
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

兵庫県ホームページ
による「女性の健康週
間」の啓発

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－

3/1～3/8
※「女性の健
康づくりについ
て」という名称
で通年公開

随時 https://web.pref.
hyogo.lg.jp/kf17/
hw13_000000064.
html

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内線
3282)

○「女性の健康週間」
と併せて、健康寿命を
延伸するためにがん検
診や特定健診に関する
啓発等を実施

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3282)

2

庁内放送による女性
の健康週間の周知

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

兵庫県庁内 3月1日 9:30～

－

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内線
3282)

○対象：来庁者、庁内
職員
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3282)

3

「女性の健康週間」啓
発用チラシの作成

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ － －

https://web.pref.
hyogo.lg.jp/kf17/
hw13_000000064.
html

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内線
3282)

○対象：（データ送付）
市町・健康福祉事務所、
（ＨＰ）一般県民
○内容：女性の健康週間
の周知、女性の健康状態
振り返りに関する啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3282)

4

ポスターの掲示、チラ
シの配布

明石健康福祉事務所
地域保健課

明石健康福祉事務所 3/1～3/8 明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.：078-917-1131

庁舎内にポスター（チ
ラシをA3に拡大したも
の）を掲示、来庁者に
チラシを配布

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.：078-917-1131

5

「女性の健康週間」に
ついて自主グループ
への健康教育

明石健康福祉事務所
地域保健課

明石健康福祉事務所 ①2/17
②2/21

①13:30～
15:00
②10:00～
11:30

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.：078-917-1131

自主グループ活動において、
「女性の健康週間」のチラシ
を配布、健康教育を実施
【対象】
①パーキンソン病家族会
②ツインメリー（多胎児交流
会）

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.：078-917-1131

6

庁内にポスター掲示 加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎 2月1日～3月
８日

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）
０７９－４２２－０００３

ポスターにて来庁者、
職員に「女性の健康週
間」について周知予定

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）

０７９－４２２－０００３

4．日時



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4．日時

7

庁内放送 加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎 3月１日、３日 14:00～ 加古川健康福祉事務所
（地域保健課）
０７９－４２２－０００３

庁内放送にて来庁者、
職員に「女性の健康週
間」について周知予定

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）

０７９－４２２－０００３

8

愛育班交流会 佐用町江川地区愛育
班

龍野健康福祉事務所
第５会議室

2月20日 13：30～15：
20

佐用町健康福祉課
℡（0790）82-0661

愛育班員を対象に健康
手帳を配布し女性の健
康について知ってもら
う。

龍野健康福祉事務所
担当課：地域保健課
℡：0791-63-5686
E-mail：
Miki_Tanaka@pref.hyogo.l
g.jp

9

篠山市いずみ会役員
会

篠山市
丹波健康福祉事務所

篠山市丹南健康福祉
センター

3月2日 9:00～12:00 なし 丹波健康福祉事務所 ・食の健康づくり
・女性の健康づくりの
リーフレット配布

丹波健康福祉事務所
地域保健課
0795-73-3767

10

女性の健康に関する
図書展示

明石市男女共同参画
課

兵庫県明石市あかし
男女共同参画セン
ター（アスピア明石北
館7階）

2017/3/1～
3/8

9:00～22:00 http://www2.city.
akashi.lg.jp/comm
unity/danjyo_ka/
danjyo/

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

情報コーナーでの女性
の健康に関する図書の
展示や情報提供

兵庫県明石市男女共同
参画課
TEL　078-918-5611
danjyo@city.akashi.lg.jp

11

「あかし女性応援
フォーラム」での健康
相談

明石市(明石女性応
援)ねっと、あかし共同
参画課）

あかし市民広場 2月11日 13:00～17:00
(健康相談は
12:00～
16:30)

http://www2.city.
akashi.lg.jp/comm
unity/danjyo_ka/
danjyo/katuyakus
uisin_H28.html

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

女性が活躍できる社会
推進のためのイベント
で保健師・看護師によ
る健康相談を実施

兵庫県明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611
danjyo@city.akashi.lg.jp

兵庫県明石市健康推進課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

12

あかし健康プラン２１
ホームページでの啓
発

明石市健康推進課 あかし健康プラン２１
ホームページ

2017/3/1～
3/8

(通年) http://www2.city.
akashi.lg.jp/kenko
u_plan21/

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

女性の健康管理に関す
るホームページでの啓
発

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp
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13

AKP（明石市健診受
診率向上プロジェク
ト）

明石市健康推進課 地域の各会場 各団体や対
象者の希望
に合わす

希望時間帯
に約30分程
度

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

健康ソムリエ（市民ボラン
ティア）による、がん検診と
受動喫煙防止の啓発。乳が
ん、子宮がん等の受診啓発と
受動喫煙防止の啓発を希望の
ある地域の幼稚園等にて実
施。

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

14

さわやか健康相談 明石市健康推進課 兵庫県明石市立保健
センター

2017/3/1～
3/8

毎週月～金
10時～15時
(通年)

http://www.city.a
kashi.lg.jp/shimin_
kenkou/kenkou_k
a/kenko/kenko/k
ehatsu/kenkosod
an.html

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

健康に関する相談を保健
師が実施。女性の健康週
間中は乳房モデルを使っ
た乳がんの自己健診方法
の啓発等、女性の健康の
啓発を強化して実施。

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

15

3歳児健康診査 芦屋市 芦屋市保健センター 3月2日 13：00～16：
00

芦屋市保健センター
0797-31-1586

3歳児健診対象児の母
親向けに，女性の健康
に関するチラシの配布
と乳がんの視触診モデ
ルの展示・説明

芦屋市保健センター
0797-31-1586

16

広報伊丹に掲載
「女性の健康習慣
　3月1日～8日」

伊丹市 3月1日号 伊丹市民
普及啓発
・乳がん
・子宮頸がん
・生活習慣病
・歯周疾患
・こころの健康

伊丹市
健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０

17

かみかみ百歳体操・
いきいき百歳体操

加古川市 健康課 加古川市内各所（公
民館等）

3月2日（木）

3月6日（月）
3月7日（火）

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00

http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/kenkozukur
i/1433398036366
.html

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してのリーフレット
を配布し、普及啓発を
行う。

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

18

食生活改善推進員研
修会

加古川市 健康課 加古川市 青少年女
性センター

3月7日（火） 9:00～12:00 加古川市 健康課
℡：079－427－9215

食生活改善推進員を対象
に、女性の健康づくりに
関するリーフレット配布
や、女性の健康づくりの
ための講話と薬膳料理の
調理実習を行う。

加古川市 健康課
℡：079－427－9215
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19

巡回健康相談 加古川市 健康課 加古川市 志方公民
館

3月8日（水） 10:00～11:30 http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/kenkozukur
i/1413789434919
.html

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

相談者を対象に、高齢
期の女性の健康（骨粗
しょう症等）に関して
のリーフレットを配布
し、普及啓発を行う。

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

20

乳幼児健診・相談 たつの市 たつの市はつらつｾﾝ
ﾀｰ
新宮保健センター
御津保健センター
新宮保健センター

3月1日
3月2日
3月8日
3月7日

13:00 ～15:00
13:15 ～15:00
13:15 ～15:00
10:00～11:15

http://www.city.t
atsuno.lg.jp/

たつの市健康課
0791－63－2112

乳幼児健診・相談に参
加のお母さん達に、婦
人がん検診受診啓発及
び乳がん自己触診法の
普及・リーフレット配
布

たつの市健康課
0791－63－2112

21

乳がん予防に関する
啓発

赤穂市保健センター 赤穂すこやかセン
ター

３月１日
３月８日

対象：幼児健診受診者
の保護者
内容：乳がんモデルの
展示、自己検診方法の
普及啓発

0791-46-8701

22

乳がん検診時健康教
育・健康相談

宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ 3月3日
3月6日
3月8日

13:20～16:00 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

乳がん検診受診者を対
象にがん予防の啓発と
健康相談

宝塚市　健康推進課
℡0797-86-0056

23

乳児健診 三木市健康福祉部健
康増進課

兵庫県三木市
吉川健康福祉セン
ター

3月2日 13～14時 http://www2.city.
miki.lg.jp/miki.nsf
/doc/831DFA297
7DB578F49256C
D700194471?Ope
nDocument

兵庫県三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

乳児健診対象児の母に
対し、相談窓口等のち
らしを配布する。

兵庫県三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

24

女性のための相談
①電話相談

②面接相談

三木市男女共同参画
センター

兵庫県三木市
男女共同参画セン
ター

①②
2017/3/2
（木）
2017/3/7(火
)

①
（木）13～16時
（火）10～12時
②
（木）10～12時
（火）13～16時

http://www2.city.mi
ki.lg.jp/miki.nsf/39f
1c87d0d446903492
56b000025811d/5e
00124a08e3b3aa49
257c9000277f68?O
penDocument

男女共同参画センター
TEL　0794‐89‐2331

離婚問題、夫婦、家
族、友人、職場の人間
関係、子育てや介護、
心や体、生き方につい
てなどの悩み相談

兵庫県三木市
男女共同参画センター
TEL　0794‐89‐2331
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25

骨粗しょう症検診 川西市健康福祉部健
幸政策室

保健センター 3月1日
3月8日

12:45～14:30 http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康福祉部健幸
政策室
TEL 072-758-4721

対象：40歳以上
費用：1,000円
定員：20名
※事前予約必要
※結果説明とともに、栄
養士による食生活アドバ
イスあり

川西市健康福祉部健幸
政策室
TEL 072-758-4721

26

子宮頸がん検診 川西市健康福祉部健
幸政策室

保健センター 3月1日
3月8日

13:30～14:30 http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康福祉部健幸
政策室
TEL 072-758-4722

対象：20歳以上
費用：1,000円(70歳以
上等免除）
定員：40名
※事前予約必要

川西市健康福祉部健幸
政策室
TEL 072-758-4722

27

町ぐるみ健診申込書
の全戸配布

加西市 なし ３月上旬 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

町ぐるみ健診の申込書を
全戸配布し骨粗鬆症検
診、歯周病検診、子宮頸
がん検診を含むその他が
ん検診、特定基本健診の
周知と受診勧奨を実施。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723

28

からだすっきり教室 加西市 健康福祉会館
２階　健康指導室・栄
養指導室

3月1日 午前 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

特定保健指導の初回面接実施
者に対し、中間評価を実施。
(動機づけ支援の者に対しても
計画の進捗状況の確認と必要
時には計画の変更を実施。)
また、生活習慣改善のための
運動・栄養指導(実習)を実
施。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8724

29

４か月児健康診査 加西市 加西市健康福祉会館
2階　おひさまルーム

3月7日 午後 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

子育て中の女性に対し、
子宮頸がん検診をはじめ
各検診の受診勧奨を実
施。
また、会場に女性の健康
週間のポスターを掲示
し、周知する。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8725

30

スマイル健康相談 加西市 加西市健康福祉会館 3月4日 午後 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

健診結果をもとに医師・保健
師・管理栄養士・運動指導員
が生活改善に向けての個別相
談を実施。
また、会場に女性の健康週間
のポスターを掲示し、周知す
る。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8726
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31

パパママクラブ 加西市 加西市健康福祉会館 3月7日 13：30～15：
00

加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

妊婦とその夫を対象に
沐浴の練習と妊婦体験
を実施。妊娠期、産後
の精神面の変化と夫の
サポートの大切さなど
を伝えている。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8727

32

母子健康手帳の交付 加西市 加西市健康福祉会館
１階　健康課窓口

3月1日～3月
8日
（3月5日、6
日を除く）

8：30～17：15 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

母子健康手帳と妊婦健診
助成券の交付。
交付時に、歯科検診の勧
奨や喫煙・受動喫煙が胎
児に及ぼす影響について
の教育、健康相談を実
施。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8728

33

子育て講演会 養父市 兵庫県養父市
　やぶ保健センター

3月9日(水) 10時～11時
30分

養父市ホーム
ページ（今後掲載
予定）

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167

子育て中の親や子育てに
興味のある市民を対象
に、子育て講座を開設。
子どもへのかかわり方の
ヒント、不安や疑問の解
消、交流などを目的に開
催。

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167

34

笑いと健康お届け隊
養成講座（高齢女性
が参加）

養父市 兵庫県養父市シル
バー人材センター

3月8日(火) 13時30分～
15時30分

なし 兵庫県養父市　健康課
079-662-3168

市シルバー人材センター会員
に対し、フレイル予防教室の
指導者として活躍するための
指導者養成を実施。運動、栄
養、社会プログラムの習得と
教室運営について実習等を実
施。

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167

35

子育て講演会 養父市 兵庫県養父市
　やぶ保健センター

3月9日(水) 10時～11時
30分

養父市ホーム
ページ（今後掲載
予定）

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167

子育て中の親や子育てに
興味のある市民を対象
に、子育て講座を開設。
子どもへのかかわり方の
ヒント、不安や疑問の解
消、交流などを目的に開
催。

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167

36

笑いと健康お届け隊
養成講座（高齢女性
が参加）

養父市 兵庫県養父市シル
バー人材センター

3月8日(火) 13時30分～
15時30分

なし 兵庫県養父市　健康課
079-662-3168

市シルバー人材センター会員
に対し、フレイル予防教室の
指導者として活躍するための
指導者養成を実施。運動、栄
養、社会プログラムの習得と
教室運営について実習等を実
施。

兵庫県養父市　健康課
079-662-3167
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37

定期健康相談 南あわじ市 ・南あわじ市保健セン
ター
・南あわじ市役所

2017/3/1

2017/3/6

9：00～10：30

9：00～10：30

兵庫県南あわじ市健康
課

健康相談に来所した女性へ、
生活習慣予防に関する相談と
乳がん検診、子宮頸がん検診
等の啓発を実施

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

38

沼島いずみ会 南あわじ市 沼島総合センター 3月2日 9：30～12：00 兵庫県南あわじ市健康
課

沼島いずみ会員へ、乳が
ん検診、子宮頸がん検診
等の啓発を実施（いずみ
会の災害時に役立つ食の
研修会に併せて実施す
る）

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

39

乳幼児健診・相談 南あわじ市 南あわじ市保健セン
ター

2017/3/1～
2017/3/31

兵庫県南あわじ市健康
課

乳幼児健診・相談に来所
した保護者へ、乳がん検
診・子宮頸がん検診等の
リーフレットを配布し啓
発実施

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

40

防災タワーを活用した
啓発

南あわじ市 オニオンタワー 2017/3/1～
2017/3/31

兵庫県南あわじ市健康
課

市防災タワーの電光掲示
板を利用し、乳がん検
診・子宮頸がん検診の啓
発勧奨を実施

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

41

ケーブルテレビで放
送

南あわじ市 ケーブルテレビ 2017/3/1～
2017/3/31

兵庫県南あわじ市健康
課

ケーブルテレビで乳がん
検診・子宮頸がん検診に
ついての静止画番組の放
送

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

42

「女性の健康週間」の
周知（広報・ホーム
ページ等）

朝来市地域医療・健
康課

2017/3/1～
2017/3/8

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

広報やホームページ等
にて市民へ「女性の健
康週間」について周知

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269
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43

チラシの配布（乳幼児
健診・母子手帳交付）

朝来市地域医療・健
康課

朝来市保健センター 2017/3/1～
2017/3/8

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

乳幼児健診に来所され
た保護者や母子健康手
帳の交付に来所された
妊婦へ健診に関するチ
ラシや喫煙に関するチ
ラシを配布

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

44

「女性の健康週間」の
周知（広報・ホーム
ページ等）

朝来市地域医療・健
康課

2017/3/1～
2017/3/8

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

広報やホームページ等
にて市民へ「女性の健
康週間」について周知

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

45

チラシの配布（乳幼児
健診・母子手帳交付）

朝来市地域医療・健
康課

朝来市保健センター 2017/3/1～
2017/3/8

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

乳幼児健診に来所され
た保護者や母子健康手
帳の交付に来所された
妊婦へ健診に関するチ
ラシや喫煙に関するチ
ラシを配布

朝来市地域医療・健康
課
079-672-5269

46

健康づくり推進委員
会支部研修会

淡路市健康増進課 ふるさとセンター
しづのおだまき館
東浦すこやかセン
ター

3月1日
3月6日
3月7日

13:30～15:30
18:30～20:30
1:30～15:30

淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

健康づくり推進委員を
対象とした生活習慣病
予防

淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

47

いずみ会支部研修会 淡路市健康増進課 東浦すこやかセン
ター
北淡センター

3月7日 9:30～12:30 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

いずみ会員を対象とし
た生活習慣病予防

淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

48

健康づくり推進委員
会東浦支部研修会

淡路市健康増進課 3月7日 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

健康づくり推進委員を
対象とした生活習慣病
予防

淡路市役所健康増進課
0799-64-2541
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49

地域健康サロン事業 加東市市民生活部健
康課

常田公民館 3月1日（水） 10:00～12:00 兵庫県加東市健康課
（保健センター）

事業参加者へチラシを
配布し、集団指導時に
健康の大切さを伝え、
検診の受診勧奨を行
う。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800

50

2歳児育児教室 加東市市民生活部健
康課

加東市保健センター 3月2日（木） 9:00～11:00 http://www.city.k
ato.lg.jp/kakukan
ogoannai/shimins
eikatsubu/kenko
ka/ikuji/1454058
608406.html

兵庫県加東市健康課
（保健センター）

2歳児を持つ保護者へ
チラシを配布し、集団
指導時に健康の大切さ
を伝え、女性がん検診
の受診勧奨を行う。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800

51

ヘルスアップ（自主活
動支援）教室

加東市市民生活部健
康課

東条公民館 3月2日（木） 13:30～15:00 http://www.city.k
ato.lg.jp/kakukan
ogoannai/shimins
eikatsubu/kenko
ka/kyoushitu/14
55789303361.htm
l

兵庫県加東市健康課
（保健センター）

教室参加者へチラシを
配布し、集団指導時に
健康の大切さを伝え、
検診の受診勧奨を行
う。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800

52

婦人科検診（子宮頸
がん検診、乳がん検
診、骨粗しょう症検
診）

猪名川町 猪名川町保健セン
ター

2017/3/2　9
時～15時30
分受付

9時～15時30
分受付

郵送にて個人通
知

猪名川町生活部住民保
険課健康づくり室（保健
センター）℡072-766-
1000

検診の実施と乳がん検診自己
検診の普及－子宮頸がん検診
（20歳以上：細胞診）、乳が
ん検診（30歳以上40歳未満：
視触診、40歳以上：視触診・
マンモグラフィ―検査）、骨
粗しょう症検診（30歳以上女
性：超音波検査）

猪名川町生活部住民保
険課健康づくり室（保健
センター）℡072-766-
1000

53

女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康福祉課 アスパル 3/1～3/8 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：来所者
内容：ポスター掲示・
チラシ配布による啓発

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

54

女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康福祉課 アスパル 3月1日
3月8日

9:30～11:00
15：30～17:00

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

3月1日対象：10ヶ月児
教室参加者
3月8日対象:母子手帳
交付来場者
内容：チラシ配布によ
る啓発

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151
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55

テレビによる周知 多可町健康福祉課 町全域 3/1～3/8 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：全住民
内容：たかテレビ文字
放送による周知

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

56

女性の健康づくりセミ
ナー

稲美町健康福祉課 稲美町いきがい創造
センター

7月16日 13：30～15：
00

稲美町健康福祉課
℡079-492-9138

テーマ：女性特有の病
気「乳がん」
講師：産婦人科医
毎年女性の健康習慣時期に開
催していましたが、がん検診
の啓発も兼ねて今年度以降春
～夏開催予定

稲美町健康福祉課
℡079-492-9138
E-mail:
kenko-h@town.hyogo-
inami.lg.jp

57

町広報紙掲載 神河町 町広報紙 神河町役場　健康福祉
課

女性特有の疾患につい
て知識の普及

神河町健康福祉課
0790－32－2421

58

婦人セット健診 神河町 公立神崎総合病院 3月3日 13:30～ 神河町役場　健康福祉
課

子宮がん・乳がん・骨
粗鬆健診の実施

神河町健康福祉課
0790－32－242１

59

すくすく教室 神河町 神崎支庁舎 3月3日 13:30～15：
30

神河町役場　健康福祉
課

子育て中の母親への健
康相談

神河町健康福祉課
0790－32－242１

60

てくてく教室 神河町 町内 3月6日 10:00～ 神河町役場　健康福祉
課

中高年女性に対する運
動実践指導

神河町健康福祉課
0790－32－242１
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61

3歳児健診 太子町 太子町保健福祉会館 3月1日 13：30～14：
15

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/kod
omokenshin/142

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

健診で来所された保護
者へ、乳がん自己検診
及び乳・子宮がん検診
の受診勧奨(乳がんモ
デルの設置、チラシ配
付と声かけ）

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

62

1歳6か月児健診 太子町 太子町保健福祉会館 3月8日 13：30～14：
15

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/kod
omokenshin/142

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

健診で来所された保護
者へ、乳がん自己検診
及び乳・子宮がん検診
の受診勧奨(乳がんモ
デルの設置、チラシ配
付と声かけ）

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

63

こころの健康相談 太子町 太子町保健福祉会館 3月2日 13：30～16：
30

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/kenko_
fukushi/kennkoui
ryou/142415691
2884.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

町民を対象とし、相談
支援専門員によるここ
ろの悩み相談

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

64

ママスクール
コース2

太子町 太子町保健福祉会館 3月2日 9：30～12：30 http://www.town.hy
ogo-
taishi.lg.jp/kenko_fu
kushi/kosodatekura
si/inninnsinnsyu/14
24139368165.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

妊婦対象に、妊娠中の
食生活と離乳食につい
ての講義と調理実習

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

65

まちの保健室 太子町 太子町保健福祉会館 3月6日 9：30～11：30 http://www.town.hy
ogo-
taishi.lg.jp/soshikika
rasagasu/sawayaka
/ninnsinnsyusan/ko
domo/1423471660
439.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

健康や育児に関しての
相談

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

66

乳がん検診 太子町 太子町保健福祉会館 3月6日 13：00～14：
45

追加日程の為掲
載なし

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

受診者へ乳がん自己検
診の勧奨(乳がんモデ
ルでの体験・チラシ配
付）

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630
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67

ラジオ体操講習会 太子町 太子町立町民体育館 3月3日 9：30～11：30 http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/kenko/1481
256738631.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

ラジオ体操の講習、い
きいきウォーク登録事
業の開催

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

68

第2回
さよう健康フェスティ
バル
健康講演会

佐用町 佐用郡佐用町
「さよう文化情報セン
ター」

平成29年1月
29日（日）

13:30～15:00 kenko@town.sayo
.lg.jp

佐用町健康福祉課
0790-82-0661
佐用町生涯学習課
0790-82-3336

前・全日本女子ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ監督の眞鍋政義さ
んによる「逆転発想の
勝利学」と題し組織ﾏ
ﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ、女性を輝か
せるﾃｸﾆｯｸを講演

佐用町健康福祉課
0790-82-0661

69

子どもを事故とむし歯
から守る講演会

香美町 香美町香住文化会館
大会議室

3月14日 13:30～15:40 香美町健康課
０７９６－３６－１１１４
（直通）

子育て中の女性を対象
にした子育て講演会で
の女性の健康週間及び
がん検診についての啓
発

香美町健康課
０７９６－３６－１１１４
（直通）

70

女性の健康相談 香美町 香美町子育て世代包
括支援センター

3月1日～8日 8:30～17:15 香美町健康課
０７９６－３６－１１１４
（直通）

全町民を対象にした、
女性の健康に関する相
談及び啓発

香美町健康課
０７９６－３６－１１１４
（直通）
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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

71

３歳児聴覚健康診査 新温泉町 兵庫県新温泉町公立
浜坂病院

3月1日 13：00～ 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

３歳児聴覚健康診査に
来所した保護者に対
し、女性の健康づくり
について保健指導を行
う

新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

72

乳児相談（１０ヶ月児
相談）

新温泉町 兵庫県新温泉町保健
福祉センター　すこや
か～に

3月2日 9：30～10：30 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2941

乳児相談に来所した保
護者に対し、保健指導
を行う

新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2941

73

７ヶ月児健康診査 新温泉町 兵庫県新温泉町保健
福祉センター　すこや
か～に

3月2日 13：00～ 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2942

７ヶ月児健康診査に来
所した保護者に対し、
保健指導を行う

新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2942

74

女性の健康週間ＰＲ
ポスターの掲示

西宮市地域保健課 市内各所の広報掲示
板

2017/3/5～
2017/3/15

西宮市地域保健課
0798-35-3310

市内200ヶ所の広報掲
示板に女性の健康週間
ＰＲポスターを掲示。

西宮市地域保健課
0798-35-3310

75

女性のがん検診併設
健康相談

西宮市地域保健課 北口保健福祉セン
ター検診施設

2017/3/1～
2017/3/30の
水・木曜日
（曜日により
実施内容が
異なる）

午後 西宮市地域保健課
0798-35-3310

女性検診（乳がん、子
宮頸がん、骨祖しょう
症）実施時に併設して
保健師栄養士による健
康相談を実施。（木曜
日：保健師、水曜日：
栄養士）

西宮市地域保健課
0798-35-3310

76

女性の健康づくりに関
する知識の普及啓発
活動

尼崎市 ①保健所・支所、女性
センタートレピエ、すこ
やかプラザ等
②尼崎市立すこやか
プラザ

①
3月1日～8日
②3月7日
（火）

②
10:00～11:00
15:00～16:00

予定
http://www.city.a
magasaki.hyogo.jp
/kenko/syokuzi/
026348.html

尼崎市保健所
健康増進課
栄養・歯科指導担当
電話（06）4869-3053

①パネル展示、ﾊﾟﾝﾌﾚｯ
ﾄ配布
②骨量測定会

尼崎市保健所
健康増進課
栄養・歯科指導担当
電話（06）4869-3053


