
平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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 No-Tobacco展

禁煙週間実行委員会
北海道

札幌市 北海道本庁舎１
階道政広報コーナー
特設展示場A

平成27年6月
1日～3日

北海道保健福祉部健康安
全局地域保健課
がん対策・健康づくりグルー
プ
℡ 011-204-5117

5月31日の「禁煙デー」及
び5月31日～6月6日の「禁
煙週間」にあわせて、た
ばこや受動喫煙に対する
正しい知識の普及啓発を
図る。

北海道保健福祉部健康安
全局地域保健課
がん対策・健康づくりグルー
プ
℡ 011-204-5117

2

禁煙週間パネル展 渡島総合振興局保健
環境部保健行政室

渡島合同庁舎 ５月25日～
29日

yanagihara.satomi
@pref.hokkaido.lg.jp

保健環境部保健行政室健
康推進課健康増進係
Teｌ 0138-47-9542

来庁者全般を対象に、喫
煙と健康に関するパネル
12枚を展示。

保健環境部保健行政室健
康推進課健康増進係
Teｌ 0138-47-9542

3

ポスター・パンフレット
等による普及啓発活
動

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室

渡島合同庁舎 ５月中旬から yanagihara.satomi
@pref.hokkaido.lg.jp

保健環境部保健行政室健
康推進課健康増進係
Teｌ 0138-47-9542

世界禁煙デー及び禁煙週
間の周知。たばこと健康
に関する普及啓発。

保健環境部保健行政室健
康推進課健康増進係
Teｌ 0138-47-9542

4

ポスタ－の掲示 北斗市 市内各公共機関 5/1から掲示 kakizaki_yukiko@cit
y.hokuto.hokkaido.j
p

北斗市民生部保健福祉課
0138-73-3111

市民全般 北斗市役所民生部保健福
祉課

5

「禁煙週間」で禁煙に
チャレンジしませんか

木古内町 木古内町保健福祉課
保健推進グループ
℡ ０１３９２－２－２１２２

町広報６月号に禁煙週間
の記事掲載

木古内町保健福祉課
保健推進グループ
℡ ０１３９２－２－２１２２

6

本週間用ポスターの
配布及び掲示

森町、
森町健康づくりプロ
ジェクト委員会

森町保健センター
役場（本所、支所）
砂原商工会

５月７日～
６月６日

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

町民への世界禁煙週間の
PRと禁煙についての普及
啓発

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

北海道

4．日時
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7

たばこと健康に関す
るリーフレットの配布

森町、
森町健康づくりプロ
ジェクト委員会

森町保健センター
役場（本所、支所）
森商工会議所
砂原商工会議所

５月７日～
６月６日

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

たばこと健康に関する
リーフレットを窓口など
に置くことにより、町民
が自由に閲覧し、知識の
普及に努め、禁煙を考え
るきっかけとなるように
する。

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

8

たばこと健康に関す
るちらしの配布、掲示

森町、
森町健康づくりプロ
ジェクト委員会

町内水産業者、農業協
同組合（ＪＡ）、漁業協同
組合など

５月２５日～
６月６日

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

たばこと健康に関するち
らしを配布し、掲示する
ことにより、町健康づく
りプロジェクト委員会に
属する水産業者、農業協
同組合、漁業協同組合な
どの職員に知識の普及と
禁煙を考えるきっかけと
なるようにする。

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

9

役場内ポータルサイト
へ禁煙週間の周知
文、たばこと健康に関
するちらしの掲載

森町、
森町健康づくりプロ
ジェクト委員会

役場内ポータルサイト ５月２５日～
６月６日

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

役場職員へ禁煙週間の周
知とたばこと健康に関す
る知識を役場内ポータル
サイトに掲載することに
より、禁煙を考えるきっ
かけとなるようにする。

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

10

妊婦への受動喫煙に
関するリーフレットの
配布

森町 森町保健センター ４月１日～３
月３１日（土、
日曜日、祝
日除く）

８時３０分～
１７時１５分

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

妊娠届け出時に受動喫煙
に関するリーフレットを
配布し、妊婦とその家族
へたばこの害について考
え、禁煙につなげる。

森町保健センター（森町保
健福祉課健康増進係）
０１３７４－３－２３１１

11

ポスター掲示 八雲町 ①シルバープラザ
②熊石総合支所

５/３１～６/６ ポスター掲示 ①シルバープラザ保健福祉
課健康推進係
（0137）64-2111
②熊石総合支所住民サー
ビス課保健福祉係
（01398）2-3111
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12

所内ロビー展 江別保健所 所内ロビー 5月31日～6
月6日

8:45～17:30 江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

対象：地域住民
内容：たばこ対策に関す
る各種普及啓発用の冊
子、リープレットの集約
展示及び配布による喫煙
の危険性及び禁煙の重要
性等についての普及啓発

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

13

禁煙外来実施医療機
関一覧の公表

江別保健所 当所ホームページ 5月31日～通
年

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

対象：地域住民
内容：ホームページに管
内禁煙外来実施医療機関
の最新情報を掲載し、禁
煙を希望する住民を支援
する。

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

14

禁煙イベント 江別保健所 江別保健所 6月1日・2日 13:00～17:00 江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

対象：地域住民
内容：スモーカーライ
ザー（呼気中一酸化炭素
濃度測定器）測定体験、
禁煙相談

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

15

女性の喫煙率低下支
援事業

江別保健所 各対象施設 5月31日～通
年

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111

対象：保育所（35）及び
高校（8)・大学(7)
内容：女性の喫煙率低下
ため、管内保育施設、高
校、大学へ「すいたくな
いボウヤ」（受動喫煙防
止）ポスター及び冊子を
配布し、入所児保護者、
学生等に向け喫煙防止の
PRを実施する。

江別保健所健康推進課保
健予防係
011-383-2111
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16

妊婦の禁煙に対する
取組

江別市保健センター 江別市保健センター 平成２７年６
月１日～

なし 江別市保健センター
０１１－３８５－５２５２
母子手帳交付担当

妊婦の喫煙者に対して、
喫煙の害と禁煙を勧める
媒体を作成。
妊娠届出をした喫煙妊婦
全員に対し、面接または
個別通知をし、妊産婦期
の禁煙をすすめる。

江別市保健センター
０１１－３８５－５２５２
母子手帳交付担当

17

禁煙パネル展 石狩市保健推進課 石狩市民図書館
（石狩市花川北７－１）

平成２７年５
月２９日～６
月５日（６月１
日は定休日）

石狩市保健推進課
（0133）72-3124

禁煙に関するパネル展の
開催。リーフレット等の
配布。

石狩市保健推進課
（0133）72-3124

18

広報での周知 石狩市保健推進課 広報いしかり６月号 石狩市保健推進課
（0133）72-3125

世界禁煙デー及び禁煙週
間の周知。
喫煙による健康被害の周
知。
当市主催、禁煙パネル展
の周知。

石狩市保健推進課
（0133）72-3124

19

禁煙週間に関するポ
スターの掲示

当別町福祉部福祉課
保健サービス係

当別町役場・当別町総
合保健福祉センターゆと
ろ

平成２７年５
月３１日～６
月６日

当別町福祉部福祉課保健
サービス係
0133-23-2346

禁煙週間に関するポス
ターを役場・保健セン
ターへ掲示し、周知す
る。

当別町福祉部福祉課保健
サービス係
0133-23-2346

20

禁煙パネル展 千歳保健所 千歳保健所ロビー 5月29日～
6月8日

8:45～17:30 千歳保健所健康推進課
℡ 0123-23-3175

たばこの害、受動喫煙に
関するパネル、ポスター
の展示、禁煙啓発ティッ
シュの配布

千歳保健所健康推進課
℡ 0123-23-3175

21

啓発媒体の配布 千歳保健所 地域職域千歳部会構成
機関窓口

5月29日～
6月8日

千歳保健所健康推進課
℡ 0123-23-3175

COPD普及啓発ポスター及
びリーフレットの配布

千歳保健所健康推進課
℡ 0123-23-3175
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22

世界禁煙デー啓発の
パネル展

千歳市健康指導課健
康企画係

千歳市総合保健セン
ター

５月31日～６
月６日

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

保健センターロビーに
て、たばこの害や禁煙外
来の治療・保険適用対象
者や禁煙グッズについて
パネル展示。COPDについ
てのリーフレットも配
布。

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

23

たばこの健康影響に
ついてのリーフレット
配布

千歳市健康指導課健
康企画係

千歳市総合保健セン
ター

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

禁煙週間に、４か月児健
診対象児の保護者と、健
康教育受講者に、たばこ
の健康影響のリーフレッ
トを配布。

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

24

市内認定こども園・認
可保育所に通所する
乳幼児の保護者に世
界禁煙ダーの周知啓
発のリーフレット配布

千歳市健康指導課健
康企画係

市内認定こども園７か
所、９か所

５月２９日配
布予定

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

市内認定こども園・認可
保育所に通所する乳幼児
の保護者を対象に、受動
喫煙の害・禁煙による健
康への効果などの内容の
リーフレットを作成し、
約1,000枚配布。

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

25

集団健診時の啓発や
禁煙相談、禁煙指導

千歳市健康指導課健
康企画係

千歳市総合保健セン
ター

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

特定健診受診者のうち、
希望者にチェック表によ
るCOPDのリスクチェック
や、肺チェッカーを使用
した肺年齢測定を実施。
また、たばこの害やCOPD
についての説明や、禁煙
相談・禁煙指導を実施。

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

26

世界禁煙デーのホー
ムページでの啓発

千歳市健康指導課健
康企画係

千歳市総合保健セン
ター

５月25日頃
～６月６日予
定

http://www.city.ch
itose.hokkaido.jp/i
ndex.cfm/95,6810
4,166,872,html

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768

世界禁煙デーについて、
ホームページ上で啓発。
常設のホームページ（た
ばこと生活習慣病の関連
について）に併設。

千歳市健康指導課健康企
画係
℡0123-24-0768
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27

公共の場・職員等に
おける受動喫煙防止
のための禁煙ポス
ターの掲示

恵庭市保健福祉部保
健課（恵庭市保健セ
ンター）

保健センター
市役所・支所3箇所
図書館
体育館3箇所
地区会館14箇所
憩いの家7箇所

5月31日禁煙
週間前後～

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

各施設にポスターを掲示
し、たばこの健康影響に
ついての知識普及を行う

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

28

妊婦及び母親への喫
煙防止教育

恵庭市保健福祉部保
健課（恵庭市保健セ
ンター）

保健センター 母子健康手
帳交付時

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

母子健康手帳交付や妊婦
教室、乳幼児健診時に受
動喫煙や禁煙などについ
て助言･相談対応を行う

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

29

市のホームページに
禁煙情報を掲載

恵庭市保健福祉部保
健課（恵庭市保健セ
ンター）

http://www.city.en
iwa.hokkaido.jp/ww
w/contents/13986
57847713/index.ht
ml

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

市のホームページに禁煙
に関わる情報を掲載し、
知識の普及を行う

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

30

市内禁煙治療実施医
療機関情報の周知

恵庭市保健福祉部保
健課（恵庭市保健セ
ンター）

保健センター http://enwmcms0
1.eniwa-
citydom.city.eniwa.
hokkaido.jp/www/
contents/1398657
847713/files/kinne
nntiryou.pdf

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

市ホームページへの掲
載、保健センター内に掲
示し、禁煙支援を行う

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

31

未成年者の喫煙防止
対策のための健康教
育

恵庭市保健福祉部保
健課（恵庭市保健セ
ンター）

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

市内高校一年生の保健体
育の授業に出前講座で健
康教育を行い、たばこの
健康影響について知識普
及を行う。

恵庭市保健福祉部保健課
（恵庭市保健センター）
℡ 0123-37-4121

32

ポスター掲示 北広島市 市役所庁舎内 5月7日～ 北広島市保健福祉部健康
推進課
保健指導担当
℡ 011-372-3311

来庁者へ禁煙の必要性等
について周知する。
・禁煙外来
・受動喫煙防止
・SIDSの予防
・世界禁煙デー

北広島市保健福祉部健康
推進課
保健指導担当
℡ 011-372-3311
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33

禁煙週間パネル展 倶知安保健所 北海道後志総合振興局
道民ホール

5月29日（金）
～6月5日
（金）

終日 なし 倶知安保健所健康推進課
健康増進係

パネル・ポスター等の展
示
喫煙関係リーフレットの
配布

0136-23-1592（係直通）

34

元気プラザだより６月
号

古平町役場 5月２２日発
行

www.town.furubira.l
g.jp/

古平町役場保健福祉課健
康推進係

保健福祉課で毎月発行し
ている『元気プラザだよ
り』６月号に禁煙デー・
禁煙週間に関する記事を
掲載。また同時に古平町
ホームページに更新。

古平町役場保健福祉課健
康推進係

35

住民セット健診 古平町役場 文化会館・漁港会館 ｈ27/5/17～
5/18

AM6：00～
11：00

古平町役場保健福祉課健
康推進係

健診会場内に『喫煙と健
康』ハードパネルを展
示。

古平町役場保健福祉課健
康推進係

36

住民セット健診結果
説明会

古平町役場 文化会館・漁港会館 ｈ27/6/17～
6/18.

AM9:00～
PM17：00

古平町役場保健福祉課健
康推進係

健診会場内に『喫煙と健
康』ハードパネルを展
示。

古平町役場保健福祉課健
康推進係

37

普及啓発
たばこと健康のホー
ムページ

岩内保健所 4月7日 http://www.shiribe
shi.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/ith/tabaco.h
tm

健康推進課主査(保健予防)
0135-62-1537

・たばこの害についての
知識の普及
・たばこに関する岩内保
健所の取組紹介
・世界禁煙デーについて
・たばこに関すリンク

健康推進課主査(保健予防)
0135-62-1537

38

普及啓発
世界禁煙デー･禁煙
週間のホームページ
掲載

岩内保健所 4月7日 http://www.shiribe
shi.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/ith/sekaikin
enday.htm

健康推進課主査(保健予防)
0135-62-1537

・世界禁煙デーについて
・たばこに関すリンク

健康推進課主査(保健予防)
0135-62-1537
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39

禁煙ポスターの掲示
（庁舎内）

岩内町 保健福祉課
健康推進担当

庁舎内 H27.5 岩内町民生部保健福祉課
健康増進担当
℡ 0135-67-7086

ポスターの掲示 岩内町民生部保健福祉課
健康増進担当
℡ 0135-67-7086

40

ポスター掲示 共和町 役場庁舎 H27.5.3～
H27.6.6

共和町住民福祉課
健康増進係
℡ 0135-73-2011

禁煙習慣・世界禁煙デー
のポスターを役場庁舎内
に掲示

共和町住民福祉課
健康増進係
℡ 0135-73-2011

41

禁煙ポスターの掲示 神恵内村 役場
神恵内村漁村センター

５月１日～ なし 神恵内村役場
ＴＥＬ（０１３５）７６－５０１１

全村民対象

村民に対する禁煙啓発

神恵内村役場
ＴＥＬ（０１３５）７６－５０１１

42

普及啓発 役場庁舎内ポスター掲示 北海道 泊村
担当課：総務部住民福祉課
健康づくり係
ＴＥＬ：０１４５－７５－２１３４

43

普及啓発 泊村住民福祉課健康
づくり係

保健センターだより記事
掲載(全戸配布）

北海道 泊村
担当課：総務部住民福祉課
健康づくり係
ＴＥＬ：０１４５－７５－２１３４

44

広報メロディ掲載 美唄市 広報 5月1日 美唄市保健センター たばこと受動喫煙につい
て

０１２６－６２－１１７３
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45

保健推進員研修会 美唄市保健推進員協
議会

保健センター 4月15日 １４：００～１
５：００

美唄市保健センター たばこと受動喫煙につい
て

０１２６－６２－１１７３

46

禁煙教育 美唄市 依頼のある小中学校 未定 美唄市保健センター たばこの影響 ０１２６－６２－１１７３

47

受動喫煙防止対策に
関する検討委員会

美唄市 保健センター 未定 美唄市保健センター 受動喫煙防止対策条例制
定について

０１２６－６２－１１７３

48

健康教育 美唄市 依頼のある町内会・老人
クラブなど

未定 美唄市保健センター 受動喫煙防止について ０１２６－６２－１１７３

49

広報掲載 由仁町 6月号 由仁町保健福祉課保健予
防担当
℡ 0123-83-4750

全町民対象、広報掲載に
よる、正しい知識の普及

由仁町保健福祉課保健予
防担当
℡ 0123-83-4750

50

禁煙週間のポスター
展示等

空知総合振興局保健
環境部滝川地域保健
室（滝川保健所）

空知総合振興局保健環
境部滝川地域保健室
（滝川保健所）玄関ロ
ビー

５月２９日
（金）～６月５
日（金）

空知総合振興局保健環境
部滝川地域保健室（滝川保
健所）
電話：０１２５－２４－６２０１

・対象：一般住民
・内容等：健康とタバコ
に関するポスター展示、
リーフレット配布等

空知総合振興局保健環境
部滝川地域保健室（滝川保
健所）
電話：０１２５－２４－６２０１
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51

無煙キャラバン 滝川市健康づくり課
（滝川保健所も参加）

滝川市保健センター～
市街

６月６日（土） 空知総合振興局保健環境
部滝川地域保健室（滝川保
健所）
電話：０１２５－２４－６２０１
（主催者は、滝川市健康づく
り課）

受動喫煙防止のための街
頭啓発（ちらし、ポケッ
トティッシュ配付）

空知総合振興局保健環境
部滝川地域保健室（滝川保
健所）
電話：０１２５－２４－６２０１

52

広報誌による普及啓
発

芦別市 芦別市健康推進課健康推
進係 ０１２４－２２－２１１１

市広報誌６月号に、禁煙
週間のテーマを活用し、
「禁煙週間」の周知

芦別市健康推進課健康推
進係 ０１２４－２２－２１１１

53

ポスター掲示 芦別市 芦別市健康推進課健康推
進係 ０１２４－２２－２１１１

市役所、福祉センターな
どの１０カ所に禁煙ポス
ターの掲示

芦別市健康推進課健康推
進係 ０１２４－２２－２１１１

54

春の集団検診（特定
健診・胃がん・肺が
ん・大腸がん検診）で
の啓発

赤平市 ・北海道 赤平市 東公
民館（6/4）
・北海道 赤平市 ふれ
あいホール（6/5～6/7）

6/4（木）～
6/7（日）

6：00～9：00 北海道 赤平市 介護健康
推進課 健康づくり推進係
℡0125-32-5665

・集団検診受診者に対
し、ポスター掲示・パン
フレット配布し、タバコ
と健康に関する知識の普
及。

北海道 赤平市 介護健康
推進課 健康づくり推進係
℡0125-32-5665

55

ラジオ放送による広
報活動

赤平市
（ＦＭ Ｇ’Ｓｋｙ は株
式会社エフエムなか
そらちによるコミュニ
ティ放送局であるが、
保健師のコーナーは
市保健師が担当）

周波数

77.9 MHz/20 W

6/6（土） 18：00～19：
00

北海道 赤平市 介護健康
推進課 健康づくり推進係
℡0125-32-5665

FM G'Sky（滝川市を中心に
放送している地域密着型コ
ミュニティFM）の中の「ビバ
そらの輪・保健師コーナー」
にて禁煙週間のＰＲと啓
発。

北海道 赤平市 介護健康
推進課 健康づくり推進係
℡0125-32-5665

56

市役所・図書館展示 滝川市健康づくり課 市役所１階ロビー ・ 図
書館

6月2日～6月
12日（ロ
ビー） 6
月12日～約
1ヶ月（図書
館）

8:30～17:15 滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256

受動喫煙防止啓発のため
の展示

滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256
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57

むし歯予防デー 滝川市健康づくり課 滝川市保健センター 6月6日 10:00～15:00 http://city.takikaw
a.hokkaido.jp/

滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256

受動喫煙防止啓発のため
のパネル展示

滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256

58

無煙キャラバン 滝川市健康づくり課 滝川市保健センター～
市街

6月6日 10:00～12:00 滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256

市立高等看護学院学生に
よる受動喫煙防止のため
の街頭啓発（ちらし、ポ
ケットティッシュ配布）

滝川市明神町1丁目5番32
号
0125―24―5256

59

広報誌による普及啓
発

奈井江町 5月広報 奈井江町保健センター 広報誌に、タバコの害や
禁煙のメリットなどを掲
載し、住民へ普及啓発を
行う

奈井江町保健センター
TEL：0120-65-2131

60

ポスター掲示による
普及啓発

奈井江町
奈井江町健康づくり
応援団

奈井江町内の公共施設 5月～6月 奈井江町保健センター 町内の公共施設へ、タバ
コをテーマとしたポス
ターを掲示。
健康作り団体で作成した
禁煙推進ポスターの掲
示。

奈井江町保健センター
TEL：0120-65-2131

61

禁煙週間 上砂川町 町民センター ５月１８日～
６月６日

終日 上砂川町役場福祉課保健
予防係

災害時対応型自動販売機
の電光掲示板に、禁煙用
語の掲載

上砂川町役場福祉課保健
予防係 62-2011

62

「おいしい空気の施
設」の届出推進

深川保健所 深川保健所 随時 健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

医療機関、歯科医院、薬
局等に対し、禁煙ポス
ターの配布と併せ「おい
しい空気の施設」届出の
働きかけを実施

健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421
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63

禁煙相談 深川保健所 深川保健所 毎月第３木
曜日

健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

たばこをやめたい方への
禁煙相談を実施

健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

64

管内の医療機関、歯
科医院、薬局等のた
ばこに関する相談・支
援状況の情報提供

深川保健所 深川保健所 通年 健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

医療機関、歯科医院、薬
局等のたばこに関する相
談・支援状況をホーム
ページに掲載

健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

65

たばこの健康影響に
ついての知識の普及

深川保健所 深川保健所 通年 健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

所内にポスターや啓発媒
体（タール）を展示した
ばこに関する情報を保健
所ホームページに掲載

健康推進課健康増進係
TEL:0164-22-1421

66

たばこの健康影響に
ついての知識の普及
啓発

深川市 ・健康福祉センター「デ・
アイ」

通年 健康福祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609

・禁煙週間に合わせて、
役所内や市民の目に付く
玄関などに喫煙の害や受
動喫煙の危険性などにつ
いてのポスター掲示。

深川市市民福祉部健康福
祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609

67

思春期講座「ダメダメ
たばこ教室」

深川市 希望のあった市内小学
校

通年（希望日
に実施）

健康福祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609

・小学校６年生を対象に
市内小学校に「ダメダメ
たばこ教室」として喫煙
防止のための講話を案内
し、希望のあった小学校
へ保健師が出向き健康教
育を実施。生徒の親宛の
パンフレット等も配布
し、喫煙による健康への
影響を説明。

深川市市民福祉部健康福
祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609
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68

禁煙相談 深川市 ・健康福祉センター「デ・
アイ」

通年 健康福祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609

・保健師が禁煙希望者の
相談窓口となり、市内禁
煙外来の紹介や禁煙指導
を実施。

深川市市民福祉部健康福
祉課健康推進係
TEL:0164-26-2609

69

禁煙ポスター掲示 沼田町 ・沼田町健康福祉総合
センター ふれあい
・沼田町役場庁舎

5/31～6/6 沼田町役場保健福祉課健
康グループ

・禁煙ポスターの掲示 沼田町役場保健福祉課健
康グループ
0164-35-2120

70

母子手帳交付時面接 沼田町 ・沼田町健康福祉総合
センター ふれあい

随時 http://www.town.n
umata.hokkaido.jp/
section/hoken/ujj
7s30000000s75.ht
ml

沼田町役場保健福祉課健
康グループ

・妊娠時の喫煙による胎
児・出産への影響の周
知・指導
・配偶者が喫煙者の場
合、パンフレット配布し
受動喫煙の防止について
の指導

沼田町役場保健福祉課健
康グループ
0164-35-2120

71

健康相談 沼田町 ・沼田町健康福祉総合
センター ふれあい

随時 http://www.town.n
umata.hokkaido.jp/
section/hoken/ujj
7s30000000vh4.ht
ml

沼田町役場保健福祉課健
康グループ

・喫煙による健康被害の
周知
・禁煙外来窓口の紹介

沼田町役場保健福祉課健
康グループ
0164-35-2120

72

公共施設の禁煙 沼田町 ・町内小・中学校
・町内公共施設

常時 http://www.town.n
umata.hokkaido.jp/
section/hoken/ujj
7s30000000vh4.ht
ml

沼田町役場保健福祉課健
康グループ

・喫煙は指定の場所のみ 沼田町役場保健福祉課健
康グループ
0164-35-2120

73

禁煙デーについての
ポスター掲載並びに
パネル展

室蘭広域センタービル 平成27年５
月31日から６
月６日まで

北海道室蘭保健所
TEL:0143-24-9844

本週間用ポスタ－の配布
及び掲示

北海道室蘭保健所
TEL:0143-24-9844



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

74

禁煙デーについての
ポスター掲載

室蘭市保健センター 平成27年５
月31日から６
月６日まで

室蘭市保健福祉部健康推
進課健康増進係
℡ 0143-45-6610

本週間用ポスタ－の配布
及び掲示

室蘭市保健福祉部健康推
進課健康増進係
℡ 0143-45-6610

75

禁煙デーについての
ポスター掲載

登別市保健福祉部健
康推進グル－プ

①登別市役所
②市民会館
③総合福祉センター

平成27年５
月31日から６
月６日まで

登別市保健福祉部健康推
進グループ
成人保健担当
℡ 0143-85-0100

本週間用ポスタ－の配布
及び掲示

登別市保健福祉部健康推
進グループ
成人保健担当
℡ 0143-85-0100

76

ポスター掲示 伊達市保健センタ－ 伊達市保健センター 平成27年５
月31日から６
月６日まで

なし 伊達市保健センタ－
健康増進係
TEL:0142-23-3331

保健センタ－にて禁煙週
間のポスタ－を掲示す
る。

伊達市保健センタ－
健康増進係
TEL:0142-23-3331

77

広報掲載 伊達市
（企画課広報広聴係）

６月 なし 伊達市企画課広報広聴係
TEL:0142-23-3331

広報紙の「すこやか」ペ
－ジにて、禁煙の勧めと
肺年齢のわかるハイ
チェッカ－の紹介。

伊達市保健センタ－
健康増進係
TEL:0142-23-3331

78

ポスター掲示 洞爺湖町 洞爺湖町健康福祉セン
タ－ さわやか

５月３１日
～６月６日

洞爺湖町健康福祉センタ－
さわやか
TEL:0142-76-4006

ポスターの掲示により、
たばこの人体への影響等
の周知

洞爺湖町健康福祉センタ－
さわやか
TEL:0142-76-4006

79

普及啓発 壮瞥町 ①壮瞥町保健センター
②地域交流センター山
美湖

５月１日
～６月６日

壮瞥町保健センター
℡ 0142-66-2340

本週間用ポスターの掲示 壮瞥町保健センター
℡ 0142-66-2340



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

80

ポスター掲示 豊浦町総合保健福祉
施設 やまびこ 保健
センタ－

豊浦町総合保健福祉施
設 やまびこ

５月３１日
～６月６日

豊浦町総合保健福祉施設
やまびこ 保健センタ－
TEL:0142-83-2408

ポスターの掲示により、
たばこの人体への影響等
の周知

豊浦町総合保健福祉施設
やまびこ 保健センタ－
TEL:0142-83-2408

81

禁煙週間パネル展 北海道胆振総合振興
局保健環境部苫小牧
地域保健室健康推進
課

北海道胆振総合振興局
保健環境部苫小牧地域
保健室正面出入口

平成27年５
月29日(金)
～６月８日
(月)

胆振総合振興局保健環境
部苫小牧地域保健室健康
推進課
電話：０１４４－３４－４１６８

来所者に対して、たばこ
と健康に関するパネル展
示。
他、パンフレットの備え
置きを行う。

胆振総合振興局保健環境
部苫小牧地域保健室健康
推進課
電話：０１４４－３４－４１６８

82

健康影響について広
報掲載

北海道苫小牧市 広報配布

HP掲載

5月下旬全戸
配布

5/15（金）か
ら掲載予定

http://www.city.to
makomai.hokkaido.j
p/kenko/iryo/bosh
ikenko/kinensyuka
n.html

苫小牧市健康こども部
健康支援課
℡0144-32-6410

広報とまこまい6月号に
「禁煙週間」の概要を掲
載

苫小牧市健康こども部
健康支援課
℡0144-32-6410

83

禁煙週間啓発事業 白老町健康福祉課 白老町 総合保健福祉
センターいきいき４・６

5月31日 H27.6.6 http://www.town.s
hiraoi.hokkaido.jp/

白老町健康福祉課健康推
進グループ
℡0144-82-5541

来所者に対して、たばこ
と健康に関するパネル展
示。
職場における禁煙支援。

白老町健康福祉課健康推
進グループ
℡0144-82-5541

84

広報あつま５月号 厚真町役場 ５月８日（金）
発行

atsuma@town.atsu
ma.lg.jp

禁煙方法、受動喫煙等の
情報発信

厚真町役場
まちづくり推進課
0145-27-2321（内線324）

85

たばこの健康影響に
関する知識の普及

浦河保健所 日高振興局保健環境部保
健行政室健康推進課保健
予防係
℡ 0146-22-3071

管内各町へ禁煙ポスター
を配布、庁舎内玄関ホー
ルと外の掲示板にポスタ
－を掲示
庁舎内玄関ホールに禁煙
関連のパンフレットを設
置し、普及啓発を行う。

日高振興局保健環境部保
健行政室健康推進課保健
予防係
℡ 0146-22-3071



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

86

健康づくり週間 浦河町保健センター 保健センター 5月31日 浦河町保健センター ○肺年齢測定
○健康教育
○ポスターの掲示（5月31
日～6月6日）

0146-26-9004

87

たばこと健康に関す
る知識の普及

様似町保健福祉課保健推
進係
℡ 0146-36-5511

町広報誌に受動喫煙につ
いての記事を掲載（2015
年6月号）

様似町保健福祉課保健推
進係
℡ 0146-36-5511

88

たばこと健康に関す
る知識の普及

様似町保健福祉課保健推
進係
℡ 0146-36-5511

様似町保健福祉センター
内に禁煙週間のポスター
を掲示

様似町保健福祉課保健推
進係
℡ 0146-36-5511

89

広報誌による啓蒙 えりも町 広報紙面 平成27年5月
号

えりも町保健福祉課保健指
導係
℡ 01466-2-4630

広報5月号「こんにちは保
健師です」
「ぜひ禁煙にチャレンジ
してみませんか」

えりも町保健福祉課保健指
導係
℡ 01466-2-4630

90

たばこと健康に関す
る知識の普及

日高振興局保健環境
部静内地域保健室

庁舎 ３月６日～６
月６日

日高振興局保健環境部静
内地域保健室
TEL0146-42-0251

庁舎内にポスターを掲示
し、来庁者に周知を図
る。

日高振興局保健環境部静
内地域保健室
TEL0146-42-0251

91

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

新ひだか町 新ひだか町静内保健福
祉センター及び三石保
健センター

平成27年5月
31日～6月6
日

新ひだか町健康生活部健
康推進課 電話0146-42-
1287

ポスター掲示 6.と同じ



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

92

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
啓発

新冠町役場 保健福
祉課 保健福祉グ
ループ 健康推進係

新冠町役場 5月31日～6
月6日

新冠町役場 保健福祉課
保健福祉グループ 健康推
進係
TEL:0146-47-2113

庁舎内に本週間用ポス
ターを掲示

新冠町役場 保健福祉課
保健福祉グループ 健康推
進係
TEL:0146-47-2113

93

たばこと健康に関す
る知識の普及

日高町健康福祉課 ポスター掲示：本庁舎、
総合支所、水・くらしサー
ビスセンター、厚賀出張
所、図書館、門別公民館

ポスター掲
示：3月下旬
から6月6日
まで 広報
掲載：6月号
（5月26日発
行）

日高町健康福祉課
℡01456－2－6183

・広報掲載
・ポスター掲示

日高町健康福祉課
℡01456－2－6183

94

禁煙ポスター掲示 平取町保健福祉課 北海道沙流郡平取町ふ
れあいセンターびらとり
掲示板

５月１日
～６月６日

平取町保健福祉課保健推
進係（０１４５７-４－６１１１
２）

ポスター掲示し、禁煙及
び受動喫煙防止の普及啓
発

平取町保健福祉課保健推
進係（０１４５７-４－６１１１
２）

95

禁煙リーフレット配布 平取町保健福祉課 北海道沙流郡平取町ふ
れあいセンターびらとり
保健福祉課カウンター

５月１日
～６月６日

平取町保健福祉課保健推
進係（０１４５７-４－６１１１
２）

リーフレット配布を通
し、禁煙及び受動喫煙防
止の普及啓発

平取町保健福祉課保健推
進係（０１４５７-４－６１１１
２）

96

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

上川保健所 上川合同庁舎カムイミン
タラホール

５月２５日
（月）～６月５
日（金）

http://www.kamika
wa.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/hgc/tabakon
opegi.htm

上川保健所健康推進課健
康増進係

ポスター展示、各種リー
フレット及び肺模型等の
設置

0166-46-5988

97

たばこと健康に関す
る知識の普及啓発

愛別町 ポスター掲示：
町内施設2か所（総合セ
ンター、蔵ら）、役場庁舎
外喫煙所

愛別町保健福祉課
01658-6-5111

広報5月号に世界禁煙
デー、禁煙週間について
記事掲載。町内施設、役
場庁舎外喫煙所にポス
ター掲示。

愛別町保健福祉課
01658-6-5111



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

98

禁煙に関する普及啓
発事業

鷹栖町 ・役場
・サンホールはぴねす
・地区住民センター
・総合体育館
・メロディホール

健康福祉課保健推進係 ポスターの掲示 0166-87-2112（内線509）

99

禁煙週間ポスターの
掲示

東神楽町 東神楽町役場庁舎 ４月～６月 東神楽町健康ふくし課
0166-83-5431

禁煙週間ポスターの掲示 0166-83-5431

100

当麻町保健福祉セン
ターにおけるポスター
掲示

当麻町保健福祉セン
ター

本期間中 当麻町健康福祉課健康推
進係

0166-84-2111

ポスター掲示 当麻町健康福祉課健康推
進係

0166-84-2111

101

たばこの健康影響に
ついての十分な知識
の普及

名寄保健所 － ５月３１日
広報掲載

５月８日～
６月６日

ポスター掲
示

－ － 名寄保健所
健康推進課
健康増進係
０１６５４－３－３１２１

ホームページ、地方
新聞広告による普及啓発

世界禁煙デーのポスター
を所内に掲示

名寄保健所
健康推進課
健康増進係
０１６５４－３－３１２１

102

公共の場、職場等に
おける受動喫煙防止
の取り組み

名寄保健所 士別市、名寄市 未定 － － 名寄保健所
健康推進課
健康増進係
０１６５４－３－３１２１

ポスター掲示依頼 名寄保健所
健康推進課
健康増進係
０１６５４－３－３１２１

103

防災無線による｢世界
禁煙デー｣呼びかけ

保健福祉課保健係 町内全域 5月31日～
6月6日まで

朝昼夕（うち
適宜）

ho-
hoken@town.wasas
amu.hokkaido.jp

和寒町保健福祉課保健係
TEL ０１６５－３２－２000

禁煙の呼びかけおよび禁
煙外来等の紹介など



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

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

北海道

4．日時

104

広報 けんぶち 剣淵町 5月号 剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

広報に掲載
（たばこの害について）

剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

105

剣淵町 ふれあい健康センター
役場

5月31日～ 剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

ポスター掲示 剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

106

禁煙外来開設 剣淵町 町立診療所 6月1日～ 剣淵町立診療所
0165-34-2030

町立診療所で禁煙外来開
設

剣淵町立診療所
0165-34-2030

107

剣淵町 ふれあい健康センター
役場

5月31日～ 剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

ポスター掲示 剣淵町健康福祉課保健グ
ループ
0165-34-3955

108

禁煙チャレンジ 下川町役場 保健福
祉課 保健・介護グ
ループ

総合福祉センター「ハピ
ネス」

随時 保健福祉課 保健・介護グ
ループ 保健担当
01655-4-3356

個別健康教育喫煙領域に
よる個別相談

保健福祉課 保健・介護グ
ループ 保健担当
01655-4-3356

109

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」の啓蒙・
周知

富良野保健所 富良野保健所 平成27年5月 上川総合振興局保健環境
部健康推進課保健予防係
℡ 0167-23-3161

①ポスターの掲示
②禁煙に関する標語の掲
示依頼（医療機関へ）
③地元FMラジオ局へ、禁
煙週間の周知依頼。

上川総合振興局保健環境
部健康推進課保健予防係
℡ 0167-23-3161



平成27年度 禁煙週間における取組の概要

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
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８．連絡先

北海道

4．日時

110

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」の啓蒙・
周知

上富良野町 上富良野町保健福祉総
合センター かみん

平成27年5月
1日～

上富良野町保健福祉課
健康推進班
℡ 0167-45-6987

ポスターの掲示 上富良野町保健福祉課
健康推進班
℡ 0167-45-6987

111

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

町 町広報誌 ６月号 保健福祉課保健指導係
電話0167-52-2211

タバコと生活習慣病等と
の関連、禁煙方法などに
ついて広報

保健福祉課保健指導係 電
話 0167-52-2211

112

たばこ展 留萌保健所 留萌振興局 6月2～3日 9:00～17:00 留萌保健所健康推進課 対象：一般住民
内容：パネル展、肺モデ
ル展示、スモーカライ
ザーの体験、禁煙相談実
施、禁煙外来一覧配布等

留萌保健所健康推進課
℡：0164-42-8326

113

移動「たばこ展」 留萌市 留萌市保健福祉セン
ターはーとふる

6月4日～7日 9：00～17：00 なし 留萌市保健医療課
ＴＥＬ：0164-49-6050

一般市民を対象にパネル
やポスター、肺モデルを
展示し、煙草の害につい
て普及啓発を図る。希望
者には個別相談を実施。

北海道留萌市
担当課：保健医療課
ＴＥＬ：0164-49-6050
E-mail：hokeniryou@e-
rumoi.jp

114

ポスター掲示 小平町 庁舎及び健康福祉セン
ター

なし 0164-56-2111 庁舎及び健康福祉セン
ターに禁煙啓発のための
ポスターを掲示

0164-56-2111

115

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

苫前町 苫前町役場
苫前町公民館

平成２７年５
月１日～平
成２７年６月
３０日

公共の場（庁舎、公民館
等）でのポスター掲示

０１６４－６４－２２１５

5月31日から6月6日まで
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116

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

苫前町 苫前町公民館 平成２７年５
月２７日
平成２７年５
月２９日

９：００～１２：
００

乳幼児の母親に対しての
健診会場での禁煙指導

０１６４－６４－２２１５

117

タバコと健康に関する
正しい知識の普及

遠別町 遠別町役場 通年 遠別町福祉課 【対象】妊産婦・乳幼児
の保護者・一般住民【内
容】受動喫煙に関する啓
発・歯の健康とたばこの
影響についてなどをポス
ターやパンフで啓蒙

遠別町福祉課保健指導係

118

タバコと健康に関する
正しい知識の普及

遠別町 遠別町健康管理セン
ター

通年 遠別町福祉課 【対象】妊産婦・乳幼児
の保護者・一般住民【内
容】受動喫煙に関する啓
発・歯の健康とたばこの
影響についてなどをポス
ターやパンフで啓蒙

遠別町福祉課保健指導係

119

ポスターによる普及
啓発

北見保健所 北見保健所 ４月６日～
６月７日

北見保健所健康推進課
０１５７－２４－４１７３

厚生労働省禁煙ポス
ター、北海道健康づくり
財団のポスター掲示

北見保健所健康推進課
０１５７－２４－４１７３

120

ホームページでの普
及啓発

北見保健所 北見保健所 ５月２２日～
（予定）

北見保健所健康推進課
０１５７－２４－４１７３

・たばこに関するページ
の更新
・「おいしい空気の施
設」作成リーフレット掲
載

北見保健所健康推進課
０１５７－２４－４１７３

121

ポスター掲示 美幌町 保健福祉総合センター、
役場庁舎内

禁煙週間期
間内

美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111

ポスター掲示 美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111
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122

禁煙啓発 美幌町 保健福祉総合センター 禁煙週間期
間内

美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111

妊娠届け出時、乳幼児健
診等で啓発

美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111

123

子育て世帯禁煙サ
ポート事業(実施予
定）

美幌町 6月1日～ 美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111

中学生以下の子の親と同
居の祖父母、妊婦の夫に
対し、禁煙治療費の一部
を助成する（自己負担額
の1/2、上限1万円）

美幌町民生部保健福祉グ
ループ健康推進担当
℡ 0152-73-1111

124

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」のポス
ター掲載

津別町役場保健福祉
課健康医療グループ
健康推進担当

津別町役場 2015/4/8～
2015/6/6

無し 津別町役場保健福祉課健
康医療グループ健康推進
担当
℡0152-76-2151(332)

「世界禁煙デー」及び「禁煙
週間」のポスターを掲載す
る。

津別町役場保健福祉課健
康医療グループ健康推進
担当
℡0152-76-2151(332)

125

母親教室 訓子府町 訓子府町総合福祉セン
ター

6月3日 13:30～15:00 訓子府町福祉保健課健康
増進係 ℡0157-47-5555

・妊婦を対象に、妊娠・
出産・育児が安心して行
えるよう、助産師、歯科
衛生士、栄養士、保健師
による妊娠中の生活に関
する講話

訓子府町福祉保健課健康
増進係 ℡0157-47-5555

126

ポスター掲示 置戸町 置戸町健康推進係
℡ 0157-52-3333

置戸町健康推進係
℡ 0157-52-3333

127

パネル展等の実施 北海道網走保健所 オホーツク総合振興局
庁舎ロビー

５月２９日
（金）～６月５
日（金）

オホーツク総合振興局保健
行政室健康推進課
℡ 0152-41-0695

・パネルの展示
・禁煙週間ポスターの掲
示
・禁煙に関するパンフ
レット及びグッズの配布

オホーツク総合振興局保健
行政室健康推進課
℡ 0152-41-0695
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128

世界禁煙デー普及啓
発イベント

北海道帯広保健所 イトーヨーカドー帯広店
フードコート前

平成27年5月
31日（日）

10:00～12:00 北海道帯広保健所
健康推進課健康増進係
TEL:0155-27-8638

地域住民を対象に肺年齢
及び呼気中の一酸化炭素
濃度測定、パネル・肺モ
デル等の展示、パンフ
レット等の配布を実施

北海道帯広保健所
健康推進課健康増進係
TEL:0155-27-8638

129

Ｃｈａｉ（地元無料情報
誌）５月号へ記事の掲
載

十勝毎日新聞社 北海道十勝管内に配布 十勝毎日新聞社
TEL:0155-22-2121

地域住民を対象に受動喫
煙について、禁煙治療が
受けられる医療機関につ
いて紹介

北海道帯広保健所
健康推進課健康増進係
TEL:0155-27-8638

130

禁煙週間 更別村 福祉の里総合センター
老人保健福祉センター
役場
教育委員会
ふるさと館

4月中旬（ﾎﾟｽ
ﾀｰがきてか
ら） ～27.6.6

更別村役場保健福祉課
保健推進係
0155-53-3000

ポスター掲示 更別村役場保健福祉課
保健推進係
0155-53-3000

131

がん検診・特定健診 広尾町 広尾町健康管理セン
ター

６/５(金）～ ６/６（日） 広尾町健康管理センター
２－５１２２

対象：受診者
内容：健診会場にて、禁
煙の内容を含むＤＶＤ上
映、ポスター掲示、グッ
ズの展示を行う。

広尾町健康管理センター
２－５１２２

132

ポスター掲示 広尾町 広尾町健康管理セン
ター

６/１(月）～ ６/５（金） 広尾町健康管理センター
２－５１２３

対象：妊婦から高齢者ま
で利用者全員
内容：健康管理センター
内の本週間ポスターを掲
示した。

広尾町健康管理センター
２－５１２３

133

広報5月号掲載 池田町保健センター
保健福祉課
保健推進係

町内全戸配布 禁煙週間の周知 池田町保健センター
☎015-572-2100
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134

禁煙指導 池田町保健センター
保健福祉課
保健推進係

母子手帳交付時に妊婦へ
喫煙の害について保健指
導。
喫煙している妊婦やその
家族への禁煙指導。（禁
煙外来の紹介）

池田町保健センター
☎015-572-2100

135

禁煙推進市民講座 釧路禁煙推進ネット
ワーク

北海道釧路市観光国際
交流センター

5月31日 13:30～15:20 釧路禁煙推進ネットワーク
事務局瀧澤事務局長（釧路
孝仁会記念病院地域連携
室0154-39-1222）

市民を対象とした禁煙推
進の講演

釧路禁煙推進ネットワーク
事務局瀧澤事務局長（釧路
孝仁会記念病院地域連携
室0154-39-1222）

136

世界禁煙デー及び禁
煙週間普及啓発

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

釧路総合振興局保健環
境部保健行政室

5月18日 ～
6月6日

釧路総合振興局保健環境
部保健行政室健康推進課
健康増進係 Ｔ
ＥＬ0154-22-1233

保健行政室ホームページ
に禁煙デー及び禁煙週間
について掲載、ロビーに
ポスター、禁煙に関する
小冊子を掲示

釧路総合振興局保健環境
部保健行政室健康推進課
健康増進係 Ｔ
ＥＬ0154-22-1233

137

禁煙週間啓発コー
ナー

釧路市 釧路市役所防災庁舎
４階

Ｈ27.6.1(月)
～6.5(金)

9:00～17:00 釧路市健康推進課
℡0154-31-4525

[対象]妊娠届出や乳幼児
健診、その他健康相談等
のため来庁する市民
[内容]たばこと健康に関
する正しい知識を普及す
るポスター掲示・パンフ
レット配付

釧路市健康推進課
℡0154-31-4525

138

たばこと健康普及啓
発事業

釧路町 釧路町保健福祉セン
ターあいぱーる

5/1～6/6
（土日祝日休
み）

8：45～21：00 釧路町健康福祉部こども健
康課健康推進係
Tel0154-40-5213

禁煙に関するポスター掲
示、禁煙外来実施医療機
関紹介、禁煙に関するパ
ンフレット配布などの広
報活動

釧路町健康福祉部こども健
康課健康推進係
Tel0154-40-5213

139

喫煙防止教育 厚岸町 道立厚岸翔洋高等学校 6月10日 厚岸町保健福祉課健康づく
り係0153-53-3333

１年生に対し、喫煙の害
や厚岸町における喫煙率
等情報提供し、将来の健
康づくりに役立ててもら
う。

厚岸町保健福祉課健康づく
り係0153-53-3333
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140

ポスター掲示による
禁煙デー及び禁煙週
間の普及啓発

浜中町 浜中町老人福祉・母子
健康センター

５月２９日～
６月８日

浜中町役場福祉保健課健
康推進係
℡0153-62-2307

老人福祉・母子健康セン
ター玄関付近に、禁煙
デーポスターの掲示

浜中町役場福祉保健課健
康推進係
℡0153-62-2307

141

世界禁煙デー及び禁
煙週間のＰＲ

弟子屈町健康推進課
健康推進係

弟子屈町役場庁舎内 世界禁煙デーに庁舎内の
メールにて受動喫煙の影
響に関する普及啓発を行
う。禁煙週間のポスター
掲示による普及啓発。

弟子屈町健康推進課健康
推進係

142

ポスター掲示による
禁煙週間及び世界禁
煙デーの情報提供

白糠町役場介護健康
課健康相談係

白糠町役場庁舎内 ４月２０日～
６月６日

白糠町役場介護健康課
健康相談係
℡０１５４７－２－２１７１

庁舎内にポスターを掲示
し、町民に情報提供を行
う

白糠町役場介護健康課
健康相談係
℡０１５４７－２－２１７１

143

IP告知放送による普
及啓発

鶴居村 5月29日、5
月30日

鶴居村保健福祉課
℡0154-64-2116

世界禁煙デーと禁煙週間
及びたばこの害について
の普及啓発

鶴居村保健福祉課
℡0154-64-2116

144

広報誌による知識の
普及

白糠町役場介護健康
課健康相談係

※４月２５日
発行の広報
５月号に記
事を掲載

白糠町役場介護健康課
健康相談係
℡０１５４７－２－２１７１

町広報誌に世界禁煙
デー、禁煙週間、ＣＯＰ
Ｄについての記事を掲載
し、町民に対し、情報提
供や知識の普及を行う

白糠町役場介護健康課
健康相談係
℡０１５４７－２－２１７１

145

平成27年度禁煙週間
普及啓発事業

北海道根室振興局
保健環境部
保健行政室

北海道根室振興局
道民ホール

平成27年5月
29日～6月5
日

8：45～17：30 北海道根室振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課
TEL 0153-23-5161

・ポスター、パネル
展示

・ポケットティッシュ、
パンフレット配布

北海道根室振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課
TEL 0153-23-5161
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146

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

中標津保健所 保健所 禁煙週間中 標津郡中標津町東１条南６
丁目１－３
北海道中標津保健所
0153-72-2168

・本週間ポスター掲示
・たばこに関するコー
ナー設置（パンフレッ
ト）

標津郡中標津町東１条南６
丁目１－３
北海道中標津保健所
0153-72-2168

147

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

別海町 保健センター内 禁煙週間中 別海町別海西本町101 別
海町民保健センター 電話
0153-75-0359

本週間用ポスター掲示 別海町別海西本町101 別
海町民保健センター 電話
0153-75-0359

148

健診結果説明会（禁
煙支援）

別海町 健診結果説明会会場
①中春別地域センター
②走古丹地域防災セン
ター

①6月3日－4
日
②6月5日

別海町別海西本町101 別
海町民保健センター 電話
0153-75-0359

健診結果説明会対象者の
うち喫煙者へ資料を配布
し禁煙を考えていただく

別海町別海西本町101 別
海町民保健センター 電話
0153-75-0359

149

平成２７年度禁煙週
間キャンペーン

函館市保健福祉部健
康増進課

①函館市役所本庁舎
②函館市中央図書館

①6月1～4日
②6月6～9日

9:00～17:00
9:00～17:00

http://www.city.ha
kodate.hokkaido.jp
/docs/201404240
0191/

函館市保健福祉部健康増
進課
電話 0138-32-2216

対象：函館市民
内容：パネル展示，パン
フレット等配布，肺模
型・タール瓶等展示，た
ばこに関する健康相談，
呼気中一酸化炭素濃度測
定，呼吸機能検査 等

函館市保健福祉部健康増
進課
電話 0138-32-2216
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150

旭川市健康まつりに
おける「禁煙・分煙推
進キャンペーン」

旭川市 北海道旭川市
「旭川大雪アリーナ」

6月6日 午後１時３０
分～午後４
時

旭川市保健所健康推進課
健康推進係
0166-25-6315

同時開催のフッ素洗口対
象乳幼児とその家族，一
般来場者。
世界禁煙デー・禁煙週間
の時期に合わせた禁煙
キャンペーンの一環とし
て実施。禁煙・受動喫煙
が及ぼす健康への影響に
ついて，広く啓発し，正
しい知識の普及を図ると
ともに，旭川薬剤師会と
協同しより効果的な禁煙
相談を実施する。

旭川市保健所健康推進課
健康推進係
0166-25-6315

151

職員氏名票の着用 旭川市 市庁舎の一部 ５月２８日～
６月６日

旭川市保健所健康推進課
健康推進係
0166-25-6315

保健所及び子育て支援所
管部局の職員。
左記期間中，受動喫煙防
止のメッセージ入り専用
氏名票を着用し市民及び
職員への啓発にあたる。

旭川市保健所健康推進課
健康推進係
0166-25-6315

152

「住まいの衛生展」に
おける、さっぽろMU煙
デーのPR

札幌市保健所 市役所１階ロビー 5/26～5/28 9:00～17:00 http://www.city.sa
pporo.jp/hokenjo/f
3seikatu/h27s_su
mai.html

札幌市保健所健康企画課
011-622-5151

世界禁煙デー及び受動喫
煙防止に関するポスター
展示、リーフレット等の
配架

札幌市保健所健康企画課
011-622-5151

153
「さっぽろMU煙デー」
ポスター掲示

札幌市保健所 地下鉄駅掲示板 5/13～6/8 札幌市保健所健康企画課
011-622-5152

「さっぽろＭＵ煙デー」
ポスターの掲示による、
受動喫煙防止をＰＲ

札幌市保健所健康企画課
011-622-5151
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154

「禁煙週間」関連事業
としてのパネル展

札幌市中央保健セン
ター

中央区役所 6/1～6/8
中央保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-511-7223

対象：市民
内容：禁煙啓発、受動喫
煙に係るポスター掲示、
パネル展示、パンフレッ
ト・展示物・配布用ポ
ケットティッシュ設置

中央保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-511-7223

155

「禁煙週間」関連事業
としてのビデオ放映

札幌市中央保健セン
ター

中央保健センター 6/1～6/8
中央保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-511-7224

対象：市民
内容：禁煙啓発ポスター
掲示パネル展示、ビデオ
放映、パンフレット配布

中央保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-511-7224

156

禁煙週間・世界禁煙
デーポスター・パネル
展

札幌市北保健セン
ター

①北保健センター、北区
民センター
②北区地下鉄掲示板
（北12条駅、北18条駅、
北24条駅、北34条駅、麻
生駅）

5/29～6/5 8：45～17：15 北保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-757-1181

①禁煙週間・世界禁煙
デーの告知用ポスターの
掲示
②受動禁煙の影響に関す
るパンフレットの配布
（テイッシュ、メモ帳配
布）
③母親教室において受動
禁煙に関するＤＶＤの放
映

北保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-757-1181

157

「禁煙」・「高血圧予
防」・「食育月間」合同
パネル展開催

札幌市東保健セン
ター

東保健センター１階ロ
ビー

5/15～6/14 http://www.city.sa
pporo.jp/higashi/a
nnai/g_hokencente
r.html

東保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-711-3211

〇パネル掲示、パンフ
レット・レシピ配架
〇フードモデル、体脂肪
模型、血管模型、ニコチ
ン模型等の展示
〇希望に応じ個別相談

東保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-711-3211

158

禁煙週間パネル展 札幌市白石保健セン
ター

白石区民センターロビー 5/29～6/10 8:45～17:15 白石保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-862-1881

一般市民を対象とした、
受動喫煙防止と禁煙を啓
発するパネル展示とパン
フレット配布

白石保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-862-1881

159

禁煙週間 喫煙防止
パネル展

札幌市厚別保健セン
ター

厚別区役所１階健康情
報コーナー

5/31～6/5 厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

禁煙に関するパネル展示
とパンフレットの配架を
行い、喫煙の害や禁煙に
関する知識の普及と啓発
を図る。

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881
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160

厚別区役所庁内放送
による禁煙週間の周
知

札幌市厚別保健セン
ター

厚別区役所 5/31～6/5 厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

期間中、区役所庁内放送
で来庁者・職員に禁煙に
ついて啓発する。

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

161

マタニティ教室 札幌市厚別保健セン
ター

厚別区役所 6月4日 13：30～15：
10

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

妊娠中の母親に、喫煙や
受動喫煙による害につい
ての知識を普及。

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

162

両親教室 札幌市厚別保健セン
ター

厚別区役所 6月5日 18：30～20：
30

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

妊娠中の母親及び父親
に、喫煙や受動喫煙によ
る害についての知識を普
及。

厚別保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-895－1881

163

豊平区「禁煙週間」 札幌市豊平保健セン
ター

豊平区役所
・３階パンフレット配架
コーナー
・２階保健センター ロ
ビー

5/29～6/5 豊平保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-822-2472

啓発ポスター掲示・同パ
ンフレット配架で禁煙週
間を周知

豊平保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-822-2472

164

豊平区「禁煙週間」 札幌市豊平保健セン
ター

豊平区役所 5/29
6/1～6/5

M33.1.0 豊平保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-822-2472

庁内放送で世界禁煙
デー、禁煙週間を周知

豊平保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-822-2472

165

「禁煙週間」パネル展 札幌市清田保健セン
ター

清田区役所１階ロビー 6/3～6/10 清田保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-889-2049

区民への啓発と職員の健
康保持等を図るためパネ
ル・ポスターの展示と小
冊子・チラシの配布

清田保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-889-2049

166

清田区役所庁舎内終
日禁煙

札幌市清田保健セン
ター

清田区役所庁舎内 6月3日 清田保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-889-2049

区民への啓発と職員の健
康保持等を図るため清田
区役所庁舎内を終日禁煙
とする

清田保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-889-2049

167

「たばこ」のパネル展 札幌市南保健セン
ター

札幌市南区民センター 6/1～6/5 南保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-581-5211

区民センター1階ロビーに
てパネルの展示、パンフ
レット等の無料配布。

対象者100名程度。

南保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-581-5211

168

パネル展 札幌市西保健セン
ター

西区役所ロビー 6/1～6/5 西保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-621-4241

禁煙に関するポスターや
教材を展示。

西保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
011-621-4241
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169

禁煙週間パネル展 札幌市手稲保健セン
ター

手稲区民ロビー 5/29～6/5

※6/4

8：45～17：15

14：00～15：
00

手稲保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
11-681-1211

たばこと健康に関するパ
ネル展示とパンフレット
の自由配布。
※6/4の14～15時に街頭イ
ベントを実施し、禁煙パ
イポを配布（先着100
名）。

手稲保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
11-681-1211

170

禁煙・完全分煙施設
の登録周知

札幌市手稲保健セン
ター

5/8～ 手稲保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
11-681-1211

手稲区地域情報サイト
「まいぷれ手稲」に掲載
されているグルメスタン
プラリー参加店のうち、
禁煙と掲載している５店
舗に、禁煙・完全分煙施
設登録の案内文を送付

手稲保健センター
健康・子ども課
健やか推進係
11-681-1211

171

おいしい空気の施設
登録店の紹介チラ
シ、ポスターの配布、
掲示

小樽市保健所健康増
進課

5月中旬 http://www.city.ot
aru.lg.jp/simin/iryo
/kenko/kenkojoho
/cleanair/

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

おいしい空気の施設登録
店紹介チラシ等を、市内
関係機関１０５か所に送
付及び乳幼児健診、母子
健康手帳のセットに同封
し啓発する。

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

172

禁煙週間ポスターの
配布、掲示

小樽市保健所健康増
進課

5月中旬 小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

市内関係機関７２か所
へ、世界禁煙デー及び禁
煙週間啓発ポスターを送
付し、掲示の依頼をす
る。

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

173

市広報誌に受動喫煙
防止対策に関する記
事を掲載

小樽市保健所健康増
進課

5月1日 http://www.city.ot
aru.lg.jp/simin/koh
o/koho_otaru/koh
o_dl27/koho2705.h
tml

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

広報おたる５月号の特集
ページに、世界禁煙デー
及び禁煙週間の紹介、受
動喫煙防止対策について
掲載する。

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

174

市ホームページで禁
煙宣言登録者募集

小樽市保健所健康増
進課

http://www.city.ot
aru.lg.jp/simin/iryo
/kenko/kenkojoho
/kinen.html

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

小樽市保健所ホームペー
ジ上において、市民を対
象に禁煙宣言登録者を募
集し、登録者には禁煙継
続支援を行う。

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110
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175

ラジオ（FMおたる）に
よる啓発

小樽市保健所健康増
進課

5月11日 小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110

FMおたるの番組を通し
て、タバコや受動喫煙の
害について周知を行う。

小樽市保健所健康増進課
℡0134-22-3110


