センター

９月２７日
(金）

13：30～15：
30

富山市大山保健福祉セ
ンター
０７６－４８３－１７２７

対象：富山市民
内容：地区活動発表と
　　　講演会

富山市大山保健福祉セ
ンター
076-483-1727

150
ネットワーク事業

富山市

中島公園 9月1日（日） 9:30～12:30
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区住民
健康相談

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

151

食改ブロック研修

富山市食生活改善推
進員協議会

倉垣公民館 9月5日（木） 9:30～12:30
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

北ブロック食改員
がん予防講義及び調理
実習

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

152

健康教育

富山市

富浦町公民館 9月8日（日）
10：00-11：
00

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区高齢者
音楽療法士による実技
指導

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

153

依頼健康教育

富山市

昭和町公民館 9月12日（木） 13:30～15:00
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区住民
 栄養士講義、健康
チェック、健康相談

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

154

　健康教育

富山市

倉垣公民館 9月14日（土） 10:00～12:30
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区住民
がん予防講義
及び調理実習

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

155

食改ブロック研修

富山市食生活改善推
進員協議会

水橋中部公民館 9月25日（水） 9:30～12:30
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

北ブロック食生活改善
推進員
栄養士講義及び調理実
習

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

156
健康教育

富山市

下新北町3区公民館 9月26日（木）
10：00-11：
00

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区高齢者
栄養士講義

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

157

健康教育

富山市

市立広田公民館 9月26日（木） 13:30～15:00
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区住民
栄養士講義

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050
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158

健康教育

富山市

豊田小学校 9月29日（日） 10:00～13:00
富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

地区住民
健康チェック
健康相談

富山市北保健福祉セン
ター076-426-0050

159 自宅でもできる簡単な
運動

富山市 山室荒屋南台公民館 9月26日 １０～１１時 富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：運動指導員によ
る運動
対象：一般住民

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

160 本気で内臓脂肪を減
らそう

富山市 蜷川地区センター 9月26日 １０～１１時 富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：健康運動指導士
による運動
対象：一般住民

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

161 薬の正しい使い方 富山市 山室地区センター 9月27日 １４～１５時 富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：薬剤師による講
義
対象：一般住民

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

162 集団がん検診 富山市 富山市保健所 9月28日 受付８時３０
分～９時３０
分

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：集団がん検診
対象：一般住民

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

163 食生活改善推進連絡
協議会
南ブロック研修会

富山市食生活改善推
進員協議会

富山市保健所 9月3日 ９時４０分～
１０時４０分

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：ストレスをため
ない生き方
対象：食生活改善推進
員

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

164 食生活改善推進連絡
協議会
南ブロック研修会

富山市食生活改善推
進員協議会

富山市保健所 9月27日 ９時４０分～
１０時４０分

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：正しいウォーキン
グ
対象：食生活改善推進
員

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

165 がん予防でいきいき
ライフ

山室中部ふるさとづく
り推進協議会

山室中部公民館 9月5日 ９時３０分～
１３時

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：保健師の講義、
食改の料理教室
対象：一般住民

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

166 名称未定 南保健福祉センター 石田万葉台公民館 9月13日 １３時～１５
時

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：栄養士、包括の
講義（予定）

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

167 ふれあい会食と健康
相談会

新保校区社会福祉協
議会

経田公民館 9月26日 １２時４０分
～１４時

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

内容：保健師、包括の
講義

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156

168 いきいきクラブ 山室校下社会福祉協
議会

市立山室公民館 9月5日 １１時３０分
～１３時

山室校下社会福祉協議
会

内容：保健師の講義
対象：独居高齢者

富山市南保健福祉セン
ター
076-428-1156
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169 食生活改善推進員
八尾ブロック研修

富山市食生活改善推
進員協議会

富山市八尾保健福祉
センター

9月5日（木） １０：００～
　　１３：００

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

対象：八尾ブロック食
生活改善推進員
内容：がん予防食の実
習

富山市八尾保健福祉セ
ンタ- 076-455-2474

170 大長谷地区
健康教育事業

富山市 大長谷交流センター ９月１９日
（木）

１３：３０～
　　１５：００

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

対象：一般住民
内容：管理栄養士によ
る講義、食生活改善推
進員による健康食試食
の提供、健康チェッ
ク、健康相談

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

171 山田地区
地域総合相談会

富山市 玄猿楼 ９月２０日
（金）

１0：００～
　　１3：００

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

対象：一般住民
内容：健康チェック、
健康相談、保健師によ
る健康講話

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

172

まちぐるみ
健康づくり交流会

富山市

富山市八尾保健福祉センター９月２１日（土）
１０：００～
　１１：２０

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

対象：一般住民
内容：地域ぐるみで健
康づくりに取り組んで
いる団体の活動発
表、講師による助言及
び講演

富山市八尾保健福祉セ
ンタ-  076-455-2474

173 西田地方校下長寿会
早朝ウォーク

西田地方校下長寿会
連合会

西田地方小学校→護
国神社

9月1日 6:45～8:15 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・ラジオ体操
・ウォーキング
・健康ミニ講話

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

174 西田地方校下敬老の
つどい

西田地方校下自治振
興会

西田地方小学校 9月7日 9:30～12:00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・健康相談
・がん検診ＰＲ

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

175 西田地方校下会食の
つどい

西田地方校下社会福
祉協議会

市立西田地方公民館 9月12日 10:30～13:00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・健康相談
・がん検診ＰＲ

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

176 西田地方校下介護予
防普及啓発事業

富山市 北陸銀行富山行員倶
楽部

9月13日 9:30～12:00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・医師による講演
・血圧測定
・健康相談

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

177 新庄地区健康教育 富山市 新庄新町公民館 9月20日 13：30～15：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

管理栄養士の講話
血圧測定
骨密度測定
健康食試食

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

178 東部地区敬老会 東部地区社会福祉協
議会

東部小学校 9月16日 12：30～
15:30

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・健康相談
・がん検診ＰＲ

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172
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179 東部地区地域総合相
談会（とうぶっ子まつ
り）

富山市 東部小学校 9月22日 11：00～14：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定、血管年齢
測定、体力測定等
・健康相談

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

180 東部地区元気・安全・
安心相談会

東部地区社会福祉協
議会

栄町1丁目公民館 9月24日 13：30～15：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・がん検診ＰＲ
・歯科衛生士の講話

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

181 五番町地区介護予防
普及啓発事業

富山市 五番町地区センター 9月4日 13：30～15：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・運動指導員の実技

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

182 五番町地区歩こう会
健康教育

富山市 五番町地区周辺 9月16日 未定 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・体操
・正しい歩き方の講義
・ウォーキング

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

183 星井町地区早朝
ウォーキング

星井町地区体育協会 星井町地区センター 9月8日 7：00～8：00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・体操
・ウォーキング

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

184 星井町地区住民運動
会

星井町地区体育協会 中央小学校 9月22日 12：00～13：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・がん検診ＰＲ 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

185 奥田地区住民運動会 奥田地区体育協会 奥田小学校 9月29日 未定 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・がん検診PR 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

186 総曲輪地区健康教育 富山市 総曲輪公民館 9月24日 10：00～11：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・薬剤師の講話 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

187 糖尿病相談 富山市 富山市中央保健福祉
センター

9月24日 9:00～12:00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・個別健康相談
・保健指導、栄養指導

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

188 いきいき健康教室 富山市 富山市立中央小学校 9月12日 10:35～11:20 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

･講義(たばこの害と健
康被害)
･グループワーク(喫煙
に誘われた時の断り
方)

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

189 桜谷地区健康フェス
ティバル

桜谷地区ふるさとづく
り推進協議会

桜谷地区センター 9月27日 10：00～14：00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・健康チェック（身長、
体重、体脂肪、血圧、血
管年齢、足指力、握力）
・健康相談、栄養相談
・健康に関する講演

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172
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190 愛宕地区敬老大会 愛宕地区社会福祉協
議会

とやま自遊館 9月14日 11：30～12：00 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・健康相談
・がん検診PR

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

191 安野屋地区介護予防
普及啓発事業

富山市 市立安野屋公民館 9月17日 13：30～15：
00

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・血圧測定
・音楽療法士による実
技

富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

192 八人町校下住民運動
会

八人町地区体育協会 旧八人町小学校グラ
ウンド

9月15日 9：00～13：30 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172

・がん検診PR 富山市中央保健福祉セ
ンター　076-422-1172


