
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 健康相談 筑紫野市健康推進課 筑紫野市総合保健福
祉センター「カミーリ
ヤ」

通年
（月～金※祝
日は除く）

9時～12時
13時～17時

筑紫野市健康推進課
TEL：092-920-8611

健康づくりについて保
健師、管理栄養士、健
康運動指導士などの専
門職による相談。希望
日の一週間前までに要
予約

筑紫野市健康推進課
TEL：092-920-8611

2 女性の健康に関する
パンフレット配布

那珂川町 那珂川町保健セン
ター

2018/3/1～
2018/3/8

なし 那珂川町保健センター
℡092-953-2211

女性の健康に関するパ
ンフレット、資料の展
示や配布。

那珂川町保健センター
℡092-953-2211

3 妊娠期からの
ケア・サポート事業

福岡県筑紫保健福祉
環境事務所

福岡県筑紫総合庁舎 3月7日 １３：３０～
　　　１５：３０

福岡県筑紫保健福祉環
境事務所　健康増進課
健康増進係
℡０９２－５１３－５５８３

事例検討、情報交換 福岡県筑紫保健福祉環
境事務所　健康増進課
健康増進係
℡０９２－５１３－５５８３

4 乳がん・子宮頸がん
パンフレット配布

久山町 久山町ヘルスC&Cセ
ンター

3月1日～8日 久山町健康福祉課健康
係

乳がん・子宮頸がんの
基礎知識や検診啓発の
内容のパンフレットを
窓口にて配布

久山町ヘルスC&Cセン
ター健康福祉課
092-976-3377

5 女性の健康を応援し
ます！

福岡県粕屋保健福祉
事務所

同左 ３月１日から
３月８日まで

福岡県粕屋保健福祉事
務所
健康増進課健康増進係
092-939-1534

女性の健康に関する
リーフレットを期間
中、所内各種相談ス
ペースに配架

福岡県粕屋保健福祉事
務所
健康増進課健康増進係
092-939-1534

4．日時
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6 生涯を通じた女性の
健康支援研修会

糸島保健福祉事務所 福岡県糸島総合庁舎 平成30年3月
5日（火）

13:30～16:00 糸島保健福祉事務所
健康増進係
092-322-1439

＜対象＞
一般女性、母子保健事
業従事者
＜内容＞
講演「心が楽になるスト
レスマネジメント～強み
を生かして前向きに生き
よう～」

糸島保健福祉事務所
健康増進係
092-322-1439

7 健康づくりサポート教
室栄養編

中間市 中間市保健センター 3月8日（木） 受付9：00～
講座９：３０～
12：00

なし 中間市保健センター
℡０９３－２４６－１６１１

市民対象（参加者はほ
ぼ女性）に、食事のバ
ランスについて講話と
調理実習を行う。参加
費は食材料費400円。
3月1日（木）までの要
申込み。３月2日(金）
以降のキャンセルは参
加費発生。

中間市保健センター
℡０９３－２４６－１６１１

8 子宮頸がん検診 芦屋町　健康・こども
課　健康づくり係

斉藤シーサイド・レ
ディースクリニック、お
んが病院

3月1日～3月
8日

芦屋町　健康・こども課
健康づくり係　電話093-
223-3533

20歳以上の女性に対し
子宮頸がん検診を実施

芦屋町　健康・こども課
健康づくり係　電話093-
223-3533

9 乳がん検診 芦屋町　健康・こども
課　健康づくり係

芦屋中央病院 3月2日・3月5
～3月8日

芦屋町　健康・こども課
健康づくり係　電話093-
223-3533

40歳以上の女性に対し
乳がん検診を実施

芦屋町　健康・こども課
健康づくり係　電話093-
223-3533

10 リフレッシュ教室（運
動教室）

遠賀町 遠賀コミュニティーセ
ンター

3月8日 10:00～11:30 http://www.town.
onga.lg.jp/kenko/
kenkozukuri/kenk
ozukuri2.html

福岡県 遠賀町
健康こども課 健康対策
係
tel 093-293-1234

活習慣病予防を目的と
した運動教室。全住民
が対象だが、参加者は
女性が大部分。

福岡県 遠賀町
健康こども課 健康対策
係
tel 093-293-1234
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11 女性相談 宗像・遠賀保健福祉
環境事務所

宗像・遠賀保健福祉
環境事務所内　母子
相談室等

毎月第３金
曜日

13:00～16:00 munakataonga-
hhe@pref.fukuoka
.lg.jp

福岡県宗像・遠賀保健
福祉環境事務所　健康
増進課　健康増進係
０９４０－３７－４０７０

女性の健康全般に係る
面談による相談（要予
約）

福岡県宗像・遠賀保健
福祉環境事務所　健康
増進課　健康増進係
０９４０－３７－４０７０

12 女性相談専用電話 宗像・遠賀保健福祉
環境事務所

事務所内専用電話 随時 9:00～17:00 munakataonga-
hhe@pref.fukuoka
.lg.jp

福岡県宗像・遠賀保健
福祉環境事務所　健康
増進課　健康増進係
０９４０－３７－４０７０

女性の健康全般に係る
電話による相談

福岡県宗像・遠賀保健
福祉環境事務所　健康
増進課　健康増進係
０９４０－３７－４０７０

13 乳がん日曜検診 嘉麻赤十字病院 嘉麻赤十字病院 3月18日 9時から16時 嘉麻赤十字病院
℡0948-52-0861

嘉麻市乳がん個別検診
を日曜日に実施する。

嘉麻市役所健康課
℡0948-53-1104

14 女性の健康相談 　福岡県嘉穂･鞍手
　保健福祉環境事務
所

飯塚総合庁舎
(別館）

2018/3/7 13:30～16:30
（予約制）

http://www.pref.f
ukuoka.lg.jp/b01/
jyoseinokenkouso
udan.html

福岡県嘉穂･鞍手
保健福祉環境事務所
健康増進課  健康増進
係　　　℡0948-29-0277

更年期障害、思春期、
不妊について等、女性
特有の心身に関する問
題についての相談業務
を行う。

福岡県嘉穂･鞍手
保健福祉環境事務所
健康増進課　健康増進
係　　　℡0948-29-0277
 (専用電話）

15 広報あか 赤村 村内全体 3月1日 赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

女性の健康に関する
テーマ記事を掲載

赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)
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16 健康アドバイス教室 赤村 赤村保健センター 3月1日 10:30～14:30 赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

中高年の女性に対する
栄養指導と運動指導を
総合的に行う。健康
チェック(血圧測定・
個別面談)講師:保健
師・管理栄養士・運動
インストラクター

赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

17 運動教室 赤村 赤村保健センター 3月7日 13:30～15:00 赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

中高年の女性に対する
介護予防に重点をおい
た運動指導を行う。健
康チェック(血圧測
定・個別面談)講師:運
動インストラクター

18 ひとり暮らし高齢者見
守り弁当作り

赤村食生活改善推進
会

赤村住民センター 3月8日 9:00～12:00 赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

弁当作りを通して高齢
者の栄養についての意
見交換を行う。

赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

19 健康アドバイス教室 赤村 赤村保健センター 3月8日 10:30～14:30 赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

中高年の女性に対する
栄養指導と運動指導を
総合的に行う。健康
チェック(血圧測定・
個別面談)講師:保健
師・管理栄養士・運動
インストラクター

赤村役場住民課健康増
進係(℡0947-62-3000)

20 普及啓発 大任町 おおとう桜街道 平成30年
3月2日(金）

14:00～15:00 なし 福岡県　大任町
住民課　衛生係
0947－63－3003

乳がん・子宮がん啓発
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布

福岡県　大任町役場
住民課　衛生係
0947－63－3003
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21 パンフレットの掲示 福岡県 田川総合庁舎 ３月１日から
３月８日

終日 田川保健福祉事務所
健康増進課健康増進係

乳がん・子宮頸がんの
啓発パンフレットの掲
示

田川保健福祉事務所
健康増進課健康増進係
０９４７－４２－９３４５

22 広報おごおり3月1日
号
保健師だより

小郡市健康課
健康推進係

http://www.city.
ogori.fukuoka.jp/

小郡市健康課
健康推進係
0942‐72‐6666

女性の健康
月経トラブルについて

小郡市健康課
健康推進係
0942‐72‐6666

23 女性の健康教室 南筑後保健福祉環境
事務所

柳川総合庁舎
２階　大会議室

平成３０年３
月１３日(火)

14:00～16:00 なし 南筑後保健福祉環境事
務所
健康増進課健康増進係
０９４４－７２－２１８５

泌尿器科医師による講
演会および相談交流会
テーマ：「意外と多い
女性の頻尿・尿失禁」

南筑後保健福祉環境事
務所
健康増進課健康増進係
０９４４－７２－２１８５

24 血管年齢測定会
（特定保健指導）

行橋市 福岡県行橋市大字中
津熊501番　ウィズゆ
くはし

3月7，8，10
日

9時～15時 行橋市地域福祉課健康
づくり推進係

特定健診受診者のう
ち、測定会に参加する
女性に対して、乳がん
子宮がん検診チラシ配
布による受診勧奨

福岡県行橋市地域福祉
課健康づくり推進係
電話0930-23-8888

25 乳がん・子宮頸がん
パンフレット

苅田町 苅田町総合保健福祉
センター（パンジープ
ラザ）

通年 乳がん・子宮頸がんの
基礎知識や検診啓発の
パンフレットを窓口に
て配布。

苅田町総合保健福祉セ
ンター（パンジープラザ）
健康づくり担当
電話：０９３－４３４－５１
１５
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26 「女性のための健康
ガイド」パンフレット配
布

苅田町 苅田町総合保健福祉
センター（パンジープ
ラザ）

通年 女性の健康づくりに関
する知識普及パンフ
レットを窓口にて配
布。

苅田町総合保健福祉セ
ンター（パンジープラザ）
健康づくり担当
電話：０９３－４３４－５１
１６

27 乳がん・子宮頸がん
パンフレット配布

上毛町 上毛町役場
子ども未来課窓口

通年 福岡県　上毛町
子ども未来課　町民健康
係
TEL:0979-72-3111

乳・子宮頸がん検診啓
発パンフレットを窓口
にて配布。次年度の検
診の受診勧奨を同時に
行う。

福岡県　上毛町
子ども未来課　町民健康
係
TEL:0979-72-3111

28 「広報ちくじょう」に掲
載

築上町役場 築上町役場　住民課　健
康増進係
TEL:0930-52-0001

女性の健康週間につい
て周知し、健康診断や
がん検診の勧奨や生活
習慣について等を掲載
する。

築上町役場　住民課　健
康増進係
TEL:0930-52-0001

29 女性の健康塾
（ゆくはし健幸つなぎ
隊まつり）

ゆくはし健幸つなぎ隊 福岡県行橋市大字中
津熊５０１番　ウィズ
ゆくはし

2月24日 １０時～１５
時

行橋市地域福祉課
電話　０９３０－２３－８８
８８

ゆくはし健幸つなぎ隊
まつり来場者を対象
に、アロマセラピーの
実施や管理栄養士、保
健師による健康相談の
実施。

福岡県京築保健福祉環
境事務所健康増進課健
康増進係
電話　０９３０－２３－２６
９０

30 健康料理普及講習会 北九州市食生活改善
推進員協議会

市内各所 3月中 北九州市食生活改善推
進員協議会

正しい栄養知識普及の
料理教室
3月のテーマ：女性の
健康と食生活
（対象：市民）

保健福祉局健康推進課
093-582-2018
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31 女性のがん検診
（子宮頸がん、乳がん
検診）
※骨粗しょう症検査を
東保健所でのみ実施

福岡市東区健康課 福岡市東区役所別館
（東保健所）

なみきスクエア
（福岡市東区千早）

3月1日

3月6日

受付時間
8:30～10:30

9:30～12:00

福岡市東区保健福祉セ
ンター健康課
TEL 092-645-1078

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市東区保健福祉セ
ンター健康課
TEL 092-645-1078

32 女性のがん検診
（子宮頸がん，乳がん
検診）

福岡市博多区健康課 さざんぴあ博多
（福岡市博多南地域
交流センター：福岡市
博多区）

3月5日 受付時間
9:30～11:00

福岡市博多区保健福祉
センター健康課
TEL 092-419-1091

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市博多区保健福祉
センター健康課
TEL 092-419-1091

33 乳幼児健診での女性
の健康づくり（健診・
がん検診受診推進・
生活習慣病予防）に
ついての啓発

福岡市博多区地域保
健福祉課

福岡市博多区保健福
祉センター

3月7日 受付時間
13：00～14：
00

福岡市博多区保健福祉
センター地域保健福祉
課
電話092-419-1100

乳幼児健診来所した母
親を対象に健診やがん
検診・女性の健康づく
りに関する情報を掲載
した資料を配布する。

福岡市博多区保健福祉
センター地域保健福祉
課
電話092-419-1100

34 中央区女性の健康週
間「女性の健康づく
り」啓発パネル展

中央区健康づくり推
進実行委員会

あいれふ１階コミュニ
ティプラザ（福岡県福
岡市中央区）

3月1日～3月
8日

9：00～19：00 福岡市中央区保健福祉
センター健康課
℡：092-761-7340

「女性の健康づくり」
をテーマにした啓発パ
ネルの展示，啓発リー
フレットの配布

福岡市中央区保健福祉
センター健康課
℡：092-761-7340

35 女性のがん検診（乳
がん，子宮頸がん検
診）
骨粗しょう症検査

福岡市中央区健康課 福岡県福岡市中央区
保健福祉センター（中
央保健所）

3月2日 受付時間
8：30～10：30

福岡市中央区保健福祉
センター健康課
℡：092-761-7340

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市中央区保健福祉
センター健康課
℡：092-761-7340
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36 女性のがん検診
（子宮頸がん，乳がん
検診）
骨粗しょう症検査

福岡市南区健康課 福岡県福岡市南区保
健福祉センター（南保
健所）

3月5日 受付時間
8:30～10:30

http://www.city.f
ukuoka.lg.jp/hofu
ku/shika-
eiyo/health/kenk
o-
dukuri/gankenshi
nnadonogoannai.h
tml#2

福岡市
南区保健福祉センター
健康課
TEL092-559-5116

子宮頸がん（20歳以
上，子宮頚部の細胞
診）乳がん（40歳以
上，マンモグラフィ）
※受診は2年度に1階

福岡市
南区保健福祉センター
健康課
TEL092-559-5116

37 女性のがん検診
（子宮頸がん、乳がん
検診）
骨粗しょう症検査

福岡市城南区健康課 福岡県福岡市城南区
保健福祉センター（城
南保健所）

3月1日 受付時間
8：30～10：30

http://www.city.f
ukuoka.lg.jp/jona
nku/kenko/hoke
nsyo/gannkennsi
nn.html

福岡市城南区保健福祉
センター健康課
TEL092-831-4261

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市城南区保健福祉
センター健康課
TEL 092-831-4261

38 女性のがん検診
（子宮頸がん，乳がん
検診）
骨粗しょう症検査

福岡市早良区健康課 福岡県福岡市早良区
保健福祉センター（早
良保健所）

3月1日
3月6日

受付時間
8:30～10:30

福岡市早良区保健福祉
センター健康課
ＴＥＬ092-851-6012

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市早良区保健福祉
センター健康課
ＴＥＬ092-851-6012

39 子育てに関する配布
資料に「母の健康管
理（健診・がん検診受
診勧奨）」記載し配布

福岡市早良区地域保
健福祉課

福岡市早良区保健福
祉センター（早良保健
所）

3月6日
3月8日

受付時間
13：00～14：
00

福岡市早良区保健福祉
センター地域保健福祉
課
電話092-833-4363

乳幼児健診来所した，
母親を対象に健診やが
ん検診に関する情報を
掲載した資料を配布
し，受診勧奨を行う。

福岡市早良区保健福祉
センター地域保健福祉
課
電話092-833-4363

40 女性のがん検診
（子宮頸がん，乳がん
検診）
骨粗しょう症検査

福岡市西区健康課 福岡県福岡市西区保
健福祉センター（西保
健所）

さいとぴあ(福岡市西
部地域交流センター）

3月1日

3月6日

受付時間
8:30～10:30

受付時間
9:30～11：00

福岡市西区保健福祉セ
ンター健康課
ＴＥＬ092-895-7073

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市西区保健福祉セ
ンター健康課
ＴＥＬ092-895-7073

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/kenko/hokensyo/gannkennsinn.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/kenko/hokensyo/gannkennsinn.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/kenko/hokensyo/gannkennsinn.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/kenko/hokensyo/gannkennsinn.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/kenko/hokensyo/gannkennsinn.html
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41 「みらい予報体験会」 福岡市西区地域保健
福祉課

福岡市西区保健福祉
センター（西保健所）

3月5日 9：30～
　　　14：30

福岡市西区保健福祉セ
ンター地域保健福祉課
TEL092-895-7080

みらい予報を通じて健
康づくりに関する情報
提供、生活習慣改善指
導を実施する

福岡市西区保健福祉セ
ンター地域保健福祉課
TEL092-895-7080

42 女性のがん検診
（子宮頸がん、乳がん
検診）
骨粗しょう症検査

福岡市健康づくり
サポートセンター

福岡県福岡市健康づ
くりサポートセンター

3月4日 受付時間
9：00～10：00

http://www.kenk
ou-
support.jp/medic
al_exam/cancer/i
ndex.html

福岡市健康づくり
サポートセンター
TEL 092-751-2806

乳がん検診（40歳以
上，マンモグラフィと
視触診）子宮頸がん検
診（20歳以上，子宮頸
部の細胞診）骨粗鬆症
検査（40歳以上，Ｘ線
による骨量測定）

福岡市健康づくり
サポートセンター
TEL 092-751-2806

43 第15回元気！長生
き！いきいき健康セミ
ナー「女性のライフス
テージと健康」

福岡市健康づくり
サポートセンター

福岡県福岡市健康づ
くりサポートセンター
（あいれふ10階講堂）

3月4日 13:00～14:00 http://www.kenk
ou-support.jp/

福岡市健康づくり
サポートセンター
TEL 092-751-7778

女性のライフステージ
におけるホルモンの変
化等についての講演会
講師：福岡大学産婦人
科 准教授 城田京子先
生

福岡市健康づくり
サポートセンター
TEL 092-751-7778

44 こころのバランスのと
りかた～私らしく生活
をするために

久留米市 福岡県久留米市
「えーるピア久留米」

2018/3/4 13:30～15:30 https://www.city.
kurume.fukuoka.j
p/1080shisei/20
70jinken/3025da
njoevent/

福岡県久留米市男女平
等推進センター
TEL:0942-30-7800

女性・男性とも生涯を
通じて心身の健康づく
りをテーマに実施。市
内の精神科医師を講師
に招き講演会を開催。

福岡県久留米市男女平
等推進センター
TEL:0942-30-7800

45 妊婦歯科相談・栄養
相談

大牟田市子ども家庭
課
大牟田市健康長寿支
援課

大牟田市保健所 3月2日 13：00～15：
00

大牟田市子ども家庭課
℡0944-41-2661

母子手帳を交付する妊
婦に対して歯と口の健
康及び栄養に関する講
話及び個人相談・指導
を実施

福岡県大牟田市
担当課：子ども家庭課
℡：0944-41-2661
E-mail：
kodomokatei01@city.omu
ta.lg.jp

http://www.kenkou-support.jp/medical_exam/cancer/index.html
http://www.kenkou-support.jp/medical_exam/cancer/index.html
http://www.kenkou-support.jp/medical_exam/cancer/index.html
http://www.kenkou-support.jp/medical_exam/cancer/index.html
http://www.kenkou-support.jp/medical_exam/cancer/index.html
http://www.kenkou-support.jp/
http://www.kenkou-support.jp/
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46 妊婦の食育教室 大牟田市健康長寿支
援課

村尾産婦人科クリニッ
ク

3月8日 14：30～15：
00

大牟田市健康長寿支援
課
℡0944-41-2668

産婦人科の両親学級に
て健康及び食育に関す
る講話を実施

福岡県大牟田市
担当課：健康長寿支援
課
℡：0944-41-2668
E-mail：
kenkouchoujuse01@city.
omuta.lg.jp


