
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 テロップ放送による周知 小諸市 コミュニティテレビこもろ
H27.5.31～
H27.6.6

小諸市保健センター たばこの害について周知 0267-25-1880

2 ポスター掲示 小諸市 小諸市保健センター H27.6.6まで 小諸市保健センター 受動喫煙に関するポスター 0267-25-1880

3 禁煙啓発事業 小海町 小海町役場庁舎
2015/5/31～
6/6

終日 0267-92-2525
庁舎にポスターを掲示する
ことにより禁煙の啓発に努
める

小海町役場町民課保健係
0267-92-2525

4 結核・肺がん検診 御代田町 全公民館
5月25.26.27.29
日

9：00～15：00
御代町保健福祉課健康
推進係

結核・肺がん検診受診者に
対して、パネル展示

御代町保健福祉課健康推
進係
ｔｅｌ：0267-32-2554

5 広報活動の実施 東御市
市報6月号
コミニティFM

6月号
5月31日～
6月6日

０２６８－６４－８８８３
市民全般を対象に、たばこ
と健康に関する知識の普及
啓発

東御市健康保健課
電話０２６８－６４－８８８３

6 ポスターの啓示 長和町
庁舎
各支所
保健福祉総合センター

5月18日 ポスターの啓示 ０２６８－６８－３４９４

7 世界禁煙デーの周知 富士見町 富士見町保健センター ５/３１～６/６
０２６６－６２－９１３４
保健センター

保健センターに来所する方
を対象に、世界禁煙デー周
知のためのポスターを掲示
する。

０２６６－６２－９１３４（保健
センター直通）

8 受動喫煙防止対策 富士見町 富士見町役場庁舎内 通年
０２６６－６２－９１３４
保健センター

庁舎内分煙を徹底すること
で、来所する妊婦・乳幼児
また、住民の方の受動喫煙
防止を図る。

０２６６－６２－９１３４（保健
センター直通）

9
市内配布広報誌へ世界禁
煙デーについて掲載

岡谷市 「広報 おかや」 ５月号
http://www.city.oka
ya.lg.jp

長野県岡谷市役所健康
推進課

一般市民へ向け、COPD等
たばこにより引き起こされる
病気についての情報提供

長野県岡谷市健康推進課
Tel：0266-23-4811

10
市ホームページへ世界禁
煙デーについて掲載

岡谷市 岡谷市ホームページ
５月２０日～６
月６日

http://www.city.oka
ya.lg.jp

長野県岡谷市役所健康
推進課

一般市民へ向け、COPD等
たばこにより引き起こされる
病気についての情報提供

長野県岡谷市健康推進課
Tel：0266-23-4811

11 妊娠届時の禁煙指導 下諏訪町 保健センター 随時
下諏訪町健康福祉課保
健予防係 TEL：0266-27
－8384

妊娠届に見えた妊婦さんと
その家族に対して、禁煙指
導を行う

下諏訪町健康福祉課保健
予防係 TEL：0266-27－
8384

12 特定健診時の禁煙指導 下諏訪町 保健センター
6月4日～6月6
日

下諏訪町健康福祉課保
健予防係TEL：0266-27
－8384、下諏訪町住民
環境課国保年金係
TEL：0266-27-1111

特定健診時の待ち時間、問
診を活用した、禁煙の普及
啓発

下諏訪町健康福祉課保健
予防係TEL：0266-27－
8384、下諏訪町住民環境課
国保年金係 TEL：0266-
27-1111

4．日時
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13
乳幼児健診時、育児相談
の禁煙指導

下諏訪町 保健センター 随時
下諏訪町健康福祉課保
健予防係 TEL：0266-27
－8384

乳幼児健診、育児相談時に
禁煙の普及啓発

下諏訪町健康福祉課保健
予防係 TEL：0266-27－
8384

14
庁内禁煙・受動喫煙普及
啓発

下諏訪町 下諏訪町役場庁舎 随時
下諏訪町健康福祉課保
健予防係 TEL：0266-27
－8384

庁内喫煙場所にポスター掲
示、庁内LAN内の掲示板を
活用した普及啓発

下諏訪町健康福祉課保健
予防係 TEL：0266-27－
8384

15 パパママ講座 茅野市 茅野市健康管理センター 年4回
茅野市保健課健康推進
係
0266-82-0105

妊婦とその夫向けに妊娠期
の喫煙の影響、受動喫煙に
ついて保健師の話。

茅野市保健課健康推進係
0266-82-0105

16 ポスター掲示 茅野市 茅野市役所関係機関
茅野市保健課健康推進
係
0266-82-0105

ポスター掲示。
茅野市保健課健康推進係
0266-82-0105

17 肺がんCT検診 茅野市 茅野市健康管理センター ７月、10月
茅野市保健課健康推進
係
0266-82-0105

肺がん検診時にパンフレッ
トを渡し、禁煙の啓発をす
る。

茅野市保健課健康推進係
0266-82-0105

18 特定保健指導 茅野市 茅野市健康管理センター 年間通して
茅野市保健課健康推進
係
0266-82-0105

特定健診保健指導者への
個別指導をする。

茅野市保健課健康推進係
0266-82-0105

19 ビーナチャンネル放送 茅野市
５月１１日～６
月６日

茅野市保健課健康推進
係
0266-82-0105

文字放送にて周知する。
茅野市保健課健康推進係
0266-82-0105

20 禁煙ポスター掲示 原村 公共施設 通年 健康づくり係 小中学生のポスター掲示 0266-79-7092

21 禁煙週間の有線放送 原村 週間中 健康づくり係
有線放送にて禁煙週間の
周知

同上

22 講義
原村（保健補導
員部会）

原村地域福祉センター 週間中 健康づくり係 講義 喫煙の害について 0266-79-7092

23 マタニティ教室 諏訪市 諏訪市保健センター 6月3日 1：15～4：00
http://www.city.su
wa.lg.jp/www/event
/detail.jsp?id=6803

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

妊婦同士の交流による仲間
づくりを通じ、不安を軽減し
出産・育児を前向きに捉え、
安心して出産・育児に臨め
るよう基礎知識を得る

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

24 健康教室 諏訪市 諏訪市保健センター 6月4日 1：30～4：00
http://www.city.su
wa.lg.jp/www/info/
detail.jsp?id=1910

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

健康増進のための栄養・運
動・休養について学ぶ教室

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）
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25 保健補導員の施設見学 諏訪市
諏訪市清掃センター 諏訪
消防署

6月2日
6月3日

8：50～11：45
諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

保健補導員の施設見学
諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

26 母子手帳交付 諏訪市 諏訪市保健センター 随時
諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

27 赤ちゃん訪問 諏訪市 訪問先自宅 随時
諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

28 広報すわ 諏訪市 6月1日発行号
諏訪市企画調整課
℡0266-52-4141（325）

市報
諏訪市企画調整課広報広
聴係 ℡
0266-52-4141（325）

29 ハッピーバース講座 伊那市 伊那市保健センター 6月6日 9:00～11:30
伊那市役所健康推進課
0265-78-4111

妊婦とその夫、またはその
家族へ対する産前教室

伊那市役所健康推進課
0265-78-4111

30 広報 中川村 保健センター
５月29日～６
月５日

8：30～17：30
http://www.vill.naka
gawa.nagano.jp/

中川村役場保健福祉課
ＴＥＬ0265-88-3002

ポスター掲示

長野県中川村
保健福祉課 保健医療係
ＴＥｌ0265-88-3002
Ｅmailhealth@vill.nagano-
nakagawa.lg.jp

31 相談 中川村 保健センター
５月29日～６
月６日

8：30～17：00
http://www.vill.naka
gawa.nagano.jp/

中川村役場保健福祉課
ＴＥＬ0265-88-3003

随時相談(TEL・面談等) 禁
煙週間にかかわらず可

長野県中川村
保健福祉課 保健医療係
ＴＥｌ0265-88-3003
Ｅmailhealth@vill.nagano-
nakagawa.lg.jp

32 ポスター掲示 南箕輪村 役場庁舎、保健センター 5月～7月

33 禁煙支援 南箕輪村
南箕輪村保健センター、各地
区公民館

5/25～6/7
特定健診受診者に対し、必
要に応じて禁煙に関する個
別相談を実施
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34
喫煙の健康に及ぼす害の
周知、禁煙推進の啓発

飯島町等
役場ホール、保健センター
事業実施会場

通年
母子健康手帳
交付時
成人式
各種検診・健
診・育児相談
時

随時
h.iryo＠
town.iijima.lg.ｊｐ

飯島町役場健康福祉課
保健医療係

・胎児へのたばこの害を啓
発し、妊婦・家族の禁煙を
勧め、必要により個別支援
を行います。
・乳幼児へのたばこの害を
乳幼児健診・育児相談で啓
発します。また家族・地域の
方にも健診・教室などで機
会を捉え啓発します。
・がん・動脈硬化・慢性閉塞
性肺疾患・歯周病などの病
気とたばことの関係、受動
喫煙の害、禁煙方法、禁煙
治療などたばこ関連の情報
を各種健診、健康教室・広
報などで提供し知識の普
及、啓発に努めます。
・成人式などの機会をとら
え、若い世代へのたばこの
害の啓発を行います。

0265-86-3111

35 禁煙支援体制の充実 飯島町等
特定健診・特定保健指導
肺がん検診等会場

肺がん検診
特定健診
母子健康手帳
交付時

随時
h.iryo＠
town.iijima.lg.ｊｐ

飯島町役場健康福祉課
保健医療係

・特定保健指導対象者およ
び高血圧者、慢性閉塞性肺
疾患者などで禁煙が必要な
健康状態の方に禁煙を促
し、必要に応じて個別支援、
禁煙治療医療機関の紹介
をします。
・禁煙希望者に禁煙相談・
支援や禁煙治療医療機関
を紹介します。
・家族・地域で禁煙に取り組
むため禁煙支援のコツ・方
法を伝えます。

0265-86-3111
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36    受動喫煙防止推進 飯島町等

町公共施設
耕地・自治会・地区集会施設
学校
家庭

随時
h.iryo＠
town.iijima.lg.ｊｐ

飯島町役場健康福祉課
保健医療係

・公共の場（町施設、耕地集
会所など）の禁煙を勧め受
動喫煙防止対策を進めま
す。
・家族内受動喫煙防止の啓
発をします。
・商工会・産業保健・学校保
健などと連携し商業施設・
職場・学校・などの受動喫
煙防止対策を進めます。
・イベント時の禁煙を進めま
す。
・小中学生の児童生徒への
たばこ教育を学校教育と連
携し推進します。

0265-86-3111

37
未成年者の喫煙防止教育
を推進し、吸い始める人を
減らす取り組み

飯島町
学校 等

小中学校 通年
h.iryo＠
town.iijima.lg.ｊｐ

飯島町役場健康福祉課
保健医療係

・たばこを吸う家族の子ども
は喫煙率が高く喫煙開始年
齢が早いので家族への禁
煙教育を進めます。
・未成年の喫煙は健康被害
が大きい事、禁煙が困難で
ある事、また次の依存症に
つながる可能性があること
を念頭に喫煙開始防止に取
り組みます。
・地域ぐるみで未成年者の
喫煙防止に取り組むために
関係者の連携を図ります。

0265-86-3111

38
たばこと健康に関する正し
い知識の普及活動

箕輪町 庁舎、保健センター
通年
各種がん検診
時

0265-79-3111
庁舎内、保健センター内に
ポスター掲示、資料（自由に
持ち帰り用）設置

0265-79-3111

39 庁舎内での禁煙 箕輪町
庁舎、保健センター、
文化センター、図書館等

通年 0265-79-3111
禁煙啓発
喫煙コーナーは外に設置

0265-79-3111

40 広報への掲載 箕輪町 町内 ５月号 0265-79-3111
COPD、禁煙等の教育と啓
発の内容でを広報に掲載、
ケーブルTVで周知

0265-79-3111

41
循環器健診結果説明会時
に禁煙資料の配布

箕輪町 結果説明会時と窓口にて 随時 0265-79-3111
禁煙資料配布と啓発、相談
への対応等

0265-79-3111
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42 パパ・ママ教室 辰野町 たつの町保健福祉センター
辰野町役場保健福祉課
TEL 0266-41-1111

妊娠期の両親への学習、仲
間作り、情報交換

辰野町役場保健福祉課
TEL 0266-41-1111

43 啓発ポスター掲示 辰野町 公共施設
辰野町役場保健福祉課
TEL 0266-41-1111

公共施設
啓発ポスター掲示

辰野町役場保健福祉課
TEL 0266-41-1111

44
宮田村さわやか健診

特定健診
はつらつ健診

宮田村
宮田村国民健
康保険

宮田村
老人福祉センター

H27.529 ～
6.5

8：30～5：00 宮田村役場福祉課
喫煙者への禁煙教育

禁煙支援
ポスター掲示

宮田村役場福祉課
（老人福祉センター）
0265-85-4128

45
母子手帳交付時
禁煙教室

宮田村
宮田村
老人福祉センター

随時 宮田村役場福祉課
喫煙者への禁煙教育

禁煙支援
妊婦の副流煙について

宮田村役場福祉課
（老人福祉センター）
0265-85-4128

46 うぶごえ講座 宮田村
宮田村
老人福祉センター

H27.4.14
8.11
12.8

9:30～11：30 宮田村役場福祉課
喫煙者への禁煙教育

禁煙支援
妊婦の副流煙について

宮田村役場福祉課
（老人福祉センター）
0265-85-4128

47 有線放送 駒ヶ根市 駒ヶ根市内
5月31日
6月1日

1日3回
駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

市民に世界禁煙デー・禁煙
週間についての周知と禁煙
呼びかけの音声放送

駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

48 ホームページ掲載 駒ヶ根市 市のホームページ上
5月18日
6月6日

常時掲載
駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

市民世界禁煙デー・禁煙週
間の周知と市の禁煙教室・
市内禁煙外来の広報

駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

49 市民ホール展示 駒ヶ根市 駒ヶ根市役所市民ホール 6月1日～5日 期間内展示
駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

市民・来庁者に向けタバコ
の害や禁煙に関する展示を
行う

駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

50 喫煙所に広報物設置 駒ヶ根市 市役所 喫煙所 6月1日～5日 期間内展示
駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

市役所の喫煙所使用者に
対してタバコの害や禁煙に
ついての情報提供

駒ヶ根市地域保健課
地域ケア係
0265-83-2111

51 啓発用ポスター掲示 飯田市
りんご庁舎及び自治振興セン
ター窓口

2015/5/29～
2015/6/8

保健課保健指導係
りんご庁舎及び自治振興

センター窓口へ掲示
保健課保健指導係

52
乳幼児健診等の機会を活
用した健康教育

飯田市 松尾、伊賀良公民館
2015/6/2
2015/6/3

12:30～15:00 保健課保健指導係

乳幼児の誤飲等の事故防
止に関連し、たばこの害、分
煙についての必要性を呼び
かける。

保健課保健指導係

53
禁煙マークによるＰＲ（啓
発）

飯田市 りんご庁舎ほか
2015/6/1～
2015/6/8

保健課保健指導係
職員を中心に、禁煙マー

クのシールをネーム等に貼
り、PRに努める

保健課保健指導係

54
禁煙週間のポスターの配
布および掲示

松川町 庁舎内、公民館
５月３１日から
６月６日

厚生労働省から配布された
ポスターを使い、幅広い年
齢の集まる場所へ掲示する



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4．日時

55 禁煙シールの配布 松川町 庁舎内、公民館
５月３１日から
６月６日

厚生労働省より配布された
禁煙シールを,窓口で対応
する職員への配布や幅広
い年齢の集まる公民館等で
の配布を行う

56 禁煙についての有線放送 高森町 町内 5/31～6/6
健康福祉課 健康支援
係

全町民に対して禁煙につい
ての有線放送を実施し、啓
発活動を行う。

0265-35-9412

57 ポスター等の掲示 阿南町
役場本庁、各出張所及び図書
館等

民生課健康支援係
℡ 0260-22-4051

ポスター、パンフレット、肺
がんに関するパンフレット等
の掲示

民生課健康支援係
℡ 0260-22-4051

58 禁煙週間の広報 根羽村 根羽村役場 ５月～６月
根羽村役場
０２６５－４９－２１１１

広報無線放送で禁煙週間
の周知についてＰＲ

根羽村役場
０２６５－４９－２１１１

59
健康づくり協力員（保健補
導員）向け禁煙講座

下條村 下條村福祉課 2015.5．28 午後7時00分 下條村福祉課
健康づくり協力員
タバコと健康について講義

下條村役場福祉課
0260-27-1231

60 ポスター等の掲示 売木村 学校・役場等
売木村役場住民課
0260-28-2311

ポスターの掲示
売木村役場住民課
0260-28-2311

61 ポスター掲示 天龍村 役場１階
５／１４～６／
６

62 CATV放送 天龍村 村内
５／２９～６／
４

63 禁煙ポスターの掲示 泰阜村 泰阜村保健福祉支援センター
泰阜村福祉課
0260-26-2111

住民が利用する会場にポス
ターの掲示

泰阜村福祉課
0260-26-2111

64 禁煙ポスターの掲示 豊丘村 豊丘村センター
Ｈ27年5月（1
月間）

豊丘村保健衛生係
0265-35-9061

禁煙ポスターの掲示
豊丘村保健衛生係
0265-35-9061

65 乳児健診 大鹿村 大鹿村母子健康センター 6月2日 13：00～15：00
保健福祉課0265-39-
2001

乳児をもつ親に対して、必
要に応じて乳児への煙草の
害等について話をする。

保健福祉課0265-39-2001

66
講演会「吸う人も吸わない
人も知っておきたいタバコ
の話」

木曽町 木曽町役場本庁第1会議室 6月3日（水） 13：30～15：00
町HPがﾘﾆｭｰｱﾙで
切替のため現在表
示できていません。

木曽町保健福祉課保健
係

一般住民を対象にした、タ
バコと健康について医師に
よる講演会

長野県木曽町役場保健福
祉課保健係 0264-22-
4035
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67
町の広報で世界禁煙デー
及び禁煙週間を周知

上松町
上松町住民福祉課
℡0264-52-2825

全戸配布するあげまつだよ
りにて、世界禁煙デー及び
禁煙週間の概要を周知

長野県上松町住民福祉課
℡：0264-52-2825
E-mail：
town.agematsu.nagano.jp

68
保健委員（保健補導員）会
の研修会での禁煙講話

上松町（保健委
員会）

上松町ひのきの里総合文化セ
ンター

5月11日 19:00～21:00
上松町住民福祉課
℡0264-52-2825

地区の保健委員を対象に
肺がんや喫煙の健康影響
について話をした

長野県上松町住民福祉課
℡：0264-52-2825
E-mail：
town.agematsu.nagano.jp

69 禁煙週間の周知啓発 南木曽町
南木曽町役場庁舎
南木曽町公民館

週間期間中
0264-57-2001
南木曽町役場住民課保
健係

禁煙週間ポスターの掲示
ＣＡＴＶ文字放送での周知

0264-57-2001
南木曽町役場住民課保健
係

70 広報王滝 王滝村
http://www.vill.otak
i.nagano.jp/

王滝村福祉健康課
定時放送、CATV等で普及
啓発を実施する

王滝村役場福祉健康課
0264-48-3160

71 禁煙デー
木祖村
禁煙友愛会木
祖支部

村内一円 6月1日 終日
公共施設にのぼり
旗の設置

0264-36-2001
毎月1日を村の禁煙デーと
して啓発している。

0264-36-2001

72
さわやか思いやりエリア受
動喫煙防止街頭啓発

松本市受動喫
煙防止対策推
進協議会

松本駅お城口
駅前広場

5月29日 7：30～8：00

http://www.city.ma
tsumoto.nagano.jp/
kenko/oshirase/tab
akotomukiau.html

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

受動喫煙防止と喫煙マナー
の向上を目的に、啓発物資
を配布。

長野県松本市
担当課：健康福祉部健康づ
くり課TEL 0263-34-3217
E-mail：
kenkoka@city.matsumoto.na
gano.jp

73
市公式ホームページへの
掲載

松本市 同上 同上
「世界禁煙デー」及び「禁煙
週間」の周知

長野県松本市
担当課：健康福祉部健康づ
くり課TEL 0263-34-3217
E-mail：
kenkoka@city.matsumoto.na
gano.jp

74 ポスター掲示 塩尻市
塩尻市役所本庁舎、保健福祉
センター等

５月３１日～６
月６日

塩尻市役所健康づくり課
52-0280（内2147）

庁舎内各所（喫煙所、ホー
ル等）へポスター掲示

塩尻市役所健康づくり課
52-0280（内2147）

75
市内小中学校にて禁煙教
室の開催

塩尻市各小中
学校

各小中学校

６月１日～平
成２８年３月３
１日までのうち
１日

各小中学校

未成年者の禁煙防止対策
として、年間を通して禁煙教
室を各小中学校で開催予
定。市内小中学校への教室
開催の勧奨、取りまとめを
行う。

塩尻市役所健康づくり課
52-0280（内2147）

76 禁煙ポスターの掲示 山形村
山形村役場保健福祉課
℡０２６３－９７－２１００

各地区公民館、集会所へ掲
示する

山形村役場保健福祉課
℡０２６３－９７－２１００

77
村内放送による禁煙週間
の普及啓発

筑北村 5月31日 全村 筑北村住民福祉課
村内放送により、禁煙週間
の周知をはかる。

筑北村住民福祉課
０２６３－６６－２１１１

終日
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78 禁煙相談 朝日村 朝日村健康センター
平成27年6月1
日～6月5日

朝日村健康センター
電話 0263-99-2540

禁煙希望者に保健師がアド
バイスを行う

朝日村健康センター
電話 0263-99-2540

79 ポスター掲示 生坂村
生坂村役場本庁舎・生坂村健
康管理センター

2015/5/29～
6/6

生坂村役場健康福祉課
禁煙に関するポスター掲示
（来庁者の通路に掲示）

生坂村役場健康福祉課（健
康管理センター）

80 健康応援隊in宇留賀 生坂村 宇留賀公民館 5月26日 生坂村役場健康福祉課
集団健康教室で、たばこに
関する知識の普及

生坂村役場健康福祉課（健
康管理センター）

81 禁煙週間の周知啓発 麻績村 麻績村役場庁舎内 6月1日 8：30～9：00 麻績村役場住民課
役場職員への禁煙週間の
周知、禁煙の啓発

麻績村役場住民課
ＴＥＬ0263-67-3001

82 有線放送による広報 大町市 調整中
大町市中央保健センター
0261‐23‐4400

有線による、たばこと健康に
関する正しい知識の普及の
ための広報

大町市中央保健センター
0261‐23‐4400

83 禁煙週間ポスターの提示 池田町 総合福祉センター H27.5.31～6.6 禁煙週間ポスターの提示
長野県 池田町
福祉課健康づくり係
0261-61-5000

84 禁煙啓発資料の配布 池田町 がん検診会場他 年度中随時
長野県 池田町
福祉課健康づくり係
0261-61-5000

白布を配布し、タバコにより
肺に入るタールを意識して
もらう

長野県 池田町
福祉課健康づくり係
0261-61-5000

85
庁舎内における受動喫煙
防止対策の徹底

池田町
池田町役場 総合
福祉センター

通年
長野県 池田町
福祉課健康づくり係
0261-61-5000

庁舎内における受動喫煙防
止対策の徹底

長野県 池田町
福祉課健康づくり係
0261-61-5000

86 ポスター掲示 白馬村
白馬村役場 白馬
村保健福祉ふれあいセンター

禁煙週間の期
間

白馬村役場健康福祉課
0261-85-0713

禁煙週間の周知
白馬村役場健康福祉課
0261-85-0713

87 ポスターの掲示
須坂市保健補
導員会

各町公会堂 年間を通じて
須坂市保健センター
（事務局）

保健補導員が作成したポス
ターを掲示し、禁煙や受動
喫煙防止を呼びかける

026-248-9023

88
禁煙支援（禁煙相談）の取
り組み

千曲市 千曲市更埴保健センター他
ｋｅｎｋｏ@ｐｒｅｆ.nａｇａ
ｎｏ.lg.jp

千曲市健康推進課健康
づくり係

健診結果より、生活習慣の
改善支援の中で、禁煙教育
を実施。
肺がん検診において、喫煙
状況を確認し、必要により
禁煙相談を実施。

千曲市健康推進課健康づく
り係
℡026-273-1111

89 有線放送による周知 信濃町 オフトークしなの 6月3日 H27.6.4
信濃町役場住民福祉課
保健予防係

全町オフトークにて禁煙週
間と禁煙の方法について放
送

住民福祉課保健予防係
TEL 026-255-3112
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90 村広報誌掲載 小川村
平成２７年
５月１４日

小川村保健センター 広報を村内各戸に配布 hoken@vill.ogawa.nagano.jp

91 ポスター掲示 小川村 村内各所 ５～６月 小川村保健センター ポスター掲示 hoken@vill.ogawa.nagano.jp

92
文字放送番組での禁煙啓
発

飯山市 CATV加入市民 5/31～6/6
飯山市役所保健福祉課
TEL 0269-62-3111

地元CATVの文字放送番組
で禁煙の啓発と禁煙週間の
ＰＲ

飯山市役所保健福祉課
TEL 0269-62-3111

93 ポスターによる禁煙の啓発 飯山市 市役所庁舎及び出先機関等 5/31～6/6
飯山市役所保健福祉課
TEL 0269-62-3111

ポスター掲示による禁煙の
啓発と禁煙週間のＰＲ

飯山市役所保健福祉課
TEL 0269-62-3111

94
普及啓発事業（市公式ホー
ムページ）

中野市 中野市公式ホームページ上
5月31日～6月
6日

http://www.city.nak
ano.nagano.jp/

中野市健康福祉部健康
づくり課健康管理係
℡0269-22-2111

ホームページ上での「世界
禁煙デー」および「禁煙週
間」の周知、ならびに喫煙お
よび受動喫煙が及ぼす健
康被害についての情報提供

中野市健康福祉部健康づく
り課健康管理係
℡0269-22-2111

95
普及啓発事業（音声告知
放送）

中野市 中野市全域
5月31日～6月
6日

中野市健康福祉部健康
づくり課健康管理係
℡0269-22-2111

音声告知放送による「世界
禁煙デー」および「禁煙週
間」の周知、ならびに喫煙お
よび受動喫煙が及ぼす健
康被害についての情報提供

中野市健康福祉部健康づく
り課健康管理係
℡0269-22-2111

96 普及啓発事業（文字放送） 中野市 中野市全域
5月31日～6月
6日

中野市健康福祉部健康
づくり課健康管理係
℡0269-22-2111

文字放送による「世界禁煙
デー」および「禁煙週間」の
周知、ならびに喫煙および
受動喫煙が及ぼす健康被
害についての情報提供

中野市健康福祉部健康づく
り課健康管理係
℡0269-22-2111

97 普及啓発事業（ポスター） 中野市 中野保健センター
5月31日～6月
6日

中野市健康福祉部健康
づくり課健康管理係
℡0269-22-2111

ポスターの掲示による「世界
禁煙デー」および「禁煙週
間」の周知

中野市健康福祉部健康づく
り課健康管理係
℡0269-22-2111

98
受動喫煙の影響について
の普及啓発

山ノ内町 町内健診会場
4/6～9、
4/10、8/27

8：30～16：30
健康福祉課健康づくり支
援係0269-33-3116

結核・肺がん検診実施期間
に健診車にポスターを掲
示。

健康福祉課健康づくり支援
係0269-33-3116

99
受動喫煙の影響について
の普及啓発

山ノ内町 町民 4/27発行
健康福祉課健康づくり支
援係0269-33-3116

町広報健康づくりのコー
ナーに掲載。各公民館には
拡大し掲示。

健康福祉課健康づくり支援
係0269-33-3116

100
特定健診・健康診査の保
健指導

山ノ内町 町内健診会場 5/22～12/1
健康福祉課健康づくり支
援係0269-33-3116

健診受診者の結果報告に
合わせ、禁煙指導・相談・支
援を実施。

健康福祉課健康づくり支援
係0269-33-3116
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101 妊婦健康教育 山ノ内町 庁舎内 随時
健康福祉課健康づくり支
援係0269-33-3116

妊婦及び父親を対象に妊娠
時の喫煙・受喫煙について
情報提供。

健康福祉課健康づくり支援
係0269-33-3116

102 喫煙防止教育 山ノ内町 中学校 12月予定
健康福祉課健康づくり支
援係0269-33-3116

学校と協力し、中学1年生を
対象に喫煙の影響を授業と
して実施。

健康福祉課健康づくり支援
係0269-33-3116

103 「禁煙デー」のお知らせ 野沢温泉村 村内各戸に配布 ５月
野沢温泉村役場民生課
電話0269-85-3201

禁煙デーの紹介と受動喫
煙、分煙についての記事を
広報に掲載する

担当課：民生課、保健衛生
係 TEL0269-85-3201

104 「禁煙デー」のお知らせ 野沢温泉村 村内放送
5月29日～5月
31日

野沢温泉村役場民生課
電話0269-85-3201

禁煙デーの紹介と受動喫
煙、分煙の啓蒙を村内放送
する

担当課：民生課、保健衛生
係 TEL0269-85-3201

105
たばこと健康に関する知識
の普及

栄村健康支援
課健康増進係

各広報媒体 ６月
栄村健康支援課健康増
進係 ℡0269-87-3020

広報での記事掲載
栄村健康支援課健康増進
係 ℡0269-87-3020

106

御開帳まちかど健康チェック 長野市 トイーゴ広場 5月31日（日） 10:00～15:30 http://nagano
-
citypromotion.
com/daiennic
hi/

保健所健康課健康づ
くり担当

対象：市民及び観光客
内容：“毎月22日「禁
煙の日」”ミニパンフ
レット、シールの配
布、スモーカーライ
ザーによる呼気一酸化
炭素濃度測定（希望
者）

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp

107

庁舎内終日禁煙 長野市 長野市役所庁舎・支所等 6月1日（月） 8：30～17：15 市民への告知は
なし

長野市総務部庶務課
庶務担当

対象：市職員及び来庁
者
内容：市役所庁舎（支
所等含む）敷地内での
終日禁煙実施（啓発掲
示、喫煙室使用禁止、
庁内放送等）

長野市総務部庶務課
電話026-224-5002
e-mail
shomu@city.nagano.lg.jp

108

路上（歩行）喫煙調査 長野市 JR長野駅前 6月上旬 7:45～8:45 市民への告知は
なし

保健所健康課健康づ
くり担当

長野市保健所健康課と
環境政策課で２年に１
度実施。
JR長野駅前の4通り９
観測地点の通行者数と
路上（歩行）喫煙者数
をカウントする。

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp
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109

世界禁煙デーポスター
掲示

長野市 本庁・支所、市保健所・保
健センター、公民館等市有
施設、商工会議所、その他
希望事業所等

5月下旬～6
月6日（土）

保健所健康課健康づ
くり担当

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp

110

“毎月22日は「禁煙の
日」街頭啓発キャンペー
ン

長野市
長野市薬剤師
会
長野市すこや
かリーダー会

JR長野駅前 5月22日（金） 7:45～8:30 http://www.ci
ty.nagano.nag
ano.jp/

保健所健康課健康づ
くり担当

対象：JR長野駅前広場
を利用する通勤・通学
等の市民
内容：禁煙の日・世界
禁煙デー・喫煙マナー
等の呼びかけ、啓発
ティッシュの配布、啓
発標語の掲示（法被、
プラカード、かご等）

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp

111

FMぜんこうじラジオ放送 長野市 FMぜんこうじ 5月26日（火） 9:00～9:10 保健所健康課健康づ
くり担当

FMぜんこうじ（ラジ
オ）の市政番組の放送
による、世界禁煙デー
に関すること、禁煙、
受動喫煙防止等につい
て啓発

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp

112

ＳＢＣラジオ市政番組放
送

長野市 5月30日（土） 17:35～17:45 保健所健康課健康づ
くり担当

ＳＢＣラジオの市政番
組の放送による、世界
禁煙デーに関するこ
と、禁煙、受動喫煙防
止等について啓発

長野市保健所健康課
電話０２６－２２６－９９６
０
e-mail
h-
kenkou@city.nagao.lg.jp


