
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

世界禁煙デー共同プ
ロジェクト「たばこの煙
から子どもを守ろう運
動‘あおもり スモーク
フリー・アクション２０１
５‘」

事業内容（１）～（３）
について、青森市、主
旨に賛同する事業者
等

（１）
市内全域

（２）
①フェスティバルシ
ティアウガ前

②イトーヨーカドー青
森店前

③イオンタウン浪岡
ザ・ビッグ前

（１）、（３） 5
月31日(日）～
6月6日(土 ）

（２）
5月31日（日）

6月3日(水）

①10:00～
11：00

②12:00～
13：00

③11:00～
12:00

http://www.city.a
omori.aomori.jp/g
enki-
plaza/fukushi-
kenkou/kenkou-
iryou/kenkouduk
uri/tabako-
kenkou/wntd053
1.html

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

主旨に賛同する団体・事
業者と協働し、
(1)「たばこの煙から子
どもを守ろうポスター」
の掲出
(2)「たばこの煙から子
どもを守ろう運動」街頭
キャンペーン
(3)青森市たばこの健康
被害防止対策ガイドライ
ン(概要版リーフレッ
ト）による普及啓発活動
の実施。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

2

禁煙サポート運動 青森市、青森市医師
会、青森市歯科医師
会、青森市薬剤師会

医師会、歯科医師
会、薬剤師会所属機
関

5月31日(日）
～6月6日(土)

http://www.city.a
omori.aomori.jp/g
enki-plaza/wntd-
kinensupport.html

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

各機関において、青森市
たばこの健康被害防止対
策ガイドライン(概要版
ポスター)を掲示し、禁
煙や受動喫煙防止につい
てPRするとともに、禁煙
治療実施機関等において
は、禁煙支援の呼びかけ
を強化する。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

3

「出張！肺の元気度
鑑定団」禁煙相談（禁
煙サポート運動とし
て）

青森市、青森市薬剤
師会

イトーヨーカドー青森
店

5月31日（日） 11:00～15:00 http://www.city.a
omori.aomori.jp/g
enki-plaza/wntd-
kinensupport.html

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

ショッピングセンターに
「出張！肺の元気度鑑定
団」ブースを設け、薬剤
師、保健師、栄養士によ
る禁煙相談を実施する。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

4

たばこと健康パネル
展

青森市 青森市保健所（元気
プラザ）

5月31日(日）
～6月6日(土）

8：30～18：00 青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

青森市保健所内でたばこ
と健康に関するパネル展
を実施する。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

青森県

4．日時
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5

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
（広報誌への掲載）

青森市 市内全域 http://www.city.a
omori.aomori.jp/k
oho-
kocho/shiseijouh
ou/kouhou/kouh
ou-aomori/back-
number/heisei27
/documents/201
50515-12-13.pdf

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

市の広報誌「広報あおも
り」へ、たばこと健康に
関する知識や禁煙の効果
について掲載した。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

6

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
（禁煙週間用ポスター
の配布・掲示）

青森市 市所管施設（約100か
所）

5月31日(日）
～6月6日(土)

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

市所管施設における禁煙
週間用ポスターの一斉掲
示を実施。

青森市健康づくり推進課
Tel 017-743-6111

7

広報誌等による普及
啓発

平内町 広報ひらない5月号 5月～6月 なし 青森県平内町役場健康
増進課
℡ 017-755-2114

全町民対象
受動喫煙・禁煙・COPDに
ついて掲載

青森県平内町役場健康
増進課
℡ 017-755-2114

8

ポスター掲示による
啓発普及

平内町 平内町役場庁舎内 5月～6月 なし 青森県平内町役場健康
増進課
℡ 017-755-2114

庁舎を訪れる町民及び役
場職員対象
庁舎内に禁煙及び禁煙週
間に関するポスター掲示
なお４月から庁舎内禁煙
となった。

青森県平内町役場健康
増進課
℡ 017-755-2114

9

特定健診･がん検診 外ヶ浜町 外ヶ浜町大平地区会
館

6月1日 7：00～9：00 なし 青森県外ヶ浜町福祉課
℡ 0174ｰ22ｰ2941

健（検）診受診者にポス
ター、パンフレット等で
禁煙、受動喫煙の害につ
いて啓発

青森県外ヶ浜町福祉課
℡ 0174ｰ22ｰ2941
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10

三歳児健診 外ヶ浜町 外ヶ浜町総合福祉セ
ンター

6月3日 12：30～15：
30

なし 青森県外ヶ浜町福祉課
℡ 0174ｰ22ｰ2941

保護者にポスター、パン
フレット等で禁煙、受動
喫煙の害について啓発

青森県外ヶ浜町福祉課
℡ 0174ｰ22ｰ2941

11

パンフレット配布 今別町 今別町役場庁舎内 5月～6月 なし 青森県今別町町民福祉
課
℡ 0174-35-3004

庁舎内に受動喫煙防止・
ＣＯＰＤについてのパン
フレットを置き、配布す
る。

青森県今別町町民福祉
課
℡ 0174-35-3004

12

世界禁煙デーと禁煙
週間における健康づ
くり普及について

蓬田村 「広報よもぎた5月号」
掲載

5月 www.vill.yomogita
.lg.jp

青森県蓬田村健康福祉
課
℡ 0174-27-2111

村内広報に禁煙について
やたばこによって起こる
病気、子どもへの害など
を掲載

青森県蓬田村健康福祉
課
℡ 0174-27-2111

13

世界禁煙デーと禁煙
週間の普及・啓発

蓬田村 蓬田村役場 庁舎内 5月31日～6
月6日

なし 青森県蓬田村健康福祉
課
℡ 0174-27-2111

蓬田村役場庁舎内におい
て、禁煙やたばこの害に
関するパンフレットやポ
スターを設置

青森県蓬田村健康福祉
課
℡ 0174-27-2111

14

ポスター掲示による
啓発普及

東地方保健所 東地方保健所内 5月18日～6
月6日

なし 東青地域県民局地域健
康福祉部保健総室健康
増進課
℡017-739-5421

東地方保健所内におい
て、世界禁煙デーのポス
ターを掲示

東青地域県民局地域健
康福祉部保健総室健康
増進課
℡017-739-5421

15

喫煙による健康影響
及び禁煙に対する展
示

中南地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（弘前保健所）健康増
進課

青森県弘前健康福祉
庁舎、弘前合同庁舎

5月21日 ～
6月30日

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所）健康増進課
℡0172-33－8521

・世界禁煙デーのポス
ター提示
・庁舎内・合同庁舎内に
パンフレットを設置。

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所）健康増進課
℡0172-33－8521
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16

合同庁舎内放送によ
る普及啓発

中南地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（弘前保健所）健康増
進課

青森県弘前合同庁舎 5月29日～
6月5日

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所）健康増進課
℡0172-33－8521

・弘前合同庁舎内放送
で、喫煙の健康影響及び
禁煙治療についてのアナ
ウンスを実施した。

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所）健康増進課
℡0172-33－8521

17

広報ひろさきへの特
集記事掲載

弘前市 6月1日号 http://www.city.h
irosaki.aomori.jp/j
ouhou/koho/kou
hou/

弘前市健康づくり推進課
℡0172-37-3750

受動喫煙による子どもの
健康影響に関する情報提
供、禁煙方法、禁煙治療
実施医療機関の紹介

青森県弘前市
担当課：健康づくり推進
課
E-mail:
ets-
narumi@city.hirosaki.lg.jp

18

禁煙相談 弘前市 ヒロロスクエア
健康エリア

5月31日
6月 5日

9:00～11:00
9:00～11:00

http://www.city.h
irosaki.aomori.jp/f
ukushi/kenko/h2
7koyomi.pdf

弘前市健康づくり推進課
℡0172-37-3750

禁煙に関する個別健康相
談（予約制）

青森県弘前市
担当課：健康づくり推進
課
E-mail:
ets-
narumi@city.hirosaki.lg.jp

19

妊婦窓口相談 弘前市 ・弘前市保健センター
・岩木保健福祉セン
ター
・弘前市役所（子育て
支援課）

5月31日
～6月6日

8:30～17:00 http://www.city.h
irosaki.aomori.jp/f
ukushi/kenko/h2
7koyomi.pdf

弘前市健康づくり推進課
℡0172-37-3750

妊婦とその家族に対して
受動喫煙防止に関する情
報提供、喫煙者への禁煙
指導

青森県弘前市
担当課：健康づくり推進
課
E-mail:
ets-
narumi@city.hirosaki.lg.jp

20

普及啓発用ポスター
掲示

弘前市 ・弘前市保健センター
・岩木保健福祉セン
ター
・ヒロロスクエア
健康エリア

5月31日
～6月6日

8:30～17:00 http://www.mhlw.
go.jp/stf/seisaku
nitsuite/bunya/0
000083710.html

弘前市健康づくり推進課
℡0172-37-3750

世界禁煙デー、禁煙週間
の周知と禁煙、受動喫煙
防止についての普及啓発

青森県弘前市
担当課：健康づくり推進
課
E-mail:
ets-
narumi@city.hirosaki.lg.jp

21

禁煙週間ポスターの
掲示

黒石市健康福祉部健
康推進課

黒石市役所庁舎内 ＨＰ・掲示5月
15日～6月6
日

http://www.city.k
uroishi.aomori.jp/
Citizen_Info/Cit_
Kinen_Day.html

黒石市健康福祉部健康
推進課
TEL0172-52-2111

禁煙デー及び禁煙週間に
関するポスターを庁舎内及
び市報、ＨＰにて掲示にて
普及啓発を図る。

黒石市健康福祉部健康
推進課
TEL0172-52-2111
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22

パパママスクール 黒石市健康福祉部健
康推進課

西部地区センター 6月2日 19：00～
20：30

黒石市健康福祉部健康
推進課
TEL0172-52-2112

将来の母や父に対し、妊
娠・出産の不安を和ら
げ、健やかな赤ちゃんを
産み育てるための健康教
育の機会に、受動喫煙に
ついて教育を実施

黒石市健康福祉部健康
推進課
TEL0172-52-2112

23

世界禁煙デー及び禁
煙週間の周知

西目屋村 村内 5～6月 http://www.nishi
meya.jp/life/item.
asp?g=4&c=120&i
=11029

西目屋村住民課
℡0172-85-2804

・厚生労働省、結核予防
会のポスター掲示
・平成２７年度西目屋村
健康カレンダー、村ホー
ムページ、５月広報掲載

西目屋村住民課
℡0172-85-2804

24

禁煙デーポスターの
掲示

大鰐町 役場庁舎・公共施設 5月31日～
6月6日

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

役場庁舎・公共施設内に
禁煙週間のポスターを掲
示し、禁煙週間の周知を
はかる

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

25

禁煙対策特別企画展 大鰐町 役場庁舎 5月31日～
6月6日

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

庁舎内に喫煙時の1年間
のタール蓄積模型・肺が
ん模型等、喫煙に関する
展示コーナー

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

26

広報誌による普及啓
発活動

大鰐町 町内 5月広報 大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

禁煙週間の周知と禁煙の
勧めを掲載

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

27

禁煙希望者へパンフ
レット配布

大鰐町 福祉センター 6月2日～
6月5日

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111

健診時に喫煙中で、禁煙
を希望する方に、パンフ
レット配布し禁煙治療医
療機関を紹介する。

大鰐町 保健福祉課
電話0172-48-2111
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28

媒体等による普及啓
発

田舎館村厚生課 田舎館村役場 常時 8:15～17:00 厚生課環境衛生係
０１７２－５８－２１１１

庁舎エントランスホールに
ポスター、パンフ、肺の模
型を設置

厚生課環境衛生係
０１７２－５８－２１１１

29

ポスターによる普及
啓発運動

藤崎町 藤崎町役場庁舎内 5月31日～
6月6日

kenko@town.fujis
aki.lg.jp

藤崎町役場福祉課健康
係
℡0172－75－3111

庁舎内に世界禁煙デーの
ポスター等掲示。

藤崎町役場福祉課健康
係
℡0172－75－3111

30

知識の普及啓発 板柳町健康福祉課 板柳町福祉センター
ホール

2015/5/31～
6/6

8:00～17:00 板柳町健康福祉課
℡0172-73-2111

・庁舎内に喫煙の害と世
界禁煙ーポスターの掲示
・ポスターの作成、掲示
により、禁煙週間のPRと
保険適用で禁煙できる町
内医療機関の紹介

青森県板柳町
担当課：健康福祉課
℡0172-73-2111

31

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

平川市健康推進課 平川市健康センター Ｈ27.5.31～
Ｈ27.6.6

青森県平川市健康推進
課
℡0172-44-1111

健康センターにポスター
を掲示することで、未成
年者の喫煙防止や受動喫
煙防止の普及啓発を図る

青森県平川市健康推進
課
℡0172-44-1111

32

世界禁煙デーポス
ター掲示

八戸保健所
健康増進課

三八地域県民局内
（合同庁舎、八戸保健
所）

健康増進課 世界禁煙デーポスターを
庁舎内へ掲示し、普及啓
発を行う。

八戸保健所健康増進課
℡0178-27-5111

33

禁煙週間庁内放送 八戸保健所
健康増進課

三八地域県民局内
（合同庁舎、八戸保健
所）

健康増進課 世界禁煙デー及び禁煙週
間に受動喫煙防止等を庁
内放送にて周知。

八戸保健所健康増進課
℡0178-27-5111
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34

世界禁煙デーポス
ター掲示

八戸市
健康増進課

八戸市庁 健康増進課 世界禁煙デーポスターを
庁舎へ掲示。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

35

世界禁煙デー及び禁
煙週間庁内放送

八戸市
健康増進課

八戸市庁 健康増進課 世界禁煙デー及び禁煙週
間に受動喫煙防止等を庁
内放送にて周知。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

36

広報はちのへへの記
事の掲載

八戸市
健康増進課

全戸配布 健康増進課 広報へ禁煙についての記
事を掲載。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

37

1歳6ヶ月健康診査で
受動禁煙対策のチラ
シ配布

八戸市
健康増進課

健診受診者 6月2日 健康増進課 健診受診者全員へ受動喫
煙対策のチラシ配布。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

38

健康はちのへ２１（た
ばこに関するページ）
のホームページを更
新

八戸市
健康増進課

健康増進課 たばこと健康のページを
更新。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

39

母子健康手帳配布
時、禁煙や受動喫煙
防止の周知

八戸市
健康増進課

健康増進課窓口 健康増進課 母子健康手帳交付時、妊
婦や夫、その他家族へ禁
煙や受動喫煙防止の周
知。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184



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
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40

庁内各部署へ受動喫
煙防止対策の推進に
ついての周知

八戸市
健康増進課

八戸市庁 健康増進課 庁内各部署へ受動喫煙防
止対策の推進について周
知。空気クリーン施設登
録への周知。

八戸市健康増進課
℡0178－43－9184

41

妊産婦及び同居者の
禁煙・分煙指導

おいらせ町 環境保健課窓口 随時 なし おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

・母子健康手帳交付時及
び妊産婦訪問時に禁煙及
び同居者の禁煙・分煙に
ついて、保健師が禁煙の
継続支援、同居者の禁
煙・分煙についてリーフ
レット及びグッズ等を活
用し個別指導を実施
・禁煙希望者には、保健
師が個別相談や禁煙指
導、禁煙外来の紹介に応
じる

おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

42

禁煙指導 おいらせ町 町内公共施設等 随時 なし おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

・町が実施する特定健診
及びがん検診受診者のう
ち、喫煙している方に対
し、健診結果通知の際、
禁煙外来の紹介等の情報
提供を行っている
・健診受診者の喫煙者へ
の情報提供

おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

43

ポスター掲示 おいらせ町 公共施設 禁煙週間期間
中

なし

おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

禁煙に関するポスターの掲
示による禁煙の啓発

おいらせ町役場
環境保健課
健康長寿推進室
℡0178-56-4551

44

ポスター掲示による
普及啓発活動

三戸町 役場庁舎内 5/31～6/6 三戸町役場健康推進課 庁舎内に禁煙に関わるポ
スターを掲示し、喫煙の
危険性、禁煙の重要性等
について普及啓発を行
う。

三戸町役場健康推進課
℡0179-20-1152
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45

「２０２０年、スモーク
フリーの国を目指して
～東京オリンピック・
パラリンピックへ向け
て～」 ポスター
掲示

五戸町 五戸町役場・五戸町
立公民館

禁煙週間期間
中

五戸町福祉保健課
０１７８－６２－７９５８

全町民を対象に、「未成
年者の喫煙をなくす」、
禁煙及び受動喫煙の防止
の普及啓発

五戸町福祉保健課
０１７８－６２－７９５８

46

ポスター掲示による
普及啓発

田子町 役場
診療所
せせらぎの郷

禁煙週間を含
み年間を通し
て

健康増進課
0179-20-7100

喫煙室、ホール、待合室
等へたばこの害等のポス
ター掲示

健康増進課
0179-20-7100

47

乳・子宮がん検診 南部町健康福祉課 南部町総合保健福祉
センター ゆとりあ

6月4日（木） 11：30～15：
00

http://www.nanb
u-
town.net.pref.aom
ori.jp./

南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

乳・子宮がん検診受診者
に対する禁煙・受動喫煙
防止のＰＲ
（パンフレット配布等）

南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

48

乳・子宮がん検診 南部町健康福祉課 南部公民館 6月5日（金） 11：30～15：
00

http://www.nanb
u-
town.net.pref.aom
ori.jp./

南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

乳・子宮がん検診受診者
に対する禁煙・受動喫煙
防止のＰＲ
（パンフレット配布等）

南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

49

からだ元気教室 南部町健康福祉課 健康増進施設 バー
デハウスふくち

6月4日（木） 14:00～16：
00

http://www.nanb
u-
town.net.pref.aom
ori.jp./

南部町健康福祉課
℡0178-76-2555

高齢者に対する禁煙・受
動喫煙防止のＰＲ
（パンフレット配布等）

南部町健康福祉課
℡0178-76-2555

50

元気あおもり健康づく
り商店街推進事業に
おける健康相談

南部町健康福祉課 剣吉駅前通り 6月6日（土） 9：00～15：00 南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

参加者に対する禁煙・受
動喫煙防止のＰＲ
（パンフレット配布等）

南部町健康福祉課
℡0178-60-7100

51
健康相談 階上町 階上町役場 随時 階上町保健福祉課 保健師による健康相談 階上町保健福祉課

0178-88-2162

52
ポスターの掲示 新郷村 役場・支所・総合福祉

センター
禁煙週間期間
中

村内施設へのポスター掲
示

新郷村住民生活課厚生
グループ
TEL：0178-61-7555
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53

世界禁煙デーポス
ター掲示

上北地域県民局 地
域健康福祉部 保健
総室（上十三保健所）
健康増進課

上十三保健所
十和田合同庁舎
七戸合同庁舎

5月29日～
6月6日

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課

世界禁煙デーポスター掲
示

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課

54

十和田合同庁舎館内
放送による受動喫煙
防止の普及啓発

上北地域県民局 地
域健康福祉部 保健
総室（上十三保健所）
健康増進課

十和田合同庁舎 5月29日～
6月5日

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

十和田合同庁舎内来庁者
及び職員に対して館内ア
ナウンスにより、世界禁
煙デーの周知及び受動喫
煙防止の普及を行う
（1日2回）

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

55

グループウエアによる
普及啓発活動

上北地域県民局 地
域健康福祉部 保健
総室（上十三保健所）
健康増進課

上北地域県民局 5月29日 上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

上北地域県民局職員に対
し、ＣＯＰＤ、受動喫
煙、空気クリーン施設等
に関したパンフレットを
メールで送信

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

56

親と子のよい歯のコン
クールに合わせた受
動喫煙防止等の普及
啓発

上北地域県民局 地
域健康福祉部 保健
総室（上十三保健所）
健康増進課

イオンスーパーセン
ター十和田

6月6日 13:00～15:00 上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

親と子のよい歯のコン
クール参加者に、啓発パ
ンフレット及びテッシュ
を配布

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

57

健康教育 上北地域県民局 地
域健康福祉部 保健
総室（上十三保健所）
健康増進課

十和田富士屋ホテル 5月27日 15:40～15:50 上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

食品衛生協会総会研修会
において、ＣＯＰＤ、受
動喫煙、空気クリーン施
設等に関した講話の実施

上北地域県民局 地域
健康福祉部 保健総室
（上十三保健所）健康増
進課
TEL 0176-23-4261

58

保健協力員活動打ち
合わせ会等で知識の
普及啓発

十和田市健康増進課 十和田市保健セン
ター他各集会所

5月25日～
6月6日

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

たばこの煙の害に関する
内容と市内禁煙治療実施
医療機関及び禁煙サポー
ト薬局の紹介チラシを作
成し配布

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

59

ポスターの掲示 十和田市健康増進課 十和田市役所
十和田市保健セン
ター

5月25日～
6月6日

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

保健センターと市役所に
ポスターを掲示

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

60

庁内放送を利用し禁
煙週間の周知

十和田市健康増進課 十和田市役所 5月25日～
6月6日

10：00
12：00

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

市役所庁舎で「世界禁煙
デー及び禁煙週間」につ
いて来庁者及び職員に対
しアナウンスをし普及

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791
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61

庁内LANを利用し情
報提供

十和田市健康増進課 十和田市役所 5月29日～
6月5日

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

「世界禁煙デー及び禁煙
週間」と市内禁煙治療実
施医療機関及び禁煙サ
ポート薬局について情報
提供

十和田市健康福祉部健
康増進課
保健相談係
TEL 0176-51-6791

62

「広報みさわ」による
普及啓発活動

三沢市 紙面上 5月1日～
5月31日

三沢市役所 広報広聴
課
TEL 0176-53-5111

紙面上に禁煙デー禁煙週
間に関する記事を掲載
し、住民に対し禁煙に関
する知識の普及啓発を行
う

三沢市役所健康推進課
TEL 0176-57-0707

63

みさわケーブルテレビ
健康便り

三沢市 ケーブルテレビ 5月25日～
6月5日

三沢市役所CATV情報
課
TEL 0176-51-1255

住民に対し、ケーブルテ
レビの健康に関する情報
を発信する健康便り内で
禁煙デー及び禁煙週間に
ついて周知する

三沢市役所健康推進課
TEL 0176-57-0707

64
広報誌による普及啓
発活動

野辺地町 毎戸配布 6月1日 野辺地町健康づくり課
（健康増進センター内）
TEL 0175-64-1770

広報誌面（保健だより）
での禁煙に関するコラム
掲載

野辺地町健康づくり課
（健康増進センター内）
TEL 0175-64-1770

65

母子健康手帳交付時
保健指導

野辺地町 野辺地町健康づくり
課（健康増進センター
内）

随時 野辺地町健康づくり課
（健康増進センター内）
TEL 0175-64-1770

妊娠届時の母子健康手帳
交付面談にて、保健師が
禁煙に関する保健指導を
実施

野辺地町健康づくり課
（健康増進センター内）
TEL 0175-64-1770

66

町広報紙による普及
啓発

七戸町 毎戸配布 平成27年5月
号広報に掲載

http://www.town.
shichinohe.lg.jp/

七戸町健康福祉課
TEL 0176-68-4631

広報紙へ記事掲載。
・禁煙デー及び禁煙週間
の紹介
・喫煙・副流煙が身体に
及ぼす害について
・禁煙外来の紹介

七戸町健康福祉課
TEL 0176-68-4631

67

赤ちゃんふれあい体
験事前学習

七戸町 七戸町立榎林中学校
技術室

6月2日 13：00～
15：30

七戸町健康福祉課
TEL 0176-68-4631

町内の中学生を対象に喫
煙、副流煙による健康へ
の害（妊婦、胎児への影
響等）について講話する

七戸町健康福祉課
TEL 0176-68-4631

68

「らくらく禁煙コンテス
ト」参加者募集

青森県市町村職員共
済組合

5月31日～6
月15日

http://nonsmokin
g-club.jp/

七戸町総務課
TEL 0176-68-2111

「らくらく禁煙コンテス
ト」の参加者料5,000円
のうち3,000円を市町村
共済組合が助成する。
・対象：組合員及びその
扶養者

七戸町総務課
TEL 0176-68-2111
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69

思春期における保健
福祉体験学習
事前学習

六戸町福祉課 六戸中学校 6月2日、3日 13：40～
15：30

六戸町福祉課
TEL 0176-55-4597

中学校３年生に対し実施
する標記事業の中で、喫
煙の害についての健康教
育を行っている

六戸町福祉課
TEL 0176-55-4597

70
普及啓発運動 横浜町役場 健康福

祉課
横浜町役場 5月31日～

6月6日
8：15～17：00 横浜町役場 健康福祉

課
TEL 0175-78-2111

庁舎内に禁煙ポスターを
掲示し、危険性について
普及啓発

横浜町役場 健康福祉
課
TEL 0175-78-2111

71

人間ドック結果説明会 東北町保健衛生課 東北町保健福祉セン
ター

6月4日 13：00～
15：00

東北町保健衛生課
TEL 0175-63-2001

人間ドック受診者への保
健師・栄養士による集団
指導、個別指導

東北町保健衛生課
TEL 0175-63-2001

72

広報誌(六ヶ所村健康
づくりカレンダー)にお
ける普及啓発活動

六ヶ所村 村内全家庭に配布 http://www.rokka
sho.jp/index.cfm/
10,5021,21,108,ht
ml

六ヶ所村保健相談セン
ター
TEL 0175-72-2794

村内全家庭に配布する健
康づくりカレンダー内に
おいて、禁煙・ＣＯＰＤ
について掲載し、普及啓
発を行う

六ヶ所村保健相談セン
ター
TEL 0175-72-2794

73

ポスターによる普及
啓発活動

五所川原保健所 ・保健所内にポスター
掲示（廊下と外の掲
示板）

・5月25日～6
月6日まで

五所川原保健所（健康
増進課）
TEL：0173-34-2108

・「世界禁煙デー」及び「禁
煙週間」におけるキャン
ペーン中にポスターを掲示
し、禁煙啓発する。

・五所川原保健所（健康
増進課）
TEL：0173-34-2108

74

HP等による普及啓発
発動

五所川原保健所 ・五所川原保健所の
ホームページ内

・5月25日～ 五所川原保健所（健康
増進課）
TEL：0173-34-2108

・保健所HPに禁煙週間に
関する記事を掲載し禁煙
啓発する。

・五所川原保健所（健康
増進課）
TEL：0173-34-2108

75

広報誌による普及啓
発活動

五所川原市 五所川原市 五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111

・広報誌に世界禁煙デー
及び禁煙方法に関する記
事を掲載

五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111

76

健診での禁煙方法等
の紹介

五所川原市 五所川原市
嘉瀬コミュニティセン
ター

6月1日 7:00～9:00 五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111

・市民健診受診者で喫煙
者へ禁煙に関する関心度
を確認し、禁煙方法等を
紹介する。

五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111

77
コミュニティFMによる
普及啓発活動

五所川原市 五所川原市 6月1日 8:00～8:05 五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111

・コミュニティFMで世界
禁煙デー及び禁煙方法を
放送

五所川原市役所健康推
進課
℡：0173-35-2111
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78

タバコに関する正しい
知識の普及強化

つがる市 つがる市役所 6月1日～ 青森県つがる市
担当課：健康推進課
TEL: 0173-42-2111

・市役所庁内に、ポス
ターの掲示及び禁煙に関
するパンフレットの配
布・設置
・妊娠届出時の妊婦、家
族に対して、禁煙(継続)
指導を実施
・庁内職員へ一斉メール
にて、タバコと健康、喫
煙マナー(受動喫煙防止)
について呼びかける。

青森県つがる市
担当課：健康推進課
TEL: 0173-42-2111

79

禁煙週間ＰＲ事業（防
災無線）

鰺ヶ沢町健康ほけん
課

鰺ヶ沢町 6月1日 鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

町民に対し毎戸に禁煙週
間、タバコの害について
防災無線を活用し放送を
行う。

鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

80
禁煙週間ＰＲ事業（役
場職員向け）

鰺ヶ沢町健康ほけん
課

鰺ヶ沢町役場内 6月1日 鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

役場職員に対し禁煙週
間、タバコの害について
職員メールを活用し行

鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

81
禁煙週間ＰＲ事業（窓
口でのパンフレット配
布）

鰺ヶ沢町健康ほけん
課

鰺ヶ沢町役場内
地区公民館

2015/6/1～ 鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

町民に対し禁煙週間、タ
バコの害について役場窓
口でパンフレットを配布

鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

82

禁煙週間ＰＲ事業（ポ
スターの掲示）

鰺ヶ沢町健康ほけん
課

鰺ヶ沢町役場内
地区公民館

2015/6/1～ 鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

町民に対し禁煙週間、タ
バコの害についてポス
ターを貼りＰＲする。

鰺ヶ沢町健康ほけん課
℡0173-72-2111

83

広報等による啓発 深浦町 広報誌
5月29日発行

深浦町地域包括ケアセ
ンター
TEL0173-76-2042

・町広報誌に掲載し世界
禁煙デーと禁煙週間を周
知
・禁煙啓発ポスター掲示

深浦町地域包括ケアセ
ンター
TEL0173-76-2042

84
禁煙外来治療費助成
事業開始

深浦町 6月1日から 深浦町地域包括ケアセ
ンター
TEL0173-76-2042

禁煙支援として、禁煙治
療に要する費用を半額助
成（上限あり）する。

深浦町地域包括ケアセ
ンター
TEL0173-76-2042

85

鶴田中学校思春期教
室

鶴田町 鶴田中学校体育館 6月2日 13:20～14:35 鶴田町健康保険課
TEL0173-22-2111

鶴田中学校3年生を対象
とし、産婦人科医が講
演。「思春期の性、命を
大切に」のテーマの中で
喫煙予防にもふれる。

鶴田町健康保険課
TEL0173-22-2111

86

４か月児健診
１０か月児健診

鶴田町 鶴田町 鶴遊館 6月3日 13:00～15:00 http://www.town.
tsuruta.aomori.jp/
kurashi/documen
t/kenko_karenda

鶴田町健康保険課
TEL0173-22-2111

乳児の母親に対し、再喫
煙の有無、有りの場合は
状況を聞き

鶴田町健康保険課
TEL0173-22-2111
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87
喫煙予防教室 中泊町 町内各小中学校 6月8日～7月

13日
保健センター 対象：小中学生

内容：講師による講話
保健センター

88
封筒へのポスター印
刷

中泊町 通年 保健センター 健診結果、事業お知らせ
等で使用する封筒に、優
秀作品を印刷

保健センター

89

禁煙支援 中泊町 保健センター 通年随時 保健センター 禁煙相談、禁煙指導実施
（来所、電話等による相
談。また、母子健康手帳
交付時、妊婦に対しての
窓口指導）

保健センター

90

禁煙週間ミニ展 下北地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（むつ保健所）

青森県むつ市
むつ保健所、むつ合
同庁舎

5月31日～6
月5日

8：30～17：15
（期間中毎
日）

むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

禁煙週間、受動喫煙対
策、禁煙支援に関する、
ポスターの掲示、パンフ
レットの設置、パネル展

むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

91
ポスター掲示による
普及啓発

下北地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（むつ保健所）

青森県むつ市マエダ
本店、大湊駅

5月31日～6
月6日

営業時間内 むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

禁煙週間のポスター掲示 むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

92

親と子のよい歯のコン
クール参加者への普
及啓発

下北地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（むつ保健所）

青森県むつ市下北文
化会館

6月6日 むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

親と子のよい歯のコン
クール参加者、来場者へ
受動喫煙対策、禁煙支援
についてのチラシ配布

むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

93

下北地域県民局職員
への普及啓発

下北地域県民局地域
健康福祉部保健総室
（むつ保健所）

6月1日～6月
5日

むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

職員へ受動喫煙対策、喫
煙率、禁煙支援等につい
てメールや庁内放送での
普及啓発

むつ保健所健康増進課
℡ 0175－24－1231

94

歯と口の健康習慣事
業（よい歯のコンクー
ル）

青森県むつ・下北歯
科医師会
むつ市健康推進課
（共催）

下北文化会館（青森
県むつ市）

6月6日 13：30～15：
30

青森県むつ・下北歯科医
師会
青森県むつ市健康推進
課
℡0175－22－1111
（2579）

よい歯のコンクールを利
用し、市民へたばこの
害・禁煙外来等のパンフ
レット・チラシの配布。
禁煙相談のブース設置。

青森県むつ・下北医師会
青森県むつ市健康推進
課
℡0175－22－1111
（2579）

95

市内ﾒﾃﾞｨｱ（ﾗｼﾞｵ放
送）やHPを活用した
普及啓発活動

むつ市健康推進課 5月31日～6
月6日

青森県むつ市健康推進
課
℡0175－22－1111
（2579）

喫煙の害・受動喫煙も含ん
だ禁煙メッセージ（ＦＭｱ
ｼﾞｭｰﾙ）
市ホームページに、世界禁
煙デー・禁煙週間、及び禁
煙や空気クリーン施設の紹

青森県むつ市健康推進
課
℡0175－22－1111
（2579）

96

普及啓発活動 大間町役場住民福祉
課

役場及び町内公共施
設

5月31日～6
月6日

大間町役場住民福祉課
tel 0175（37）2111

禁煙に関するポスターの
掲示
COPDについてのリーフ
レット配布

大間町役場住民福祉課
tel 0175（37）2111
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97
禁煙及び防煙指導 大間町役場住民福祉

課
漁業活性化センター 6月2日（火） 8：30～12：00 大間町役場住民福祉課

tel 0175（37）2111
禁煙及び防煙に関する知
識の提供と、希望に応じ
て個別指導

大間町役場住民福祉課
tel 0175（37）2111

98

健康カレンダー掲載 東通村 村内各家庭 東通村いきいき健康推
進課
0175-28-5800

・全世帯に配布している
健康カレンダーの５月の
記事に、禁煙週間に関す
る記事を掲載

東通村いきいき健康推
進課
0175-28-5800

99

ポスター掲示 風間浦村 村総合福祉センター
げんきかん

通年 風間浦村役場
村民生活課
0175-35-3111

たばこと健康に関する正し
い知識の普及

風間浦村役場
村民生活課
0175-35-3111

100

普及啓発活動 佐井村住民福祉課 佐井村役場 5月31日～6
月6日

8:15～17:00 佐井村住民福祉課
福祉・健康推進係
℡0175-38-2111

・広報に禁煙週間やたば
この害等について掲載
・庁舎内にポスターを掲
示、窓口にたばこに関す
るパンフレット等展示
コーナーを設置

佐井村住民福祉課
福祉・健康推進係
℡0175-38-2111

101

妊産婦等禁煙・受動
喫煙防止指導

佐井村住民福祉課 通年 佐井村住民福祉課
福祉・健康推進係
℡0175-38-2111

・妊婦窓口指導や妊産婦
訪問指導等の際に、禁煙
や受動喫煙防止について
の指導を実施

佐井村住民福祉課
福祉・健康推進係
℡0175-38-2111

102
ポスター掲示 青森県 県庁内 5月15日～

6月5日
がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

たばこと健康に関する正し
い知識の普及

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

103
庁内放送及び庁内
LAN、県庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
への掲載

青森県 県庁内 5月27日～
6月5日

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

たばこと健康に関する正し
い知識の普及

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

104
商工会議所のケーブ
ルテレビや広報等で
の普及啓発

青森県 県庁内 5月16日～
5月31日

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

たばこと健康に関する正し
い知識の普及

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

105
ラジオでの普及啓発 青森県 県庁内 6月5日 がん・生活習慣病対策課

健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212

たばこと健康に関する正し
い知識の普及

がん・生活習慣病対策課
健やか力推進グループ
TEL：017‐734‐9212


