
平成28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
女性の健康週間啓発
のための懸垂幕を掲
示

宮崎県 宮崎県庁３号館 2017/2/13～
3/9

http://www.pref.
miyazaki.lg.jp/ken
kozoshin/kenko/
hoken/page0021
4.html

宮崎県健康増進課
０９８５－４４－２６２１

女性の健康週間啓発の
ための懸垂幕を掲示

宮崎県健康増進課
０９８５－４４－２６２１

2

女性の健康に関する
資料の展示・配布

中央保健所 宮崎県中央保健所
窓口

2017/3/1～
2017/3/8

8：30～17：15 宮崎県中央保健所
ｔｅｌ. ０９８５－２８－２１１１

女性の健康に関するポ
スターやパンフレッ
ト、リーフレットを設
置

宮崎県中央保健所
ｔｅｌ. ０９８５－２８－２１１１

3

女性の健康支援事業 日南保健所 宮崎県　日南保健所
　1階　多目的室

2017/3/2 19:00～20:00 なし 宮崎県　日南保健所
　健康づくり課
　　　健康管理担当

　℡：0987-23-3141

中高年女性に対する、
ヨガインストラクター
による運動指導。

宮崎県　日南保健所
　健康づくり課
　　　健康管理担当

　℡：0987-23-3141

4

「女性の健康週間」啓
発

都城保健所 都城保健所玄関ホー
ル

H29.3.1～
H29.3.8

8:30～17:15 都城保健所健康づくり課
0986-23-4504

保健所玄関ホールに啓
発用のぼりや乳がん等
に関するリーフレット
を配置

都城保健所健康づくり課
0986-23-4504

5

子宮がん及び乳がん
に関するパネル展示

高鍋保健所 宮崎県高鍋保健所 2017／3／1
～3／8

8：30～17：15 宮崎県　高鍋保健所
0983-22-1330

・子宮がん及び乳がん
に関するパネル展示
・乳がん触診モデル体
験
・パンフレット配布

宮崎県　高鍋保健所
0983-22-1330

6
コーナー設置による
啓発

小林保健所 小林保健所 なし
宮崎県小林保健所
TEL　0984－23－3118

3/23（木）に保健所で
開催する、女性の健康
支援のための講演会の
チラシや、女性特有の
がんのリーフレット等
コーナーの設置を行
い、来所者への啓発を
図る。

宮崎県小林保健所
健康づくり課　健康管理
担当　岩川
TEL　0984－23－3118

平成29年3月1日（火）
～

平成29年3月31日（木）

4．日時

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kenko/hoken/page00214.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kenko/hoken/page00214.html
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7

女性の健康づくり講
演会

日向保健所 門川町総合文化会館 3月5日 13:30～14:30 宮崎県日向保健所
健康づくり課
ＴＥＬ：0982-52-5101

中高年女性に対する
「認知症の対応方法と
予防法」に関する講
演。

宮崎県日向保健所
健康づくり課健康管理担
当
ＴＥＬ：0982-52-5101

8

女性の健康に関する
普及・啓発

日向保健所 日向保健所正面玄関
ロビー

2017/3/1～
2017/3/31

8:30～17:15 宮崎県日向保健所
健康づくり課
ＴＥＬ：0982-52-5101

女性の健康、女性特有
の疾病やがんに関する
ポスター掲示、パンフ
レット・リーフレッ
ト、ポケットティッ
シュの配布。

宮崎県日向保健所
健康づくり課健康管理担
当
ＴＥＬ：0982-52-5101

9

女性の健康支援に関
する啓発

延岡保健所 延岡保健所 2017/3/1～
3/8

8：30～17:15 延岡保健所健康づくり課
健康管理担当
0982－33－5373

女性特有の疾患に関す
るリーフレット等の設
置

延岡保健所健康づくり課
健康管理担当
0982－33－5373

10

女性の健康習慣に関
するパンフレットの設
置

高千穂保健所 高千穂保健所 3月1日～8日 8:30～17:15 高千穂保健所
電話　0982-72-2168

女性の健康の関するパ
ンフレットの設置

高千穂保健所
電話　0982－72－2168

11

女性の健康に関する
資料配布

綾町 綾町役場窓口および
綾町健康センター窓
口

2017/3/1～
2017/3/8

8：30～17：15 綾町健康センター
Tel:0985-77-0195

女性の健康に関するパ
ンフレットやリーフ
レットを設置

綾町健康センター
Tel:0985-77-0195

12

母子健康手帳交付 日南市こども課 宮崎県　日南市
南郷健康福祉セン
ター

2017/3/1
2017/3/8
(毎週水曜
日）

13:15～14:15 なし 宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131
kodomo@city-nichinan.jp

妊娠中の健康管理全般
の指導（栄養指導・保
健指導）

宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131
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13

３か月児健康診査 日南市こども課 宮崎県　日南市
南郷健康福祉セン
ター

2017/3/2 13:00～16:00 なし 宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131
kodomo@city-nichinan.jp

産後の健康管理全般の
指導

宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131

14

母子健康手帳交付
３か月児健康診査

日南市こども課 宮崎県　日南市
南郷健康福祉セン
ター

2017/3/1～8 13:15～14:15
13:00～16:00

なし 宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131
kodomo@city-nichinan.jp

・女性特有のがんに関
するパンフレット配布
・女性特有のがんの受
診勧奨ポスターの掲示

宮崎県　日南市
こども課　こども健康係
ＴＥＬ0987-31-1131

15

子育てママの骨盤l教
室

串間市福祉事務所子
育て支援係

宮崎県　串間市総合
保健福祉センター

3月7日 10：30～12：
00

なし 串間市福祉事務所子育
て支援係
TEL：0987-72-8701（直
通）

産後のお母さんの骨盤
のゆがみをとり、腰痛
を改善するために行
う。

串間市福祉事務所子育
て支援係
TEL：0987-72-8701（直
通）

16

母子健康手帳交付 串間市福祉事務所子
育て支援係

宮崎県　串間市総合
保健福祉センター

3月 http://www.city.k
ushima.lg.jp/main
/health/child/ba
by/cat1/post-
147.html

串間市福祉事務所子育
て支援係
TEL：0987-72-0333（内
線505）

母子健康手帳交付に来
た妊婦を対象に妊娠中
の生活・栄養について
保健師・栄養士が説明
をする。

串間市福祉事務所子育
て支援係
TEL：0987-72-0333（内
線505）

17

ﾊﾟﾊﾟママ教室 小林市 小林市保健センター 2017.3.6と
2017.3.13

9：30～12：00 小林市健康推進課 対象者：妊婦及びその配
偶者　　内容：妊娠中の
生活について(栄養・休
養・喫煙・運動）新生児
の育児・産後の健康管
理

小林市健康推進課

18

三股町ホームページ 三股町 http://www.town.
mimata.lg.jp/mod
ules/article/inde
x.php?content_id=
1372

三股町健康管理セン
ター
0986-52-8481

女性の健康週間の広報
周知

三股町健康管理セン
ター
0986-52-8481

http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=1372
http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=1372
http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=1372
http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=1372
http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=1372
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19

赤ちゃん健康診査で
の健康教育

小林市 小林市保健センター 2017.3.3 12：45～16：
00

小林市健康推進課 対象者：産婦
内容：産後の健康管理
子宮がん・乳がん健診の
勧め　心の健康について

小林市健康推進課

20

妊婦健康相談 小林市 小林市保健センター 毎週月曜日　 9：00～11：45 小林市健康推進課 対象者：妊婦
内容：妊娠中の健康管
理について（栄養・休養・
煙草・アルコール）　妊娠
中の定期健康診査等に
ついて

小林市健康推進課

21

母子手帳交付 えびの市 えびの市保健セン
ター

3月7日 9:30～10:30 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

妊婦への喫煙･受動喫
煙防止についての教育

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

22

6か月児健康相談 えびの市 えびの市保健セン
ター

3月2日 10:00～11:30 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

受動喫煙防止について
の教育

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

23

1歳6か月児健康診査 えびの市 えびの市保健セン
ター

3月8日 13:30～15:00 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

保護者に乳がん及び子
宮がんについての教育

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

24

2歳6か月児健康診査 えびの市 えびの市保健セン
ター

3月7日 13:30～15:00 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

保護者に乳がん及び子
宮がんについてのパン
フレット配付

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

25

3歳児健康診査 えびの市 えびの市保健セン
ター

3月10日 13:30～15:00 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

保護者に乳がん及び子
宮がんについてのパン
フレット配付

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111
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26

広報誌掲載 えびの市 えびの市保健セン
ター

2月20日 宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

女性の健康についての
記事掲載

宮崎県えびの市健康保
険課℡0984-35-1111

27

妊娠中の喫煙、妊婦
自身の能動喫煙によ
る健康被害等のポス
ター掲示

保健福祉センター 1～3月 高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係

ポスター掲示 高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係
電話：0984-42-4820

28

乳児健診で母親を対
象とした健康教育

高原町 保健福祉センター 3月14日 １３：００～１
５：００

高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係

「女性のための健康ガ
イド」パンフレット配
布

高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係
電話：0984-42-4820

29

乳がん検診 高原町 保健福祉センター 2月28日 高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係

４０歳以上で年度内に
偶数年となる女性

高原町総合保健福祉セ
ンターほほえみ館健康づ
くり推進係
電話：0984-42-4820

30

母子手帳交付 西都市 保健センター 3月7日 13時から14
時（受付13時
から13時30
分）

http://www.city.s
aito.miyazaki.jp/di
splay.php?cont=1
70119105227

宮崎県西都市健康管理
課健康推進係
電話０９８３－４３－１１４
６

妊婦等に対する妊娠中
の喫煙に関する健康教
育

宮崎県西都市健康管理
課健康推進係
電話０９８３－４３－１１４
６

31

母乳育児相談(おっぱ
い学級）

西都市 保健センター 3月8日 13時から16
時（個別に案
内）

http://www.city.s
aito.miyazaki.jp/di
splay.php?cont=1
60408171634

宮崎県西都市健康管理
課健康推進係
電話０９８３－４３－１１４
６

産後から卒乳期の母親
に対する助産師による
母乳育児個別相談

宮崎県西都市健康管理
課健康推進係
電話０９８３－４３－１１４
６

http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=170119105227
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=170119105227
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=170119105227
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=170119105227
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=160408171634
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=160408171634
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=160408171634
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=160408171634
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32

幼児健康診査時にお
ける健康教育

高鍋町 高鍋町健康づくりセン
ター

2月16日
1歳6か月健
診
3月9日
3歳児健診
※年間を通
して各7回実

13:15～16：
00

13:15～16：
30

宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

健診に来られた母親に
対し、問診時にがん検
診等の受診状況の確認
や受診勧奨を行い、育
児や母親自身の健康管
理について保健師によ
る講話を行う。

宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

33

母子健康手帳交付時
の健康教育

高鍋町 高鍋町健康づくりセン
ター

3月 3日
3月10日
※毎月第1～
4金曜日

10:00～11：
00
13:15～14：
30

宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

妊娠届をした妊婦を対
象に、妊娠中の健康管
理全般について保健
師・栄養士による講話
を行う。

宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

34

性教育（中学２年生） 高鍋町（学校からの
依頼により実施）

高鍋東中学校 3月1日 13:55～14:45 宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

中学２年生を対象に、
思春期の心や体の変
化、健康なからだづく
りや命の大切さなどに
ついて保健師による講
話を行う（男女別に実
施）

宮崎県　高鍋町
高鍋町健康づくりセン
ター
Ｔｅｌ　0983-23-2323

35

子宮がん検診 新富町 新富町役場　保健相
談センター

2017/3/3 受付
9：00～10：30
13：10～14：
00

http://www.town.
shintomi.miyazaki
.jp/3041.htm

宮崎県　新富町　いきい
き健康課
℡0983-33-6059

20歳以上の女性に対
し、子宮頸がん検診を
実施。

宮崎県　新富町　いきい
き健康課
℡0983-33-6059

36

母子手帳交付 新富町 新富町役場　保健相
談センター

2017/3/7 受付
10：00～10：
10

http://www.town.
shintomi.miyazaki
.jp/dd.aspx?itemi
d=1201#itemid12
01

宮崎県　新富町　いきい
き健康課
℡0983-33-6059

病院受診により妊娠が
確認できた方へ母子手
帳を交付。その時に妊
娠中の栄養の話や保健
指導を実施。

宮崎県　新富町　いきい
き健康課
℡0983-33-6059

37

女性の健康に関する
啓発

川南町 川南町保健センター 2017/3/1～
2017/3/8

8：30～17：15 なし 川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009

女性の健康、女性特有
のがんに関するパンフ
レット・リーフレット
等コーナーの設置を行
う

川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009
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38

母子健康手帳交付 川南町 川南町保健センター 2017/3/6 受付時間は
10：00から
10：30まで

なし 川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009

妊娠中の生活について
(栄養・休養・喫煙等
の保健指導）

川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009

39

乳幼児健診 川南町 川南町保健センター 乳児健診
2017/3/15
3歳児健診
2,017/3/17

受付時間は
13：00から
13：30まで

なし 川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009

乳がんセフルチェック
パンフレットを配布

川南町役場　町民健康
課　健康推進係
TEL0983－27－8009

40

骨密度検診 都農町健康管理セン
ター

都農町国民健康保険
病院

2017/03/-
02

13:30～14：
00

都農町健康管理セン
ター
℡　0983-25-1008

50歳以上の女性
（骨粗鬆症治療中、6
か月以内に検査をした
人は除く）

都農町健康管理セン
ター
℡　0983-25-1008

41

女性の健康週間に関
する掲示

日向市いきいき健康
課

日向市役所庁舎１階
ロビースペース

2017/3/6～
17

2017/3/6
8:30～3/17
12:00

日向市いきいき健康課
0982-52-2111
（内線：2111）

女性のホルモン、骨粗
しょう症に関するパン
フレットなどの配布・
掲示

日向市いきいき健康課
0982-52-2111
（内線：2111）

42

ＦＭひゅうがラジオ出
演

日向市いきいき健康
課

ケーブルテレビワイワ
イ

2017/2/13 17:20～
5分程度

日向市いきいき健康課
0982-52-2111
（内線：2111）

女性の健康週間に関す
るＰＲをラジオで放送
する

日向市いきいき健康課
0982-52-2111
（内線：2111）

43

女性の健康講座「妊
娠期を健康に過ごす
ために」

門川町 人づくり子ど
もセンター

門川町 人づくり子ど
もセンター

3月7日 10:30～11:30 門川町 人づくり子どもセ
ンター 0982-63-1456

妊婦への健康管理。妊
娠期の過ごし方

門川町 町民課 健康づく
り係  0982-63-1140
(内線224)
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44

広報「みさと」 美郷町 3月号 美郷町健康福祉課 本週間の啓発について
掲載。全戸配布。

美郷町健康福祉課
電話（0982）66-3610

45

女性の健康パネル展 延岡市健康増進課 延岡市役所 2017/3/1～
2017/3/8

8:30～17:15 なし 延岡市健康増進課 対象:市民
内容:女性の健康に関
するパネル展示及びパ
ンフレットの配布

延岡市健康増進課
0982-22-7014

46

女性の健康について 延岡市健康増進課 FMのべおか 3月7日 17:10～17:20 なし 延岡市健康増進課 対象:市民
内容:女性の健康に関
する話をFMラジオにて
放送

延岡市健康増進課
0982-22-7014

47

健康ウォーキング 日之影町保健セン
ター

日之影町保健セン
ター

3月6日 9:00～10:00 日之影町保健センター
電話　0982-73-7521

対象：町内の方
内容：ウォーキング

日之影町保健センター
電話　0982-73-7521


