
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 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

－ ※「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 さんだ愛育班だより さんだ愛育班 三田市内 3月1日～3月
8日

宝塚健康福祉事務所
地域保健課
TEL ０７９７ｰ７２ｰ００５４

さんだ愛育班が配布す
る団体広報紙に女性の
健康に関する情報を掲
載　(800部)

宝塚健康福祉事務所
地域保健課
TEL ０７９７ｰ７２ｰ００５４

5 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月1日～3月
8日

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

4．日時



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4．日時

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）

加古川健康福祉事務
所加古川総合庁舎

2月2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

7 庁内放送 加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川健康福祉事務
所加古川総合庁舎

3月１日、5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 赤相いずみ会役員会 赤相いずみ会 赤穂健康福祉事務所 3月5日 10:30～12:00 赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)

関連団体に対する周知
および正しい知識の普
及

赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)

9 赤相栄養士会 赤相栄養士会 赤穂健康福祉事務所 3月5日 13:30～16:00 赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)

関連団体に対する周知
および正しい知識の普
及

赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)

10 給食施設協議会ワー
キング会議

給食施設協議会 赤穂健康福祉事務所 3月8日 14:00～16:30 赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)

関連団体に対する周知
および正しい知識の普
及

赤穂健康福祉事務所地
域保健課(０７９１－４３－
２３２１)



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
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11 自殺対策研修会 丹波健康福祉事務所 篠山市立丹南健康福
祉センター

3月1日 14:00～16:00 丹波健康福祉事務所
地域保健課
℡0795-73-3654

医療、介護、福祉、保
健関係者の研修の機会
にj女性の健康週間の
周知し、女性の健康に
ついてパンフレットを
配布する。

丹波健康福祉事務所
地域保健課
℡0795-73-3654

12 篠山･丹波いずみ会
会長連絡会

篠山･丹波いずみ会 丹波健康福祉事務所 3月8日 9:30～11:30 丹波健康福祉事務所
健康管理課
℡0795-73-3765

いずみ会の会長
女性の健康、栄養につ
いて話をする。

丹波健康福祉事務所
健康管理課
℡0795-73-3765

13 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

3月1日～3月
8日

(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

14 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

15 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

3月1日～3月
8日

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
検診方法の啓発等、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
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８．連絡先4．日時

16 「あかし女性応援ねっ
と」フェイスブックを活
用した情報発信

「あかし女性応援ねっ
と」（事務局：明石市
男女共同参画課）

3月1日～3月
8日

https://www.face
book.com/akashi.
jyosei.ouen.net

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5613

フェイスブックを利用
した女性の健康に関す
る情報提供

兵庫県明石市男女共同
参画課
TEL　078-918-5613
danjyo@city.akashi.lg.jp

17 「ウィズフェス2018」女
性の活躍推進ブース
での情報提供

一般財団法人明石コ
ミュニティ創造協会／
ひょうごふるさとづくり
交流会議

複合型交流拠点ウィ
ズあかし（アスピア明
石北館）

3月4日 10:00～16:00 http://www.a-
machi.jp/center/
event/

複合型交流拠点ウィズ
あかし
　
TEL　078-918-5603

男女共同参画セン
ター、生涯学習セン
ター、市民活動支援セ
ンター機能が一体化し
た複合型交流拠点
「ウィズあかし」の開
設一周年記念イベント
である『ウィズフェス
2018」において、女性
の活躍推進ブースでの
情報提供

兵庫県明石市男女共同
参画課
TEL　078-918-5613
danjyo@city.akashi.lg.jp

18 3歳児健康診査 芦屋市 芦屋市保健センター 3月1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

19 いきいき百歳体操 加古川市 健康課 ・加古川市 大国団地
集会所
・加古川市 コープの
つどい場
・加古川市 水足公民
館

3月5日（月）

3月6日（火）

3月7日(水)

10:00～11:30

13:00～15:00

9:30～12:00

http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/werunesuk
enkojoho/143339
8036288.html

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

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

20 特定保健指導 加古川市 健康課 加古川市 青少年女
性センター

3月5日（月） 10:00～11:30 http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/seijinkenshi
n/141602773077
4.html

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

参加者を対象に、女性
の健康に関してのリー
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
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（事業の告知先）
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８．連絡先4．日時

21 いずみ会中央研修・
理事会

加古川市 健康課 加古川市 青少年女
性センター

3月6日（火） 9:00～15:00 http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/kenkozukur
i/1418541959971
.html

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

参加者を対象に、女性
の健康に関してのリー
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

22 巡回健康相談 加古川市 健康課 ・加古川市 志方公民
館
・加古川市 イオン加
古川店

3月7日（水）

3月8日(木)

10:00～11:30

11:00～14:00

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

参加者を対象に女性の
健康に関してのリーフ
レットを配布し、普及
啓発を行う。

加古川市 健康課
℡：079－427－9215

23 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７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

24 乳がん・子宮がん検
診を受けられました
か？

西脇市 西脇市 3月1日～3月
8日掲載予定

兵庫県　西脇市　健康課
0795-22-3111

女性の健康週間期間
に、再度ホームページ
にがん検診（子宮が
ん・乳がん）を掲載

兵庫県　西脇市　健康課
0795-22-3111

25 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1日
3月5日
3月7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

兵庫県　宝塚市　健康推
進課
℡0797-86-0056
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26 乳児健診 三木市健康福祉部健
康増進課

三木市
吉川健康福祉セン
ター

3月1日 13～14時 http://www2.city.
miki.lg.jp/miki.nsf
/doc/7B891B460
B16653349256C6
B0019423A?Ope
nDocument

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。

三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

27 妊産婦乳幼児健康相
談

三木市健康福祉部健
康増進課

三木市
吉川健康福祉セン
ター

3月1日 14～15時 http://www2.city.
miki.lg.jp/miki.nsf
/doc/537941D91
230FAC449256E
3300354E1E?Ope
nDocument

三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

乳幼児等の育児相談に
来所された母に対し、
相談窓口等のちらしを
配布する。

三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

28 体力効果テスト 三木市健康福祉部健
康増進課

三木市
総合保健福祉セン
ター

3月6日 18～20時 なし
（トレーニング
ルームに掲示）

三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

体力測定室（トレーニ
ングルーム）利用者に
体力測定を実施。受動
喫煙に関するパンフ
レットを配布する。

三木市
健康福祉部健康増進課
TEL 0794-86-0900

29 女性のための相談
①電話相談

②面接相談

男女共同参画セン
ター

三木市
男女共同参画セン
ター

①
3月1日(木)
②
3月6日(火)

①
木:13～16時
火:10～12時
②
木:10～12時
火:13～16時

http://www2.city.
miki.lg.jp/miki.nsf
/39f1c87d0d4469
0349256b000025
811d/5e00124a0
8e3b3aa49257c9
000277f68?Open
Document

三木市
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、性的少数者、
生き方についてなどの
悩み相談

三木市
男女共同参画センター
TEL　0794‐89‐2331

30 1歳6か月健康診査 高砂市 高砂市保健センター 3月2日 高砂市保健センター
079-443-3936

1歳6か月児健診受診者
の保護者に、健診、が
ん検診等についての普
及啓発、リーフレット
配布

高砂市健康増進課
TEL079-443-3936
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31 第13回高砂市健康増
進フォーラム

高砂市健康推進協議
会

高砂市保健センター２
階中ホール

3月3日 高砂市保健センター
079-443-3936

講演会、健口劇、体力
測定会、お口の中のう
るおい度チェック、乳
がん触診体験等普及啓
発、リーフレット配布

高砂市健康増進課
TEL079-443-3936

32 母子保健推進員研修
会

高砂市 高砂市保健センター ３月８日午後 高砂市保健センター
079-443-3936

母子保健推進員対象の
研修会
「地域で支える子育て
支援」

高砂市健康増進課
TEL079-443-3936

33 母子健康手帳の交付 高砂市 高砂市保健センター 平日8:30～
17:16

高砂市保健センター
079-443-3937

母子健康手帳と妊婦健
診助成券交付、交付時
に妊婦健康相談を実施

高砂市健康増進課
TEL079-443-3937

34 骨粗しょう症検診 川西市健幸政策室 保健センター 3月7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

川西市健幸政策室
Tel:072-758-4721

35 子宮頸がん検診 川西市健幸政策室 保健センター 3月7日 13:30～14:30 http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健幸政策室
Tel:072-758-4721

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

川西市健幸政策室
Tel:072-758-4721
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36 乳がん検診 川西市健幸政策室 保健センター 3月1日 9:00～10:00
13:00～14:30

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

川西市健幸政策室
Tel:072-758-4721

対象：40歳以上
費用：1,000円(70歳以
上等免除)
定員：60名
※事前予約必要
※2年に1回の隔年受診

川西市健幸政策室
Tel:072-758-4721

37 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

38 スマイル健康相談 加西市 加西市健康福祉会館 3月7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。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8726

39 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6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。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8725

40 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3日、4
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
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41 健康相談 丹波市 ・丹波市役所柏原支
所
・丹波市役所市島支
所
・丹波市役所山南住
民センター

3月1日

3月6日

3月7日

9:30～11：30 丹波市健康課（０７９５－
８２－４５６７）

対象者：希望者（予約
制）
内容：健康相談

丹波市健康課（0795－
82－4567）

42 女性の健康週間ポス
ター掲示（厚生労働省
作成）

丹波市 丹波市氷上保健セン
ター

３月 丹波市健康課（0795－
82－4567）

43 高校生食育講座 丹波市 兵庫県立氷上西高校 3月7日 丹波市健康課（０７９５－
８２－４５６７）

高校生を対象に、バラ
ンスのとれた食事、適
正摂取カロリーについ
ての講義。和食の調理
実習。

丹波市健康課（0795－
82－4567）

44 定期健康相談 南あわじ市 南あわじ市役所 3月12日 9：00～15:00 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

45 沼島いずみ会

西淡いずみ会

南あわじ市いずみ会 沼島総合センター

松帆活性化センター

3月1日

3月9日

9：30～12：00
9：30～12：00

兵庫県南あわじ市健康
課

沼島いずみ会員と西淡
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

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218
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46 沼島愛育班 南あわじ市愛育班 沼島総合センター 3月15日 9：30～11：00 兵庫県南あわじ市健康
課

沼島愛育班印へ乳がん
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

47 乳幼児健診・相談 南あわじ市 南あわじ市保健セン
ター

3月1日～31
日

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

48 防災タワーを活用した
啓発

南あわじ市 オニオンタワー 3月1日～8日 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

49 南あわじ市広報掲載 南あわじ市 3月1日発刊 兵庫県南あわじ市健康
課

広報へ「女性の健康週
間」の記事と、骨粗
しょう症の記事を掲載

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218

50 特定保健指導 南あわじ市 中央公民館 3月8日 兵庫県南あわじ市健康
課

特定保健指導参加者へ
女性の健康に関する
リーフレット等を配布
し啓発実施

兵庫県南あわじ市健康
課
℡0799-43-5218
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51 「女性の健康週間」の
周知

朝来市地域医療・健
康課

広報・ホームページ等 3月1日～3月
8日

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

52 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 3月1日～3月
8日

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、がん健診に関
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

53 いずみ会支部研修会 淡路市いずみ会
（東浦支部・津名支
部・岩屋支部）

・（東浦支部）東浦す
こやかセンター
・（津名支部）防災あ
んしんセンター
・岩屋支部）岩屋保健
センター

・（東浦・津名
支部）3月6日
・（岩屋支部）
3月8日

9:30～12:00 awaji_kenkouzous
hin@city.awaji.lg.j
p

兵庫県淡路市健康増進
課

いずみ会会員に対し、
市の栄養士が自分の健
康について「食事量か
ら食事の実態を見る」
をテーマに健康教育を
行う

兵庫県淡路市健康増進
課　　 TEL　0799－64－
2541

54 津名支部健康づくり
推進委員研修会

淡路市健康づくり推
進委員会

しづのおだまき館 3月1日 18:30～20:00 awaji_kenkouzous
hin@city.awaji.lg.j
p

兵庫県淡路市健康増進
課

健康づくり推進委員に
対し、市の保健師が2
年間を通じて、生活習
慣病予防を目的に健康
づくり教室を開催して
いる。

兵庫県淡路市健康増進
課　　 TEL　0799－64－
2541

55 地域健康サロン事業 加東市市民生活部健
康課

兵庫県加東市　常田
公民館

3月1日（木） 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
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56 2歳児育児教室 加東市市民生活部健
康課

兵庫県加東市　保健
センター

3月1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

57 ヘルスアップ教室（自
主活動）

加東市市民生活部健
康課

・社公民館
・滝野総合公園体育
館スカイピア
・社武道館
・東条公民館

3月7日（水）

3月8日（木）

9:30～10:30
11:00～12:00

10:00～11:00
13:30～14:30

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
健診の受診勧奨や、生
涯にわたる運動を含め
た健康づくりの大切さ
を伝える。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800

58 乳幼児相談 たつの市 御津保健センター 3月8日 13：00～14：
30

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

御津保健センター
079－322－3496

乳幼児相談時に参加の
母親に、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。

御津保健センター
079－322-3496

59 婦人がん検診 たつの市 たつの市はつらつセ
ンター

3月1日 13：00～15：
30

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

たつの市健康課
0791－63－2112

婦人がん検診受診者
に、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

60 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

3月8日　9:00
～16:00受付

9:00～15:30
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
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61 女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康課 アスパル 3/1～3/8 多可町健康課
TEL0795-32-5121

対象：来所者
内容：ポスター掲示・
チラシ配布による啓発

多可町健康課
TEL0795-32-5121

62 女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康課 アスパル 3月8日 9:30～11:30 多可町健康課
TEL0795-32-5121

対象：2歳児教室参加
者
内容：チラシ配布によ
る啓発

多可町健康課
TEL0795-32-5121

63 女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康課 アスパル 3月7日 10:00～12:30 多可町健康課
TEL0795-32-5121

対象：糖尿病予防教室
参加者
内容：チラシ配布によ
る啓発

多可町健康課
TEL0795-32-5121

64 女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康課 アスパル 3月7日 19：00～21：
00

多可町健康課
TEL0795-32-5121

対象：地域包括ケア
フォーラム
内容：参加者へチラシ
配布約300人

多可町健康課
TEL0795-32-5121

65 町広報紙掲載 神河町 町広報紙 神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421

女性特有の疾患につい
て知識の普及

神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421
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66 すくすく教室 神河町 神崎支庁舎 3月2日 13:30～15：
30

神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421

子育て中の母親への健
康相談

神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421

67 てくてく教室 神河町 町内 3月8日 10:00～ 神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421

中高年女性に対する運
動実践指導

神河町役場　健康福祉
課
Tel:0790－32－2421

68 3歳児健診 太子町 太子町保健福祉会館 3月7日 13：30～14：
15

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/kod
omokenshin/142
3178835269.html

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

69 こころの健康相談 太子町 太子町保健福祉会館 3月1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

70 まちの保健室 太子町 太子町保健福祉会館 3月5日 9：30～11：30 http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/142
3471660439.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



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4．日時

71 『子どもが憧れる笑顔
の家族になろう』講演
会

香美町 香美町立香住区中央
公民館

3月18日 １３：３０～
１５：１５

香美町健康課
０７９６－３６－１１１４
（直通）

妊娠・子育て中の女性
を対象にした講演会で
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）

72 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）

73 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7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

74 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～ 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

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　0796-99-2940

75 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　0796-99-2940

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　0796-99-2940
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76 ２歳児歯科健康診査 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8日 13：00～ 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

２歳児歯科健康診査に
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　0796-99-2940

77 オアシスたんぽぽ 新温泉町 兵庫県新温泉健康福
祉事務所

3月6日 11：00～ 新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

精神障がいを持つ方の
デイケア。女性の参加
者に対し、保健指導を
実施。また調理実習も
する。

新温泉町健康福祉課健
康推進係
ＴＥＬ　0796-99-2940

78 生活習慣病相談 姫路市 姫路市保健所 3月6日 10：00～11：
30

http://www.city.h
imeji.lg.jp/s50/ho
kensho/

姫路市保健所　健康課
℡079-289-1697

対象：市民
内容：健康相談（保
健、栄養相談）

姫路市保健所健康課
℡079-289-1697

79 ポスター掲示による
啓発

姫路市 姫路市保健所 3/1～3/8 http://www.city.h
imeji.lg.jp/s50/ho
kensho/

姫路市保健所　健康課
℡079-289-1697

ポスター掲示 姫路市保健所健康課
℡079-289-1697

80 女性検診での講座 西宮市 北口保健福祉セン
ター検診施設

3月1日
3月8日

13:00～ http://www.nishi.
or.jp

西宮市地域保健課
0798-64-5097

女性検診の待合い時間
を活用して、市民が女
性特有の疾病や更年期
に起きる身体の変化を
学び、予防や対応がで
きるようにミニ講座を
実施する。

西宮市保健所
地域保健課
0798-35-3310
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81 女性検診併設健康相
談

西宮市 北口保健福祉セン
ター検診施設

3月1日
3月8日

13:00～ http://www.nishi.
or.jp

西宮市地域保健課
0798-64-5097

女性検診の待合い時間
を活用して、女性特有
の疾病や更年期につい
ての個別相談を実施
し、市民が予防や対応
ができることを目的と
している。

西宮市保健所
地域保健課
0798-35-3310

82 女性検診併設栄養相
談

西宮市 北口保健福祉セン
ター検診施設

3月7日 13:00～ http://www.nishi.
or.jp

西宮市地域保健課
0798-64-5097

女性検診の待合い時間
を活用して、女性特有
の疾病や更年期に関連
した栄養相談を実施し
ている。

西宮市保健所
地域保健課
0798-35-3310

83 女性の健康づくり週
間PRポスターの掲示

西宮市 市内掲示板（200箇
所）

3月5日～ http://www.nishi.
or.jp

西宮市地域保健課
0798-35-3310

女性の健康づくり週間
のポスターを自主作製
し市内広報掲示板に掲
示する。

西宮市地域保健課
0798-35-3310

84 「ほけんしょ情報広
場」の放送（さくらFM）

西宮市 西宮市内 3月5日 13：00～13：
10

http://www.nishi.
or.jp/

西宮市健康増進課
0798-26-3667

地域FMラジオで週1回
健康情報発信番組（ほ
けんしょ情報広場：週
1回10分間放送）にて
女性の健康について普
及啓発を行う予定。

西宮市保健所
健康増進課
0798-26-3667


