
平成28年度 禁煙週間における取組の概要 【別紙】

連絡先

自治体名 栃木県

担当部局

担当課

担当係

E-mail

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

ポスターの掲示 栃木県（健康増進課） 県庁各フロア、
本町交差点地下横断
歩道

5月30日～6
月6日

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

世界禁煙デー及び禁煙
週間の啓発ポスターを
掲示する。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

2

たばこのオブジェの設
置

栃木県（健康増進課） 県庁1Fロビー 5月30日～6
月6日

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

たばこのオブジェを設
置し、世界禁煙デー及
び禁煙週間を周知、禁
煙を呼びかける。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

3

受動喫煙防止啓発Ｄ
ＶＤ放映

栃木県（健康増進課） 県庁1F県政展示コー
ナー

5月30日～6
月6日

9:00～16:00
※日によって
放映しない
時間帯あり。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

県政展示コーナーガイ
ダンスビジョンにて受
動喫煙防止啓発絵本
「やくそく」の読み聞
かせＤＶＤを放映。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

4

県庁エレベーター液
晶ディスプレイ表示

栃木県（健康増進課） 県庁内各エレベー
ター

5月7日～6月
6日

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

県庁の各エレベーター
内液晶ディスプレイに
啓発スライドを表示す
る。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

5

パネル展示 栃木県（健康増進課） 県庁15Fギャラリー 5月29日～6
月5日

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

たばこと健康に関するパ
ネル展示及びリーフレッ
ト等の配布。

栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

6

普及啓発物の配布 栃木県（県西健康福
祉センター）

管内学校87校
(小・中・高校、特別支
援学校)

5月31日～6
月6日

県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125
鹿沼市保健福祉部健康
課
TEL: 0289-63-8311

児童・生徒に喫煙防止
を、保護者に禁煙の普
及啓発ちらしを配布す
る。

県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125
鹿沼市保健福祉部健康
課
TEL: 0289-63-8311

健康増進課 電話 028-623-3094

郵便番号 320-8501

保健福祉部 住所 栃木県宇都宮市塙田1-1-20

健康長寿推進班 担当者 郷間　美保

goumam03@pref.tochigi.lg.jp

4．日時
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7

庁内放送 栃木県（県西健康福
祉センター）

栃木県上都賀庁舎 5月31日 12:00～12:05 県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125

上都賀庁舎、県西健康
福祉センターの庁内放
送で禁煙週間や喫煙の
害について啓発する。

県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125

8

普及啓発物の配布 栃木県（県西健康福
祉センター）、鹿沼市

鹿沼市内スーパー等
５カ所

6月2日 15:30～17:00 県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125

一般県民に対して普及
啓発ティッシュ等を配
布し、喫煙、受動喫
煙、禁煙について普及
啓発を行う。(鹿沼市
と共催）

県西健康福祉センター
健康対策課
TEL: 0289-64-3125

9

普及啓発事業 栃木県（県東健康福
祉センター）

5月31日 県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

真岡新聞に世界禁煙
デー及び禁煙週間の情
報掲載し普及啓発を行
う。

県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

10

普及啓発事業 栃木県（県東健康福
祉センター）

5月31日 県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

薬剤師会の協力により
管内調剤薬局等におい
て喫煙や受動喫煙の健
康影響に関するパンフ
レットを配布等により
普及啓発を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

11

普及啓発事業 栃木県（県東健康福
祉センター）

5月31日 県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

県東健康福祉センター
内及び芳賀庁舎内に喫
煙や受動喫煙の健康影
響に関するパンフレッ
ト設置及びポスター掲
示、タールサンプル展
示を行い普及啓発を行
う。

県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

12

受動喫煙防止環境の
整備

栃木県（県東健康福
祉センター）

5月31日 県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

県東健康福祉センター
及び芳賀庁舎におい
て、庁舎内禁煙デーを
設け敷地内禁煙を呼び
かけ、たばこと健康に
関する知識の普及啓発
を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323
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13

（普及啓発事業）
真岡市いちご祭り健
康コーナー

真岡市（県西健康福
祉センター参加）

二宮コミュニティセン
ター

5月15日 9:00～13:00 真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

真岡市いちご祭りの健
康コーナーにおいて、
来場者に対して呼気中
一酸化炭素濃度測定や
肺年齢測定を実施し、
たばこと健康に関する
知識の普及啓発を行
う。

真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

14

（普及啓発事業・禁煙
支援）真岡市ヤング
健診

真岡市（県西健康福
祉センター参加）

真岡市総合福祉保健
センター

6月6日 8:30～12:00 真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

真岡市ヤング健診時に
禁煙の動機付けのため
の呼気中一酸化炭素濃
度や肺年齢測定を実施
し、検診受診者の若い
世代に対して、たばこ
と健康に関する正しい
知識の普及啓発を図
る。

真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

15

（普及啓発事業・受動
喫煙防止環境の整
備）良い歯のコンクー
ル

栃木県（県東健康福
祉センター）

県東健康福祉セン
ター

6月2日 13:00～16:00 県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

三歳児・親と子の良い
歯のコンクールにて、
受動喫煙防止に関する
紙芝居を実施し普及啓
発を図る。

県東健康福祉センター
健康対策課
TEL 0285-82-3323

16

（普及啓発事業・禁煙
支援）がん啓発セミ
ナー

真岡市（県西健康福
祉センター参加）

真岡市市民会館 10月26日 真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

来場者に対して呼気中
一酸化炭素濃度測定や
肺年齢測定を実施し、
たばこと健康に関する
知識の普及啓発を行
う。

真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

17

（普及啓発事業・禁煙
支援）二宮公民館ま
つり健康コーナー

真岡市（県西健康福
祉センター参加）

二宮コミュニティーセ
ンター

11月中 真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122

来場者に対して呼気中
一酸化炭素濃度測定や
肺年齢測定を実施し、
たばこと健康に関する
知識の普及啓発を行
う。

真岡市健康増進課
TEL 0285-83-8122
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18

普及啓発 栃木県（県南健康福
祉センター）

小山庁舎及び下都賀
庁舎

5月31日～6
月3日

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

来所者に対し、ポケッ
トティッシュの配布や
ポスターの掲示を通し
て普及啓発を行う。

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

19

普及啓発 栃木県（県南健康福
祉センター）

栃木市栃木保健福祉
センター及び栃木県
庁小山庁舎

6月2日、6月
8日

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

よい歯のコンクール二
次審査において、親子
を対象にたばこの害に
ついての紙芝居を行
う。また、たばこに関
する普及啓発グッズを
配布

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

20

敷地内禁煙チャレン
ジ

栃木県（県南健康福
祉センター）

小山庁舎 6月1日 県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

庁舎内を終日敷地内禁
煙チャレンジデーと
し、職員を対象に、禁
煙のきっかけづくりを
行う。

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

21

普及啓発 栃木県（県南健康福
祉センター）

小山庁舎及び下都賀
庁舎

5月31日、6
月3日

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

来所者や職員向けにた
ばこの状況や健康影
響、禁煙について庁内
放送を実施

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病担
当
TEL 0285-22-1509

22

公共の場・職場にお
ける受動喫煙防止対
策

栃木県（県北健康福
祉センター）

県北健康福祉セン
ター

通年 県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679

職員対象に職場敷地内
終日禁煙日を設ける。

県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679

23

普及啓発事業 栃木県（県北健康福
祉センター）

希望する事業所 通年 県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679

各事業所を対象に喫煙
対策教材貸出し

県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679

24

普及啓発のポスター
掲示

栃木県（県北健康福
祉センター）

県北健康福祉セン
ター

期間中 県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679

たばこに関するポス
ターを庁舎内の出入口
や喫煙所に掲示し、職
員及び来所者に普及啓
発を図る。

県北健康福祉センター
健康対策課
TEL 0287-22-2679
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８．連絡先4．日時

25

普及啓発 栃木県（安足健康福
祉センター）

安足健康福祉セン
ター

常時 安足健康福祉センター
健康対策課
TEL 0284-41-5895

センター玄関や窓口に
て喫煙対策に関するポ
スター等の掲示やリー
フレット、啓発グッズ
の配布を行う。

安足健康福祉センター
健康対策課
TEL 0284-41-5895

26

普及啓発 栃木県（安足健康福
祉センター）

安足健康福祉セン
ター

5月31日～6
月6日

安足健康福祉センター
健康対策課
TEL 0284-41-5895

管内関係機関へ平成28
年度「世界禁煙デー」
及び「禁煙週間」にお
ける普及啓発用ポス
ターの掲示等を依頼す
る。

安足健康福祉センター
健康対策課
TEL 0284-41-5895

27

乳幼児全戸訪問事業
での喫煙状況聞き取
り、禁煙・分煙助言

足利市 生後４カ月頃までの
児をもつ家庭

乳幼児全戸
訪問実施時

随時 足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

生後４カ月頃までの児
をもつ保護者に対し、
喫煙状況の聞き取り及
び禁煙・分煙の助言

足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

28

乳幼児全戸訪問事業
での喫煙状況聞き取
り、禁煙・分煙助言

足利市 平成２８年６月に８カ
月児健診対象となる
児（平成２７年９月生
まれ）とその保護者

6月1日 13:30～ 足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

喫煙状況の聞き取り及
び禁煙・分煙の助言

足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

29

乳幼児全戸訪問事業
での喫煙状況聞き取
り、禁煙・分煙助言

足利市 6月2日 13:30～ 足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

喫煙状況の聞き取り及
び禁煙・分煙の助言

足利市健康増進課
TEL 0284-40-3115

30

啓発活動 佐野市 佐野ケーブルテレビ 6月1日～6月
7日

市政等案内
番組内

佐野市健康増進課
0283-24-5770

市ケーブルテレビ内の
市政等案内番組にて、
「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」の周知。

佐野市健康増進課
0283-24-5770

31

幼児期における健康
教育（絵本読み聞か
せ）

鹿沼市 市内幼稚園・保育園 5月末～6月
上旬

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

市内の幼稚園・保育園
の園児を対象に、たば
この害についての絵本
の読み聞かせの協力依
頼
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32

幼児期における健康
教育（禁煙の普及啓
発）

鹿沼市 市内子育て支援セン
ター（子育てサロン）
等

5月末～6月
上旬

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

子育てサロン等に来て
いる保護者を対象に、
たばこと健康、受動喫
煙について健康教育の
実施

33

市民への普及啓発
（街頭ＰＲ）

栃木県（県西健康福
祉センター）、鹿沼市

市内大型食品小売店
等

6月3日 県西健康福祉センター
0289-64-3125

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

市内大型食品小売店等
に来る市民に対して、
パンフレットとティッ
シュを配布しながら禁
煙のＰＲを実施

34

市民への普及啓発
（鹿沼ケーブルテレビ
ＰＲ）

鹿沼市 鹿沼市内 5月26日～6
月9日

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

鹿沼ケーブルテレビで
禁煙週間にたばこの
害、受動喫煙の影響、
相談窓口等について、
健康課５分間の枠内で
ＰＲを実施

35

市民への普及啓発
（鹿沼市ホームページ
ＰＲ）

鹿沼市 5月中旬～6
月上旬

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

鹿沼市ホームページ上
でで、禁煙週間にたば
この害、受動喫煙の影
響、未成年者の喫煙禁
止、相談窓口等につい
て掲載

36

市民への普及啓発
（ポスター掲示）

鹿沼市 鹿沼市役所等 5月中旬～6
月上旬

鹿沼市保健福祉部健康
課
0289-63-8311

市役所等で、世界禁煙
デー等のポスターを掲
示しＰＲを実施

37

小山市おもてなし禁
煙施設登録事業

小山市 保健福祉センター 平成27年9月
～

https://www.city.
oyama.tochigi.jp/
kurashi/iryo/kits
uen.html

小山市健康増進課
TEL 0285-22-9607

市民の方が、受動喫煙
がない施設や店を選択
できることを目的とする。

小山市健康増進課
TEL 0285-22-9607

38

小山市行政チャンネ
ル

小山市 小山テレビ 6月中 https://www.city.
oyama.tochigi.jp/
kurashi/iryo/kits
uen.html

小山市秘書広報課
TEL 0285-22-9353

地域に密着した情報を
小山市民及び、他の地
域から小山市へ来られ
た人達にも伝えていく情
報発信

小山市健康増進課
TEL 0285-22-9607
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39

小山市広報 小山市 小山市広報 6月号 https://www.city.
oyama.tochigi.jp/
kurashi/iryo/kits
uen.html

小山市秘書広報課
TEL 0285-22-9353

地域に密着した情報を
小山市民及び、他の地
域から小山市へ来られ
た人達にも伝えていく情
報発信

小山市健康増進課
TEL 0285-22-9607

40

いちごまつり 真岡市 二宮コミュニティセン
ター

5月15日 9:00～14：30 真岡市健康増進課
0285-83-8122

禁煙の動機付けのため
のタールモデル展示や
パンフレット配布ス
モーカーライザーによ
るＣＯ濃度測定

真岡市健康増進課
0285-83-8122

41

ヤング健診 真岡市 真岡市総合福祉保健
センター・二宮コミュニ
ティセンター・大内農
業構造改善センター

6月5日6日、
7月21日、
8月1日7日

8：30～12：00 真岡市健康増進課
0285-83-8122

健診受診者に対し禁煙
の動機付けのための
タールモデル展示やパ
ンフレット配布
スモーカーライザーに
よるＣＯ濃度測定
肺チェッカーによる肺
年齢測定

真岡市健康増進課
0285-83-8122

42

健康フェスティバル 真岡市 真岡市総合福祉保健
センター

10月23日 9:00～12：00 真岡市健康増進課
0285-83-8122

禁煙の動機付けのため
のタールモデル展示や
パンフレット配布ス
モーカーライザーによ
るＣＯ濃度測定
肺チェッカーによる肺
年齢測定

真岡市健康増進課
0285-83-8122

43

真岡市健康21プラン
推進講演会

真岡市 真岡市市民会館 6月30日
10月26日

13：00～15：
30

真岡市健康増進課
0285-83-8122

禁煙の動機付けのため
のタールモデル展示や
パンフレット配布

真岡市健康増進課
0285-83-8122

44

おおたわらウォーキン
グ推進事業
（スマホ歩数計）

大田原市 個人の
スマートフォン

5月16日～5
月31日

http://www.city.o
htawara.tochigi.jp
/docs/20130827
75504/

大田原市役所
健康政策課
健康政策係

0287-23-8704

参加者に対し、スマー
トフォン用歩数計アプ
リ内のお知らせ欄に、
世界禁煙デーについて
の記事を掲載し、周知
する。

大田原市役所
健康政策課
健康政策係

0287-23-8704
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８．連絡先4．日時

45

市のフェイスブックで
普及啓発

大田原市 携帯電話 5月31日 大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

「世界禁煙デー」「禁
煙週間」について周知
し、禁煙及び受動喫煙
防止の普及啓発をす
る。

大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

46

ためして運動塾 大田原市 トコトコ大田原
（３階大会議室）

6月2日 9:30～11:30 大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

市民を対象に、生活習
慣病の発症予防や介護
予防のために「誰も
が、どこでも、いつで
もできる」ラジオ体操
で運動習慣を身に付け
る。また、健康ワンポ
イントアドバイスを毎
回実施し、その中で、
たばこと健康に関する
正しい知識の普及を図
る。

大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

47

健診結果説明会 大田原市 大田原東地区
公民館

6月3日
6月6日

9:00～15:00 大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

市民健康診査受診者に
対し、個別に結果説明
を行うと共に、必要に
応じて健康相談（禁煙
支援）を実施する。

大田原市役所
健康政策課
成人健康係
TEL 0287－23－7601

48

妊婦に対する
普及啓発

大田原市 大田原市役所 随時 大田原市役所
子ども幸福課
母子健康係
TEL 0287－23－8634

母子健康手帳交付時
に、たばこに関する
リーフレットを配付す
る。また、妊婦に対し
アンケートを行い喫煙
習慣について確認し、
必要時相談・禁煙支援
を行う。

大田原市役所
子ども幸福課
母子健康係
TEL 0287－23－8634

49

乳幼児健康相談 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

5月31日 9：30～
11：30

13：30～
15：00

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

対象児の父母及び家族
に、喫煙者がいる場合
に、タバコが子どもに
与える悪影響について
説明し、禁煙支援を実
施する。

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

50

2歳児歯科健診 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

6月3日 13：00～15：
00

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

対象児の父母及び家族
に、喫煙者がいる場合
に、タバコが子どもに
与える悪影響について
説明し、禁煙支援を実
施する。

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600
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51

フッ素塗布 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

6月5日 9:00～12:00 矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

対象児の父母及び家族
に、禁煙・分煙に関す
るパンフレットを配
布。

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

52

4か月児健診 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

6月6日 13：00～
15：00

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

対象児の父母及び家族
に、喫煙者がいる場合
に、タバコが子どもに
与える悪影響について
説明し、禁煙支援を実
施する。

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

53

母子手帳交付時健康
相談

矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

8：30～
17：15

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

妊娠届時に保健師が面
接。タバコが母体、胎
児に与える影響を説明
し、父母への禁煙支援
を実施。

矢板市子ども課
TEL：0287-44-3600

54

ポスターの掲示 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

8：30～
17：15

矢板市健康増進課
TEL：0287-43-1118

タバコに関するポス
ターを掲示する。

矢板市健康増進課
TEL：0287-43-1118

55

展示 那須塩原市 各保健センター 那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

保健センター内に禁煙
に関するパネル・ポス
ター等の展示

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

56

4か月時健診 那須塩原市 西那須野保健セン
ター

5月31日 13：00～17：
00

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
26/74/003854.ht
ml

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

禁煙が必要な人に保健
師が禁煙を勧める。ま
た、禁煙を希望する人
には方法等を助言した
り、禁煙外来を設けて
いる医療機関を紹介す
る。

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100
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57

健康相談会 那須塩原市 黒磯保健センター 6月2日 9：00～12：00 http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
26/77/001811.ht
ml

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

禁煙が必要な人に保健
師が禁煙を勧める。ま
た、禁煙を希望する人
には方法等を助言した
り、禁煙外来を設けて
いる医療機関を紹介す
る。

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

58

3歳児健診 那須塩原市 黒磯保健センター 6月3日 13：00～17：
00

http://www.cty.n
asushiobara.lg.jp/
26/74/003854.ht
ml

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

禁煙が必要な人に保健
師が禁煙を勧める。ま
た、禁煙を希望する人
には方法等を助言した
り、禁煙外来を設けて
いる医療機関を紹介す
る。

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

59

育児相談 那須塩原市 黒磯保健センター 6月6日 9：30～15：00 http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
37/134/001815.h
tml

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

禁煙が必要な人に保健
師が禁煙を勧める。ま
た、禁煙を希望する人
には方法等を助言した
り、禁煙外来を設けて
いる医療機関を紹介す
る。

那須塩原市健康増進課
TEL 0287-63-1100

60

乳相 さくら市 氏家保健センター 6月1日 さくら市健康増進課
TEL 028-682-2589

健診受診者
たばこと健康に関する
正しい知識の普及。パ
ンフレット配布。

さくら市健康増進課
TEL 028-682-2589

61

貯筋フィットネス さくら市 喜連川保健センター 6月3日 さくら市健康増進課
TEL 028-682-2589

教室参加者
たばこと健康に関する
正しい知識の普及。パ
ンフレット配布。

さくら市健康増進課
TEL 028-682-2589

62

小学生への啓発 さくら市 各小学校 さくら市健康増進課
TEL 028-682-2590

小学６年生
たばこと健康に関する
正しい知識の普及。パ
ンフレット配布。

さくら市健康増進課
TEL 028-682-2590

10/15



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

63

個別健康教育
（禁煙）

下野市 保健福祉センターきら
ら館

6月1日 9:00～11:00 下野市健康増進課
0285-32-8905

禁煙について個別健康
教育を個別健康教育マ
ニュアルにより3か月
間実施

下野市健康増進課
0285-32-8905

64

個別健康教育
（禁煙）

下野市 保健福祉センターゆう
ゆう館

6月2日 9:00～11:00 下野市健康増進課
0285-32-8905

禁煙について個別健康
教育を個別健康教育マ
ニュアルにより3か月
間実施

下野市健康増進課
0285-32-8905

65

母子手帳発行時にお
ける、保健師・助産師
による普及啓発

下野市 庁舎 下野市健康増進課
0285-32-8905

妊娠届出時において、
喫煙する妊婦にタバコ
が母子に与える影響に
ついて説明を行い、禁
煙・節煙・分煙につい
て助言

下野市健康増進課
0285-32-8905

66

教育委員会管轄施設
（学校等）の敷地内全
面禁煙化

下野市 下野市健康増進課
0285-32-8905

教育施設などの施設、
敷地内の全面禁煙化に
取り組んでいる

下野市健康増進課
0285-32-8905

67

公共施設の施設内禁
煙化

下野市 下野市健康増進課
0285-32-8905

市役所や関連施設、公
共施設などにおいて、
指定場所以外での喫煙
を認めない、施設内禁
煙に取り組んでいる

下野市健康増進課
0285-32-8905

68

禁煙外来紹介（市
ホームページ）

下野市 http://www.city.s
himotsuke.lg.jp/h
p/menu00000660
0/hpg000006588.
htm

下野市健康増進課
0285-32-8905

市のホームページで禁
煙外来を開設している
病院を紹介

下野市健康増進課
0285-32-8905

69

広報での禁煙週間の
周知

上三川町 栃木県　上三川町内 5月31日 http://www.town.
kaminokawa.tochi
gi.jp/H28_5.htm

上三川町健康課
成人健康係
TEL 0285-56-9133

町民に配布する広報か
みのかわ５月号に禁煙
週間に関する記事を掲
載し、住民に周知。

上三川町健康課
成人健康係
TEL 0285-56-9133
E-mail：
kenkou01@town.kaminok
awa.tochigi.jp
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70

妊婦及びその家族に
対する禁煙指導

上三川町 栃木県　上三川町
上三川町役場
健康課

6月1日 上三川町健康課
母子健康係
TEL 0285-56-9132

妊娠届出時に妊婦及び
その家族に対し、パン
フレット等を配布し、
禁煙指導を実施（禁煙
週間以外も通年実
施）。

上三川町健康課
母子健康係
TEL 0285-56-9132
E-mail：
kenkou01@town.kaminok
awa.tochigi.jp

71

健康相談 市貝町 保健福祉センター 6月3日 10:00～
11:30

市貝町健康福祉課健康
づくり係
TEL 0285-63-1133

健康相談来所者にチラ
シを配布し、タバコの
健康被害について説
明。

市貝町健康福祉課健康
づくり係
TEL 0285-63-1133

72

特定健診・がん検診 市貝町 保健福祉センター 6月6日 8:00～
13:00

市貝町健康福祉課健康
づくり係
TEL 0285-63-1133

健診会場にて、タール
の模型を展示、タバコ
の害についてのリーフ
レット配布。

市貝町健康福祉課健康
づくり係
TEL 0285-63-1133

73

妊娠届け及び母子健
康手帳交付

芳賀町 健康福祉課窓口 随時 http://www.town.
haga.tochigi.jp/ku
rashi/kosodate/k
osodate/kenkout
echou.html

芳賀町健康福祉課
℡028-677-6042

対象：妊婦
内容：母子健康手帳交
付時に「にこニコドラ
イブ～ふたつの禁煙物
語～」という冊子を配
布する。

芳賀町健康福祉課
℡028-677-6042

74

母子手帳交付時のた
ばこの胎児への影響
に関する啓発ちらしの
配布

野木町健康福祉課 野木町役場 通年 野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171

母子手帳交付時に、妊
婦を対象に、たばこの
胎児への影響と受動喫
煙のリスクに関するち
らしを配布。

野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171

75

プレママ・プレパパク
ラス（第1回）

野木町 野木町保健センター 年間48回 野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171

妊婦とその家族を対象
に、禁煙と、受動喫煙
のリスクに関しての保
健指導を実施。

野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171

76

乳幼児健診 野木町 野木町保健センター 年間4回 野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171

保護者とその家族を対
象に、禁煙と、受動喫
煙のリスクに関しての
面接での保健指導を実
施。

野木町役場健康福祉課
℡0280-57-4171
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77

集団健診時禁煙啓発
ティシュの配布

塩谷町 塩谷町船生西体育館 5月31日 8:30～11:00 hoken@town.shio
ya.tochigi.jp

塩谷町保健福祉課
TEL 0287-45-1119

集団健診時、禁煙啓発
ティシュの配布。健診
対象者

塩谷町保健福祉課
TEL 0287-45-1119

78

高齢者サロンにて禁
煙啓発ティシュの配
布

塩谷町 塩谷町大宮コミニ
ティーセンター

5月31日 9:00～11:00 hoken@town.shio
ya.tochigi.jp

塩谷町保健福祉課
TEL 0287-45-1119

高齢者サロン参加者
に、禁煙啓発ティシュ
を配布する。

塩谷町保健福祉課
TEL 0287-45-1119

79

広報 高根沢町 6月1日号 高根沢町保健センター 喫煙の害・禁煙と禁煙
中の方の家族や友人に
よるサポートについて

高根沢町保健センター

80

未成年者喫煙予防事
業

高根沢町 高根沢町保健センター 町内の中学1年生を対
象（２校・２８０名）
に、喫煙防止のパンフ
レットを配布。

高根沢町保健センター

81

母子健康手帳交付
（面接時）

那珂川町 那珂川町健康管理セ
ンター

通年 http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.G10:
G13jp/20kurashi
/02ikuji/2009-
0121-1336-
102.html

那珂川町子育て支援課
TEL 0287-92-1115

妊娠初期、たばこの胎
児への影響、受動喫煙
の害、禁煙の勧めにつ
いてのパンフを配布す
る。

那珂川町子育て支援課
TEL 0287-92-1115

82

思春期教室 那珂川町 各小中学校 検討中 http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/20
kurashi/02ikuji/2
009-0121-1336-
104.html

那珂川町子育て支援課
TEL 0287-92-1115

自分を大切にするこ
と、喫煙が身体に与え
る影響についての理解
を深める。

那珂川町子育て支援課
TEL 0287-92-1115
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83

健康診査 那珂川町 健診会場 6月8日
6月23日

http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/20
kurashi/02ikuji/2
009-0121-1349-
102.html

那珂川町健康福祉課
（健康管理センター）
TEL 0287-92-1188

世界禁煙デー・禁煙週間
の周知
禁煙・受動喫煙の予防に
ついての周知

那珂川町健康福祉課
（健康管理センター）
TEL 0287-92-1188

84

６月広報・ケーブルテ
レビ・ホームページ掲
載

那珂川町 各家庭 ５月３１日～
６月３０日

http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/20
kurashi/02ikuji/2
009-0121-1349-
103.html

那珂川町健康福祉課
（健康管理センター）
TEL 0287-92-1188

世界禁煙デー・禁煙週間
の周知
禁煙・受動喫煙の予防に
ついての周知

那珂川町健康福祉課
（健康管理センター）
TEL 0287-92-1188

85

禁煙週間の周知 （一社）栃木県歯科医
師会

（一社）栃木県歯科医
師会ＨＰ

5月31日～ 6月6日 http://tochigi-
da.or.jp/

栃木県歯科医師会
TEL  028-648-0471

・禁煙週間のお知らせ
を本会ＨＰに掲載し、
県民に対し禁煙及び受
動喫煙防止の普及啓発
を図る

栃木県歯科医師会
TEL  028-648-0471

86

健康情報提供コー
ナーへのポスター掲
示とパンフレット配布

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

5月31日～6
月6日

9：00～21：00
9：00～17：00
（6月5,6日）

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
TEL 028-623-5566
管理課
TEL 028-623-5858

たばこと健康に関する
正しい知識の普及
とちぎ健康づくりセン
ター来館者に対し、ポ
スターの掲示、パンフ
レットの配布をする。

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
TEL 028-623-5566
管理課
TEL 028-623-5858

87

施設利用講習 とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

5月31日～6
月6日

時間は曜日
によって異な
る

http://www.kenk
ounomori.org

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
TEL 028-623-5566

施設利用希望者に対
し、たばこと健康に関
する正しい知識及び禁
煙支援の講話を行う。

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
TEL 028-623-5566

88

ノベルティの配布 とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

6月4日～6月
6日

13：00～15：
00

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
管理課
TEL 028-623-5858

たばこと健康に関する
正しい知識の普及
禁煙週間の情報提供

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
管理課
TEL 028-623-5858
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89

禁煙支援 （公財）栃木県保健衛
生事業団

（公財）栃木県保健衛
生事業団　人間ドック
フロア

5月31日～6
月6日

7:30
～
15:00

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

人間ドック受診者に対
し、タバコと健康に関
する知識の普及を目的
としたパネルの展示及
び禁煙グッズの紹介等
を行う。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

90

テレビによる
普及啓発

（公財）栃木県保健衛
生事業団

とちぎテレビ 5月31日～6
月6日

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

たばこの健康に与える
影響等について告知放
送を制作し、禁煙週間
内に５回放送する。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

91

新聞による
普及啓発

（公財）栃木県保健衛
生事業団

下野新聞 6月1日 （公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

下野新聞の一面に禁煙
週間の告知（カラー）
を掲載する。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

92

禁煙ポスターの
配付及び掲示

（公財）栃木県保健衛
生事業団

・県内158団体に
 配付
・とちぎ健康の森
 内４か所に掲示

5月31日～6
月6日

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

（公財）結核予防会の
禁煙ポスターを県内
158団体に配付して掲
示を依頼するととも
に、とちぎ健康の森内
の４か所に掲示する。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181
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