
地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先

がん検診啓発ポスター掲示 南幌町
1日（木）～30日

（金）
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

乳・子宮頸がん検診 赤平市 2日（金） 赤平市ふれあいホール 赤平市健康づくり推進係

9月の集団検診 赤平市 3日（土） 赤平市ふれあいホール 赤平市健康づくり推進係

幼稚園・保育所保護者向け
ほけんだより

赤平市 9月初旬 赤平市健康づくり推進係

健康増進普及月間及び北海
道がん制圧・がん検診受診促
進月間の取組

北海道岩見沢保健所
5日（月）～9日

（金）
空知総合振興局１Fロビー 0126-20-0116

乳がん子宮がん検診 長沼町 16日（金）
長沼町総合保健福祉セン
ターりふれ

保健福祉課
0123-82-5555

胃・肺・大腸・子宮・乳がん検
診

南幌町
16日（金）～18日

（日）
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

がん征圧月間懸垂幕、電子
広告の掲示

北海道対がん協会
1日（木）～30日

（金）
札幌市保健所、札幌市中
央区役所ほか各区役所等

北海道対がん協会
011-748-5518

がん征圧月間ポスターの掲
示

当別町保健福祉課健
康推進係

1日（木）～30日
（金）

総合保健福祉センターゆ
とろ

0133-23-4044

ポスター掲示 北海道江別保健所
1日（木）～30日

（金）
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（木）～30日

（金）
江別保健所

企画総務課企画係
011-383-2111

ポスター掲示 恵庭市保健福祉部保健課
1日（木）～10月8

日（土）
JP恵庭駅　空中歩廊

恵庭市保健センター
TEL ： 0123-25-5700

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
1日（木）～10月31

日（月）
北海道医療センター 北海道医療センター

福祉まつりふれあい広場２０２
２

当別町社会福祉協議
会

3日（土）
総合保健福祉センターゆ
とろ

0133-23-4044

がん予防パネル展
北海道、北海道対がん

協会
6日（火）

～7日（水）
北海道庁本庁舎1階ロ
ビー

北海道保健福祉部地域保健課
011-204-5117

北海道対がん協会　011-748-
5518

令和４年度がん及び生活習
慣病対策推進会議

北海道、北海道対がん
協会

12日（月） ホテルポールスター札幌
北海道対がん協会
011-748-5518

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

14日（水）～28日
（水）

札幌市中央図書館
札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

朝日新聞「がん征圧月間 紙
面特集企画」

朝日新聞北海道支社
北海道対がん協会

18日(日) 朝日新聞朝刊
北海道対がん協会
011-748-5518

ピンクリボン in SAPPORO
2022

ピンクリボン in
SAPPORO

25日（日）
札幌駅前通
地下歩行空間（チカホ）
北３条交差点広場

ピンクリボン in SAPPORO
（011-676-3955)

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 28日（水） 東区民センター 011-722-1168

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 28日（水） 東区民センター 011-722-1168

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

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

8月22日（月）～11
月30日（水）

ー
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
８月～３月 フェイスブック

札幌市保健所　伊藤
（011-622-5151）

がん征圧月間に合わせて、継続的ながん検診の受診を促す
メッセージを掲載。

がん検診の受診率向上に向け、標語等を掲載した懸垂幕及
び電子広告の掲示（札幌市保健所のみ10月も継続）。

がんの予防及びがん検診受診の重要性の普及・啓発に関す
るパネル展示。

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及びが
ん検診に係る講演、情報提供を行う。（オンライン併用開催）
（講演内容）「胃がん死撲滅に向けて」　北海道対がん協会会
長　加藤元嗣　氏

がん征圧月間における、がん予防普及啓発のためのポスター掲示

がん征圧月間ポスターを掲示し、がん検診についての関心を
高める

パネル展

「がん予防標語コンクール」
札幌市内の小学５・６年生、中学１～３年生から
がん予防のキーワードが入った標語を募集

キャンペーン各種事業の告知

乳がん啓発ブース、参加者への啓発リーフレット・
ノベルティの配布、ステージイベント、
ピンクリボンマルシェ、さっぽろテレビ塔のライトアップ

行事の概要

ポスター掲示、リーフレット、パンフレットの配布

ポスター掲示

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

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

【９月】

乳がん子宮がん検診の実施

5がん検診の同時実施。特定健診との同時実施。土日での開催。

がん検診の受診促進に向けた啓発

町内行事の福祉まつり会場に設置されるパネル展示にて、が
ん検診勧奨のポスターを掲示し、広く周知する。

空
知

幼稚園や保育所に在籍している児の保護者に対し、女性特
有のがん検診について周知している

がん検診の受診促進に向けた啓発

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。

講演テーマ【痛くない大腸内視鏡検査～大腸カプセル内視鏡～】

講演テーマ【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～】

石
狩

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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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先行事の概要

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

【９月】

令和４年度健康増進普及月
間パネル展

北海道倶知安保健所
1日（木）～8日

（木）
後志総合振興局道民ホー
ル

倶知安保健所
0136-23-1952

無料送迎バス健診 古平町 8日（木）
北海道対がん協会札幌健
診センター

古平町役場

がん検診 岩内町 25日（日） 岩内町保健センター
岩内町健康づくり課

健康推進係
0135-37-7086

子宮がん・乳がん検診 神恵内村 26日（月） 神恵内村漁村センター
神恵内村役場住民課

（0135）76-5011

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

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

苫小牧保健所企画総務課企
画係

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(木)～
30日(金)

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

大滝いきいき健（検）診 伊達市健康推進課 2日（金） 大滝基幹集落センター 伊達市保健センター

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
7日（水） オンライン 0143-22-2225（医療福祉相談室）

結核・肺がん検診 伊達市健康推進課
12日（月）～16日

（金）
市内各所 伊達市保健センター

がんサロン 王子総合病院 13日（火） 王子総合病院 王子総合病院　がん相談支援室

がん検診勧奨
豊浦町総合保健福祉

施設保健センター
14日(水)

～10月12日（水）
総合保健福祉施設 0142-82-3844

子宮頸がん・乳がん検診 登別市 22日（木）
総合福祉センターしんた２
１

健康推進グループ

子宮・乳がん同日検診 伊達市健康推進課 23日（金） 伊達市保健センター 伊達市保健センター

巡回ドック むかわ町
21日(水)～22日

（木）
穂別ふれあい健康セン
ター

0145-45-3326

がんサロン　はぁと 製鉄記念室蘭病院 28日（水） 患者図書室はぁと
製鉄記念室蘭病院

がん相談支援センター
（0143-47-4337）

乳がん・子宮がん検診 安平町
29日(木）～30日

(金）
9/29(木）保健センター
9/30(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 9月 室蘭市保健センター ０１４３－４５－６６１０

広報への掲載 室蘭市 9月号 広報 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

普及啓発事業 北海道浦河保健所
5日（月）～30日

（金）
浦河保健所1階ロビー

浦河保健所
0146-22-3071

普及啓発活動 日高町 ９月中
子育て支援センターわくわ
く館

日高町役場子育て健康課０
１４５６－２－６５７１

胃がん・乳がん予防啓発ポス
ター展

平取町
20日（火）～30日

（金）
ふれあいセンターびらとり 保健福祉課保健推進係

町広報誌に記事掲載 知内町 9月1日発行 全町内
知内町保健センター

01392-5-3506

がん予防普及パネル展 北海道渡島保健所
12日(月)～16日

(金)
渡島合同庁舎1階道民
ホール

渡島保健所企画総務課企画
係（鈴木）

0138-47-9012

図書館deがん情報発信 函館市
17日（土）

～27日（火）
函館市中央図書館

函館市保健福祉部健康増進
課

（0138-32-1532）

女性のがん検診 今金町 21日（水）
今金町総合福祉施設とし
べつ

今金町保健福祉課健康づくり
グループ

0137-82-2780

さわやか健診 北斗市 30日(金) 保健センター
北斗市役所民生部保健福祉

課（0138）73-3111

健康増進法普及月間パネル展で、がん知識を深めるパンフ
レットやがん検診のパンフレットの配布を行う

廊下にがんに関するポスターを掲示

函館市中央図書館において，がんに関する啓発パネルや図
書館司書オススメのがん関連の図書を展示するなど，がんの
予防やがんになったときのために必要な情報提供を行う。

乳・子宮がん検診の実施
がん検診に関するリーフレットの配布

同月間の周知、がん検診に係る記事の掲載。

広報紙にて、9月｢がん征圧月間｣について掲載.、がん予防、
がん検診、がん相談支援センターなどについて周知。

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。

健康づくりやがんに関するポスターの掲示及びパンフレット等
の配布。

町広報誌にがん検診受診勧奨についての記事掲載

センター内にがん検診関係のリーフレットを設置、関係ポス
ターを掲示し、保健師によるミニ講話を実施する。

保護者に、がんやがん検診に関するパンフレットを配付

①乳・子宮・大腸がん集団検診を実施
②がんに関するパンフレットを配布

11月実施の検診に向け、保健センター職員による電話勧奨
を行います。対象者は平成30年に胃・大・子宮・乳がん検診
いずれかの受診歴があり、以降未受診の方です。

特定健診、胃・肺・大腸がん検診

日
高

がんの予防普及に関するポスターやパネルの展示

特定健診とともに肺がん検診、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

子宮がん、子宮エコー検査、乳がん検診（マンモグラフィー）
の実施：料金無料

子宮がん、乳がん検診を同日実施する。その他。経膣エコー
検査も実施する。

北海道対がん協会に委託し、子宮頸がんは20歳以上、
乳がんは４０歳以上の市民を対象に実施する。

検診バスが市内各所を巡回し、結核・肺がん検診を実施す
る。

地方新聞紙面を利用した「北海道がん征圧・がん検診促進
月間」の周知

がん検診への受診勧奨、がん検診の実施
がんに関するパンフレットの配布など

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

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。

ミニ講座、情報交換会

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。

特定健診、胃・肺・大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウ
イルス検診、エキノコックス症検診を同日実施する。

後
志

胆
振

がん患者さんやそのご家族が語り合いを目的にしています。
誰に、何処に聞いたらいいのかわからない不安な気持ち、悩
みを話したり、情報交換をする場としています。

渡
島
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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先行事の概要

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

【９月】

懸垂幕の掲示
上川保健所と旭川がん
検診センターの共催

１日（木）～30日
（金）

上川合同庁舎壁面
上川保健所

企画総務課企画係

がん征圧月間PR放送
北海道対がん協会旭川

がん検診センター
1日（木）～30日

（金）
旭川駅前周辺

北海道対がん協会旭川がん
検診センター

0166-53-7111

がん征圧月間懸垂幕の掲示
北海道対がん協会旭川

がん検診センター
1日（木）～31日

（金）

北海道上川合同庁舎
旭川市保健所
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

バス送迎付き
がん検診

上川町 9日（金） 旭川がん検診センター
上川町保健福祉課健康増進グ

ループ

01658-2-4054

乳がん検診
美深町保健福祉課
保健福祉グループ

13日（火） 美深町保健センター
美深町保健福祉課
保健福祉グループ

TEL01656－2－1685

令和４年度がん及び生活習
慣病対策推進会議

北海道、北海道対がん
協会

16日（金） 旭川大雪クリスタルホール
北海道対がん協会旭川がん

検診センター
0166-53-7111

日曜検診
北海道対がん協会旭川
がん検診センター、釧路

がん検診センター
18日(日)

旭川がん検診センター、釧
路がん検診センター

旭川がん検診センター　0166-
53-7111

釧路がん検診センター　0154-
37-3370

肝がん検診 北海道肝がん検診団 24日（土） 上川町かみんぐホール
北海道肝がん検診団事務局

011-728-1008

がん教育 旭川厚生病院 26日（月） 旭川市　東明中学校
旭川厚生病院　がん相談支

援センター　髙橋

町広報での受診勧奨
（大腸がん）

中川町 ９月号
町広報の「保健だより」紙
面

中川町役場住民課
幸福推進室

01656-7-2813

総合健診 増毛町 1日（木） 旭川がん検診センター 0164-53-3111

パンフレット配布 遠別町
1日（木）～2日

（金）
遠別中学校
遠別農業高校

01632－7－2125

ポスター掲示 苫前町
１日（木）～30日

（金）
苫前町役場庁舎内 0164－64－2215

ポスター掲示 遠別町
１日（木）～30日

（金）
役場庁舎内 01632－7－2125

新型コロナワクチン接種 増毛町
2日（金）
29日（木）
30日（金）

増毛町保健センター 0164-53-3111

乳がん・子宮がん検診 増毛町 4日（日） 増毛町保健センター 0164-53-3111

がん予防に関する普及啓発 北海道稚内保健所
１日（木）～30日

（金）
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

各種健診（検診） 稚内市
１日（木）～30日

（金）
稚内市保健福祉センター
他

稚内市生活福祉部健康づくり
課

ポスター掲示 猿払村保健福祉課
１日（木）～30日

（金）
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

01635-2-2040

ポスター掲示 浜頓別町
１日（木）～30日

（金）
庁舎、ほけんセンター

浜頓別町保健福祉課
01634-2-2551

ポスター掲示 利尻富士町
１日（木）～30日

（金）
利尻富士町総合保健福
祉センター

利尻富士町総合保健福祉セ
ンター

0163-82-2320

がん検診の周知・勧奨 浜頓別町 9日（金）～
浜頓別町保健福祉課

01634-2-2551

検診周知 幌延町 4月～3月 幌延町役場、町内各所 01632-5-1790

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及びが
ん検診に係る講演、情報提供を行う。（オンライン併用開催）
（講演内容）「産婦人科の観点から予防医療を考える」　旭川
医科大学産婦人科学講座　加藤育民　氏

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。

がん征圧月間に合わせ、旭川市民に向けたがんの早期発
見・治療の必要性を訴えるメッセージを放送する。

がん検診の受診率向上に向け、標語を掲載した懸垂幕を庁
舎に掲示する。

乳・子宮がん検診の実施

がん検診PRパンフレットの配布

懸垂幕によるがん征圧とがん検診受診促進の普及啓発

ポスター掲示、広報折り込み、告知端末機にて子宮・乳がんと大腸がん検診について周知

広報、ホームページによる各種がん検診の周知・勧奨

胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、特定健診等総合健診の実施

がん検診の受診促進に関連したポスターを掲示し啓発

がん検診の受診促進に関連したポスターを掲示する

・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

冬のがん検診予約受付時期に合わせて、児童生徒を対象に
「やさしいがんの知識2022」を配布する。

宗
谷

ポスター掲示による啓発

がん予防のための普及啓発（パンフレット配布・健康教育）

ポスター掲示による啓発

肝がん検診の実施

大腸がんの死亡率等近年の状況から早期発見の必要性と町
で実施する大腸がん検診の案内を掲載し、大腸がん検診受
診の普及啓発を行う。

３０歳以上の住民（女性のみ）を対象に乳がん検診を実施。

がん検診に関するポスター掲示

全学年と保護者を対象に、がんに関する正しい知識を身に着
けることにより、正しい予防方法やとるべき行動を自分自身で
考え行動する契機とするほか、保護者等とがんの予防のため
の方法を相談する機会を持つことにより、がん予防行動やが
ん検診の受診を促進し、がん罹患率・死亡数の減少を図るこ
とを目標として、医師と助産師が講演を行う。

各種がん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳がん）の実施

上
川

留
萌
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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先行事の概要

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

【９月】

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)～10月31

日(月)
北海道オホーツク合同庁
舎

0152-41-0695

広報誌での普及啓発 美幌町 9月
美幌町役場

健康推進グループ

広報による受診勧奨 置戸町 9月 0157-52-3333

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

がん征圧月間ポスターの掲
示

更別村保健福祉課
１日（木）～30日

（金）
更別村福祉の里総合セン
ター

更別村保健福祉課
（0155-53-3000）

がん征圧月間ポスターの掲
示

北海道帯広保健所
1日（木）～10月3

１日（月）
帯広保健所

企画総務課
（0155-27-8638）

ピンクリボンまくべつ 幕別町
14日（水）～
21日（水）

札内コミュニティプラザ
幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボンまくべつ 幕別町
22日（木）～28日

（水）
幕別町役場

幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボンまくべつ 幕別町 29日（木）
集団検診会場
（保健福祉センター）

幕別町役場　保健課
（0155-54-3811）

ピンクリボンまくべつ 幕別町
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）

ポスター掲示 北海道釧路保健所
1日（木）～30日

（金）
釧路保健所

企画総務課企画係
0154-65-5819

デジタルサイネージ掲載 釧路町
1日（木）～30日

（金）
ｲｵﾝ釧路店

釧路町こども健康課健康推
進係

0154-40-5213

パネル展 釧路町
7日（水）～13日

（火）
ｲｵﾝ釧路店

釧路町こども健康課健康推
進係

0154-40-5213

巡回がん検診 釧路町 13日（火） ｲｵﾝ釧路店
釧路町こども健康課健康推

進係
0154-40-5213

日曜検診
北海道対がん協会旭川
がん検診センター、釧路

がん検診センター
18日(日)

旭川がん検診センター、釧
路がん検診センター

旭川がん検診センター　0166-
53-7111

釧路がん検診センター　0154-
37-3370

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 9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

市ホームページによる啓発 根室市 ９月 -
根室市役所保健課

健康推進担当
0153-23-6111(内線2118)

町内の大型商業施設において、がん検診や健康づくり等に関
するポスター・媒体等を設置し、買い物客等へ健康に対する
意識の高揚と気づきを促す

町内の大型商業施設に設置されているデジタルサイネージ
に、がん検診に関する情報を掲載し、普及啓発を行う

地元広報誌にがんとがん検診について掲載

町の広報(９月号)にがん検診の周知内容を掲載し、受診率向上につなげる

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

根
室

オ
ホ
ー

ツ
ク

がん検診の受診促進に向けた啓発

・各施設でポスターを掲示、各種検診パンフレットの配布

保健だより９月号にがん検診受診勧奨記事
「がん検診のススメ」掲載

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。

庁舎内にがん征圧月間ポスターを掲示する。

十
勝

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。

福祉の里総合センター内にがん征圧月間ポスターを掲示する。

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・前立腺・乳・子宮頸がん検診を医療機関で実施

釧路がん検診センターに委託し、検診車による胃・肺・大腸が
んの検診を実施、「がん征圧月間」PR等を行う

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。

釧
路

4 / 4 ページ


