
令和４年10月21日時点

実　施　日 場     所 時　間 イ　ベ　ン　ト　 問　合　せ　先

11月12日(土)～
11月23日(水)

鶴見図書館 終日
世界エイズデー啓発展示

ポスター展示、パンフレットの配架

鶴見福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-510-1832

11月28日(月)～
12月２日(金)

神奈川区総合庁舎
別館1階区民ホール

８:45～17:00
HIVパネル展示

パネルの展示

神奈川福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-411-7138

11月29日(火)～
12月9日(金)

中区役所
別館1階

8:45～17:00
世界エイズデー展示

ポスターの展示、パンフレット・啓発品の配布

11月下旬～
12月中旬

中区役所 8:45～17:00 職員　レッドリボン、バナー着用期間
区役所職員　レッドリボン、バナー着用

11月29日(火)～
12月中

南区役所総合庁舎 終日 職員へのレッドリボン配布
南区の職員にレッドリボンを配布する

11月29日(火)～
12月２日(金)

南区総合庁舎１階 終日
啓発パネルの展示

啓発パネル、啓発物品の展示

11月28日(月)～
12月２日(金)

港南区役所
区民ホール

８:45～17:00
世界エイズデーパネル展
エイズに関する普及啓発等

港南福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-847-8438

11月下旬～
12月中旬ごろ

保土ケ谷区役所 8:45～17:00 世界エイズデー普及啓発月間
ポスターの展示、レッドリボン、検査案内、パンフレットの紹介

保土ケ谷福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-334-6345

11月29日(火)～
12月5日(月)

旭区役所
ろびーぎゃらりー

８:45～17:00
最終日のみ午前中

世界エイズキャンペーン
ポスターの展示、パンフレット・啓発品の配架

旭福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-954-6146

11月30日(水)～
12月1日(木)

磯子区役所
1階区民ホール

8:45～17:00
エイズ予防週間啓発　パネル展

啓発パネルの掲示

11月28日(月)～
12月9日(金)

磯子区役所
庁舎内階段(健康階段)

8:45～17:00 エイズ予防週間啓発　ポスター掲示
啓発ポスターの掲示

11月25日(金)～
12月9日(金)

金沢区役所1階 ８:45～17:00
世界エイズデーパネル展

パネルの展示、パンフレット/啓発品の配布

金沢福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-788-7840

： 緑区役所
1階エレベータ前　壁面

８:45～17:00 HIV・エイズパネル展
パネル・ポスターの掲示、パンフレット/啓発品の配布

11月28日(月)～
12月5日(月)

緑区役所
1階健診フロア

８:45～17:00
HIV・エイズの啓発ポスター展示

ポスターの展示

11月28日(月)～
12月5日(月)

緑区役所
3階福祉保健課窓口

８:45～17:00
HIV・エイズの啓発ポスター展示
ポスターの展示、パンフレットの配布

12月１日(木)～
12月16日(金)

山内図書館
図書館の開館時間に

準じる
※最終日は午後12時まで

世界エイズデー啓発
ポスター展示

青葉福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-978-2440

11月25日(金)～
12月1日(木)

都筑区役所
2階絵画前

行政情報PRスペース
9:00～17:00

世界エイズデーパネル展
HIV/AIDSパネル展、リーフレット配布

都筑福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-948-2350

中福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-224-8332

南福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-341-1185

磯子福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-750-2445

緑福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-930-2357

横
浜
市
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11月21日(月)～
11月25日(金)
※23日を除く

戸塚区役所
3階区民広場

8:30～17:00
エイズデー展示

ポスターなどの展示

戸塚福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-866-8426

11月28日(月)～
12月9日(金)

栄図書館 ９:30～19:00
感染症パネル展

エイズ知識啓発ポスター・パネル展示、チラシ配布等

栄福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-894-6964

11月3日(木)
和泉遊水地
３池４池

10:00～14:00
第11回泉区民ふれあいまつり

チラシの配布等

泉保健福祉センター
福祉保健課健康づくり係

045-800-2445

11月28日(月)～
12月2日(金)

瀬谷区役所2階
区民ホール１

８:45～17:00 世界エイズデー　瀬谷
ポスター・パネル展示、リーフレット等予防啓発グッズ配布

瀬谷福祉保健センター
福祉保健課健康づくり係

045-367-5744

11月14日(月)～
12月16日(金)

横浜市役所 終日
世界エイズデー名札ロゴ啓発

職員の名札にロゴバナー装着

11月22日(火)～
12月5日(月)

横浜市営地下鉄・バス 終日
世界エイズデー　バナー広告
車内バナー広告による普及啓発

11月25日(金)～
12月９日(金)

アゼリア広報コーナー 終日
世界エイズデー　アゼリア展示

HIV情報及びイベント検査情報等に関する展示

川崎市
健康福祉局保健医療政策部

感染症対策担当
044-200-2439

12月１日(木)～
12月14日(水)

幸区役所
１階展示コーナー

8:30～17:00
幸区　世界エイズデー

エイズデーポスター掲示、資料配布

幸区役所
衛生課

044-965-5163

11月25日(金)～
12月５日(月)

多摩区役所
アトリウム

8:30～17:15
多摩区　世界エイズデー

ポスターの展示

多摩区役所
衛生課

044-935-3272

11月21日(月)～
12月1日(木)

麻生区役所3階 8:30～17:15
麻生区　世界エイズデー

ポスターの展示

麻生区役所
衛生課

044-965-5163

茅
ケ
崎
市

11月29日(火)～
12月2日(金)

茅ヶ崎市役所本庁舎
市民ふれあいプラザ

9:00～17:00
(最終日16:00終了)

世界エイズデーパネル展示
エイズ知識啓発・検査普及パネル展示

茅ヶ崎市保健所
保健予防課

0467-38-3321

11月24日(木)～
12月１日(木)

平塚合同庁舎１階 8:30～17:00
エイズ啓発

ポスターの展示

11月29日(火) FMナパサ 10:05～10:20
FMナパサ

FMラジオ放送による啓発

厚
木
市

12月1日(木)
厚木合同庁舎

３号館１階ロビー
8:30～17:00

世界エイズデー
ポスターの展示、パンフレット/啓発品の配布

厚木保健福祉事務所
保健予防課

046-224-1111

小
田
原
市

11月14日(月)～
12月９日(金)

小田原合同庁舎1階 8:30～17:15
HIV予防普及啓発のための展示

ポスターの展示、パンフレット/啓発品の配布

小田原保健福祉事務所
保健予防課

0465-32-8000

秦
野
市

11月16日(水)～
12月15日(木)

平塚保健福祉事務所
秦野センター

9:00～17:00
秋のレッドリボン月間、世界エイズデー

ポスターの展示、パンフレット・啓発グッズの配布等

平塚保健福祉事務所秦野センター
保健予防課

0463-82-1428

大
和
市

11月29日(火)～
12月６日(火)

　

厚木保健福祉時事務所
大和センター

1階保健予防課カウンター

2階HIV検査受付前通路

8:30～17:15
エイズ啓発

チラシ・パンフレット・啓発グッズ配布

厚木保健福祉事務所
大和センター
保健予防課

046-261-2948

開
成
町

12月1日(木)～
12月28日(水)

足柄上合同庁舎
1階エントランスホール

8:30～17:15
世界エイズデーパネル展示

世界エイズデーに関するパネル展示による啓発

小田原保健福祉事務所
足柄上センター

保健予防課
0465-83-5111

平
塚
市

平塚保健福祉事務所
保健予防課

0463-32-0130

横浜市
健康福祉局健康安全課

045-671-2729

新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、中止・変更となる可能性が
あります。
くわしくは各問合せ先にご確認ください。

川
崎
市



即日検査・・・当日に「陰性（感染なし）」または「判定保留（再検査）」のいずれかの結果をお知らせします。
(採血から結果説明まで1時間以上かかる場合もあります。 判定保留の場合は、約1週間後、結果説明となります｡)

通常検査・・・約1週間後に結果をお知らせします。結果はご本人に直接お知らせします。
(電話や郵送ではお答えできません｡)

HIV・・・Human Immunodeficiency Virus（ヒト免疫不全ウイルス）
HIVは、さまざまな細菌、カビやウイルスなどから体を守る免疫細胞（CD4陽性リンパ球等）に感染して、徐々

に壊していくウイルスです。症状がまったく出ない期間があり、気づかないうちに人にうつしてしまう可能性が

あります。

AIDS・・・ Acquired Immuno Deficiency Syndrome（後天性免疫不全症候群）
病気とたたかう抵抗力（免疫）が落ちることで発症する疾患のうち、代表的な23の指標となる疾患が決められて
おり、これらを発症した状態をエイズといいます。

HIV、AIDSとは？

検査は、県内外の保健所等で、住所に関係なく受けることができます。(無料・匿名・プライバシー厳守）

検査はドコで受けられる？

検査を受けましょう。詳しくは保健所等にご相談ください。(無料・匿名・プライバシー厳守）

感染の可能性があるときは？

感染経路は？

３つ ①性行為 ②血液を介しての感染 ③母子感染

検査方法は？

即日検査と通常検査があります。

エイズ発症はHIVに感染することからはじまります


