
平成27年度 禁煙週間における取組の概要

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先

1

たばこの健康影響に
ついての知識の普及

羽島市健康管理課 羽島市内
羽島市保健センター

平成27年5月
～6月（5月号
広報はしま
配布時期5月
上旬）

羽島市健康管理課
TEL 058-392-1111

（内線5302.5303）

・広報はしまに「世界禁
煙デー」の普及啓発記事
の掲載（自治会加入の全
世帯に配布）
・保健センターに啓発ポ
スターの掲示

羽島市健康管理課
TEL 058-392-1111

（内線5302.5303）
E-mail：
kenko@city.hashima.lg.jp

2

各務原市ホームペー
ジによる広報

各務原市 各務原市ホームペー
ジ

平成２７年５
月１日から平
成２７年５月
３１日

http://www.ci
ty.kakamigaha
ra.lg.jp/

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

たばこと健康に関する正
しい知識の普及。

岐阜県各務原市健康管
理課

3

公共の場・職場にお
ける受動喫煙防止対
策

各務原市 市内公共施設 平成１５年７
月～

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

公共の場を建物内全面禁
煙とし、受動喫煙防止対
策を図る。

岐阜県各務原市健康管
理課

4

禁煙支援 各務原市 各務原市総合福祉会
館
（保健相談センター）

随時 各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

健康相談や母子手帳交付
時や乳幼児健診時に喫煙
者やその家族へ禁煙指導
を実施する。

岐阜県各務原市健康管
理課

5

「禁煙週間」の普及啓
発

瑞穂市健康推進課 瑞穂市役所穂積庁
舎、巣南保健センター

5/31～6/6 瑞穂市健康推進課
TEL:058-327-8611

「禁煙週間」に関するポ
スター、喫煙が身体に及
ぼした肺のモデル、ター
ルのサンプルの展示。

岐阜県瑞穂市
担当課：健康推進課
TEL:058-327-8611
e-mail:
kenkou@city.mizuho.lg.jp

6

職場内の「禁煙週間」
の普及啓発

瑞穂市健康推進課 庁舎内メール 5月31日 瑞穂市健康推進課
TEL:058-327-8611

庁舎内メールで「禁煙週
間」の普及を行う。

岐阜県瑞穂市
担当課：健康推進課
TEL:058-327-8611
e-mail:
kenkou@city.mizuho.lg.jp

7

「禁煙週間」について
の広報掲載

岐南町 岐南町役場健康推進課
０５８－２４７－１３２１

対象:全町民
内容：６月号広報紙に
「禁煙週間」について掲
載。周知。

岐南町役場健康推進課
０５８－２４７－１３２１

岐阜県

4．日時
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8

ポスターの掲示 北方町役場 ・北方町役場
・保健センター

北方町役場
福祉健康課
（058）323-1119

・ポスター掲示による禁
煙の普及啓発活動

北方町役場
福祉健康課
（058）323-1119

9

パンフレットの配布 北方町役場 ・北方町役場
・保健センター

北方町役場
福祉健康課
（058）323-1119

・母子手帳交付時に禁煙
パンフレットを配布

北方町役場
福祉健康課
（058）323-1119

10

ポスター掲示 本巣市健康増進課 各保健センター 平成27年5月
～

本巣市糸貫保健セン
ター
058-320-0500

・ポスター掲示による禁
煙の普及啓発活動

本巣市糸貫保健セン
ター
058-320-0500

11

飲食店向けに分煙を
推進するためのチラ
シの配布
「受動喫煙を防ぐため
に、分煙対策を考え
てみましょう！」

大垣市保健センター 平成27年6月
4日、8日、9
日

大垣市保健センター
℡058475-2322

西濃食品衛生協会が主催
する食品衛生責任者講習
会にて、分煙対策の取り
組みをすすめるチラシを
配布

大垣市保健センター
℡058475-2322

12

市報誌掲載 海津市役所健康福祉
部健康課

市報かいづ
５月号

海津市役所健康福祉部
健康課
℡0584-53-1317

禁煙について周知文掲載 海津市役所健康福祉部
健康課
℡0584-53-1317

13

サイズダウン教室 海津市役所健康福祉
部健康課

海津総合福祉会館
ひまわり

6月1日 13：00～15：
00

海津市役所健康福祉部
健康課
℡0584-53-1317

メタボリック対策の教室
（禁煙、栄養、運動等生
活習慣の改善をめざした
教室）（BMI25以上でサイ
ズダウンすることで改善
が期待できる方、事前申
込者のみ。全７回のうち
の初回）

海津市役所健康福祉部
健康課
℡0584-53-1317

14

禁煙指導 関ヶ原町 やすらぎ健康増進セ
ンター

随時 関ケ原町やすらぎ健康
増進センター
℡0584-43-3201

母子健康手帳交付時に妊
婦および家族の喫煙状況
の確認→必要時禁煙指
導。

関ケ原町やすらぎ健康
増進センター
℡0584-43-3201
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15

広報による啓発活動 輪之内町 輪之内町保健センター
℡0584-69-5155

広報にて、3次喫煙の健康
被害について周知。

輪之内町保健センター
℡0584-69-5155

16

健康相談・禁煙相談 安八町保健センター 安八温泉 6月5日 10:00～11:30 http://www.town.
anpachi.gifu.jp/

安八町保健センター
℡0584-64-3775

喫煙者及びその家族への
禁煙相談及び禁煙指導

安八町保健センター
℡0584-64-3775

17

広報紙掲載 安八町 5月号 http://www.town.
anpachi.gifu.jp/

安八町保健センター
℡0584-64-3775

世界禁煙デーの周知及び
禁煙啓発

安八町保健センター
℡0584-64-3775

18

禁煙啓発資料掲示 安八町保健センター 安八町保健センター 5/31～6/6 安八町保健センター
℡0584-64-3775

禁煙補助剤の展示及び禁
煙効果に関する資料展示

安八町保健センター
℡0584-64-3775

19

広報紙による啓発 大野町 5月号 広報紙 大野町保健センター
℡0585－34－1111（大
野町役場代表）

保健師による健康伝言板
で啓発
たばこと健康

～5月31日は世界禁煙
デーです。～

大野町保健センター
℡0585－34－1111（大
野町役場代表）

20

カレンダーによる啓発 大野町 平成27年度大野町の
事業・行事のご案内
5月のページ

大野町保健センター
℡0585－34－1111（大
野町役場代表）

世界禁煙デー 禁煙週間
の日程掲載

大野町保健センター
℡0585－34－1111（大
野町役場代表）

21

ホームページ、ツイッ
ターでの周知

関市 岐阜県関市保健セン
ター
℡0575-24-0111

世界禁煙デー、禁煙週間
の周知

岐阜県関市保健セン
ター
℡0575-24-0111
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22

母子手帳交付時、乳
幼児健診、特定健診
保健指導時の禁煙指
導

関市 各保健センター 岐阜県関市保健セン
ター
℡0575-24-0111

喫煙者に対するたばこと
健康の正しい知識の普
及、禁煙指導

岐阜県関市保健セン
ター
℡0575-24-0111

23

母子手帳交付時の禁
煙指導

美濃市 保健センター 美濃市保健センター
0575-33-0550

母子手帳発行時に、本人
および同居家族の喫煙状
況を把握し、喫煙(受動喫
煙含む)の害について指導

美濃市保健センター
0575-33-0550

24

ポスター掲示 美濃市 保健センター 美濃市保健センター
0575-33-0550

禁煙週間ポスターの掲示 美濃市保健センター
0575-33-0550

25

母子手帳発行 郡上市役所健康福祉
部健康課

岐阜県郡上市「八幡
保健センター」
「白鳥保健センター」

八幡保健セ
ンター
毎週木曜日
13:00～15:00

白鳥保健セ
ンター
毎週月曜日
9:30～11:00

http://www.city.g
ujo.gifu.jp/life/de
tail/post-95.html

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

母子手帳子交付時の妊婦
面接において、受動喫煙が
及ぼす影響についてのDVD
を全員に視聴してもらう

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

26

乳幼児健診 郡上市役所健康福祉
部健康課

岐阜県郡上市「八幡
保健センター」
「白鳥保健センター」
「大和保健福祉セン
ターやまつつじ」

水曜日 12:45～15:00 個人通知 郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

乳幼児健診での集団指導
でたばこの害について話
し、受動喫煙防止を啓
発。

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

27

ポスター掲示 郡上市役所健康福祉
部健康課

市内公共施設 郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

公共の場（市役所、保健
センター等）にポスター
を掲示
敷地内禁煙のマーク掲示
（継続）

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

28

受動喫煙防止ＨＰ 郡上市役所健康福祉
部健康課

常設 http://www.city.g
ujo.gifu.jp/admin/
info/post-
137.html

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

大切な赤ちゃんのために
喫煙を止めましょうとい
う内容。一緒に、郡上市
作成の受動喫煙防止の番
組も掲載。

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511
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29

赤ちゃん訪問 郡上市役所健康福祉
部健康課

個人対応 郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

赤ちゃん訪問時、全員に対
して喫煙についての聞き取
りと受動喫煙予防の話をし
ている。

郡上市役所健康福祉部
健康課
0575-88-4511

30

妊婦健診 郡上市民病院産婦人
科

岐阜県郡上市「郡上
市民病院」

随時 郡上市民病院産婦人科 妊婦とそのパートナーを
対象に受動喫煙予防の啓
発や禁煙支援

郡上市民病院産婦人科

31

ポスター掲示 美濃加茂市健康福祉
部健康課

美濃加茂市保健セン
ター、美濃加茂市役
所庁舎内

2014/5/31～
6/6

美濃加茂市保健セン
ター

保健センター、喫煙所な
どに禁煙についてのポス
ターを掲示する。

岐阜県 美濃加茂市 健
康福祉部 健康課
TEL.0574-25-2111

32

図書館展示「たばこに
ついて知っています
か？」

可児市役所健康増進
課

可児市立図書館本館
（可児市広見570番地
5）

Ｈ27.5.19～Ｈ
27.6.7

火～金 10
時～19時、
土・日・開館
する祝日 10
時～17時

可児市役所健康増進課
ＴＥＬ：0574-62-1111（内
線2601～2604）

図書館の展示室にてパネ
ル展示とパンフレットの
配布。（受動喫煙・学力
や体力に及ぼす影響を示
した図表、タールの模型
等）

可児市役所健康増進課
ＴＥＬ：0574-62-1111（内
線2601～2604）

33

毎月22日は禁煙（吸
わん・吸わん）の日

富加町役場（福祉保
健課 福祉保健グ
ループ）

広報とみか 8月号 8月上旬 町内の各世
帯に配布

http://www.town.
tomika.gifu.jp/

富加町役場福祉保健課
福祉保健グループ
TEL:０５７４－５４－２１１
７

喫煙のデメリットと禁煙
のメリットについて掲載

富加町役場福祉保健課
福祉保健グループ
TEL:０５７４－５４－２１１
７

34

町広報誌
「広報かわべ」
保健センターだより
に掲載

川辺町 町内全域 http://www.kawa
be-
gifu.jp/?page_id=3
36

川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

たばこの煙が及ぼす害
（PM2.5との関連）につい
て、広報誌に掲載

川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

35

特定健診・長寿健診・
がん検診

七宗町 生きがい健康セン
ター・神渕公民館

6月8日～6月
24日

七宗町住民課健康係
（生きがい健康センター）
０５７４－４８－２０４６

集団健診受診者にパンフ
レットを配布し禁煙勧奨

七宗町住民課健康係
（生きがい健康センター）
０５７４－４８－２０４６
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36

広報やおつでの周知 八百津町保健セン
ター

広報 5月20日発行 http://www.town.
yaotsu.lg.jp/top.c
fm

八百津町健康福祉課八
百津町保健センター
℡：0574-43-2111内線
2561

広報保健センターだより
での周知

八百津町健康福祉課八
百津町保健センター
℡：0574-43-2111内線
2561

37

ポスター掲示 白川町保健福祉課 町民会館
ふれあいセンター（４
か所）

期間中 白川町保健福祉課
ｔｅｌ （０５７４）７２－２３１
７

町独自のポスターを作成
し、会場に掲示する。

白川町保健福祉課
ｔｅｌ （０５７４）７２－２３１
７

38

テレビ放送「禁煙方法
について」

東白川村保健福祉セ
ンター

村のケーブルテレビ 6/1～6/5 東白川村保健福祉セン
ター
(0574)78-2100

村のケーブルテレビに保
健師が出演し、たばこに
対する知識と禁煙方法を
知っていただく。

東白川村保健福祉セン
ター
(0574)78-2100

39

禁煙週間用ポスター
の掲示

御嵩町福祉課 御嵩町保健センター 2015/5/31～
2015/6/6

8：30～17：15 岐阜県可児郡御嵩町役
場
福祉課保健予防係
Tel：0574-67-2111

禁煙週間用ポスターの掲
示

岐阜県可児郡御嵩町役
場
福祉課保健予防係
Tel：0574-67-2111
E-mail：h-
senta@town.mitake.lg.jp

40

世界禁煙デー及び禁
煙週間における街頭
啓発活動

多治見市保健セン
ター、健康づくり推進
員

西友多治見店、ジョー
シン、ＧＵ、王将の駐
車場（多治見市上山
町の店舗敷地内）

5月31日 10：00～12：
00

http://www.ci
ty.tajimi.lg.jp/

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

世界禁煙デー及び禁煙週
間における街頭啓発活動
（啓発ティッシュ、啓発
グッズ等の配布）

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

41

報道機関への情報提
供

多治見市保健セン
ター

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

世界禁煙デー及び禁煙週
間について報道機関へ情
報提供

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

42

毎月の街頭啓発活動 多治見市保健セン
ター、健康づくり推進
員

多治見駅周辺路上禁
煙地区

毎月１回 １時間程度 ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

多治見駅周辺路上禁煙地
区における街頭啓発活動
（啓発ティッシュ、啓発
グッズ等の配布）

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725
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喫煙防止紙芝居の活
用

多治見市保健セン
ター

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

保育園幼稚園等において
喫煙防止紙芝居の活用

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

44

「空気のおいしいお
店」事業の実施

多治見市保健セン
ター、健康づくり推進
員

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

空気のおいしいお店を認
定し、お店のマップを配
付周知

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

45

公共施設敷地内禁煙
の実施

多治見市保健セン
ター

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

平成22年10月～公共施設
敷地内禁煙の実施

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

46

禁煙支援事業の実施 多治見市保健セン
ター

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

禁煙チャレンジ講座、禁
煙相談、妊娠出産時禁煙
相談・禁煙検査・保健師
訪問支援の実施

多治見市保健センター
電話 0572-25-3725

47

世界禁煙デー、禁煙
週間の周知事業

瑞浪市 岐阜県瑞浪市役所 5月25日～5
月31日

8：15～17：15 Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizun
ami.lg.jp

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785

市役所内掲示板に世界禁
煙デー及び禁煙について
啓発

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785
Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizunami.lg.j
p

48

禁煙支援事業の周知 瑞浪市 岐阜県瑞浪市役所及
び瑞浪市保健セン
ター

6月1日～7月
2日

8：15～17：15 Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizun
ami.lg.jp

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785

禁煙の意思がある方に対
して禁煙をサポートする
禁煙チャレンジ教室をポ
スター、広報で周知

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785
Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizunami.lg.j
p

49

喫煙者呼気中一酸化
炭素濃度測定

瑞浪市 岐阜県瑞浪市保健セ
ンター

5月31日～6
月7日（期間
外も随時受
付可）

8：15～17：15 Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizun
ami.lg.jp

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785

保健センターロビーにて
希望者に呼気中ＣＯ濃度
測定実施

瑞浪市民生部健康づくり
課
0572-68-9785
Ｅ－ｍａｉｌ
kenko@city.mizunami.lg.j
p
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50

世界禁煙デー・禁煙
週間の普及啓発

土岐市 土岐市役所
土岐市保健センター
土岐市ホームページ

5月31日～6
月6日

http://www.ci
ty.toki.lg.jp/

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

市役所喫煙スペース、保
健センター等にポスター
を掲示し周知する。
ホームページに掲載し周
知する。

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

51

妊婦、乳幼児健診の
保護者への情報提供

土岐市 土岐市保健センター 6月1日
6月4日

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

母子手帳交付や乳幼児健
診時に、本人や家族の喫
煙状況を把握する。
喫煙や受動喫煙による影
響等について、配布資料
を用いて情報提供を行
う。

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

52

職員への情報提供 土岐市 土岐市役所 5月31日～6
月6日

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

グループウェア掲示板で
世界禁煙デー、禁煙週
間、受動喫煙等について
周知する。

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

53

禁煙相談 土岐市 土岐市保健センター http://www.ci
ty.toki.lg.jp/

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

禁煙について知りたい方
への情報提供、禁煙した
い方への禁煙支援（継
続）を行う。

土岐市健康増進課
TEL：0572-55-2010

54

広報なかつがわ5月
号の記事掲載

中津川市 広報5月号 中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）

市民に対して世界禁煙
デーの普及

中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）

55

中津川市ホームペー
ジに掲載

中津川市 5月31日～6
月6日

中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）

世界禁煙デー・禁煙週間
の普及

中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）

56

市職員向け受動喫煙
に関するアンケート

中津川市 5月20日～6
月5日

中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）

対象：市職員
内容：受動喫煙に関する
アンケート
目的：職員の喫煙状況、
受動喫煙対策についての
要望を把握する

中津川市健康医療課
573-66-1111（内線627）
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57 妊婦教室１課 高山市 高山市保健センター 6月3日
13：30～15：
30

http://www.ci
ty.takayama.lg
.jp/

高山市健康推進課
℡：0577-35-3160

胎児に及ぼすタバコの影
響について、正しい知識
の普及

高山市健康推進課
℡：0577-35-3160

58 広報たかやま 高山市 ６月１日号
広報誌による禁煙週間の
周知

高山市健康推進課
℡：0577-35-3160

59
たばこの健康影響に
ついての知識普及

飛騨市健康生きがい
課

市役所庁舎
市内公共施設

5月3日～6月
6日

8.30～17：15
飛騨市 健康生きがい課
健康推進係
0577-73-2948

世界禁煙デーの周知ポス
ター掲示

岐阜県 飛騨市
担当課：健康生きがい課
電話：0577-73-2948
e-mail：kenkou＠
city.hida.gifu.jp

60
同報無線放送による
啓発

飛騨市 飛騨市内
2015/5/31

朝
昼
夜
（３回放送）

飛騨市健康生きがい課
℡ 0577-73-2948

禁煙デー・禁煙週間の周
知及び禁煙を促す内容を
放送

飛騨市健康生きがい課
℡ 0577-73-2948
kenkou@city.hida.gifu.jp

61
広報紙での禁煙週間
周知

下呂市 ５月
http://www.ci
ty.gero.lg.jp

下呂市 広報紙掲載
下呂市健康医療課
ＴＥＬ０５７６－５３－２１０
１

62 メール配信 下呂市 ５月
http://www.ci
ty.gero.lg.jp

下呂市 メール配信
下呂市健康医療課
ＴＥＬ０５７６－５３－２１０
１

63
自治会活動のおける
受動喫煙防止のため
のアンケート調査

下呂市 ５月
http://www.ci
ty.gero.lg.jp

下呂市
自治会にアンケート送
付・分析

下呂市健康医療課
ＴＥＬ０５７６－５３－２１０
１
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64
健康ミニ講座「喫煙と
がん」

白川郷ブランド委員
会

白川村役場 6月5日 19:00～19:15
白川村役場観光課
TEL 05769-6-1311

白川郷ブランド委員等21
名に対して、「喫煙とが
ん」のパンフレットを配
布し、たばこと健康にか
んする正しい情報を提供
するとともに、公共の場
における受動喫煙防止対
策の推進を図る

白川村村民課
TEL 05769-6-1311

65
「禁煙週間」普及啓発
事業

白川村 白川村内
5月31日～6
月6日

19:30～

http://shiraka
wa-
go.org/kouhou
/

白川村村民課
TEL 05769-6-1311

・広報しらかわに記事を
掲載し全戸配布する。
・同報無線により、村内
に放送を流す

白川村村民課
TEL 05769-6-1311

66

ポスターの掲示 岐阜保健所 岐阜保健所 平成27年5月
～

岐阜保健所 健康増進
課 健康づくり係
（058）380-3004

保健所内にポスターを掲
示し、来所者や職員に対
して普及啓発を実施。

岐阜保健所 健康増進
課 健康づくり係
（058）380-3004

67

ポスター掲示による
受動喫煙防止の普及
啓発

西濃保健所 西濃総合庁舎 禁煙週間中 なし 岐阜県西濃保健所健康
増進課健康づくり係
℡0584-73-1111
（内線278）

・禁煙週間中、庁舎内に
受動喫煙防止（妊婦や子
ども対する配慮啓発）の
ポスターを掲示し、来庁
者及び職員への普及啓発
を図る

岐阜県西濃保健所健康
増進課健康づくり係
℡0584-73-1111
（内線278）

68

庁内放送 関保健所 禁煙週間 来庁者及び職員を対象に
世界禁煙ディや禁煙週間
についてPRを行う

健康増進課健康づくり係
0575-33-4011

69

ポスター掲示、啓発媒
体の設置等

関保健所 禁煙週間

〃 〃
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70
たばこの健康影響に
ついての知識の普及

飛騨保健所 飛騨総合庁舎
５月３０日～
６月６日

終日
飛騨保健所健康増進課
Tel:0577-33-1111(306)

ポスター掲示による禁煙週
間周知

飛騨保健所健康増進課
Tel:0577-33-1111(306)

71
たばこの健康影響に
ついての知識の普及

飛騨保健所
飛騨総合庁舎
下呂総合庁舎

５月３０日～
６月６日

10:00
飛騨保健所健康増進課
Tel:0577-33-1111(306)

庁内放送による禁煙週間の
周知

飛騨保健所健康増進課
Tel:0577-33-1111(306)

72

世界禁煙デー、禁煙
週間の周知

東濃保健所 東濃西部総合庁舎 5月31日～6
月6日

東濃保健所健康増進課
TEL：0572-23-1111

普及啓発のための庁舎内
放送、ポスター掲示を実
施する。

東濃保健所健康増進課
TEL：0572-23-1111

73

世界禁煙デー及び禁
煙週間の啓発

岐阜市健康増進課 岐阜市役所 等 5月29日～6
月8日

岐阜市ホーム
ページ
「5月31日は世界
禁煙デー」
http://www.city.g
ifu.lg.jp/9570.htm

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

世界禁煙デー及び禁煙週
間啓発ポスターを市役所
（本庁舎・南庁舎）、事
務所、体育館、市民健康
センター、職員厚生課、
岐阜市柳ケ瀬健康ステー
ション等へ配布し掲示を
依頼する。
市役所7階正面ベランダに
禁煙支援標語最優秀賞の
横断幕を掲示する。
岐阜市ホームページにて
世界禁煙デー及び禁煙週
間の啓発を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

74

世界禁煙デー及び禁
煙週間の広報

岐阜市健康増進課 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

広報ぎふ(5月15日号)、ラ
ジオ(5月25日放送予定)に
て、たばこの害、受動喫
煙の健康への影響、禁煙
について啓発を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp
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75

食品衛生責任者養成
講習会における受動
喫煙防止対策の啓発

岐阜市健康増進課 岐阜市ハートフルスク
エアＧ

年４回 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

食品衛生責任者に対し、
受動喫煙防止啓発ちらし
及び禁煙プレートを配布
し、喫煙の危険性を含む
受動喫煙防止の重要性を
説明し効果的な分煙に取
り組めるよう啓発する。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

76

食品衛生講習会にお
ける受動喫煙防止対
策の啓発

岐阜市健康増進課 コミュニティセンター
他３０会場

年３０回 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

食品衛生責任者に対し、
受動喫煙防止啓発ちらし
を配布し、啓発を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp


