
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 女性の健康週間ポス
ター掲示

山形県健康長寿推進
課健康づくりプロジェ
クト推進室

庁舎内 3/1～8 山形県健康長寿推進課
健康づくりプロジェクト推
進室
Tel:023-630-2919

庁舎内に女性の健康週
間のポスターを掲示

山形県健康長寿推進課
健康づくりプロジェクト推
進室
Tel:023-630-2919

2 「第38回大蔵村健康
のつどい」

大蔵村
最上保健所（後援）

大蔵村中央公民館 Ｈ30年3月4
日

１０時～１５
時

山形県最上保健所
地域保健福祉課
Ｔel　０２３３－２９－１２６
７

女性のがん予防がん検
診受診啓発及び生活習
慣病予防のパンフレット
の配布等

山形県最上保健所
地域保健福祉課
Ｔel　０２３３－２９－１２６
７

3 「女性の健康」
ポスター展示

最上保健所 山形県新庄市
最上総合支庁掲示板

Ｈ30年２月８
日～３月８日

山形県最上保健所
地域保健福祉課
Ｔel　０２３３－２９－１２６
７

女性の健康週間ポス
ター展示

山形県最上保健所
地域保健福祉課
Ｔel　０２３３－２９－１２６
７

4 女性の健康週間に係
る普及啓発

山形県置賜保健所 山形県米沢市
山形県置賜総合支庁
庁舎内

3/1～8 山形県置賜保健所
保健企画課
tel  0238-22-3004

女性の健康週間に関す
るポスターを庁舎内に掲
示し、一般県民に普及啓
発

山形県置賜保健所
保健企画課
tel  0238-22-3004

5 女性の健康週間に係
る普及啓発

山形県庄内保健所 山形県三川町庄内総
合支庁舎内

2018/2/28～
2018/3/8

― 山形県庄内保健所保健
企画課
℡０２３５－６６－４９３２

女性の健康週間に関す
るポスターを庁舎内に掲
示し、一般県民に普及啓
発を実施

山形県庄内保健所保健
企画課
℡０２３５－６６－４９３２

6 禁煙支援スキルアッ
プ研修会

山形県庄内保健所 山形県三川町庄内総
合支庁講堂

2018/3/16 13:30～16:30 ― 山形県庄内保健所保健
企画課
℡０２３５－６６－４７３６

妊産婦や乳幼児の受動
喫煙を防止するための
小児科医による研修会

山形県庄内保健所保健
企画課
℡０２３５－６６－４７３６

4．日時
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7 女性の健康相談 山形県庄内保健所 山形県三川町庄内総
合支庁舎内

年間を通じて
随時
土日祝を除く

8:30～17:15 http://www.pref.y
amagata.jp/ou/so
goshicho/shonai/
337028/joseisou
dan.html

山形県庄内保健所子ど
も家庭支援課
℡０２３５－６６－５６５３

来所・電話等による随時
相談

山形県庄内保健所子ど
も家庭支援課
℡０２３５－６６－５６５３

8 骨密度測定 山形市 山形県　山形市保健
センター

3月1日 受付10:00～
11:00

山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

対象者：20～69歳女性
の山形市民
内容：超音波による測定

山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

9 女性の健康週間の啓
発
（広報による周知）
　①母子保健コーディ
ネーターのＰＲ
　②特定不妊治療費
助成事業のＰＲ

山形市 山形県　山形市保健
センター

通年 山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

山形市民 山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

10 離乳食教室 山形市 山形県　山形市保健
センター

3月7日 13:20～15:30 山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

対象者：これから離乳食
をはじめる４～６か月児
の保護者（山形市民）
内容：離乳食の進め方、
調理実習

山形県　山形市保健セン
ター　℡023-647-2280

11 妊娠中の栄養・健康
相談

鶴岡市 山形県鶴岡市総合保
健福祉センター１階健
康課及び各庁舎市民
福祉課

年間を通じ
随時

8:30～17：15 http://www.city.t
suruoka.lg.jp/kyoi
ku/ninshin/shien
/kenko01201501
13-537.html

山形県鶴岡市健康課母
子保健係℡0235-25-
2111

来所・電話・訪問等によ
る随時相談

山形県鶴岡市健康課母
子保健係℡0235-25-
2111
E-mail:
kenko@city.tsuruoka.yam
agata.jp

12 子宮がん・乳がん検
診

鶴岡市 委託医療機関 年間を通じて
実施

山形県鶴岡市健康課成
人保健係℡0235-25-
2111

人間ドックでの子宮が
ん・乳がん検診、乳がん
自己検診の啓発

山形県鶴岡市健康課成
人保健係℡0235-25-
2111
E-mail:
kenko@city.tsuruoka.yam
agata.jp

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337028/joseisoudan.html
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337028/joseisoudan.html
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337028/joseisoudan.html
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337028/joseisoudan.html
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337028/joseisoudan.html
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13 あつみ健康のつどい 鶴岡市 温海ふれあいセン
ター

2018/3/3 13：00～16：
00

山形県鶴岡市温海庁舎
市民福祉課0235-43-
4613（温海地区担当保
健師）

主に中高年女性を対象
とした心と体の健康づく
り講演会

山形県鶴岡市温海庁舎
市民福祉課0235-43-
4613
E-mail:at-shiminfukushi
@city.tsuruoka.yamagata.
jp

14 パパママスクール 寒河江市 寒河江市総合福祉保
健センター（ハートフ
ルセンター）

3月3日 １３：００～
１５：３０

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

（対象）
　妊婦とその夫
(内容)
　沐浴・着替え・おむつ交
換の体験、子育てのお
話等

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

15 母子健康手帳の交付
と妊婦相談

寒河江市 寒河江市総合福祉保
健センター（ハートフ
ルセンター）

3月1日～
3月8日の
平日

８：３０～
１７：００

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

妊婦の健康相談全般 寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

16 9か月児健康診査 寒河江市 寒河江市総合福祉保
健センター（ハートフ
ルセンター）

3月2日 １３：００～
１３：３０(受
付)

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2112

（対象）
9か月児健診受診の保
護者
（内容）乳がんの自己検
診法についての実施指
導

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2112

17 ３歳児健康診査 寒河江市 寒河江市総合福祉保
健センター（ハートフ
ルセンター）

3月7日 １３：００～
１３：３０(受
付)

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

（対象）
3歳児健診受診の保護
者
（内容）　受動喫煙の防
止、女性のがん検診に
ついての話

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2111

18 市報への掲載 寒河江市 3月5日号市報 3月5日 寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2112

（内容）
骨粗鬆症の実態と予防
の生活習慣

寒河江市健康福祉課
市民健康係
0237－86-2112
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19 保健カレンダーでの
周知

長井市 各世帯に、全戸配布して
いる保健カレンダーの３
月に女性の健康週間を
PRし、周知を図る

山形県長井市健康課
Tel：0238-84-6822

20 普及啓発ポスターの
掲示

長井市 長井市保健センター ３月１日～
３１日

普及啓発ポスターを保健
センター内に掲示し、来
所者へ周知を図る

山形県長井市健康課
Tel：0238-84-6822

21 「女性の健康週間」ポ
スター掲示

天童市健康課 山形県天童市健康セ
ンター

2018/3/1～
2018/3/8

山形県天童市健康福祉
部健康課
TEL　023-652-0884

健康センターエントラン
スに「女性の健康週間」
のポスターを掲示し周知
を図る

山形県天童市健康福祉
部健康課
TEL　023-652-0884

22 元気わくわく運動セミ
ナー「体をほぐして整
える健美操」

天童市健康課 山形県天童市スポー
ツセンター

2018/3/2 13：30～15：
00

山形県天童市健康福祉
部健康課
TEL　023-652-0884

市内の40～70代の方を
対象にした健康づくりの
ための運動教室

山形県天童市健康福祉
部健康課
TEL　023-652-0884

23 ビューティーヘルス
アップ教室

大富公民館 山形県東根市大富公
民館

2018/3/6
（火）

10:00～11:30 大富公民館
０２３７－４７－０４０１

ピラティス・筋肉ストレッ
チを中心とした健康体操

大富公民館
０２３７－４７－０４０１

24 南陽市広報への掲載 南陽市 市報なんよう H30.3.1付け
広報

www.city.nanyo.y
amagata.jp

山形県　南陽市　すこや
か子育て課

レディース検診、禁煙、
不妊相談、子育てサ
ポート事業等についての
啓蒙や事業内容の紹
介、問合せ先のお知らせ

①０２３８－４０－１６９１
②０２３８－４０－１６９３

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
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25 美UP教室 山辺町保健福祉課 緑ケ丘コミュニティセ
ンター

2017/10/23
2017/11/6
2017/11/27
2017/12/18
2017/12/25
2018/1/22
2018/2/5

10：00～11：
30

山辺町保健福祉セン
ター　023-667-1177

主に50～60歳代の女性
を対象に、運動５回と講
話２回の教室

山辺町保健福祉課
023-667-1177

26 マザーズヘルシーサ
ロン

山辺町保健福祉課 緑ケ丘コミュニティセ
ンター

2018/1/16
2018/1/22
2018/1/30

11：00～12：
30

なし 山辺町保健福祉セン
ター　023-667-1177

赤ちゃんサークルと共同
開催。ベビーマッサー
ジ、産後の運動、乳がん
検診自己触診について
の３回の教室

山辺町保健福祉課
023-667-1177

27 健康づくりいきいきサ
ロン事業（要害）

要害地区　健康づくり
推進協議会

要害公民館 2018/3/4 11：00～11：
30

要害地区 地区の中高年に対する
健康講話とダンベル体
操

山形県　河北町　健康福
祉課　ＴＥＬ：0237-73-
2111　Ｅ-ｍａｉｌ：
hoken@town.kahoku.yam
agata.jp

28 高血圧予防教室 河北町健康福祉課 サハトべに花 2018/3/6 10：00～11：
30

山形県　河北町　健康福
祉課　ＴＥＬ：0237-73-
2111

健診結果で血圧が要指
導と判定された方に対す
る、高血圧予防のための
食生活や運動について
の講義と実技

山形県　河北町　健康福
祉課　ＴＥＬ：0237-73-
2111　Ｅ-ｍａｉｌ：
hoken@town.kahoku.yam
agata.jp

29 女性の健康相談 朝日町健康福祉課 朝日町「子育て支援
センターあさひ」　もし
くは　朝日町「開発セ
ンター」

3月2日(金) 10:00～11:30 朝日町健康福祉課健康
推進係
TEL：0237-67-2116

女性の健康の悩み等に
ついて、助産師が個別相
談に応じる。個室での相
談対応あり。

山形県朝日町
担当課：健康福祉課健
康推進係
TEL：0237-67-2116

30 お達者教室 地域包括支援セン
ター

大江町保健センター 3月6日 １３：３０～
１５：００

大江町地域包括支援セ
ンター
ＴＥＬ　０２３７－６２－２１
１４

対象：高齢者の女性
内容：食事指導、
　　　適度な運動
講師：管理栄養士、
　　　健康運動指導士

大江町地域包括支援セ
ンター
ＴＥＬ　０２３７－６２－２１
１４
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31 エアロビクス教室 大石田町　保健福祉
課

大石田町保健セン
ター

3月1日 10:00-11:00 0237-35-2111 一般住民対象、エアロビ
クスで定期的な運動習
慣をつける

0237-35-2111

32 健康づくり事業「肩や
腰の痛みを和らげる
体操」

大石田町　保健福祉
課

大石田町保健セン
ター

3月6日 10:00-11:00 0237-35-2111 食生活改善推進員、食
生活改善推進員養成受
講者対象、ストレッチ、体
操など

0237-35-2111

33 健康づくり事業「春に
向けて身体の調子を
整えよう」

大石田町　保健福祉
課

大石田町保健セン
ター

3月9日 10:00-11:00 0237-35-2111 一般住民対象、バランス
ボールを使ったストレッ
チなど

0237-35-2111

34 知識の普及のためパ
ンフレットの配布

舟形町 舟形町保健センター 3/1（木）

3/5（月）

人間ドック結
果配布
定期健康相
談

舟形町役場健康福祉課
地域保健係

定期健康相談利用者の
女性と人間ドック結果配
布参加者の女性に対し、
受動喫煙やがん検診に
ついてのパンフレットを
配布し普及活動をおこな
う。

0233-32-2111

35 ニ井宿地区健康体操
教室

げんきかい ニ井宿地区公民館 2018/3/2
2018/3/6

10：00～11：
00

高畠町健康長寿課
0238-52-5045

高畠町健康運動サポー
ターによる、健康運動指
導

山形県高畠町
担当課：健康長寿課
℡：0238-52-5045
E-mail：
kenko@town.takahata.lg.j
p

36 和田地区健康体操教
室

げんきかい 和田地区公民館 2018/3/8 10：00～11：
00

高畠町健康長寿課
0238-52-5045

高畠町健康運動サポー
ターによる、健康運動指
導

山形県高畠町
担当課：健康長寿課
℡：0238-52-5045
E-mail：
kenko@town.takahata.lg.j
p
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（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

37 高畠町まちづくり出前
講座

高畠町 ＪＡ山形おきたま　た
かはた支店

2018/3/3 11：00～12：
00

高畠町健康長寿課
0238-52-5045

保健師による女性のた
めの健康講座

山形県高畠町
担当課：健康長寿課
℡：0238-52-1307
E-mail：
kenko@town.takahata.lg.j
p

38 ママ＆ベビー体操教
室

川西町健康福祉課 川西町子育て支援セ
ンター

3月9日 10:00～11：
30

川西町健康福祉課
0238-42-6640

乳児との遊びを通じて、
母親の運動習慣の定着
を図る。

川西町健康福祉課
0238-42-6640

39 ポスター掲示 川西町健康福祉課 庁舎・川西町生きが
い交流館

2月中旬～3
月中旬

川西町健康福祉課
0238-42-6640

川西町健康福祉課
0238-42-6640

40 ポスター掲示 小国町 小国町健康管理セン
ター

3/1～3/8 小国町健康福祉課
0238-61-1000

住民全般に対するポス
ター掲示による啓発活動

小国町健康福祉課
0238-61-1000

41 ポスター掲示及び町
報、町ホームページ
による広報

白鷹町 3月1日～8日 8:30～17:15 白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210

健康福祉センター内での
ポスター掲示、町報、町
ホームページにて女性
の健康週間の周知

白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210

42 乳幼児健診でのパン
フレット配布

白鷹町 3月7日 13:00～16:00 白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210

乳幼児健診の参加者に
対し、女性の健康に関す
るパンフレットを配布し、
健康週間について周知

白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210



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4．日時

43 運動教室でのパンフ
レット配布

白鷹町 3月6日 13:30～15:00 白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210

運動教室の参加者に対
し、女性の健康に関する
パンフレットを配布し、健
康週間について周知

白鷹町健康福祉課健康
推進係
0238-86-0210

44 健康体力づくり 保健福祉課
健康推進係

余目保健センター 3月5日 13：30～15：
00

保健福祉課健康推進係
0234-42-0147

成人女性（男性含む）
講師によるロコモ予防体
操

保健福祉課健康推進係
0234-42-0147


