
平成28年度 禁煙週間における取組の概要 【別紙】

連絡先

都道府県・市町村 鳥取県 鳥取市

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

世界禁煙デーinとっと
り

（共催）
鳥取県東部医師会、
とっとり喫煙問題研究
会、鳥取県薬剤師会
東部支部、鳥取市、
鳥取市民健康づくり
地区推進員連絡協議
会、公益財団法人
中国労働衛生協会、
全国健康保険協会、
鳥取県国民保険団体
連合会、東部福祉保
健事務所

イオンモール鳥取北
店・セントラルコート

5月29日 13：00～15：
30

安陪内科医院（0857-
26-6675)
鳥取市中央保健セン
ター（0857-20-3194)
鳥取県東部福祉保健事
務所（0857-22-5695)

対象：一般県民
内容：医師・薬剤師によ
る禁煙相談、肺年齢測
定、呼気中一酸化炭素
濃度測定、禁煙貯金箱
の作成、クイズラリー、世
界のたばこやタール瓶・
パネルの展示、肌水分
測定、血管年齢測定、風
船配布

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

2

ミニパネル展 東部福祉保健事務所 東部福祉保健事務所
内１階ロビー

禁煙週間に
あわせて実
施

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

対象：一般県民
内容：１階ロビーにパ
ネル展示やパンフレッ
ト・タール瓶・ポス
ターの設置

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

3

職員への普及啓発 東部福祉保健事務所 禁煙週間に
あわせて実
施

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

対象：鳥取県職員
内容：禁煙デーとタバコ
の害について記載した
メールを職員に一斉メー
ル

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

4

禁煙相談（希望者に
応じ、随時実施）

東部福祉保健事務所 事務所窓口、電話等 随時 随時 鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

対象：一般県民（希望
者）
内容：健康相談を随時
実施

鳥取県東部福祉保健事
務所　健康支援課（℡
0857-22-5695）

健康政策課

郵便番号

福祉保健部健康医療局 住所

６８０－８５７０

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０

電話 （0857）26-7861

健康づくり文化創造担当 担当者

inoue-hi@pref.tottori.jp

4．日時

井上　裕美

mailto:inoue-hi@pref.tottori.jp
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5

平成２８年度世界禁
煙デー関連イベント

世界禁煙デーｉｎパー
タン実行委員会

鳥取県倉吉市｢パー
プルタウン｣

5月29日 13:00～15:00 鳥取県中部総合事務所
福祉保健局健康支援課
TEL：0858－23－3146

対象：県民、禁煙希望
者
内容：呼気中一酸化炭
素濃度、肺年齢等の測
定や禁煙相談、タバコ
と健康に関するパネル
展示やクイズ、禁煙標
語コンクール作品展
示、禁煙絵本読み聞か
せ、禁煙お願いカード
測定コーナー等

鳥取県中部総合事務所
福祉保健局健康支援課
TEL：0858－23－3146

6

敷地内1日禁煙(予定) 鳥取県中部総合事務
所

鳥取県倉吉市｢鳥取
県中部総合事務所｣

5月31日 終日 鳥取県中部総合事務所
福祉保健局健康支援課
TEL：0858－23－3146

来庁者や職員を対象
に、中部総合事務所敷
地内を1日禁煙とす
る。

鳥取県中部総合事務所
福祉保健局健康支援課
TEL：0858－23－3146

7

世界禁煙デーin米子 世界禁煙デーin米子
実行委員会

イオン米子駅前店（鳥
取県米子市）

5月29日 13:00～15:00 http://www.pr
ef.tottori.lg.jp/
257318.htm

世界禁煙デーin米子実
行委員会事務局
℡0859-31-9319

専門医による禁煙相
談、ニコチン依存度
チェック、呼気中一酸
化炭素濃度測定、肺年
齢測定、肌の水分量測
定、小中学生の禁煙標
語/ポスターの展示、
禁煙紙芝居、禁煙に関
するヒーローショー

鳥取県西部総合事務所
福祉保健局
担当課：健康支援課
℡：0859-31-9319
E-mail：
seibu_fukushihoken@pref
.tottori.jp

8

禁煙の普及啓発 西部総合事務所福祉
保健局

西部総合事務所福祉
保健局内

５月中旬～
月末

－

西部総合事務所福祉保
健局

照射内のポスター掲
示、電子メール等によ
る職員への啓発、禁煙
希望者にへの情報提供
等

鳥取県西部総合事務所
福祉保健局
担当課：健康支援課
℡：0859-31-9319
E-mail：
seibu_fukushihoken@pref
.tottori.jp
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http://www.pref.tottori.lg.jp/257318.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/257318.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/257318.htm


平成28年度 禁煙週間における取組の概要 【別紙】

連絡先

都道府県・市町村 鳥取県 鳥取市

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

健康政策課

郵便番号

福祉保健部健康医療局 住所

６８０－８５７０

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０

電話 （0857）26-7861

健康づくり文化創造担当 担当者

inoue-hi@pref.tottori.jp

4．日時

井上　裕美

9

広報
（たばこと健康に関す
る正しい知識の普及）

八頭町 http://www.to
wn.yazu.tottor
i.jp/

八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

５月号町報「やず」に
掲載

八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

10

広報
（たばこと健康に関す
る正しい知識の普及）

八頭町 ５月３０日
５月３１日

夜（放送）
朝(放送）

八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

一般住民を対象に防災
無線放送を行う。

八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

11

広報
（公共の場・職場にお
けるたばこと健康に関
する正しい知識の普
及・受動喫煙防止）

八頭町 5月31日 八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

町職員を対象に庁内
LANで情報回覧

八頭町役場　保健課
０８５８－７２－３５６６

12

町広報 岩美町 岩美町内 岩美町　健康長寿課
健康増進係
電話０８５７－７３－１３２
２

6月号広報に掲載
町内無線放送で周知を
はかる。

岩美町　健康長寿課
健康増進係
電話０８５７－７３－１３２
２

13

禁煙チャレンジデー 岩美町 庁舎内の喫煙所 5月31日 岩美町　健康長寿課
健康増進係
電話０８５７－７３－１３２
２

喫煙所にポスター掲示 岩美町　健康長寿課
健康増進係
電話０８５７－７３－１３２
２
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14

町報・ホームページへ
の啓発記事掲載

智頭町 町報 町報5月号 http://www1.t
own.chizu.tott
ori.jp/

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

町民を対象とし、禁煙
に関する記事を掲載

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

15

告知端末による放送 智頭町 5月31日（火） 智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

町民を対象とし、禁煙
に関する情報を放送

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

16

保健センター内にポ
スター等を掲示、リー
フレットの設置

智頭町 智頭町保健・医療・福
祉総合センター「ほの
ぼの」

5月31日（火）
～6月6日
(月）

http://www1.t
own.chizu.tott
ori.jp/

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

町民を対象とし、禁煙
に関するポスター等を
掲示・リーフレットを
設置

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

17

保健師による健康相
談

智頭町 智頭町保健・医療・福
祉総合センター「ほの
ぼの」

5月31日（火）
～6月6日
(月）

8:30～17:15 http://www1.t
own.chizu.tott
ori.jp/

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

町民を対象とし、禁煙
に関する健康相談に対
応

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

18

職員への啓発 智頭町 5月31日（火） 智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101

職員を対象とし、禁煙
に関する情報をメール
配信

智頭町保健センター福
祉課
電話：0858-75-4101
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19

受動喫煙防止につい
ての町報掲載

琴浦町 琴浦町子育て健康課
電話　0858－52－1705

町報5月号における世
界禁煙デーの紹介、喫
煙や受動喫煙による健
康被害及び受動喫煙防
止について掲載

琴浦町子育て健康課
0858－52－1705

20

１日禁煙デー 琴浦町 鳥取県琴浦町役場
（本庁舎及び分庁舎）
及び町所有の施設等

5月31日 琴浦町総務課
0858－52－1700
琴浦町子育て健康課
0858－52－1705

世界禁煙デーである5
月31日に、役場の全施
設を敷地内禁煙を実
施。ポスター掲示、
ホームページ、TCC文
字放送、音声放送によ
る町民への周知

琴浦町子育て健康課
0858－52－1705

21

禁煙啓発チラシの全
集落への配布

琴浦町 琴浦町子育て健康課
0858－52－1705

タバコによる健康被害
の認知度をより一層高
めるとともに、受動喫
煙防止を目的としてチ
ラシを配布。チラシ
は、各集落の役員へ公
民館等での掲示を依
頼。

琴浦町子育て健康課
0858－52－1705

22

母子手帳交付時や赤
ちゃん訪問時、乳幼
児健診、集団検診等
での情報提供

琴浦町 通年 琴浦町子育て健康課 母子手帳交付時や赤
ちゃん訪問時、乳幼児
健診・集団検診等で喫
煙者及び家族へ喫煙・
受動喫煙による健康影
響について情報提供・
禁煙勧奨、県禁煙治療
費助成事業・禁煙指導
医等を紹介。

琴浦町子育て健康課
0858－52－1705
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23

町報による周知 北栄町役場 北栄町健康推進課
ＴＥＬ：0858-37-5867

町報5月号で、喫煙の
害、世界禁煙デー関連
イベントの周知。

北栄町健康推進課
ＴＥＬ：0858-37-5867

24

世界禁煙デー関連イ
ベント

鳥取県中部福祉保健
局健康支援課

倉吉ショッピングセン
ター　パープルタウン
（パータン広場）

5月29日（日） 13:00～15:00 鳥取県中部福祉保健局
健康支援課
ＴＥＬ：0585-23-3143

県民、禁煙希望者を対
象に無料禁煙相談や禁
煙クイズ、パネル展示
等を実施。

鳥取県中部福祉保健局
健康支援課

25

母子手帳交付時や赤
ちゃん訪問時に禁煙
を勧める

北栄町役場 必要時 北栄町健康推進課
ＴＥＬ：0858-37-5867

母子手帳交付時や赤
ちゃん訪問時に喫煙をし
ている家族に禁煙を勧
める。

北栄町健康推進課
ＴＥＬ：0858-37-5867

26

世界禁煙デーin米子 世界禁煙デーin米子
実行委員会

イオン米子駅前店　1
階吹き抜け広場

5月29日（日） 13：00～15：
00

西部総合事務所福祉保
健局　健康支援課
（0859）31-9319

全年齢に対して、たば
この害等について広く
周知することで未成年
者の喫煙防止や喫煙者
の禁煙支援を図り、さ
らに受動喫煙のない環
境を整えることを目的
とした啓発イベント。

西部総合事務所福祉保
健局　健康支援課
（0859）31-9319

mailto:inoue-hi@pref.tottori.jp
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連絡先

都道府県・市町村 鳥取県 鳥取市

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

健康政策課

郵便番号

福祉保健部健康医療局 住所

６８０－８５７０

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０

電話 （0857）26-7861

健康づくり文化創造担当 担当者

inoue-hi@pref.tottori.jp

4．日時

井上　裕美

27

周知・啓発 日吉津村福祉保健課 日吉津村福祉保健課
℡0859-27-5952

・広報、ホームペー
ジ、ケーブルテレビ、
ポスター等の情報媒体
を利用し、禁煙意識の
向上を図る。
・「世界禁煙デーin米
子」のチラシを保育
所、小学校で配布す
る。
・ヴィレステひえづに
て啓発用ポケット
ティッシュを配布す
る。

日吉津村福祉保健課
℡0859-27-5952

28

１日禁煙デーの実施 日吉津村福祉保健課 日吉津村役場
農業者トレーニングセ
ンター

5月31日 8:30～17:15 日吉津村福祉保健課
℡0859-27-5952

職員、来庁者、施設利
用者に一日禁煙を呼び
かける。

日吉津村福祉保健課
℡0859-27-5952

29

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

南部町健康福祉課 南部町法勝寺庁舎、
天萬庁舎、健康管理
センターすこやか、各
集団健診会場

南部町健康福祉課
66-5524

禁煙ポスターの掲示、
集団健診受診者へのチ
ラシの配布、ホーム
ページへの掲載

南部町健康福祉課
66-5524

30

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

伯耆町 町内 平成２８年５
月

伯耆町役場健康対策課
健康増進室
0859-68-5536

町報５月号に禁煙イベ
ントの情報や昨年度の
イベントで受賞した作
品（禁煙標語、禁煙ポ
スター）を載せる。

0859-68-5536

mailto:inoue-hi@pref.tottori.jp
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連絡先

都道府県・市町村 鳥取県 鳥取市

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

健康政策課

郵便番号

福祉保健部健康医療局 住所

６８０－８５７０

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０

電話 （0857）26-7861

健康づくり文化創造担当 担当者

inoue-hi@pref.tottori.jp

4．日時

井上　裕美
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公共の場・職場にお
ける受動喫煙防止対
策

伯耆町 庁舎内 平成２８年４
月

伯耆町役場健康対策課
健康増進室
0859-68-5536

庁舎内の喫煙室を廃止
し、受動喫煙防止対策
徹底。

0859-68-5536

32

禁煙支援 鳥取県 町内の禁煙希望者と
連絡を取り、禁煙支
援を行う場所を決定
する。

平成２８年５
月

西部総合事務所福祉保
健局
0858-23-3146

平成２８年５月２９日
（日）に禁煙イベントを
開催する。イベント内
に、禁煙相談コーナーを
設置し、希望者は禁煙指
導医のアドバイスを受け
ることができる。イベン
ト終了後、アドバイスを
受けた方で、今後禁煙治
療を希望する方を対象に
禁煙支援を行う。

0859-31-9319

33

世界禁煙デー及び禁
煙週間における禁煙・
分煙の啓発

江府町福祉保健課 町内 期間中 電話　０８５９－７５－６１
１１

住民に禁煙・分煙につ
いて啓発する。

江府町福祉保健課
電話　０８５９－７５－６１
１１

34

・町内ケーブルテレビ
による普及啓発

日南町福祉保健課 5月22日～
6月5日

終日 日南町福祉保健課
0859-82-0374

・｢5月31日世界禁煙
デーin米子」および｢
禁煙週間」の紹介をし
意識啓発を行う。

日南町福祉保健課
0859-82-0374

mailto:inoue-hi@pref.tottori.jp
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・禁煙ポスターの掲示
・｢5月31日世界禁煙
デーin米子」チラシの
掲示

日南町福祉保健課 日南町役場
日南病院
ショッピングセンター
地域振興センター（７
か所）
健康福祉センター

5月31日～
6月6日の前
後数日

日南町福祉保健課
0859-82-0374

・｢5月31日世界禁煙
デーin米子」および｢
禁煙週間」の紹介をし
意識啓発を行う。

日南町福祉保健課
0859-82-0374

36

・禁煙ポスターの掲示
・｢5月31日世界禁煙
デーin米子」チラシの
掲示

日南町福祉保健課 小学校
中学校

5月31日～
6月6日の前
後数日

日南町福祉保健課
0859-82-0374

・｢5月31日世界禁煙
デーin米子」及び｢禁
煙週間」の紹介と意識
啓発を行う。
・未成年者の喫煙防止
対策としての啓発、情
報提供。

日南町福祉保健課
0859-82-0374

37

・禁煙支援への啓発
及び相談窓口の紹介

日南町福祉保健課 日南町役場
日南病院
ショッピングセンター
地域振興センター（７
か所）
健康福祉センター

5月31日～可
能な期間

日南町福祉保健課
0859-82-0374

・禁煙治療費助成事業
等タバコをやめたい方
への情報提供をチラシ
やケーブルテレビ等で
行う。

日南町福祉保健課
0859-82-0374

mailto:inoue-hi@pref.tottori.jp

