
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

親子健康手帳交付時
の健康相談

那覇市保健所　地域
保健課

那覇市保健所２階 2015/04/01
～
2016/03/31(
土日、祝祭
日を除く）

8：30～17:00 那覇市保健所
ホームページ
http://www.city.n
aha.okinawa.jp/ka
kuka/nahahokenj
yo/

沖縄県　那覇市保健所
健康部　地域保健課
ＴＥＬ098-853－7962

妊婦自身が自ら考え健
康管理が行え、妊婦及
び乳幼児の健康の保持
増進を図り、妊娠・出産・
育児期を通じて親子が
身心ともに健やかに過ご
せるように支援する。

沖縄県　那覇市保健所
健康部　地域保健課
ＴＥＬ098-853-7962

2

「女性の健康週間パ
ネル展」

沖縄県健康長寿課 沖縄県庁1階ロビー 2016/2/29
～3/8（1週
間）

8:30～17:30 沖縄県健康長寿課
健康企画班
TEL:098-866-2209

主に女性を対象として女
性の健康（乳がん、子宮
頸がん、喫煙等）に関す
るパネル展示およびパン
フレット配布

沖縄県健康長寿課
健康企画班
TEL:098-866-2209

3

健康おきなわ２１推進
イベント

沖縄県健康長寿課 イオンモール沖縄
ライカム　1階グランド
スクエア

2016/3/21 10:00～17:00 http://www.pr
ef.okinawa.jp/
site/hoken/ke
nkotyoju/

沖縄県健康長寿課
健康企画班
TEL:098-866-2209

県民を対象に健康づくり
やがん検診・特定健診受
診勧奨に関する普及啓
発（ラジオとのコラボ・パ
ネル展パンフレット配布）

沖縄県健康長寿課
健康企画班
TEL:098-866-2209

4

女性の健康週間パネ
ル展

北部保健所 イオン名護ショッピン
グセンター

平成28年3月
1日～3月7日

なし 沖縄県北部保健所
健康推進班
健康増進グループ
ＴＥＬ：0980－52－5219

女性の健康とSTDに関
するポスター・パネル掲
示及びリーレットを配布

沖縄県北部保健所
健康推進班
健康増進グループ
ＴＥＬ：0980－52－5219

5

健康相談 北部保健所 イオン名護ショッピン
グセンター

平成28年3月
4日（金）

13:30～16:00 なし 沖縄県北部保健所
健康推進班
健康増進グループ
ＴＥＬ：0980－52－5219

ポケットティッシュ、歯ブ
ラシの配布及び健康相
談。

沖縄県北部保健所
健康推進班
健康増進グループ
ＴＥＬ：0980－52－5219

6

「女性の健康週間パ
ネル展」

沖縄県南部保健所 沖縄県南部保健所1F
ロビー

2016/2/29
～3/11（2週
間）

8:30～17:30 沖縄県南部保健所
健康推進班
TEL:098-889-6591

主に女性を対象として女
性の健康（乳がん、子宮
頸がん、喫煙等）に関す
るパネル展示およびパン
フレット配布

沖縄県南部保健所
健康推進班
TEL:098-889-6591

4．日時
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7

乳がんと女性の健康
に関する講演会

沖縄県南部保健所 糸満市商工会会議室 2016/3/17 18:00～19:00 沖縄県南部保健所
健康推進班
TEL:098-889-6591

糸満市商工会女性部会
員を対象に乳がんと女
性の健康に関する講演
会

沖縄県南部保健所
健康推進班
TEL:098-889-6591

8

新聞投稿及び広告（２
社）

宮古保健所 - 3月１日～８
日
のいずれか

- 宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

主に女性を対象として、
女性の健康課題である
喫煙、乳がん・子宮が
ん、生活習慣病について
の新聞記事の投稿

宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

9

パネル展 宮古保健所 沖縄県宮古合同庁舎 3月１日～８
日

- 宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

主に女性を対象として、
女性の健康課題である
喫煙、乳がん・子宮が
ん、生活習慣病等につい
てのパネル展示、パンフ
レット配布

宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

10

普及・啓発 宮古保健所 - 未定 - 宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

たばこの害に関するチラ
シ配布
（保育所を通じて保護者
へ配布）

宮古保健所健康推進班
0980-73-5074

11

女性の健康週間ラジ
オCM

八重山保健所 ローカルラジオ局
（FMいしがきサンサン
ラジオ）

2016/3/1～
2016/3/8

沖縄県八重山保健所
0980-82-4891

対象：管内住民
内容：ラジオ番組間に
「女性の健康」に関する
CMを放送予定。

沖縄県八重山保健所
0980-82-4891

12

女性の健康週間にお
けるポスター配布

八重山保健所 管内子育て支援セン
ター3か所、石垣市子
どもセンター1か所
管内医療機関32か
所、管内歯科診療所
23か所

～2016/2/29 沖縄県八重山保健所
0980-82-4891

対象：管内市民
内容：「女性の健康週
間」に関するポスターを
配布および掲示依頼予
定。

沖縄県八重山保健所
0980-82-4891

13

パネル展示 八重山保健所 八重山福祉保健所ロ
ビー

2016/3/1～
2016/3/8

沖縄県八重山保健所
0980-82-4891

対象：管内住民
内容：「女性の健康」に関
するポスター、パンフレッ
トを展示予定。

沖縄県八重山保健所
0980-82-4891
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14

パネル展示及びパン
フレットの配布

沖縄県中部保健所 沖縄銀行　美里支店
ロビー

2016/3/1～
3/10（10日
間）

沖縄県中部保健所
健康推進班
健康増進グループ
TEL:098-938-9701

女性の健康づくりに関す
る正しい知識の普及啓
発（タバコ・歯と口の健
康・食生活・がん等）

沖縄県中部保健所
健康推進班
健康増進グループ
TEL:098-938-9701

15

ポスター掲示及びパ
ンフレットの配布

沖縄県中部保健所 中部保健所 2016/3/1～
3/8（8日間）

沖縄県中部保健所
健康推進班
健康増進グループ
TEL:098-938-9701

女性特有のがん検診に
ついて(乳がん・子宮が
ん)

沖縄県中部保健所
健康推進班
健康増進グループ
TEL:098-938-9701

16

乳がん講演会 恩納村役場
   職員労働組合
恩納村役場
  福祉健康課
 　健康づくり係

恩納村役場会議室 2月9日 18:30∼20:00 恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

対象
　村女性職員及び
　村内各女性団体
内容
　医師の乳がん講演会

恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

17

村広報誌でPR 恩納村役場
　福祉健康課
　健康づくり係

広報おんな3月号 恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

女性の健康週間PR 恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

18

乳がん・子宮頸がん
検診懸垂幕

恩納村役場
　福祉健康課
　健康づくり係

恩納村役場
　庁舎（屋外）

3/1～3/8 恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

乳がん・子宮頸がん
検診受診勧奨

恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

19

親子健康手帳交付時
の保健相談

恩納村役場
　福祉健康課
　母子保健係

恩納村役場 3/1～3/8 恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７

・妊婦の喫煙、受動喫煙
による妊婦及び胎児へ
の健康被害等の指導。
・妊娠による身体的変化
や生活習慣改善等の保
健相談。

恩納村役場福祉健康課
０９８－９６６－１２０７
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20

美しく健康になろう① 健康支援課 健康福祉センター
うるみん３F　掲示板
前

H28.3.1～
　　H28.3.8

8:30～17:15 なし 沖縄県うるま市安慶名１
丁目８番８号　健康福祉
センターうるみん３F

tel：098-973-3209

対象：市民全般
内容：パネル展示
①「女性の美と健康づく
り講習会」の様子
②婦人がん検診を受け
よう
③うるま市民の健康状況
のお知らせ

沖縄県うるま市安慶名１
丁目８番８号　健康福祉
センターうるみん３F

tel：098-973-3209

21

美しく健康になろう① 健康支援課 健康福祉センター
うるみん３F
市県民税申告会場

H28.3.1～
　　H28.3.8

8:30～17:15 なし 沖縄県うるま市安慶名１
丁目８番８号　健康福祉
センターうるみん３F

tel：098-973-3209

対象：市民全般
内容：チラシ配布
①各種健(検)診の受診
案内
②うるま市民の健康課題

沖縄県うるま市安慶名１
丁目８番８号　健康福祉
センターうるみん３F

tel：098-973-3209

22

女性の健康週間パネ
ル展示

宮古島市健康増進課 宮古島市平良庁舎１
階ロビー

2016/3/1～
2016/3/8

8:30～17:15 下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

一般市民対象
各ライフステージの女性
に対する健康づくりパネ
ル展示。パンフレット配
布

下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

23

健康相談 宮古島市健康増進課 宮古島市下地保健福
祉センター及び平良
保健センター

2016/3/1～
2016/3/8

14:00～16:00 下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

一般市民対象
女性の健康についての
相談。

下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

24

「女性の健康週間」の
パネル展示、健康相
談の案内

宮古島市健康増進課 広報誌 2016/2/1～
〈2月号掲載〉

下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

広報誌にて「女性の健康
週間」について市民へ周
知。

下地保健福祉センター
０９８０－７６－２７８５

25

栄養教室（女性の健
康週間）

沖縄県多良間村住民
福祉課

多良間村コミュニ
ティー施設　研修室・
調理室

3月9日 19:00～21:00 ・村HP 予定カレ
ンダー
（http://www.vill.t
arama.okinawa.jp
/）
・各戸への通知
・村のメールマガ
ジン

沖縄県多良間村住民福
祉課
0980-79-2623

女性の健康と食事につ
いての講話
講師: 管理栄養士

沖縄県多良間村住民福
祉課
0980-79-2623
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26

運動教室（女性の健
康週間）

沖縄県多良間村住民
福祉課

多良間村コミュニ
ティー施設　大ホール

3月14日 19:00～21:00 ・村HP 予定カレ
ンダー
（http://www.vill.t
arama.okinawa.jp
/）
・各戸への通知
・村のメールマガ
ジン

同上 女性の健康と運動につ
いての講話、運動実技
指導
講師: 健康運動指導士

同上

27

女性週間の周知 竹富町健康づくり課 各診療所、役場出張
所

２０１６／３／
１～２０１６/
３／８

沖縄県　竹富町　健康づ
くり課
TEL０９８０－８２－６１９
１

女性週間の周知のため
各診療所、役場出張所
へポスターの配布

沖縄県　竹富町　健康づ
くり課
TEL０９８０－８２－６１９
１

28

女性の健康週間 豊見城市 豊見城市役所　ロ
ビー

3/1（火）～
3/8（火）

8：30～19：00 沖縄県豊見城市市民健
康部健康推進課　予防
班（098）850-0162

女性の健康週間パネル
展

沖縄県豊見城市市民健
康部健康推進課　予防
班（098）850-0162

29

健康相談 石垣市健康福祉セン
ター

登野城漁港 平成28年3月3日 石垣市健康福祉セン
ター
地域保健係

　来所する女性に対し、
生活習慣病について指
導する。

℡0980‐88‐0088
fax0980‐88‐0087

30

母子手帳交付 同上 健康福祉センター 平成28年3月
1日～3月8日

土・日曜日は
除く

同上 　妊娠中の喫煙及び妊
婦自身の機能喫煙によ
る健康被害等の指導。

同上

31

健康教育 同上 健康福祉センター 平成28年3月1日 同上 　母子保健推進員を対
象に健康に関する講話。

同上

32

展示 同上 同上 平成28年3月
1日～3月8日

同上 　乳がん及び子宮頸が
ん検診等に係る周知。

同上
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33

一般健康相談 浦添市　健康部
健康づくり課

浦添市保健相談セン
ター

2015/04/01
～2016/3/31
(毎週水曜
日・金曜日）

10:00～12:00 浦添市ホーム
ページ
http://www.city.u
rasoe.lg.jp/docs/
2015042300078/

沖縄県　浦添市　健康部
健康づくり課
ＴＥＬ098-875-2100

健康相談及び保健指導
を実施し、健康増進や疾
病予防のための生活習
慣改善や治療の必要性
を認識してもらう。

沖縄県　浦添市　　健康
部　健康づくり課
ＴＥＬ098-875-2100

34

栄養相談 浦添市　健康部
健康づくり課

浦添市保健相談セン
ター

2015/04/01
～2016/3/31
（毎月第2・4
火曜日）

13:00～17:00 浦添市ホーム
ページ
http://www.city.u
rasoe.lg.jp/docs/
2014110103220/

沖縄県　浦添市　健康部
健康づくり課
TEL098-875-2100

栄養相談及び保健指導
を行い、正しい食生活の
普及・啓発をすることに
より、住民が食生活と身
体のメカニズムを理解
し、生活改善の必要性を
認識し、実践できるよう
にする。

沖縄県　浦添市　　健康
部　健康づくり課
ＴＥＬ098-875-2100

35

親子健康手帳交付時
の健康相談

浦添市　健康部
こども健康課

浦添市保健相談セン
ター

2015/04/01
～2016/3/31
(年間通して
平日実施）

8:30～17:15 浦添市ホーム
ページ
http://www.city.u
rasoe.lg.jp/docs/
2014110100715/

沖縄県　浦添市　健康部
こども健康課
ＴＥＬ098-875-2100

妊娠を機に女性の身体
的変化における、自身の
健康に対する課題や生
活習慣の改善等を含め
た健康相談。親子健康
手帳を交付する対象者
に対して行う。

沖縄県　浦添市　　健康
部　こども健康課
ＴＥＬ098-875-2100

36

母子健康パネル展示 浦添市　健康部
こども健康課

浦添市保健相談セン
ター

2015/04/01
～2016/3/31
(年間通して
展示）

8:30～17:15 沖縄県　浦添市　健康部
こども健康課
ＴＥＬ098-875-2100

妊娠期・出産期・子育て
期の心と身体の変化に
ついてや、受動喫煙の健
康被害について掲載す
る他、スクール等事業の
案内をパネルに展示し、
紹介している。

沖縄県　浦添市　　健康
部　こども健康課
ＴＥＬ098-875-2100
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37

女性の健康週間パネ
ル展示

浦添市　健康部
健康づくり課

浦添市保健相談セン
ター

2016/03/01
～03/08

8:30～17:15 沖縄県　浦添市　健康部
健康づくり課
ＴＥＬ098-875-2100

乳がん・子宮がんの実態
と検診の必要性につい
て、胎児の受動喫煙によ
る健康被害、女性の喫
煙についてのパネルを
展示し、女性の健康につ
いて普及・啓発を行う予
定である。来庁者には女
性の健康に関するリーフ
レット等を置き、配布して
いく。

沖縄県　浦添市　　健康
部　健康づくり課
ＴＥＬ098-875-2100

38

女性の健康講座 浦添市　企画部
企画課

浦添市男女共同参画
推進ハーモニーセン
ター

2016/3/2 19:00～20:30 浦添市　企画部　　企画
課　TEL098-874-5711

当事者から伝える乳が
んのはなしと題し、ピンク
パンサーのよぎ　よしえ
さんによる体験談、定期
検診、治療、術後につい
て講演を開催する予定。

浦添市　企画部　　　　企
画課　TEL098-874-5711


