
平成27年度 女性の健康週間における取組の概要

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

女性の健康に関する
リーフレットの配布

小樽市保健所
健康増進課

小樽市保健所 3月4日～25日 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

1歳6か月健診、3歳児健
診において、女性のがん
検診啓発チラシを配布す
る。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

2

女性の健康に関する
リーフレットの配布

小樽市保健所
健康増進課

小樽市保健所 3月17日 10：30～12：00 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

離乳食講習会において、
参加者へ女性のがん検
診啓発チラシを配布す
る。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

3

女性の健康に関する
リーフレットの配布

小樽市保健所
健康増進課

小樽市保健所 3月2日 10：30～12：00 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

食生活改善推進員の生
涯学習講座において、参
加者へ女性のがん検診
啓発チラシを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

4

女性の健康に関する
リーフレットの配布

小樽市保健所
健康増進課

小樽市保健所 3月10日 15：00～17：00 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

関係機関会議において、
参加者へ女性のがん検
診啓発チラシを配布す
る。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

5

女性の健康に関する
リーフレットの配布

小樽市保健所
健康増進課

小樽市保健所 3月29日 10：30～13：00 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

プロから学ぶ食育教室
において、参加者へ女性
のがん検診啓発チラシを
配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

6

女性の健康週間
ピンクリボン運動

札幌市北区健康をま
もるつどい

札幌市男女共同参画
センター

平成28年3月1
日(火)

12:00～13:00 札幌市北区健康をまもる
つどい
011-763-7216

乳がん検診啓発のため
ピンクリボンポケット
ティッシュ配布

（公財）北海道結核予防
会

4．日時
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7

女性の健康週間展 北海道保健福祉部健
康安全局地域保健課

北海道本庁舎１階
道政広報コーナー
特設展示場B

平成28年3月3
日（木）～3月4
日（金）

10:00～16:00
※4日のみ15時
まで

地域保健課がん対策・健
康づくりグループ
011-231-4111
（内線25-526）

女性の健康に関するパ
ネルの展示、パンフレッ
ト等の配布

６に同じ

8

女性の健康相談ダイ
ヤル

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

月～金曜日 9:00～17:00 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係
電話0138－47－9548

電話による相談 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係
電話0138－47－9548

9

乳がん検診 福島町 健康づくりセンター 平成28年3月4
日

福島町役場保健福祉課
0139-47-4682

乳がん検診30歳以上対
象で2年に1回
申込2/15～2/26

６に同じ

10

女性の健康手帳の配
布

森町 森町保健センター 平成28年3月3
日

7:00～10:30 森町保健センター 胃・肺・大腸がん検診を
当日（３月３日）受診した
４０歳以上の女性に女性
の健康手帳を配布し、知
識の普及を図り、健康管
理に役立ててもらう。

森町保健センター

11

女性の健康相談 北海道江差保健所 北海道江差保健所相
談室

平成28年3月15
日

13:00～ 北海道江差保健所健康
推進課健康支援係

対象：管内に居住する女
性　　　　　　　　　　内容：
心と身体に関する相談
（予約・面接により実施）

北海道江差保健所健康
推進課健康支援係
電話：0139-52-1053

12

女性のサポートセン
ター（定例相談）
女性の健康相談日

北海道江別保健所 北海道江別保健所 平成28年
3月8日（火）

13：30～15：30 http://www.ishik
ari.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/hgc/

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

思春期、妊娠･出産･子
育て、更年期等、女性の
心身の健康に関する相
談(予約制)

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/
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13

女性の健康相談 千歳保健所 千歳保健所 平成28年3月8
日

10:00～12:00 http://www.ishik
ari.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/cth/jyose
i.htm

千歳市東雲町４丁目２番
地

女性のライフステージ毎
の健康上の相談に応じ
る

北海道千歳保健所
健康推進課
TEL 0123-23-3175
（予約制）

14

「女性の健康週間」パ
ネル展

千歳市 北海道千歳市総合保
健センター(千歳市総
合福祉センター1階)

平成28年2月29
日～3月4日

8:45～17:15 北海道千歳市健康指導
課健康企画係
0123-24-0768

成人期の女性に対し、女
性のがんの予防につい
ての普及啓発のための
パネル展示

北海道千歳市健康指導
課健康企画係
0123-24-0768

15

女性の健康づくり週
間　PR

恵庭市 恵庭市保健センター
ロビー

平成28年3月1
日～3月4日

8:45～17:15 恵庭市保健福祉部保健
課健康推進担当スタッフ
℡0123-37-4121

子宮･乳がん検診など、
女性のがん予防に関す
るポスター展示やリーフ
レットの配布

恵庭市保健福祉部保健
課健康推進担当スタッフ
℡0123-37-4121

16

女性のための講演会
「もっと知りたい乳が
んのこと」

国際ソロプチミスト恵
庭（後援：恵庭市、医
療社団法人ひこばえ
の会　恵庭みどりのク
リニック）

恵庭市民会館　中
ホール

平成28年3月19
日

15:00～16:30 国際ソロプチミスト恵庭
会長　長谷　文子
℡090-5224-0060

乳がんに関する医師（岡
安健至氏）の講演会

国際ソロプチミスト恵庭
会長　長谷　文子
℡090-5224-0060

17

道民の健康づくり推
進事業

北海道後志総合振興
局保健環境部保健行
政室

北海道虻田郡倶知安
町北1条東2丁目
後志総合振興局道民
ホール

平成28年2月29
日～3月4日

終日 なし 北海道後志総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係

対象：女性
内容：パネル展等

北海道後志総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
ＴＥＬ:0136-23-1952

18

保健所が行う、女性
の健康サポートセン
ター及び「女性の健康
相談の日」の共和町
広報誌による周知

共和町
（事業実施は岩内保
健所）

共和町
（事業実施は岩内保
健所）

広報誌発行
3月1日（火）

共和町役場住民福祉課
0135-73-2011
岩内保健所
0135-62-1537

３月町広報誌にて「女性
の健康週間」の周知と岩
内保健所で実施している
女性の健康サポートセン
ター・健康相談日（岩内
保健所）について住民へ
お知らせをする。

健康推進係

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cth/jyosei.htm
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cth/jyosei.htm
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cth/jyosei.htm
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cth/jyosei.htm
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19

女性の健康に関する
普及啓発

空知総合振興局保健
環境部滝川地域保健
室

空知総合振興局保健
環境部滝川地域保健
室

平成28年2月29
日（月）～3月11
日（金）

なし 空知総合振興局保健環
境部滝川地域保健室企
画総務課企画係
℡　0125-24-6201

対象：一般住民
内容等：女性の健康に関
するポスター掲示、リー
フレット配布等

空知総合振興局保健環
境部滝川地域保健室企
画総務課企画係
℡　0125-24-6201

20

女性の健康に関する
知識の普及啓発

砂川市市民部ふれあ
いセンター

広報誌 3月1日号 なし 砂川市ふれあいセンター
℡　0125-52-2000

広報誌に女性の健康に
関する特集記事を掲載、
全戸配布

砂川市ふれあいセンター
℡　0125-52-2000

21

女性の健康サポート
センターにおける「女
性の健康相談」の定
例実施及び電話によ
る随時相談の実施

北海道空知総合振興
局保健環境部深川地
域保健室

同左 平成28年3月16
日
（毎月第三水曜
日開設）

13:00～16:00 http://www.sorac
hi.pref.hokkaido.lg
.jp/hk/fth/

北海道空知総合振興局
保健環境部深川地域保
健室
℡0164－22－1421

来所及び電話による相
談に応じる

問い合わせ先と同様

22

地方新聞紙面利用広
報

胆振総合振興局 室蘭民報社　新聞紙
面利用

平成28年2月27
日（土）

胆振総合振興局保健環
境部保健行政室
企画総務課企画係

女性の健康週間（3月1
日～3月8日）の周知

TEL　0143-24-9844

23

女性のための健康相
談

室蘭市 室蘭市保健センター 平成28年3月11
日(金)

9:30～16:00 http://www.city.
muroran.lg.jp/

室蘭市健康推進課 更年期や不妊など女性
特有の悩みの相談

室蘭市健康推進課

電話　0143-45-6610

24

女性の健康相談 日高振興局保健環境
部静内地域保健室

日高振興局保健環境
部静内地域保健室

平成28年3月23
日（水）

13:00～16:00 日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

対象）一般、関係機関
内容）妊娠・出産・子育て
の悩み、思春期から更年
期の女性の生涯にわた
る健康に関する相談に
対応。

日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

25

町広報誌（３月号） 日高町 日高町役場
健康福祉課
01456-2-6183

女性の健康に関する知
識の普及啓発

静内保健所
0146-42-0251
日高町健康福祉課
01456-2-6183

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.city.muroran.lg.jp/
http://www.city.muroran.lg.jp/
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26

日高町保健推進員
リーダー研修会

日高町 札幌市 平成28年3月7
日（月）

日高町役場
健康福祉課
01456-2-6183

対象：日高町保健推進
員
内容：
健康づくりの普及啓発活
動のための学習の機会
とする

日高町役場
健康福祉課
01456-2-6183

27

乳がん子宮がん検診 日高町 札幌がん検診セン
ター

平成28年3月8
日（火）

要予約 日高町役場
健康福祉課
01456-2-6183

対象：日高町民
内容：子宮頚がん検診は
20歳以上の女性、乳が
ん検診は40歳以上の女
性に対して検診を実施。
申し込みは、2月19日ま
で。

日高町役場
健康福祉課
01456-2-6183

28

婦人科検診
(乳がん・子宮がん)

新冠町 新冠町保健センター 平成28年2月20
日

8:30～15:00 新冠町役場　保健福祉
課
健康推進係
電話：0146-47-2113

新冠町民で20歳以上の
女性に子宮頸がん検
診、超音波検査、40歳以
上の女性に乳がん検診
を実施。
年2回実施（要予約）

新冠町保健福祉課健康
推進係
電話：0146-47-2113

29

女性の健康相談日 上川総合振興局保健
環境部保健行政室

上川総合振興局保健
環境部保健行政室

平成28年3月15
日（火）

10:00～12:00 http://www.kami
kawa.pref.hokkaid
o.lg.jp/hk/hgc/gr
p/joseinokennkou
sapotosennta.pdf

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
0166-46-5992

妊娠、出産、子育て、不
妊、思春期、更年期の心
身の健康等、女性の生
涯にわたる健康に関す
る相談（予約制）

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
0166-46-5992

30

冬の運動教室 上川町保健福祉課健
康増進グループ

上川町保健福祉セン
ター

平成28年
3月1日
3月8日

13:30～15:00 上川町保健福祉課健康
増進グループ
℡　01658-2-4054

今年度健康診査を受け
た中高年を対象に、健康
運動指導士による運動
の実践や管理栄養士に
よる食事の学習会

上川町保健福祉課健康
増進グループ
℡　01658-2-4054

31

女性のがん検診 上川町保健福祉課健
康増進グループ

上川町保健福祉セン
ター

平成28年3月2
日

7:30～12:00 上川町保健福祉課健康
増進グループ
℡　01658-2-4054

乳がん検診、子宮がん
検診、胃がん検診、肺が
ん検診、大腸がん検診

上川町保健福祉課健康
増進グループ
℡　01658-2-4054

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/grp/joseinokennkousapotosennta.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/grp/joseinokennkousapotosennta.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/grp/joseinokennkousapotosennta.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/grp/joseinokennkousapotosennta.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/grp/joseinokennkousapotosennta.pdf
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32

女性の健康相談 北海道名寄保健所 北海道名寄保健所 平成28年3月4
日（金）

9:00～17:00 北海道名寄保健所健康
推進課健康支援係
01654-3-3121

対象：女性の住民
内容：健康に関する相談
全般

北海道名寄保健所健康
推進課健康支援係
01654-3-3121

33

女性の健康相談日 上川総合振興局保健
環境部富良野地域保
健室

富良野保健所
診察室

平成28年3月2
日(水)

10:00～16:00 上川総合振興局保健環
境部富良野地域保健室
健康推進課健康支援係
0167-23-3161

妊娠、出産、子育て、不
妊、思春期、更年期の心
身の健康等、女性の生
涯にわたる健康に関す
る相談(予約制)

上川総合振興局保健環
境部富良野地域保健室
健康推進課健康支援係
0167-23-3161

34

普及啓発 上川総合振興局保健
環境部富良野地域保
健室

平成28年2月末
～

http://www.kami
kawa.pref.hokkaid
o.lg.jp/hk/fth/

上川総合振興局保健環
境部富良野地域保健室
健康推進課健康支援係
0167-23-3161

保健所ホームページに
おいて、「女性の健康週
間」及び女性の健康に係
る知識について掲載し、
普及啓発する。

上川総合振興局保健環
境部富良野地域保健室
健康推進課健康支援係
0167-23-3161

35

女性の健康サポート
センターの周知

占冠村 女性の健康サポートセン
ターの案内を広報３月号
に掲載（予定）

（0167）56-2122

36

女性の健康について
の普及啓発

留萌振興局保健環境
部保健行政室健康推
進課

留萌振興局管内 ホームページ
掲載：通年
広告掲載：3月1
日

http://www.rumoi
.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hgc/jyosei.
pdf

留萌振興局保健環境部
保健行政室健康推進課
健康支援係

対象：住民
内容：「女性の健康週
間」、「女性の健康サ
ポートセンター」につい
て、ホームページ掲載及
び地方紙への広告掲載
による普及啓発

0164-42-8327

37

女性の健康サポート
センターの周知

北海道宗谷総合振興
局保健環境部保健行
政室健康推進課

ホームページ上 予約による来
所相談
第2火曜日
13:30～16:00

電話による随時
相談
月～金曜日9:00
～17:00

http://www.souy
a.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/hgc/smado
guti.htm

北海道宗谷総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：来所及び電話相談
の案内

北海道宗谷総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf
http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/smadoguti.htm
http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/smadoguti.htm
http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/smadoguti.htm
http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/smadoguti.htm
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８．連絡先4．日時

38

地元誌への週間周知 北海道宗谷総合振興
局保健環境部保健行
政室健康推進課

地元誌 3月1日掲載予
定

北海道宗谷総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：妊娠、出産、子育
て、不妊などライフイベン
ト上の相談の他、思春期
や更年期などその年代
特有の健康に関すること
等、女性の生涯にわたる
健康にかかる相談場所
の周知

北海道宗谷総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

39

『女性のがん予防』
健康教育

稚内市 稚内市保健福祉セン
ター

平成28年3月4・
5日

8:30～15:00 稚内市生活福祉部健康
推進課　0162-23-4000

子宮がん検診時、来所
者に対して実施。がん検
診についての健康教育
とパンフレットによる啓蒙

北海道稚内市生活福祉
部健康推進課　0162-
23-4000

40

『女性のがん予防』
健康教育

稚内市 稚内市保健福祉セン
ター

平成28年3月6
日

8:30～15:00 稚内市生活福祉部健康
推進課　0162-23-4000

乳がん検診時、来所者
に対して実施。がん検診
についての健康教育と
パンフレットによる啓蒙

北海道稚内市生活福祉
部健康推進課　0162-
23-4000

41

「女性の健康サポート
センター」の周知

幌延町 平成28年3月1
日予定

幌延町町民課保健セン
ター　電話01632-5-1790

町内全世帯に設置して
いる告知端末システムに
て稚内保健所「女性の健
康サポートセンター」の
周知

北海道幌延町町民課保
健センター　電話01632-
5-1790

42
北見市保健センター 毎週月曜 13:00～15:00

43
端野総合支所 毎週月曜 9:00～11:00

13:00～15:00

44
常呂総合支所 毎月第４水曜

日
9:00～12:00

45
留辺蘂総合支所 毎週月曜 9:00～15:00

女性特有の問題に対し、
ライフサイクルに応じた
個別の相談及び助言を
行い、女性の健康管理
に役立てることを目的と
する

北海道北見市健康推進
課
成人保健係
TELL　0157-23-8101

女性健康相談 北見市 http://www.city.k
itami.lg.jp/

北海道北見市健康推進
課
成人保健係
TELL　0157-23-8101

http://www.city.kitami.lg.jp/
http://www.city.kitami.lg.jp/
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46

女性の健康サポート
センターの開設

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室　健康推進課地
域支援係

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室

平成28年
①3月23日
②3月1日
　～3月31日

10:00～14:00
随時

akiba.keiko@pref.
hokkaido.lg.jp

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室

①女性の健康相談日
②女性の健康相談ダイ
ヤル
女性の心身の健康、不
妊、更年期、妊娠・出産
及び子育て等に関する
相談

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課地域支援係
ＴＥＬ:0152-41-0697

47

女性の健康づくりに関
するコーナーの設置

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室企画総務課企画
係
健康推進課地域支援
係

オホーツク総合振興
局庁舎ロビー

平成28年3月1
日～8日

satou.takako1@pr
ef.hokkaido.lg.jp

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
ＴＥＬ:0152-41-0695

女性の健康づくりに関す
るパンフレットの配置及
び媒体の展示

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
ＴＥＬ:0152-41-0695

48

「女性の健康週間」
「女性の健康サポート
センター」の周知

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室

①各市町村役場窓口
②オホーツク総合振
興局保健環境部紋別
地域保健室ロビー

平成28年3月1
日～3月8日

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108

女性の健康週間や女性
の健康サポートセンター
における健康相談の周
知（ポケットティッシュ、女
性の健康手帳配布）

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108

49

定期健康相談 更別村役場
保健福祉課

福祉の里総合セン
ター

平成28年3月2
日

13:30～16:00 更別村役場保健福祉課
保健推進係
電話 0155-53-3000

健康相談 更別村役場保健福祉課
保健推進係
電話 0155-53-3000

50

妊婦歯科健診 大樹町保健福祉課 大樹町保健福祉推進
センター

平成28年3月8
日

13:00～14：30 http://www.town.
taiki.hokkaido.jp/

大樹町保健福祉課 妊娠期に正しい口腔管
理ができるよう、妊娠6～
7か月の妊婦に対し、歯
科健診、歯科衛生士に
よる歯科指導を行う。

北海道大樹町
担当課：保健福祉課
電話01558-6-2100

51

女性の健康サポート
センター「女性の健康
相談」

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

平成28年3月10
日【予約制】

13:00～16:00 釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
0154-22-1233

女性のこころや身体の健
康にかかわる相談につ
いて保健師等が対応し
ます。管内市町村にお住
まいの方であればどなた
でも相談できます。無
料。予約制。

釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
0154-22-1233

mailto:akiba.keiko@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:akiba.keiko@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satou.takako1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satou.takako1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.town.taiki.hokkaido.jp/
http://www.town.taiki.hokkaido.jp/
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52

普及啓発 釧路町 釧路町保健福祉セン
ターあいぱーる

2016/3/1～
2016/3/12
（土日休み）

8:45～21:00 北海道釧路町健康福祉
部こども健康課健康推
進係
0154-40-5213

来所者を対象に女性の
健康に関するパンフレッ
ト等を設置した普及啓発
コーナーを設置

北海道釧路町健康福祉
部こども健康課健康推
進係
0154-40-5213

53

町広報紙に女性の健
康サポートセンターの
周知

標茶町 3月号広報紙に
掲載予定

北海道標茶町保健福祉
課健康推進係
015-485-1000

町広報紙に釧路保健所
の女性の健康サポート
センターの周知記事掲
載

北海道標茶町保健福祉
課健康推進係
015-485-1000

54

女性の健康に係る知
識の普及啓発

浜中町福祉保健課 各家庭（広報誌配布
先）

平成28年3月1
日～

浜中町福祉保健課
電話　0153-62-2307

・女性に対する婦人科検
診の意義などについて
・広報誌掲載

浜中町福祉保健課
電話　0153-62-2307

55

広報により、釧路保健
所の「女性の健康サ
ポートセンター」の周
知

鶴居村 各家庭 平成28年3月1
日

鶴居村役場
0154-64-2113

広報誌掲載 鶴居村役場
0154-64-2113

56

女性とタバコの害につ
いての啓発

根室市市民福祉部保
健課

市ホームページ
根室市役所ヘルス
アップコーナー（展示)

平成28年3月 根室市市民福祉部保健
課健康推進担当

根室市の女性を対象とし
て、「女性とタバコの害」
について、ホームペ-ジ
及びヘルスアップコー
ナーにて掲示。

根室市市民福祉部保健
課健康推進担当

57

女性の健康週間PR
コーナー

根室振興局保健環境
部保健行政室

根室振興局保健環境
部保健行政室
玄関ロビー

平成28年３月１
日（火）～８日
（火）

根室振興局保健環境部
保健行政室
健康推進課

電話（代）　0153-23-
5161

保健所玄関ロビーに、女
性の健康に関するパンフ
レット等啓発資料の展示
および相談窓口の掲示。

根室振興局保健環境部
保健行政室
健康推進課

電話（代）　0153-23-
5161

58

女性の健康週間PR 根室振興局保健環境
部保健行政室

根室振興局保健環境
部保健行政室
ホームページ内

平成28年2月29
日（月）～3月8
日（火）

http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/hgc/inde
x.htm

根室振興局保健環境部
保健行政室
健康推進課

電話（代）0153-23-5162

保健所ホームページに
て、女性の健康週間の
主旨や相談窓口等の周
知を図る。

根室振興局保健環境部
保健行政室
健康推進課

電話（代）　0153-23-
5162

59

女性の健康相談ダイ
ヤル

北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 月～金曜日 9:00～17:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

電話による相談 北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/index.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/index.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/index.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/index.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
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60

女性の健康相談 北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 毎月第2水曜日
（祝・祭日は翌
日）

13:00～16:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

来所による相談（予約
制）

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

61

子育て世代の女性を
対象としたイベントで
リーフレットを配付

株式会社　リアルグロ
ウ

イマジンホテル＆リ
ゾート函館

6月7日 10:00～15:00 函館市宮前町11番17号 対象：子育て世代の女性
内容：「ママのための健
康づくり」をテーマにがん
検診やスマートライフの
内容をコンパクトにした
リーフレットを作成し配付

62

リーフレット配付 函館市健康増進課 函館市総合保健セン
ター

2015/5/29
2015/7/24
2015/9/25
2015/11/27
今後
2016/1/22と
2016/3/25予定

13:00～14:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

離乳食教室に参加した
保護者（主に母親）に「マ
マのための健康づくり」を
テーマにがん検診やス
マートライフの内容をコ
ンパクトにしたリーフレッ
トを作成し配付

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

63

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　石川子育
てサロン

5月15日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

64

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　赤川子育
てサロン

6月23日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

65

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　美原子育
てサロン

7月27日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配
付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kenkoudukuri/joseisuportsenter.htm
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出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 社会福祉法人　つくし
んぼ学級（障害児相
談支援事業所）

10月7日 10:00～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

61

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　南かやべ
子育てサロン

10月16日 10:30～10:00
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

62

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 はこだて療育・自立支
援センター　つぼみク
ラス

2015/10/26
2015/10/27

10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

63

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　つつじ子
育てサロン

11月17日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

64

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 1月20日 10:20～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利
用している母親
内容：ミニ講話，血管年
齢測定，乳がんモデルを
使用した自己検診の体
験，受動喫煙防止ホル
ダーやパンフレットの配

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

65

妊産婦歯科健診 札幌市手稲区 札幌市手稲区健康・
子ども課

2016/3/2 13：00～14：00 http://www.city.s
apporo.jp/teine/h
oken/hokencente
r/index.html

札幌市手稲区健康・子ど
も課

妊産婦を対象に歯科健
診、相談を行っている。

札幌市手稲区健康・子ど
も課　011-681-1211
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女性の健康支援相談 札幌市手稲区 札幌市手稲区健康・
子ども課

2016/3/9 13：30～15：30 http://www.city.s
apporo.jp/teine/h
oken/hokencente
r/index.html

札幌市手稲区健康・子ど
も課

妊婦・産婦を含む、思春
期から更年期に至る女
性を対象に、妊娠・出
産・産後の健康相談、育
児相談、家族計画、正や
性感染症、不妊、更年期
障害など女性の心身に
関する相談を行ってい
る。

札幌市手稲区健康・子ど
も課　011-681-1211


