
平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

ホームページによる
普及啓発

長崎県 ‐ 5月下旬～6
月上旬

https://www.pref.
nagasaki.jp/bunru
i/hukushi-
hoken/kenkoduk
uri/tabako-
kenkodukuri/

長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

県ホームページへ禁煙
に関する記事を掲載
（世界禁煙デー及び禁
煙週間の情報発信/公
共施設の禁煙・分煙状
況調査（H28.12.1現
在）の結果公表)

長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

2

新聞への掲載 長崎県 ‐ 5月14日（日） ‐ 長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

長崎新聞「くらしの手
帳」コーナーへ禁煙に
関する記事を掲載
（禁煙デー/たばこの
害/禁煙外来/受動喫煙
について/「禁煙宣言
の店」の紹介）

長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

3

啓発ポスターの掲示 長崎県 ‐ 5月下旬～6
月上旬

‐ 長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

世界禁煙デーのポス
ターを庁舎内掲示

長崎県福祉保健部
国保・健康増進課
健康づくり班
℡：095-895-2495

4

健康教育 長崎県 県庁舎内 6/1～5 ‐ 長崎県総務部職員厚生
課
℡：095-895-2163

職員向け県庁内サイト
で世界禁煙デー、禁煙
週間について周知し、
肺年齢測定、禁煙支援
を実施

長崎県総務部職員厚生
課
℡：095-895-2163

5

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
啓発

西彼保健所 西彼保健所、管内関
係機関　等

‐ 西彼保健所地域保健課
健康対策班
℡：095-856-5059

ポスター掲示、保健所
ホームページによる禁
煙に関する情報提供

西彼保健所健康対策班
℡：095-856-5059

6

広報誌への掲載 西海市健康ほけん課 市の広報誌 ６月号 ‐ 西海市健康ほけん課
℡：0959-37-0067

世界禁煙デーについて
禁煙の方法等について

長崎県西海市健康ほけ
ん課健康づくり班
℡：0959-37-0067

4．日時
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平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

啓発ポスターの掲示 西海市健康ほけん課 保健センター等 ‐ 西海市健康ほけん課
℡：0959-37-0067

長崎県西海市健康ほけ
ん課健康づくり班
℡：0959-37-0067

8

町ホームページでの
周知と禁煙外来の紹
介

長与町 ‐ ５/１９～６/６ http://webto
wn.nagayo.jp

長崎県長与町役場健康
保険課健康増進係
℡：095-801-5820

禁煙週間の周知と禁煙
外来の紹介

長崎県長与町役場健康
保険課健康増進係
℡：095-801-5820

9

啓発ポスターの掲示 時津町 役場及び公民館等の
施設内

‐ 時津町国保・健康増進
課
℡095-882-2211

ポスターの掲示 時津町国保・健康増進
課
℡095-882-2211

10

啓発ポスターの掲示 長崎県県央保健所 所内、県央振興局内 H28年5月 ‐ 県央保健所
℡0957-26-3306

所内ポスター掲示 県央保健所
℡0957-26-3306

11

地域情報誌への記事
掲載

長崎県県央保健所 face諫早、
COCOLO(諫早･大
村）、マンボウ（大村・
東彼地区２９，０００世
帯）

H28年5月末
頃発行分に
掲載

‐ 県央保健所
℡0957-26-3306

地域情報誌(face諫
早、COCOLO、マンボウ
大村）掲載

県央保健所
℡0957-26-3306

12

県央保健所ホーム
ページによる情報提
供

長崎県県央保健所 ‐ H28年5月 https://www.pref.
nagasaki.jp/bunru
i/hukushi-
hoken/kenkoduk
uri/kenkozukuri-
keno/

県央保健所
℡0957-26-3306

県央保健所ホームペー
ジを閲覧する幅広い年
齢層を対象に情報提供
の実施

県央保健所
℡0957-26-3306

13

Twitterによる情報提
供

長崎県県央保健所 ‐ H28年5月 ‐ 県央保健所
℡0957-26-3306

ツイッターを利用する
幅広い年齢層を対象に
情報提供の実施

県央保健所
℡0957-26-3306
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平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

14

受動喫煙に関するポ
スター掲示

諫早市 市役所 4月～9月 ‐ 諫早市健康福祉セン
ター
℡0957-27-0700

受動喫煙に関するポス
ターを市役所本館に掲
示

諫早市健康福祉セン
ター
℡0957-27-0700

15

禁煙支援 諫早市 健康福祉センター 4月～3月 ‐ 諫早市健康福祉セン
ター
℡0957-27-0700

禁煙を希望する人への
電話相談

諫早市健康福祉セン
ター
℡0957-27-0700

16

啓発ポスターの掲示 大村市 ‐ ‐ 大村市国保けんこう課
℡：0957-53-4111

啓発ポスター掲示 大村市国保けんこう課
℡：0957-53-4111

17

ホームページによる
普及啓発

大村市 ‐ http://www.ci
ty.omura.naga
saki.jp/kokuho
/soshiki.html

大村市国保けんこう課
℡：0957-53-4111

市ホームページに世界
禁煙デー及び禁煙週間
に関する記事を掲載

大村市国保けんこう課
℡：0957-53-4111

18

広報誌への掲載 町 ‐ ‐ 東彼杵町健康ほけん課
健康推進係
℡：0957-46-1200

東彼杵町健康ほけん課
健康推進係
℡：0957-46-1200

19

特定健診 川棚町 川棚町中央公民館 ５月３１～６
月２日

８時半～１２
時

‐ 川棚町健康推進課健康
増進班
℡0956-82-5412

特定健診・各種がん検
診

長崎県　川棚町健康推
進課健康増進班
℡0956-82-5412

20

広報誌への掲載 波佐見町 全戸配布 広報波佐見
５月号

‐ 波佐見町健康推進課健
康増進班
℡：0956-85-2111

波佐見町健康推進課健
康増進班
℡：0956-85-2111

http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuho/soshiki.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuho/soshiki.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuho/soshiki.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuho/soshiki.html


平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

21

啓発ポスターの掲示 波佐見町 町内公共施設５ヵ所
にポスター掲示

５月～６月 ‐ 波佐見町健康推進課健
康増進班
℡：0956-85-2111

波佐見町健康推進課健
康増進班
℡：0956-85-2111

22

タバコの健康影響に
ついての普及啓発

県南保健所 県南保健所 5月31日～
　　　　6月6
日

終日 ‐ 県南保健所地域保健課
℡：0957(62)3289

・リーフレット等の配
置
・視聴覚教材の展示

県南保健所地域保健課
℡：0957(62)3289

23

マスコミを活用しての
普及啓発活動

県南保健所 各新聞、地域有線テ
レビ、地域FM 等

5月18日 12時～13時 ‐ 県南保健所地域保健課
℡：0957(62)3289

・各新聞（特に地域
の）、有線テレビでの
情報提供
・地域FMでの情報提供
及び未成年者喫煙防止
の呼びかけ

県南保健所地域保健課
℡：0957(62)3289

24

市の広報紙への掲載 島原市 世帯配布 ５月号 http://www.city.s
himabara.lg.jp/

島原市保健センター
0957-64-7713

広報掲載 島原市保健センター
0957-64-7713

25

啓発ポスターの掲示 島原市 保健センター及び各
公民館等

5月31日～ ‐ 島原市保健センター
℡：0957-64-7713

ポスター掲示 島原市保健センター
℡：0957-64-7713

26

転倒予防教室 島原市 神木公民館 6月1日 13：00～15：
30

‐ 島原市保健センター
℡：0957-64-7713

参加者へパンフレット
配布

島原市保健センター
℡：0957-64-7713

27

高齢者ふれあいサロ
ン

島原市 萩が丘二丁目
再生館

6月2日
6月6日

13：45～15：
30
13：30～15：
30

‐ 島原市保健センター
℡：0957-64-7713

参加者へパンフレット
配布

島原市保健センター
℡：0957-64-7713



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

28

1歳6か月児健康診査 島原市 島原市保健センター 6月1日 13：00～16：
30

‐ 島原市保健センター
0957-64-7713

参加者へパンフレット
配布

島原市保健センター
0957-64-7713

29

3歳児健康診査 島原市 島原市保健センター 5月31日 13：00～16：
30

‐ 島原市保健センター
℡：0957-64-7713

参加者へパンフレット
配布

島原市保健センター
℡：0957-64-7713

30

広報誌への掲載 雲仙市 ‐ 雲仙市
広報うんぜ
ん
平成29年度5
月号

‐ 雲仙市役所健康づくり課
℡:0957-36-8911

市民への普及啓発 雲仙市役所健康福祉部
健康づくり課
℡:0957-36-8911
E-mail:
r-masaki@city.unzen.lg.jp

31

啓発ポスターの掲示 雲仙市 市役所
各総合支所（6支所）

5/31～6/6 ‐ 雲仙市役所健康づくり課
℡:0957-36-8911

市民への普及啓発 雲仙市健康福祉部　健
康づくり課
℡:0957-36-8911
E-mail:
r-masaki@city.unzen.lg.jp

32

市報への掲載 南島原市 ‐ 広報南島原5
月号

‐ 南島原市健康対策課
℡：0957-73-6643

世界禁煙デー及び禁煙
週間についての記事及
び本市の禁煙・分煙へ
の取り組みへの協力に

南島原市健康対策課
℡：0957-73-6643

33

「健康づくり通信　第
148号　4月健康づくり
について-慢性腎臓
病（CKD）、受動喫煙
防止-」の発行

県北保健所 ‐ ‐ http://www.pref.
nagasaki.jp/bunru
i/hukushi-
hoken/kenkoduk
uri/kenkozukuri-
kenhoku/

県北保健所地域保健課
健康対策班
℡ 0950-57-3933

当所ホームページに以
下の記事を掲載。
・受動喫煙の害、長崎
県禁煙宣言の店事業、
世界禁煙デー等につい
てのお知らせ

県北保健所地域保健課
健康対策班
℡ 0950-57-3933

34

啓発ポスターの掲示 県北保健所 所内および管内等の
県の施設

5月下旬～6
月上旬

‐ 県北保健所地域保健課
健康対策班
℡ 0950-57-3933

世界禁煙デーのポス
ターを掲示

県北保健所地域保健課
健康対策班
℡ 0950-57-3933

35

啓発ポスターの掲示 平戸市 市役所・各出先機関 ‐ ‐ 平戸市保健センター
℡0950-57-0977

周知・啓発 平戸市保健センター
℡0950-57-0977

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kenkodukuri/kenkozukuri-kenhoku/


平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県

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

36

市報への掲載
（広報ひらど６月号）

平戸市 ‐ ‐ ‐ 平戸市保健センター
℡0950-57-0977

周知・啓発 平戸市保健センター
℡0950-57-0977

37

広報誌への掲載 松浦市 全世帯へ配布 市報５月号 ‐ 松浦市政策企画課
秘書係
℡：0956-72-1111 内線
302

・受動喫煙による健康
への影響と禁煙のすす
めについて広報を実施

松浦市健康ほけん課
健康推進係
℡：0956-72-1111　内線
168

38

禁煙ポスターの掲示
及びリーフレットの配
布

松浦市 市役所、各支所・各公
民館

５月３１日～
６月６日

‐ 松浦市健康ほけん課
健康推進係
℡：0956-72-1111　内線
168

・スマート・ライフ・
プロジェクトから配布
された禁煙ポスターの
掲示
・喫煙と健康に関する
リーフレットの配布

松浦市健康ほけん課
健康推進係
℡：0956-72-1111　内線
168

39

広報さざへの掲載 佐々町 ‐ 広報さざ
5月号

‐ 佐々町
保険環境課
健康相談センター

世界禁煙デー
禁煙週間
CPOD
受動喫煙防止

佐々町保険環境課
健康相談センター
℡：0956-63-5800

40

啓発ポスターの掲示 佐々町 役場、
健康相談センター
町立診療所
公民館
図書館
体育館等

禁煙週間
（前後を含
む）

‐ 佐々町保険環境課
健康相談センター
℡：0956-63-5800

啓発ポスター掲示 佐々町保険環境課
健康相談センター
℡：0956-63-5800

41

啓発ポスターの掲示 上五島保健所 上五島保健所
小値賀港
有川港
鯛ノ浦港
青方港
奈良尾港

５月下旬～６
月上旬

‐ 上五島保健所
℡：0959-42-1121

世界禁煙デー及び禁煙
週間のポスターを所内
及び各港ターミナルに
掲示する。

上五島保健所
℡：0959-42-1121

42

地域への普及啓発 上五島保健所 管内 5月 ‐ 上五島保健所
℡：0959-42-1121

世界禁煙デー及び禁煙
週間に併せ受動喫煙防
止について、管内各町
広報誌5月号に掲載す
る。

上五島保健所
℡：0959-42-1121



平成２９年度 禁煙週間における取組の概要 長崎県
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43

健康づくりニュースへ
の掲載

上五島保健所 ‐ 6月1日発行 ‐ 上五島保健所
℡：0959-42-1121

世界禁煙デー及び禁煙
週間の啓発内容を健康
づくりニュースに載
せ、健康づくりネット
ワークの登録事業所へ
情報提供する。

上五島保健所
℡：0959-42-1121

44

啓発ポスターの掲示 小値賀町役場 小値賀町役場
健康管理センター
離島開発総合セン
ター

5/31から 6/6まで ‐ 小値賀町役場
℡：0959-56-3111

町民の目に触れる機会
が多い公共施設に禁煙
ポスターを掲示する。

小値賀町役場
℡：0959-56-3111

45
施設内における受動
喫煙防止対策の徹底

小値賀町役場 小値賀町役場
健康管理センター
離島開発総合セン
ター
小値賀小学校
小値賀中学校

5/31から 6/6まで ‐ 小値賀町役場
℡：0959-56-3111

町内各施設に施設内禁
煙（分煙）及び各学校に
敷地内禁煙の徹底を
行った。

小値賀町役場
℡：0959-56-3111

46

啓発ポスターの掲示 新上五島町 本庁及び各支所 ５月下旬～６
月上旬

‐ 新上五島町健康保険課
℡：0959-53-1163

世界禁煙デー及び禁煙
週間のポスターを本庁
及び各支所に掲示す
る。

新上五島町健康保険課
℡：0959-53-1163

47

保健所ホームページ
による普及啓発

壱岐保健所 ‐ 5月中旬から
6月6日まで

‐ 壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

対象:市民
内容:喫煙の健康影
響、受動喫煙防止、禁
煙等についてホーム
ページに記事を掲載。

壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

48

ケーブルテレビによる
普及啓発

壱岐保健所 ‐ 5月30日 ‐ 壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

対象:市民
内容:喫煙の健康影
響、受動喫煙防止、禁
煙等についてケーブル
テレビで放映。

壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

49

啓発ポスターの掲示 壱岐保健所 壱岐保健所、壱岐振
興局

5月31日から
6月6日まで

‐ 壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

禁煙対策、禁煙週間に
関するポスター掲示

壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260
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50

公共施設等の受動喫
煙防止対策調査

壱岐保健所 管内受動喫煙防止対
策未実施施設等

5月末から6
月頃まで

‐ 壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

対象:公共施設等
内容:公共施設等の受
動喫煙防止対策状況を
訪問調査

壱岐保健所企画保健課
℡：0920‐47-0260

51

禁煙週間ポスターの
掲示

壱岐市健康増進課 壱岐市役所各庁舎及
び地区公民館

禁煙週間期
間

‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

壱岐市役所各庁舎及び
地区公民館での禁煙週
間ポスター掲示

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114

52

広報誌による広報活
動

壱岐市健康増進課 ‐ ５月 ‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

５月号広報誌に「世界
禁煙デー」と受動喫煙
による影響を掲載

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114

53

自治公民館における
禁煙の取り組み

壱岐市健康増進課 各自治公民館 通年 ‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

各自治公民館へ禁煙ス
テッカーを配布し掲示
等活用してもらう

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114

54

乳幼児健診時啓発ポ
スターの掲示

壱岐市健康増進課 壱岐の島ホール（健
診会場）

通年 ‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

受動喫煙による胎児や
子どもへの影響を掲載

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114

55

母子保健事業におけ
る保健指導

壱岐市健康増進課 壱岐市役所窓口や家
庭訪問先、保育所、
幼稚園

通年 ‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

妊婦、乳幼児の保護者
や家族に対して、母子
手帳交付や乳児訪問、
保育所・幼稚園等にお
いて、受動喫煙による
胎児や子どもへの影響
等の保健指導を実施。

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114

56

妊婦と出生児の喫煙
の関係について

壱岐市健康増進課 ‐ 通年 ‐ 壱岐市健康増進課
℡：0920-45-1114

妊婦の喫煙による低出
生体重児の関係性を調
べる。

長崎県壱岐市健康増進
課
℡：0920-45-1114
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57

対馬市ケーブルテレ
ビ放送

対馬保健所 対馬市内 H29.5.31～ H29.6.6 ‐ 対馬保健所企画保健課
℡：0920-52-0166

ケーブルテレビにて、
禁煙および分煙の推進
について、放送予定。

対馬保健所企画保健課
℡：0920-52-0166

58

啓発ポスターの掲示 対馬市 北福祉保健センター
中地区保健センター
南福祉保健センター
対馬市役所

H29.5.31～ H29.6.6 ‐ 対馬市健康づくり推進部
健康増進課
℡：0920-52-4888

対馬市役所及び保健福
祉関連施設への配付、
掲示。

対馬市健康づくり推進部
健康増進課
℡：0920-52-4888

59

元気がいちばんた
い！健康まつり

長崎市健康づくり課 長崎市ブリックホール 4月29日 10：00～15：
30

長崎市健康づくり課
095-829-1154

医師・薬剤師による禁
煙相談・CO測定・ニコ
チンパッチ1枚無料配
布・肺がん検診・COPD
検診・CO測定・世界禁
煙デーの周知・禁煙啓
発・その他健康チェッ
ク等

長崎市健康づくり課
095-829-1154

60

長崎市禁煙サポート
事業

長崎市健康づくり課 長崎市内の禁煙サ
ポート薬局

随時 長崎市健康づくり課
095-829-1155

禁煙を希望する市民
へ、4週間分のニコチ
ンパッチを助成し、薬
剤師による禁煙相談・
指導を行う。

長崎市健康づくり課
095-829-1155

61

広報ながさき5月号 長崎市健康づくり課 5月中 長崎市健康づくり課
095-829-1156

市広報誌において、た
ばこの害や禁煙方法に
ついての情報を掲載し
市民への周知を実施。

長崎市健康づくり課
095-829-1156

62

庁内終日禁煙 長崎市健康づくり課 長崎市庁舎本館・別
館

5月31日 8：45～17：30 長崎市健康づくり課
095-829-1157

庁舎内の喫煙室を施錠
し庁内での喫煙を禁止
する。

長崎市健康づくり課
095-829-1157
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63

ポスター掲示 長崎市健康づくり課 長崎市庁舎本館・別
館・サポート薬局や関
係機関

5月下旬～6
月上旬

長崎市健康づくり課
095-829-1154

庁内に世界禁煙デーの
ポスターを掲示する。

長崎市健康づくり課
095-829-1154

64

禁煙マラソンの周知 長崎市健康づくり課 随時 長崎市健康づくり課
095-829-1154

禁煙を希望する市民を
募集し、メールによる
禁煙情報の提供を行い
禁煙のきっかけづくり
を行う。

長崎市健康づくり課
095-829-1154

65

facebookを活用した
禁煙の普及啓発

長崎市健康づくり課 随時 長崎市健康づくり課
095-829-1154

長崎市公式アカウント
により禁煙に関する情
報を配信。

長崎市健康づくり課
095-829-1154

66

長崎市禁煙支援ネッ
トワーク

長崎市健康づくり課 随時 長崎市健康づくり課
095-829-1154

長崎市医師会・歯科医
師会・薬剤師会・長崎
市が連携し、市民へ禁
煙支援を行う。

長崎市健康づくり課
095-829-1154

67

ホームページによる
禁煙の普及啓発

長崎市健康づくり課 随時 長崎市健康づくり課
095-829-1154

世界禁煙デーやたばこ
の害、禁煙方法につい
て掲載し普及啓発を行
う。

長崎市健康づくり課
095-829-1154

68

禁煙推進のための健
康相談

長崎市健康づくり課 長崎市立図書館 5月21日 10：15～11：
45

長崎市健康づくり課
095-829-1155

禁煙方法や禁煙外来・
禁煙サポートの薬局な
どの紹介・相談。長崎
市医師会・臨床内科医
会・長崎大学医学部保
健学科によるは機能検
査を併設。

長崎市健康づくり課
095-829-1155
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69

パネル展示 佐世保市　健康づくり
課

佐世保市役所すこや
かプラザ連絡通路

５月２４日
（水）～６月６
日（火）

８：３０～１７：
１５

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

たばこの健康に及ぼす
影響や正しい知識の普
及　　イエローグリー
ンリボンの展示や認知
度向上

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

70

庁舎内および市の関
係機関へ一日禁煙呼
びかけとポスター掲示

佐世保市　健康づくり
課

佐世保市役所本庁
舎、支所、水道局、環
境センター他

５月３１日
（水）

８：３０～１７：
１５

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

庁舎内の禁煙場所に世
界禁煙デー啓発ポス
ターや一日禁煙を呼び
かけるチラシおよび禁
煙治療医療機関一覧表
の掲示　　　　禁煙を
呼びかける庁内放送

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

71

ホームページ 佐世保市　健康づくり
課

https://www.
city.sasebo.lg.j
p/hokenhukus
i/kenkou/gai.h
tml

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

佐世保市ホームページ
による禁煙・受動喫煙
啓発普及

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

72

広報させぼ 佐世保市　健康づくり
課

５月号 佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

世界禁煙デーや週間に
ついて

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

73

保健師による禁煙相
談

佐世保市　健康づくり
課

佐世保市健康づくり
課相談室

随時 ８：３０～１７：
００

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

禁煙相談・禁煙治療医
療機関の紹介など

佐世保市　健康づくり課
℡０９５６-２４-１１１１（内
線５５３３）

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/gai.html
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/gai.html
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/gai.html
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/gai.html
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/gai.html

