経営戦略局政策促進チーム
担当： 阿部精一 山口恭右
026-235-7250（ 直）
026-232-0111（ 代） 内線3542
026-232-2637（ FAX）
Email:seisaku@pref.nagano.jp

「 たばこによる害のない信州」 の実現に向けた
取組みをさらに進めるために・・・
Ⅰ

本庁舎で屋外喫煙所の設置を試行します！
２００３．５

１２ 月１ 日
ＯＰＥＮ 予定

健康増進法施行

２００３．９．９ 県有施設の建物内全面禁煙を実施

２００４．１２．１ 県有施設における敷地内禁煙を実施

県有施設等における敷地内禁煙実態調査（ 2005.11.4〜 9）
◎周辺の敷地外の路上で集団での喫煙により通行人が受動喫煙を被っている（ 特に本庁舎）。
◎来庁者には、 携帯用灰皿を持参しない人も多く、 敷地周辺に吸殻が散乱している。
◎常時工事業者・管理委託業者に対しては、 敷地内に喫煙場所を設置している。
◎喫煙場所を設けることができる施設でも、 外来者の中には、 指定の喫煙場所以外での喫煙が見られる。
◎イベント時等多数人が来られる場合は、 駐車場や玄関脇等の敷地内で喫煙している場合が見受け
られ、 限定的に喫煙場所を設ける施設もある。

2005.12

小中学校への働きかけ
（ 教育委員会）
◎各学校の受動喫煙防止対策の
状況を公表するとともに、 敷
地内禁煙を実施している小中
学校には、「 おいしい空気の
学校」 のステッカーを交付。

本庁舎の屋外喫煙所試行
（ 12月1日）

小学校、 中学校等
にも拡大

「 たばこによる害のない信州」 の実現に向けた県の取組みに賛同し、 店内
終日禁煙を実施している飲食店を「 おいしい空気のお店」 として認定し、 県
のホームページで紹介します！
１２ 月１ 日
認定証交付式
を実施予定！

募集のチラシは保健予防課及び各保健所にあります。
職員の皆さまも営業活動にご協力をお願いします！

屋外喫煙所の継続設置及び
他施設への設置の検討

Ⅲ

受動喫煙ゼロへ

民間施設にも拡大

禁煙サポートを積極的にご活用ください！
「 もし神様がいて、 地球上の人間の寿命を
のばすためにたった一つだけなんか実現し
てくれるとした場合、 最も寿命がのびるの
は地球上からタバコをなくすことです。」
（ 福井次矢 聖路加国際病院院長）

「 この世の中からタバコがなくなったら、 すべての
がんが半分以上なくなるという推計があります・・・
タバコには、 肥満や血圧とはくらべものにならない
くらいの影響力があります。」
（ 北村聖 東京大学医学教育国際協力研究センター教授）

「 たばこによる害のない信州」 の実現に向けた県民運動として展開

禁煙チャレンジ

屋外喫煙所設置例

屋外喫煙所について
・当面、 本庁舎北側に試験的に１ 箇所
設置するものとする。
・屋外喫煙所は外部に有害な煙をで
きるだけ排出しない構造とする。
（ 広さは約10㎡）
・利用時間は、 原則平日の午前7時30
分から午後10時までとする（ ただし毎
週水曜日は、 午後６ 時までとする）。
屋外喫煙所設置場所
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「 おいしい空気のお店」 を募集しています！

設置効果の調査・検証

市町村施設、 公民館等
公的施設にも拡大

衛生部保健予防課
担当： 藤田暁 中澤宏 久保田俊一
026-235-7151（ 直）
026-232-0111（ 代） 内線2633
026-235-7170（ FAX）
Email:hokenyob@pref.nagano.jp

「 おいしい空気のお店」
認定証交付（ 12月1日）

2006.3
◎教育委員会自らが各学校を訪問
し、 敷地内禁煙を呼び掛け。

Ⅱ

総務部職員サポート課
担当： 白田正夫 倉石耕太郎
026-235-7034（ 直）
026-232-0111（ 代） 内線2183
026-235-7478（ FAX）
Email:shokuin@pref.nagano.jp

やっぱり健康のためには、
「 禁煙」 が一番！

「 健康とたばこ」
出前講座

職員健康管理担当課が「 やめたい」 と思うあなたの禁煙を徹底サポート！
まずは、 職員サポート課相談専用電話： 026-235-7089（ 内線2194）
教育委員会保健厚生課相談専用電話： 026-235-7454（ 内線4499）
警察本部厚生課： 026-233-0110（ 内線2765） へ
健康診断事後
フォローアップ指導

禁煙おたすけ隊
（ 禁煙相談等）

口腔衛生指導時
禁煙指導

飲食店のみなさまへ

募集の条件は

店内終日禁煙（入り口からたばこの煙が流れこまない）の飲食店
平成１６年度の県政世論調査で、
「禁煙にして欲しいと思う場所はどこですか」との質問に４９％の方が
飲食店をあげています。
健康増進法では、
「多数の人が利用する施設等の管理者は、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境におい
て他人のたばこの煙を吸わされること）の防止に努めなければならない。
」と規定されています。

「おいしい空気のお店」になるためには･･･

認定証

認定店には、認定証を交付します！
たばこの煙がない快適なお店づくりをしませんか！

１ お近くの保健所又は県ホームページ（保健予防課の「おいしい空気のお店」
信州おもてなし事業のお知らせ）から申込書を取得し、保健所に提出してください。
アドレス http://www.pref.nagano.jp/eisei/hokenyob/kenzo/kuuki/oisiikuuki.htm
２ 保健所の担当者がお店に出向き、禁煙の確認をします。
３ 「おいしい空気のお店」として認定され、認定証（ステッカー）が交付されます。
お店の入り口等に貼ってください。
４ 希望するお店については、県のホームページで紹介します。

認定は無料です

たばこの煙をまわりの人が吸い込むと・・・・・
頭 痛

・肺がん・心臓疾患・慢性気管支炎など病気の
要因となります。

咳・くしゃみ

・たばこの煙には、有毒物質が含まれ、おとな、
子ども、すでに健康障害がある人、妊婦（胎
児）すべての人に影響があります。

匂い
不快感

眼・喉の痛み
たくさんのお申し込みをおまちしています

〇 お問い合わせ先

長野県衛生部保健予防課

電話 026-235-7150
FAX 026-235-7170
メールアドレス hokenyob@pref.nagano.jp

またはお近くの県保健所・長野市保健所へお問い合わせください
（裏面をご覧ください）
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認定証

【 申込み・お問い合わせ先 】
お近くの保健所または、県庁保健予防課へ
ご連絡ください。

佐久保健所

(0267)63‑3163 【小諸市・佐久市・北佐久郡・南佐久郡】

上田保健所

(0268)25‑7148 【上田市・東御市・小県郡】

諏訪保健所

(0266)57‑2926 【岡谷市・諏訪市・茅野市・諏訪郡】

伊那保健所

(0265)76‑6836 【伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡】

飯田保健所

(0265)53‑0443 【飯田市・下伊那郡】

木曽保健所

(0264)25‑2233 【木曽郡】

松本保健所

(0263)40‑1938 【松本市・塩尻市・安曇野市・東筑摩郡】

大町保健所

(0261)23‑6526 【大町市・北安曇郡】

長野保健所

(026)223‑2131 【長野市・須坂市・千曲市・埴科郡・上高井郡・上水内郡】

北信保健所

(0269)62‑6311 【中野市・飯山市・下高井郡・下水内郡】

長野市保健所

(026)226‑9960 【長野市】

県庁保健予防課 (026)235‑7150

○ たくさんのお申込みをお待ちしております。.

平成１７年１１月版

これらの事業で禁煙をサポートしています。

やめたいと思うあなたの
禁煙をサポートします！
職員サポート課

少しでもたばこをやめたいと思っている方
たばこは必ずやめられます。
次のメニューを用意しあなたの禁煙をお手伝いします。
１ 出前講座・情報提供・啓発活動
内
「健康とたばこ」
出前講座

容

等

保健師等が職場に出向き、たばこの害、受動喫煙が健康に及ぼす影響、
禁煙の方法等について、ミニ講座を開催。
（申込みにより随時開催しま
すので、職員サポート課へお申し込みください。）
。

情報提供

ＪＳＮやメールを活用して定期的に禁煙に関する情報を提供します。
◎たばこと健康被害について
◎禁煙外来等での最新の禁煙情報、相談事業についての情報提供
◎県内禁煙クリニック等の紹介
関係図書の貸出しを行います。

２ 個別相談
対
禁煙チャレンジ

象

希 望 者

時

期

内

容

等

３ヶ月コース

参加者を募り、保健師・健康相談員に

第３期

よる所定の禁煙プログラムによる個別

12 月 22 日締切

指導を行います。
お申込みは職員サポート課保健師専用
電話等へどうぞ。随時受付を行います。

健 康 診 断 事 後 フ ォ 健康診断で 健康診断後

健康診断で、呼吸器・循環器等に何ら

ローアップ指導

なんらかの

かの指摘事項があり、現在も喫煙して

指摘事項の

いる方を中心に保健師が個別指導を行

あった方

います。

口腔衛生指導時
禁煙指導

40 歳 の
喫 煙 者

６〜１２月

口腔衛生指導時に、たばこによる血流
の悪化と歯槽膿漏等歯周病との関連を
歯科医師、歯科衛生士がアドバイスし
ます

禁煙おたすけ隊

希 望 者

随時

禁煙を希望する職員からのメール、電
話、面接による相談を職員サポート課

（禁煙相談等）

で随時受付けています。
職員サポート課

保健師専用電話
課長 白田 正夫

026‑235‑7089 内線 2194
担当保健師 北原 弘子 飯塚 利枝

資料 3‑3

職員のための

「健康とたばこ」出前講座

のお知らせ

職員の皆さん「健康とたばこ」について、考えてみませんか？
健康やたばこの害についてご説明し、健康に関心のある職員の皆様の応援メニューとしてお手
伝いを行っております。
是非、ご活用いただきますよう、お気軽に職員サポート課保健師へお声をかけてください。

【出前講座のようす】
講座の内容：たばこの有害性について、受動喫煙について、
禁煙をつづけていくためのコツ、一酸化炭素濃度測定等

平成１７年６月２２日
県立こども病院でのようす
講師：職員サポート課保健師

メンタルヘルスや生活習慣病に
ついても、御希望に応じて講座
を行います

御相談は、職員サポート課保健師まで
ＴＥＬ

０２６−２３５−７０８９（保健師専用）

県庁内線
担当保健師

２１９４
北原弘子

飯塚利枝

