
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

思春期健康教育 新潟市保健所保健管
理課／新潟市各区健
康福祉課

小・中学校，高校，大
学，専門学校等

通年 新潟市保健所保健管理
課／新潟市各区健康福
祉課

依頼のあった学校で生
徒または保護者に対し
て講義

新潟市保健所保健管理
課　　　  tel 025-212-
8194
新潟市保健所健康増進
課　　　                   tel

2

思春期相談 新潟市保健所保健管
理課

けんこう広場ROSAぴ
あ（西堀ローサ）

通年 10:00～18:00 新潟市保健所保健管理
課

まちなかにおいて，思
春期相談士による相談
日を設定している。
（不定期）

新潟市保健所保健管理
課　　　  tel 025-212-
8194

3

妊婦保健指導(母子
健康手帳交付）

新潟市保健所健康増
進課／新潟市各区健
康福祉課

各地域保健福祉セン
ター及び区役所健康
福祉課

通年 新潟市保健所健康増進
課

妊婦を対象に，母子手
帳交付に併せて妊娠中
の健康に関する保健指
導を行い，必要者に喫
煙防止パンフレットを
配布する。また歯科健
診・口腔保健指導を行
う。

新潟市保健所健康増進
課　　　                   tel
025-212-8157

4

産婦訪問（新生児訪
問と同時）

新潟市保健所健康増
進課／新潟市各区健
康福祉課

通年 新潟市保健所健康増進
課

家庭に訪問し，産後う
つの質問票等を用いて
心身の状態を把握し必
要な指導を行う。

新潟市保健所健康増進
課　　                   tel
025-212-8157

5

女性のがん検診受診
率向上

新潟市保健所健康増
進課／新潟市各区健
康福祉課

通年 新潟市保健所健康増進
課

乳がん施設検診につい
て休日も受診できるよ
うにする。乳がん集団
検診を休日にイベント
での実施及び県休日広
域検診に参加

新潟市保健所健康増進
課　　                   tel
025-212-8162

4．日時
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6

女性のがんについて
の啓発

新潟市保健所健康増
進課／新潟市各区健
康福祉課

通年 新潟市保健所健康増進
課

検診時に女性の健康や
子宮頸がん検診・乳が
ん自己検査法について
市広報紙への掲載及び
チラシを配布。また乳
がん集団検診の待ち時
間に，自己検査法の健
康教育を行う。さら
に，20～39歳の偶数年
齢の女性に，子宮頸が
ん検診受診勧奨及び自
己触診法の啓発を実施

新潟市保健所健康増進
課　　                   tel
025-212-8162

7

イキイキ体操会 粟島浦村総務課 粟島浦村温泉施設乙
姫の湯

2016/3/2 10:00～15:00 なし 粟島浦村総務課
℡0254-55-2111

80歳以上の女性に対す
る適度な運動の実施

新潟県粟島浦村
担当課：総務課
℡：0254-55-2111
E-mail：ｐｈｎ
@vill.awashimaura.lg.jp

8

女性の健康相談会 新発田市 新発田市役所
１階　和室

3月3日 午後1時30分
から3時30分

新発田市健康推進課
地域保健係

対象：市内在住の女性
内容：女性特有の症状
や心身の悩みに関する
健康相談会

新発田市健康推進課
0254-22-310１（内線
1254）

9

妊婦の健康について
の情報提供

五泉市こども課 新潟県五泉市役所内 通年 新潟県五泉市こども課
子育て支援係
０２５０－４３－３９１１

妊娠届出時に妊娠中の
栄養、歯の健康、喫煙
の害について等のパン
フレットの配布

新潟県五泉市こども課
子育て支援係
０２５０－４３－３９１１

10

母親の健康について
の情報提供

五泉市健康福祉課 新潟県五泉市保健セ
ンター内

Ｈ28年3月4
日、3月8日

新潟県五泉市健康福祉
課　健康づくり係
０２５０－４３－３９１１

乳幼児健診や講習会に
おいて、母親の健康に
ついて等のパンフレッ
トの配布

新潟県五泉市健康福祉
課　健康づくり係
０２５０－４３－３９１１

11

女性の喫煙防止の普
及

五泉市健康福祉課 新潟県五泉市役所内 通年 新潟県五泉市健康福祉
課　健康づくり係
０２５０－４３－３９１１

来庁者に対して喫煙防
止パンフレットの設置

新潟県五泉市健康福祉
課　健康づくり係
０２５０－４３－３９１１
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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

12

燕三条FM放送「健
康・介護・子育てイン
フォメーション」

三条市 新潟県 県央地域 ２月下旬 新潟県三条市
福祉保健部健康づくり課
℡0256-34-5511（内線
442）

女性週間に向け、女性
特有のがん検診につい
ての知識を普及

新潟県三条市
福祉保健部健康づくり課
℡0256-34-5511（内線
442）

13

三者間連携事業所へ
の健康づくり情報提
供

三条市 協会けんぽ（新潟県）
に加入する三条市内
事業所

３月 新潟県三条市
福祉保健部健康づくり課
℡0256-34-5511（内線
442）

女性の健康について骨
粗しょう症の予防を
テーマに健康コラムを
掲載

新潟県三条市
福祉保健部健康づくり課
℡0256-34-5511（内線
442）

14

わいわいガールズ 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市吉田保健センター2016/3/7 9：30～11：00 燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

中高年の女性に対する
適度な運動についての
実践指導

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

15

健康運動教室 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市吉田保健セン
ター

2016/3/2 9：30～11：00 燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

中高年の女性に対する
適度な運動についての
実践指導

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

16

ほほえみ会 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市吉田保健セン
ター

2016/3/4 10：00～11：
30

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

中高年女性を対象とし
た運動についての実践
教室

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

17

KS会（かあちゃんさわ
やか会）

燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市吉田保健セン
ター

2016/3/1
2016/3/8

10：00～11：
30

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

中高年女性を対象とし
た運動についての実践
教室

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

18

さくらの会 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市役所燕庁舎3階 2016/3/3 10：00～11：
15

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

主に中高年の女性に対
する適度な運動につい
ての実践指導

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

19

663会 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市役所燕庁舎3階 2016/3/1 9：30～11：30 燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

主に中高年の女性に対
する運動や健康につい
ての教室の企画・実践

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

20

健笑にこにこ運動TAI 燕市健康福祉部健康
づくり課

燕市吉田保健セン
ター

2016/3/3 10：00～11：
30

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

主に中高年の女性に対
する適度な運動につい
ての実践

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461



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4．日時

21

マーメイドクラブ 燕市健康福祉部健康
づくり課

B&Gプール 2016/3/2 13：30～14：
30

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

中高年女性を対象とし
た水中運動についての
実践指導

燕市健康福祉部健康づ
くり課　燕市吉田保健セ
ンター　0256-93-5461

22

女性の健康週間 南魚沼市 南魚沼市内 ３月１日号 南魚沼市　保健課 市の広報誌に掲載
市民に女性の健康週間
の周知

南魚沼市保健課　母子
保健班
025-773-6811

23

ラジオによる広報・宣
伝（女性の健康週間、
婦人がん検診・骨密
度検診のPR）

十日町市 FMとおかまち 3月1日～3月
7日

未定 十日町市役所健康づくり
推進課
連絡先：025-757-9764

女性の健康週間のPRと
婦人がん検診・骨密度
検診の受診（申込）の
PR

十日町市役所健康づくり
推進課
連絡先：025-757-9764

24

エアロビクス教室 ＮＰＯ法人（Ｔａｐ） 津南町　総合センター 2016/3/7
（月）

午前10時30
分～11時30
分

tap@poplar.oc
n.ne.jp

ＮＰＯ法人（Ｔａｐ）津南町
総合センター内
０２５（７６５）5776

町内に住む女性・健康
づくりのための軽度エ
アロビクス　・教室の
中で健康づくりの知識
の普及を行う。リーフ
レットの配布。

ＮＰＯ法人（Ｔａｐ）津南町
総合センター内
０２５（７６５）5776

25

ロコチャレ６０ NPO法人（Tap） 津南町　そだき苑 2016/3/1
（火）・3/8
（火）

午前10時30
分～11時30
分

tap@poplar.oc
n.ne.jp

NPO法人（Tap）津南町
総合センター内　０２５（７
６５）5776

町内に住む60歳以上女
性・健康寿命を延ばす
ための軽度運動（スト
レッチ、セラバンド、
ジムボール）・教室の
中で健康づくりの知識
の普及を行う。リーフ
レットの配布。

NPO法人（Tap）津南町
総合センター内　０２５（７
６５）5776

26

卓球教室 NPO法人（Tap） 津南町　総合センター 2016/
3/2（水）・
3/4（金）・
3/7（月）

月・水１３時３
０分～１５時
００分・20時
00～21時30
金9時30分～
10時30

tap@poplar.oc
n.ne.jp

NPO法人（Tap）津南町
総合センター内　０２５（７
６５）5776

町内に住む女性・健康
づくりのための卓球・
教室の中で健康づくり
の知識の普及を行う。
リーフレットの配布。

NPO法人（Tap）津南町
総合センター内　０２５（７
６５）5776
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27

フラダンスクラブ（長
生学園）

津南町教育委員会 津南町　文化センター 2016/3/1
（火）

13時30～3時
00

kyoiku@town.t
sunan.niigata.j
p

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

町内に住む60歳以上女
性・健康寿命を延ばす
ための取り組みとして
フラダンスを行ってい
る。・教室の中で健康
づくりの知識の普及を
行う。リーフレットの
配布。

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

28

BPプログラム 津南町（福祉保健課） 津南町保健センター 2016/3/2
（水）

午前10時～
12時

fukushihoken
@town.tsunan.
niigata,jp

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４

初めての育児をしてい
るお母さん・話し合
い、子育ての知識を学
ぶ場・教室の中で健康
づくりの知識の普及を
行う。リーフレットの
配布。

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４

29

キルトクラブちくちく キルトクラブ 津南町　文化センター 2016/3/4
（水）

１９時００分
～21時００分

tap@poplar.oc
n.ne.jp

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

町内に住む女性・韓国
語を楽しく学ぶ教室・
初級編。教室の中で健
康づくりの知識の普及
を行う。

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

30

言葉のキャッチボー
ル教室

津南町教育委員会 津南町　文化センター 2016/3/3
（木）

１４時００分
～１５時３０
分

kyoiku@town.t
sunan.niigata.j
p

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

町内に住む外国人の
妻・日本語の習得をし
たり、参加者同士のコ
ミュニケーションを図
り交流を深める。・教
室の中で健康づくりの
知識の普及を行う。
リーフレットの配布。

津南町教育委員会０２５
（７６５）３１３４

31

TUNAGUパートナー
シップ

津南町（福祉保健課） 津南町保健センター 2016/3/6
（日）

９時30分～
13時30分

fukushihoken
@town.tsunan.
niigata,jp

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４

町内の女性・食生活改
善推進委員さんより健
康づくりについての講
座・教室の中で健康づ
くりの知識の普及を行
う。リーフレットの配
布。

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４
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32

広報活動（無線、広報
紙にて掲載）

津南町（福祉保健課） 全町 2016/3/1
（火）・3/8
（火）

随時 fukushihoken
@town.tsunan.
niigata,jp

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４

町内の女性・健康づく
りについての正しい知
識の普及

津南町役場福祉保健
課・健康班　０２５（７６５）
３１１４

33

窓口健康相談・栄養
相談

刈羽村 刈羽村役場 3月7日 ８：３０～１７：
１５

福祉保健課
TEL０２５７－４５－３９１
６

対象：全住民
内容：保健師、栄養士に
よる個別相談

福祉保健課
TEL０２５７－４５－３９１
６

34

メールマガジンの発
行

妙高市 妙高市 3月1日 なし 妙高市健康保険課総合
健康都市推進室
０２５５－７４－００１３

妙高市メールマガジン
登録者へ女性の健康週
間の周知と女性の健康
に関する知識の向上を
図るため、がん検診の
受診や喫煙の害につい
て情報提供を行う。

妙高市健康保険課総合
健康都市推進室
０２５５－７４－００１３
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市ＨＰへの掲載 妙高市 妙高市 3月1日～3月
8日まで

city.myoko.niigata
.jp

妙高市健康保険課総合
健康都市推進室
０２５５－７４－００１３

妙高市ホームページに
て女性の健康週間の周
知と女性の健康に関す
る知識の向上を図るた
め、がん検診の受診や
喫煙の害について情報
提供を行う。（厚生労
働省の女性の健康週間
のページとリンクす
る）

妙高市健康保険課総合
健康都市推進室
０２５５－７４－００１３
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定期健康相談会 糸魚川市健康増進課 能生保健センター 2016/3/2 9：00～11：00 http://www.ci
ty.itoigawa.lg.j
p/dd.aspx?me
nuid=3560

糸魚川市健康増進課 市民を対象に、生活習
慣病予防のために保健
師、看護師が健康相談
を実施する。
また、次年度の特定健
診、がん検診事業の周
知を行う。

糸魚川市健康増進課保
健係
℡：025－552－1511.(代)



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4．日時
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骨粗しょう症相談会 糸魚川市健康増進課 青海保健センター 2016/3/9 9：00～11：00 http://www.ci
ty.itoigawa.lg.j
p/dd.aspx?me
nuid=3560

糸魚川市健康増進課 市民を対象に、骨粗
しょう症の予防、早期
発見を目的に超音波測
定器を用いた骨密度相
談を実施する。

糸魚川市健康増進課保
健係
℡：025－552－1511.(代)
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ポスター掲示 糸魚川市健康増進課 糸魚川市健康増進課
窓口

2016/2/29～
2016/3/8

糸魚川市健康増進課 女性のがん検診の受診
勧奨をPRする。

糸魚川市健康増進課保
健係
℡：025－552－1511.(代)
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女性の健康に関す
るホームページに
よる普及啓発

新発田地域振興局健
康福祉環境部

新発田地域振興局健
康福祉環境部ホーム
ページ

H28.2.15～
3.8

新発田地域振興局健康
福祉環境部　地域保健
課
0254-26－9132

女性の健康週間ＰＲ、
女性特有のがん、女性
とたばこ等の記事の掲
載

新発田地域振興局健康
福祉環境部　地域保健
課
0254-26－9132
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女性の健康週間 南魚沼地域振興局
健康福祉環境部
地域保健課

FMゆきぐに（南魚沼
市・湯沢町の全域）

2016/3/1(火
）

８:12～ 南魚沼地域振興局健康
福祉環境部地域保健課
℡025-772-8137

地域住民を対象とし、
女性の健康週間につい
てFMラジオで周知す
る。

南魚沼地域振興局
健康福祉環境部
地域保健課
℡025-772-8137
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禁煙に関するホーム
ページによる普及啓
発

十日町地域振興局健
康福祉部

十日町地域振興局健
康福祉部ホームペー
ジ

継続掲載 http://www.pref.
niigata.lg.jp/toka
machi_kenkou/11
96612150201.htm
l

十日町地域振興局健康
福祉部地域保健課
（025-757-2401）

女性の健康週間ＰＲ、
女性向けのたばこに関
する記事の掲載

十日町地域振興局健康
福祉部地域保健課
（025-757-2401）
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健康づくり連絡調整
会議

柏崎地域振興局健康
福祉部

柏崎地域振興局健康
福祉部

3月2日 14:00～16:30 柏崎地域振興局健康福
祉部　地域保健課

○参集者：郡市医師会、
商工会議所、市村、大学
教授等
○内容等：女性を含む働
き盛り世代の健康づくり
の効果的な展開に関す
る検討

柏崎地域振興局健康福
祉部　地域保健課
0257(22）4112
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リーフレット設置 糸魚川地域振興局健
康福祉部

庁舎展示コーナー 年間 糸魚川地域振興局健康
福祉部地域保健課

・乳がん、子宮がん等
がん検診受診啓発リー
フレットにより受診勧
奨を働きかける。
・女性向け禁煙リーフ
レットにより禁煙啓発
を図る。

糸魚川地域振興局健康
福祉部地域保健課
tel:025-553-1933


