
平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 千葉県

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

禁煙週間街頭キャン
ペーン

千葉県 そごう千葉店　京成
千葉駅前広場

6月1日 11:00～
15:00

http://www.pref.
chiba.lg.jp/kenzu
/press/2017/h29
kinensyuukan.htm
l

千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

禁煙啓発物品の配布・
肺年齢測定・禁煙希望
者に対する禁煙外来の
紹介

千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

2

県内鉄道駅における
禁煙週間用ポスター
の掲示

千葉県 県内鉄道駅 5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

県内鉄道駅で禁煙週間
ポスターを掲示し、利
用者に対する啓発を実
施

千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

3

県職員に対する禁煙
週間の呼びかけ

千葉県 - 5月31日 終日 - 千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

県庁内ホームページ掲
示板を活用して喫煙者
に対する禁煙等の呼び
かけを実施

千葉県健康福祉部健康
づくり支援課健康ちば
推進班
043-223-2660

4

受動喫煙防止の啓発
チラシ、グッズの配架

千葉県 習志野健康福祉セン
ター１階

5月31日～
6月6日

9:00～17:00 - 千葉県習志野健康福祉
センター地域保健課
04-475-5153

来所者に受動喫煙防止
の普及啓発を行う

千葉県習志野健康福祉
センター地域保健課
04-475-5153

5

禁煙週間用ポスター
の掲示

千葉県 市川健康福祉セン
ター庁舎内

5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県健康福祉部市川
健康福祉センター
047-377-1102

禁煙週間及び禁煙を周
知・啓発するポスター
の掲示

千葉県市川健康福祉セ
ンター
047-377-1102

6

啓発媒体の配布 千葉県 市川健康福祉セン
ター庁舎内

5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県健康福祉部市川
健康福祉センター
047-377-1102

受動喫煙防止を啓発す
る媒体の窓口配布

千葉県市川健康福祉セ
ンター
047-377-1102

4．日時
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7

庁舎内掲示 千葉県 千葉県東葛飾合同庁
舎内

5月31日～
6月6日

開庁時間中 - 松戸健康福祉センター
地域保健課
047-361-2121

・庁舎入口付近にポス
ター掲示
・来庁者に啓発パンフ
レット等を配布

千葉県松戸健康福祉セ
ンター地域保健課
047-361-2121

8

食品衛生講習会での
啓発

松戸保健所管内食品
衛生協会

・湖北地区公民館
・小金原市民センター

・6月1日
・6月5日

14:00～16:00
の間

- - ・飲食店営業者等を対
象とする食品衛生講習
会で、受動喫煙防止の
啓発パンフレット等を
配布

千葉県松戸健康福祉セ
ンター地域保健課
047-361-2121

9

ポスター掲示 千葉県 野田健康福祉セン
ター掲示板

随時 - 千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155

所内に禁煙啓発のポス
ターを掲示し、禁煙活
動の啓発を行う。

千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155

10

食品衛生協会講習会 野田保健所管内食品
衛生協会

千葉県野田市「いち
いのホール４階大
ホール」

6月2日 14:00～15:30 - 野田保健所管内食品衛
生協会
04-7124-7918

食品組合等の飲食に関
する団体に所属する、
食品衛生従事者を対象
に、食中毒等の予防や
事故防止について啓発
をするための講習会。

千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155

11

食品衛生協会講習会 野田保健所管内食品
衛生協会

千葉県野田市「野田
市文化会館」

6月9日 14:00～15:30 - 野田保健所管内食品衛
生協会
04-7124-7918

食品組合等の飲食に関
する団体に所属する、
食品衛生従事者を対象
に、食中毒等の予防や
事故防止について啓発
をするための講習会。

千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155

12

食品衛生協会講習会 野田保健所管内食品
衛生協会

千葉県野田市「七光
台会館」

6月14日 14:00～15:30 - 野田保健所管内食品衛
生協会
04-7124-7918

食品組合等の飲食に関
する団体に所属する、
食品衛生従事者を対象
に、食中毒等の予防や
事故防止について啓発
をするための講習会。

千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155
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13

食品衛生協会講習会 野田保健所管内食品
衛生協会

千葉県野田市「野田
地域職業訓練セン
ター」

6月20日 - 野田保健所管内食品衛
生協会
04-7124-7918

食品組合等の飲食に関
する団体に所属する、
食品衛生従事者を対象
に、食中毒等の予防や
事故防止について啓発
をするための講習会。

千葉県野田健康福祉セ
ンター（保健所）
04-7124-8155

14

たばこの健康影響に
関する知識の普及

千葉県 印旛合同庁舎
庁舎内展示コーナー

5月下旬～
6月中旬

終日 - 千葉県印旛健康福祉セ
ンター地域保健課
043－483-1134

たばこ対策に関する
ポスター掲示、
パンフレットの設置。

千葉県印旛健康福祉セ
ンター地域保健課
043－483-1134

15

たばこの健康影響に
関する知識の普及

千葉県 印旛合同庁舎 5月31日 - 千葉県印旛健康福祉セ
ンター地域保健課
043－483-1134

庁内一斉放送により、
来庁者及び職員に対し
て、たばこの健康影響
について周知する。

千葉県印旛健康福祉セ
ンター地域保健課
043－483-1134

16

禁煙週間の周知及び
啓発

千葉県 香取健康福祉セン
ター所内

随時 - 千葉県香取健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0478-52-9161

禁煙週間及び受動喫煙
に関するポスター掲示

千葉県香取健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0478-52-9161

17

職員への禁煙週間の
周知

千葉県 海匝健康福祉セン
ター

5月31日～
6月6日

- 千葉県海匝健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0479-22-0206

職員への禁煙週間の周
知、ポスターの掲示、
啓発グッズの配付等

千葉県海匝健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0479-22-0206

18

来所者への禁煙週間
の周知

千葉県 海匝健康福祉セン
ター

5月31日～
6月6日

- 千葉県海匝健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0479-22-0206

来所者への禁煙週間の
周知啓発として、パン
フレット・啓発グッズ
の配布等

千葉県海匝健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0479-22-0206
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19

禁煙週間ポスターに
よる啓発

千葉県 山武健康福祉セン
ター

5月31日～
6月6日

- 千葉県山武健康福祉セ
ンター
0475-54-0611

禁煙週間ポスターの掲
示

千葉県山武健康福祉セ
ンター
0475-54-0611

20

千葉県長生合同庁舎
内放送

千葉県 千葉県長生合同庁舎 5月31日～
6月6日

- 千葉県長生健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0475-22-5167

千葉県長生合同庁舎に
おいて、職員及び来庁
者に、喫煙及び受動喫
煙による健康影響につ
いて周知する。

千葉県長生健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0475-22-5167

21

【よい歯の児童・生徒
の審査】、【親と子の
よい歯のコンクール】
及び【高齢者のよい
歯のコンクール】にお
ける普及啓発

一般社団法人夷隅郡
市歯科医師会

いすみ市大原文化セ
ンター

6月上旬 午前中 - 一般社団法人夷隅郡市
歯科医師会

リーフレット等を配布
し、コンクール参加者
に普及啓発をおこな
う。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

22

夷隅郡市食生活改善
連絡協議会総会にお
ける普及啓発

夷隅郡市食生活改善
連絡協議会

夷隅健康福祉セン
ター

5月29日 10:00～11:00 - 夷隅郡市食生活改善連
絡協議会

リーフレット等を配布
し、出席者に普及啓発
をおこなう。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

23

給食施設管理者・従
事者講習会

千葉県 勝浦市役所４階会議
室

6月16日 14:00～16:00 - 千葉県夷隅健康福祉セ
ンター

リーフレット等を配布
し、出席者に普及啓発
をおこなう。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

24

来庁者への周知 千葉県 夷隅健康福祉セン
ター

5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県夷隅健康福祉セ
ンター

関連ポスター掲示等に
て来庁者への周知を図
る。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145
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25

敷地内全面禁煙 千葉県 夷隅健康福祉セン
ター

5月31日 終日 - 千葉県夷隅健康福祉セ
ンター

敷地内全面禁煙を実施
する。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

26

食品衛生講習会 夷隅保健所管内食品
衛生協会

御宿町公民館 5月24日 14:00～16:00 - 夷隅保健所管内食品衛
生協会

たばこの健康被害につ
いて周知するととも
に、夷隅地域・職域連
携推進協議会のテーマ
でもあるたばこ対策に
関するアンケートを実
施する。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

27

療育支援関係者研修
会

千葉県 夷隅健康福祉セン
ター別館２階会議室

5月31日 14:00～17:00 - 千葉県夷隅健康福祉セ
ンター

リーフレット等を配布
し、出席者に普及啓発
をおこなう。

千葉県夷隅健康福祉セ
ンター地域保健福祉課
0470-73-0145

28

禁煙・受動喫煙防止
に関する啓発

千葉県 安房健康福祉セン
ター及び鴨川地域保
健センター

5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511

来庁者へ啓発用グッズ
配付、関連ポスター掲
示により周知、職員へ
庁内メール送信にて周
知を図る。

千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511

29

敷地内全面禁煙 千葉県 安房健康福祉セン
ター及び鴨川地域保
健センター

5月31日～
6月6日

終日 - 千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511

喫煙所を撤去し、安房
健康福祉センター敷地
内全面禁煙とする

千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511

30

禁煙外来の調査及び
周知

千葉県 安房健康福祉セン
ター及び鴨川地域保
健センター

- - 千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511

管内の禁煙治療を行え
る医療機関を対象に、
診療科開設状況等につ
いてアンケート調査を
実施。結果をホーム
ページに掲載し、住民
へ周知を図る。

千葉県安房健康福祉セ
ンター鴨川地域保健セン
ター
0470-22-4511
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31

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」の普及

千葉県 君津健康福祉セン
ター内

5月31日～6
月6日

終日 - 千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

啓発用ポスターの掲示
により職員及び来所者
に周知を図る

千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

32

公共の場、職場等に
おける受動喫煙防止
の取り組み

千葉県 君津健康福祉セン
ター内

5月31日～6
月6日

終日 - 千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

受動喫煙防止啓発グッ
ズ(ポケットティッ
シュ)により職員及び
来所者に周知を図る

千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

33

敷地内全面禁煙の実
施

千葉県 君津健康福祉セン
ター内

通年 終日 - 千葉県君津健康福祉セ
ンター総務企画課
0438-22-3743

君津健康福祉センター
敷地内を全面禁煙とす
る。入口ドアに「全面
禁煙」「受動喫煙のな
い社会を！」のステッ
カーを貼り周知する。

千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

34

「受動喫煙防止対策
推進協力施設」の登
録推進

君津地域職域連携推
進協議会

君津保健所管内の飲
食店等

通年 終日 - 千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

飲食店等に対し、受動
喫煙防止対策を推進す
る。「協力施設」とし
て登録し全面喫煙対策
ステッカーを配布、店
頭に表示し、来客者に
全面禁煙施設であるこ
とを周知する

千葉県君津健康福祉セ
ンター地域保健課
0438-22-3744

35

所内掲示板の禁煙ポ
スター掲示と窓口の
チラシ設置

千葉県 市原健康福祉セン
ター（市原保健所）

終日 - 千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391

所内掲示板にて禁煙に
関するポスター掲示
窓口にて禁煙に関する
チラシを設置

千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391

36

エイズ検査 千葉県 市原健康福祉セン
ター（市原保健所）

6月6日 13:30～15:00
17:30～18:30

- 千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391

受診者に対し、禁煙に
関するチラシ配布

千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391
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37

胸部レントゲン検査・
ＱＦＴ検査

千葉県 市原健康福祉セン
ター（市原保健所）

5月23日 13:30～14:30 - 千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391

受診者に対し、禁煙に
関するチラシ配布

千葉県市原健康福祉セ
ンター
0436-21-6391

38

子宮頸がん検診 銚子市 銚子市保健福祉セン
ターすこやかなまなび
の城

5月31日
～6月6日

9:30～11:00
13:30～15:00

- 銚子市健康づくり課
0479－24－8070

女性を対象とする検診
の場においてのたばこ
と健康に関する知識の
普及啓発活動

銚子市健康づくり課
0479－24－8070

39

乳がん検診 銚子市 銚子市保健福祉セン
ターすこやかなまなび
の城

5月31日
～6月6日

9:00～11:10
13:00～15:00

- 銚子市健康づくり課
0479－24－8070

女性を対象とする検診
の場においてのたばこ
と健康に関する知識の
普及啓発活動

銚子市健康づくり課
0479－24－8070

40

肝炎ウイルス検診 銚子市 銚子市保健福祉セン
ターすこやかなまなび
の城

5月31日
～6月6日

9:30～11:00
13:30～15:00

- 銚子市健康づくり課
0479－24－8070

検診の場においてのた
ばこと健康に関する知
識の普及啓発活動

銚子市健康づくり課
0479－24－8070

41

骨粗しょう検診 銚子市 銚子市保健福祉セン
ターすこやかなまなび
の城

5月31日
～6月6日

9:30～11:00
13:30～15:00

- 銚子市健康づくり課
0479－24－8070

女性を対象とする骨粗
しょう症の検診の場に
おいてのたばこと健康
に関する知識の普及啓
発活動

銚子市健康づくり課
0479－24－8070

42

禁煙週間の普及、啓発 市川市 - - - 市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

ホームページで「世界
禁煙デー」及び「禁煙
週間」について周知。

市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642
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43

禁煙週間の普及、啓発 市川市 - 5月下旬 - 市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

【いちかわ健康マイ
レージ】
健康マイレージ登録者
に対して、メールマガ
ジンを配信し、喫煙が
健康に及ぼす影響につ
いて周知。

市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

44

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」について
の周知

市川市 庁舎内 5月下旬 - 市川市 総務部 職員課
健康管理担当室
TEL 047-712-8575

職員に向けて、「世界
禁煙デー」と「禁煙週
間」についてメールに
よる周知

市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

45

ポスター掲示 市川市 市川市急病診療所 5月31日
～6月6日

- 市川市　保健部
疾病予防課
TEL047-377-4512

禁煙週間のポスター掲
示

市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

46

ポスター掲示 市川市 市川市保健センター
南行徳保健センター

5月31日
～6月6日

- 市川市　保健部
健康支援課
TEL047-377-4511

禁煙週間のポスター掲
示

市川市　保健部　保健医
療課
健康都市・健康づくり推
進担当グループ
TEL 047-712-8642

47

総合検診・結果説明
会

館山市 各地区公民館、保健
センターなど

5月～7月 - 館山市健康福祉部健康
課　予防係
0470-23-3113

総合検診および結果説
明会来所者への喫煙に
よる害や受動喫煙に関
する知識の普及啓発と
してポスターを掲示お
よび保健指導

館山市健康福祉部健康
課　予防係
0470-23-3113

48

受動喫煙防止対策・
世界禁煙デー

館山市 本庁舎および関係出
先機関

5月31日
～6月6日
・5月31日

- 館山市健康福祉部健康
課　予防係
0470-23-3113

禁煙週間の期間中、ポ
スター掲示による普及
啓発を実施
5月31日は館内および
敷地内の終日全面禁煙

館山市健康福祉部健康
課　予防係
0470-23-3113
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49

禁煙週間に実施す
る、結核・肺がん検診
会場での禁煙支援

木更津市 畑沢公民館
東清公民館
岩根西公民館

6月5日
6月6日
結核・肺がん
検診

- 木更津市健康推進課
0438-23-8379

検診受診者のうち喫煙
者に対し、禁煙外来の
紹介のチラシを配布す
る。

木更津市健康推進課
0438-23-8379

50

市ホームページ、広
報で禁煙週間の記事
の掲載

木更津市 なし 5月31日～
6月6日の期
間

- 木更津市健康推進課
0438-23-8379

ホームページ、広報に
て市民へ禁煙週間と禁
煙の必要性を周知す
る。

木更津市健康推進課
0438-23-8379

51

世界禁煙デーイベント 松戸市 市役所１階連絡通路 5月31日 10:00～12:00
13:00～15:00

- 松戸市健康推進課　中
央保健福祉センター
047-366-7489

･ニコチン依存症
チェック
・呼気中一酸化炭素濃
度測定
･禁煙治療を受けられ
る医療機関の案内

松戸市健康推進課中央
保健福祉センター
047-366-7489

52

健康教育 松戸市 中央保健福祉セン
ター

6月1日 9:30～11:00 - 松戸市健康推進課　中
央保健福祉センター
047-366-7489

・集団肺がん検診会場
にて、喫煙、受動喫煙
による健康の害につい
ての健康教育
・喫煙者のうち希望者
に呼気中一酸化炭素濃
度測定を実施

松戸市健康推進課中央
保健福祉センター
047-366-7489

53

禁煙相談 松戸市 中央保健福祉セン
ター
小金保健福祉セン
ター
常盤平保健福祉セン
ター

随時 http://www.city.
matsudo.chiba.jp/
iryoutoshi/health
care/kinen/index
.html

松戸市健康推進課　中
央保健福祉センター
047-366-7489

対象：禁煙希望者
内容：個別相談、呼気
検査、書籍の貸出し

松戸市健康推進課中央
保健福祉センター
047-366-7489
小金保健福祉センター
047-346-5601
常盤平保健福祉セン
ター

54

知識の普及 松戸市 市ホームページ 随時 http://www.city.
matsudo.chiba.jp/
iryoutoshi/health
care/kinen/index
.html

松戸市健康推進課　中
央保健福祉センター
047-366-7489

・禁煙相談の案内
・医療機関での禁煙治
療
・喫煙に関する情報
（禁煙３分間アドバイ
ス、「受動喫煙」｢副
流煙」は特に危険、

松戸市健康推進課　中
央保健福祉センター
047-366-7489
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55

母子健康手帳交付 松戸市 松戸市内8箇所の支
所内にある健康相談
室、本庁健康相談室

母子健康手
帳発行時

http://www.city.
matsudo.chiba.jp/
kosodate/matsud
odekosodate/kos
odatenavi/ninshi
nshitara/bositety

松戸市子ども家庭相談
課母子保健担当室
047-366-5180

対象：妊婦・家族の喫
煙者
内容：禁煙相談の案
内、リーフレットを用
いて禁煙支援

松戸市子ども家庭相談
課母子保健担当室
047-366-5180

56

健康相談 松戸市 中央保健福祉セン
ター
小金保健福祉セン
ター
常盤平保健福祉セン
ター
各家庭

随時 - 松戸市子ども家庭相談
課母子保健担当室
中央保健福祉センター
047-366-7489
小金保健福祉センター
047-346-5601
常盤平保健福祉セン

妊娠届出時に把握した
喫煙妊婦に対して家庭
訪問・面接・電話を通
し個別禁煙相談を行う

松戸市子ども家庭相談
課母子保健担当室
中央保健福祉センター
047-366-7489
小金保健福祉センター
047-346-5601
常盤平保健福祉セン

57

禁煙週間のポスター
掲示

野田市 野田市保健センター
関宿保健センター

平成29年5月
～

- 野田市保健センター
04-7125-1188

保健センター内にポス
ター掲示

野田市保健センター
04-7125-1188

58

ポスター掲示による
啓発

茂原市 市庁舎及び公共施設 5月31日
～6月6日

終日 - 茂原市保健センター 世界禁煙デー、禁煙週
間のポスター掲示

茂原市保健センター
Tel：0475-25-1725

59

知識の普及 茂原市 市庁舎内 5月31日
～6月6日

終日 - 茂原市保健センター 「COPD」「喫煙者に起
こる肺の変化」につい
てのパネルを市庁舎総
合窓口付近に展示

茂原市保健センター
Tel：0475-25-1725
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60

市職員に対する啓発 茂原市 市庁舎及び公共施設 ①5月下旬 - 茂原市保健センター
0475-25-1725

①市職員に対して世界
禁煙デー、禁煙週間に
ついて庁内メールにて
周知し、禁煙に対して
意識を高める。
②5/31世界禁煙デーに
本庁10階たばこ自販機
を終日販売停止にす
る。

茂原市保健センター
0475-25-1725

61

母親学級「妊婦の禁
煙対策」

成田市 保健福祉館 6月6日 14:00～16:00 - 成田市健康増進課
0476-27-1111

妊婦の禁煙対策
保健師、助産師による
講習会

成田市健康増進課
0476-27-1111

62

ポスター掲示 成田市 保健福祉館 5月1日（予
定）

- 成田市健康増進課
0476-27-1111

ポスター掲示 成田市健康増進課
0476-27-1111

63

リーフレット配布 成田市 関係各課（56課） 5月1日 - 成田市健康増進課
0476-27-1111

リーフレット配布 成田市健康増進課
0476-27-1111

64

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

佐倉市 5月1日号 - 佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043（463）4181

こうほう佐倉5月1日号
COPDの普及啓発
禁煙外来、禁煙相談の
紹介

佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043（463）4181
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65

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

佐倉市 - 5月15日頃か
ら

http://www.city.s
akura.lg.jp/00000
04576.html

佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181

ホームページ掲載
COPDの普及啓発
禁煙外来、禁煙相談の
紹介

佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181

66

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

佐倉市 佐倉市役所内 5月15日頃か
ら

- 佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181

市役所内ポスター掲示 佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181

67

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

佐倉市 佐倉市役所内 5月中旬から - 佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181
※資産管理経営室の協
力あり

佐倉市役所内自動販売
機上の電子掲示板に禁
煙週間を案内。

佐倉市健康増進課成人
保健班西部保健セン
ター
043-463-4181

68

ポスターによる普及
啓発

東金市 東金市役所
ガス課
市浄化センター
保健福祉センター
サンピアインフォメー
ションスペース

5月31日
～6月6日

- 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・禁煙ポスターを掲示
し、喫煙被害、COPDに
ついて周知する。

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

69

妊婦・母親への禁煙
周知

東金市 健康増進課窓口 5月31日
～6月6日

- 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・母子健康手帳交付時
に禁煙に向けたパンフ
レットを配布する。
・子どもの健診時、喫
煙習慣のある母親に対
し、禁煙を周知する。

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174
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70

敷地内・建物内禁煙
の実施

東金市 東金市役所
ガス課
市浄化センター
保健福祉センター

5月31日 - 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・職員に対して禁煙の
周知
・建物内の灰皿の撤去

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

71

胸部（結核・肺がん）
検診

東金市 中央公民館
豊成公民館

5月31日
～6月6日

9：30～11：20
13：00～15：00

- 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・市に住民登録のある
40歳以上の方
問診、デジタル胸部X
線撮影（呼吸器機能検
査：問診で該当し、平
成25年度～28年度に実
施していない方及び

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

72

広報によるCOPDの
普及啓発

東金市 広報とうがね６月１日
号

6月1日 - 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・市民へ世界禁煙デー
と禁煙週間の周知と、
COPDについてのコラム
掲載

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

73

庁内LANを利用した
職員啓発（COPD)

東金市 - 5月中 - 東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

・職員へ世界禁煙デー
と禁煙週間、またCOPD
について周知を行う

東金市健康増進課成人
保健係
0475-50-1174

74

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

旭市 - 6月1日 - 旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

広報あさひ6月1日号
「健康メモ」に掲載

旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

75

両親学級 旭市 飯岡保健センター 4月19日から
年5回
1コース第3
回目5月30日

9：15～12:00 - 旭市健康管理課支援班
0479-57-3113

妊婦とその夫に対し、
3回1コースの第1回目
にニコチン依存度
チェックを行い、第3
回目に個人面談にて禁

旭市健康管理課予防班
0479-63-8766
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（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4．日時

76

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

旭市 本庁舎・支所 5月31日
～6月6日

- 旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

個人端末に禁煙週間の
周知と禁煙啓発のメー
ル配信

旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

77

母子手帳発行時の面
接指導

旭市 旭市保健センター
飯岡保健センター

通年 - 旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

妊娠中の胎児への影響
と本人家族の禁煙、分
煙について

旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

78

がん検診時の禁煙啓
発

旭市 飯岡保健センター 5月31日
～6月6日

- 旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

がん検診会場にて、喫
煙の身体への影響と禁
煙のメリット、経済効
果について掲示とリー
フレットの配布

旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

79

市ホームページを利
用した普及・啓発

習志野市 - 5月24日
～6月6日

http://www.city.n
arashino.lg.jp/

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

市ホームページに関連
情報（世界禁煙デー及
び禁煙週間に関する情
報。以下同）を掲載す
る。
その他、たばこと健康
に関する掲載は、通年

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

80

市ツイッターを利用し
た普及・啓発

習志野市 - 5月24日
～6月6日

- 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

市ツイッターで関連情
報を発信し、市ホーム
ページや関連ウェブサ
イト（国・県ホーム
ページ等）への誘導も
行う。
その他、たばこと健康
に関する情報発信は、

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

81

市広報紙を利用した
普及・啓発

習志野市 - 5月15日
・6月1日
（予定）

- 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

市広報紙（平成29年5
月15日号・6月1日号）
に、受動喫煙防止、世
界禁煙デー及び禁煙週
間に関する記事を掲載
する。

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151
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82

禁煙週間ポスターの
掲示

習志野市 市庁舎、保健会館及
び各ヘルスステーショ
ン

到着後～
6月6日
（予定）

- 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

市庁舎内に禁煙週間の
ポスターを掲示する。

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

83

職員に対する啓発 習志野市 職員向けグループ
ウェア

5月24日
～6月6日
（予定）

- 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

職員向け掲示板に関連
情報を掲載し、職員の
喫煙・受動喫煙に関す
る知識・意識の向上
と、禁煙を推進を図
る。
また、喫煙に係る職員

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

84

母子保健事業におけ
る保健指導

習志野市 母子健康手帳交付室
各訪問先

通年 - 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

母子健康手帳の交付や
健康相談等の際に、パ
ンフレット配布や保健
指導、情報提供などを
行う。
また、母子保健推進員
が生後2カ月前後の乳

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

85

市公共用施設等の建
物内禁煙

習志野市 市公共用施設等 通年 - 習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

「習志野市の公共用施
設等における受動喫煙
防止対策に関する指
針」に基づき、市が所
有又は管理する公共用
施設等を原則として建
物内禁煙とする。

習志野市健康福祉部健
康支援課企画係
047-451-1151

86

禁煙に関する普及啓
発

勝浦市 市役所本庁舎ロビー
他

5月31日
～6月6日

- 勝浦市介護健康課健康
管理係
0470-73-6614

禁煙の普及啓発に関す
るポスターを掲示する

勝浦市介護健康課健康
管理係
0470-73-6614

87

図書館展示 市原市 市の中央図書館 6月1日
～6月30日

- 市原市保健センター
0436-23-1187

図書館来館者を対象
に、「たばこ」をテー
マにした特設コーナー
設置。たばこに関する
書籍やエプロンシア
ター、リーフレット等

市原市保健センター
0436-23-1187
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88

市ホームページに掲
載

市原市 市ホームページ 5月15日
～6月30日

http://www.city.i
chihara.chiba.jp/k
enko/00_kurasi_t
op/06_sonota/H2
9sekaikinnennday

市原市保健センター
0436-23-1187

一般市民を対象に、市
ホームページにて「世
界禁煙デー」「禁煙週
間」「受動喫煙防止
マーク」を周知。

市原市保健センター
0436-23-1187

89

市内の保育所、幼稚
園、小学校・中学校、
公共施設へ受動喫煙
防止対策状況調査を
実施

市原市 市内保育所、幼稚
園、小学校・中学校、
公共施設

5月中 - 市原市保健センター
0436-23-1187

市内の保育所、幼稚園、
小学校・中学校、公共施
設へ受動喫煙防止対策
状況調査を実施。

市原市保健センター
0436-23-1187

90

市広報誌への「世界
禁煙デー」及び「禁煙
週間」に関する記事
掲載

流山市 - 5月21日 - 流山市健康増進課
04-7154-0331

たばこの健康影響につ
いての知識の普及、市
内の禁煙外来実施医療
機関の情報提供。

流山市健康増進課
04-7154-0331

91

運河駅ギャラリーでの
世界禁煙デーイベント

主催者：タバコ問題を
考える会・千葉

後援：流山市

東武アーバンパーク
ライン運河駅ギャラ
リー

5月28日
～6月4日

- タバコ問題を考える会・
千葉

禁煙ゆるきゃら「すわ
にゃん」による啓蒙活
動。医療関係者による
無料禁煙相談。各種測
定器による健康被害相
談。禁煙による体への
影響、受動喫煙防止関
連各種啓発情報の掲出
ほか。全て無料。

流山市健康増進課
04-7154-0331

92

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

流山市 健康増進課 5月31日
～6月6日

- 流山市健康増進課
04-7154-0331

国作成の禁煙週間用ポ
スターを本庁舎や保健
センター、市内の子育
て支援センター、公民
館等に掲示。リーフ
レット「喫煙と健康
厚生労働省喫煙の健康

流山市健康増進課
04-7154-0331
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93

流山市受動喫煙防止
対策助成金制度の情
報提供

流山市 - 通年 http://www.city.n
agareyama.chiba.j
p/business/65/0
12963.html

流山市健康増進課
04-7154-0331

受動喫煙防止対策がで
きていない飲食店等の
事業者を対象に、効果
的な分煙に取り組める
よう、国の助成金と併
せ、市が単独で行う助
成金制度を紹介する旨

流山市健康増進課
04-7154-0331

94

禁煙支援 流山市 健康増進課 通年 http://www.city.n
agareyama.chiba.j
p/life/14/135/02
4693.html

流山市健康増進課
04-7154-0331

市内の禁煙外来実施医
療機関をホームページ
に掲載すると共に、保
健センター窓口にもチ
ラシを設置。また、市
民から電話・来所での
相談を受付。

流山市健康増進課
04-7154-0331

95

市ホームページによ
る普及啓発

八千代市 - 5月1日
～6月6日

- 八千代市健康づくり課
047-483-4646

市ホームページに世界
禁煙デー・禁煙週間、
たばこの健康への影響
について記事を掲載

八千代市健康づくり課
047-483-4646

96

チラシ配布による情
報提供

八千代市 - 5月1日
～5月31日
（各園によっ
て配布日時
が異なる。）

- 八千代市健康づくり課
047-483-4646

世界禁煙デー・禁煙週
間、受動喫煙について
チラシを作成し、保護
者へ配布
保育園（21か所）
小規模保育事業所(7か
所)

八千代市健康づくり課
047-483-4646

97

チラシ配布による情
報提供

八千代市 - 5月1日
～5月31日

- 八千代市健康づくり課
047-483-4646

健康教育等において世
界禁煙デー・禁煙週
間、受動喫煙について
のチラシを配布。

八千代市健康づくり課
047-483-4646

98

禁煙支援相談 八千代市 - 随時 - 八千代市健康づくり課
047-483-4646

禁煙についての相談
や、市内の禁煙治療実
施医療機関の案内

八千代市健康づくり課
047-483-4646

99

情報提供 八千代市 - 4月12日 - 八千代市健康づくり課
047-483-4646

市内小中学校へ保健だ
よりの掲載や職員への
啓発を行ってもらうた
めに情報提供

八千代市健康づくり課
047-483-4646
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100

健康情報メール配信 八千代市 - 5月31日 - 八千代市健康づくり課
047-483-4646

「やちよ健康情報メー
ル」に登録している方
に、世界禁煙デー・禁
煙週間、禁煙治療実施
医療機関についての記
事を配信

八千代市健康づくり課
047-483-4646

101

妊婦への母子健康手
帳交付

八千代市 - 随時 - 八千代市母子保健課
047-486-7250

妊娠届出時、妊娠届出
書に記載欄を設け、本
人だけでなく、家族の
喫煙状況も確認し、禁
煙の情報提供を行って
いる。

八千代市母子保健課
047-486-7250

102

禁煙の啓発 我孫子市 - 適宜 http://www.city.a
biko.chiba.jp/shis
ei/kouhou/abiko/
backnumber/h28
backnumber/abik
o0516.html

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課

ポスターの掲示、市広
報誌に禁煙デーおよび
市内禁煙外来を掲載。
がん個別受診・特定健
康診査・長寿健康診査
発送対象者に健康ミニ
メモとして、ＣＯＰＤ

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課
04-7185-1126

103

母子健康手帳交付事
業

我孫子市 我孫子市健康福祉部
健康づくり支援課

随時 http://www.city.a
biko.chiba.jp/ken
ko/kenkou/ninns
anpu/ninpu/bosh
ikenkou.html

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課

母子健康手帳交付時に
妊婦及びその家族に対
し、禁煙指導を実施
（または妊婦訪問
時）。

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課
04-7185-1127

104

新生児・産婦訪問 我孫子市 各訪問先 随時 http://www.city.a
biko.chiba.jp/ken
ko/kenkou/kodo
mo/nyuuyouji/shi
nseiji.html

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課

新生児・産婦訪問時に
産婦及びその家族に対
し、禁煙指導を実施。

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課
04-7185-1128

105

しあわせママパパ学
級

我孫子市 我孫子市健康福祉部
健康づくり支援課

毎月実施 http://www.city.a
biko.chiba.jp/ken
ko/kenkou/ninns
anpu/ninpu/shia
wase_gakkyu.html

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課

おおよそ２０週以降の
妊婦とその家族に対
し、禁煙・分煙指導を
実施。

我孫子市健康福祉部健
康づくり支援課
04-7185-1129
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106

たばこの健康影響に
ついての正しい知識
の普及

鴨川市 鴨川市総合保健福祉
会館（ふれあいセン
ター）

随時 - 鴨川市健康推進課
０４－７０９３－７１１１

①母子健康手帳交付時
の啓発②パパママ学級
での健康教室③乳幼児
健診時の啓発④健康教
室での啓発⑤広報誌掲
載

鴨川市健康推進課
04-7093-7111

107

禁煙支援（禁煙相談、
禁煙指導窓口の強化
等）の取り組み

鴨川市 鴨川市総合保健福祉
会館（ふれあいセン
ター）

随時 - 鴨川市健康推進課
０４－７０９３－７１１１

・禁煙支援ＰＲ（禁煙
応援コーナーにリーフ
レットやパンフレット
を設置）
・禁煙外来の情報提供
等

鴨川市健康推進課
04-7093-7111

108

公共の場・職場等に
おける受動喫煙防止
の取り組み

鴨川市 市役所本庁舎他、市
内公共施設

随時 - 鴨川市健康推進課
04-7093-7111
鴨川市総務課
04-7093-7829

・市役所本庁舎をはじ
め、市内公共施設にお
ける建物内禁煙の徹底
市立国保病院、学校、
幼稚園、保育園は敷地
内禁煙の徹底

鴨川市健康推進課
04-7093-7111
鴨川市総務課
04-7093-7829

109

禁煙デーの実施 鴨川市 市役所本庁舎他、市
内公共施設

5月31日
～6月6日

- 鴨川市健康推進課
04-7093-7111
鴨川市総務課
04-7093-7829

・来庁者および職員を
対象に敷地内全面禁煙
を実施
・公用車内の禁煙徹底
・禁煙及びタバコに関
するポスターの掲示

鴨川市健康推進課
04-7093-7111
鴨川市総務課
04-7093-7829

110

特定健診運動講座 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市総合福祉保
健センター

6月5日 8:30～12:00 - 鎌ケ谷市健康増進課
成人保健係
047-445-1141
（内線737）

成人に対する健康教
育、相談場面での禁煙
週間の周知、相談

鎌ケ谷市健康増進課
成人保健係
047-445-1141
（内線737）

111

女性のための健康講
座

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市総合福祉保
健センター

6月1日 13:00～15:30 - 鎌ケ谷市健康増進課
成人保健係
047-445-1141
（内線737）

市民対象に更年期の健
康づくりをテーマに実
施する講座での禁煙週
間の周知

鎌ケ谷市健康増進課
成人保健係
047-445-1141
（内線737）
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112

健康講座 君津市 依頼に応じて 通年 https://www.city.
kimitsu.lg.jp/soshi
ki/23/1443.html

君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

10名以上の団体・集ま
りに対して健康づくり
課の職員がCOPDについ
ての健康教育を行いま
す。（申し込み制）

君津市健康づくり課
0439-57-2233

113

HPの掲載 君津市 - 5月下旬～ https://www.city.
kimitsu.lg.jp/soshi
ki/23/5624.html

君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

世界禁煙デー及び世界
禁煙週間にあわせてHP
にて禁煙外来の紹介。

君津市健康づくり課
0439-57-2233

114

健康づくり課にて資料
や写真媒体の設置

君津市 君津市保健福祉セン
ター

通年 - 君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

窓口に喫煙のリスクや
受動喫煙についての資
料を設置。写真媒体の
掲示

君津市健康づくり課
0439-57-2233

115

禁煙週間ポスターの
掲示

君津市 君津市保健福祉セン
ター

各公共施設

5月下旬
～6月6日

- 君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

厚生労働省作成ポス
ター掲示

君津市健康づくり課
0439-57-2233

116

母子健康手帳の交付
時にオリジナル資料
を配布

君津市 君津市保健福祉セン
ター

通年 - 君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

受動喫煙の害や禁煙の
重要性をチラシ・パン
フレットを配布し普及
啓発を行う

君津市健康づくり課
0439-57-2233

117

ロゴマークステッカー
貼付

君津市 公共施設

通学路看板

通年 - 君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

君津市役所学校教育課

出入り口の付近の自動
ドア、エレベータ内壁

通学路看板ポールに貼
付

君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津市役所学校教育課
0439-56-1421
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118

啓発物資（ポケット
ティッシュ）を窓口に
設置

君津市 君津市保健福祉セン
ター

通年 - 君津市保健福祉セン
ター健康づくり課

「受動喫煙のない社会
を！」ロゴを啓発

君津市健康づくり課
0439-57-2233

119

広報 君津市 ５月号 https://www.city.
kimitsu.lg.jp/soshi
ki/3/4752.html

君津市保健福祉セン
ター
健康づくり課

たばこの害・世界禁煙
デー

君津市健康づくり課
0439-57-2233

120

子育て通信掲載 君津市 ５月号 - 君津市役所子育て支援
課こども家庭相談室

たばこの害 君津役所子育て支援課
こども家庭相談室
0439-56-1616

121

君津市職員禁煙支援
事業

君津市 君津市役所 ５月 - 君津市役所職員課 のぼり旗設置
パンフレット設置
禁煙外来掲示

君津市役所職員課
0439-56-1385

122

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

富津市 富津市内 広報ふっつ
5月号

- 富津市健康づくり課
0439-80-1268

広報誌による広報活動 富津市健康づくり課
0439-80-1268

123

禁煙相談 浦安市 浦安市健康センター 随時 http://www.city.u
rayasu.lg.jp/fukus
hi/yobou/shidou
/1001123.html

浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059

市内在住の禁煙相談希
望者に対し、指導を行
う。（月～金　要予
約）

浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059
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124

禁煙リーフレットの配
布

浦安市 浦安市役所内 随時 - 浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059

禁煙に関するリーフ
レットを作成し、来庁
者に配布。

浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059

125

広報紙、ホームペー
ジによる世界禁煙
デーの周知

浦安市 - 5月15日 - 浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059

ホームページ、広報う
らやす5月15日号に世
界禁煙デーの記事を掲
載。

浦安市健康増進課
ＴＥＬ　047-381-9059

126

市政だより掲載 四街道市 四街道市市政だより 5月15日 - 四街道市健康増進課 市政だより
５月15日号掲載
よつかいどう健康コラ
ム「５月31日は「世界
禁煙デー」、5月31日
から6月6日までは「禁
煙週間」です」

四街道市健康増進課
ＴＥＬ　043-421-6100

127

ホームページ掲載 四街道市 四街道市ホームペー
ジ

5月15日
～6月15日

http://www.city.y
otsukaido.chiba.jp
/

四街道市健康増進課 ホームページ
「５月31日は世界禁煙
デー」

四街道市健康増進課
ＴＥＬ　043-421-6100

128

禁煙・減煙希望者へ
の支援

四街道市 四街道市保健セン
ター

通年 - 四街道市健康増進課 市内医療機関、近隣市
町村を含め、処方ので
きる医療機関・禁煙指
導者・女性医師の有無
等情報の加え一覧を作
成し、配布。

四街道市健康増進課
ＴＥＬ　043-421-6100
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129

乳幼児の保護者の喫
煙者へ受動喫煙や喫
煙の害を啓発

四街道市 四街道市保健セン
ター

通年 - 四街道市健康増進課 喫煙、受動喫煙の害に
ついての啓発及び禁煙
外来の情報リーフレッ
トを作成し配布。

四街道市健康増進課
ＴＥＬ　043-421-6100

130

すこやか相談 袖ケ浦市 袖ケ浦市保健セン
ター

6月5日 9：30～12：00 http://www.city.s
odegaura.lg.jp/so
shiki/kenko/suko
yakasoudan.html

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

対象者：相談利用者

内容等：相談会場でチ
ラシ等の配布

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

131

胃がん検診 袖ケ浦市 代宿公民館 6月1日 8:30～12:00 http://www.city.s
odegaura.lg.jp/so
shiki/kenko/igan
nshuudann.html

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

対象者：40歳以上の市
民

内容等：胃がん検診会
場でチラシ等の配布

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

132

啓発ポスターの掲示 袖ケ浦市 袖ケ浦市役所
袖ケ浦市保健セン
ター
袖ケ浦市民会館
長浦公民館
根形公民館
平岡公民館

5月31日
～6月6日

- 袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

対象者：市民

内容等：市役所、保健
センター等に啓発用ポ
スターの掲示

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3172

133

健康づくり相談・禁煙
相談

印西市 各保健センター４か所 随時 - 印西市健康増進課
0476-42-5595

印西市民を対象に禁煙
方法の相談や外来の紹
介

印西市健康増進課
0476-42-5595

134

健康情報広場での禁
煙・COPDの啓発コー
ナーの設置

白井市 保健福祉センター1階
健康情報広場

5月1日
～5月31日

9:00～21:00 - 白井市健康福祉部健康
課047-497-3494

保健福祉センター入口
横の健康情報広場に
て、禁煙・COPDの啓発
コーナーを作り、ポス
ター掲示やパンフレッ
トの配布を行う。

白井市健康福祉部健康
課047-497-3494
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135

勤務時間内禁煙の実
施

南房総市 各公共施設 毎週水曜日 休憩時間を
除く8：30～
17：15

- 南房総市総務課
0470-33-1021

全庁舎の勤務時間内禁
煙(非常勤職員を含む
全職員）

南房総市総務課
0470-33-1021

136

勤務時間内全面禁煙
の実施

南房総市 各公共施設 5月31日
～6月6日

休憩時間を
除く8：30～
17：15

- 南房総市総務課
0470-33-1021

全庁舎の勤務時間内全
面禁煙

南房総市総務課
0470-33-1021

137

特定保健指導 南房総市 各地区公民館等 4月28日
～6月7日

9:00～16:45 - 南房総市健康支援課
0470-36-1152

特定保健指導の際に禁
煙リーフレットを配布

南房総市健康支援課
0470-36-1152

138

マタニティクラス 匝瑳市 匝瑳市保健センター 5月31日 13:00～16:00 - 匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

妊婦及びその夫に対し
て、妊娠・出産に関す
る健康教育、相談

匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

139

保健推進員視察研修 匝瑳市 視察研修会場 5月31日
～6月2日

9:00～17:00 - 匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

匝瑳市保健推進員に対
する研修会

匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200
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140

特定健診 匝瑳市 野栄総合支所 6月1日
6月2日
6月4日
6月5日

9:00～15:00 - 匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

30歳以上の匝瑳市国民
健康保険被保険者及び
千葉県後期高齢者医療
被保険者に対する、健
診と保健指導

匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

141

1歳6か月児健診 匝瑳市 匝瑳市保健センター 6月6日 13:00～16:00 - 匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

1歳6か月児の健診と保
健指導

匝瑳市健康管理課
℡　0479-73-1200

142

ポスター掲示 香取市 香取市役所庁舎内 5月31日～
6月6日

- 香取市健康づくり課
0478-50-1235

禁煙週間及び禁煙の周
知・啓発するポスター
の掲示

香取市健康づくり課
0478-50-1235

143

敷地内全面禁煙 山武市 ・市役所本庁
・教育委員会
・成東文化会館(のぎ
くプラザ)
・成東中央公民館
・成東学校給食セン
ター
・歴史民族資料館
・成東運動公園
・松尾IT保健福祉セン
ター(松尾図書館含
む)
・松尾公民館
・蓮沼スポーツプラザ
(蓮沼出張所)
・さんぶの森交流セン
ターあららぎ館
・さんぶの森公園管理
事務所
・山武学校給食セン

5月31日 終日禁煙 - 山武市健康支援課
0475－80－1171

敷地内全面禁煙を実施 山武市健康支援課
0475－80－1171

144

母子健康手帳交付 いすみ市 大原保健センター 母子健康手
帳交付時

- いすみ市健康高齢者支
援課　健康づくり班
（大原保健センター）
0740-62-1162

対象：妊婦とその家族
内容：パンフレットの
配布、禁煙に向けた支
援

いすみ市健康高齢者支
援課
（大原保健センター）
0470-62-1162
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145

知識の普及 いすみ市 岬ふれあい会館
夷隅文化会館

5月31日
～6月3日
・6月5日
～6月6日

- いすみ市健康高齢者支
援課　健康づくり班
（大原保健センター）
0740-62-1162

対象：特定健診・後期
高齢者健診受診者
内容：ポスター掲示、
パンフレットの配布

いすみ市健康高齢者支
援課
（大原保健センター）
0470-62-1162

146

広報による禁煙週間
の周知

酒々井町 酒々井町 6月1日 - 酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

禁煙週間の周知 酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

147

各種事業での禁煙普
及教室（がん検診等）

酒々井町 酒々井町 - - 酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

禁煙普及に関するポス
ターの掲示、ＣＯＰＤ
に関するリーフレット
の配布

酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

148

禁煙総相談窓口 栄町 ふれあいプラザ 5月24日
～5月26日・
5月30日
～6月1日・
9月12日
～9月15日
※別途、窓
口にて随時

9:00～12:00 - 栄町健康介護課
TEL　0476-33-7708

対象:町民、特定健
診・肺胃大腸がん検診
の受診者

内容：健診会場やイベ
ント会場にて受診者へ
個別支援や集団支援の
チラシ配布、禁煙方法

栄町健康介護課
TEL　0476-33-7708

149

肺年齢測定 栄町 ふれあいプラザ 5月24日
～5月26日・
5月30日
～6月1日・
9月12日
～9月15日
※別途、窓
口にて随時

9:00～12:00 - 栄町健康介護課
TEL　0476-33-7708

対象:町民、特定健
診・肺胃大腸がん検診
の受診者

内容:ハイ・チェッ
カーで1秒量、6秒量な
ど肺機能の主要項目か
ら肺年齢を測定する。

栄町健康介護課
TEL　0476-33-7708

150

ママパパ教室 多古町 保健福祉センター 5月8日
5月18日
9月4日
9月15日
1月12日
1月26日

13:30～16:00 - 多古町保健福祉課
健康づくり係
℡0479(76)3185

妊娠中期の妊婦とその
家族に対し、妊娠中の
喫煙・受動喫煙の害に
ついて説明

多古町保健福祉課
健康づくり係
℡0479(76)3185
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151

母子手帳交付 多古町 保健福祉センター 随時 - 多古町保健福祉課
健康づくり係
℡0479(76)3185

妊娠届出時にアンケー
ト実施
パンフレット配布
面接時に禁煙・分煙指
導

多古町保健福祉課
健康づくり係
℡0479(76)3187

152

母子健康手帳の交付 東庄町 保健福祉総合セン
ター

随時 - 健康福祉課　保健衛生
係

母子健康手帳交付時面
接にて、タバコについ
てのリーフレットを配
布し、啓発普及を行う

東庄町健康福祉課
0478-80-3300

153

生後２か月児家庭訪
問

東庄町 対象者自宅 随時 - 健康福祉課　保健衛生
係

家庭訪問時、リーフ
レットを配布し啓発普
及を行う

東庄町健康福祉課
0478-80-3300

154

乳幼児健診 東庄町 保健福祉総合セン
ター

随時 - 健康福祉課　保健衛生
係

アンケートを実施し、
啓発普及を行う

東庄町健康福祉課
0478-80-3300

155

ポスターの掲示 東庄町 保健福祉総合セン
ター

随時 - 健康福祉課　保健衛生
係

敷地内全面禁煙を実施
し、町内各官公庁施設
にたばこ対策に関する
ポスターを掲示する

東庄町健康福祉課
0478-80-3300

156

食生活改善協議会中
央研修

大網白里市 中央公民館 5月31日 9:30～ - 大網白里市健康増進課
℡0475-72-8321

食生活改善協議会会員
に対し、保健師による
健康教育を実施する。

大網白里市健康増進課
℡0475-72-8321
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（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）
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157

胸部エックス線検診 大網白里市 農村環境改善セン
ター

5月31日
～6月3日

9:30～11:00
13:30～14:30

- 大網白里市健康増進課
℡0475-72-8321

40歳以上の住民登録の
ある者に対し、胸部
エックス線を実施す
る。会場で、タバコの
害についてのパンフ
レットを配布する。

大網白里市健康増進課
℡0475-72-8321

158

喫煙に関するチラシ
の掲示

九十九里町 町内店舗（スーパー、
コンビニエンスストア、
ドラッグストア、JA、郵
便局、医療機関、調
剤薬局など）及び公
共施設

4月～5月 - 九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

町の喫煙率、禁煙して
良かったこと、禁煙方
法等についてのチラシ
を作成し、住民へ周
知・啓発を行う。

九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

159

公共施設の終日禁煙
及び灰皿の撤去
ポスター掲示

九十九里町 公共施設
・役場
・保健センター
・つくも学遊館
・中央公民館

5月31日 終日 - 九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

公共施設の終日禁煙及
び灰皿の撤去
ポスター掲示

九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

160

ホームページ掲載 九十九里町 九十九里町ホーム
ページ

- 九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

世界禁煙デー、禁煙週
間の周知

九十九里町健康福祉課
健康指導係
0475-70-3182

161

平成29年度芝山町広
報誌（6月号）

芝山町 - 6月 - 芝山町保健センター
0479-77-1891

広報誌を使用して禁煙
週間の普及啓発を実
施。

芝山町保健センター
0479-77-1891
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（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）
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162

広報　「よこしばひか
り」 ポスター掲示

横芝光町 各公共施設 5月号 - 横芝光町健康こども課 たばこと健康に関する
正しい知識の普及

横芝光町健康こども課
0479-82-3400

163

健康相談 横芝光町 千葉県横芝光町
健康づくりセンター「プ
ラム」

6月5日 9時～11時 http://www.town.
yokoshibahikari.c
hiba.jp/kurashi/h
oiku_kosodate/02
.html

横芝光町健康こども課 健康相談（町民）
たばこと健康に関する
正しい知識の普（ティ
シュの配布）

横芝光町健康こども課
0479-82-3400

164

よい歯ぴかぴかキッ
ズ

横芝光町 千葉県横芝光町
健康づくりセンター「プ
ラム」

6月5日 13時～15時 http://www.town.
yokoshibahikari.c
hiba.jp/kurashi/h
oiku_kosodate/02
.html

横芝光町健康こども課 よい歯ぴかぴかキッズ
〈1歳2ゕ月と保護者〉
◇測定相談等(栄養・
歯科・育児)
たばこと健康に関する
正しい知識の普及
（ティシュの配布）

横芝光町健康こども課
0479-82-3400

165

さくらんぼクラブ 横芝光町 千葉県横芝光町
健康づくりセンター「プ
ラム」

6月2日 10時から http://www.town.
yokoshibahikari.c
hiba.jp/kurashi/h
oiku_kosodate/02
.html

横芝光町健康こども課 育児のお話
妊婦さんとの交流会
（3か月～1歳児と保護
者・妊婦）
たばこと健康に関する
正しい知識の普及
（ティシュの配布）

横芝光町健康こども課
0479-82-3400

166

乳児健診 横芝光町 千葉県横芝光町
健康づくりセンター「プ
ラム」

5月31日 13時30分～ http://www.town.
yokoshibahikari.c
hiba.jp/kurashi/h
oiku_kosodate/02
.html

横芝光町健康こども課 乳児健診（3～4ヵ月児
児と保護者）
◇測定相談等(栄養・
歯科・育児)
たばこと健康に関する
正しい知識の普及
（ティシュの配布）

横芝光町健康こども課
0479-82-3400

167

母子健康手帳交付 一宮町 一宮町保健センター 随時 - 一宮町福祉健康課
0475ー40ー1055

母子手帳の交付時に
「守るのはあなたです
～赤ちゃんをタバコか
ら守ろう」パンフレッ
トの配布

一宮町保健センター
0475ー40ー1055
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168

ポスター掲示による
啓発

一宮町 一宮町保健センター 5月31日
～6月6日

- 一宮町福祉健康課
0475ー40ー1055

禁煙週間のポスター掲
示

一宮町保健センター
0475ー40ー1055

169

普及啓発 睦沢町 庁舎、農村環境改善
センター、公民館、地
域福祉交流会等

5月31日
～6月6日

- 睦沢町健康保険課
℡0475－44－2506

厚生労働省配布の禁煙
週間のポスターを掲示

睦沢町健康保険課
℡0475－44－2506

170

たばこの健康影響に
ついての知識の普及

長生村 長生村 6月1日 - 長生村健康推進課 村の広報誌及び職場内
掲示板に、禁煙デー及
び禁煙週間、喫煙の健
康影響に関する記事を
掲載。

長生村健康推進課
電話　0475-32-6800

171

未成年者の喫煙防止
対策

長生村 長生村公立保育所 5月31日
～6月6日

- 長生村健康推進課 3か所の保育所にて、
年長児・年中児にたば
この害についての紙芝
居を実施。

長生村健康推進課
電話　0475-32-6800

172

普及啓発事業 白子町 - - - 白子町健康福祉課健康
づくり係
Tel 0475-33-2179

6月号広報にて禁煙週
間について周知。

白子町健康福祉課健康
づくり係
Tel 0475-33-2179

173

母子健康手帳交付 白子町 白子町農業者健康管
理センター

随時 - 白子町健康福祉課健康
づくり係
TEL 0475-33-2179

母子手帳交付時に妊婦
及びその家族に対し、
禁煙指導を実施。

白子町健康福祉課健康
づくり係
Tel 0475-33-2179
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174

母子健康手帳交付事
業

長柄町 長柄町役場 随時 - 長柄町健康福祉課 母子手帳交付時に妊婦及
びその家族に対し、喫煙
の有無を確認
「守るのはあなたです～
赤ちゃんをタバコから守
ろう」パンフレットの配
布

長柄町役場健康福祉課
0475-35-2414

175

ポスター掲示による
啓発

長柄町 長柄町役場 5月31日
～6月6日

- 長柄町健康福祉課 禁煙週間のポスター掲
示

長柄町役場健康福祉課
0475-35-2414

176

公共の場・職場等に
おける受動喫煙防止
の取り組み

大多喜町 大多喜町役場、大多
喜町農村コミュニティ
センター、大多喜町基
幹集落センター

5月31日
～6月6日

- 大多喜町健康福祉課
保健予防係
TEL 0470-82-2168

役場職員及び来庁舎を
対象としてポスターの
掲示による啓発

大多喜町健康福祉課
保健予防係
TEL 0470-82-2168

177

たばこの健康影響に
関する知識の普及

御宿町 御宿町役場 5月31日
～6月6日

8:30～17:15 - 御宿町役場保健福祉課
保健予防係
0470-68-6717

役場窓口でたばこ対策
に関するポスターの掲
示・パンフレットの配
布を行い、たばこの健
康被害、禁煙の重要性
についての普及啓発を
行う。

御宿町役場保健福祉課
保健予防係
0470-68-6717

178

禁煙パネル展：禁煙
相談

千葉市 千葉市生涯学習セン
ター1階

5月31日～6
月6日（禁煙
相談は6月1
日、2日）

9時から21時
まで
5月31日は10
時から
6月6日は15
時まで
禁煙相談は6
月1日10時～
12時、6月2

http://www.ci
ty.chiba.jp/ho
kenfukushi/ke
nkou/shien/c
hibashinotaba
ko.html

健康支援課
043-238-9926
中央区健康課
043-221-2582

受動喫煙防止や、禁煙
支援、たばこと健康に
関するパネル展示を実
施。あわせてCOモニ
ターやパンフレットな
どを利用し、禁煙相談
を実施。

健康支援課
043-238-9926
中央区健康課
043-221-2582

179

掲示・資料配布による
禁煙週間PR

千葉市 市役所・区役所・保健
福祉センター・公民
館・図書館・子育て関
連施設等

5月31日～6
月6日まで

健康支援課
043-238-9926

窓口等来所者へのポス
ター掲示等による情報
提供および資料の配
布。

健康支援課
043-238-9926
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180

職場等における禁煙
の協力の呼びかけ

千葉市 本庁舎、各区庁舎等 5月31日～
6月6日

本庁舎：毎日
10時、15時
の2回
各区役所・保
健福祉セン
ター：午前中
１回

5月31日9時
掲示

人材育成課
043-245-5038

本庁舎、各区役所及び
各保健福祉センターで
庁内放送による禁煙週
間の周知及び禁煙協力
の呼びかけ

庁内LAN掲示板（新着
情報）において、禁煙
週間中の禁煙への協力
記事の掲載

人材育成課
043-245-5038

181

禁煙サポート 千葉市 各区保健福祉セン
ター

随時 中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

喫煙者で禁煙を希望さ
れている方への禁煙相
談・禁煙指導

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

182

三角ポスト設置 千葉市 花見川保健福祉セン
ター
稲毛区役所・保健セ
ンター
若葉区役所・保健福
祉センター

5/31～ 禁煙
週間集合後
も継続して実
施

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714

禁煙の重要性、COPDに
ついて、禁煙相談の案
内を掲載した三角ポス
トを区役所・保健セン
ター各課に設置する。

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714

183

喫煙所の一部時間帯
を除き使用禁止

千葉市 本庁舎、各区庁舎等 5月31日～
6月6日

8時30分～17
時45分（12時
～13時を除
く）終日禁煙

人材育成課
043-245-5038

本庁舎に（中央コミュ
ニティセンター含
む。）設置されている
喫煙所を一部の時間帯
を除き使用禁止とす
る。各区役所及び保健
福祉センターは、終日
禁煙の協力依頼。

人材育成課
043-245-5038
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184

職場における受動喫
煙防止対策

千葉市 千葉ポートサイドタ
ワー11・12階

5月30日
5月31日

教育総務部教育職員課
℡043-245-5923

千葉ポートサイドタ
ワーにおいて、禁煙週
間及び世界禁煙デーの
周知（館内放送及びポ
スターの掲示）を行
う。

教育委員会内各所属・
学校宛の啓発資料を作
成し、電子メールにて
各所属に配布する。

教育総務部教育職員課
℡043-245-5923

185

職員への普及啓発 千葉市 花見川保健福祉セン
ター
若葉区役所、保健福
祉センター

5月31日～
6月6日

花見川区健康課
043-275-6296
若葉区健康課
043-233-8714

施設内や喫煙所に啓発
ポスターを掲示
喫煙者への禁煙の呼び
かけ

花見川区健康課
043-275-6296
若葉区健康課
043-233-8714

186

路上喫煙等防止事業 千葉市 ＪＲ千葉駅東口周辺、
ＪＲ稲毛駅周辺、ＪＲ
海浜幕張駅周辺、ＪＲ
蘇我駅周辺

随時 http://www.ci
ty.chiba.jp/ka
nkyo/junkan/
haikibutsu/roj
oukituenpoisu
e-boushi.html

廃棄物対策課
043-245-5067

「千葉市路上喫煙等及
び空き缶等の散乱の防
止に関する条例」で
は、市内にあるすべて
の道路、公園などの屋
外の公共の場所では喫
煙しないように定めて
いる。
　また、歩行者が多
く、路上等での喫煙が
特に危険な場所として
指定した「路上喫煙
等・ポイ捨て取締り地
区」では、屋外の公共
の場所での喫煙が禁止
され、違反者には罰則
の適用がある。

廃棄物対策課
043-245-5067
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187

各種事業での禁煙普
及教育・相談（母子健
康手帳発行時）

千葉市 各区保健福祉セン
ター

随時 中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

妊娠届時アンケートよ
り、喫煙者、喫煙者の
家族に対して、リーフ
レット等を利用し禁煙
指導を実施。

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

188

各種事業での禁煙普
及教育・相談（4か月
児健診）

千葉市 花見川保健福祉セン
ター
稲毛保健福祉セン
ター

6月2日

6月6日

12時30分～
15時

12時30分～
15時

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494

4か月児健診の保護者
に受動喫煙防止パンフ
レットを配付し、問診
票から喫煙者には禁煙
指導を実施。ポスター
掲示を行い禁煙の啓発
を行う。

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494

189

各種事業での禁煙普
及教育・相談（離乳食
教室）

千葉市 中央保健福祉セン
ター

5月31日 13時00分～
15時00分

中央区健康課
043-221-2582

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施し、リーフレットを
配布。

中央区健康課
043-221-2582

190

各種事業での禁煙普
及教育・相談（育児
サークル）

千葉市 中央保健福祉セン
ター
中央保健福祉セン
ター
さつきが丘公民館
花園公民館
千草台児童福祉セン
ター
幸町リラックス館

6月1日
6月6日
6月2日
6月5日
6月5日

6月6日

10時～12時
10時～12時
10時～12時
13時30分～
15時
10時～11時
30分

10時～12時

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施し、リーフレットを
配布。

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221
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191

各種事業での禁煙普
及教育・相談（母乳教
室・成人歯科相談・2
歳児むし歯予防教
室）

千葉市 中央保健福祉セン
ター
花見川保健福祉セン
ター
若葉保健福祉セン
ター

緑保健福祉センター
美浜保健福祉セン
ター

6月6日
6月1日

6月5日
5月31日
6月3日
6月2日
6月6日

9時30分～15
時30分
13時30分～
15時

13時30分～
15時30分
10時～15時
9時30分～15
時
10時～16時
9時30分～14

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

事業参加者のうち喫煙
者や喫煙者の家族に対
して教育と相談、希望
者には肺機能測定を実
施する。

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

192

各種事業での禁煙普
及教育・相談（2歳歯
科相談イベント）

千葉市 中央保健福祉セン
ター

6月1日 9時30分～15
時00分

中央区健康課
043-221-2582

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施し、リーフレットを
配布。

中央区健康課
043-221-2582

193

各事業での禁煙週間
等の周知（医師講演
会）

千葉市 稲毛保健福祉セン
ター
美浜保健福祉セン
ター

6月1日
6月6日

13時30分～
15時30分
13時30分～
15時

稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221

講演会参加者に対して
パンフレットを配布
し、禁煙週間・COPD・
受動喫煙防止等につい
ての健康教育を実施。

稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221

194

各種事業での禁煙普
及教育・相談（介護予
防教育）

千葉市 花輪町弥生が丘自冶
会館
桜木町第四自治会館
御成台3丁目自治会
集会所
都賀の台自治会館
緑保健福祉センター
高洲２丁目分譲集会
所
磯辺３丁目西自治会
検見川ハイツ集会所

6月2日

6月5日
6月5日

5月31日
6月1日
6月2日
6月5日
6月6日

13時30分～
15時

9時30分～12
時
9時30分～12
時

13時30分～
15時30分
10時～12時
10時30分～
11時30分

中央区健康課
043-221-2582
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施し、リーフレットを
配布。

中央区健康課
043-221-2582
若葉区健康課
043-233-8714
緑区健康課
043-292-2630
美浜区健康課
043-270-2221

195

各種事業での禁煙普
及教育・相談（いきい
き体操）

千葉市 花見川保健福祉セン
ター
鷹の台自治会館
あんしんケアセンター
磯辺１丁目集会所

6月5日

6月5日
6月6日
5月31日

10時～12時

10時～12時
13時30分～
14時30分
13時30分～
15時

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施。リーフレットを配
布。希望者には呼気検
査CO濃度測定を実施す
る。

花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
美浜区健康課
043-270-2221
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196

各種事業での禁煙普
及教育・相談（栄養相
談）

千葉市 美浜保健福祉セン
ター

5月31日
6月6日

9時20分～14
時40分
9時20分～14
時40分

美浜区健康課
043-270-2221

栄養相談申込者を対象
に、リーフレットを配
布し、たばこの影響に
ついて健康教育を実
施。

美浜区健康課
043-270-2221

197

各種事業での禁煙普
及教育・相談（糖尿病
サークル）

千葉市 中央保健福祉セン
ター

5月31日 10時～11時
30分

中央区健康課
043-221-2582

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施し、リーフレットを
配布。

中央区健康課
043-221-2582

198

各種事業での禁煙普
及教育・相談（食事セ
ミナー・歯っぴー健口
教室）

千葉市 中央保健福祉セン
ター

幕張本郷公民館
黒砂公民館
山王公民館
若葉保健福祉セン
ター

美浜保健福祉セン
ター

5月31日
6月5日
6月1日
6月5日
5月31日
5月31日
6月6日
6月2日
6月2日
6月2日

10時～12時
10時～12時
10時～12時
13時30分～
15時30分
13時30分～
15時30分
10時～12時
10時～12時
13時30分～
15時30分
10時～12時

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
美浜区健康課
043-270-2221

参加者に対してパンフ
レットを配布し禁煙週
間・COPD・受動喫煙防
止についての周知

中央区健康課
043-221-2582
花見川区健康課
043-275-6296
稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
美浜区健康課
043-270-2221

199

各種事業での禁煙普
及教育・相談（ヘルス
サポーター養成教室）

千葉市 花見川保健福祉セン
ター
美浜保健福祉セン
ター

5月31日

5月31日

13時30分～
15時

13時30分～
15時

花見川区健康課
043-275-6296
美浜区健康課
043-270-2221

たばこの健康への影響
について健康教育を実
施。リーフレットを配
布。希望者には呼気検
査CO濃度測定を実施す
る。

花見川区健康課
043-275-6296
美浜区健康課
043-270-2221

200

各事業での禁煙週間
等の周知
（地区研修）

千葉市 保健福祉センター 6月2日 10時～13時 稲毛区健康課
043-284-6494

参加者に対してパンフ
レットを配布し禁煙週
間・COPD・受動喫煙防
止についての周知

稲毛区健康課
043-284-6494
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201

各種事業での禁煙普
及教育・相談（地区伝
達）

千葉市 花輪町弥生が丘自冶
会館

5月31日 10時～13時 中央区健康課
043-221-2582

ヘルスメイトにより、
たばこの健康への影響
についてリーフレット
を配布。

中央区健康課
043-221-2582

202

各事業での禁煙週間
等の周知（乳がん検
診、子宮がん検診、
大腸がん検診）

千葉市 稲毛保健福祉セン
ター
若葉保健福祉セン
ター
美浜保健福祉セン
ター

6月5日
6月2日
6月1日
6月5日

13時30分～
16時
9時30分～14
時30分
13時～17時
45分
9時30分～11

稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
美浜区健康課
043-270-2221

参加者に対して禁煙週
間・COPD・受動喫煙防
止についての周知

稲毛区健康課
043-284-6494
若葉区健康課
043-233-8714
美浜区健康課
043-270-2221

203

禁煙週間中の市施設
における敷地内禁煙
の実施

船橋市 市施設 5/31～6/6 終日 船橋市健康政策課
047-436-2413

禁煙週間中は、市職員
は敷地内禁煙、来庁者
には協力を依頼する。

船橋市健康政策課
庶務健康係
047-436-2413

204

「世界禁煙デー」およ
び「禁煙週間」啓発

船橋市 市広報紙・ホーム
ページ、市施設

5/15～
http://www.city
.funabashi.lg.jp/
kenkou/iryou/0
04/p036616.ht
ml

船橋市健康政策課
047-436-2413

・市広報紙および市
ホームページへ掲載
・市施設にポスター掲
示。

船橋市健康政策課
庶務健康係
047-436-2413

205

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

船橋市 5月8日～
6月6日（予
定）

終日 総務部職員課保健室
TEL　047-436-3096

市職員を対象に、毎月
定期的に発行している
保健室だより内で、た
ばこと健康に関する正
しい知識の普及のため
の広報活動

船橋市総務部職員課保
健室　　　TEL　047-436-
3096

206

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

柏市保健所地域健康
づくり課

柏市内 通年 http://www.city.k
ashiwa.lg.jp/soshi
ki/061800/p0149
37.html

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

ポスター掲示やチラシ
の配布，ホームページ
にて喫煙および受動喫
煙に関する知識の普及

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256
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207

広報かしわ5月号 柏市秘書広報課 柏市内 5月15日発行 広報かしわの紙面にた
ばこの知識に関する啓
発，受動喫煙防止対策
事業についての周知を
掲載

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

208

未成年者の喫煙防止
対策（柏ノースモッ子
新聞の発行）

柏ノースモッ子協議会 柏市内小中学校 5月より通年 http://www.city.k
ashiwa.lg.jp/soshi
ki/061800/p0246
04.html

小学4年から中学3年を
対象に各学年に合わせ
たタバコに関する啓発
を行う「柏ノースモッ
子新聞」を発行（5･7･
10･12･3月）

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

209

禁煙補助剤体験事業 柏市保健所地域健康
づくり課

柏市禁煙支援薬局
の内，協力店舗

http://www.city
.kashiwa.lg.jp/s
oshiki/061800/
p011955.html(6
月1日更新予
定)

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

禁煙の意思のある20歳
以上の市民を対象に禁
煙補助剤を体験できる。
専門機関や禁煙に関す
る情報を得ることで，禁
煙への一助なることを目
的とする。

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

210

禁煙支援薬局の周知 柏市保健所地域健康
づくり課

柏市内 5月から通年 http://www.city.k
ashiwa.lg.jp/soshi
ki/061800/p0358
95.html

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

薬剤師がその人にあっ
た禁煙指導ができる，
禁煙支援薬局の周知，
ステッカーやポスター
を作成

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

211

受動喫煙防止対策
「たばこの煙困りまし
たカード」

柏市保健所地域健康
づくり課

柏市内 通年 http://www.city.k
ashiwa.lg.jp/soshi
ki/061800/p0355
45.html

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

市民が利用した施設に
おいて受動喫煙で困った
際に，施設管理者に対し
受動喫煙防止のメッセー
ジを伝えることができる。

柏市保健所地域健康づ
くり課
04-7167-1256

6月1日～6月30日


