１．設立時の案内文書（平成 11 年）
禁煙活動を推進する神奈川会議への入会お勧め並びに学術講演会のご案内
謹啓 中秋の候 先生方には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
ご承知の如く、喫煙が呼吸器疾患、循環器疾患、発がん等々の健康障害の明白なリスク
ファクターであるのにもかかわらず、最近、若年者の喫煙増加が顕著となりその一方では
喫煙者の約７割が禁煙を希望しながらもニコチン依存症から脱皮できずに挫折している現
況の中、厚生労働省も健康日本 21 の総論をまとめその一部に 2010 年までに成人喫煙率を
目標値 50％減少させる対策が盛り込まれております。
かねがね このような現状打破を目指し、今回会則にもあるように医療現場のみならず
広く地域における禁煙、分煙指導の実践を中心とした、効果的な禁煙指導の普及等を目的
とした研究会「禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議」を発足する運びとなりました。
大変ご多忙中のところ誠に恐縮ですが本会の主旨にご賛同いただき、是非とも正会員と
してご参加していただき、本会の事業を円滑に推進していくため、ご指導・ご助言を賜わ
りたくお願い申し上げます。第一回の研究会並びに禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議
総会を下記の如く開催したいと存じます。
敬白
記

日時：平成 11 年 11 月 5 日（金）19:00～20:50
場所：鶴屋町フォーラム 9Ｆ
1. 総会 19:00～19:30
2. 講演 19:30～20:50
学術情報：「ニコチン置換療法とニコチネル TTS について」
ノバルティスファーマ マーケティング部プロダクトマネージャー
座長：東海大学名誉教授（日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長）
演者：東京衛生病院 名誉院長
演題：「ニコチン依存と禁煙指導」
禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議 発会世話人
神奈川県内科医学会 会長
中山
横浜市民病院
呼吸器内科 部長 渡辺
テレビ神奈川
営業局 参事
北条
発足時役員（平成 11 年度）
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脩郎
古志郎
延捷

吉岡
五島
林

学
雄一郎
高春

先生
先生

２．発足時役員（平成 11 年度）
会長

五島

雄一郎

副会長
副会長
会計
監事
監事

中山
渡辺
土屋
菅野
小林

脩郎
古志郎
尚
博幸
輝明

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

相澤 好治
杤久保 修
冨田 友幸
半田 俊之介
原
正寿
田中 忠一
内藤 哲夫
藤野 忠彦
兼本 成斌
北条 延捷
鴇田 要一
守田 喜代子

東海大学 名誉教授
（日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長）
中山医院院長・神奈川県内科医学会 会長
横浜市民病院 呼吸器内科 部長
（財）神奈川県予防医学協会 理事長
神奈川県歯科医師会 副会長
聖マリアンナ医科大学薬剤部長
（日本病院薬剤師会副会長兼病院薬剤師会会長）
北里大学 公衆衛生学教授
横浜市立大学 公衆衛生学教授
北里大学 内科学 教授
東海大学 循環器内科 教授
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 助教授
神奈川県医師会 会長
横浜市医師会 会長
国立療養所神奈川病院 院長
兼本内科循環器科クリニック院長
テレビ神奈川営業局参事
神奈川新聞社 企画開発本部 本部長
神奈川県看護協会 常任理事

3．役員の変遷
資料 1

参照

4．現在の役員
資料２

参照

5．会則
資料３

参照

６．総会および講演会の開催 （講師、座長の敬称は省略します）
（第５回総会までは講演会は「指導者講習会」として開催された）
（１）第１回総会
平成 11 年 11 月 5 日（金）
鶴屋町フォーラム 9Ｆ
講演 19:30～20:50
学術情報 「ニコチン置換療法とニコチネル TTS について」
ノバルティスファーマ マーケティング部プロダクトマネージャー
講演 「ニコチン依存と禁煙指導」
講師
東京衛生病院名誉院長
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吉岡学
林高春

座長

東海大学名誉教授（日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長）五島雄一郎

（２）第２回総会
平成 12 年 10 月 13 日（金）
神奈川県予防医学協会
講演 「明日からできる、禁煙外来」
講師
ＪＲ東京総合病院 内分泌内科

部長

石井周一

（３）第３回総会
平成 13 年 11 月 22 日（木）
神奈川県総合薬事保健センター
講演 「タバコ」問題の現状と課題‐特に薬剤師に期待すること‐
講師
東海大学 名誉教授（本会・会長）五島雄一郎
座長
本会副会長 渡辺古志郎
講演 「ニコレット」服用指導講習会並びに発表後の反響
講師
武田薬品ヘルスケアカンパニー学術支援グループ GM 高井忠
（４）第４回総会
平成 14 年 11 月 21 日（木）
神奈川県看護協会会議室
講演 1 「タバコ」問題の現状と課題
－特に看護職に期待すること－
講師
東海大学 名誉教授（本会会長）五島雄一郎
座長
中山医院院長（本会副会長）中山脩郎
講演２
講師
座長

「タバコ」の真実と禁煙支援
神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健予防課 医師
原田久
神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健福祉部長（神奈川県看護協会副会長）
杉澤素子

（５）第５回総会
平成 16 年 1 月 15 日（木）
フォーラムよこはま
講演１「職場における禁煙指導の進め方」
講師
東京衛生病院名誉院長 林高春
講演 2「ニコチン置換療法と禁煙ガム使用のコツ」
講師
ファイザー（株）コンシューマ・ヘルスケア事業部
メディカル・マーケッティング部長 安達順一
講演３「新ガイドラインに基づく禁煙・分煙環境の作り方」
講師
神奈川県予防医学協会環境科学部部長 芦田敏文
【五島雄一郎会長逝去】
平成 15 年 5 月 28 日 逝去された（享年 80 歳）
【中山脩郎会長就任】
第５回総会にて中山脩郎副会長が会長に就任した
（６）第６回総会
平成 16 年 7 月 29 日（木）
松村ガーデンホール
基調講演「こうすればできる学校敷地内禁煙‐和歌山県からの報告」
講師
和歌山県田辺市立第三小学校校長 北山敏和
「神奈川県内の状況と今後の展望」
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①
②
③
④

「今年度から校舎内禁煙化をしてみて」
神奈川県教育委員会
「来年度の学校敷地内禁煙化へ向けて」
横浜市教育委員会
「今年度からの学校敷地内禁煙化をしてみて」
小田原市教育委員会
「医師（会）の立場からサポートできること」
小田原市学校保健会副会長 古藤しのぶ
座長
本会会長 中山脩郎

（７）第７回総会
平成 17 年 6 月 23 日（木）
松村ガーデンホール
基調講演「効果的な『分煙対策』⁻快適な環境づくりのために」
講師
神奈川県予防医学協会環境科学部長 芦田敏文
「神奈川県内の諸施設における禁煙、分煙の現状と問題点」
① 神奈川県の取り組みとその状況
神奈川県健康増進課
② レストランの禁煙の取り組みとその状況 （株）ハングリータイガー
③ 地域禁煙実践活動の中での現状と課題
長谷内科医院院長 長谷章
座長
本会会長 中山脩郎
（８）第８回総会
平成 18 年 5 月 28 日（日）
松村ガーデンホール
講演「最近の禁煙、分煙活動の状況‐実際の活動を通じて‐」
講師
新中川病院医師 加濃正人
講演「WALK AGAINST TOBACCO 禁煙は愛です！」
講師
マーク・ギブンス
座長（全演題）
本会会長 中山脩郎
（９）第９回総会
平静 19 年 6 月 23 日（土）
松村ガーデンホール
講演「喫煙とガン、心筋梗塞‐疫学と病態を中心に」
講師
東海大学医学部循環器内科教授
田邉晃久
座長
本会理事 長谷章
講演「職場での禁煙指導」
講師
聖マリアンナ医科大学循環器内科准教授 原正壽
座長
本会理事 加濃正人
（10）第 10 回総会
平成 20 年 6 月 7 日（土） 松村ガーデンホール
基調講演「受動喫煙問題と『神奈川県公共的施設における禁煙条例(仮称)』」
講師 産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室研究員 中田ゆり
シンポジウム「神奈川県公共的施設における禁煙条例（仮称）」について
シンポジスト
産業医科大学研究員 中田ゆり
神奈川県議会議員 関口正俊
ふじわら小児科医院院長（小児科医） 藤原芳人
大倉山内科クリニック院長（循環器専門医） 北田守
座長
本会理事 加濃正人
（11）第 11 回総会
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平成 21 年 6 月 6 日（土） 松村ガーデンホール
講演「諸外国の禁煙の取り組みと FCTC の意義」
講師
座長

東京衛生病院
本会理事

宮崎恭一
加濃正人

（12）第 12 回総会
平成 22 年 6 月 5 日（土） 松村ガーデンホール
情報提供 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」について
神奈川県たばこ対策課長 井出康夫
講演１「職場における受動喫煙防止対策」講師 北里大学医学部長 相澤好治
講演２「日本の財政再建に禁煙か、喫煙か」講師 前・衆議院議員 岩國哲人
講演３「飲食店の現場からの声」
講師 ロイヤルホールディングス株式会社 ロイヤルホスト改革
プロジェクト 改装推進部 部長 前川剛
（13）第 13 回総会
平成 23 年 6 月４日（土） 松村ガーデンホール
情報提供 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行 1 年を経過して
神奈川県保健福祉局保健医療部たばこ対策課
高校生からの報告
「高校生が考えるタバコの問題 －今、私たちにできること」
報告者
神奈川県立橋本高校生
神奈川県立橋本高校養護教諭 牧野ひとみ
講演 「タバコ病訴訟を通して、現代のタバコ問題を考える」
講師
青葉総合法律事務所弁護士 伊佐山芳郎
（14）第 14 回総会
平成 24 年 6 月 2 日（土）神奈川県総合医療会館
情報提供「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の最新の動向」
神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 山本副課長
講演１「中・小規模事業所のタバコ対策」
講師
神奈川県産業保健推進センター所長 石渡弘一
講演２「スモークフリー社会を目指して」
講師
前神奈川県知事
首都圏政策研究所代表、スモークフリージャパン代表 松沢成文
座長（全演題）
本会会長 中山脩郎
（15）第 15 回総会
平成 25 年 5 月 25 日（土）
神奈川県総合医療会館
情報提供 1「神奈川県における受動喫煙防止対策の取り組み」
神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 中島晴夫
情報提供２「神奈川県における未成年者の喫煙対策の取り組み」
神奈川県教育委員会教育局指導部保健体育課 薊秀俊
講演１「未成年者の喫煙の動向―中高生の喫煙状況全国調査より―」
講師
横浜市立大学医学部社会予防医学教室講師 神田秀幸
講演２「禁煙教育 50 万人の経験からの提言」
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講師
全国禁煙推進協議会会長
特別講演「スモークフリー社会を目指して」
講師
前神奈川県知事
首都圏政策研究所代表、スモークフリージャパン代表
座長（全演題）
本会会長

平間敬文

松沢成文
中山脩郎

（16）第 16 回総会
平成 26 年 6 月 7 日（土）
神奈川県総合医療会館
情報提供 1「神奈川県における受動喫煙防止対策の取り組み」
神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課
情報提供 2「神奈川県における未成年者の喫煙対策の取り組み」
神奈川県教育委員会教育局指導部保健体育課
講演１「横浜タバコ病訴訟について」
講師
横浜たばこ訴訟原告団 高橋是良
講演２「タバコ病を含む公害訴訟について」
講師
岡本総合法律事務所 弁護士 岡本光樹
招待講演 「受動喫煙防止法制定に向けて」
講師
参議院議員 前神奈川県知事 松沢成文
座長（全演題）
本会会長 中山脩郎
（17）第 17 回総会
平成 27 年 6 月 6 日（土）
神奈川県総合医療会館
情報提供「神奈川県における受動喫煙防止対策の取り組み」
神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 名和剛
ビデオメッセージ「受動喫煙防止対策法制定に向けて」参議院議員 松沢成文
報告「その後の横浜たばこ訴訟について」 横浜たばこ訴訟原告団 高橋是良
講演「リコーグループにおける非喫煙化対策」
講師
株式会社リコー日本統括本部総務統括センター
H&S 統括部部長 杉浦顕一
保健師 桃井彩
座長
本会会長 中山脩郎
シンポジウム「よき生活習慣を根付かせるために」
横浜市立秋葉小学校養護教諭 景山千春
相模原市立若草中学校養護教諭 上田あゆみ
県立鶴見高等学校養護教諭 福島静恵
ふじわら小児科院長 藤原芳人
指定発言 神奈川県立高等学校 PTA 連合会総務
北村桃子
座長
本会理事
小野力
（18）第 18 回総会
平成 28 年 6 月 4 日（土）
神奈川県総合医療会館
情報提供１「神奈川県における受動喫煙対策の取り組み」
神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課 橋本正彦
情報提供２「横浜タバコ裁判のその後」
横浜たばこ訴訟原告団 高橋是良
萱場健一郎法律事務所弁護士 片山律
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講演 1「タバコ対策研究会の活動とデータの収集・分析による喫煙の影響について」
講師
保険者機能を推進する会「タバコ研究会」代表 木村隆
講演２「高校生の喫煙防止教育のあり方について」
講師
神奈川県立平塚農業高校養護教諭 松山長子
特別講演「東京五輪・パラリンピック開催に向けて受動喫煙防止法の制定を」
講師
参議院議員 松沢成文
座長（全演題）
本会会長 中山脩郎
【名称変更】
第 18 回総会・理事会の議を経て「禁煙・受動喫煙防止活動を推進する神奈川会議」と名
称変更した
理由：タバコの健康被害が本人のみならず、他人への健康被害をもたらす（受動喫煙）
ということが一般市民に確実に浸透されつつある時代の流れを反映した
（19）第 19 回総会
平成 29 年 6 月 3 日（土）
神奈川県総合医療会館
情報提供 「神奈川県における受動喫煙防止対策の取り組み」
神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課 橋本正彦
講演１「受動喫煙による健康被害のエビデンス」
講師 国立がん研究センター社会と健康研究センターセンター長 津金昌一郎
座長
本会理事 長谷章
講演２「新型タバコに関する最新の知見」
講師
国立保健医療科学院生活環境研究部部長 欅田尚樹
座長
本会理事 水嶋春朔
特別講演「健康増進法改正案をめぐる国会の動き」講師 参議院議員 松沢成文
座長
本会理事 長谷章
【中沢明紀会長代行就任】
平成 29 年 4 月 29 日、中山脩郎会長が急逝された（享年 90 歳）。
第 19 回総会で中沢明紀副会長が会長代行に就任した。
（20）第 20 回総会
平成 30 年 6 月 3 日（日）
神奈川県総合医療会館
報告「第 27 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会について」
同学術総会大会長 長谷章
情報提供１「奈川県の条例と国・東京都の受動喫煙防止対策の動向」
神奈川県保健医療局保健医療部健康増進課 橋本正彦
情報提供２「「喫煙率 0％をめざす」目標を掲げ「受動喫煙のないまち」を目指すタ
バコ対策の推進」
藤沢保健所健康増進課 相原陽子
講演１「行政を動かすためのタバコ対策のノウハウ」
講師
ちょうふタバコ対策ネットワーク副代表 鈴木隆宏
座長
本懐理事 加濃正人
講演２「健康増進法改正をめぐる国会の動向」 講師 参議院議員 松沢成文
座長
本会理事 長谷章
【中沢明紀会長就任】
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第 20 回総会において中沢明紀会長代行が会長に就任した
（21）第 21 回総会
令和元年 6 月 1 日（土）
神奈川県総合医療会館
講演１「改正健康増進法と神奈川県条例改正について」
講師
神奈川県健康医療局技監兼保健医療部長 前田光哉
座長
本会会長 中沢明紀
講演２「新型タバコの本当のリスク」
講師
大阪国際がんセンターがん対策センター 田渕貴大
座長
本会常任理事 加濃正人
講演３「心血管疾患とタバコの関連について」
講師 横浜市立大学付属市民総合医療センター臨床検査部長 海老名俊明
座長
本会常任理事 水嶋春朔

７．啓発講演会（総会以外）
（１）世界禁煙デー神奈川新聞全面意見広告
平成 27 年 5 月 16 日「受動喫煙による健康障害を考えるセミナー」開催
〃
5 月 31 日神奈川新聞に意見広告掲載

８．学会等への協力
（１）第 17 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会・学術総会
平成 20 年 2 月 10 日～11 日
横浜市開港記念会館
大会長 中山脩郎（神奈川会議会長）
（２）第 27 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会
2018 年 2 月 18 日
横浜市開港記念会館
大会長 長谷章（神奈川会議理事）
（３）第 10 回日本禁煙科学会学術総会への協力
平成 27 年 11 月 7 日～8 日
神奈川総合医療会館
大会長 羽鳥裕（日本医師会常任理事）
（４）第 4 回日本小児禁煙研究会学術総会への協力
平成 26 年 3 月 9 日 ゆめおおおかオフィスタワー内ウィリング横浜
大会長 藤原芳人（医療法人ふじわら小児科）

９．卒煙塾、サポートセミナーへの協力（講師派遣）
（１）かながわ卒煙塾への協力
平成 22 年度
講師派遣 5 回 講師 10 名
平成 23 年度
講師派遣 4 回 講師 9 名
平成 24 年度
講師派遣 5 回 講師 11 名
平成 25 年度
講師派遣 3 回 講師 5 名
平成 26 年度
講師派遣 3 回
平成 27 年度
講師派遣 3 回 講師 3 名
平成 28 年度
講師派遣 3 回 講師 4 名
平成 29 年度
講師派遣 3 回 講師 3 名
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平成 30 年度

講師派遣

6回

講師 5 名

（２）かながわ卒煙サポートセミナーへの協力
平成 27 年度
講師派遣 2 回 講師 2 名
平成 28 年度
講師派遣 2 回 講師 2 名
平成 29 年度
講師派遣 1 回 講師 1 名
平成 30 年度
講師派遣 1 回 講師 1 名

１０．関連会議への参加協力
平成 13 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
3回
平成 14 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
2回
平成 15 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
3回
平成 16 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
3回
平成 17 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
3回
平成 18 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
3回
平成 19 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
4回
平成 20 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
4回
平成 21 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
4回
平成 22 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
７回
平成 23 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
12 回
平成 24 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
12 回
（※上記は禁煙・分煙推進部会を含む）
第 373 回日本産婦人科学会 神奈川地方部会「教育講演」
神奈川県内科医学会「禁煙指導マニュアル」作成の協力
平成 25 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議等
12 回
平成 26 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議・健康横浜 21 推進会議
平成 27 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議・健康横浜 21 推進会議
平成 28 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議・健康横浜 21 推進会議
平成 29 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議・健康横浜 21 推進会議
平成 30 年度
かながわ健康プラン 21 推進会議・健康横浜 21 推進会議

3回
2回
2回
2回
5回

１１．要望書、陳情書、提言書の提出
平成 16 年度

平成 17 年度
平成 19 年度
平成 20 年度

(1)神奈川県教育委員会 4 月 20 日
「学校敷地内禁煙化への要望」
(2)横浜市教育委員会
4 月 23 日
「学校敷地内禁煙化への要望」
(3)財務省理財局総務課たばこ煙事業室・パブリックコメント 8 月 13 日
「タバコ自動販売機の撤廃を求めて要望」
(1)川崎市路上喫煙の防止に関する条約への意見具申
7 月 31 日
(2)中田宏横浜市長とのカレーランチミーティング
11 月 21 日
(1)禁煙、分煙に関する要望書を松沢県知事に提出し、懇談
9月4日
(1)松沢成文・神奈川県知事
12 月 15 日
神奈川県の公共的施設における受動喫煙防止条例制定へ向けて
(2)神奈川県保健福祉部健康増進課
1 月 14 日
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神奈川県の公共的施設における受動喫煙防止条例制定へ向けてのサポ
ート
(3)神奈川県教育委員会
2 月 16 日
本会として、PTA、学校等への出前講座を実施する件について
(4)神奈川県議会
2 月 26 日
神奈川小児科医会として「神奈川県の公共的施設における受動喫煙防止
条例」の制定を要望する陳情書作成提出
平成 21 年度
(1)神奈川県高等学校 PTA 協議会 役員会
本会として、PTA、学校等への出前講座を実施する件
(2)神奈川県保健福祉部健康増進課たばこ対策室
神奈川県の公共的施設における受動喫煙防止条例の施行に当たり、
全県的な取り組みへの意見交換ならびに未成年者・県立高校への
喫煙防止教育へ向けてのサポートについて
(3)神奈川新聞社
神奈川新聞社の禁煙啓発の取り組みについて
(4)神奈川県保健福祉事務所等所長会代表ならびに神奈川県たばこ対策室
学校、特に保健福祉事務所長が行っている県立高校での喫煙防止教
育等についての意見交換を行い、神奈川県内におけるたばこ対策の
推進、さらには本年４月から施行される「神奈川県公共的施設にお
ける受動喫煙防止条例」の推進について
平成 22 年度 (１)横浜市薬剤師会 4 月 2 日
禁煙指導の必要性と研修会への講師派遣の提言
(２)神奈川県知事
7 月 10 日
無煙タバコの喫煙禁止区域での使用禁止提言
(３)神奈川県教育長 12 月 20 日
青少年の喫煙防止への提言
(４)神奈川県知事
1 月 17 日
医療系教育機関への入学資格を非喫煙者にする提言
(５)神奈川県医師会長
2 月 23 日
学校医の児童・生徒・学生への受動喫煙防止の教育提言
(６)神奈川新聞社 ３月１６日
タバコ問題の報道への提言
平成２３年度 (１)兵庫県
１２月８日
受動喫煙防止条例への意見書
(２)相模原市
１月１０日
路上喫煙防止条例についての意見書
平成２５年度 (１)神奈川県受動喫煙防止条約見直しへの提言 6 月 26 日
黒岩祐治知事と面会し提言書提出
(２)吉村美栄子山形県知事
26 年 3 月１7 日
山形県受動喫煙防止条例制定への支援文書提出
平成２６年度 (１)高橋幹夫・美唄市長、内馬場克康・美唄市議会長宛て 27 年 3 月 13 日
受動喫煙防止条例の早期制定を求める要望書
平成 27 年度 （１）黒岩祐治神奈川県知事あて
平成 27 年 10 月 6 日
神奈川県における「未病を治すかながわ宣言」の取り組みに「喫煙
対策」を追加することを要望
平成 28 年度 （１）「県条例見直し検討会」意見陳述書提出 平成 28 年 9 月 13 日
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〃
意見陳述 9 月 21 日
（２）横浜地方裁判所「喫煙室」に対する申し入れ
9 月 16 日
〃
〃
撤去の要望
10 月 28 日
（３）厚生労働大臣
富士経済による「『受動喫煙防止策（たたき台）』施行による外食
産業への影響を調査」プレスリリーズに関する日本禁煙推進医師歯
科医師連盟と日本禁煙学会の共同声明共同団体 平成 29 年 3 月 7 日

１２．イベントへの参加
平成 13 年度
平成 14 年度
平成 15 年度

平成 16 年度
平成 17 年度

平成 18 年度
平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度
平成 22 年度

平成 23 年度
平成 24 年度

平成 25 年度

すこやかかながわ 1 万人健康ウォーク
すこやかかながわ 1 万人健康ウォーク
すこやかかながわ 1 万人健康ウォーク
薬と健康 すこやかフェア
NPO 健康フェア
すこやかかながわ 1 万人健康ウォーク
タバコ規制枠組条約発効記念行事
すこやかかながわ 1 万人健康ウォーク
タバコ規制枠組条約（FCTC）推進国民会議発式
上大岡駅前禁煙キャンペーン（横浜市港南区）
すこやかかながわ１万人健康ウォーク
上永谷駅前キャンペーン（食中毒予防キャンペーンと併設）
港南台駅前禁煙キャンペーン
横浜ライフデザインフェア 2007
すこやかかながわ１万人健康ウォーク
上永谷駅前「禁煙キャンペーン」
リレー・フォー・ライフ
横浜ライフデザインフェア 2008
横浜市港南区役所 健康フェスティバル
すこやかかながわ１万人健康ウォーク
港南台駅前「禁煙キャンペーン」
すこやかかながわ１万人健康ウォーク
港南、禁煙分煙をすすめる会
カミオ商店街「禁煙キャンペーン」
かながわ健康づくり記念フェア
上永谷駅前 「禁煙キャンペーン」
港南 禁煙分煙をすすめる会
港南区 世界禁煙デー・イベント
上永谷駅前 禁煙キャンペーン
港南区健康づくり月間
こうなん子どものゆめワールド
第 5 回わかりやすい市民のための健康塾公開講座
港南 禁煙分煙をすすめる会
港南区 世界禁煙デー・イベント
上永谷駅前 禁煙キャンペーン
港南区健康づくり月間
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平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

こうなん子どものゆめワールド
健康チャレンジフェアかながわ 11 月 23 日 クイーンズスクウェア
港南区 世界禁煙デー・イベント
World No-Tobacco Day(世界禁煙デー)記念イベント 2014 参加
6 月 1 日 澁谷区文化総合センター
上永谷駅 禁煙キャンペーン
港南区健康フェア
日吉記念フェスタ 2014「日吉駅前禁煙プロジェクト」
港南子どものゆめワールド
港南区がん講演会「肺がん～早期発見と最新治療～」協力
健康チャレンジフェアかながわ 11 月 29 日 クイーンズスクウェア
市民公開講座「超高齢化社会を元気に生き抜こう」への協力 港南公会堂
港南区 世界禁煙デー・イベント
World No-Tobacco Day(世界禁煙デー)記念イベント 2015 参加
5 月 30 日 国立オリンピック記念青少年総合センター
港南台駅前 禁煙キャンペーン
港南区健康フェア
日吉記念フェスタ 2015「日吉駅前禁煙プロジェクト」
こうなん子どものゆめワールド
港南区ボランティアフェスティバル
健康チャレンジフェアかながわ 11 月 28 日 クイーンズスクウェア
港南区 世界禁煙デー・イベント
World No-Tobacco Day(世界禁煙デー)記念イベント 2016 参加
5 月 30 日 国立オリンピック記念青少年総合センター
上大岡駅前 禁煙キャンペーン
日吉記念フェスタ 2016「日吉駅前禁煙プロジェクト」
港南区ひまわり健康フェア
こうなん子どものゆめワールド
港南区ボランティアフェスティバル
健康チャレンジフェアかながわ 11 月 27 日 クイーンズスクウェア
スモークフリーキャラバン inTOKYO
港南区 世界禁煙デー・イベント 2 回
こうなん子どものゆめワールド
港南区ボランティアフェスティバル
健康チャレンジフェアかながわ 11 月 25 日 クイーンズスクウェア
健康チャレンジフェアかながわ 2018 12 月 1 日 クイーンズスクウェア

１６．その他の事業
平成２３年度

平成２４年度

(１)喫煙生徒に対する神奈川県教育委員会との連携・協力
(２)神奈川県たばこ対策課へのかながわ卒煙サポートネットワークへの
協力
10 月 29 日
(３)全国の自治体への啓発活動を展開するスモークフリーキャラバンへ
の協力
9 月 17 日（激励会）
(１)喫煙生徒に対する神奈川県教育委員会との連携・協力
11 月 19 日より 4 回
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(２)神奈川県がん対策課へのかながわ卒煙サポートセミナーへの協力
2月7日
(３)全国の自治体への啓発活動を展開するスモークフリーキャラバンへ
の協力
(４)大学医学部学生との懇話会を開催し、青少年の禁煙、防煙意識の向上
を図った
(５)全国禁煙アドバイザー育成講座 in 神奈川への協力
9 月 30 日
平成２５年度 (１)喫煙生徒に対する神奈川県教育委員会との連携・協力
毎月 2 回（木曜日）
(２)神奈川県がん対策課へのかながわ卒煙サポートセミナーへの協力
12 月 18 日、26 年 1 月 22 日、2 月 20 日 講師 4 名協力
(３)全国の自治体への啓発活動を展開するスモークフリーキャラバンへ
の協力
(４)神奈川県内医科系大学生との懇話会を開催し、青少年の禁煙、防煙意
識の向上を図った
横浜市立大学、聖マリアンナ医科大学
(５)参議院議員 松沢成文氏 講演会
9 月 16 日
60 名
（６）第 151 回全国禁煙アドバイザー育成講習会 in 神奈川への協力
12 月 1 日
（７）第４回日本小児禁煙研究会学術集会への協力
26 年 3 月 9 日
平成２６年度 (１)喫煙生徒に対する神奈川県教育委員会との連携・協力
毎月 2 回
(２)神奈川県がん対策課へのかながわ卒煙サポートセミナーへの協力
6 月 11 日、10 月 30 日 講師 2 名協力
(３)全国の自治体への啓発活動を展開するスモークフリーキャラバンへ
の協力
(４)禁煙推進学生懇談会（神奈川県内医科系大学生との懇談会）
横浜市立大学、聖マリアンナ医科大学
平成 27 年度（１）喫煙生徒に対する神奈川県教育委員会との連携・協力
（２）禁煙推進学生懇談会
横浜市大医学部、聖マリアンナ医科大学大学生との懇談会
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