
圏域 月日 事業名 時間 場所 主催 内容

9月3日(金)～10月6日
(水)

がん征圧月間図書館展示 9:00～19:00 島根県立図書館 島根県（健康推進課） パネル展示、グッズ、チラシ設置

9月中 がん検診等啓発 県内 島根県（健康推進課） CM放送（鳥取県と共同制作）、　山陰中央新報紙面啓発

9月～ がん検診等啓発 県内 島根県（健康推進課） 島根スサノオマジック選手出演による啓発動画

9月中 行政告知端末放送 12：20、19：45 安来市内 安来市 がん征圧月間の周知

9/1、2､7、12 がん検診 安来市内 安来市 胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診（集団検診）

9/3 特定健診・大腸がん検診 学習訓練センター 安来市 がん検診パンフレットおよびがん検診啓発グッズの配布

9/9、13 乳児健診（４か月・９か月児） 安来市健康福祉センター 安来市 子宮がんパンフレットおよびがん検診啓発グッズの配布

9/30 幼児健診（１.６歳・３歳児） 伯太保健センター 安来市 子宮がんパンフレットおよびがん検診啓発グッズの配布

9月中 健診、がん検診啓発 竹矢地区内 松江市（健康推進課） チラシの全戸配布

9月中 がん検診等啓発 八雲町内 八雲支所市民生活課 公民館たよりへの記事掲載(全戸配布）

9月中 がん検診等啓発 鹿島町内 鹿島支所市民生活課 チラシ等啓発グッズの配布

9月中 がん検診等啓発 八束地区内 松江市（八束支所市民生活課） 町内関係機関にチラシ（集団がん検診地区日程）掲示

9月中 がん検診等啓発 八束地区内 松江市（八束支所市民生活課） 公民館たよりへの記事掲載

10月中 がん検診等啓発 乃木地区内 松江市（健康推進課） チラシ等啓発グッズの配布（子育てサロン等）

9月中 がん検診等啓発 全市 松江市（健康推進課） がん征圧月間、がん検診について掲載

9月中 がん検診等啓発 全市 松江中央図書館 がん、がん検診等のポスター展示、啓発グッズ設置

9月 各種会議での啓発活動 松江圏域健康長寿しまね推進会議 がん検診普及啓発資材等による啓発

9月中 がん検診等啓発 いきいきプラザ　１階 松江保健所(健康増進課） グッズ、チラシの設置

9月中 事業所訪問、出前講座での啓発 松江市・安来市内 松江保健所(健康増進課） チラシ、グッズの配布による生活習慣病予防と合わせた啓発

9月中 成人健診会場での啓発 健診時間 市内健診会場 雲南市 チラシ・グッズ配布

9月中 乳幼児健診での啓発 健診時間 市内健診会場 雲南市 チラシ・グッズ配布

9月7日頃 音声告知放送 朝、昼 市内 雲南市 音声告知放送による周知

9月中 健康教室での啓発 市内 雲南市 チラシ・グッズ配布

9月13日 子宮がん検診 9：00～16：00
赤名農村環境改善センター
来島交流センター

飯南町 検診受診者への啓発、グッズの配布

9月17日 乳がん検診 9：00～16：00 来島交流センター 飯南町 検診受診者への啓発、グッズの配布

9月21日 乳がん検診 9：00～16：00
さつき会館
保健福祉センター

飯南町 検診受診者への啓発、グッズの配布

9月22日 巡回人間ドック 9：00～15：00 赤名農村環境改善センター 飯南町 ドック受診者への啓発、グッズの配布

9月24日 巡回人間ドック 9：00～15：00 保健福祉センター 飯南町 ドック受診者への啓発、グッズの配布

9月14日 事業所健診 8：30～11：00 森島建設 飯南町 健診受診者への啓発、グッズの配布

9月17日 事業所健診 8：30～11：00 赤名農村環境改善センター 飯南町 健診受診者への啓発、グッズの配布

9月中 乳幼児健診 健診時間 奥出雲健康センター 奥出雲町 グッズ、チラシ配布

9月中 各種がん検診 検診時間 町内検診会場 奥出雲町 グッズ、チラシ配布

9月中 各地区健康教室 町内自治会等 奥出雲町 グッズ、チラシ配布

9月1日～9日 がん征圧月間啓発 8:30-17:15 雲南合同庁舎
雲南保健所
雲南圏域健康長寿しまね推進会議

ポスター・乳がんモデル等の展示、チラシ・啓発グッズの配布

9月6日 がん検診等啓発 時間未定 グッディ木次店
雲南保健所
雲南圏域健康長寿しまね推進会議

地元スーパー（グッディ木次店）にて、チラシ・啓発グッズの配布
※まちの食育ステーション事業に併せて実施予定

9月中 がん検診等啓発
各団体内
関係会議等

雲南保健所
雲南圏域健康長寿しまね推進会議

ポスター・チラシ・啓発グッズの配布（配布数の希望調査後、配布実施）

9月中 乳幼児健診（4か月児、1.6歳児、3歳児） 9:00～16:00
まめなが一番館
市役所

出雲市 子宮がん・乳がん検診啓発チラシ配布

9月3日、27日 乳がん検診 9:30～15:30 まめなが一番館 出雲市 胃がん・肺がん検診啓発チラシ配布

9月5日 健康づくり研修会 13:30～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月中 地域健康づくり連絡会 13:30～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月13日 すこやかライフ相談 9:30～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月13日 老人クラブ健康教室 10:00～11:00 出西地区（神社境内） 求院寿昌クラブ がん検診啓発チラシ配布

9月3日（金） 健康教室 9:30～11:00 大社幼稚園 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月28日（火） 妊婦・乳幼児健康相談 10:00～11:00 大社コミュニティセンター 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月7日(火) 1歳6か月健診 13:00～14:30 平田ふれんどりーハウス 出雲市 子宮頸がん検診啓発チラシ

9月21日(火） 妊婦・乳幼児健康相談 10:00～11:00 ひらた子育て支援センター 出雲市 がん検診啓発チラシ配布

9月6日・8日・13日・17
日・22日・24日・27日

結核・肺がん検診 場所による 出雲市内コミュニティセンター他 出雲市 各種がん検診啓発チラシ配布

9月6日・15日・10日・13
日・29日

胃がん検診 場所による 出雲市内コミュニティセンター他 出雲市 各種がん検診啓発チラシ配布

9月14日 肺がん検診（ヘリカルＣＴ） 9:00～14:30 高浜コミュニティセンター 出雲市 各種がん検診啓発チラシ配布

9月16日 久多見サロン 9:30～11:00 久多見公会場 久多美コミュニティーセンター がん検診啓発チラシ配布

9月27日 久多美健康づくり推進員連絡会 9:30～11:00 久多美コミュニティー 久多美コミュニティーセンター がん検診啓発チラシ配布

9月16日 アップルひろば（湖陵） 10:00～11:00 ハマナス保育園 出雲市 がん検診啓発ちらし配付

9月5日～13日
女性のがん予防・こころの健康づくりキャン
ペーン

ゆめタウン出雲 出雲市 パネルの展示、チラシやグッズの設置

9月中 がん検診等啓発 出雲保健所 出雲保健所 保健所窓口に啓発物等掲示

10月 がん検診等啓発 出雲保健所 商工会議所所報等にてがん検診について啓発

令和３年度　がん征圧月間　【県（保健所）・市町村等の主な取り組み】●各種キャンペーン・イベント・広報・啓発等

全
県

松
江

雲
南

出
雲



圏域 月日 事業名 時間 場所 主催 内容

9月中 乳幼児健診、乳幼児相談 受付時間内 仁摩保健センター 大田市 チラシ配布

9月中 がん検診等啓発 検診時間 大田市民会館 大田市 パネル展示、チラシ、ウェットティッシュ配布

9月2日（木）、3日（金） 高校文化祭 島根県立大田高等学校 大田市 チラシ配布

9月１日（水）～9月30日
（木）

公共機関でのがん検診等啓発 川本町役場、川本図書館 川本町 ポスター掲示、チラシ設置

9月中 乳がん・子宮頸がん検診 検診時間内 各種検診会場 川本町 グッズ、チラシ配布

9月中 がん検診等啓発 役場、各交流センター等 美郷町 ポスター掲示、グッズ、チラシ配布

9月1日 事業所健診 8：30～12：00 大和事務所 美郷町 グッズ、チラシ配布

9月6日（月）～9月8日
（水）

健診結果報告会 9：30～14：30 町内交流センター等 美郷町 グッズ、チラシ配布

9月9日（木） 乳幼児健診 12：45～15：30 みさと館 美郷町 グッズ、チラシ配布

9月17日（金）、22日（水） 胃がん検診 8：00～14：30 検診会場 美郷町 グッズ、チラシ配布

9月中 乳幼児健診 受付時間内 健康センター元気館 邑南町（保健課） 子宮頸がん・乳がん検診啓発チラシの配布

9月中 がん検診等啓発 県央保健所 県央保健所 保健所入口付近へのチラシ、グッズ、幟の設置等

9月1日（水）～9月30日
（木）

がん検診等に関するPR 9:00-19:00 浜田市立中央図書館 浜田市 ポスター提示、グッズ設置

9月中 がん検診等に関するPR 市内 浜田市 すこやか員によるグッズ配布、啓発

9月中 がん検診等に関するPR 市内 浜田市 ほっとサロン浜田によるグッズ配布、啓発

9月中 がん検診等に関するPR 市内サロン会場　他 浜田市 出前講座、食生活改善推進員研修会等でグッズ配布、啓発

9月中 がん検診等に関するPR 各課、各支所窓口　他 浜田市
健康福祉部各課及び各支所でグッズ配布、啓発。子育て支援課では乳幼児健
診にあわせて子宮がん検診チラシの配布、啓発

9月中 がん検診等に関するPR 島根県立大学　浜田キャンパス 浜田市 子宮がん検診チラシの設置

9月中 がん検診等に関するPR 市内 浜田市 浜田市報9月号でがん征圧月間の啓発、がん検診日程周知（毎月）

9月中 がん検診等に関するPR 市内 浜田市
市と協定を結んでいる明治安田生命、第一生命によるがん検診啓発チラシの
配布

9月2日 胃がん検診 13：00～14：00 市役所 江津市 グッズ、リーフレット配布

9月6日 事業所健診 健診時間内 市民センター 江津市 グッズ、リーフレット配布

9月11日 乳がん検診 9：30～15：00 ゆめタウン江津 江津市 グッズ、リーフレット配布

9月14日 事業所健診 健診時間内 商工会議所 江津市 グッズ、リーフレット配布

9月21日 乳がん・子宮頸がん検診 9：00～15：00 市役所 江津市 グッズ、リーフレット配布

9月8、9、16、17日 食生活改善推進員ブロック研修会 9：30～12：00 市内地域コミュニティ交流センター等江津市 グッズ、リーフレット配布

9月15日 健康教室 10：00～12：00 長谷生活改善センター 長谷サロン グッズ、リーフレット配布

9月26日 健康まつり 10：00～12：00 都野津地域コミュニティ交流センター都野津町づくり協議会 グッズ、リーフレット配布

9月4、5、11、25、26日 新型コロナウイルス集団予防接種 接種時間内 江津市総合市民センター 江津市 リーフレット配布

9月中 いきいき元気な心と体づくりチャレンジ 江津市 チャレンジ達成賞の景品としてグッズ配布

9月中 がん検診に係る啓発 市役所 江津市 リーフレットの掲示

9月中 がん検診普及啓発 不定期 市内 益田市 ケーブルテレビ、広報誌、各地区健康教室にてがん検診受診勧奨

9/3（金）～9/30（木） がん征圧月間パネル展示 9:00-20：00 益田市立図書館 益田市 パネル展示、グッズ、チラシ設置（ほっとサロン益田と合同で実施）

9月1日 事業所健診 健診時間内 小川体育館 津和野町内事業所 グッズやチラシ等の配布

9月9日 幼児健診 健診時間内 プラサ枕瀬 津和野町 グッズやチラシ等の配布

9月29日 乳児健診 健診時間内 プラサ枕瀬 津和野町 グッズやチラシ等の配布

9月30日 乳がん検診 検診時間内 町民センター 津和野町 グッズやチラシ等の配布

9月中 がん検診等啓発 不定期 町内 津和野町 広報やケーブルテレビを活用した啓発

9月1日～6日 乳がん検診 検診時間内 町内検診会場 吉賀町 検診受診者へのグッズ配布、乳がん自己検診の啓発

9月24日頃～ 冬季大腸がん検診受診希望者の募集開始 町内 吉賀町
広報よしか10月号への記事掲載
個別通知発送（対象：夏季大腸がん検診未受診のクーポン券対象者）

9月中 子宮頸がんパンフレット配布 益田市内、津和野町内 益田保健所 グッズやチラシ等の配布（市内の年長さんの保護者あて）

9月中 がんパフレット等の設置 益田合庁入り口 益田保健所 パネル展示、グッズ、チラシ設置

9月15日（水）16日（木） 乳幼児健診時の啓発 午後 隠岐の島町役場　町民ホール 隠岐の島町 健診参加の保護者に向けて、啓発・受診勧奨

9月中 大腸がん検診 午前 中村・布施地区 隠岐の島町 大腸がん検体を地区で配布

9月毎週火曜日 大腸がん検診 8:30～12:00 海士町役場 海士町（健康福祉課） 大腸がん検診

9月中 健康相談
9:30～10:30
13:30～14:30

各地区公民館 海士町（健康福祉課） グッズ、チラシ配布

9月30日 肺がん検診（予備日） 15:15-15:30 中央公民館 西ノ島町（健康福祉課） 肺がん検診

9月中 がん検診等啓発 町内 西ノ島町（健康福祉課） データ放送、広報

9月～ 事業所訪問 管内事業所 隠岐保健所・管内町村 事業所訪問時に、啓発・受診勧奨

9月中 がん検診等啓発 隠岐合同庁舎 隠岐保健所 合同庁舎内にポスター掲示・幟の設置
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