
平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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

広報掲載 羽島市 平成29年5月
号広報はし
ま

羽島市役所健幸推進課
Tel：058-392-1111

広報誌に禁煙デーにつ
いて掲載

羽島市役所健幸推進課
Tel：058-392-1111
Email：
kenko@city.hashima.lg.jp

2

健康のつどい
（平成29年度テーマ
「～肺の生活習慣病
あなたの肺は大丈
夫？～」）

各務原市 各務原市総合福祉会
館・各務原市産業文
化センター

6月11日（日） 9：00～14：00 http://www.ci
ty.kakamigaha
ra.lg.jp/

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

対象：市民
内容：市民公開講座
（タバコによる生活習
慣病COPD慢性閉塞性肺
疾患）、肺機能検査、
医療相談

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

3

禁煙週間ポスターの
掲示

各務原市 各務原市総合福祉会
館・各務原市東保健
相談センター

5月～6月 各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

ポスターの掲示 各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

4

公共の場・職場にお
ける受動喫煙防止対
策

各務原市 市内公共施設 随時
（平成15年7
月～）

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

公共の場を建物内全面
禁煙とし、受動喫煙防
止策を図る

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

5

禁煙支援 各務原市 各務原市総合福祉会
館（保健相談セン
ター）・各務原市東保
健相談センター

随時 各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

健康相談や母子健康手
帳交付時や乳幼児健診
時に喫煙者やその家族
へ禁煙指導を実施する

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

6

喫煙防止教育（中学
生対象）

各務原市 市内中学校（希望校） 秋頃 各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

中学生を対象に、たば
こに対する正しい知識
の普及啓発講座を実施
する

各務原市健康管理課
058-383-1115（直通）

4．日時



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

7

禁煙週間ポスターの
掲示

山県市 山県市保健福祉ふれ
あいセンター

平成29年5月
31日(水)～
平成29年6月
6日(火)まで

山県市健康介護課健康
係
0581-22-6839

本週間用ポスターの掲
示を行い、たばこと健
康に関する正しい知識
の普及を行う。

山県市健康介護課健康
係
0581-22－6839

8

「禁煙週間」の普及啓
発

瑞穂市 巣南保健センター、瑞
穂市図書館

5/31～6/6 瑞穂市健康推進課
TEL：058-327-8611

「禁煙週間」に関する
ポスター、喫煙が身体
に及ぼした肺のモデ
ル、タールのサンプル
の展示

瑞穂市康推進課
TEL：058-327-8611
e-mail：
kenkou@city.mizuho.lg.jp

9

禁煙週間ポスターの
掲示

本巣市 本巣市保健センター
（市内4箇所）

5月31日～6
月6日

8:30～17:15 なし 本巣市健康福祉部健康
増進課　健康づくり係糸
貫保健センター
℡058-320-0500

たばこと健康に関する
正しい知識の普及のた
め、保健センター窓口
にポスターを掲示す
る。

本巣市健康福祉部健康
増進課　健康づくり係糸
貫保健センター
058-320-0500

10

広報掲載・ポスター掲
示

岐南町 岐南町役場 5月31日～6
月6日

終日 岐南町健康推進課
058-247-1321

禁煙の普及啓発活動 岐南町健康推進課
058-247-1321

11

広報掲載 岐南町 岐南町健康推進課
058-247-1321

禁煙の普及啓発活動 岐南町健康推進課
058-247-1321

12

広報掲載 笠松町 ６月 笠松町健康介護課
（058）388-7171

広報紙にてたばこと健
康に関する周知

笠松町健康介護課
（058）388-7171



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

13

ポスター掲示 北方町 北方町役場
北方町保健センター

5/31～6/6 終日 北方町保健センター
TEL(058)-323-7600

ポスター掲示による禁
煙の普及啓発活動

北方町保健センター
TEL(058)-323-7600

14

北方町広報への広報
活動

北方町 5/1～5/31 終日 http://www.to
wn.kitagata.gif
u.jp

北方町保健センター
TEL(058)-323-7600

北方町広報による広報
活動の実施

北方町保健センター
TEL(058)-323-7600

15

広報掲載 大垣市 広報「おおがき」 ６月１日号 大垣市保健センター
0584-75-2322

受動喫煙について、
禁煙推進

大垣市保健センター
0584-75-2322

16

ポスターの掲示 大垣市 各保健センター
市役所・地域事務所

禁煙週間 大垣市保健センター
0584-75-2322

禁煙週間ポスターの掲
示

大垣市保健センター
0584-75-2322

17

広報掲載 海津市 市報かいづ
５月号

海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

世界禁煙デーに関する
記事を掲載

海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

18

ホームページ掲載 海津市 ５月下旬より 海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

世界禁煙デーに関する
記事を掲載

海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

19

ポスターの掲示 海津市 海津市役所
海津総合福祉会館

５月から 海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

ポスター掲示による禁
煙の普及啓発活動

海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

20

市役所窓口カウン
ターにミニ看板設置

海津市 海津市役所 禁煙週間中 海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

各課の窓口カウンター
にミニ看板設置し、来
庁者へ「世界禁煙デー
及び禁煙週間」である
ことを周知

海津市健康福祉部健康
課
0584-53-1317

21

ポスターの掲示 垂井町 垂井町役場、垂井町
保健センター

ポスター配
布後よりH29
年6月6日ま
で

hoken@town.t
arui.lg.jp

垂井町保健センター
0584-22-1021

ポスターの掲示 垂井町保健センター
0584-22-1021

22

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

神戸町 神戸町役場、保健セ
ンター

6月6日まで 神戸町保健センター
0584-27-7555

役場掲示板と保健セン
ター掲示板にポスター
を掲示。
5月30日に広報無線で
全戸に禁煙デーを普
及・啓発する。

神戸町保健センター
0584-27-7555

23

広報掲載 輪之内町 輪之内町全世帯に広
報誌を配布

広報わのう
ち　5月号

town.wanouchi.gif
u.jp

輪之内町保健センター
0584-69-5155

禁煙について周知する 輪之内町保健センター
0584-69-5155

24

健康相談・禁煙相談 安八町 安八温泉 6月2日 9:30～11:00 http://www.to
wn.anpachi.gif
u.jp/

安八町保健センター
0584-64-3775

喫煙者及び同居者への
禁煙相談及び禁煙指導

安八町保健センター
0584-64-3775



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

25

広報掲載 安八町 5月号 http://www.to
wn.anpachi.gif
u.jp/

安八町保健センター
0584-64-3775

世界禁煙デーの周知及
び禁煙啓発

安八町保健センター
0584-64-3775

26

禁煙啓発資料掲示 安八町 安八町保健センター 5/31～6/6 安八町保健センター
0584-64-3775

禁煙補助剤の展示及び
禁煙効果に関する資料
展示

安八町保健センター
0584-64-3775

27

カレンダーによる啓発 大野町 平成29年度大野町の
事業・行事のご案内
5月のページ

大野町保健センター
０５８５－３４－２３３３

世界禁煙デー　禁煙週
間の日程掲載

大野町保健センター
０５８５－３４－２３３３

28

ポスターの掲示 大野町 大野町保健センター
大野町役場
町民センター
公民館（6カ所）

大野町保健センター
０５８５－３４－２３３３

本週間用ポスターの掲
示

大野町保健センター
０５８５－３４－２３３３

29

広報掲載 池田町 広報５月号
に掲載

池田町保健センター
0585-45-3191

住民全般を対象とし、
喫煙や受動喫煙の害、
禁煙の必要性について
の記事を掲載。

池田町保健センター
0585-45-3191

30

ポスターの掲示 関市 市内保健センター（6
か所）

平成29年5月
（ポスター到
着次第）～6
月6日まで

なし 関市保健センター
0575-24-0111

国作成の禁煙週間ポス
ターの掲示（施設内）

関市保健センター
0575-24-0111



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

31

母子手帳交付時の禁
煙指導

美濃市 保健センター 美濃市保健センター
0575-33-0550

母子手帳発行時に、本
人および同居家族の喫
煙状況を把握し、喫煙
（受動喫煙含む）の害
について指導

美濃市保健センター
0575-33-0551

32

ポスターの掲示 美濃市 保健センター 美濃市保健センター
0575-33-0551

禁煙週間ポスターの掲
示

美濃市保健センター
0575-33-0552

33

受動喫煙防止HP 郡上市 郡上市ホームページ
上

常設 http://www.ci
ty.gujo.gifu.jp/
admin/info/po
st-137.html

郡上市健康福祉部健康
課

大切な赤ちゃんのため
にタバコをやめましょ
う！「禁煙」それは赤
ちゃんへの最高のプレ
ゼント・・・と題し
て、タバコ・受動喫煙
の害を画面および、動
画「吸いたくないよ」
で啓発中

郡上市健康福祉部健康
課
0575-88-4511

34

健康ステーション（運
動施設）及びがん検
診でのリーフレット配
布

美濃加茂市 生涯学習センター及
び文化会館

５/３１～６/６ 美濃加茂市健康福祉部
健康課
電話0574-25-2111(387)

がん検診、及び運動施
設等での参加者への
リーフレット配布

美濃加茂市健康福祉部
健康課
電話0574-25-2111(387)

35

図書館展示
「たばこについて知っ
ていますか？」

可児市 可児市立図書館本館
（可児市広見570-5）

H29.5.27～
H29.6.4

火～金　午
前10時～午
後7時
土・日　午前
10時～午後5
時

可児市役所健康増進課
TEL：0574-62-1111（内
線2601～2604）

図書館の展示室にてパ
ネル展示とパンフレッ
トの配布。（受動喫
煙・学力や体力に及ぼ
す影響を示した図表、
タールの模型等）

可児市役所健康増進課
TEL：0574-62-1111（内
線2601～2604）

36

成人健康相談・栄養
相談・歯科相談

可児市 可児市広見１－５
可児市保健センター

H29.6.5 月曜日
午前9時30分
～11時

可児市役所健康増進課
TEL：0574-62-1111（内
線2601～2604）

希望者に呼気中一酸化
炭素濃度測定を実施。
タバコの害に関する展
示（リーフレットの配
布）

可児市役所健康増進課
TEL：0574-62-1111（内
線2601～2604）



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県

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4．日時

37

冊子「喫煙と健康」の
窓口設置

富加町 役場庁舎内 ５月下旬から
６月中

富加町役場福祉保健課
福祉保健係
0574-54-2117

喫煙の健康影響に関す
る情報をまとめた冊子
（保健所より配布され
る）

富加町役場福祉保健課
福祉保健係
0574-54-2117

38

ポスターの掲示 富加町 役場庁舎内 ５月下旬から
６月中

富加町役場福祉保健課
福祉保健係
0574-54-2117

世界禁煙デーに関する
ポスター（保健所から
配布される）

富加町役場福祉保健課
福祉保健係
0574-54-2117

39

メール配信 川辺町 町内全域 5月31日 13時 川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

メール配信にて
世界禁煙デー及び
禁煙週間について
周知徹底

川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

40

広報無線 川辺町 町内全域 5月29日～
31日

川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

広報無線にて
世界禁煙デー及び
禁煙週間について
周知徹底

川辺町住民課
保健センター
℡0574-53-2515

41

特定健診・すこやか
健診

七宗町 生きがい健康セン
ター　　　　神渕公民
館

6月5日～27
日

8:30～12:00 生きがい健康センター
0574-48-2046

集団健診受診者に禁煙
パンフレットを配布

生きがい健康センター
0574-48-2046

42

ポスターの掲示 八百津町 八百津町福祉セン
ター

H29.5.31～
H29.6.6

常時 八百津町
健康福祉課健康増進係
0574－43－2111

ポスターの掲示 八百津町
健康福祉課健康増進係
0574－43－2111



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 岐阜県
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（事業の告知先）
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８．連絡先4．日時

43

平成30年度「世界禁
煙デー」及び「禁煙週
間」

八百津町 全戸配布
八百津町HP

H29.5.1～
H29.5.31

八百津町
健康福祉課健康増進係
0574－43－2111

健康生活にカレンダー
掲載

八百津町
健康福祉課健康増進係
0574－43－2111

44

保健部長会議 白川町 町民会館、各地区ふ
れあいセンター（３箇
所）

4月17～19、
21日

9:00～11：30 白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

保健部長（主に女性）
会議のなかで、禁煙に
ついて啓発

白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

45

ポスターの掲示 白川町 町民会館、各地区ふ
れあいセンター（４箇
所）

5月31日～6
月6日

白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

ポスターを掲示し町民
へ啓発

白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

46

啓発事業 白川町 各関係機関、町民に
配布

5月下旬 白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

28年度に町民に募集し
た禁煙の標語の啓発
グッズを作成、配布し
啓発

白川町保健福祉課
℡0574-72-2317（内
362）

47

ポスターの掲示 東白川村 東白川村保健福祉セ
ンター

H29年5月15
日～6月15日

東白川村国保診療所保
健福祉部門
☎0574-78-2100

禁煙週間のポスターを
掲示する

東白川村国保診療所保
健福祉部門
☎0574-78-2100

48

ＣＡＴＶで禁煙週間ＰＲ 東白川村 全村 H29年5月15
日～6月15日
のうちの3日
程度

東白川村国保診療所保
健福祉部門
☎0574-78-2100

禁煙週間について、禁
煙外来について、村の
ケーブルテレビで保健
師や医師がＰＲする

東白川村国保診療所保
健福祉部門
☎0574-78-2100

49

ポスターの掲示 御嵩町 町内の公民館
B＆G海洋センター

H29年5月～
6月

御嵩町保健センター
（0574-67-2111）

ポスターの掲示によ
り、禁煙および受動喫
煙防止の呼びかけを行
う。

御嵩町保健センター
（0574-67-2111）
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50

世界禁煙デー及び禁
煙週間における街頭
啓発活動

多治見市
健康づくり推進員

西友多治見店、ジョー
シン等商業施設の駐
車場（多治見市上山
町の店舗敷地内）

5月28日 10：00～12：
00

http://www.ci
ty.tajimi.lg.jp/

多治見市保健センター
0572-25-3725

世界禁煙デー及び禁煙
週間における街頭啓発
活動（啓発ティッ
シュ、啓発グッズ等の
配布、アンケート調査
の実施）

多治見市保健センター
0572-25-3725

51

報道機関への情報提
供

多治見市保健セン
ター

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

世界禁煙デー及び禁煙
週間について報道機関
へ情報提供

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

52

毎月の街頭啓発活動 多治見市保健セン
ター、健康づくり推進
員

多治見駅周辺路上禁
煙地区

毎月１回 １時間程度 ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

多治見駅周辺路上禁煙
地区における街頭啓発
活動（啓発ティッ
シュ、啓発グッズ等の
配布）

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

53

喫煙防止紙芝居の活
用

多治見市 ― ― ― ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

保育園幼稚園等におい
て喫煙防止紙芝居の活
用

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

54

「空気のおいしいお
店」事業の実施

多治見市、
健康づくり推進員

― ― ― ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

空気のおいしいお店を
認定し、お店のマップ
を配付周知

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

55

公共施設敷地内禁煙
の実施

多治見市 ― ― ― ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

平成22年10月～公共施
設敷地内禁煙の実施

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725
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56

禁煙支援事業の実施 多治見市 ― ― ― ― 多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

禁煙チャレンジ講座、
禁煙相談、妊娠出産時
禁煙相談・禁煙検査・
保健師訪問支援の実施

多治見市保健センター
電話　0572-25-3725

57

ポスターの掲示 瑞浪市 市役所、各コミュニ
ティーセンター

5月31～6月6
日
予定

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

ポスター掲示により市
民に禁煙を呼びかけ
る。

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

58

市役所関係公共施設
の受動喫煙防止対策
の周知

瑞浪市 市庁舎、教育・こども・
福祉関連施設、ス
ポーツ施設他

5月31日含め
て継続して
掲示周知中

http://www.city.
mizunami.lg.jp/do
cs/20160817000
27/

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

市民及び施設利用者に
周知文等を施設内に掲
示し受動喫煙防止の理
解、協力を求める。

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

59

禁煙治療費補助事業 瑞浪市 健康づくり課 5月31日含め
て継続実施

http://www.city.
mizunami.lg.jp/do
cs/20170326000
21/

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

条件を満たした市民に
禁煙支援の一環として
禁煙治療費の補助事業
を実施する。

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

60

禁煙支援相談 瑞浪市 健康づくり課 5月31日含め
て継続実施

http://www.city.
mizunami.lg.jp/do
cs/20140929107
49/

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

禁煙の意思がある方に
対して保健師、管理栄
養士がサポートする。
（呼気検査等実施可）

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

61

ホームページ掲載 瑞浪市 5月31～6月6
日
予定

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785

ホームページにより世
界禁煙デーを周知し、
禁煙を呼びかける。

瑞浪市健康づくり課
0572-68-9785
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62

世界禁煙デー・禁煙
週間の普及啓発

土岐市 土岐市役所
土岐市保健センター
土岐市ホームページ
広報とき

5月31日～6
月6日

http://www.city.t
oki.lg.jp/

土岐市健康増進課
0572-55-2010

市役所喫煙スペース、
保健センター等にポス
ターを掲示し周知す
る。
ホームページ、広報紙
に掲載し周知する。

土岐市健康増進課
0572-55-2010

63

妊婦、乳幼児健診の
保護者への情報提供

土岐市 土岐市保健センター 5月31日～6
月6日

土岐市健康増進課
0572-55-2010

母子手帳交付や乳幼児健
診時に、本人や家族の喫
煙状況を把握する。
喫煙や受動喫煙による影
響等について、配布資料
を用いて情報提供を行
う。

土岐市健康増進課
0572-55-2010

64

職員への情報提供 土岐市 土岐市役所 5月31日～6
月6日

土岐市健康増進課
0572-55-2010

各部署へのパンフレッ
ト配布、グループウェ
ア掲示板で世界禁煙
デー、禁煙週間、受動
喫煙等について周知す
る。

土岐市健康増進課
0572-55-2010

65

禁煙相談 土岐市 土岐市保健センター 随時 http://www.city.t
oki.lg.jp/

土岐市健康増進課
0572-55-2010

禁煙について知りたい
方への情報提供、禁煙
したい方への禁煙支援
（継続）を行う。

土岐市健康増進課
0572-55-2010

66
2017健幸フェスティバ
ルinえな

恵那市 まきがね公園一帯 6月4日 8：40～14：30

恵那市役所　健幸推進
課
0573-26-2111（内線
286）

チラシ配布
スモーカーライザーに
よる喫煙チェック

恵那市役所　健幸推進
課
0573-26-2111（内線
286）

67

妊婦教室第4回 高山市 高山市保健センター 5月29日 9：30～11：30 http://www.city.t
akayama.lg.jp/kur
ashi/1000016/10
00094/1000480/
1006748.html

高山市健康推進課
0577-35-3160

胎児に及ぼすタバコの
影響について、正しい
知識の普及

高山市健康推進課
0577-35-3160
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68

広報掲載 高山市 広報たかや
ま5月15日号

高山市健康推進課
0577-35-3160

世界禁煙デー、禁煙週
間の周知及び禁煙の啓
発

高山市健康推進課
0577-35-3160

69

広報掲載 下呂市 6月号 http://www.city.g
ero.lg.jp

下呂市健康医療課
０５７６－５３－２１０１

広報紙掲載 下呂市健康医療課
０５７６－５３－２１０１

70

ポスターの掲示 飛騨市市民保健課 市役所庁舎
市内公共施設

5月1日～6月
9日

飛騨市市民保健課
健康推進係
0577-73-2948

たばこの健康影響につ
いての知識普及のため
世界禁煙デーの周知ポ
スター掲示

飛騨市市民保健課
健康推進係
0577-73-2948

71

広報掲載 飛騨市市民保健課 各家庭配布 広報ひだ5月
号

飛騨市市民保健課
健康推進係
0577-73-2948

たばこの健康影響につ
いての知識普及のため
広報誌掲載

飛騨市市民保健課
健康推進係
0577-73-2948

72

広報掲載 白川村村民課 － 6月上旬 白川村役場村民課
05769-6-1311

全村民に対する禁煙週
間の周知や禁煙外来
（村診療所）の紹介に
ついて、毎月発行して
いる村の広報に掲載

白川村役場村民課
05769-6-1311

73

ポスターの掲示 白川村村民課 白川村役場内 随時 白川村役場村民課
05769-6-1311

全村民に対する禁煙週
間の周知として、庁舎
内にポスター掲示

白川村役場村民課
05769-6-1311
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74

世界禁煙デー及び禁
煙週間の啓発

岐阜市健康増進課 岐阜市役所　等 5月31日～6
月6日

岐阜市ホーム
ページ
「5月31日は世界
禁煙デー」
http://www.city.g
ifu.lg.jp/9570.htm

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

受動喫煙防止を啓発す
るポスターを市役所、
事務所、市民健康セン
ター等へ配布し掲示を
依頼する。
市役所7階正面ベラン
ダに禁煙支援標語最優
秀賞の横断幕を掲示す
る。
岐阜市ホームページに
て世界禁煙デー及び禁
煙週間の啓発を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

75

世界禁煙デー及び禁
煙週間の広報

岐阜市健康増進課 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

広報ぎふ(5月15日
号)、ラジオ(5月26日
放送予定)にて、たば
この害、受動喫煙の健
康への影響、禁煙につ
いて啓発を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

76

食品衛生責任者養成
講習会における受動
喫煙防止対策の啓発

岐阜市健康増進課 岐阜市ハートフルスク
エアＧ

年４回 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

食品衛生責任者に対
し、受動喫煙防止啓発
ちらしを配布し、喫煙
の危険性を含む受動喫
煙防止の重要性を説明
し効果的な分煙に取り
組めるよう啓発する。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

77

食品衛生講習会にお
ける受動喫煙防止対
策の啓発

岐阜市健康増進課 コミュニティセンター
　　　　　他３０会場

年３０回 岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp

食品衛生責任者に対
し、受動喫煙防止啓発
ちらしを配布し、啓発
を行う。

岐阜市健康増進課
℡058-252-7193
E-mail
kenkou@city.gifu.gifu.jp


