
11.7～11.14
日没～21:00

宇都宮タワー

11.24～11.30
日没～21:00

史跡足利学校

11.1～11.14
日没～21:00

栃木県庁昭和館

11.9～11.15
日没～21:00

獨協医科大学病院

10.15～11.14 栃木県生活協同組合連合会 普及啓発 県民 各店舗への啓発リーフレット設置

11.1～11.21 栃木県庁1階ロビー 普及啓発 県民 ブルーサークルツリー設置

11.1～11.30

エレベーター
【液晶ディスプレイ】
　　議会議事堂４箇所
　　本館東５箇所
　　本館西５箇所
【文字表示】
　　本館東５箇所
　　本館西５箇所
　　本館１階東５箇所
　　本館１階西５箇所
　　本館２階東５箇所
　　本館２階西５箇所
　　東館１階１箇所

普及啓発 県民
本庁舎エレベーター内のディスプレイ表示
本庁舎エレベーター内の文字表示

11.6 11:00～ 栃木放送「県政ナビ」 普及啓発 県民 県政ラジオ番組での放送

11.11～11.25
栃木県庁15階展望ロビー
企画展示ギャラリー

普及啓発 県民
糖尿病予防・重症化防止関連パネル展示
配布用リーフレット、のぼり旗等設置

11.11～11.18
本町交差点地下横断歩道
「県政広報コーナー」

普及啓発 県民 ポスター掲示

11.1～11.30 栃木県庁南館 普及啓発 県民 懸垂幕掲示

「世界糖尿病デー」ブルー
ライトアップ

県民 建物のブルーライトアップ

県健康増進課
栃木県健康増進課
がん・生活習慣病担当
TEL 028-623-3095

令和４（2022）年度　栃木県糖尿病予防・重症化防止キャンペーン事業取組一覧

【栃木県】

実施予定日
（時間）

会場 事業名 対象者 実施内容 問合せ先



11.1～11.25 県西健康福祉センター 糖尿病予防普及啓発物掲示 一般県民、庁舎内職員 ブルーサークルツリーの展示

11.14 県西健康福祉センター
糖尿病予防普及啓発所内放
送

一般県民、庁舎内職員
左記を対象とする、糖尿病予防・治療継続についての
所内放送

11.1～11.30 安足健康福祉センター 糖尿病予防事業 住民、来所者等 糖尿病予防に関するポスター・リーフレット等の展示

11.1～11.30 安蘇庁舎 糖尿病予防事業 住民、来所者等 糖尿病予防に関するポスター・リーフレット等の展示

11.1～11.30 安足健康福祉センター 糖尿病予防事業 住民等
センターホームページに糖尿病予防・重症化防止に関
する情報の掲載

11.1～11.30 北郷公民館 県民健康・栄養調査 対象地区の住民 糖尿病予防に関するリーフレット等の配布

安足健康福祉
センター

安足健康福祉センター
健康対策課
TEL 0284-41-5895

県西健康福祉
センター

県西健康福祉センター
健康対策課栄養難病担当
TEL 0829-62-6225



10.31～11.4
宇都宮市役所
市民ホール

糖尿病普及啓発パネル展 市民
糖尿病の予防に関するパネル展示及びパンフレットの
配布

11.16～11.30 宇都宮市中央図書館 糖尿病普及啓発 市民
糖尿病の予防に関する啓発媒体掲示，パンフレットの
配布，関連蔵書の展示

11.4～11.17 宇都宮市東図書館 糖尿病普及啓発パネル展 市民
糖尿病の予防に関するパネル展示，パンフレットの配
布，関連蔵書の展示

11.1～11.29 宇都宮市保健センター 糖尿病普及啓発パネル展 市民
糖尿病の予防に関するパネル展示，パンフレットの配
布

宇都宮市保健センター
TEL　028-627-6666

11.7～11.14 宇都宮タワー
宇都宮タワーブルーライト
アップ

市民 宇都宮タワーライトアップ
健康増進課
TEL　028-626-1126

11.1 町内全域 広報誌 町民 糖尿病の予防･重症化防止に関して広報誌に掲載

11.2 芳賀町武道館 スマートライフアップ教室 町民 筋トレ、有酸素運動

11.4 芳賀町保健センター 町の保健室 町民 筋トレ、有酸素運動

11.7 芳賀町保健センター 町の保健室 町民 筋トレ、有酸素運動

栃木市 11.22　9:30～11:30
大平健康福祉センター　ゆう
ゆうプラザ

生涯骨太クッキング事業 市民 食生活・健康づくり講話

11.1
9:15～12:30

下野市役所 健康づくり基礎教室
健康診断を受けた20歳
以上の方

健康診断結果の確認、コグニサイズ、運動の実践、バ
ランスの良い食事について（講話・試食）

11.2
9:30～11:30

下野市役所 健診結果説明会
①歯の講話と実践
②運動の実践
③ヘルシー弁当の配布

11.10
9:30～11:30

保健福祉センター　ゆうゆう
館

健診結果説明会 結果の説明、食事・生活改善指導

11.28
9:30～11:30

保健福祉センター　ゆうゆう
館

健診結果説明会

特定健診を受診した市
民、その他検診結果に
ついて説明を希望する
市民

結果の説明、食事・生活改善指導

上三川町 11.12 上三川いきいきプラザ 健康福祉まつり 町民 糖尿病の予防に関するパンフレットの配布

下野市
下野市健康増進課
TEL 0285-32-8905

特定健診を受診した市
民、その他検診結果に
ついて説明を希望する
市民

芳賀町
芳賀町健康福祉課
TEL 028-677-6042

実施内容 問合せ先

宇都宮市

【市町】

実施予定日
（時間）

会場 事業名 対象者



11.7 ひまわり館 からだスッキリ教室 町民 糖尿病予防に関するパンフレットの配布、運動教室

11.1～11.30 町内全域 広報 町民 糖尿病予防に関して広報誌に掲載

11.10、11、17 町内集会所等 健康相談 全住民 パンフレットの配布および相談

11.7、9、12、28 野木町保健センター 生活習慣病健診 全住民 リーフレットの配布

矢板市 11.1 市内全域 広報誌 市民 糖尿病の予防・重症化防止に関して広報誌に掲載
矢板市健康増進課
TEL 0287-43-1118

11.1 市内全域
広報誌、ホームページへの
掲載

市民 糖尿病の予防・重症化防止に関して広報誌に掲載

11.15
（9：30～12：00）

黒磯保健センター

11.18
（9：30～12：00）

西那須野保健センター

11.7 保健福祉センター 生活習慣病予防教室
R3.R4年度の特定健診
受診者、教室に興味の
ある方

生活習慣病を予防するための運動実技

11.10 保健福祉センター 食生活・健康相談 希望者
検査数値や疾病の改善のために、食生活の相談に応
じ、必要な助言を行う

11.14
カワチ薬品
黒田原店

糖尿病普及啓発事業 町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布

11.15 保健センター ファットレスクラブ 町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布・講話

11.19 文化センター 元気づくり応援講座 町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布・講話

11.21 保健センター
結果説明会
健康応援相談会

町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布・相談

11.22 保健センター
結果説明会
健康応援相談会

町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布・相談

11.29 保健センター
バランスアップ食育
講座

町民
糖尿病の予防に関する
パンフレット配布・講話

11.14　13：30～16：30 那珂川町役場 栄養相談 町民
主治医の指示に基づき、
管理栄養士による個別栄養相談の実施

11.8、19、20
健康管理センター
すこやか共生館

特定保健指導 特定保健指導対象者 保健師・健康運動指導士による個別及び集団指導

那珂川町
那珂川町健康福祉課
健康増進係
TEL 0287-92-1119

那須烏山市
那須烏山市健康福祉課
TEL 0827-88-7115

那須町
那須町保健センター
TEL 0287-72-5858

那須塩原市
那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100（1）健康相談

（2）食生活相談
（3）糖尿病等重症化予防相
談

（1）市民
（2）市民（要予約）
（3）特定健診の結
果、高血糖、高血圧、
脂質異常、腎機能低下
者

（1）保健師、看護師、管理栄養士による健康相談
（2）管理栄養士による食生活相談
（3）保健師、看護師、管理栄養士による重症化予防
のための相談

野木町
野木町健康福祉課
TEL 0280-57-4171



11.10 ―
広報なかがわ
(11月号)

町民 糖尿病予防・重症化防止強化月間の周知啓発

11.20 すこやか共生館 集団検診 町民 リーフレット配布

10.31、11.17、11.28
（３回１コース）

佐野市保健センター
２階　大会議室

健康づくり教室
医師より運動制限の指
示がない40歳から70歳
までの方

バランスのよい食事、減塩、有酸素運動、筋トレ、ス
トレッチ、ヨガなど

11.15、11.29、12.15
（３回１コース）

田沼保健センター
３階　展示室

健康づくり教室
医師より運動制限の指
示がない40歳から70歳
までの方

バランスのよい食事、減塩、有酸素運動、筋トレ、ス
トレッチ、ヨガなど

那珂川町
那珂川町健康福祉課
健康増進係
TEL 0287-92-1119

佐野市
佐野市健康増進課
TEL 0283-24-5770



11.1～11.14
11.7～11.14
11.9～11.15
11.24～11.30

栃木県庁昭和館
宇都宮タワー
獨協医科大学病院
史跡足利学校

糖尿病ブルーライトアップ 一般住民 糖尿病ブルーライトアップの実施

11.4～11.17
11.16～11.30

東図書館
中央図書館

糖尿病普及啓発 一般住民 糖尿病予防に関するパンフレット配布

栃木県歯科医師会 11.1～11.30 栃木県歯科医師会 糖尿病予防啓発事業 県民 糖尿病の予防に関するリーフレットの無料配布等
栃木県歯科医師会
TEL 028-648-0471

11.14 下野新聞紙面 糖尿病予防普及啓発事業 栃木県民 一面突出部分にフルカラー告知を掲載する。

11.1～11.30 とちぎテレビニュース番組内 糖尿病予防普及啓発事業 栃木県民 45秒告知を20回放送する。

11.1～11.30 とちぎ健康の森 糖尿病予防普及啓発事業 栃木県民
とちぎ健康の森内のエントランスと人間ドックフロアにてパン
フレットを配布する。

11.1～11.30
とちぎ健康の森・食品環境検
査所

糖尿病予防普及啓発事業 栃木県民 「世界糖尿病デーポスター」を掲示する。

11.1～30 とちぎ健康の森１F 健康情報提供 来館者
・糖尿病予防に関するパンフレットの配布及びポスターの掲
示
・ブルーサークルツリー設置

11.1～30 とちぎ健康づくりセンター 健康情報コーナー HP閲覧者 糖尿病予防に関する情報発信

11.1～30　開催日 とちぎ健康づくりセンター 施設利用講習 講習受講者
・糖尿病予防に関するパンフレットの配布
・個別健康相談

11.1～30　開催日 とちぎ健康づくりセンター 施設利用カード更新 利用カード更新者
・糖尿病予防に関するパンフレットの配布
・個別健康相談

11.1～30　開催日 とちぎ健康づくりセンター 体力測定 体力測定者
・糖尿病予防に関するパンフレットの配布
・個別健康相談

11.17、18 とちぎ健康づくりセンター 食べて健康講座 講座受講者 糖尿病予防の食生活についての講話と調理実習

栃木県言語聴覚士会 11.1～11.30 － 糖尿病普及啓発 当士会会員 HP、メーリングリストでの情報発信
介護老人保健施設お達者
倶楽部
TEL 0285-47-1090

日本糖尿病協会栃
木県支部

日本糖尿病協会栃木県支
部
TEL 0282-87-2150

(公財)栃木県保健
衛生事業団

(公財)栃木県保健衛生事
業団
管理部健康情報課
TEL 028-623-8181

(福）とちぎ健康福祉
協会

とちぎ健康づくりセンター
TEL 028-623-5194

令和４（2022）年度　栃木県糖尿病予防・重症化防止キャンペーン事業取組一覧

【団体・企業】

実施予定日
（時間）

会場 事業名 対象者 実施内容 問合せ先



栃木県土地改良事業
団体連合会

9.1～9.30
栃木県土地改良事業団体連
合会内食堂

糖尿病普及啓発 本会内役職員 糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
栃木県土地改良事業団体
連合会　総務部　総務課
TEL 028-660-5701

11.8　18:00～ ㈱大澤土木工業　会議室 糖尿病普及啓発 従業員 パンフレットの配布

11.1～11.30 ㈱大澤土木工業 メールマガジンの送付
メールマガジン配信
希望者

糖尿病に関する啓発

株式会社テラクリ
エーション

11.1～11.30
株式会社テラクリエーショ
ン

メールマガジンの送付及びポス
ター掲示

全社員と家族 糖尿病に関する啓発
㈱テラクリエーション
TEL 028-649-1351

11.10
鬼怒川空調株式会社　会議
室

糖尿病普及啓発 全社員 糖尿病の予防に関するパンフレットの配布

11.10
鬼怒川空調株式会社　会議
室

健康教室・健康診断結果解説 全社員 糖尿病に関する啓発

11.3
10:00～15:00

ピノキオ薬局ゆいの杜店
（宇都宮市ゆいの杜6-2-
30）

糖尿病普及啓発 一般住民
・糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
・栃木県糖尿病療養指導士の資格を持つ薬剤師、管理
栄養士による無料相談会

11.23
10:00～15:00

ピノキオ薬局大田原中央店
（大田原市中央2-9-33）

糖尿病普及啓発 一般住民
・糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
・栃木県糖尿病療養指導士の資格を持つ薬剤師、管理
栄養士による無料相談会

11.1
10:00～11:00

高齢者サポートセンター
間々田

糖尿病普及啓発 地域住民
・糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
・栃木県糖尿病療養指導士の資格を持つ薬剤師、管理
栄養士による啓蒙

11.18
10:00～11:00

高齢者サポートセンター小
山

糖尿病普及啓発 地域住民
・糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
・栃木県糖尿病療養指導士の資格を持つ薬剤師、管理
栄養士による啓蒙

11.27
10:00～15:00

ピノキオ薬局鹿沼店
（鹿沼市仲町1700-4）

糖尿病普及啓発 一般住民
・糖尿病の予防に関するパンフレットの配布
・栃木県糖尿病療養指導士の資格を持つ薬剤師、管理
栄養士による無料相談会

株式会社ピノキオ薬局
TEL 028-612-8000

株式会社ピノキオ薬
局

株式会社大澤土木工
業

株式会社大澤土木工業
TEL 0282-92-7898

鬼怒川空調株式会社
鬼怒川空調株式会社
TEL 028-637-3111



【糖尿病の専門治療を担う医療機関】

那須中央病院 11.1～11.30 那須中央病院 ブルーサークルツリー展示　他
通院患者さんをはじめ地域
住民

当院玄関前の立木にブルーサークルを装飾する
那須中央病院
TEL 0287-29-2121

尾形クリニック 11.1～11.30 当院待合室 糖尿病の発症と重症化の予防 患者 ポスターの掲示、資料の無料配布、個別相談
尾形クリニック
TEL 0287-43-2230

11.1～11.30 院内外来待合 糖尿病の普及啓発 患者 糖尿病の普及啓発資料の無料配布

11.12 当院記念講堂 みんなのためになる健康講座 患者、一般住民 糖尿病の普及啓発資料の無料配布

済生会宇都宮病院 11月中 web 市民公開講座 市民 糖尿病について
済生会宇都宮病院
TEL 028-626-5500

宇都宮協立診療所 11.1～11.30 院内1階ロビー 糖尿病の普及啓発 患者、一般住民
テーマ「糖尿病を知ろう」
①ポスターの展示
②啓発資料の無料配布

宇都宮協立診療所
TEL 028-650-7881

11.1～11.30 トマト内科HP 糖尿病の普及啓発 患者・一般 糖尿病に関する情報提供

11.1～11.30 病院外構 糖尿病ブルーライトアップ ブルーライトアップ

11.1～11.30 院内 糖尿病の普及啓発 患者 糖尿病に関する情報提供

関澤内科クリニック
11.1～11.30
18:00～20:00

関澤内科クリニック 糖尿病ブルーライトアップ － クリニックの外観をブルーライトで照射
関澤内科クリニック
TEL 0285-81-3200

11.1～11.15 院内待合室
世界糖尿病デーブルーライトアッ
プツリー

－ －

11.1～11.30 院内待合室 糖尿病の普及啓発 患者、一般住民
テーマ「糖尿病とはどんな病気」
①ポスターの展示
②啓発資料の無料配布

11.14 院内会議室
糖尿病教室
運動・食事療法

患者、一般住民
（５名限定）

①おすすめの運動
②運動を行う時の注意点
③低血糖対策

高田クリニック 11.1～11.30 院内 糖尿病の普及啓発 ー パンフレット配布、ポスター等展示
高田クリニック
TEL 0282-23-9133

いなば内科クリニック 11.1～11.30 クリニック院内 糖尿病の普及啓発 患者・一般住民 糖尿病に関する情報提供
いなば内科クリニック
TEL 0280-57-0770

佐野厚生総合病院 11.14～11.20 院内１階ロビー 糖尿病の普及啓発 来場者約200人
ポスターの展示
啓発資料の無料配布

佐野厚生総合病院
TEL 0283-22-5222

グリーンクリニック
グリーンクリニック
TEL 0282-86-3966

令和４（2022）年度　栃木県糖尿病予防・重症化防止キャンペーン事業取組一覧

実施予定日
（時間）

会場 事業名 対象者 実施内容 問合せ先

竹村内科腎クリニック
竹村内科腎クリニック
TEL 0289-60-7577

トマト内科糖尿病高血圧甲
状腺クリニック

トマト内科糖尿病高血圧
甲状腺クリニック
TEL 028-688-8921


