
圏域 月日 事業名 時間 場所 主催 内容

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9日～9月11日
「グローバルゴールドセプテンバーキャン
ペーン2022」における松江城ライトアップ

日没～22時
松江城
出雲大社

島根県（健康推進課）、島根大
学（医学部小児科、総合理工学
部建築デザイン学科）

各会場を小児がんの啓発カラーであるゴールド照明でライトアップ

10月7日～11月3日 がん検診啓発等図書館展示 9:00～19:00 島根県立図書館 島根県（健康推進課） パネル展示、チラシ・グッズ設置

10月中 がん検診等啓発 県内 島根県（健康推進課） ラジオ放送（鳥取県と共同制作）

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

9月1日、6日 がん検診等啓発 安来市内 安来市 胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診

9月2日、10日 特定健診・大腸がん検診 安来市内 安来市 大腸がん検診

9月8日、26日 乳児健診（４か月・９か月） 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月15日 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 広報やすぎ「どげなかね」 安来市内 安来市 がん征圧月間の周知

9月中 交流センターにがん検診啓発ポスター掲示 安来市内各交流センター 安来市 がん征圧月間の周知

9月中 がん検診等啓発 市報まつえ9月号 松江市 がん検診受診啓発について記事を掲載

9月1日 がん検診等啓発 健康メール 松江市 松江市健康メールにてがん検診受診啓発について発信

9月中 がん検診等啓発 市役所玄関前 松江市 がん検診受診啓発の懸垂幕を設置

9月中 がん検診等啓発
コロナワクチン集団接種会場
（くにびきメッセ）

松江市 がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布

9月中 がん検診等啓発 玉湯公民館 玉湯支所市民生活課 がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布（集団健診・わいわいサロン）

9月3日 がん検診等啓発 宍道地区内 健康まつえ２１しんじ推進隊 がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布（ウォーキング）

9月中 がん検診等啓発 宍道地区内 宍道支所市民生活課 公民館だよりへの記事掲載

9月中 がん検診等啓発 八束地区内 八束支所市民生活課 集団健診受診者へのチラシ・グッズの配布

9月中 がん検診等啓発 八束地区内 八束支所市民生活課 地区内関係機関へのチラシ掲示

9月中 がん検診等啓発 八束地区内 八束支所市民生活課 公民館だよりへの記事掲載

9月22日 がん検診等啓発 宍道健康センター 宍道支所市民生活課 がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布（ふれあいの会研修会）

9月中 がん検診等啓発 美保関地区内 美保関支所市民生活課 がん検診受診啓発について支所だよりへの記事掲載

9月中 がん検診等啓発 城北地区内 松江市（健康推進課）
広報車による啓発、がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布（わいわい
サロン）

9月中 がん検診等啓発 白潟地区内 松江市（健康推進課） がん検診受診啓発についてチラシ・グッズの配布（研修会、なごやか寄り合い）

9月15日 がん検診等啓発 島根地区内 島根支所市民生活課 わいわいサロン参加者へのチラシ・グッズの配布

9月21日 がん検診等啓発 島根地区内 島根支所市民生活課 集団健診受診者へのチラシ・グッズの配布

9月中 がん検診等啓発 城東地区内 健康まつえ２１推進隊 がん検診受診啓発の記事掲載

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 各種がん検診会場にてがん検診の啓発 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・サロンにてがん検診の
啓発

町内自治会等 奥出雲町 グッズ・チラシ配布

9月中 乳幼児健診にてがん検診の啓発 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
新型コロナウイルスワクチン集団接種会
場にてがん検診の啓発

ワクチン集団
接種期間

カルチャープラザ仁多 奥出雲町 グッズ、チラシ配布

9月中 がん検診の啓発 各地区公民館 奥出雲町 ポスター掲示

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月中 健康教室での啓発 市内 雲南市 チラシ・グッズ配布

9月3日 特定健診・がん検診 8:30～11:00 保健福祉センター 飯南町 検診受診者への啓発、チラシ配布

9月7日 子宮がん検診 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、チラシ配布

9月15日 事業所健診 9:00～12:00 町内事業所 飯南町 検診受診者への啓発、チラシ配布

9月16日 事業所健診 9:00～12:00 赤名農村環境改善センター 飯南町 検診受診者への啓発、チラシ配布

9月16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、チラシ配布

9月20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、チラシ配布

9月21日 巡回人間ドック 8:00～11:30 保健福祉センター 飯南町 ドック受診者への啓発、チラシ配布

9月28日 健康にい～にゃん相談会 10:00～15:30
赤名農村環境改善センター
来島交流センター

飯南町 がん検診啓発チラシ配布、ポスター掲示

9月29日 健康にい～にゃん相談会 10:00～15:30
保健福祉センター
さつき会館

飯南町 がん検診啓発チラシ配布、ポスター掲示

9月中 がん検診等啓発 町内 飯南町 ホームページでの周知

9月1日～9月8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・パネル等の展示、チラシ・啓発グッズの配布

9月中 がん検診等啓発
雲南保健所、雲南圏域健康長
寿しまね推進会議

事業所、関係団体、管内スーパー等へポスター・チラシ・啓発グッズの配布

9月5日・７日・12日・
16日・21日・22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4日・5日・9日・12
日・14日・28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4日・9日・14日・
22日・26日

乳がん検診 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月中
乳幼児健診（4か月児、1歳6か月児、3歳
児）

9:00～16:00 市役所、まめなが一番館 出雲市 子宮がん・乳がん検診啓発チラシ配布

9月中 がん検診予防啓発 上津地区内 出雲市 センター報に記事掲載

9月24日 健康づくり講演会 午後 高松コミュニティセンター 高松地区 健康コーナーでの啓発

9月30日 子育てサポーター自主企画事業 10:00～11:30 大社体育館 出雲市 各種がん検診啓発チラシ配布

9月中 がん検診啓発
有線放送
定時放送

大社町内 出雲市 がん検診啓発

9月4日 がん検診に合わせた健康教育 8:00～15:00 平田文化館 出雲市 各種がん検診啓発、展示コーナー他

9月13日 子育てサークル 午前 塩冶コミュニティセンター 出雲市 子育てサークルに合わせたがん検診啓発チラシ配布

9月5日 子育てサークル、スタッフ会 午前 四絡コミュニティセンター 四絡コミュニティセンター 参加者とスタッフへがん検診啓発チラシ配布

9月14日・26日 乳がん検診 9:30～15:30 まめなが一番館 出雲市 胃がん検診啓発チラシ配布

9月15日・27日 乳幼児相談 10:00～11:30 まめなが一番館 出雲市 子宮がん、乳がん検診チラシ設置

9月13日 心の健康相談 13:00～16:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診チラシ配布

令和4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

出雲

雲南

松江

全県
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令和4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

9月12日 すこやかライフ健康相談 9:30～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診チラシ配布

9月28日 地域健康づくり連絡会 13:30～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診チラシ配布

9月27日 斐川地域　主任児童委員定例会 13:30～ まめなが一番館 主任児童委員 がん検診チラシ配布

9月7日 斐川地域　食のボランティア定例会 9:30～12:00 まめなが一番館 食のボランティアひまわりの会 がん検診チラシ配布

9月6日 平田・斐川地域ブックスタート連絡会 14:00～15:00 まめなが一番館 出雲市 がん検診チラシ配布

9月22日 伊波野地区　健壽のつどい 午前 伊波野コミュニティセンター 伊波野コミュニティセンター がん検診チラシ配布

9月26日 直江地区健康づくり推進員連絡会 13:00～17:15 直江コミュニティセンター 出雲市 がん検診チラシ配布

9月21日 出東地区健康づくりの会理事会 19:00～20:00 出東コミュニティセンター
出東コミュニティセンター（出東
地区健康づくりの会）

がん検診チラシ配布

9月20日 阿宮地区　はつらつサロン 10:00～11:00 下阿宮3自治会公民館
下阿宮ミニふれあいサロン　は
つらつサロン

がん検診チラシ配布

9月6日 幸町サロン 10:00～11:00 幸町公民館 幸町自治会 がん検診チラシ配布

9月22日
青壮年期・高齢期健康づくりネットワーク
会議

14:00～16:00 本庁 出雲市 がん検診啓発、チラシ配布

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

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 検診時間内 大田市民会館 大田市 パネル展示、グッズ・チラシ設置

9月1日・2日 大田高等学校文化祭 島根県立大田高等学校 大田市 チラシ配布

9月１日～9月30日 公共機関でのがん検診等啓発 川本町役場、かわもと図書館 川本町 ポスター掲示、チラシ設置

9月15日・29日 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5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8日 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2日・7日・26日 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 健診時間内 健康センター元気館 邑南町 子宮頸がん・乳がん検診啓発チラシの配付

9月中 町内事業所へのがん検診等啓発 町内 邑南町 子宮頸がん・乳がん検診啓発チラシの配付

9月中 がん検診等啓発 県央保健所 県央保健所 保健所入口付近でのポスター・チラシ・グッズ・幟の掲示

10月中 がん検診等啓発 大田市立図書館 県央保健所 ポスター・チラシ・グッズの掲示

9月1日～9月30日 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、関連図書設置

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
担当課及び各支所、総合窓口課でグッズ設置、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、住友生命によるがん検診啓発
チラシの配布

9月中 がん検診等に関するPR Facebook、Twitter 浜田市 がん征圧月間の啓発、がん検診の周知

9月1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5日 事業所健診 健診時間内 江津市総合市民センター 江津市 グッズ・リーフレット配布

9月7日 乳児健診 健診時間内 子育てサポートセンター 江津市 グッズ・リーフレット配布

9月8日 事業所健診 健診時間内 桜江総合センター 江津市 グッズ・リーフレット配布

9月10日 乳がん検診 9:30～15:00 ゆめタウン江津 江津市 がん検診に関する展示

9月14日 ３歳児健診 健診時間内 子育てサポートセンター 江津市 グッズ・リーフレット配布

9月15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20日 乳がん・子宮頸がん検診 13:30～14:45 市役所 江津市 グッズ・リーフレット配布

9月22日 事業所健診 健診時間内 桜江B&G海洋センター 江津市 グッズ・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月7日～9月30日 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8日 幼児健診におけるがん検診啓発 13:00～16:00 滝元枕瀬公民館 津和野町 がん検診啓発グッズ（パンフレット、ウェットティッシュ等）配布

9月21日 乳児健診におけるがん検診啓発 13:00～16:00 滝元枕瀬公民館 津和野町 がん検診啓発グッズ（パンフレット、ウェットティッシュ等）配布

9月14日 乳がん検診におけるがん検診啓発 9:00～15:00 旧役場日原第２庁舎 津和野町 がん検診啓発グッズ（パンフレット、ウェットティッシュ等）配布

9月28日 乳がん検診におけるがん検診啓発 9:00～15:00 津和野町民ｾﾝﾀｰ 津和野町 がん検診啓発グッズ（パンフレット、ウェットティッシュ等）配布

9月29日 胃がん検診におけるがん検診啓発 8:30～14:30
[AM]旧役場日原第２庁舎
[PM]津和野体育館

津和野町 がん検診啓発グッズ（パンフレット、ウェットティッシュ等）配布

9月中 広報つわの９月号におけるがん検診啓発 － 津和野町内 津和野町 がん検診に関する記事掲載

9月1日・2日・6～8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26日頃～ 大腸がん検診の啓発 町内 吉賀町
冬季大腸がん検診の受診勧奨に合わせた啓発活動（広報よしか10月号への記
事掲載、音声告知放送等の実施など）

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月中 がん予防啓発 役場庁舎、診療所 知夫村 ポスター掲示、HPVワクチン接種勧奨

9月29日 結核・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） 結核・肺がん検診（X線検査・喀痰検査）

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、動画配信

9月14日・15日 乳幼児健診時のがん検診啓発 午後 隠岐の島町役場 隠岐の島町 健診対象児の保護者に向けた啓発、受診勧奨

9月30日 大腸がん検診 終日 五箇地区 隠岐の島町 大腸がん検査キットを地区で配布

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27日 肺がん検診（予備日） 15:15～15:30 開発センター 海士町（健康福祉課） 肺がん検診

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

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

隠岐

益田

浜田

県央

出雲


