
2.イベント

区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成28年11月9日

くらしの広場（消費者生活展）にて実施
・保健師による乳がん検診触診モデル体験
・自己検診方法パネル等の掲示
・乳房自己検診グローブ、ポケットティッシュ、ピンクリボン
　バッジ、リーフレット及びポストカードの配付

千代田区役所１階区民ホール 区民、区内在勤者、区内在学者

平成28年11月12日

骨密度測定会と合同で実施
・乳がん検診触診モデル体験
・自己検診方法パネル等の掲示
・乳房自己検診グローブ、ポケットティッシュ、ピンクリボン
　バッジ、リーフレット及びポストカードの配付

千代田保健所４階健診室 区民

平成29年3月上旬

保健所事業と合同で実施
・乳がん検診触診モデル体験
・自己検診方法パネル等の掲示
・乳房自己検診グローブ、ポケットティッシュ、ピンクリボン
　バッジ、リーフレット及びポストカードの配付

千代田保健所４階健診室 区民

中央区 平成28年10月23日

健康福祉まつり
　福祉と健康のまちを目指して、地域で生活する全ての方々が、
　ふれあい、交流することで、相互の理解と親睦を深める。
　ミニBoxティッシュ、リーフレットの配布

中央区保健所
福祉センター

中央区民

港区 平成28年10月30日

がん対策とうきょう・みなと２０１６～ピンクリボンin東京2016
乳がん月間キャンペーン ＆港区政70周年記念「港区がん対策推進
アクションプラン普及啓発」イベント～
・シンポジウム
・体験型イベント（ブース等）とパネル展
・乳がん検診車の見学・乳がん視触診モデル体験
・その他（スタンプラリー等）

「ザ グランドホール」　 区民等 東京都との共催事業

平成28年9月4日 1 乳がんに関するリーフレットの配布 四谷ひろばまつり

平成28年9月25日 2 乳がんに関するリーフレットの配布 若松地域センターまつり

平成28年10月23日 3 乳がんの自己検診体験及び乳がんに関するリーフレットの配布 ふれあいフェスタ2015

平成28年11月（未定） 4 乳がんに関するリーフレットの配布 わかもののつどい

平成29年1月9日 5 乳がんに関するリーフレットの配布 はたちのつどい

平成29年3月（未定） 6 乳がんに関するリーフレットの配布 四谷地域センターまつり

7 区内の各地域センターまつり等における乳がんの自己検診
　体験・リーフレットの配布（2・6以外9か所）

各地域センター等

8 ピンクリボンティッシュの配布 未定

文京区 平成28年10月3日 街頭キャンペーン（ポケットティッシュ・リーフレット配布） 文京シビックセンター周辺 区民 　

　　　　　　　　　　　　　　　平成２8年度区市町村乳がん検診普及啓発事業実施計画　　　　　平成28年7月調査

千代田区

新宿区 区民

すべてブース出展

2・6・8は女性の健康
支援センター（四谷保健
センター）が担当

７は他保健センター３所が担当



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

①区内施設で乳がん予防に関する展示を実施

②区内循環バスめぐりんのエンブレム装着・車内へのポスター掲示

③車内ポスターと同様のポスターを区内に掲示

④ホームページ・広報へ乳がんに関する情報を掲載

平成28年9月26日～
平成28年9月30日

墨田区役所

平成28年10月3日～
平成28年10月7日

都立墨東病院

平成28年10月16日 オリナス錦糸町

平成29年3月
女性の健康づくり応援キャンペーン(予定 )
⇒がん関連パンフレット・ピンクリボングッズの配布等

オリナス錦糸町（予定）

平成28年6月3日～
平成28年6月27日

特定健診啓発パネル展・リーフレット、ポストカード、ポケットティッシュ

平成28年9月30日～
平成28年10月7日

特定健診啓発パネル展・リーフレット、ポストカード、ポケットティッシュ

平成28年7月2日
おおたスポーツ健康フェスタ
乳がん検診普及啓発ちらし・ティッシュ・油取り紙配布

平成28年10月10日
区民スポーツまつり
乳がん検診普及啓発ちらし・ティッシュ等配布

世田谷区 平成28年11月13日
世田谷２４６ハーフマラソン会場でのがん検診啓発チラシ等の配布
を予定

駒沢オリンピック公園 主に女性区民

平成28年9月、10月
平成29年2月、3月

健康フェスタ、がん征圧月間、乳がん撲滅月間、女性の健康週間で
パネル掲示及びリーフレット・ティッシュ配布

保健所・保健相談所 区民

平成28年11月
「渋谷区くみんの広場　ふるさと渋谷フェスティバル」でバッジ・
ティッシュを配布及び乳房モデルによる触診体験

代々木公園 参加者

平成28年10月6日
街頭キャンペーンの実施
ピンクリボンロゴの入ったＴシャツを着用し、啓発ティッシュを
配布（３０００個）

中野駅前 通行人

平成28年10月3日～
平成28年10月17日

ピンクリボンパネル展の実施

平成28年10月12日 乳がん自己検診法の指導

がん協定による四者協働事業としてピンクリボン運動への取り組み
①街頭キャンペーン
②ピンクリボンパネル展
③乳がん自己検診法の指導

①中野駅前
②区役所１階ロビー
③区役所１階ロビー

①通行人
②来庁者
③来庁者

(アフラック・西武信用金庫・
新渡戸文化学園）

平成28年11月5日、6日
すぎなみフェスタ
ポスター掲示・チラシ配布・乳がん検診勧奨及び申込受付

桃井原っぱ公園 区民

大田区 大田総合体育館 区民

渋谷区

区役所１階ロビー 来庁者
中野区

目黒区 目黒区総合調査 区民

墨田区

がんに関する知識及び検診等についてのパネル展示・体験など
⇒がん関連パンフレット・ピンクリボングッズの配布等、
　検診車によるがん検診の実施（予定）

どなたでも

台東区
平成28年10月1日～
平成28年10月31日

①区内５か所
②③循環バス２２台予定

区民

杉並区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成29年3月
女性の健康週間イベント
乳がん自己検診用ポスター配布予定

杉並保健所

杉並区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成28年10月8日 健康ウォークラリー（パンフレット1,000部）

平成28年10月23日 がん対策特別講演会（パンフレット100部）

平成28年11月3日
がん検診受診勧奨イベント（パンフレット200部、ティッシュ
200部）

サンシャインシティ噴水広場

平成28年10月1日 北区区民まつり 北区赤羽公園他

平成28年10月22日 東京家政大学　緑苑祭 東京家政大学構内

北区内各地区商店街での街頭キャンペーン 区内各商店街

各健康支援センター内で啓発グッズ配布 各健康支援センター(王子・赤羽・滝野川）

荒川区

区内小中学校におけるがん予防出前授業
「子供たちと保護者に対する普及啓発」「若い世代の受診率向上と
知識の普及啓発」を目的として、年に数回小学校及び中学校に出向
き、がん予防出前授業を実施する。がん予防を子供たちに楽しく伝
えるため、がん検診に従事する区職員が寸劇を行う。あわせて、が
ん体験者（乳がん、胃がん、その他のがん）を招き、「がん体験者
の話」を実施する。

区内小中学校 生徒・保護者等 年9回実施

平成28年5月
児童館まつり「わくわくフェスタ」乳がん触診体験・ティッシュ・
リーフレット配布・がん検診受付

平和公園 来場者

平成28年9月
健康月間行事
パネル・乳がん触診体験・ピンクリボンキルト展示・リーフレット
配布

各健康福祉センター 来場者

平成28年8月
赤塚銀座まつりにて
乳がん触診体験

赤塚銀座商店街 来場者

平成28年9月 ９月健康月間インナービューティママクラス（ちらし・テイッシュの配布） セブンタウン小豆沢 来場者

平成28年10月

乳がん月間行事
①リーフレット・ピンクリボンテッシュ配布
②区役所イベントスペース乳がん検診啓発展示
③啓発のぼり旗設置

区役所・各健康福祉センター・
女性健康支援センター

月間中来庁者

平成28年10月
高島平まつりにて
乳がん触診体験・リーフレット配布

旧高島平第7小 来場者

平成28年10月～
平成28年11月

区内大学祭にて
乳がん触診体験・ピンクリボンキルト展示・リーフレット配布

区内大学 大学祭来場者

平成28年12月
子育て記念日
乳がん触診体験・ティッシュ・リーフレット配布・がん検診受付

平和公園 来場者

平成29年2月
児童館見に行こうツアーにて
乳がん触診体験・ティッシュ・リーフレット配布・がん検診受付

区役所 来場者

豊島区
豊島区役所

区民

北区

平成28年10月1日～
平成28年10月31日

北区民(北区在勤・在学を含む）

板橋区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成29年3月
女性健康週間にて
乳がん触診体験・ティッシュ・リーフレット配布・がん検診受付

区役所 来場者

板橋区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成28年5月8日
「母の日キャンペーン」にて
ピンクリボングッズ（ポケットティッシュ）の配布。2600個

練馬駅前、としまえん
区内フラワーショップ23店舗

歩行者、母の日のお花を買いに
来た方

乳がん体験者の会あけぼの
NERiMAと練馬区が協働し実
施。

平成28年10月16日

「健康フェスティバル」
【内容】
・乳がんについてパネル掲示
・触診モデルの体験
・乳がんアンケートの実施
【配布物】
・乳がんパンフレット
・自己触診のパンフレット
・練馬区内乳がん検診実施医療機関マップ
・ピンクリボングッズ各種配布（ティッシュ・缶バッチ、付箋）

としまえん 来場者

練馬まつりと同時開催。まつり
実施中、としえまえんも開園。
練馬区医師会、乳がん体験者の
会あけぼのNERiMA、区が協
働し実施

平成28年10月7日～
平成28年10月9日

がんを知る展
普及啓発リーフレットの配布及び触診モデル体験

足立区役所本庁舎

平成28年10月20日
ピンクリボンあだち
乳がん検診ＰＲ、ミニウォーク、ポスター掲示
チラシの配布・掲示（区施設・医療機関等）

平成28年10月1日～
平成28年10月31日

ピンクリボン月間
乳がん検診ＰＲ、ポスター掲示、チラシの配布

平成29年3月下旬～
平成29年4月

舎人千本さくらまつり
普及啓発リーフレットの配布及び触診モデル体験

都立舎人公園

葛飾区 平成28年11月6日
かつしか健康食育フェア
ポケットティッシュ・パンフレット配布　1,000部

健康プラザかつしか 一般区民

平成28年5月15日
八王子市健康フェスタにおいて、がん検診普及啓発ブースを出展。
フリクションペン・ポケットティッシュ等を配布。配布部数
1,000人分

富士森体育館 市民（イベント参加者）

平成28年10月
「ピンクリボンキャンペーン」
フリクションペン・ポケットティッシュ等500～1,000人分を配
布予定

JR八王子駅（改札前または北口
マルベリーブリッジ上）

市民等（駅利用者、通過者）

立川市 平成28年9月7日
普及啓発活動
乳房モデルを使った自己触診法指導

立川市役所 立川市民（女性）

練馬区

足立区 区民区内

八王子市



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

未定
内容：コミュニティ・センター祭りにおいて、乳がん予防普及啓発
コーナーを設け、自己触診法の説明、パネル展示等を実施予定。
配布物：リーフレット、ティッシュ、ポストカード等。

市内コミュニティ・センター お祭り来所者

平成28年６月21日
平成28年８月20日
平成28年10月18日
平成29年１月18日

内容：骨粗しょう症健診時に乳がん予防普及啓発コーナーを設置。
自己触診法の説明、パネル展示、検診申込み等実施。
配布物：リーフレット、ポストカード、テッシュ等。

骨粗しょう症健診来所者。40・
45・50・55・60・65・70歳
の女性

平成28年10月9日
内容：健康イベントにおいて、乳がん予防普及啓発コーナーを設
け、自己触診法の説明、パネル展示等を実施予定。
配布物：リーフレット、ティッシュ、ポストカード等。

イベント来所者

平成28年6月7日 １．健康まつり（ポケットティッシュ・リーフレット） 市役所 来庁者

平成28年6月、7月、10月 ２．胃がん検診時啓発（リーフレット） 健康センター 胃がん・肺がん検診受診者

平成28年6月、7月、10月 ３．肺がん検診時啓発（リーフレット） 健康センター 胃がん・肺がん検診受診者

平成29年3月 ４．女性の健康づくり週間啓発（ポケットティッシュ・リーフレット）市役所 来庁者

平成28年6月、7月 ５．骨密度検診時 健康センター 骨密度検診受診者

府中市 通年 自己触診のリーフレットを配布 府中市保健センター ３歳児健診の受診者の母親

平成28年9月 いきいき健康フェスティバル　リーフレットの配布

平成28年10月 施設エントランスロビーでのパネル展示・リーフレット・ティッシュの配布

調布市 平成28年10月4日
調布駅前広場で乳がん検診チラシや啓発物品を配布
配布物：チラシ，ポケットティッシュなど
配布数：３００（予定）

調布駅前広場 市民

・地元サッカークラブチームと協力し、試合日にブース設置・電光
掲示板に啓発文表示

・各イベント等でのピンクリボンティッシュ配布

小金井市 平成28年10月中旬
市内駅前にて、啓発キャンペーンを実施
啓発品配布（ポケットティッシュ）　個数　検討中

武蔵小金井駅
東小金井駅

駅利用者

小平市
平成28年10月～
平成28年11月

がん検診申し込み受付(乳がん・子宮がん)・乳房モデル展示・リー
フレット及びパンフレット入りティッシュ配布

市内3か所予定

市民(がん検診申し込みについて
は、乳がんは３０歳以上の女
性、子宮がんは２０歳以上の女
性）

三鷹市

総合保健センター

青梅市

昭島市 公民館 市民

各イベント会場平成28年10月町田市 市民



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

日野市 平成28年10月9日

ピンクリボンイベント（主催　東京都・日野市）
内容：ステージイベント（ドクターの安心トーク）、
日野市乳がん検診の実施・マンモ車見学、
乳がんモデル視触診体験、スタンプラリー、
協力企業・団体によるブース展示
（パネル展示、啓発物配布等）

イオンモール多摩平
働き世代（20歳～50歳代）の女
性とその家族



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

東村山市
平成28年11月12日
平成28年11月13日

◯「市民健康のつどい」で、ピンクリボンキャンペーン実施予定
◯のぼりを掲示、ピンクリボンジャンパーを着用し、しこりあてク
イズを実施し、普及啓発グッズを配布
◯乳がん検診臨時申込み窓口を開設
◯乳がん等の健康相談を実施
◯東村山市がん哲学カフェを周知
◯乳がん検診の方法について説明

いきいきプラザ 市民等来所者

国立市 平成28年11月6日

国立秋の市民まつりにて、ブースを設置して啓発を行う。
配布物：東京都作成グッズ
①リーフレット「乳がん検診を受けましょう！」250部
②ミニBOXティッシュ250箱（予定）

国立市
大学通り

まつりの来場者

福生市 平成28年10月30日
イベント：健康まつり
配布物：リーフレット（250枚）・啓発ティッシュ（250個）

福生野球場 市民、その他

狛江市 平成28年10月26日

健康まつり
・乳がん啓発用のＤＶＤの上映・乳がん啓発用リーフレットやパン
フレットを各100枚配布
・メッセージキルト
・パネル展示
・触診モデルの設置

あいとぴあセンター 市民

東大和市 平成28年11月13日

【配布時】健康のつどい
【配布物・部数】配布予定者数　４００名
　　　　　　　　ブレストケアグラブ
　　　　　　　　お風呂で乳がんチェック

未定 一般市民

清瀬市 平成28年10月
清瀬市市民まつり
健康測定会会場にて、乳がんリーフレットやピンクリボン
のティッシュを配布

清瀬駅周辺 市民

東久留米市 平成28年10月11日
街頭キャンペーン
　啓発資料およびグッズの配布
　乳がんモデルによる自己検診体験

未定 市民

武蔵村山市 平成28年10月29日
市民祭りである「デエダラまつり」において、乳がん検診の普及啓
発に係るブースを開設する。

デエダラまつり会場内健康推進
課ブース

来場者

平成28年10月6日
平成28年10月7日

平成28年10月20日
平成28年１0月21日

1歳6か月健診、3歳児健診
リーフレット、ティッシュを配布

健康センター 母親世代の女性

平成28年10月2日
平成28年10月10日
平成28年10月16日
平成28年１0月23日

コミュニティセンターでのおまつりで、ティッシュを配布 市内コミュニティセンター おまつりに来た方

平成28年7月31日
稲城ふれあい保健・医療まつり
リーフレット配布・パネル展示

稲城市立病院健診センター

多摩市

稲城市 市民



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成28年10月10日
健康まつり
リーフレット配布・パネル展示

総合体育館

稲城市 市民



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

平成28年7月10日
平成28年7月11日

★骨密度検診
検診受診者に対し、乳がん予防や自己触診法に関するリーフレット
を配布し、健康教育を行い、併せて乳がん検診の受診勧奨を行っ
た。受診者174名。

羽村市保健センター
骨密度検診受診者

平成28年10月9日

★健康フェア
健康づくりに関する普及啓発イベントであり、市民運動会と併せて
開催する。乳がん検診については、上記と同様の内容で実施する予
定。

市内公園グランド イベント参加者

あきる野市 平成28年10月15日
健康のつどい（健康まつり）
・リーフレット、ＢＯＸティッシュ等の配布

あきる野ルピア 来場者

平成28年10月

駅頭キャンペーン
ピンクリボンキャンペーングッズの配付（検診受診勧奨および申込
勧誘）
乳がん検診（その他がん検診）の申込み
乳がんモデルによる触診体験および自己検診法の実施

平成28年11月12日
平成28年11月13日

市民まつり（11月）
乳がん検診（その他がん検診）の申込み
乳がんモデルによる触診体験および自己検診法の実施

平成28年7月24日
スポーツ大会
乳がんモデルによる触診体験および自己検診法の実施

瑞穂町
平成28年11月14日
平成28年11月15日

産業まつりでポケットティッシュとリーフレットの配布 役場周辺
産業まつり内保健コーナーに参
加した町民

日の出町
平成28年11月5日
平成28年11月6日

産業まつり
ミニＢＯＸティッシュ　１００個
乳がん検診リーフレット　４００部
子宮頸がん検診リーフレット　４００部

日の出町民グランド 来場者の女性

奥多摩町
平成28年10月29日
平成28年10月30日

奥多摩ふれあいまつり
リーフレット、ティッシュ　各１００部

奥多摩町 一般

大島町 平成28年11月5日
福祉まつりにて、乳がんの普及啓発
・リーフレットの配布
・ミニＢOＸティッシュの配布　　等

福祉まつり会場（開発総合セン
ター）の福祉けんこう課けんこ
う係のブース

福祉まつりに来場された女性

神津島村 平成28年10月29日
健康福祉まつりにてリーフレット、及びミニＢＯＸティッシュの配
布（100部予定）

開発センター 神津島住民

御蔵島村
平成28年10月～
平成28年11月

住民検診などでの啓蒙活動 診療所・村役場 １０代～概ね６０代までの女性

八丈町 平成28年12月初旬 女性のがん検診　受診促進　街頭キャンペーン 町内商店他 女性

西東京市
田無駅、ひばりが丘駅（予定）
いこいの森公園

市民・駅利用者

羽村市


