
平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 茨城県

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

健康コーナーの設置 茨城県水戸保健所 茨城県立健康プラザ 2017/5/30～
2017/6/30
（未定）

終日 茨城県水戸保健所
Tel　029-244-2828

禁煙週間，歯と口の健
康週間，食育月間の3
部門合同で，茨城県立
健康プラザ正面入り口
にポスター及びパンフ
レットを設置し，来所
者の健康に対する普
及・啓発を行う。

茨城県水戸保健所
Tel　029-244-2828

2

禁煙コーナーの設置 常陸大宮保健所 常陸大宮保健所入口 H29.5.31～
H29.6.6

8:30～17:15 常陸大宮保健所
健康指導課
℡0295-55-8424

対象者：保健所来所者
内　容：禁煙ポスター
の掲示・禁煙グッズの
展示・リーフレット｢
タバコと健康｣「茨城
県禁煙認証制度」の配
布

常陸大宮保健所
健康指導課
℡0295-55-8424

3

日立保健所 日立市助川町２－６
－１５

平成２９年５
月３１日から
６月６日

日立保健所健康増進課
0294－22－4192

禁煙ポスター，パンフ
レット等展示

日立保健所健康増進課
0294－22－4192

4

禁煙展示コーナーの
設置

鉾田保健所 鉾田保健所 2017/5/31～
6/13

8：30～17：15 鉾田保健所　健康指導
課
0291-33-2158

対象）来所者
内容）ポスター掲示，
パンフレット配布

鉾田保健所　健康指導
課
0291-33-2158

5

禁煙キャンペーン 鉾田保健所 鉾田合同庁舎敷地内 2017/5/31～
6/1

12：30～15：
00

鉾田保健所　健康指導
課
0291-33-2159

喫煙者にパンフレット
を配布し，禁煙週間の
PR及び希望者に禁煙相
談を実施する。

鉾田保健所　健康指導
課
0291-33-2159

6

「食と健康」FMかしま 潮来保健所 地方ラジオ放送局
「FMかしま」

5月1日 潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

放送エリア鹿行圏域の
一般市民への啓発
世界禁煙デーに向けて
「たばこによる健康影
響を正しく理解しよ
う」

潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

4．日時
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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

7

保健所庁舎内の展示
啓発

潮来保健所 潮来保健所ロビー 5月31日～
6月6日

潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

展示啓発コーナーを設
置し，啓発用パネル及
び模型の展示，ポス
ター掲示とパンフレッ
ト配布

潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

8

未成年者の喫煙防止
対策

潮来保健所 5月31日～
6月6日

潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

管内高等学校9校宛に
「世界禁煙デー」「禁
煙週間」の取り組みの
協力依頼とともにポス
ターやパンフレットを
配布

潮来保健所健康増進課
0299-66-2118

9

禁煙普及啓発キャン
ペーン

土浦保健所 土浦保健所玄関脇 土浦保健所健康増進課
TEL：029-821-5398

歯の衛生習慣のパネル
展示と合同で開催し，
普及啓発ポスターの掲
示・パンフレット等の
設置及び禁煙状況の経
過を示す肺モデルの展
示をおこなう。

土浦保健所健康増進課
TEL：029-821-5398

10

パネル展示・パンフ
レット配布

茨城県筑西保健所
健康増進課

茨城県筑西保健所 平成29年5月
31日～6月6
日まで

終日 なし 茨城県筑西保健所
健康増進課
TEL：0296-24-3914

◆当所入口に「禁煙
デー」及び「禁煙週
間」の標語を提示。
◆たばこの健康に対す
る外野受動喫煙防止に
関するパネル等の掲示
と禁煙支援のパンフ
レットを配布する。

茨城県筑西保健所
健康増進課
TEL：0296-24-3914

11

知識の普及，啓発 常総保健所 所内 2016/5/31～
2016/6/6

常総保健所
健康指導課
0297-22-1351

本週間ポスターの掲示 常総保健所
健康指導課
0297-22-1351

12

禁煙に関するお知
らせ

茨城県古河保健所 茨城県古河保健所 平成29年
5月31日～
6月6日

終日 http://www.pre
f.ibaraki.jp/hoke
nfukushi/kogah
o/kenko/kogah
c/kenkoshido/k
inen/kinen/25ki
nen-day.html

茨城県古河保健所
健康指導課
℡0280－32－3021

・世界禁煙デーポスター
の掲示
・「世界禁煙デーについ
て」「禁煙週間のお知ら
せ」「禁煙飲食店の紹
介」を保健所ホームペー
ジへ掲載

茨城県古河保健所
健康指導課
℡0280－32－3021

５月２４日～６月１５日（予
定）
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13

事業所における禁煙
イベント

積水ハウス（株）関東
工場
（協力：茨城県古河保
健所）

積水ハウス（株）関東
工場

平成29年
5月31日

終日 茨城県古河保健所
健康指導課
℡0280－32－3021

・スモーカライザー体験
・禁煙相談コーナー設置
・禁煙外来の紹介
・禁煙啓発教材の展示
及びポスターの掲示

茨城県古河保健所
健康指導課
℡0280－32－3021

14

未成年者の喫煙防止
対策（たばこの健康へ
の影響等を内容とし
た講習，指導等）の取
組み

水戸市 市立小学校 水戸市 教師が小5，中3に対し
て保健体育の授業の中
で，禁煙による健康へ
の影響を説明した。

水戸市
学校教育課
029-244-1331

15

たばこの健康影響に
ついて充分な知識の
普及

水戸市 市立中学校 5月下旬
禁煙週間

水戸市 各小学校の教員，保護
者への本週間について
の通知を配布し，普及
啓発を行う。

水戸市
学校教育課
029-244-1331

16

たばこによる健康被
害についての知識の
普及

水戸市 庁内メール 禁煙週間 水戸市 市職員対象に，たばこ
による健康被害につい
ての知識の普及，禁煙
の進め方について，啓
発のためのメールを配
信

水戸市
人事課

17

受動喫煙防止対策 水戸市 本市公共施設内 通年 水戸市 建物内禁煙，禁煙の表
示，茨城県認証制度の
認証

水戸市
総務法制課

18

禁煙の促進 水戸市 保健センター
常澄保健センター
内原保健センター
水戸市三の丸臨時庁
舎

禁煙週間 水戸市 世界禁煙デー・禁煙週
間のポスター掲示

水戸市
保健センター
０２９－２４３－７３１１
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19

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

笠間市 茨城県笠間市健康増進
課
℡０２９６－７７－９１４５

笠間市公式ホームペー
ジおよび広報（週報）
に，禁煙デー及び禁煙
週間に関する記事を掲
載

茨城県笠間市健康増進
課
℡０２９６－７７－９１４５
E-mail
kenko@city.ksama.lg.jp

20

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

笠間市 友部保健センター
笠間保健センター
岩間保健センター
友部公民館、笠間公民
館、岩間公民館、友部図
書館、笠間図書館、岩間
図書館

茨城県笠間市健康増進
課
℡０２９６－７７－９１４５

禁煙啓発普及用ポス
ターを掲示

茨城県笠間市健康増進
課
℡０２９６－７７－９１４５
E-mail
kenko@city.ksama.lg.jp

21

シルバーリハビリ体操
教室

茨城町シルバーリハ
ビリ体操指導士会

総合福祉センター「ゆ
うゆう館」

5月31日 10：00
～11：30

029-240-7134 65歳以上の住民
シルバーリハビリ体操
指導士による介護予防
のためのシルバーリハ
ビリ体操教室

029-240-7134

22

高齢者健康教室 茨城町　（健康増進
課）

飯塚地区農村集落セ
ンター

6月1日 9：00
～10：00

029-240-7134 飯塚地区の高齢者クラ
ブ会員を対象とした健
康講話と健康相談等

029-240-7134

23

いきいき健康まつり
2017

茨城町（保健福祉部） 総合福祉センター「ゆ
うゆう館」

6月4日 10：00
～14：30

029-240-7134 地域の住民を対象とす
る。健康づくりボラン
ティア団体と連携して健
康、及び介護予防などに
関するブース，各種相
談，健康に関する講演会
等。

029-240-7134

24

チラシ配布 大洗町健康増進課 ゆっくら健康館 6/1,2 9：30～15：00 大洗町健康増進課
029-266-1010

喫煙・副流煙等による
健康への影響等の周知

大洗町健康増進課
029-266-1010
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25

健康カレンダーによる
広報

大洗町健康増進課 健康カレンダー 大洗町健康増進課
029-266-1011

副流煙等による健康へ
の影響等の周知

大洗町健康増進課
029-266-1011

26

肺模型の展示 大洗町健康増進課 ゆっくら健康館 5/31～6/6 大洗町健康増進課
029-266-1012

喫煙による肺への影響 大洗町健康増進課
029-266-1012

27

禁煙教室 ひたちなか市 ひたちなか市ヘルス・
ケア・センター

2017/5/31 13：30～15：
00

https://www.
city.hitachinak
a.lg.jp/soshiki
/6/2/4/1044
2.html

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

グループでの学習会
（尿検査・呼気中一酸
化炭素濃度測定・個別
面接も含む）後、３ヶ
月間で禁煙を目指す。

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

28

ホームページ・市報で
のＰＲ

ひたちなか市 年間 https://www.city.
hitachinaka.lg.jp/
soshiki/6/2/4/10
449.html

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

世界禁煙デーについて
のＰＲや喫煙の健康へ
の影響等をホームペー
ジや市報にて周知して
いる。

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

29

ポスターの配布及び
掲示

ひたちなか市 ひたちなか市役所
那珂湊支所
ヘルス・ケア・センター
那珂湊保健相談セン
ター
中央図書館
那珂湊図書館
佐野図書館

2017/5/31～
6/6

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

禁煙週間に関するポス
ターの配布と掲示

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

30

パネル等の展示 ひたちなか市 ヘルス・ケア・センター 2017/5/31～
6/6

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222

たばこの害についての
パネル等を展示する

ひたちなか市健康推進
課
ｔｅｌ　029-276-5222
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31

健康づくり講演会 東海村健康増進課 東海村保健センター
総合福祉センター
「絆」多目的ホール

５月３１日
13：30～16：
00

健康増進課
０２９-２８２-２７９７ 対象：村内在住・在勤

者
内容：「喫煙を考える」
代表荻野寿美子氏，
茨城県歯科医師会常
務理事　渡辺進氏に
よる講演会

東海村健康増進課
０２９-２８２-２７９７

32

受動喫煙防止活動 東海村健康増進課 東海村保健センター 健康増進課
０２９-２８２-２７９７

内容：村公式SNS
（フェイスブック）に
て，タバコの煙の害に
ついて等受動喫煙防止
をPR

東海村健康増進課
０２９-２８２-２７９７

33

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

常陸太田市健康づく
り推進課

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1212

5/25発行号の広報誌に
よる禁煙週間の周知

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1212

34

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

常陸太田市健康づく
り推進課

常陸太田市総合福祉
会館

5月1日
　～6月30日

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1213

ポスターによる禁煙週
間の周知

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1213

35

母子健康手帳交付
乳児相談
1歳6か月児健診
2歳児歯科健診
3歳児健診

常陸太田市健康づく
り推進課

常陸太田市総合福祉
会館

5月1日
　～6月30日

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1213

「喫煙と健康」（国立
がん研究センター作
成）など受動喫煙防止
に取り組むリーフレッ
トを乳幼児健診実施時
に配布

常陸太田市健康づくり推
進課
0294-73-1213

36

禁煙週間用ポスター
の掲示

那珂市 掲示場所：公共機関 禁煙週間前
～

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071

禁煙週間用ポスターの
掲示による啓発

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071
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37

市内メールによる庁
舎内における受動喫
煙防止対策

那珂市 禁煙週間前
～

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071

市役所職員に対して、
庁舎内メールにより、
禁煙週間の周知、庁舎
内完全禁煙、受動喫煙
防止のための喫煙所以
外での喫煙の防止徹底
の呼びかけ。

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071

38

市ホームページにて
禁煙週間を掲載

那珂市 禁煙週間前
～

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071

市ホームページにて禁
煙週間を掲載

茨城県那珂市役所
健康推進課
直通TEL　029-270-8071

39

楽しいエクササイズ 大子町役場　健康増
進課

リフレッシュセンター 5月31日 13:30～15:30 http://www.to
wn.daigo.ibara
ki.jp/page/pag
e000624.html

大子町役場　健康増進
課
℡0295－72－6611

・運動教室等でタバコ
の害に関する講話を実
施

大子町役場　健康増進
課
℡0295－72－6611

40

日立市地域医療協議
会との共催事業　平
成２９年度世界禁煙
デー啓発事業

主催：地域医療協議
会
共催：日立市
後援：ＮＰＯ親子の広
場

日立駅
大甕駅

5月31日 ７：１５～８：１
５

健康づくり推進課
21-3300

内容：ちらし及びポ
ケットティッシュの配
布による啓発
対象：通勤、通学者

茨城県日立市健康づくり
推進課
２１-３３００

41

高萩市健康づくり課 高萩市健康づくり課 総合福祉センター、市
役所仮庁舎、公民館内
にポスターを展示し、
禁煙の重要性等につい
て普及啓発を行う。

茨城県高萩市健康づくり
課０２９３－２４－２１２１

42

高萩市健康づくり課 高萩市健康づくり課 ５月市報に世界喫煙
デー及び禁煙週間につ
いて広報し、禁煙を呼
びかける。

茨城県高萩市健康づくり
課０２９３－２４－２１２１



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 茨城県

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
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43

生活習慣病予防教室 高萩市健康づくり課 高萩市松岡中学校 5月30日 13：40～14：
40

対象：中学１～３年
生、教職員、学校保健
委員会生活習慣病につ
いての説明と予防の周
知をする。たばこの
害、正しい知識を伝え
る。

茨城県高萩市健康づくり
課０２９３－２４－２１２１

44

禁煙教室 北茨城市健康づくり
支援課

北茨城市保健セン
ター

日時は申込
者の都合に
合わせて調
整

北茨城市健康づくり支援
課　　℡　0293-43-1111
（内線197）

自分の意志でタバコを
やめたいと思っている
方を対象に、禁煙計画
作成や、尿中ニコチン
等を測定する。また、
禁煙実行・継続により
起こる、こころや体の
変化への対応法、対処
方法などの説明、指導
を行う（全３回コー
ス）

北茨城市健康づくり支援
課　℡　0293-43-1111
（内線197）

45

北茨城市健康づくり
支援課

北茨城市保健セン
ター
北茨城市役所

通年 ・禁煙に関するポス
ターの掲示
・リーフレットの配布
・健康カレンダーに禁
煙に関する記事と禁煙
教室案内を掲載

北茨城市健康づくり支援
課　℡　0293-43-1111
（内線198）

46

喫煙予防教室 筑波大学の医師・医
学生と神栖市健康増
進課の協同実施

希望のある神栖市内
小中学校

kenko@city.ka
misu.ibaraki.jp

神栖市健康増進課
℡0299－90－1331

小中学生と保護者に対
し、医師と医学生によ
り喫煙と健康につい
て、講話を行う教室

神栖市健康増進課
℡0299－90－1331

47

タバコの健康影響に
ついての知識普及

行方市健康増進課 行方市麻生保健セン
ター

6月1日～
6月5日

７：00～
12：00

行方市健康増進課
TEL0291－34－6200

総合健診会場にて、タ
バコの健康影響につい
てのパネル展示、タバ
コに関するパンフレッ
ト等の配布

行方市健康増進課
TEL0291－34－6200
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48

禁煙に取り組みましょ
う

鹿嶋市 広報誌 5月15日 保健センター 広報にて、禁煙につい
ての記事を掲載
・喫煙をやめることで
得られる効果について
・禁煙のすすめについ
て

０２９９‐８２‐６２１８

49

おしえてかしま 鹿嶋市 FMラジオ 6月 保健センター FMラジオにて、煙草が
与える影響や禁煙につ
いて周知予定

０２９９‐８２‐６２１８

50

ニューファミリーセミ
ナー

神栖市健康増進課 神栖市保健・福祉会
館

H29/4/22
7/22
10/28
H30/1/27

9:30～12:00 kenko@city.ka
misu.ibaraki.jp

神栖市健康増進課
℡0299－90－1331

初妊婦と夫を対象に、
妊娠・出産・育児に関
する講義・実技を行う
セミナー

神栖市健康増進課
℡0299－90－1331

51

がん予防推進員研修
会

龍ケ崎市 龍ケ崎市保健セン
ター

29.5.29 龍ケ崎市保健センター ・住民に対する禁煙週
間周知と受動喫煙防止
の啓発
・がん予防等の資料配
布

龍ケ崎市保健センター
0297-64-1039

52

ヘルス講演会
「肺がんについて」

龍ケ崎市 龍ケ崎市保健セン
ター

29.6.1 龍ケ崎市保健センター ・肺がんについて呼吸
器内科の医師より講演
会
・たばことがんについ
て

龍ケ崎市保健センター
0297-64-1039

53

広報誌　りゅうほー
「たばこ・肺がんにつ
いて」

龍ケ崎市 広報：りゅうほー 29.5.15 龍ケ崎市保健センター ・たばこの害について
・肺がんについて

龍ケ崎市保健センター
0297-64-1039
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54

ポスター掲示 取手市保健センター 保健センター
藤代庁舎
市役所
福祉交流センター
子育て支援センター4か
所

地区公民館14か所

5月31日～
6月6日

終日 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp

取手市立保健センター
0297－85－6900

ポスターの掲示 取手市立保健センター
0297－85－6900

55

1歳6か月児健診 保健センター 保健センター 6月6日 13：30～15：
30

取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp

取手市立保健センター
0297－85－6900

対象：１歳６か月児と
保護者
内容：計測、診察（内
科・歯科）、フッ素塗
布、歯磨き指導、問診
禁煙に関するチラシ配
布

取手市立保健センター
0297－85－6900

56

ＢＰプログラム 取手市保健センター 保健センター 6月2日 10:00～12:00 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp

取手市立保健センター
0297－85－6900

対象：2～5か月の第１子
とその母親
内容：仲間づくり
　　　　育児知識の学習
　　　　親子の絆づくり
禁煙に関するチラシ配布

取手市立保健センター
0297－85－6900

57

ぷらっと健康相談 取手市健康づくり推
進課

桑原集会所 5月26日 11:00～12:00 団体個別 取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

対象：一般市民
内容：体組成測定、血圧
測定、チラシ配布

取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

58

オレンジカフェ 取手市高齢福祉課 さらの杜
はあとぴあ

6月1日 10:00～12：
00

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）

対象：一般市民
内容：カフェ来所者への
チラシ配布

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）

59

レミニンカフェ 取手市高齢福祉課 藤代庁舎 6月6日 13：00～15：
00

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）

対象：一般市民
内容：カフェ来所者への
チラシ配布

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）
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60

元気はつらつ教室 取手市高齢福祉課 藤代庁舎 6月1日 13：30～15：
30

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）

対象：一般市民
内容：カフェ来所者への
チラシ配布
禁煙に関するチラシ配布

取手市役所高齢福祉課
0297-74-2141（内線
1308）

61

取手市広報・ホーム
ページ掲載

取手市保健センター 6月1日 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp

取手市立保健センター
0297－85－6900

対象：市民
内容：禁煙週間の周知

取手市立保健センター
0297－85－6900

62

とりでスマイルメール
での配信

取手市保健センター 6月1日 15時 取手市立保健センター
0297－85－6900

対象・とりでスマイル
メールにご登録の方
内容：メールにて禁煙
週間周知

取手市立保健センター
0297－85－6900

63

骨粗しょう症検診 取手市保健センター 障害者福祉センター
ふじしろ

6月6日 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp
個別通知

取手市立保健センター
0297－85－6900

対象：40・50・60・70
歳の女性
内容：デキサ法による
検診
禁煙に関するチラシ配
布

取手市立保健センター
0297－85－6900

64

育児相談 取手市保健センター 保健センター 6月6日 9:30～12:00 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp

取手市立保健センター
0297－85－6900

対象：未就学児と保護
者
内容：計測、問診、栄
養相談
禁煙に関するチラシ配
布

取手市立保健センター
0297－85－6900

65

とりで健康メール 取手市健康づくり推
進課

取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

対象：一般市民
内容：第一生命との業務
提携によるPR活動
とりで健康メールで禁煙
及び肺チェッカーPR

取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）
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66

介護予防講座 取手市健康づくり推
進課

藤代スカイハイツ 5月25日 10：00～12：
00

自治会内 取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

対象：一般市民
内容：高齢者の栄養につ
いて（講話）
禁煙に関するチラシ配布

取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

67

ゴルフ場ウォーキング 取手市健康づくり推
進課

桜が丘ゴルフクラブ 5月25日 6：00～7：30 取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

対象：一般市民
内容：ゴルフ場をウォー
キング（約４ｋｍ）
禁煙に関するチラシ配布

取手市役所健康づくり推
進課
0297-74-2141（内線
1221）

68

ふれあいウォーキン
グ

取手市スポーツ生涯
学習課

JA茨城みなみ農産物
直売所夢とりで

5月28日 8：30～ 取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.city.
toride.ibaraki.jp
広報

取手市役所スポーツ生
涯学習課
0297-74-2141

対象：一般市民
内容：環状線をウォーキ
ング（約５．５ｋｍ、８．３
Km）
禁煙に関するチラシ配布

取手市役所スポーツ生
涯学習課
0297-74-2141

69

2歳児歯みがき教室 守谷市保健センター 守谷市保健センター 6月1日 10：00～12：
00

守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000

歯みがき教室会場に
て，喫煙による健康被
害の啓発を実施

守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000

70

育児健康相談会 守谷市保健センター 守谷市保健センター 6月2日 9：30～12：00 守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000

相談会会場にて，喫煙
による健康被害の啓発
を実施

守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000

71

子育て教室 守谷市保健センター 守谷市保健センター 6月6日 10：00～12：
00

守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000

教室の集団教育時，喫
煙による健康被害の啓
発を実施

守谷市保健センター
Tel 0297-48-6000
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72

健康教室 稲敷市健康増進課 稲敷市保健センター 5月31日 10:00～11:30 稲敷市健康増進課
℡029－840-5170

特定健診受診者の中で
BMI腹囲が高めの方に
栄養・運動指導を実施
する教室

稲敷市健康増進課
℡029－840-5170

73

喫煙防止リーフレット
配布

河内町 河内町保健センター 母子手帳交
付時並びに
乳児訪問時

随時 無 河内町保健センター
℡0297(84)4486

たばこの健康栄養上に
ついての知識を妊産婦
や乳児を持つ親とその
家族に普及する。

河内町保健センター
℡0297(84)4486

74
受動喫煙防止のポス
ター掲示

河内町 河内町保健センター 開庁日 8:30~17:15 無 河内町保健センター
℡0297(84)4486

河内町保健センター
℡0297(84)4486

75

たばこと健康に関す
る
正しい知識の普及

利根町 公共施設 禁煙期間
終了日

利根町保健福祉セン
ター

①禁煙週間用のポス
ター
　の掲示
②喫煙と健康パンフ
レッ
　ト配付
③ホームページ掲載

茨城県　利根町
担当課：保健福祉セン
ター
健康増進係
E-mail
hokecen@town.tone.lg

76

母子健康手帳配布事
業

土浦市 土浦市保健センター
土浦市役所こども福
祉課

随時 http://www.ci
ty.tsuchiura.ig.
jp

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

妊娠届出時に妊婦等に
対し、喫煙習慣の有無
等のアンケート調査を
実施し、禁煙に関する
啓発を実施。

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７1

77

おやこの歯科健診 土浦市 土浦市保健センター 6月2日 http://www.ci
ty.tsuchiura.ig.
jp

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

２歳３か月児歯科健康
診査時に保護者に対
し、喫煙習慣の有無等
のアンケート調査を実
施し、禁煙に関する啓
発を実施。

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

78

土浦市消費生活展 土浦市
土浦市消費生活連絡
協議会

土浦市亀城プラザ
　　　　市民ホール

6月3日
6月4日

10:00～16:00 http://www.ci
ty.tsuchiura.ig.
jp

土浦市消費生活セン
ター
０２９－８２３－３９２８

消費生活展に来所する
市民を対象に、禁煙及
び受動喫煙防止に関す
るパネル展示と保健師
による血圧測定・健康
相談・禁煙外来の案内
を実施。

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７1
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79

マタニティー教室 土浦市 土浦市保健センター 6月6日 http://www.ci
ty.tsuchiura.ig.
jp

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

妊婦とその家族を対象
とする、妊娠・出産・
育児等に関する健康教
室。
「妊娠中の日常生活」
の講義の中で、保健師
がたばこの害について

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

80

１歳６か月児健康診
査

土浦市 土浦市保健センター 6月7日
6月8日

http://www.ci
ty.tsuchiura.ig.
jp

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７１

１歳６か月児健康診査
時に保護者に対し、喫
煙習慣の有無等のアン
ケート調査を実施し、
禁煙に関する啓発を実
施。

土浦市健康増進課
０２９－８２６－３４７1

81

健康診査 石岡市健康増進課 関川ふれあいセンター
三村ふれあいセンター

5月31日 9：30～11：00
13：30～15：00

石岡市健康増進課
TEL0299-24-1386

(対象）
特定健診等受診者
(内容）
肺がん検診，特定健診等
を実施の際，集団による
健康教育，パンフレット
の配布を行う。

石岡市健康増進課
TEL0299-24-1386
E-mail
is-hoken
@city.ishioka.lg.jp

82

健康教育 石岡市健康増進課 各保健センター
各地区公民館

随時 石岡市健康増進課
TEL0299-24-1386

(対象）
一般市民
(内容）
集団による健康教育を
行う。

石岡市健康増進課
TEL0299-24-1386
E-mail
is-hoken
@city.ishioka.lg.jp

83

禁煙週間のポスター
掲示

美浦村 美浦村役場　他公共
施設

H29.5.31～ 美浦村健康増進課 禁煙の普及啓発 美浦村健康増進課
029-885-1889

84

広報紙掲載による広
報活動

美浦村 美浦村役場　他公共
施設及び村内各戸配
布

随時 美浦村健康増進課 広報紙による禁煙の普
及啓発

美浦村健康増進課
029-885-1889
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85

敷地内全面禁煙のお
知らせ

阿見町 総合保健福祉会館
（さわやかセンター）

随時 なし 029-888-2940 ポスターで敷地内が全
面禁煙であることを伝
える。

左に同じ

86

公共の場・職場等に
おける受動喫煙防止
の取り組み

阿見町 阿見町役場 随時 なし 029-888-2940 庁舎敷地内に喫煙所を
設け、分煙に努めてい
る。

左に同じ

87

たばこ対策 阿見町 阿見町ホームページ
上

随時 http://www.town.
ami.lg.jp/0000001
111.html

029-888-2940 喫煙・受動喫煙のリス
ク、受動喫煙防止の呼
びかけ、茨城県禁煙認
証施設一覧の紹介。

左に同じ

88

喫煙と健康 厚生労働省 総合保健福祉会館
（さわやかセンター）

随時 なし リーフレットでタバコ
の煙が有害であり、受
動喫煙を減らしていこ
うということを伝え
る。

89

リーフレット配布 阿見町 総合保健福祉会館
（さわやかセンター）

随時 なし 029-888-2940 保健福祉ネットワーク
の禁煙関係のリーフ
レット数種類により、
喫煙によるがんのリス
クを伝え禁煙を呼びか
ける。

左に同じ

90

茨城県禁煙認証制度 茨城県 総合保健福祉会館
（さわやかセンター）

随時 なし 029-888-2940 茨城県禁煙認証制度の
チラシを常設し、各施設
の禁煙化を促す。

左に同じ
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91

特定健診・基本健診 下妻市保険年金課・
保健センター

6月4日、6月
6日

9:30～15:00 下妻市保健センター
0296-43-1990

禁煙に関するポスター
の掲示。受診者全員に
たばこと健康パンフ
レットを配布

92

健診時の保健指導 下妻市保健センター 6月4日、6月
6日

9:30～15:00 下妻市保健センター
0296-43-1991

腹囲・BMIオーバーで
喫煙歴がある方に、禁
煙等の必要性や禁煙外
来の紹介を行う

93

はつらつエクササイズ 下妻市生涯学習課・
保健センター

保健センター 6月1日 10:00～11:30 下妻市保健センター
0296-43-1992

エアロビクス・骨盤エ
クササイズを行った後
に喫煙についてのパン
フレットを配布する

94

5か月児健診 下妻市保健センター 保健センター 6月2日 13:15～15:30 下妻市保健センター
0296-43-1993

家族の喫煙がある方に
ついて受動喫煙防止の
必要性を指導する

95

情報提供・啓発 筑西市
健康づくり課

広報紙６月１日号（全
戸配布）

2017/5/24～ www.city.chik
usei.lg.jp/

筑西市　健康づくり課
℡　0296-22-0506

広報紙『ピープル』
の、健康いきいきコー
ナーで、「たばこのな
い生活で健康を手にい
れよう」の記事を掲
載。

健康づくり課

96

禁煙ポスターの掲示 筑西市
健康づくり課

本庁舎
各支所(全３か所）
各公民館（全１５か
所）

５月中旬～
期間中

無 筑西市　健康づくり課
℡　0296-22-0506

世界禁煙デーのポス
ターを掲示して、市
民・職員へ禁煙の啓発
をする。

健康づくり課
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97

禁煙に関する情報の
提示

筑西市
健康づくり課

本庁舎２階
健康ひろば

通年 無 健康づくり課
℡0296-22-0506

喫煙の害・禁煙の勧め
について掲示　　禁煙
治療に保険が使える医
療機関/禁煙支援・相
談歯科医院一覧（筑西
保健所管内）の設置

健康づくり課

98

健康副読本を使用し
て、「たばこが健康に
及ぼす影響」について
普及

筑西市
健康づくり課
教育委員会

市内各小学校 通年 無 健康づくり課
℡0296-22-0506

筑西市の健康副読本を
使用して、「たばこが
健康に及ぼす影響」を
学習する。

健康づくり課

99

禁煙マークの設置 筑西市
健康づくり課

本庁舎及び３支所
各保健センター４か所

通年 無 健康づくり課
℡0296-22-0506

禁煙マークを設置 健康づくり課

100

母子健康手帳交付時
に、喫煙・受動喫煙の
害について説明。

筑西市
健康づくり課

本庁舎２階
健康づくり課窓口

通年 無 健康づくり課
℡0296-22-0506

妊婦に母子健康手帳交付時に
父母の喫煙習慣の有無等のア
ンケートを実施し、喫煙・受
動喫煙の害について説明し
て、禁煙を啓発する。必要
時、『ママ、パパ、タバコ吸
わないで！！』のリーフレッ
トを渡している。

健康づくり課

101

禁煙推進に関する啓
発活動

結城市 ・ポスター掲示
➝市関係施設

・庁内放送
➝市役所（本庁舎）

5月31日～6
月6日

結城市健康増進セン
ター
TEL：0296‐32‐7890

市民への禁煙週間のPR
による禁煙推進活動を
実施
・ポスター掲示
・市広報誌へ掲載
・市ホームページへ掲
載
・庁内放送によるPR

結城市健康増進セン
ター
TEL：0296‐32‐7890

102

第2回ＳＡＫＵＲＡフェ
スティバル

桜川市健康推進課 桜川市総合運動公園 平成29年4月
15日（土）

9：00～15：00 www.city.saku
ragawa.lg.jp

桜川市商工観光課 タバコ等の健康推進ク
イズコーナー
対象：大人、子ども

0296-75-6600
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103

標語コンテスト 桜川市健康推進課 市内在学の小中学校 平成29年5月
23日（火）締
め切り

桜川市健康推進課 禁煙の標語コンテスト
市内在学の小中学校生
3,133名

0296-75-3159（直）

104

さくらの森 坂東市健康づくり推
進課

坂東市小山保育園支
援センター

5月31日 10：00～11：
00

http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
data/doc/149
2502547_doc_
53_4.pdf

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

計測、育児相談
【禁煙パンフレット配
布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

105

離乳食教室 坂東市健康づくり推
進課

坂東市岩井保健セン
ター

6月1日 10：00～11：
00

http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
333.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

栄養士による離乳食の
進め方・作り方の講
話、試食
【禁煙ポスター掲示】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

106

親子教室 坂東市健康づくり推
進課

坂東市岩井保健セン
ター

6月1日 13：00～15：
30

http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
340.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

心理相談員による発達
支援･個別相談、保育
士による遊び
【禁煙ポスター掲示】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

107

ひよこサロン（2か月
児相談）

坂東市健康づくり推
進課

坂東市岩井保健セン
ター

6月2日 9：30～11：00 http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
331.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

助産師によるベビー
マッサージの実技指
導、母子推進員による
事故防止の講話、育児
相談
【乳幼児突然死症候
群・タバコの誤飲等の
情報提供、指導、禁煙
ポスター掲示、禁煙パ
ンフレット配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

108

運動教室 坂東市健康づくり推
進課

坂東市さしま健康交
流センター遊楽里

6月2日 13：00～15：
00

http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
224.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

特定保健指導該当者、
その他希望者に対し、
運動指導士による実技
指導（定員30名）
【禁煙指導、禁煙パン
フレットの配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121
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109

1歳6か月児健診 坂東市健康づくり推
進課

坂東市岩井保健セン
ター

6月6日 13：00～15：
00

http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
335.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

健診（内科･歯科）、
身体計測、育児相談、
栄養相談、心理相談
【喫煙有無の問診･指
導、禁煙ポスター掲
示、禁煙パンフレット
配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

110

母子手帳交付 坂東市健康づくり推
進課

坂東市役所健康づく
り推進課

随時 http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
329.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

母子手帳、妊婦健診受
診票の交付、相談・保
健指導
【喫煙有無の問診、胎
児へのタバコの影響・
乳幼児突然死症候群・
タバコの誤飲等の情報
提供、指導、禁煙ポス
ター掲示、禁煙パンフ
レット配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

111

新生児訪問・こんにち
は赤ちゃん訪問

坂東市健康づくり推
進課

訪問 随時 http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
330.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

訪問にて、計測、相
談、保健指導、予防接
種や健診等の案内
【喫煙有無の問診、乳
幼児突然死症候群・タ
バコの誤飲等の情報提
供、指導、禁煙ポス
ター掲示、禁煙パンフ
レット配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

112

健康相談 坂東市健康づくり推
進課

坂東市役所健康づく
り推進課

随時 http://www.ci
ty.bando.lg.jp/
page/page000
225.html

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

電話、面接にて健康相
談
【禁煙相談、禁煙ポス
ター掲示、禁煙パンフ
レット配布】

坂東市健康づくり推進課
TEL：0297-35-3121

113

タバコと健康に関する
正しい知識の普及

八千代町役場健康増
進課

八千代町中央公民館 6月2日
6月6日

10:00～ 八千代町健康増進課 生活習慣病予防教室 健康増進課保健係
０２９６－４８－１９５５
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114

タバコと健康に関する
正しい知識の普及

八千代町役場健康増
進課

保健センター 期間中 八千代町健康増進課 「本当に知ってる？タ
バコのこと」展示資料
掲示

健康増進課保健係
０２９６－４８－１９５５

115

市ホームページ掲載 古河市健康づくり課 5月20日～ http://www.ci
ty.ibaraki-
koga.lg.jp/000
0000763.html

古河市健康づくり課 市ホームページに世界
禁煙デー、禁煙週間の
お知らせ、タバコの害
について周知

古河市健康づくり課
℡　0280-48-6883

116

マタニティスクールで
の禁煙普及啓発活動

古河市健康づくり課 古河市総和福祉セン
ター「健康の駅」

年5回 http://www.ci
ty.ibaraki-
koga.lg.jp/000
0005474.html

古河市健康づくり課 妊婦を対象にタバコの
危険性、禁煙の重要性
について説明

古河市健康づくり課
℡　0280-48-6883

117

健康相談・健康教育
の中で禁煙普及啓発
活動

古河市健康づくり課 各会場 随時 古河市健康づくり課 参加者に対し、禁煙の
危険性、禁煙の重要性
について説明

古河市健康づくり課
℡　0280-48-6883

118

禁煙普及啓発活動 古河市教育総務課 各小中学校 各小中学校
で実施

古河市教育総務課 児童・生徒を対象とし
たタバコの健康への影
響についての指導

古河市教育総務課
℡　0280-22-5111

119

庁舎内禁煙 古河市財産活用課 庁舎内 随時 古河市財産活用課 庁舎内における禁煙及
び受動喫煙防止

古河市財産活用課
℡　0280-92-3111
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120

世界禁煙デー及び禁
煙週間ポスターの掲
示

古河市健康づくり課 庁舎内・健診会場等 5月20日～ 古河市健康づくり課 市民に対し、受動喫煙
による健康への悪影響
から人々を守るための
啓発

古河市健康づくり課
℡　0280-48-6883

121

献血 境町 ＪＡむつみ本店　茨城
県境警察署

6月2日 １０時～１６
時

境町健康推進室０２８０
－８７－８０００

献血対象者へチラシ配
布

境町健康推進室０２８０
－８７－８０００


