
平成29年度 禁煙週間における取組の概要 長野県

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 庁内放送 長野県 県庁舎 5月30日

http://www.pref.na
gano.lg.jp/kenko-
choju/kenko/kenko
/kenko/tabako/tori
kumi.html

長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

世界禁煙デー、禁煙週間、
たばこの害等について庁内
放送により周知

長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

2 啓発用ポスター等掲示 長野県 県庁舎 ５月～６月 終日
長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

禁煙週間ポスター、たばこ
の害に関するチラシの掲示
等による知識の普及

長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

3
普及啓発コーナーの設
置

長野県
県庁舎1階ロビー
講堂前スペース

5/31～6/6 終日
長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

たばこの害、健康への影
響、、禁煙方法等について
のパネル・ポスター、啓発物
品の展示、リーフレットの配
布

長野県健康福祉部
健康増進課
℡026-235-7116

4
普及啓発コーナーの設
置

佐久保健福祉事務所

①長野県佐久合同庁舎
ロビー
②長野県佐久市イオン
モール佐久平

①5月31日～6
月7日
②5月29日～6
月2日

佐久保健福祉事務所健康
づくり支援課
℡0267-63-3163

たばこの害、健康への影
響、COPD、禁煙方法等に
ついてのパネル・ポス
ター掲示、リーフレット
配布

佐久保健福祉事務所健康
づくり支援課
℡0267-63-3163

5 禁煙相談 上田保健福祉事務所
上田合同庁舎1階玄関
ホール

2017/6/2,6/5,
6/6

12:20～13:00
上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

来庁者及び職員への禁煙
相談、CO濃度測定、ニコ
チン依存度判定等

上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

6
街頭啓発キャンペーン
（リーフレットの配布）

上田保健福祉事務所 しなの鉄道上田駅付近 6月1日 7:30～8:30
上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

「禁煙・分煙のすすめ」
のﾘｰﾌﾚｯﾄをティッシュに
はさみ配布

上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

7
啓発活動（パネル展示、
庁内放送等）

上田保健福祉事務所
上田合同庁舎1階玄関
ホール

2017/5/31～
6/6

上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

啓発用パネル展示、ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄ配布、DVD放映等

上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
Tel 0268-25-7154

8 世界禁煙デーの周知 諏訪保健福祉事務所 諏訪保健福祉事務所 5/31～6/6
諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0266-57-2926

諏訪合同庁舎に来所する
方を対象とし、禁煙デー
周知のためのポスターを
掲示

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0266-57-2926

9
たばこの健康への影響、
禁煙相談等の普及啓発

諏訪保健福祉事務所 諏訪保健福祉事務所 6月～

http://www.pref.na
gano.lg.jp/suwaho/
gyomu/tabako/inde
x.html

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0266-57-2926

ホームページにおいてた
ばこの健康への影響、禁
煙相談等について普及啓
発を行う

諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0266-57-2926

4．日時
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10
たばこに関するコーナー
の設置

伊那保健福祉事務所 長野県伊那合同庁舎
５月31日～６
月６日

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL:0265-76-6836

・たばこに関するパネ
ル、模型等の展示
・啓発ちらし等の設置及
び禁煙週間用のポスター
の掲示

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6836

11
公共の場への禁煙週間
用ポスターの掲示

伊那保健福祉事務所
長野県上伊那地域の利
用者の多い駅・バスター
ミナル、アピタ伊那店

５月31日～６
月７日

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL:0265-76-6837

多くの利用者の目につく
場所への禁煙週間ポス
ターの掲示

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6836

12 庁内放送 伊那保健福祉事務所 長野県伊那合同庁舎
５月31日及び
６月６日

12：00～12：05
伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL:0265-76-6838

庁内職員に対して禁煙
デー・禁煙週間について
の周知とたばこと健康に
関する情報発信

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6836

13 広報 伊那保健福祉事務所
報道機関
管内現地機関

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6839

報道機関・管内現地機関
に対して禁煙デー及び禁
煙週間についての周知と
たばこと健康に関する情
報提供

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6836

14 禁煙支援 伊那保健福祉事務所 長野県伊那合同庁舎
５月31日及び
６月６日

12：45～13：00
伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6840

喫煙者の呼気中一酸化炭
素濃度測定及び禁煙支援

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-76-6836

15
たばこに関する啓発コー
ナー設置

飯田保健福祉事務所
飯田合同庁舎１階玄関
ホール

5/31～6/6 8:30～17:00
飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

たばこと健康に関するパ
ネル・ポスター等の展示

飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

16
禁煙マークシールの配
布

飯田保健福祉事務所
飯田保健福祉事務所管
内

5/31～6/6 8:30～17:00
飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

管内市町村と県現地機関
職員の名札にﾏｰｸ貼付を依
頼する

飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

17 公用車による広報 飯田保健福祉事務所
飯田保健福祉事務所管
内

5/31～6/6 8:30～17:00
飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

「禁煙週間」のﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ
を公用車に添付して広報
する

飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
0265-53-0443

18 チラシ設置 木曽保健福祉事務所 おんたけ交通株式会社

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

禁煙・受動喫煙防止に関
するチラシの設置

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233
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19 禁煙ポスター配布 木曽保健福祉事務所

JR木曽福島駅
管内高等学校・専門学
校
A・コープきそ店
イオン木曽福島店

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

JR木曽福島駅、管内高等
学校・専門学校、
A・コープきそ店、イオン
木曽福島店へのポスター
配布

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

20 啓発コーナーの設置 木曽保健福祉事務所 木曽合同庁舎１階ロビー
2017/5/31～
2017/6/6

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

啓発ポスターの掲示

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

21 庁内放送 木曽保健福祉事務所 木曽合同庁舎内 5月31日

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

世界禁煙デー・禁煙週間
の周知、禁煙・受動喫煙
防止の啓発

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

22
ケーブルテレビによる周
知

木曽保健福祉事務所 木曽郡内
2017/5/31～
2017/6/6

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

世界禁煙デー・禁煙週間
の周知、禁煙・受動喫煙
防止の啓発に関する放送

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

23 プレスリリース 木曽保健福祉事務所

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

世界禁煙デー・禁煙週間
の周知、禁煙・受動喫煙
防止の啓発

木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課　保健衛
生係
TEL　0264-25-2233

24 禁煙セールスマン 松本保健福祉事務所 松本合同庁舎他
5月30日～6月
中

松本保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0263-40-1938

・保健福祉事務所の関係
機関の研修会等に出向
き、喫煙の健康被害の普
及啓発と、おいしい空気
の施設の募集

松本保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0263-40-1938

25 禁煙週間パネル展示 松本保健福祉事務所
松本合同庁舎玄関ホー
ル

6月12日～16
日

松本保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0263-40-1938

ホールにて喫煙による健
康被害について普及啓
発。パネルの展示・リー
フレットの配布

松本保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0263-40-1938

26 禁煙週間展示 大町保健福祉事務所
長野県大町合同庁舎
玄関ロビー

5月31日～6月
6日

8:30～17:15
大町保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0261-23-6529

生活習慣病、がん、ＣＯ
ＰＤ等に関する情報提供

大町保健福祉事務所
担当課：健康づくり支援課
℡0261-23-6529
e-mail omachiho-
kenko@pref.nagano.lg.jp

27
ホームページによる情報
提供

大町保健福祉事務所 通年 終日
http://www.pref.na
gano.lg.jp/omachiho
/judoukituen.html

大町保健福祉事務所
健康づくり支援課
℡0261-23-6529

生活習慣病、がん、ＣＯ
ＰＤ等に関する情報提供

大町保健福祉事務所
担当課：健康づくり支援課
℡0261-23-6529
e-mail omachiho-
kenko@pref.nagano.lg.jp
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28 庁内放送 長野保健福祉事務所 長野合同庁舎 5月31日
長野保健福祉事務所
健康づくり支援課

来庁者へ向けた庁内放送
によるたばこと、健康に
関する正しい知識の啓発

長野保健所
健康づくり支援課
℡　026-225-9045

29 パネル展示 長野保健福祉事務所 長野保健福祉事務所
5月31日～6月
6日

長野保健福祉事務所
健康づくり支援課

来庁者へ向けたパネル展
示による世界禁煙デー、
禁煙週間についての周
知・啓発

長野保健所
健康づくり支援課
℡　026-225-9045

30 ポスター配布 長野保健福祉事務所 5月
長野保健福祉事務所
健康づくり支援課

おいしい空気の店登録施
設へ、禁煙週間について
の周知とポスター配布

長野保健所
健康づくり支援課
℡　026-225-9046

31 パネル展示 北信保健福祉事務所 長野県飯山庁舎
5月31日～6月
6日

終日
北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

たばこに関するパネル展
示

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

32 たばこに係る相談 北信保健福祉事務所 北信保健福祉事務所 随時 （予約制）
北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

禁煙を希望する人への支
援・相談

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

33 禁煙週間の啓発普及 北信保健福祉事務所 おいしい空気の施設
5月31日～6月
6日

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

おいしい空気の施設への
ポスター掲示依頼

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

34
未成年者の喫煙防止教
育（健康出前講座）周知

北信保健福祉事務所 管内学校
北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

管内学校へ未成年者への
喫煙防止教育実施の周知

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

35
おいしい空気の施設認
定

北信保健福祉事務所 管内の該当施設
5月31日～6月
6日

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

管内該当施設へのおいし
い空気の施設認定

北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
TEL0269-62-6311

36 有線放送
望月有線
立科有線

①佐久市望月地域
②立科町

①5月26日
②5月30日、6
月6日

望月有線
℡ 0267-53-2447

たばこの害、受動喫煙防
止対策等についての有線
放送

佐久保健福祉事務所健康
づくり支援課
℡0267-63-3163
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37
市のホームページに掲
載

小諸市健康づくり課 市ホームページ
5月31日～6月
6日

小諸市
健康づくり課健康支援係

タバコの害や禁煙外来に
ついて周知

小諸市健康づくり課
健康支援係
0267-25-1880

38
コミュニティテレビこもろ
テロップ放送

小諸市健康づくり課 コミュニティテレビこもろ
5月31日～6月
6日

小諸市
健康づくり課健康支援係

タバコの害や禁煙外来に
ついて周知

小諸市健康づくり課
健康支援係
0267-25-1880

39 ポスター掲示 佐久市健康づくり推進課
佐久市保健センター、佐
久市役所臼田支所、浅
科支所、望月支所

5月31日～6月
6日

佐久市健康づくり推進課
保健予防係
0267-62-3527

ポスター掲示
佐久市健康づくり推進課
保健予防係
0267-62-3527

40 ポスター掲示 小海町町民課 小海町庁舎掲示板
5月31日～6月
6日

小海町町民課
0267-92-2525

ポスター掲示
小海町町民課
0267-92-2525

41 ポスター掲示 川上村保健福祉課

川上村役場、ヘルシー
パークかわかみ、村内
医療機関、駅及び商店
等

5月31日～6月
6日

川上村保健福祉課
保健係
0267－97－3600

ポスター掲示
川上村保健福祉課
保健係
0267－97－3600

42 パパママ学級 川上村保健福祉課
ヘルシーパークかわか
み

年3回
川上村保健福祉課
保健係
0267－97－3600

妊婦と夫が対象。
妊娠、出産、育児につい
て学ぶ教室内で、喫煙の
リスクや分煙について、
川上村の喫煙率等につい
て情報提供をする。

川上村保健福祉課
保健係
0267－97－3600

43
禁煙週間ポスターの掲
示

南牧村住民課 南牧村役場庁舎内
5月31日～6月
6日

南牧村役場　住民課
TEL：０２６７－９６－２２１１

禁煙ポスターを掲示する
南牧村役場　住民課
保健師
TEL：０２６７－９６－２２１１

44 福祉と健康のつどい

佐久穂町健康福祉課
佐久穂町社会福祉協議
会
千曲病院

佐久穂町茂来館 10月15日
佐久穂町健康福祉課ＴＥＬ
0267-86-2525

イベント内で禁煙啓発、
佐久穂町
健康福祉課
ＴＥＬ0267-86-2525

45 ポスター掲示 佐久穂町健康福祉課
佐久穂町庁舎ホール佐
久穂町八千穂福祉セン
ター

禁煙週間中
佐久穂町健康福祉課ＴＥＬ
0267-86-2525

ポスター掲示
佐久穂町
健康福祉課
ＴＥＬ0267-86-2525
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46 無線放送 佐久穂町健康福祉課 町内 5月31日
佐久穂町健康福祉課ＴＥＬ
0267-86-2525

無線放送での禁煙週間の
周知と啓発

佐久穂町
健康福祉課
ＴＥＬ0267-86-2525

47 ポスター掲示 軽井沢町保健福祉課 軽井沢町保健センター
5月31日～6月
6日

軽井沢町保健福祉課健康
推進係
0267-45-8549

ポスター掲示
軽井沢町
保健福祉課健康推進係
0267-45-8549

48 母子手帳交付 軽井沢町保健福祉課 軽井沢町保健センター 随時
軽井沢町保健福祉課健康
推進係
0267-45-8549

喫煙の有無の確認及び指
導

軽井沢町
保健福祉課健康推進係
0267-45-8549

49 広報5月号 軽井沢町保健福祉課 広報かるいざわ
５月号発行期
間中

軽井沢町保健福祉課健康
推進係
0267-45-8549

広報下枠に啓発文の掲載
軽井沢町
保健福祉課健康推進係
0267-45-8549

50 赤ちゃん訪問 軽井沢町保健福祉課 訪問宅 訪問時
軽井沢町保健福祉課健康
推進係
0267-45-8549

喫煙の有無の確認及び指
導

軽井沢町
保健福祉課健康推進係
0267-45-8549

51 マタニティスクール 軽井沢町保健福祉課 軽井沢町保健センター 年5回
軽井沢町保健福祉課健康
推進係
0267-45-8549

妊婦及びその家族に対
し、禁煙の指導を行う

軽井沢町
保健福祉課健康推進係
0267-45-8549

52 広報活動の実施 東御市健康保健課 コミニティFM
５月31日～
６月６日

７：40又は12：
40

東御市健康保健課
電話0268-64-8882

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0268-64-8882

53
禁煙デーポスターの掲
示

長和町こども・健康推進
課健康づくり係

保健福祉総合センター 5月～6月
長和町こども・健康推進課
健康づくり係

ポスターの掲示
長和町こども・健康推進課
健康づくり係

54
町内有線テレビの文字
放送による放送

長和町こども・健康推進
課健康づくり係

町内各家庭
5月下旬から6
月上旬

長和町こども・健康推進課
健康づくり係

受動喫煙防止の住民周知
長和町こども・健康推進課
健康づくり係
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55
町内公共施設の受動喫
煙防止のお願い

長和町こども・健康推進
課健康づくり係

和田コミュニティーセン
ター
町民体育館

5月
長和町こども・健康推進課
健康づくり係

町内公共施設受動喫煙防
止対策の徹底をお願い
し、施設利用者の受動喫
煙を防止する

長和町こども・健康推進課
健康づくり係

56 広報うえだ掲載 上田市 広報 5月16日号
上田市健康推進課
0268-28-7124

市民に世界禁煙デー・禁
煙週間と禁煙に関する啓
発・市の相談窓口の周知

上田市健康推進課
0268-28-7124

57 チラシ配布 上田市 公民館、ホームページ等
通年
がん検診実施
時

上田市健康推進課
0268-28-7124

肺がん検診会場等で禁煙
啓発のチラシ配布、ホー
ムページでの禁煙啓発

上田市健康推進課
0268-28-7124

58 個別の禁煙・分煙指導 上田市 各保健センター 通年
上田市健康推進課
0268-28-7124

母子手帳発行時の妊婦及
び家族への禁煙・分煙指
導

上田市健康推進課
0268-28-7124

59 禁煙ポスターの掲示 上田市 各保健センター 通年
上田市健康推進課
0268-28-7124

ポスターの掲示
上田市健康推進課
0268-28-7124

60 禁煙週間ポスター掲示 青木村
青木村役場
青木村文化会館
青木村老人センター

5/31～6/6
青木村役場住民福祉課
保健衛生係
（0268-49-0111）

禁煙週間ポスターを掲示
して周知・啓発を図る。

青木村役場住民福祉課
保健衛生係
（0268-49-0111）

61
禁煙週間についての情
報端末による放送

青木村 青木村全村 5/31～6/6
青木村役場住民福祉課
保健衛生係
（0268-49-0111）

禁煙週間に関する情報を
情報端末により全村に放
送し、実施内容等の周知
を図る

青木村役場住民福祉課
保健衛生係
（0268-49-0111）

62 禁煙ポスターの掲示 岡谷市健康推進課
市役所・支所
保健センター

５月下旬
岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)

ポスターの掲示
岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)

63 市広報誌での周知 岡谷市健康推進課 「広報おかや」５月号 ５月下旬
岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)

一般市民を対象に、禁
煙、COPD、受動喫煙の害
等について周知

岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)
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64
市ホームページでの周
知

岡谷市健康推進課 岡谷市ホームページ
５月下旬～６
月上旬

http://.www.city.ok
aya.lg.jp

岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)

一般市民を対象に、禁
煙、COPD、受動喫煙の害
等について周知

岡谷市健康推進課
電話0266-23-4811
(内線1193)

65 乳幼児健診 諏訪市保健センター 諏訪市保健センター

6月2日

1:30～3：00
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）

3歳児を対象とした乳幼児
健康診査

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

66 乳幼児健診 諏訪市保健センター 諏訪市保健センター

6月6日

1:30～3：00
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）

1歳6か月児を対象とした
乳幼児健康診査

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

67 健康教室 諏訪市保健センター 諏訪市保健センター 6月5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
対象：おおむね65歳以下
の方

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

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

母子手帳交付にて妊婦の
心身の健康状態を確認
し、妊娠～出産までの必
要な情報を提供、指導、
助言を行う

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

69 赤ちゃん訪問 諏訪市保健センター 訪問先自宅 随時
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）

児、母親の心身の健康状
態の観察、育児上必要な
指導助言を行い、児の健
全な発育、発達を促す

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

70 広報すわ 諏訪市保健センター 6月号
諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

諏訪市健康推進課
℡0266-52-4141（592）

71 パパママ講座
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市健康管理セン
ター

年4回
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

妊婦と夫向けに妊娠期の
喫煙の影響・受動喫煙に
ついてのお話

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

72 ポスター掲示
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市役所関係機関 年間通じて
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

ポスター掲示
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105
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73 肺がんCT検診
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市健康管理セン
ター

7月
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

肺がんCT検診にパンフ
レットを配布し、禁煙の
啓発をする。

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

74 特定保健指導
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市健康管理セン
ターまたは訪問先自宅

年間通じて
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

特定健診保健指導者で喫
煙している方への個別指
導

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

75 ビーナチャンネル放送
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

5月31日から
6月6日

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

文字放送で周知する。
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

76 赤ちゃん訪問
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

訪問先自宅 年間通じて
茅野市健康づくり推進課
健康推進係　他
0266-82-0105

赤ちゃん訪問時に個別指
導

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

77 母子健康手帳交付
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市健康管理セン
ター

年間通じて
茅野市健康づくり推進課
健康推進係　他
0266-82-0105

母子健康手帳交付時に個
別指導

茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

78 乳幼児健診
茅野市健康づくり推進課
健康推進係

茅野市健康管理セン
ター

年間通じて
茅野市健康づくり推進課
健康推進係　他
0266-82-0105

乳幼児検診時に個別指導
茅野市健康づくり推進課
健康推進係
0266-82-0105

79 ポスター掲示 下諏訪町

役場庁舎
保健センター
下諏訪総合文化セン
ター

5月31日～
6月6日

下諏訪町健康福祉課
保健予防係
℡0266-27-8384

世界禁煙デー・禁煙週間
のポスター掲示

下諏訪町健康福祉課
保健予防係
℡0266-27-8384

80 ポスター掲示 富士見町 町内施設 5月～6月
富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

世界禁煙デーポスター掲
示

富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

81 受動喫煙防止対策 富士見町 富士見町保健センター 通年
富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

保健センター内を全面禁
煙にすることで来所され
る方の受動喫煙を防止す
る。

富士見町保健センター
TEL0266-62-9134
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82 広報ふじみ 富士見町 5月1日号
富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

受動喫煙の防止について
掲載

富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

83 有線放送 富士見町 町内
5月31日～6月
2日

1日1回
富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

世界禁煙デー、禁煙週間
についての周知

富士見町保健センター
TEL0266-62-9134

84 有線放送 原村 村内 期間中
原村保健福祉課
健康づくり係

音声放送にて禁煙週間の
周知

原村保健福祉課
健康づくり係

85 ポスター掲示 原村 公共施設 期間中
原村保健福祉課
健康づくり係

世界禁煙デーポスター掲
示

原村保健福祉課
健康づくり係

86 両親学級 伊那市 伊那市保健センター 6月23日 9:00～11:30
伊那市健康推進課
0265-78-4111

妊婦・夫を対象として、
たばこの健康への影響に
ついて学習、禁煙の勧め

伊那市
健康推進課
0265-78-4111

87
ポスター掲示、リーフレッ
ト配布

伊那市
伊那市保健センター、市
役所

5月31日～6月
30日

伊那市健康推進課
0265-78-4111

一般対象にポスター掲示
及びリーフレット配布に
よる広報啓発

伊那市
健康推進課
0265-78-4111

88 講演会 伊那市
伊那市
市役所

6月3日 13:30～15:50
伊那市健康推進課
0265-78-4111

伊那市保健委員対象に、
がん予防講演会の開催。
喫煙の影響についても触
れる。

伊那市
健康推進課
0265-78-4111

89 有線放送 駒ヶ根市 市内
５月３１日
６月　１日

１日３回
駒ヶ根市役所地域保健課
健康長寿係
0265-83-2111

市民に世界禁煙デー・禁
煙週間についての周知と
禁煙呼びかけの告知

駒ヶ根市
地域保健課健康長寿係
0265-83-2111

90 市報掲載 駒ヶ根市 市報 ５月２０日号 常時掲載
駒ヶ根市役所地域保健課
健康長寿係
0265-83-2111

市民に世界禁煙デー・禁
煙週間についての周知と
市の相談窓口の広報

駒ヶ根市
地域保健課健康長寿係
0265-83-2112
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91 市民ホール展示 駒ヶ根市
駒ヶ根市
市役所、市民ホール

５月３１日～
６月　６日

期間内展示
駒ヶ根市役所地域保健課
健康長寿係
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
地域保健課健康長寿係
0265-83-2113

92 喫煙所に広報物掲示 駒ヶ根市
駒ヶ根市
市役所喫煙所

５月３１日～
６月　６日

期間内掲示
駒ヶ根市役所地域保健課
健康長寿係
0265-83-2111

市役所の喫煙所の使用者
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
地域保健課健康長寿係
0265-83-2114

93 パパ・ママ教室 辰野町
辰野町
保健福祉センター

辰野町役場保健福祉課
ＴＥＬ0266-41-1111

妊婦期の両親への学習、
仲間作り、情報交換

辰野町
保健福祉課
ＴＥＬ0266-41-1111

94 啓発ポスター掲示 辰野町 町内公共施設
辰野町役場保健福祉課
ＴＥＬ0266-41-1111

公共施設
啓発ポスター掲示

辰野町
保健福祉課
ＴＥＬ0266-41-1111

95
たばこと健康に関する正
しい知識の普及活動

箕輪町
箕輪町
役場庁舎、保健センター

５月31日～６
月６日

箕輪町健康推進課
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)設置

箕輪町
健康推進課
0265-79-3111

96 庁舎内での禁煙 箕輪町

箕輪町
役場庁舎、保健セン
ター、文化センター、図
書館等

通年
箕輪町健康推進課
0265-79-3112

禁煙啓発
喫煙コーナーは外に設置

箕輪町
健康推進課
0265-79-3112

97
禁煙に関する啓発、喫
煙と健康に関する啓発

箕輪町
箕輪町
保健センター、役場窓口

５月31日～６
月６日

箕輪町健康推進課
0265-79-3113

・国立がん研究センター
発行パンフ「喫煙と健
康」を活用した啓発
・COPD教育資料配布と啓
発教育
・パンフ(プロが教える禁

箕輪町
健康推進課
0265-79-3113

98 肺がん検診 飯島町

飯島町
保健センター
七久保林業センター
田切公民館

5月29日～31
日

9：00～17：00
h.iryo@town.iijima.lg.
jp

飯島町役場健康福祉課保
健医療係
0265-86-3111

受診者へのたばこの知識
の普及
喫煙者に対して禁煙相
談、禁煙勧奨を行う

飯島町
健康福祉課保健医療係
0265-86-3111

99
喫煙による肺の影響の
モデル展示

飯島町
飯島町
保健センター

5月31日～6月
6日

8：30～17：15
h.iryo@town.iijima.lg.
jp

飯島町役場健康福祉課保
健医療係
0265-86-3112

来所者へたばこの健康影
響について知識の普及を
行う

飯島町
健康福祉課保健医療係
0265-86-3112
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100
母子手帳交付時の禁煙
指導

飯島町
飯島町
役場庁舎、保健センター

5月31日～6月
6日

8：30～17：15
h.iryo@town.iijima.lg.
jp

飯島町役場健康福祉課保
健医療係
0265-86-3113

母子手帳交付時に胎児へ
のたばこの害を啓発し、
妊婦・家族の禁煙を勧め
る

飯島町
健康福祉課保健医療係
0265-86-3113

101 ポスター掲示 飯島町
飯島町
役場庁舎、保健センター

5月31日～6月
6日

8：30～17：15
h.iryo@town.iijima.lg.
jp

飯島町役場健康福祉課保
健医療係
0265-86-3114

COPD、禁煙ポスターを掲
示し、来所者へタバコの
影響について知識の普及

飯島町
健康福祉課保健医療係
0265-86-3114

102 ポスター掲示 南箕輪村
南箕輪村
保健センター

南箕輪村　健康福祉課
℡0265-72-2105

ポスター掲示
長箕輪村
健康福祉課
℡0265-72-2105

103 禁煙支援 南箕輪村
南箕輪村
役場、保健センター、各
地区公民館

随時
南箕輪村　健康福祉課
℡0265-72-2106

特定健診受診者、母子手
帳交付者に対し、たばこ
の害について啓発、必要
に応じて禁煙に関する個
別相談を実施

南箕輪村
健康福祉課
℡0265-72-2106

104 ポスター掲示 中川村
中川村
村内診療所、役場庁舎、
保健センター

5月～6月
中川村保健福祉課　保健医
療係
0265-88-3002

ポスター掲示
中川村
保健福祉課　保健医療係
0265-88-3002

105

国保特定健診　　　　　は
つらつ健診(75歳以上)
さわやか健診(19～39
歳)

宮田村
宮田村
宮田村老人福祉セン
ター

5/29～6/5 8：30～16：00
宮田村役場福祉課
0265-85-4128

健診受診者の喫煙状況を
確認し、喫煙者に禁煙指
導実施、ポスター掲示

宮田村
福祉課
0265-85-4128

106
母子健康手帳交付時健
康相談

宮田村
宮田村
宮田村老人福祉セン
ター

随時
宮田村役場福祉課
0265-85-4128

母子健康手帳交付時の健
康相談で本人・家族・職
場等の喫煙状況を確認し
胎児・乳幼児等に与える
影響等を指導。

宮田村
福祉課
0265-85-4129

107
新生児訪問(こんにちは
赤ちゃん訪問)

宮田村 村内訪問宅 随時
宮田村役場福祉課
0265-85-4128

訪問時上記同様の指導
宮田村
福祉課
0265-85-4130

108
禁煙週間用ポスター掲
示

飯田市保健課
飯田市役所りんご庁舎
及び各地区自治振興セ
ンター

5月31日～6月
6日

飯田市保健課保健指導係
0265-22-4511（内線5303）

りんご庁舎及び自治振興
センター窓口へポスター
を掲示

飯田市保健課保健指導係
0265-22-4511（内線5303）
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109 両親学級 松川町保健福祉課
子育て支援センター
役場

 ６月
松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

対象：妊婦とその夫
内容：妊娠・出産・育児
に関する学習支援（たば
こと健康に関する普及啓
発含む）

松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

110 消防団健診 松川町保健福祉課 各地区公民館等 ５月
松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

対象：消防団員
内容：血液検査とその結
果説明会、健康相談（た
ばこと健康に関する普及
啓発含む）

松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

111
ポスターの掲示、リーフ
レットの配布

松川町保健福祉課 役場、各公民館等
５月31日
～
６月６日

松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

ポスター掲示とリーフ
レット配布にる普及啓発

松川町役場保健福祉課
保健予防係
0265-36-7034

112 ポスター掲示 高森町健康福祉課 福祉センター
高森町健康福祉課
0265‐35‐9412

ポスター掲示
高森町健康福祉課
0265‐35‐9412

113 町ＣＡＴＶ週間記事放映 阿南町 町内全域放送 5/19～6/6 定時
阿南町民生課健康支援係
TEL 026-22-4051

「世界禁煙デー」「禁煙
週間」周知記事と、防
煙・分煙・禁煙の各取組
の紹介

阿南町民生課健康支援係
TEL 026-22-4051

114 ポスター掲示 平谷村住民課 役場庁舎内
平谷村住民課
0265-48-2211

禁煙ポスターの掲示
（長野県健康づくり事業
団から送付されてきたポ
スター）

平谷村住民課
0265-48-2211

115 禁煙広報 平谷村住民課 6月3日 6時半
平谷村住民課
0265-48-2211

有線放送で禁煙について
広報

平谷村住民課
0265-48-2211

116
広報ねば（広報無線放
送）

根羽村 村内 期間中
juumin4102＠
nebamura.ｊｐ

根羽村役場
禁煙週間に周知、禁煙の
ＰＲ　朝・夕の放送6回

根羽村
0265-49-2111

117 音声告知放送 下條村 下條村内
5月31日～
6月6日

午前6時30分
午後9時00分

下條村役場福祉課
0260-27-1231

全住民に対して音声告知
放送を実施する。

下條村役場福祉課
0260-27-1231
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118 ポスター掲示 天龍村
役場庁舎
図書館

5月31日～
6月6日

天龍村役場住民課
０２６０－３２－２００１

ポスター掲示
天龍村役場住民課
０２６０－３２－２００１

119 住民広報 天龍村 村内
5月31日～
6月6日

天龍村役場住民課
０２６０－３２－２００１

禁煙と受動喫煙防止の
周知

天龍村役場住民課
０２６０－３２－２００１

120 泰阜村
5月２９～6月2
日

泰阜村役場住民福祉課
禁煙デーに関するケーブ
ルテレビ広報

泰阜村役場住民福祉課
026-26-2111

121 ポスター掲示 喬木村 役場庁舎 5/31～6/6
喬木村保健福祉課
健康推進係

禁煙ポスターの掲示
喬木村保健福祉課
TEL：0265-33-5125

122 ポスターの掲示 豊丘村健康福祉課
役場庁舎喫煙・村民
ホール

Ｈ29.5～29.6 豊丘村役場健康福祉課 ポスターの掲示
豊丘村役場健康福祉課
℡：0265-35-9061

123 ポスター掲示 大鹿村
役場庁舎掲示及び喫煙
場所
診療所等公共施設

5月31日～6月
6日

大鹿村保健福祉課
℡0265-39-2001

禁煙週間等ポスターを掲
示して周知・啓発を図る

大鹿村保健福祉課
℡0265-39-2001

124 王滝チャンネル 王滝村福祉健康課
4月21日
～6月6日

終日
http://www.vill.otak
i.nagano.jp/

王滝村福祉健康課
CATVで普及啓発を実施す
る

王滝村役場福祉健康課
0264-48-3160

125
禁煙週間のポスターを
掲示

上松町住民福祉課 上松町役場
上松町住民福祉課
℡0264-52-2825

役場に来られた方々に禁
煙週間を周知

上松町住民福祉課　　　　℡
0264-52-2825

126 町の広報による周知 上松町住民福祉課

4月27日号の
あげまつだよ
り（もりもりカレ
ンダー）にて周
知

上松町住民福祉課
℡0264-52-2825

全戸配布するもりもりカ
レンダー（日程表）に
て、世界禁煙デー及び禁
煙週間の周知

上松町住民福祉課　　　　℡
0264-52-2825
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127
禁煙週間の情報端末に
よる放送

上松町住民福祉課 町内全体 5月31日
上松町住民福祉課
℡0264-52-2825

禁煙週間の周知、啓発
上松町住民福祉課　　　　℡
0264-52-2825

128 禁煙ポスターの掲示 大桑村 保健センター
５月３１日～６
月６日

禁煙ポスターの掲示によ
る正しい知識の普及

大桑村保健センター
TEL0264-55-4003

129 広報なぎそ 南木曽町住民課 広報なぎそ
Ｈ29.5.18発行
6月号

南木曽町役場住民課
0264-57-2001

広報誌掲載
南木曽町役場住民課
0264-57-2001

130 ポスター掲示 木曽町
役場本庁、支所、保健セ
ンター窓口

期間中 禁煙ポスターの掲示 木曽町保健福祉課

131 広報による周知 木曽町保健福祉課 町内全域 5月25日発行
世界禁煙デーについての
周知。禁煙相談先につい
ての掲示。

木曽保健福祉事務所健康
づくり支援課
ＴＥＬ25-2233

132 音声告知（広報） 木祖村住民福祉課 広報きそ
5.29～禁煙週
間中

木祖村住民福祉課
0264-36-2001

音声告知
木祖村住民福祉課
0264-36-2001

133 ポスター掲示 木祖村住民福祉課
保健センターおよび
住民福祉課窓口

5月～禁煙週
間中

木祖村住民福祉課
0264-36-2002

ポスター掲示
木祖村住民福祉課
0264-36-2002

134
「さわやか空気思いやり
エリア」の周知・啓発①

松本市
ＪＲ松本駅お城口広場
（受動喫煙防止モデルエ
リア）

5月31日 7:30～8:30

http://www.city.ma
tsumoto.nagano.jp/
kenko/kenkodukuri
/tobacco/zyudou_b
oushi/mastumoto_s
tyle.html

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市民、観光客への啓発用
ティッシュの配布・禁煙
の呼びかけ（プレスリ
リース実施）

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

135
「さわやか空気思いやり
エリア」の周知・啓発②

松本市 ＪＲ松本駅お城口
5月31日
～
6月6日

終日

http://www.city.ma
tsumoto.nagano.jp/
kenko/kenkodukuri
/tobacco/zyudou_b
oushi/mastumoto_s
tyle.html

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市民、観光客への啓発用
横断幕の掲出による周
知・啓発

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217
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136
2017世界禁煙デーポス
ターの掲示

松本市
松本市役所庁舎、市保
健センター、ＪＲ松本駅

5月31日
～
6月30日

終日
松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市民への禁煙週間用ポス
ターの掲示による啓発

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

137
2017世界禁煙デー庁内
放送

松本市 松本市役所庁舎
5月31日
6月6日

8:30～8:35
8:30～8:35

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市職員への庁内放送によ
る禁煙の呼びかけ

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

138
2017世界禁煙デー庁内
グループウェア掲示板掲
載

松本市
松本市役所庁舎、市関
係施設

5月31日
～
6月30日

終日
松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市職員への庁内グループ
ウェア掲示板による禁煙
の呼びかけ

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

139

「タバコと向き合う松本ス
タイル～あたり前の禁煙
へ～」市ホームページ掲
載

松本市 通年 終日

http://www.city.ma
tsumoto.nagano.jp/
kenko/kenkodukuri
/tobacco/zyudou_b
oushi/mastumoto_s
tyle.html

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市ホームページによる市
の受動喫煙防止対策の紹
介・啓発等（世界禁煙
デー関連情報含む）

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

140 ふれあい健康教室 松本市
松本市内各地区の「福
祉ひろば」

6月1日
～
6月30日

各地区の日程
による

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

地区住民向けの健康教室
でのチラシ及びティッ
シュ配布による受動喫煙
防止等の啓発

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

141 地区健康相談 松本市
松本市内各地区の支
所・出張所・「福祉ひろ
ば」等

6月1日
～
6月30日

各地区の日程
による（毎月１
回）

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

地区住民向けの健康相談
でのチラシ及びティッ
シュ配布による受動喫煙
防止等の啓発

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

142 健康相談 松本市 松本市保健センター
5月31日
～
6月6日

9:00～12:00
13:00～17:00

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

市民向けの健康相談での
チラシ及びティッシュ配
布による受動喫煙防止等
の啓発

松本市健康づくり課
TEL 0263-34-3217

143
塩尻市内の小中学校に
て喫煙防止教室の開催

塩尻市健康づくり課及び
各小中学校

各小中学校
7月～12月のう
ち、各校1日

各小中学校
未成年者への喫煙防止対
策として、外部から講師
を招き、教室を開催。

塩尻市健康づくり課
電話０２６３－５２－０８５５

144
4か月児検診で受動喫
煙に関するチラシの配布

塩尻市健康づくり課 保健福祉センター 月に1回開催 健康づくり課
子どもへの受動喫煙防止
のため、啓発チラシを配
布。

塩尻市健康づくり課
電話０２６３－５２－０８５５
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145 禁煙ポスターを貼る 安曇野市健康推進課
安曇野市穂高健康支援
センター

5月9日～
安曇野市健康推進課
℡0263-81-0713

骨・歯科健診時に、禁煙
に関して多くの方に見て
いただき、周知を図る。

安曇野市健康推進課健康
支援担当℡0263-81-0713

146 ポスター掲示 朝日村住民福祉課 公共施設 期間中
朝日村住民福祉課
電話0263-99-2540

公共施設にポスター掲示
朝日村住民福祉課
電話0263-99-2540

147 禁煙週間の周知啓発 麻績村 村内
5月31日～6月
6日

6時、12時、20
時

麻績村役場住民課
村内広報無線を利用し、
村民へ禁煙週間について
の周知を行う

朝日村住民福祉課
電話0263-99-2540

148 ポスター掲示 生坂村健康福祉課
健康管理センター・役場
本庁舎

５月１６日～
生坂村役場健康福祉課
０２６３-６９-３５００

来庁者へ向けた禁煙の啓
発

生坂村役場健康福祉課
０２６３-６９-３５００

149
村広報誌
ホットスポットちくほく
記事掲載

筑北村 5月19日
筑北村役場住民福祉課
0263－66－2111

広報誌による世界禁煙
デー啓発記事掲載

筑北村役場住民福祉課
0263－66－2111

150 ポスターの掲示 山形村 各地区公民館、集会所 通年
山形村保健福祉課
0263-97-2100

住民への周知、啓発
山形村保健福祉課
0263-97-2100

151 リーフレットの配布 山形村 小学校 3月頃
山形村保健福祉課
0263-97-2100

小学6年生にたばこの害等
に関するリーフレットを
配布

山形村保健福祉課
0263-97-2100

152 有線放送による広報 大町市市民課 6月中
大町市中央保健センター
ＴＥＬ0261-23-4400

有線によるたばこと健康
に関する正しい知識の普
及

大町市中央保健センター
ＴＥＬ0261-23-4400

153 ポスター掲示 池田町健康福祉課 総合福祉センター 禁煙週間中 池田町健康福祉課 池田町健康福祉課
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154 マタニティ相談 池田町健康福祉課 総合福祉センター 随時 池田町健康福祉課
喫煙者へ妊娠期の影響・
受動喫煙についての情報
提供

池田町健康福祉課

155 禁煙週間普及広報 松川村 保健センター 禁煙週間中
松川村保健センター
☎0261-62-3290

保健センター内ポス
ター・リーフレット掲示

松川村保健センター
☎0261-62-3290

156 ポスター掲示 白馬村
村役場
村保健ふれあいセンター

5月～6月
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

157 ポスターの掲出 須坂市保健補導員会 各町公会堂 通年
保健補導員会作製の禁煙
ポスターを公会堂に掲出
（市内全町）

須坂市　健康福祉部
健康づくり課
026‐248‐9023

158
禁煙支援（禁煙相談）の
取り組み

千曲市健康推進課
千曲市更埴保健セン
ター

随時
千曲市健康推進課
保健センター

健診結果より、保健指導
の中で禁煙教育の実施。
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
保健センター
℡　026－273－1111

159
たまご教室
（マタニティーコース・
パパママコース）

千曲市健康推進課
千曲市更埴保健セン
ター

妊婦教室
年6回
両親学級
年3回

千曲市健康推進課
母子保健係

妊婦・夫に対し、妊婦の
健康と胎児の成長を学ぶ
中で、タバコの害を教育

千曲市健康推進課
母子保健係
℡　026－273－1111

160 赤ちゃん訪問 千曲市健康推進課 訪問先（自宅等） 随時
千曲市健康推進課
母子保健係

保健師による育児支援の
中で、乳児に与えるタバ
コの害を教育

千曲市健康推進課
母子保健係
℡　026－273－1111

161 ポスター掲示 小布施町
役場窓口、保健セン
ター、公民館、健康福祉
センター、喫煙室

5月29日～6月
16日

既存のポスターを住民の
目のつきやすい所に掲示

小布施町　健康係
電話：214-9107

162 広報掲載 飯綱町
飯綱町保健福祉課
０２６－２５３－６８４１

町内全戸に配布する広報6
月号に、世界禁煙デーと
禁煙週間について掲載

飯綱町保健福祉課
０２６－２５３－６８４１
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163
世界禁煙デーのポス
ター掲載

飯綱町 町内公共施設
飯綱町保健福祉課
０２６－２５３－６８４１

町内5施設において、ポス
ターを掲示

飯綱町保健福祉課
０２６－２５３－６８４１

164 ポスター掲示 信濃町
役場庁舎内・保健セン
ター・地区公民館

5月20日 H29.6.30
信濃町住民福祉課
026-255-3112

ポスター掲示による世界
禁煙デーの周知

信濃町住民福祉課
保健予防係
026-255-3112

165 広報紙掲載 信濃町 庁内全体 6月1日
信濃町住民福祉課
026-255-3112

「広報しなの」の健康の
達人コーナーで喫煙防止
につながる記事を掲載

信濃町住民福祉課
保健予防係
026-255-3112

166 防災無線放送 小川村 2017/5/30・31 無し
小川村住民福祉課
保健医療係

防災無線で知識を普及す
る

小川村住民福祉課
保健医療係
℡　026－269－2104

167 ポスター掲示 山ノ内町 保健センター 5月～6月 山ノ内町健康福祉課 ポスター掲示による啓発
山ノ内町健康福祉課健康づ
くり支援係　　　　　　　　　℡
0269－33－3116

168 町広報誌への掲載 山ノ内町 「広報やまのうち」6月号 山ノ内町健康福祉課
全戸配布する広報誌にて
世界禁煙デー・禁煙週間
について掲載

山ノ内町健康福祉課健康づ
くり支援係　　　　　　　　　℡
0269－33－3116

169 ポスター掲示 飯山市保健福祉課 飯山市保健センター 5.31～6.6
飯山市保健福祉課
0269-62-3111

来庁者に向けた啓発
飯山市保健福祉課
0269-62-3111

170 CATVによる広報 木島平村 全村 5.31～6.6 上記連絡先に同じ
CATVによる広報を通じ、
禁煙週間の周知を図る

飯山市保健福祉課
0269-62-3111

171 禁煙デーのお知らせ
野沢温泉村保健セン
ター

野沢温泉村全域
5月31日～6月
6日

野沢温泉村役場民生課
電話0269-85-3201

ケーブルテレビや広報誌
を通じて禁煙デーの周知
と啓蒙をする

野沢温泉村
民生課・保健衛生係
保健センター
0269-85-3201
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172 ポスターの掲示
野沢温泉村保健セン
ター

村役場内
５月３１日～６
月６日

野沢温泉村役場民生課
電話0269-85-3201

来庁者に禁煙の啓蒙

野沢温泉村
民生課・保健衛生係
保健センター
0269-85-3201

173

世界禁煙デー街頭啓
発キャンペーン

長野市保健所 長野駅前広場 5月31日 7：00～8：30 保健所健康課　026-
226-9961

通勤・通学者対象への
ティッシュ配り(禁
煙、受動喫煙防止啓
発）

保健所健康課　026-
226-9961

174

広報による啓発 長野市保健所 5月1日号広
報

保健所健康課　026-
226-9961

広報全戸配布（世界禁
煙デー、禁煙週間、受動
喫煙防止啓発）

保健所健康課　026-
226-9961

175

ＦＭ放送による啓発 長野市保健所 5月26日 8：30～ 保健所健康課　026-
226-9961

世界禁煙デー、禁煙週
間、受動喫煙防止協
力、22日は禁煙の日の
啓発

保健所健康課　026-
226-9961

176

職場通信による啓発 長野市保健所 5月1日配信 http://www.city.n
agano.nagano.jp/

保健所健康課　026-
226-9961

各事業所へメール発信
（世界禁煙デー、受動
喫煙防止協力）市役所
職員への啓発

保健所健康課　026-
226-9961


