
2.イベント

区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

11月10日（金）終
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他、啓発物品の配付

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

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他、啓発物品の配付

千代田保健所４階健診室 区民
パネル展示は、
3月1日～3月8日

中央区 10月22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。
リーフレット「乳がん検診を受けましょう」　１００部
ミニボックスティッシュ　１００個

中央区保健所福祉センター 中央区民

港区 10月22日

港区がん対策普及啓発イベント「（仮称）がん対策みなと２０１７」
【内容（予定）】
がんを克服された著名人を講師に招いた講演、医療機関、企業、ＮＰＯ等に
よる「体験型ブース」、相談コーナー、各種がんリーフレットの配布など

「六本木ハリウッドビューティー専門学
校」
都営地下鉄大江戸線　六本木駅下車すぐ
（港区六本木６－４－１）

区民等

9月3日 乳がんモデルによる触診体験と乳がんに関するリーフレットの配布 四谷ひろばまつり 区民 ブース出展

10月予定 ピンクリボンティッシュの配布 各地域センター 区民 配布

10月1日 乳がんモデルによる触診体験と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
区民

ブース出展

10月15日 乳がん普及啓発グッズの配布と乳がんモデルによる触診体験 ふれあいフェスタ@都立戸山公園 区民 ブース出展

12月9日 乳がんモデルによる触診体験と乳がんに関するリーフレットの配布 若者のつどい 区民 ブース出展

1月8日 乳がんモデルによる触診体験と乳がんに関するリーフレットの配布 はたちのつどい 区民 ブース出展

3月25日 乳がんモデルによる触診体験と乳がんに関するリーフレットの配布 四谷地域まつり 区民 ブース出展

　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度区市町村乳がん検診普及啓発事業実施計画　　　　　平成29年7月調査

千代田区

新宿区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

①ピンクリボンキャンペーン（東京都と共催予定） ①文京シビックセンター区民ひろば 区民

②街頭キャンペーン（ポケットティッシュ・リーフレット等配布） ②文京シビックセンター周辺 区民

①10月（1カ月間）
①区内５か所での特設ブース設置
関係機関・台東区循環バス内への車内広告

①保健所・区役所・浅草保健相談セン
ター・
生涯学習センター・環境ふれあい館ひま
わり等

在勤・在住

②10月25日～11月
7日

②台東区内循環バスへの前面パネル装着 在勤・在住

③１０月中旬～下旬 ③上野駅でのキャンペーン（日程未定） ③駅１階コンコース内 在勤・在住

①9月25日～9月29
日

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）

①墨田区役所、 どなたでも

②10月2日～6日
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）

②都立墨東病院、 どなたでも

③10月14日
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）

③オリナス錦糸町 どなたでも

3月上旬
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） どなたでも

6月20日～7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、ミニＢＯＸティッ
シュ

目黒区総合庁舎 区民

9月26日～10月5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 目黒区総合庁舎 区民

大田区 7月1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・ティッシュ等配布

大田総合体育館 区民

台東区

墨田区

目黒区

文京区 10月2日



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

10月1日 保健センターまつり（内容調整中） 世田谷区立保健センター 区民等

10月8日
世田谷パンまつり　乳がんモデル展示 池尻がやがや館 まつり参加者

10月15日
８０２０歯っぴぃ＆健康フェスタ世田谷
歯と口腔をはじめとする健康づくりに関する啓発事業。

三茶しゃれなあどホール 区民等

11月19日

区政８５周年 せたがやウォーク８５
世田谷区制施行８５周年を祝うウォーキングイベント。参加者全員にウォー
キングマップを配布し、ゴール地点のブースでは、簡単な整理体操、適塩等
のバランスのよいメニューの紹介などを行う予定。

区内５地域
区民等

1月11日・12日 子育てメッセ　　　乳がんモデルの展示、乳がん検診啓発 東京都市大学夢キャンパス 5支所協働開催

通年
「がん検診のご案内～あなたはどのタイプ？」２２００部
「同上」６００部と乳がんモデル展示

健診案内郵便に同封
区民健診予診と個別指導時

3歳児健診対象保護者
区民健診受診者

①９月
　１０月
　２月
　３月

①がん征圧月間、乳がん撲滅月間、健康フェスタ、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

①保健所・保健相談所
①区民

②１１月
②「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

②代々木公園
②参加者

10月2日～20日 ○ピンクリボンパネル展の実施 区役所1階ロビー 来庁者

10月10日 ○乳がん自己検診法の指導 区役所１階ロビー 来庁者

10月11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（3,000
個）を配布

中野駅改札前 不特定

○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（上記
3事業）

アフラック、西武信用金庫、
新渡戸文化学園

1月8日 ○成人のつどい（成人式）で啓発チラシを配布 サンプラザ前 新成人

世田谷区

渋谷区

中野区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

9月4日 区役所ロビーでのがん予防パネル展示、がん検診の受付 杉並保健所 区民

10月28日，29日 検診車でのがん検診普及啓発（啓発グッズとリーフレットの配布予定） 杉並保健所 区民

10月29日 がん対策特別講演会（パンフレット100部） 豊島区医師会館、勤労福祉会館他 区民

10月下旬(予定) 豊島市場まつり（パンフレット500部） 豊島市場 区民

11月5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100部） サンシャインシティ噴水広場

区民

10月22日（日） ウォーキング大会内で啓発グッズ配布、セルフチェック法ミニ講座開催 荒川河川敷広場 北区民(北区在勤・在学を含む）

10月～11月
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）

区民

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11回実施予定

杉並区

豊島区

北区



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

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

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

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

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） 上板橋健康福祉センター 来場者

9月
がん検診勧奨キャンペーン
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

セブンタウン小豆沢 来場者

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
④区職員による、ピンクリボンバッチ装着によるピンクリボン活動参加

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

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

10-11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

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

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

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

5月７日（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。配布個数：2000個

区内フラワーショップ25店舗 母の日のお花を買いに来た方
乳がん体験者の会Pink
Ribbon in Nerimaと練馬区が
協働し実施。

10月15日（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）

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Pink Ribbon in
Nerima、区が協働し実施。

１０月７．８日
区民まつり（Ａフェスタ）
普及啓発リーフレットの配布及び触診モデル体験

荒川河川敷虹の広場 区民

10月19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、チラシ配布・掲示（区施
設・医療機関等

区内
区民

１０月１日～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

区民

①10月29日
①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。自己触診・乳がん検
診啓発コーナーの設置

①健康プラザかつしか 一般区民

②10月3日・10月4日
②区役所庁舎区民ホールでのパネル展示及びポケットティッシュ・パンフ
レット配布200部

②区役所区民ホール 一般区民

5月21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

エスフォルタアリーナ八王子 市民（イベント参加者）

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）

練馬区

足立区

葛飾区

八王子市



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

武蔵野市
11月3日
9時半～15時半

事業名：『市制施行70周年　保健センター開設30周年記念事業　健康フェ
スティバル（仮称）』

配布物：リーフレット「乳がん検診を受けましょう！」

武蔵野市立保健センター 武蔵野市民

①10月8日

①
内容：2017ケンコウデスカ？デーにおいて、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。

①三鷹市総合保健センター ①イベント来所者

②6月9日

③7月22日

④10月17日

⑤1日12日

⑥未定（７か所）

⑥
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。

⑥市内コミュニティ・センター（７か所）⑥お祭り来所者

１．6月11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

２．６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

３．６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

４．３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

５．６月、７月 ５．骨密度検診時 健康センター 骨密度検診受診者

②～⑤
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、検診申込み等実施予定。
配布物：リーフレット、ポストカード、テッシュ等。

②～⑤三鷹市総合保健センター
②～⑤骨粗しょう症健診来所
者。満40・45・50・55・
60・65・70歳の女性

三鷹市

青梅市



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

9月18日（祝）
10時～15時

健康福祉まつり
　いきいき健康フェスティバル’/リーフレットの配布

公民館 市民

10月
ピンクリボンキャンペーンの月にあわせがん予防（乳がん含む）啓発パネル
展示/リーフレット配布

保健福祉センター 市民

3月1日（木）～
3月9日（金）

女性の健康週間　パネル展示/リーフレット配布 市民

調布市
10月16日
14時～

ティッシュ，乳がん検診ちらし，パンフレットなど３００セット配布 調布駅前広場 市民（女性）

・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付

小金井市 10月下旬
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）約3,000個

武蔵小金井駅
東小金井駅

駅利用者

小平市 10～11月
がん検診申込受付(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(がん検診申込については、
乳がんは30歳以上の女性、子宮
がんは20歳以上の女性）

10月1日
11時～16時

ピンクリボンイベント（リーフレット・グッズ配布300部） イオンモール多摩平の森 イオンモール来場者

9月19日～10月3日 ピンクリボンイベントポスター掲示・リーフレット設置 京王ミニバス・郵便局他 各施設利用者

10月1日 ピンクリボン月間ポスター掲示・リーフレット設置（20部×14組程度） 京王ミニバス 京王ミニバス利用者

10月16日～10月23日 ピンクリボン月間ポスター掲示・リーフレット設置（100部程度） 七生支所 高幡不動駅利用者

東村山市
11月11日（土）・
12日（日）
10：00～15：00

市民健康のつどいで、ピンクリボンキャンペーン実施 いきいきプラザ 市民

日野市

昭島市

町田市 10月 各イベント会場等 市民



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

国立市 11月5日（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

狛江市 8月以降

・9月または10月に、がん征圧月間にあわせてのぼり旗にて普及啓発を図
る。
・がん検診の受診勧奨や普及啓発のためのリーフレット作成し配布予定（乳
がん検診の内容含む）

自治会等を通じて市民に配布予定

清瀬市 8月中旬から8月下旬
市の乳がん検診申し込みに合わせて、啓発資材の配布及び、がん検診申し込
みブースを設置する。

清瀬市消費生活センター前 市内の女性

実施場所である消費生活セン
ターは清瀬駅近くであり、建
物がピンクであるため、選ん
だ。

・乳幼児健診の元気ｐｌｕｓ＋（市の事業）ＰＲ活動に合わせて周知（パン
フの配布等）

・乳幼児健診来所者

・ピンクリボンキャンペーンＰＲ掲示（家庭でできる自己触診法プリントの
配布、「乳がん検診を受けましょう！」リーフレットの配布、ＢＯＸティッ
シュの配布）

・わくわく健康プラザ来所者

武蔵村山市 10月21日

デエダラ祭

　健康推進課ブースにて乳がん検診普及啓発事業を実施。
・パネルや乳房モデルの展示。
・クイズ形式で乳がん検診の重要性を周知し、正解者に啓発グッズ等を配布
（約400個）
・パンフレットの配布

市内グラウンド 市民

10月5日
10月6日
10月19日
10月20日

1歳6か月児健診、3歳児健診でティッシュやリーフレットを配布 健康センター 母親世代の女性

10月8日
10月9日
10月15日

コミュニティセンターでのおまつりで、ティッシュやリーフレットを50部
ずつ配布予定

トムハウス、愛宕かえで館、菖蒲館 おまつりに来た方

10月中 図書館での企画展示 図書館 図書館に来た方

10月中 わくわく健康プラザ

多摩市

東久留米市



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

7月23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 市民

10月9日
健康まつり
リーフレット配布・パネル展示

総合体育館 市民

5月21日
・はむら健康の日
健康づくりの普及啓発イベント。がん検診については「健診PRコーナー」
でリーフレット配布及び受診勧奨をした。

羽村市保健センター イベント参加者

7月9日～10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実施する予定。

羽村市保健センター 骨密度検診受診者

10月8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、「がん検診PRコーナー」でリーフレット配布
及び受診勧奨を実施する予定

市内公園グランド イベント参加者

あきる野市 10月21日
健康のつどい（健康まつり）
・ポケットティッシュ、リーフレット等の配布

あきる野ルピア 来場者

10月頃
(日にち未定)

駅頭キャンペーン：ピンクリボングッズの配布
　　　　　　　　　乳がん健診(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

田無駅(予定) 市民・駅利用者

11月11日・12日
(予定)

市民祭り：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

いこいの森公園 市民・駅利用者

瑞穂町 11月11日・12日
産業まつりでリーフレット、ミニBOXティッシュの配布
配布数：リーフレット250部
　　　　ミニBOXティッシュ100個

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 11月上旬
日の出産業まつり
リーフレット２５０枚、ＢＯＸティッシュ１００個、
ポストカード１２０枚

日の出
町民グランド

来場者の女性

西東京市

稲城市

羽村市



区市町村名 日時 内容 場所 対象者 備考

大島町 10月28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 9月23日

健康・福祉まつり
　健康や福祉に関する普及啓発を目的としたイベント。
　歯科医師による歯科相談、健康機器を利用した
　健康チェック等実施予定
　乳がん検診についてのリーフレット・ティッシュ配布
　各100

開発総合センター 一般村民

八丈町 12月22日
街頭キャンペーン・リーフレット及び箱ティッシュ及び女性のがん検診案
内・１００部

各商店、スーパー前 住民


