
平成29年度 女性の健康週間における取組の概要 別紙様式

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 女性の健康相談 岩沼市 岩沼市保健センター 随時（完全予
約制・個別対
応）

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347

市民（女性）に対し、
女性特有の生活習慣病
や体調不良などの相談
に応じる

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347

2 がん予防の普及啓発 岩沼市 市内各所（公的機関、
医療機関、検診会
場、乳幼児健診会場
など）

通年 岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線345

市民（女性）に対し、
様々な場所・手段での
広報活動を通じ女性特
有のがんについて検診
受診・早期発見、早期
治療の大切さについて
啓発普及

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線345

3 妊婦の喫煙・受動喫
煙による胎児への影
響に関する周知

岩沼市 岩沼市保健センター 通年（母子手
帳交付時及
び新生児産
婦訪問時）

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347
～349

妊婦・産婦に対し、胎
児及び乳幼児に対する
たばこの煙の影響に関
する周知を行うもの

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347
～349

4 禁煙に関するポス
ター掲示

岩沼市 岩沼市保健センター 通年 岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347
～349

市民に対し、たばこの
煙の影響について周知
を行うもの

岩沼市健康福祉部健康
増進課
0223（22）1111　内線347
～349

5 食生活改善推進員石
越分会研修会

登米市 宮城県登米市石越保
健センター

3月1日 10:00～13:00 登米市石越総合支所市
民課健康づくり係
0228-34-2113

食生活改善推進員に対
し、季節の行事食につ
いて、栄養士の講話

登米市石越総合支所市
民課健康づくり係
0228-34-2113

6 妊婦への禁煙の啓発 登米市 登米市内総合支所 随時 登米市健康推進課
0220-58-2116

母子健康手帳交付時、
妊婦に対し、リーフ
レットを渡し、たばこ
の健康被害・胎児に対
する受動喫煙について
啓発

登米市健康推進課
0220-58-2116

7 こころの元気サポート
活動支援事業

登米市 登米市迫保健セン
ター

3月6日 10:00～12：
00

登米市健康推進課
0220-58-2116

対象：傾聴グループ活
動実践者
内容：こころの健康づ
くり

登米市健康推進課
0220-58-2116

8 母子健康手帳交付時
の個別相談

栗原市 各保健推進室 随時 栗原市市民生活部健康
推進課
保健推進室

妊婦や家族の健康相談
を実施。また飲酒・喫
煙・受動喫煙について
啓発指導を行う。

宮城県栗原市健康推進
課
℡0228-22-0370

4．日時
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9 妊婦歯科健康診査 栗原市 市内各歯科医院 随時 栗原市市民生活部健康
推進課
保健推進室

妊婦の歯科健診を実
施。また歯科保健指導
を実施。

宮城県栗原市健康推進
課
℡0228-22-0370

10 乳幼児健診での保護
者への健康指導

栗原市 市内健診会場 ３月 栗原市市民生活部健康
推進課
保健推進室

乳幼児・保護者への健
康教育・養育指導を実
施。また飲酒・喫煙・
受動喫煙について啓発
指導を行う。

宮城県栗原市健康推進
課
℡0228-22-0370

11 「女性の健康相談」に
ついて市報掲載

宮城県健康推進課 市報「ひがしまつしま」 ３月１日号 宮城県健康推進課
電話：022-211-2623

女性医師による、女性
の健康増進に関する相
談。思春期や更年期の
身体的・精神的不調、
家庭や職場でのストレ
ス等で悩んでいる女性
の相談。

宮城県健康推進課
電話：022-211-2623

12 女性のがんに関する
啓発

東松島市健康推進課 矢本保健相談セン
ター、
各市民センター

随時 東松島市健康推進課
電話：0225-82-1111

乳がん検診、子宮がん
検診に関するパンフ
レットやポスターを矢
本保健相談センター、
各市民センターに設
置。

東松島市健康推進課
電話：0225-82-1111

13 妊婦の喫煙や受動喫
煙防止に関する啓発

東松島市健康推進課 矢本保健相談セン
ター

随時 東松島市健康推進課
電話：0225-82-1111

母子手帳交付時に妊婦
の喫煙や受動喫煙に関
するパンフレットを配
布。矢本保健相談セン
ター内にポスター掲
示。

東松島市健康推進課
電話：0225-82-1111

14 DVや家庭問題の相
談についての啓発

東松島市子育て支援
課

市役所庁舎内、
矢本保健相談セン
ター

随時 東松島市子育て支援課
電話：0225-82-1111

DVや家庭問題の相談や
相談先に関するパンフ
レットを各トイレや窓
口等に設置。

東松島市子育て支援課
電話：0225-82-1111

15 乳がん・子宮がん検
診啓発に関するポス
ター掲示やインフォ
メーションでの案内

大崎市 大崎市古川保健福祉
プラザ，三本木総合
支所

２月～３月 大崎市民生部健康推進
課，三本木総合支所市
民福祉課

乳がん・子宮がんにつ
いての情報や検診の必
要性の周知を行う。

宮城県大崎市
民生部健康推課
TEL0229－23－5311
三本木総合支所
市民福祉課
TEL0229-52-2114
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16 乳幼児健診会場へ女
性の健康づくりに関す
るパンフレットコー
ナーの設置

大崎市 大崎市古川保健福祉
プラザ

3月 大崎市民生部健康推進
課

乳幼児健診に来所した
保護者に向けて女性の
健康づくりや乳がん・
子宮がん検診普及に関
するパンフレットコー
ナーを設置する。

宮城県大崎市
民生部健康推課
TEL0229－23－5311

17 母子手帳交付時の個
別相談，スモーカライ
ザー測定

大崎市 健康推進課・市民福
祉課窓口

随時 大崎市民生部健康推進
課，各総合支所市民福
祉課

妊婦健診やタバコに関
する指導，母子の健康
に関する指導を行う。
喫煙歴がある妊婦や家
族で希望した方にはス
モーカライザー測定を
実施。

宮城県大崎市
民生部健康推課
TEL0229－23－5311

18 高齢期の女性のため
の健康教育
（100歳体操）

根岸親交会
（大崎市岩出山）

根岸集会所
（大崎市岩出山）

3月6日（火） 10：00
～11：30

岩出山総合支所市民福
祉課

高齢期の女性に対する
筋力運動について、健
康運動指導士による実
践指導・体力測定。

宮城県大崎市岩出山
総合支所市民福祉課
TEL0229－72－1214

19 「女性の健康相談事
業」周知

３月号ざおう広報誌掲
載

蔵王町保健福祉課
0224－33－2003

20 広報による「女性の健
康相談事業」の周知

柴田町役場 3月1日版
広報

柴田町役場健康推進課
０２２４－５５－２１６０

３月１日版広報に掲載 柴田町役場健康推進課
０２２４－５５－２１６０

21 母子手帳発行 亘理町健康推進課 亘理町役場西会議室 3月5日 ９：００～１０：
００

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４

妊娠中の女性に対し、
保健師・栄養士による
妊娠中の生活について
の健康講話

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４
kenkou21@town.watari.m
iyagi.jp

22 １２か月児相談 亘理町健康推進課 亘理町中央公民館 3月6日 ９：３０～１１：
３０

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４

子育て中の母親に対
し、管理栄養士による
食生活に関する健康講
話

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４
kenkou21@town.watari.m
iyagi.jp

23 ３歳６か月児健診 亘理町健康推進課 亘理町中央公民館 3月7日 １２：３０～１
５：００

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４

子育て中の母親に対
し、管理栄養士による
食生活に関する健康講
話

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４
kenkou21@town.watari.m
iyagi.jp
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24 ２歳６か月児歯科健
診

亘理町健康推進課 亘理町中央公民館 3月8日 ９：１５～１１：
３０

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４

子育て中の母親に対
し、管理栄養士による
食生活に関する健康講
話

亘理町健康推進課
０２２３－３４－０５２４
kenkou21@town.watari.m
iyagi.jp

25 ３～４か月児健診 松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.2(金） 午後0時30分
～3時

電話番号022-355-0703 乳児健診
・保護者の健康相談
・がん検診等の受診勧
奨

6に同じ

26 母子健康手帳交付 松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.5(月） 午前9：30
～11：00

電話番号022-355-0703 対象：母子健康手帳の
交付を希望する方
内容：保健師による個
別面談

6に同じ

27 健康相談 松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.5(月） 午前9：30
～11：00

電話番号022-355-0703 対象：町民の方
内容：保健師、栄養
士、歯科衛生士による
個別相談

6に同じ

28 ２歳６か月児歯科健
診

松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.6(火) 午後0時30分
～3時

電話番号022-355-0703 幼児健診
・保護者の健康相談

6に同じ

29 ３０分でＥ‐ｓｔｙｌｅクラブ 松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.1(木）、
H30.3.8(木）

1日2ｺｰｽ（午
前10：00
～11：00、午
後1：30～2：
30）

電話番号022-355-0703 対象：40～74歳の方
（特定健診対象者）
内容：運動指導、保健
師、栄養士による個別
相談

6に同じ

30 まつしまウォーキング
の会

松島町健康長寿課健
康づくり班

保健福祉センター H30.3.5(月） 午前10：00
～11：30

電話番号022-355-0703 対象：町民
内容：運動指導、保健
師、栄養士による個別
相談

6に同じ

31 母子健康手帳交付及
び妊婦面接

利府町保健福祉課 保健福祉センター 毎週金曜日
午後１時～１
時２０分受付

http://www.town.
rifu.miyagi.jp/ww
w/contents/1205
136894343/index
.html

利府町保健福祉課健康
づくり班

妊婦本人に対し、母子
健康手帳を交付すると
ともに、母子健康手帳
の使い方や、妊娠中の
過ごし方、食事、受動
喫煙防止等に関する講
話。

利府町保健福祉課健康
づくり班　022-356-1334

http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205136894343/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205136894343/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205136894343/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205136894343/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205136894343/index.html
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32 がん検診受診勧奨及
び情報提供

利府町保健福祉課 １８歳以上の方のいる
世帯へ全戸送付。

平成３０年１
月に全戸送
付及び、転
入者へは随
時配付。

利府町保健福祉課健康
づくり班

各種がん検診に関する
対象者や、検診内容等
について、１８歳以上
の方のいる世帯へ全戸
送付し受診勧奨。女性
特有のがん検診につい
ては、乳がん検診及び
子宮頸がん検診につい
て記載。

利府町保健福祉課健康
づくり班　022-356-1334

33 健康相談 利府町保健福祉課 利府町保健福祉セン
ター

毎月１回実
施

http://www.town.
rifu.miyagi.jp/ww
w/contents/1205
203925747/index
.html

利府町保健福祉課健康
づくり班

保健師、栄養士等の専
門職による、健康相
談。

利府町保健福祉課健康
づくり班　022-356-1334

34 ホームページ掲載 利府町保健福祉課 ２月中旬～３
月中旬

http://www.town.
rifu.miyagi.jp/ww
w/toppage/0000
000000000/APM
03000.html

利府町保健福祉課健康
づくり班

3/1～3/8まで、女性の
健康週間であることの
掲載

利府町保健福祉課健康
づくり班　022-356-1334

35 「女性の健康相談」利
府町広報紙掲載

宮城県女医会女性の
健康相談室

電話で予約時に伝え
られる

土日祝日を
除く、午前９
時～午後５
時

宮城県女医会女性の健
康相談室

女性医師が、思春期や
更年期の身体的・精神
的不調、家庭や職場で
のストレス等で悩んで
いる女性の相談に応じ
る。

090-5840-1993

36 乳がん検診 大和町保健福祉課 ・宮城県大和町「ひだ
まりの丘」
・宮城県大和町「南部
コミュニティセンター」

・ひだまりの
丘：
H30.3.5(月)
／3.6(火)／
3.8（木）

・南部コミュ
ニティセン
ター：
H30.3.4(日)
／3.7(水)

広報たいわ 大和町保健福祉課
健康づくり係

TEL：(022)345-7221
FAX：(022)345-7240
e-mail：
hukusi@town.taiwa.miyag
i.jp

対象
・30歳～39歳
・40歳以上の方(奇数
年齢)
内容
30歳～39歳の方:
問診、超音波検査
40歳～64歳の方:
問診、X線検査(2方向)
65歳以上の方：
問診、X線検査(1方向)

大和町保健福祉課
健康づくり係
TEL：(022)345-7221
FAX：(022)345-7240
e-mail：
hukusi@town.miyagi.jp

http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205203925747/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205203925747/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205203925747/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205203925747/index.html
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/1205203925747/index.html
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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

37 加美町出前健康講座 中新田創作部会 中新田福祉センター 3月7日 10:00～12：
00

宮城県加美町農林課
電話　0229-63-3111
（代）

中新田創作部会に所属
する高齢期女性を対象
に、高血圧、脂質異常
症の予防を目的として
健康教育と調理実習を
行う。

宮城県加美町保健福祉
課
電話　0229-63-7871
Ｅ-mail
ｋ-suishin@town.kami.
Miyagi.jp

38 禁煙・受動喫煙予防
対策について

涌谷町 涌谷町町民医療福祉
センター

通年 涌谷町健康課 母子手帳交付時に、妊
婦の禁煙、受動喫煙予
防について指導

涌谷町健康課
0229(43)5111

39 女性の健康週間パネ
ル展

青葉区保健福祉セン
ター

青葉区役所3階
健康づくり情報コー
ナー

2018/2/1～
2/28

8：30～17：00 青葉区保健福祉セン
ター家庭健康課
022-225-7211

女子の健康づくりに関
するリーフレット設置

40 あおば健康づくり講座
　寒さに負けない！体
ほぐし～血流改善ル
ンルンルン～

青葉区保健福祉セン
ター

青葉区役所2階
機能訓練室

2018/2/21 10：00～11：
30

青葉区保健福祉セン
ター家庭健康課
022-225-7211

講話と運動実技
20～50歳代女性（託児
付）

41 女性の健康づくり情
報提供

宮城総合支所 宮城総合支所1階 2018/3/1～
3/16

8：30～17：00 宮城総合支所保健福祉
課
022-392-2111

女子の健康づくりに関
するリーフレット設置

42 女性の健康週間パネ
ル展

若林区保健福祉セン
ター

若林区役所1階ロビー 2018/3/1～
3/8

8：30～17：00 若林区保健福祉セン
ター
家庭健康課
022-282-1111

女性の健康づくりに関
するパネル展示
リーフレット設置

43 関係機関と連携した
啓発

〃 区内児童館、市民セ
ンター、幼稚園　36か
所

2018/3/1～
3/8

8：30～17：00 若林区保健福祉セン
ター
家庭健康課
022-282-1111

子宮がん検診啓発ポス
ターの設置

44 女性の健康づくり啓
発のパネル展

〃 ①太白区役所１階ロ
ビー
②ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ(商業施
設）展示スペース

①2018/2/19
～2/23
②2018/3/2
～3/7

①8：30～17：
00
②10：00～
21：00

太白区保健福祉セン
ター
家庭健康課
022-247-1111

・女性の健康づくりに
関するパネル展，啓発
リーフレット設置
・心の健康づくりに関
するパネル設置，リー
フレット設置

45 女性の健康づくり啓
発のパネル展

秋保総合支所 秋保総合支所1階
ロビー

2018/3/1～
3/11

8：30～17：00 秋保総合支所保健福祉
課
022-399-2111

女性の健康づくりに関
するパネル展
リーフレット設置

仙台市健康福祉局
保健衛生部健康政策課
℡022-214-8198
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46 女性の健康づくり啓
発のパネル展

秋保総合支所 秋保総合支所1階
ロビー

2018/3/1～
3/16

8：30～17：00 秋保総合支所保健福祉
課
022-399-2111

女性の健康づくりに関
するパネル展
リーフレット設置

47 女性の健康づくり啓
発のパネル展

泉区保健福祉セン
ター

泉区役所東庁舎1階
健康づくり情報コー
ナー

2016/3/1～
3/30

8：30～17：00 泉区保健福祉センター
家庭健康課
022-247-1111

女性の健康づくりに関
するパネル展
リーフレット設置

仙台市健康福祉局
保健衛生部健康政策課
℡022-214-8198


