
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
女性特有のがん検診
啓発

熊本県
熊本県庁内
地下展示コーナー

3月中 なし
熊本県健康づくり推進課
096-333-2208

子宮頸がん、乳がんなど女
性特有のがん検診啓発

熊本県健康づくり推進課
096-333-2208

2
女性のがんや健康寿
命の延伸に関する啓
発

有明保健所保健予防
課

保健所内
女性の習慣
期間中

─
熊本県有明保健所保健予
防課

・女性のがんや健康寿命に
関するパンフレットの展示

熊本県有明保健所保健予
防課
0968‐72‐2184

3
健康寿命の延伸に関
する啓発

有明保健所保健予防
課

荒尾イオンモール
実施日未確
定

─
熊本県有明保健所保健予
防課

・健康寿命の延伸に関する
リーフレットの配布

熊本県有明保健所保健予
防課
0968‐72‐2184

4
「女性の健康週間」普
及啓発展示コーナー
の設置

熊本県御船保健所 熊本県御船保健所 H29.3.1～3.8 なし
熊本県御船保健所保健予
防課
電話　096-282-0016

女性の健康週間ポスター、
子宮がん・乳がん等の女性
の健康に関する資料等の展
示

熊本県御船保健所保健予
防課
電話　096-282-0016

5
女性の健康増進に関
する普及・啓発

熊本県水俣保健所 水俣保健所 3/1～3/7 8:30～17:15 なし
熊本県水俣保健所
0966－63－4104

保健所内に、女性の健康増
進に関するパンフレットや
リーフレットを配置するこ
とにより、情報提供を行
う。

熊本県水俣保健所
0966－63－4104

6 健康フェア

健康を見直す会
熊本県栄養士会八代
事業部
健康を考える会

八代ハーモニーホー
ル１Ｆ大ホール

平成２９年１
月２２日（日）

１０時～１６
時

無
第３７回健康フェア実行委
員会事務局
０９６５（３５）８６４０

対象：一般住民
内容：
①子宮がん及び乳がんに関
するパンフレットの設置
②たばこに関するポスター
掲示

熊本県八代保健所
保健予防課
０９６５（３３）３２３０

4．日時
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7
女性の健康週間に
伴う局内展示

熊本県八代保健所
保健予防課

熊本県県南広域本部
１階ロビー

平成２９年３
月１日（水）
～８日（水）

終日展示

(初日９時～
最終日午後
５時まで)

無
熊本県八代保健所
保健予防課
０９６５（３３）３２２９

対象：来庁者及び局内職員
内容：
①子宮がん及び乳がんに関
するパンフレットの設置
②たばこに関するパネル展
示

熊本県八代保健所
保健予防課
０９６５（３３）３２２９

8
第３回くまもと禁煙治
療セミナー

（一社）くまもと禁煙推
進フォーラム

人吉医療センター 2017/3/12 14:00～16:00
http://square.umi
n.ac.jp/nosmoke/

（事務局）熊本県八代市松
崎町１４７
FAX0965-32-2729

医療・福祉、教育、行政、
立法関係者他を対象とす
る、こどもや女性に対する
喫煙についての医師による
セミナー

熊本県人吉保健所
担当課：保健予防課
TEL：0966-22-3107

9
広報「やまが」への掲
載

山鹿市健康増進課
広報やまが３
月号

「女性の健康週間」につい
て、広報にて周知し、正し
い生活習慣、検診の受診勧
奨について普及啓発を行
う。

（0968）43-0050

10
「女性の健康週間」に
ついての普及啓発
コーナー設置

熊本県天草保健所 熊本県天草保健所 ３/１～３/８ なし
熊本県天草保健所保健予
防課
ＴＥＬ：0969-23-0172

対象：地域住民
内容：庁舎内に女性の健康
に関するパンフレット等を
配置し、普及啓発を行う

熊本県天草保健所保健予
防課
ＴＥＬ：0969-23-0172

11
市広報誌への平成29
年度住民健診案内記
事掲載

上天草市 市広報誌

平成29年2月
号（平成29年
2月15日発
行）

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL0969-28-3356

対象：19歳以上の市民
若いうちからの健診受診勧
奨及び健診・検診申し込み
についての周知

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL：0969-28-3356
E-mail：
kenkou@city.kamiamakusa.lg
.jp

12
平成29年度住民健診
個別勧奨

上天草市 対象住民世帯
平成29年2月
下旬から3月
中旬

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL0969-28-3356

対象：19歳以上の市民
若いうちからの健診受診勧
奨及び健診・検診申込書送
付

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL：0969-28-3356
E-mail：
kenkou@city.kamiamakusa.lg
.jp
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13
女性の健康づくりに関
する普及・啓発

上天草市
上天草市保健セン
ター
及び市ホームページ

平成29年2月
下旬から3月

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL0969-28-3356

対象：市民
女性の健康づくりに関する
コーナー設置及び市ホーム
ページへの記事掲載

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（健康増進係）
TEL：0969-28-3356
E-mail：
kenkou@city.kamiamakusa.lg
.jp

14
思春期講話
「巣立ち行く君たちへ」

上天草市 上天草高校
平成29年2月
8日

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（母子保健係）
TEL0969-28-3376

対象：高校３年生
内容：卒業に向けて社会人
や親になるための健康講話

熊本県上天草市役所健康
づくり推進課（母子保健係）
TEL：0969-28-3376
E-mail：
kenkou@city.kamiamakusa.lg
.jp

15
こうし健康ステーショ
ン御代志

合志市
合志市御代志市民セ
ンター

3月7日
13：30～15：
00

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183

　地域で気軽に健康づくりを
実践できる拠点（ステーショ
ン）をつくり、生活習慣病予
防のための運動の実践と健
康に関するワンポイント講話
を実施。健康増進と健康を
切り口にした地域づくりを目
的としている。

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183
E-mail
kenkou@city.koshi.lg.jp

16
こうし健康ステーショ
ン須屋

合志市
合志市須屋市民セン
ター

3月3日
14：00～15：
30

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183

　地域で気軽に健康づくりを
実践できる拠点（ステーショ
ン）をつくり、生活習慣病予
防のための運動の実践と健
康に関するワンポイント講話
を実施。健康増進と健康を
切り口にした地域づくりを目
的としている。

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183
E-mail
kenkou@city.koshi.lg.jp

17 こうし健康塾 合志市
合志市御代志市民セ
ンター

3月2日
10：00～11：
30

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183

血圧測定、栄養指導、保健
指導（採血結果説明）運動指
導、運動実習等

合志市健康づくり推進課
(096-242-1183
E-mail
kenkou@city.koshi.lg.jp

18 女性の健診 玉東町
熊本県玉名郡玉東町
「保健センター」

2月17日
13：30～16：
00

なし
玉東町保健介護課
0968-85-6557

女性（20歳～39歳）の健康
づくりの一環として、健康
診査を受ける機会が少ない
家庭の主婦や自営業の女性
の方などを対象に健康診査
を実施

玉東町保健介護課
0968-85-6557
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19 2ヶ月児健康相談 和水町 和水町保健センター 3月7日 9:30～12:00
対象者へ個別通
知

和水町健康福祉課
保健予防係

・2ヶ月児と母親による参
加。子育て相談や子どもと
の手遊び、歌遊び等のふれ
あいについて紹介する。ま
た、母親同士の友達作りの
場や産後うつ等の早期発
見、対応の場としている。

熊本県和水町
担当課：健康福祉課
℡：0968-86-5724

20
和水町食生活改善推
進員学習会

和水町 和水町中央公民館 2月8日 9:30～13:00 対象者へ通知
和水町健康福祉課
保健予防係

・和水町食生活改善推進員
が自分の健診データから健
康状態を把握し、栄養士の
指導の下、改善について学
習会を実施する。あわせ
て、町の健康実態について
情報提供し意見交換会を行
う。

熊本県和水町
担当課：健康福祉課
℡：0968-86-5724

21 ながす広報 長洲町役場
長洲町役場
福祉保健介護課
保健予防係

ながす広報3月号に、健康
診査とがん検診について掲
載予定

0968-78-7171
0968-65-7515

22 長洲町ホームページ 長洲町役場
長洲町役場
福祉保健介護課
保健予防係

長洲町ホームページに、健
康診査とがん検診について
掲載予定

0968-78-7171
0968-65-7515

23 平成29年度健康診査 長洲町役場
2017/3/8～
発送予定

長洲町役場
福祉保健介護課
国保係・保健予防係

平成29年度健康診査の案内
を全世帯に3/8～発送予定

0968-78-7171
0968-65-7515

24 愛情ネット 長洲町役場 3/1～
長洲町役場
福祉保健介護課
国保係・保健予防係

平成29年度健康診査の案内
を愛情ネット（長洲町、荒
尾市など有明地域在住で本
メールを登録している人へ
の情報メール）で通知す
る。

0968-78-7171、
0968-65-7515
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25 ポスター 長洲町役場
長洲町役場、
長洲町保健センター

3/1～
長洲町役場
福祉保健介護課
保健予防係

平成29年度健康診査につい
て、ポスター掲示する。

0968-65-7515
0968-78-7171

26
がん予防啓発リーフ
レットによる予防啓発
活動

長洲町役場 長洲町保健センター 3/1～3/11 8：30～17：16
長洲町役場
福祉保健介護課
保健予防係

対象：来所者
内容：子宮がん及び乳がん
に関するパンフレットの設
置する。
　乳児健診で来所された保
護者（母親）に、上記パン
フレットを渡し検診受診の
啓発をする。

0968-65-7515
0968-78-7171

27

平成28年度熊本県ラ
イフデザイン啓発事業
公開講座についての
広報周知

熊本産科婦人科学
会、熊本県

熊本県　熊本市
熊本市医師会館2階
講堂・研修室

3月20日
14：00～16：
30

http://kumadai-
obgyn.net/event/
2017/03/201731
2.html

熊本大学大学院生命科学
研究部産婦人科学分野内
096-373-5269

女性の健康を通したライフ
デザインに関する研修、定
員480名

熊本大学大学院生命科学
研究部産婦人科学分野内
096-373-5269

28
母子健康手帳交付時
保健指導

嘉島町 嘉島町保健センター 期間中
嘉島町役場町民課保健係
Tel　096-237-2574

対象者：妊婦
内容：保健指導（妊娠中の
体調管理）と栄養指導

嘉島町役場町民課保健係
Tel　096-237-2574

29
女性のこころとからだ
なんでも相談

益城町
益城町保健福祉セン
ター（益城町惣領１４７
０番地）

2017/3/6
（月）

午後１時～
午後２時～
午後３時～

益城町保健福祉センター
健康増進係

対象：町内女性
予約制で相談を受付

０９６－２３４－６１２３

30
女性の健康週間につ
いての周知啓発

山都町 山都町役場 3月上旬
http://www.town.
kumamoto-
yamato.lg.jp/

山都町健康福祉課健康づ
くり係
0967-72-1295

町民に女性の健康週間につ
いての周知啓発

山都町健康福祉課健康づく
り係
0967-72-1295
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31

広報ひかわこころの
健康コーナーに掲載
「女性のためのメンタ
ルヘルス」

氷川町 3月1日発行
氷川町役場健康福祉課健
康センター５２－７１５４

32 １歳２ヶ月児育児相談 多良木町
熊本県　多良木町保
健センター

3月2日 9:30～11:30
熊本県　多良木町保健セ
ンター
℡0966-42-1100

育児相談対象の保護者を対
象として、子宮頸がん検診
についてのパンフレットを
配布し説明

熊本県　多良木町
健康・保険課健康増進係
℡0966-42-1100

33 いきいき健康相談 山江村 山江温泉ほたる
平成29年3月
7日

11：00～12：
00

なし
山江村役場健康福祉課
電話：0966-24-1700

生きがい対応デイサービス
利用者に、健康体操・講話
等の実施

山江村役場健康福祉課
電話：0966-24-1700

34

母子健康手帳交付・
両親学級

相良村保健福祉課 ふれあいセンター 2017/3/6 9：30～ 相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1032

対象：妊娠届に来庁された
妊婦と夫
内容：妊娠、育児中の喫煙
について

相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1032

35

健康運動教室 相良村保健福祉課 相良村総合体育館 2017/3/9

2017/3/15

13：30～

10:00～

相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1033

対象：健康教室参加者
内容：認知症、ノルディッ
クウォーキング

相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1032

36

知っておきたい、自分
でできる乳がん予
防！

相良村保健福祉課 相良村総合体育館 2017/3/21 19：00～ 相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1034

対象：運動教室参加者
内容：ピンクリボンアドバ
イザーによる乳がんの基礎
知識、自己検診方法、乳が
ん検診について

相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1032

37

相良村女性農業者研
修

相良村産業振興課 相良村総合体育館 2017/3/8 13：00～ 相良村産業振興課
℡0966-35-1034

対象：女性農業者
内容：ピンクリボンアドバ
イザーによる乳がんの基礎
知識、自己検診方法、乳が
ん検診について

相良村保健福祉課保健係
℡0966-35-1032
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38

「女性の健康週間」に
ついて市広報紙に掲
載

健康づくり推進課 市全域 2月下旬～3
月

市政だより 健康づくり推進課
096-361-2145

全市民へ「女性の健康づく
り週間」を周知し、女性の
健康に関する相談の場を紹
介する

健康づくり推進課
096-361-2145

39

熊本市がん対策企業
等連携協定締結企業
等への「女性の健康
週間」の案内

健康づくり推進課 2月下旬 健康づくり推進課
096-361-2145

女性の健康づくり週間の案
内及び女性の健康について
の資料の送付

健康づくり推進課
096-361-2145

40

幼児健診時における
乳がん検診等の啓発

中央区役所保健子ど
も課

熊本市健康センター
清水分室

3月1日

3月8日

9：00-10：00
13：15-14：15

9：00-10：00
13：15-14：15
（受付時間）

http://www.city.k
umamoto.jp/hpkiji
/pub/detail.aspx?
c_id=5&id=49

中央区役所保健子ども課
096-328-2149

1歳6か月児、3歳児の児と
その保護者
健診指導相談時における啓
発

中央区役所保健子ども課
096-328-2149

41

帯山育児サークルに
おけるがん検診啓発

熊本市帯山校区民生
委員・児童委員協議
会

熊本市帯山コミュニ
ティセンター

3月2日 13：30～ 中央区役所保健子ども課
096-328-2149

就学前乳幼児とその保護者 中央区役所保健子ども課
096-328-2149

42

健康相談 東区役所保健子ども
課

東区健康センター 3月2日 13時～15時 市政だより 健康に関する相談に対応 東区役所保健子ども課
096-367-9134

43

妊婦健康相談 東区役所保健子ども
課

東区健康センター 3月6日
随時

9時～11時 市政だより 親子手帳交付時、妊娠中の
過ごし方やや女性の健康に
ついて相談対応

東区役所保健子ども課
096-367-9134

44

1歳6か月時健康診査 東区役所保健子ども
課

東区健康センター 3月2日
3月7日

9時～11時 個別通知 1歳6か月時健康診査時、保
護者に対してがん検診受診
勧奨や女性の健康について
指導を行う。

東区役所保健子ども課
096-367-9134
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45

3歳児健康診査 東区役所保健子ども
課

東区健康センター 3月7日 13時～14：15
受付

個別通知 3歳児健康診査時、保護者
に対してがん検診受診勧奨
や女性の健康について指導
を行う。

東区役所保健子ども課
096-367-9134

46

子育てサークル 地域主催 各校区の公民館やコ
ミセン等

随時 ちらし等 地域主催の子育てサークル
参加の母親にがん検診受診
勧奨や女性のの健康につい
て啓発を行う。

東区役所保健子ども課
096-367-9134

47

ひよこクラブ 中島校区民生児童委
員、主任児童委員

中島地域コミュニ
ティーセンター

3月1日 10：30～12：
00

対象：乳幼児と保護者
内容：子宮頸がん検診、乳
がん検診受診勧奨

48

幼児健診 西区役所保健子ども
課

西区健康センター 3月2日 9:00～15:00 西区役所保健子ども課
096-329-1147

対象：保護者
内容：子宮がん検診受診勧
奨

西区役所保健子ども課
096-329-1147

49

西区フェスタ 西区役所 西部公民館 3月5日 10:00～16:00 西区役所保健子ども課
096-329-1147

対象：住民
内容：大学生を中心とした
SKK（子宮頸ガン検診啓発
ユニット）による歌の披
露、子宮頚ガン検診受診勧
奨

西区役所保健子ども課
096-329-1147

50

妊産婦健康相談 西区役所保健子ども
課

西区健康センター 3月6日 13:00～16:00 西区役所保健子ども課
096-329-1147

対象：妊婦
内容：喫煙、受動喫煙によ
る妊婦と子どもへの影響や
歯周病等について

西区役所保健子ども課
096-329-1147

51

健康相談 西区役所保健子ども
課

西区健康センター 3月7日 13:00～15:00 西区役所保健子ども課
096-329-1147

対象：住民
内容：健康相談

西区役所保健子ども課
096-329-1147
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52

白坪校区子育てサー
クル（みらいくらぶ）

みらいくらぶ 白坪地域コミュニティ
センター

3月7日 10：30～12：
00

対象：乳幼児と保護者
内容：子宮頸がん検診、乳
がん検診受診勧奨

西区役所保健子ども課
096-329-1147

53

春日子育てサロン 春日校区民生児童委
員（主任児童委員）

春日小育成クラブ 3月7日 10：30～12：
00

対象：乳幼児と保護者
内容：子宮頸がん検診、乳
がん検診受診勧奨

西区役所保健子ども課
096-329-1147

54

花園高齢者サロン 花園校区社協 中尾公民館 3月8日 9：30から1：
30

対象者：花園7町内高齢者
内容：高齢者サロン、健康
相談

西区役所保健子ども課
096-329-1147

55

女性のための骨粗
しょう症予防教室

北区役所保健子ども
課

植木文化センター 3月1日 13:00～16:30 北区役所保健子ども課
096-272-1128

管内の40～65歳未満の女性
を対象とする骨粗鬆症予防
の教室

北区役所保健子ども課
096-272-1128
kitahokenkodomo@city.kum
amoto.lg.jp


