
地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先

がん検診の普及啓発
栗山町住民保健課健

康推進グループ
1日（土） 町内

住民保健課健康推進グルー
プ

レディース検診 赤平市 9日（日）
赤平市役所コミュニティセ

ンター
赤平市

10月の集団検診 赤平市 10日（月）
赤平市役所コミュニティセ

ンター
赤平市

肺がん検診 秩父別町役場
１０月12日(水)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

胃がん検診 秩父別町役場
１０月12日(水)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

大腸がん検診 秩父別町役場
１０月12日(水)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

子宮がん検診 秩父別町役場
１０月13日(木)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

乳がん検診 秩父別町役場
１０月13日(木)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

前立腺がん検診 秩父別町役場
１０月12日(水)～１

０月14日(金)
秩父別町老人福祉セン

ター
秩父別町役場住民課健康推

進係

集団検診 奈井江町
22日（土）、23日
（日）、24日（月）

奈井江町公民館
奈井江町保健センター

0125-65-2131

胃がん肺がん大腸がん検診 長沼町 31日（月）
長沼町総合保健福祉セン

ターりふれ
保健福祉課

0123-82-5555

がん検診啓発ポスター掲示 南幌町 10月
南幌町保健福祉総合セン

ターあいくる
南幌町保健福祉課健康子育

てグループ
ポスター掲示

胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診の実施
がん検診に関するパンフレットの配布

令和４年度（2022年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【10月】

行事の概要

空
知

胃がん肺がん大腸がん検診の実施

町広報を用いて、がん検診の周知を行う。

特定健診・各種がん検診実施時にがんに関するパンフレットを
配布し普及啓発を実施

胃・肺・大腸がん検診の実施
がん検診に関するパンフレットの配布

【対象】肺がん：40歳以上の住民　　結核：65歳以上の住民
【概要】胸部レントゲン間接撮影、喫煙指数自覚症状等に該

当する者に喀痰検査追加。住民健診と同時開催。

【対象】40歳以上の住民（案内は80歳まで）
【概要】胃バリウム検査。住民健診と同時開催。

【対象】40歳以上の住民（便検体持参日を健診最終日より4
日間延長含む）
【概要】便潜血反応検査（2日法）。住民健診と同時開催。

【対象】２０歳以上の住民
【概要】頚部細胞診（必要時体部検診）、エコー検査。住民健
診と同時開催。

【対象】２０歳以上の住民
【概要】マンモグラフィー検査。住民健診と同時開催。

【対象】５０歳以上の住民
【概要】PSA検査(血液検査)。住民健診と同時開催。
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札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン

札幌市がん対策普及啓
発キャンペーン実行委

員会
10日（月） サンピアザ

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン

札幌市がん対策普及啓
発キャンペーン実行委

員会
10月中 未定

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン

札幌市がん対策普及啓
発キャンペーン実行委

員会
10月中

テレビ（HBC)
グッチーな！の放映

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン

札幌市がん対策普及啓
発キャンペーン実行委

員会
10月中 ラジオ（AIR-G)

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン

札幌市がん対策普及啓
発キャンペーン実行委

員会
10月中 札幌駅前ビジョン

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

ポスター掲示 北海道江別保健所
1日（金）～31日

（日）
江別保健所

企画総務課企画係
011-383-2111

パンフレット配布 北海道江別保健所
1日（金）～31日

（日）
江別保健所

企画総務課企画係
011-383-2111

がん検診キャンペーンの実施 千歳市
1日（金）～31日

（日）
市内の企業58社
市役所、市議会

千歳市保健福祉部
市民健康課市民健康係

がん予防普及啓発セミナー
恵庭市保健福祉部保

健課
8日（土） えにあす

恵庭市保健センター
TEL ： 0123-25-5700

がんイベント「虹いろ」 NPO法人おはな 8日（土） えにあす
NPO法人おはな

TEL ： 080-4044-8313

がん征圧月間懸垂幕の掲示 北海道対がん協会
1日（金）～31日

（日）
札幌市保健所

北海道対がん協会
011-748-5518

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 11日（火）
新琴似・新川地区セン

ター
011-722-1168

日曜検診
北海道対がん協会札幌
がん検診センター

16日（日） 札幌がん検診センター
北海道対がん協会札幌がん

検診センター
011-748-5511

ジャパンマンモグラフィーサン
デー（J.M.S）

ＪＡ北海道厚生連 札幌
厚生病院

16日（日） 札幌厚生病院
健診センター

（011-251-5713）

第52回がん予防道民大会in
新ひだか

北海道、新ひだか町、
北海道健康づくり財団、
北海道対がん協会

21日（金） 新ひだか町公民館
北海道対がん協会　011-748-

5518
新ひだか町　0146-42-1287

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 24日（月） 北区民センター 011-722-1168

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 24日（月） 北区民センター 011-722-1168

がんを知る勉強会
ＪＡ北海道厚生連 札幌

厚生病院
１０月中 オンライン 総合相談・入退院支援科

パネル展示
ＪＡ北海道厚生連 札幌

厚生病院
１０月中 札幌厚生病院 総合相談・入退院支援科

がん市民講座 リーフレット版 北海道医療センター 5月～10月 北海道医療センター 北海道医療センター

がん市民講座 Web版 北海道医療センター 5月～10月 北海道医療センター 北海道医療センター

がん検診促進ニコニコキャン
ペーン

北海道医療センター 9月、10月 北海道医療センター 北海道医療センター

がん検診の受診促進に向けた啓発

市民を対象としたがん予防普及啓発セミナー
女性のがんをテーマに、時計台記念病院の藤井美穂先生に
ご講演いただきます

大学生との意見交換会
（子宮がん・乳がん検視の受診率向上のための
効果的な啓発方法について）

「ジオラ」、「IMAREAL（イマリアル）」、「Be My Radio」にて
大学生との意見交換会や無料クーポン券についてPR

大型ビジョンにがん予防普及啓発映像を放映

大学生との意見交換会の様子等を紹介

各企業職員に対する乳がん検診の受診と予防の啓発。企業
を通じた市民への啓発。
市議会議員・特別職・市職員へのピンクリボン装着

がんサバイバーによるトークショー

がん検診の受診促進に向けた啓発

がん検診の受診率向上に向け、標語等を掲載した懸垂幕の
掲示（９月からの継続）。

道民（特に若い世代）へのがん予防普及啓発を目的とした全
道大会（オンライン併用開催）

ピンクリボンショートウォーク、展示コーナー、子宮頸がん予防
（講演）、クラフト講座、食講座（講演）

家事・仕事等で忙しく、平日の受診が難しい受診者に向け日
曜日に検診を実施する。

J.M.Sプログラムに協賛し、子育て・介護・仕事などにより平日
の検診が受けられない方の受診促進の為、乳がん検診、マン
モグラフィーを日曜日に実施する取り組み。

がんを知り、がんと向き合う為に患者、その家族の方を対象と
した勉強会

がんと告知された時の不安や疑問に対する情報提供コー
ナーの設置

石
狩

治療と仕事の両立に向けた放射線療法

虫歯だけじゃない！お口の中のこわい病気～口内炎・口腔が
んなど～

血液検査で胃の健康度を調べましょう～胃がんリスク検査とピ
ロリ菌について～

新型コロナ感染流行下におけるがん検診について、市民講座
の内容をリーフレットにし、患者さんや市民が持ち帰れるように
院内に配置した。Vol.1は乳がん編、Vol.2は肺がん編、Vol.3
は胃がん、大腸がん編について作成した。また、Web環境の
整っている市民向けに同様内容のWeb版も作成し、閲覧出来
るようにしている。

がん検診料金を通常よりも22％割引とし、検診を促進する
キャンペーンです
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おはよう健診
共和町役場

保健福祉課健康推進係
6日(木)～8日(土)、
12日(水)～15日(土)

共和町保健福祉センター
共和町役場

保健福祉課健康推進係
電話：0135-67-8788

住民健康診断 神恵内村 11日（火） 神恵内村漁村センター
神恵内村役場住民課

（0135）76-5011

検診バスツアー
倶知安町役場

福祉医療課保健指導
係

13日(木)
北海道対がん協会札幌検

診センター

倶知安町役場
福祉医療課保健指導係

0136－22－1144

無料送迎バス健診 古平町 31日（月）
北海道対がん協会札幌健

診センター
古平町役場

地方新聞紙面掲載 北海道苫小牧保健所 1日(土) 地方新聞紙面
0144-77-9933

苫小牧保健所企画総務課企
画係

地方新聞紙面　記事掲載 北海道室蘭保健所 1日（土） 地方紙紙上 0143-24-9844

口腔がん検診
室蘭歯科医師会

伊達市他
1日（土） 伊達市保健センター

室蘭歯科医師会
伊達市保健センター

口腔がん検診
壮瞥町（西胆振市町）
胆振西部歯科医師会

１日（土）
１５日（土）

伊達市保健センター・洞
爺湖健康福祉センター

室蘭市生涯学習センター
きらん・登別市総合福祉

センターしんた２１

壮瞥町保健センター
０１４２－６６－２３４０

がん予防・がん検診普及啓発
コーナー

北海道苫小牧保健所
1日(土)～
31日(月)

苫小牧保健所
玄関

0144-77-9933
苫小牧保健所企画総務課企

画係

ピンクリボンライトアップ事業 苫小牧市
１日（土）～
31日（月）

苫小牧信用金庫（本店）
苫小牧市緑ヶ丘公園展望台

正光寺

0144-32-6407
（苫小牧市健康支援課）

緩和ケア週間 王子総合病院
3日（月）～8日

（土）
王子総合病院

王子総合病院　がん相談支
援室

庁内放送 苫小牧市
３日（月）～31日

（月）
※土日祝除く

苫小牧市役所
0144-32-6407

（苫小牧市健康支援課）

子宮がん・乳がん検診 むかわ町
4日(火)、

5日(水)、6日(木)、
7日(金)

四季の館
ふれあい健康センター

0145-42-2415
0145-45-3326

Web がんサロン　ほっとほー
む

日鋼記念病院
がん相談支援センター+

緩和ケアチーム
5日（水） オンライン

0143-22-2225（医療福祉
相談室）

がん検診勧奨
豊浦町総合保健福祉
施設保健センター

10月上旬 0142-82-3844

道民健康づくり推進週間パネ
ル展

北海道室蘭保健所
9月20日（火）～10

月7日（金）
むろらん広域センタービル 0143-24-9844

がんサロン
※COVID-19の動向により開

催中止の可能性あり
王子総合病院 11日（火） 王子総合病院

王子総合病院　がん相談支
援室

生活習慣病セット健（検）診 伊達市健康推進課
14日（金）～18日

（火）
伊達市保健センター 伊達市保健センター

マンモグラフィーサンデー J.POSH 16日（日） 王子総合病院
王子総合病院

医事課

ジャパンマンモグラフィサン
デー

日鋼記念病院 16日（日） 日鋼記念病院
0120-257-457（健診セン

ター）

札幌がん検診センター健診 安平町
17日(月）～21日

(金）
北海道対がん協会札幌

検診センター

安平町役場健康福祉課　健
康推進グループ　　0145-

29-7071

胃がん・大腸がん検診 壮瞥町 18日（火） 壮瞥町保健センター
壮瞥町保健センター
０１４２－６６－２３４０

総合バス健診 安平町
20日(木)～21日

(金）
20日(木)：保健センター

21日(金)：ぬくもりセンター

安平町役場健康福祉課　健
康推進グループ　　0145-

29-7071

ポスター掲示 室蘭市 月間 室蘭市保健センター ０１４３－４５－６６１０

乳幼児健診 室蘭市 月5回 室蘭市保健センター ０１４３－４５－６６１０

がん検診パネル展 苫小牧市 未定
苫小牧市役所

イオンモール　苫小牧
0144-32-6407

（苫小牧市健康支援課）

乳がん等普及啓発パネル展 苫小牧市 未定
苫小牧市役所

正光寺
0144-32-6407

（苫小牧市健康支援課）

特定健診、胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診を同日
実施する。

がん予防・がん検診に係るパネル等の掲示、パンフレット配
布。

がん検診に係る記事の掲載。

札幌がん検診センターへバスでの送迎あり。胃、肺、大腸、前
立腺、子宮がん、子宮エコー検査、乳がん検診（マンモグラ
フィー）実施：料金無料、健康診査との同時実施可能。

胃、肺、大腸、前立腺、がん検診実施：料金無料、健康診査
との同時実施可能。

口腔内のがん検診を実施する。

マンモグラフィ検査および乳腺エコー

ポスター展示、DVD上映

『がん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン』に係
る受診勧奨の放送

子宮がん、乳がん検診

11月実施のがん検診に向け、委託会社から文書と電話によ
る勧奨を行います。対象は40～74歳の国保加入者です。

乳がん検診普及啓発（ピンクリボン月間）として、ピンクライト
アップを行う

乳がん検診普及啓発として、パネル展を行う

地方新聞紙面を利用した「がん検診受診率５０％達成に向け
た集中キャンペーン月間」の周知

廊下にがんに関するポスターを掲示

がん検診普及啓発として、パネル展を行う

ミニ講座、情報交換会

乳がん検診

がん当事者同士の対話を中心とし、がん患者ご家族が心配
事を相談したり、語らいをする場。毎月第1水曜日に定期開
催予定です。

パネル展において、がんに関する普及啓発の資料設置

特定健診と同日に各種がん検診の受診可能。送迎バスあり。

口腔がん検診の実施

保護者に、がんやがん検診に関するパンフレットを配付

町のおはよう健診（早朝健診）にて、各種がん（胃・肺・大腸・
前立腺・乳・子宮）についてパンフレットコーナーを設置。町民
が自由にパンフレットを見たり、持ち帰りできるようにしている。

無料送迎バスを利用した特定健康診査及び各種がん検診の
実施

胆
振

後
志

胃・肺・大腸・前立腺がん検診の受診勧奨及び実施
がんに関するパンフレットの配布など

胃がん、大腸がん検診を実施する
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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先

令和４年度（2022年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【10月】

行事の概要

胃がん・乳がん予防啓発ポス
ター展

平取町
10月1日～10月

31日
ふれあいセンターびらとり 保健福祉課保健推進係

健康づくりパネル展 北海道静内保健所
19日（水）

～25日（火）
新ひだか町公民館

企画総務課企画係
管理栄養士 武田
0146-42-2051

第52回がん予防道民大会
北海道対がん協会、

北海道健康づくり財団、
新ひだか町、北海道

21日（金） 新ひだか町公民館

企画総務課企画係管理栄養士 武
田

0146-42-2051
北海道対がん協会
　011-748-5518

普及啓発活動 日高町 10月中 門別図書館郷土資料館
日高町役場子育て健康課

０１４５６－２－６５７１

さわやか健診 北斗市
1日(土)2日(日)、
4日(火)5日(水)、6
日(木)、7日(金)

10/1 保健センター
10/2,4 せせらぎ保健セン
ター
10/5 久根別住民セン
ター
10/6,7 七重浜住民セン
ター

北斗市役所民生部保健福祉
課（0138）73-3111

がん検診・特定健診（集団） 福島町 6日（木） 福島町 0139-47-4682

乳がん・子宮がん検診（集団） 福島町 24日（月） 福島町 0139-47-4682

乳がん・子宮がん検診 知内町 25日(火) 知内町保健センター
知内町保健センター

01392-5-3506

がん予防普及パネル展
旭川市、北海道対がん
協会旭川市がん検診セ

ンター
1日（土）

イオンモール旭川西
１階グリーンコート

旭川市保健所健康推進課
0166-25-6315

乳がん検診 中川町 3日（月） 中川町保健センター
中川町役場住民課

幸福推進室
01656-7-2813

がん予防パネル展 北海道上川保健所
3日（月）～14日

（金）
上川合同庁舎

大雪カムイミンタラホール
上川保健所

企画総務課企画係

がん予防学級
旭川市、北海道対がん
協会旭川がん検診セン
ター

6日（木）
イオンモール旭川駅前

イオンホール
旭川市保健所健康推進課

0166-25-6315

胃がん・肺がん検診
美深町保健福祉課
保健福祉グループ

12日（水）
社会福祉法人美深福祉

会

美深町保健福祉課
保健福祉グループ

TEL01656－2－1685

胃・肺・大腸がん検診 中川町 12日（水） 中川町保健センター
中川町役場住民課

幸福推進室
01656-7-2813

クリーンウォーク大作戦 東神楽町
15日（土）
（予定）

義経公園、ひじり野公園
東神楽町健康ふくし課

0166-83-5431

ジャパン　マンモフラフィー　サ
ンデー

認定NPO法人J.POSH（日
本乳がんピンクリボン運動）
の呼びかけによる。

16日（日） 市立旭川病院
市立旭川病院
健診センター

0166(24)3181

マンモグラフィー・サンデー
北海道対がん協会旭川
がん検診センター

16日（日） 旭川がん検診センター
北海道対がん協会旭川がん

検診センター
0166-53-7111

ハートシェア 旭川厚生病院 10月実施予定 旭川厚生病院（WEB）
旭川厚生病院　がん相談支

援センター　髙橋

ピンクリボン活動　パネル展 旭川厚生病院 10月実施予定 旭川厚生病院　２Fホール
旭川厚生病院　がん相談支

援センター　髙橋

胃・肺・大腸がん検診 苫前町 1日(土)
苫前地区コミュニティセン

ター
０１６４－６４－２２１５

ポスター掲示 苫前町
1日（土）～31日

（月）
苫前町役場庁舎内 ０１６４－６４－２２１５

ポスター掲示 遠別町
1日（土）～31日

（月）
役場庁舎内 ０１６３２－７－２１２５

ピンクリボンキャンペーン留萌振
興局ホームページ、インスタ、ラ
ジオでの普及啓発

北海道留萌保健所
1日（土）～31日

（月）
留萌保健所 ０１６４－４２－８３２６

胃・肺・大腸がん検診 苫前町 2日(日) 苫前町公民館 ０１６４－６４－２２１５

婦人科検診 羽幌町
11日（火）～12日

（水）
羽幌町すこやか健康セン

ター
羽幌町健康支援課保健係

（℡0164-62-6020)

総合健診 増毛町
22日（土）、23日

（日）
増毛町文化センター 0164-53-3111

地域の清掃活動を通じて歩数を伸ばし、町民の健康増進を
図ることを目的に実施。様々な年代の人が多く参加する事業
であるため、この機会を活用し、がん検診の普及啓発を図る。

がん検診の受診促進に関連したポスターを掲示する

３５歳上の町民へ胃がん・肺がん・大腸がん検診を実施

40歳以上の女性の町民へ乳がん検診を実施

30歳以上の施設入所者を対象に胃・肺がん検診を実施。

胃・肺・大腸がん検診の実施

胃・肺・大腸がん検診の実施

留
萌

がんの予防，早期発見・早期治療等の普及啓発を目的とし
て，パネル展示や肺がん検診を実施する。

がん検診の受診促進に関連したポスターを掲示し啓発

がんに関する講演、講話、及び表彰等

町内の女性を対象に、乳がん・子宮がん検診を実施する。

がん予防、がん検診受診促進、がん相談支援センター等の普及啓発
（パネル・ポスター展示、各種リーフレット、ティッシュ等の配布）

がんに関する正しい知識の学習を通じて，生活習慣の改善や
定期的な検診受診の重要性を知ってもらうことを目的とし，講
演会を実施する。

胃がん・乳がんの予防についてのポスターを掲示。また、リー
フレットの配付。

乳がん・子宮がん検診、骨粗鬆症健診の実施

乳がんに関する普及啓発を行い、検診受診者の増加を促す

子育て・家事・介護等で忙しく、平日の検診が難しい女性が乳
がん検診を受けやすくなるよう日曜に検診を開催。

乳がん・子宮がん集団検診を実施。パンフレット、チラシを配
布

住民を対象に胃がん（バリウム）・肺がん・大腸がん・前立腺が
ん・特定健診などを実施する。

日
高

上
川

渡
島

J.M.Sプログラムに協賛し，１０月第３日曜日（今年は１６日）に
乳がん検診を実施する。（事前に予約が必要）

がん患者さんを対象とした座談会

ピンクリボン活動に関するパネルを展示

健康づくりに関するパネル展示及びリーフレット等の配付

胃・肺・大腸がん検診、特定健診等総合健診の実施

特定健診とともに胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、
前立腺がん検診実施、健康教育、パンフレット配布

図書館内にがん検診コーナーを設置し、関連書籍の設置、ポ
スターを掲示する。
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令和４年度（2022年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【10月】

行事の概要

がん検診 利尻富士町 1日（土）
利尻富士町総合交流促

進施設りぷら

利尻富士町総合保健福祉セ
ンター

TEL:0163-82-2320

がん予防に関する普及啓発 北海道稚内保健所
1日（土）～31日

（月）
生鮮市場　稚内店

（スーパーマーケット）
北海道稚内保健所企画総務課

０１６２－３３－２９８９

ポスター掲示 猿払村保健福祉課
1日（土）～31日

（月）
猿払村保健福祉総合セン

ター
猿払村保健福祉課健康推進
係　　電話01635-2-2040

ポスター掲示 浜頓別町
1日（土）～31日

（月）
庁舎、ほけんセンター

浜頓別町保健福祉課
TEL:01634-2-2551

秋の総合健診 利尻町
2日（日）～3日

（月）
交流促進施設どんと 0163-84-2345

がん検診 利尻富士町 4日（火） 利尻富士町青少年会館
利尻富士町総合保健福祉セ

ンター
TEL:0163-82-2320

子宮・乳がん検診 幌延町 4日（火） 幌延町保健センター 01632-5-1790

子宮・乳がん検診 豊富町 5日（水） 豊富町保健センター 0162-82-3761

いきいき健康ドック 豊富町
14日（金）

～16日（日）
豊富町保健センター 0162-82-3761

がん予防に関する普及啓発 北海道稚内保健所 未定 稚内市内 北海道稚内保健所企画総務課
０１６２－３３－２９８９

北海道がん征圧・がん検診受
診促進月間の普及啓発

北海道網走保健所
1日(木)～31日

(月)
北海道オホーツク合同庁

舎
0152-41-0695

ピンクリボンライトアップ 北見市 14日（金） 北見ハッカ記念館 0157-23-8101

がん検診の実施 置戸町 4～12月

・置戸赤十字病院(胃・肺・大
腸・前立腺がん検診)
・指定医療機関(乳・子宮頸
がん検診)

０１５７－５２－３３３３

無料健診の実施 置戸町 4～12月

・置戸赤十字病院(胃・肺・大
腸がん検診)
・指定医療機関(乳・子宮頸
がん検診)

０１５７－５２－３３３３

ピンクリボンまくべつ 幕別町
9月30日（金）～
10月3日（月）

集団検診会場
（札内コミュニティプラザ）

幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボンパネル展 音更町
1日（土）～
30日（日）

図書館
音更町保健センター

健康推進課
0155-42-2712

がん検診パネル展 音更町
1日（土）～
30日（日）

保健センター
音更町保健センター

健康推進課
0155-42-2712

Pink Ribbon in おびひろ 帯広市
１日（土）～31日

（月）
帯広市内各所 0155-25-9721

がん及びがん検診についての
パネル展示

上士幌町役場　保健福
祉課

3日（月）～31日
（月）

健康増進センター　ロビー
上士幌町保健福祉課健康増

進担当

ピンクリボンまくべつ 幕別町 4日（火）
集団検診会場

（ふれあいセンター福寿）
幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボンまくべつ 幕別町
5日（水）～
13日（木）

ふれあいセンター福寿
幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボン月間イベント
「乳がんを知ろう」

プレシャス（主催）
音更町（共催）

16（日）
13:00～16:00

共栄コミセン
音更町保健センター

健康推進課
0155-42-2712

ポスター掲示による啓発

・子宮・乳がん検診の実施。
・子宮がん検診は年度２１～4１歳の5歳刻みの年齢の方、乳
がん検診は年度41～61歳の5歳刻みの年齢の方を対象に
無料検診を実施。

・店内に野菜摂取や減塩に関する媒体の展示
・レシートにがん予防に関するメッセージを掲載

講演会（患者の体験談、医師・看護師による講演）
プレシャス（患者会）の紹介
町の事業紹介（がん検診、ウィッグ助成事業）

十
勝

胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸がん検診を医療機関で実
施

特定の対象者に検診を無料で受けられるクーポン券を配布
し、検診の受診向上につなげる

オ
ホ
ー

ツ
ク

ピンクリボン活動として北見ハッカ記念館をピンク色に
ライトアップし、来場者へのパンフレット等の配布による乳がん
予防啓発活動を行う

公益財団法人北海道対がん協会から例年送付されるポス
ターの掲示
保健所ホームページの更新

乳がんの早期発見・診断・治療を啓発するため
パネルやパンフレット、触診モデルの設置や、
DVDを放映する。

乳がんの早期発見・診断・治療を啓発するため
パネルやパンフレット、触診モデルの設置や、
DVDを放映する。

各種がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）の実施

乳がんに関する情報のパネル展示
町の事業紹介（がん検診）

がんに関する情報のパネル展
町の事業紹介（がん検診　ほか）

市内企業の関係団体、市の各課と連携し、パネル展の開催、がん
検診のチラシの配布などを通じて、乳がんの予防、早期発見、早期
治療の重要性について周知する。

乳がんの早期発見・診断・治療を啓発するため
パネルやパンフレット、触診モデルの設置や、
DVDを放映する。

胃・肺・大腸がん検診と特定健診の同時実施。

・子宮がん、乳がん検診の実施。
・子宮がん検診は年度21歳、乳がん検診は年度41歳の方を
対象に無料検診を実施。

ポスター掲示による啓発

・各種がん検診（胃・肺・前立腺・大腸がん）の実施
・年度41～61歳まで5歳刻みの節目年齢の方へ無料で大腸
がん検診を実施。

・ベジチェック（野菜充足度測定）や血管年齢測定の実施

胃がん・肺がん・大腸がん検診等について普及啓発を行い、
受診率向上を目指す。

各種がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）の実施

宗
谷
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行事の概要

ポスター掲示 北海道釧路保健所
1日（土）～3１日

（月）
釧路保健所

企画総務課企画係
0154-65-5819

ピンクリボン月間普及啓発 釧路町
１日（土）～31日

（月）
保健福祉センター

釧路町こども健康課健康推
進係

0154-40-5213

しらぬか健康まつり（予定）
白糠町三師会

白糠町町民保健推進委員会 2日（土） 白糠町総合体育館
白糠町役場

健康こども課健康支援係
（01547-2-2171）

出張！健康づくり教室 釧路町
4日（日）

～14日（金）
（内4日間）

町内4地区会館
釧路町こども健康課健康推

進係
0154-40-5213

マンモグラフィーサンデー 市立釧路総合病院 30日（日） 市立釧路総合病院 0154-41-6121（内1334）

ホスピス緩和ケア週間 市立釧路総合病院 10月中開催予定 市立釧路総合病院 0154-41-6121（内1330）

がん征圧月間ポスター及び
禁煙ポスターの掲示

北海道根室保健所 10月
ほっかいどうヘルスサポートレスト
ラン及び北海道のきれいな空気
の施設登録事業登録施設

北海道根室保健所
0153-23-5161

第2回集団がん検診 根室市
21日(金)～23日

(日）
根室市児童デイサービス

センター

根室市役所保健課
健康推進担当

0153-23-6111(内線2117)

集団健康教育の参加者に「がん検診受診促進月間」をPRす
るとともに受診勧奨を行う

健康づくりの啓発と普及を図ることを目的に、健康チェック等を実施。その中
で健康相談や啓発ポスターの掲示、がん検診に関するポスターの掲示、
リーフレットの配布を行う。

根
室

胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診

各施設でポスターを掲示、各種検診パンフレットの配布

保健福祉センター内にピンク色の電飾を飾り、来庁者に「ピン
クリボン月間」や乳がん検診に関する周知を行う

がん検診の受診促進に向けた啓発

釧
路

パネル展示

日曜日の乳がん検診
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