
令和元年度 禁煙週間における取組の概要 青森県

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

ポスター等による普
及啓発

青森県（東地方保健
所）

東地方保健所内 5月31日～6
月6日

東青地域県民局地域健
康福祉部保健総室(東地
方保健所健康増進課）

電話：017-739-5421

庁舎内に世界禁煙デー
のポスターを掲示す
る。喫煙・受動喫煙等
に関するリーフレット
を所内に設置する。

東青地域県民局地域健
康福祉部保健総室(東地
方保健所健康増進課）

電話：017-739-5421

2

喫煙による健康被害
の知識及び禁煙に向
けた普及啓発

青森県（弘前保健所） 青森県弘前健康福祉
庁舎、弘前合同庁舎

5月31日～6
月6日

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8521

世界禁煙デーのポス
ター掲示。

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8521

3

弘前合同庁舎内放送
による禁煙の普及啓
発

青森県（弘前保健所） 弘前合同庁舎 5月31日～6
月6日
※土日を除く

9：00、15：00 中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8521

弘前合同庁舎内にて、
喫煙による健康被害及
び禁煙治療の案内につ
いて一斉放送を実施。

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8522

4

青森県弘前健康福祉
庁舎内放送による禁
煙の普及啓発

青森県（弘前保健所） 青森県弘前健康福祉
庁舎

5月31日～6
月6日
※土日を除く

9：00、15：00 中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8521

青森県弘前健康福祉庁
舎にて、喫煙による健
康被害及び禁煙治療の
案内について一斉放送
を実施。

中南地域県民局地域健
康福祉部保健総室（弘
前保健所健康増進課)

電話：0172-33-8523

5

禁煙週間庁内放送 青森県（三戸地方保
健所）

三八地域県民局内
（合同庁舎、三戸地方
保健所）

5月31日～6
月7日

三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

受動喫煙防止等につい
て庁内放送を行い、来
庁者及び職員に周知す
る。

三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

6

ポスター掲示
パンフレット配布

青森県（三戸地方保
健所）

アップルドーム（三戸
町）

6月1日 三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

親と子のよい歯のコン
クールの会場にポス
ター掲示及び出席者に
リーフレット配布を行
い、出席者を対象に普
及啓発を行う。

三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

4．日時
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7

ポスター掲示
パンフレット配布
喫煙防止グッズ展示

青森県（三戸地方保
健所）

三八地域県民局内
（合同庁舎、三戸地方
保健所）

5月31日～6
月30日

三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

庁舎内にポスター掲
示、リーフレット配
置、喫煙防止グッズ展
示を行い、来所者や職
員を対象に普及啓発を
行う。

三八地域県民局地域健
康福祉部保健総室（三
戸地方保健所健康増進
課)

電話：0178-27-5111
（内線287）

8

ポスターによる普及
啓発活動

青森県（五所川原保
健所）

五所川原保健所
県五所川原合同庁舎

5月31日～6
月6日

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

世界禁煙デー及び禁煙
週間におけるキャン
ペーン中にポスターを
掲示し、禁煙について
普及啓発を図る。

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

9

ホームページによる
普及啓発活動

青森県（五所川原保
健所）

五所川原保健所ホー
ムページ

5月14日～
http://www.pref.a
omori.lg.jp/soshik
i/kenmin/go-
hoken/sekaikinne
nnde-.html

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

保健所ホームページに
世界禁煙デー及び禁煙
週間に関する記事を掲
載し、禁煙についての
普及啓発や、健康増進
法改正の周知を図る。

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

10

県五所川原合同庁舎
館内放送での普及啓
発活動

青森県（五所川原保
健所）

県五所川原合同庁舎 5月31日～6
月6日

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

県五所川原合同庁舎の
館内放送で、世界禁煙
デー及び禁煙週間に関
する放送を行い、禁煙
についての普及啓発
や、健康増進法改正の
周知を図る。

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

11

親と子のよい歯のコン
クールでのパンフレッ
トの配布

北五歯科医師会
青森県（五所川原保
健所）

エルムの街ショッピン
グセンター　２階　エ
ルムホール

6月2日 10:00～11:00 西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

親と子のよい歯のコン
クールで禁煙や改正健
康増進法に関するパン
フレットを配布し、普
及啓発を図る。

西北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（五
所川原保健所健康増進
課)

電話：0173-34-2108

12

世界禁煙デーポス
ター掲示

青森県（上十三保健
所）

上十三保健所
十和田合同庁舎
福祉こども総室

ポスター収
受日～6月6
日

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261

対象施設で世界禁煙
デーポスターを掲示

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261
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13

十和田合同庁舎館内
放送による受動喫煙
防止の普及啓発

青森県（上十三保健
所）

十和田合同庁舎 5月31日～6
月6日

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261

館内放送から受動喫煙
防止を呼びかける

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261

14

オリジナルリーフレッ
トによる啓発活動

青森県（上十三保健
所）

①上十三保健所、十
和田合同庁舎、福祉
こども総室
②親と子のよい歯の
コンクール会場（イオ
ンスーパーセンター十
和田店）

①今後調整
②6月8日

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261

①職員へメール配信に
よる啓発
②受動喫煙対策リーフ
レットを配布する

上北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（上
十三保健所健康増進課)

電話：0176-23-4261

15

ポスター掲示、リーフ
レット設置による普及
啓発

青森県（むつ保健所） むつ保健所、青森県
むつ合同庁舎
JR下北駅、JR大湊駅

5月31日～6
月6日

下北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（むつ
保健所健康増進課)

電話：0175-31-1388

一般住民を対象に、禁
煙週間ポスター掲示及
び、リーフレットを設
置し、普及啓発を図
る。

下北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（むつ
保健所健康増進課)

電話：0175-31-1388

16

下北地域県民局職員
に対する普及啓発

青森県（むつ保健所） 青森県むつ健康福祉
庁舎および青森県む
つ合同庁舎

5月31日～6
月6日

※土日除く

下北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（むつ
保健所健康増進課)

電話：0175-31-1388

下北地域県民局職員を
対象に、受動喫煙対策
等についてメールや庁
内放送を活用して普及
啓発を図る。

下北地域県民局地域健
康福祉部保健総室（むつ
保健所健康増進課)

電話：0175-31-1388

17

広報ひろさきへの特
集記事掲載

弘前市 6月1日号 弘前市健康増進課

電話：0172-37-3750

・対象：全市民
・内容：世界禁煙
デー・禁煙週間及び受
動喫煙に関する正しい
情報の提供

青森県弘前市
担当課：健康増進課

電話：0172-37-3750

18

妊婦窓口相談 弘前市 ・ひろさき子育て世代
包括支援センター

5月31日～6
月6日

8:30～18:00 ひろさき子育て世代包括
支援センター

電話：0172-37-1323

・対象：妊婦、その家
族
・内容：母子健康手帳
交付時に、たばこと健
康に関する正しい知識
の提供、禁煙支援

青森県弘前市
担当課：ひろさき子育て
世代包括支援センター

電話：0172-37-1323
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19

ポスター掲示・チラシ
配布による普及啓発

弘前市 ・弘前市役所本庁舎
・岩木総合支所
･相馬総合支所
・弘前市保健センター
・岩木保健福祉セン
ター
・ヒロロ３階健康広場

5月31日～6
月6日

弘前市健康増進課

電話：0172-37-3750

・対象：全市民
・内容：庁舎内等に世
界禁煙デー及び禁煙週
間のポスター・チラシ
を設置

青森県弘前市
担当課：健康増進課

電話：0172-37-3750

20

乳児健診における普
及啓発

弘前市 指定医療機関 5月31日～6
月6日

弘前市健康増進課

電話：0172-37-3750

・対象：４か月児健
診、７か月児健診受診
者
・内容：小児科医師に
よるたばこと健康に関
する正しい知識の提供

青森県弘前市
担当課：健康増進課

電話：0172-37-3750

21

市ホームページによ
る普及啓発

弘前市 5月31日～6
月6日

http://www.city.h
irosaki.aomori.jp/f
ukushi/kenko/to
bacco/index.html

弘前市健康増進課

電話：0172-37-3750

・対象：全市民
・内容：市ホームペー
ジに、たばこによる健
康影響等に関する情報
を掲載

青森県弘前市
担当課：健康増進課

電話：0172-37-3750

22

世界禁煙デー及び禁
煙週間の周知

黒石市 黒石市役所庁舎内 黒石市健康福祉部健康
推進課
　
電話：0172-52-2111

ポスターの掲示及び
ホームページに掲載し
普及啓発を図る

黒石市健康福祉部健康
推進課
　
電話：0172-52-2111

23

広報による普及啓発
活動

五所川原市 五所川原市 5月24日発行 五所川原市役所健康推
進課

電話：0173-35-2111

広報誌に「世界禁煙
デー」及び「禁煙外来
のご案内」に関する記
事を掲載

五所川原市 民生部 健
康推進課

電話：0173-35-2111

24

ホームページによる
普及啓発

五所川原市 五所川原市 5月15日～6
月30日掲載

五所川原市役所健康推
進課

電話：0173-35-2111

市公式HPに「世界禁煙
デー」及び「禁煙外来
のご案内」に関する記
事を掲載

五所川原市 民生部 健
康推進課

電話：0173-35-2111
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25

コミュニティFMによる
普及啓発活動

五所川原市 五所川原市 5月20日～5
月27日

8:00～8:05 五所川原市役所健康推
進課

電話：0173-35-2111

コミュニティFM（G
モーニング健康だよ
り）による禁煙週間、
禁煙方法、禁煙外来を
周知する。

五所川原市 民生部 健
康推進課

電話：0173-35-2111

26

○保健協力員活動打
ち合わせ会にて禁煙
相談薬局・禁煙治療
医療機関一覧.の配布

十和田市 十和田市保健セン
ター
他各集会所

5月下旬～
　　　6月中旬

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

市内禁煙治療実施医療
機関及び禁煙サポート
薬局リーフレットの配
布

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

27

○ポスター掲示 十和田市 十和田市役所
十和田市保健セン
ター

収受日～6月
6日

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

○保健センターと市役
所に掲示

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

28

○庁内放送を利用し
た禁煙週間の周知

十和田市 十和田市役所 5月31日～6
月6日

10：00、
14：00

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

市役所庁内で、世界禁
煙デー及び禁煙週間に
ついて来庁者及び職員
に対しアナウンスを行
い周知する

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

29

○庁内LANを使用し
た情報提供

十和田市 十和田市役所 5月29日～6
月6日

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

世界禁煙デー及び禁煙
週間と市内禁煙治療実
施医療機関及び禁煙サ
ポート薬局について情
報提供を行う

十和田市健康福祉部
健康増進課
健康づくり推進係

電話：0176-51-6791

30

三沢市ケーブルテレ
ビによる広報活動

三沢市 三沢市保健相談セン
ター

5月31日～6
月6日

三沢市健康推進課

電話：0176-57-0707

三沢市ホームページに
禁煙デー及び禁煙週
間、禁煙の害等に関す
る情報を掲載。

三沢市健康推進課

電話：0176-57-0707
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31

総合健診における普
及啓発

むつ市 下北文化会館 5月31日 7:00～15:30 http://www.city.
mutsu.lg.jp/index.
cfm/37,59427,24,
176,html

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

集団健診（胃・大腸・
肺・乳・子宮頸がん検
診、肝炎ウイルス検
診、国保特定健診、後
期高齢者健診）におい
て資料配付

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

32

ＦＭラジオ放送を活用
しての普及啓発

むつ市 5月31日～6
月6日

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

ＦＭアジュールの放送
を通しての普及啓発

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

33

パンフレット等の配置 むつ市 むつ市本庁舎 5月31日～6
月6日

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

本庁舎窓口にパンフ
レット等を配置

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

34

市ホ－ムページにお
ける普及啓発

むつ市 5月31日～6
月6日

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

市ＨＰにおける普及啓
発

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

35

市内事業所に対する
普及啓発

むつ市 5月31日 むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111

市内事業所にたばこに
関する資料を送付

むつ市健康づくり推進部
健康づくり推進課

電話：0175-22-1111
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36

禁煙活動に向けた啓
蒙活動の継続強化

つがる市 ・つがる市役所ロビー
・健康推進課窓口
・つがる市健康づくり
センターロビー

5月31日～6
月6日

8:30～17:15 つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

・施設内へのポスター
の掲示及び禁煙に関す
るパンフレットの設
置・配布
・妊娠・出産届け出時
の妊産婦及び配偶者、
家族への禁煙・防煙指
導の強化継続
・市広報５月号へ市の
喫煙率の推移(国・県
との比較)等をたばこ
掲載

つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

37

たばこを考えよう つがる市 つがる市立図書館 5月31日～6
月6日

10:00～20:00 つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

市民の喫煙状況のチラ
シ、禁煙パンフレッ
ト、禁煙治療可能な医
療機関一覧、子どもや
妊産婦に及ぼす影響、
COPDに関するチラシの
設置配布

つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

38

健康ミニ講話 つがる市 　・つがる市健康づく
りセンターロビー

5月30日 10：00～10：
30

つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

「たばこの害について
考えよう」をテーマ
に、喫煙及び受動喫煙
による影響等について
講話。

つがる市健康推進課

電話:0173-42-2111

39

たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

平川市 平川市健康センター 5月31日～6
月6日

平川市子育て健康課

電話：0172-44-1111

健康センターにポス
ターを掲示すること
で、未成年者の喫煙防
止や受動喫煙防止の普
及啓発を図る

平川市子育て健康課健
康推進係

電話：0172-44-1111

40

広報誌などによる普
及啓発

平内町 5月～6月 平内町健康増進課

電話：017-718-0019

【広報ひらない５月号
掲載】全町民を対象
に、世界禁煙デーやタ
バコの害、受動喫煙、
法改正についての情報
を掲載

平内町健康増進課

電話：017-718-0019
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41

ポスター掲示による
普及啓発

平内町 庁舎等関係機関４ヵ
所
町内医療機関４ヵ所

5月～6月 平内町健康増進課

電話：017-718-0019

【ポスター掲示】庁舎
等を訪れる町民及び役
場職員対象　庁舎内に
禁煙及び禁煙週間に関
するポスター掲示

平内町健康増進課

電話：017-718-0019

42

ポスターの掲示、パン
フレットの配布

今別町 今別町役場庁舎 5月～6月 今別町福祉課

電話：0174-35-3004

禁煙週間に関するポス
ター掲示及び受動喫煙
防止・COPDについての
パンフレット配付

今別町福祉課

電話：0174-35-3004

43

世界禁煙デーと禁煙
週間における健康づ
くり普及について

蓬田村 「広報よもぎた5月号」
掲載

令和元年5月 http://www.vill.yo
mogita.lg.jp

蓬田村健康福祉課

電話： 0174-27-2111

村内広報に喫煙や受動
喫煙による害などを掲
載

蓬田村健康福祉課

電話： 0174-27-2111

44

世界禁煙デーと禁煙
週間の普及・啓発

蓬田村 蓬田村役場　庁舎内 5月31日～6
月6日

蓬田村健康福祉課

電話： 0174-27-2111

蓬田村役場庁舎内にお
いて、禁煙やたばこの
害に関するパンフレッ
トやポスターを設置予
定

蓬田村健康福祉課

電話： 0174-27-2111

45

幼児健診（３歳児健
診）

外ヶ浜町 外ヶ浜町総合福祉セ
ンターなどわーる

6月5日 12:30～15:30 外ヶ浜町役場福祉課

電話：0174-22-2941

乳幼児健診の会場にポ
スターを掲示する。

外ヶ浜町役場福祉課

電話：0174-22-2941

46

広報誌 外ヶ浜町 外ヶ浜町総合福祉セ
ンターなどわーる

6月 外ヶ浜町役場福祉課

電話：0174-22-2941

町全世帯配布の広報誌
に禁煙週間を掲載し、
禁煙の啓発を図る。

外ヶ浜町役場福祉課

電話：0174-22-2941

http://www.vill.yomogita.lg.jp/
http://www.vill.yomogita.lg.jp/
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47

禁煙週間PR事業
（防災無線）

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 5月31日 鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

禁煙週間および禁煙外
来の紹介等について、
毎戸に設置している防
災無線を活用した放送
を行う。

鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

48

禁煙週間PR事業
（町職員向け）

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町役場内　他 5月31日 鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

町職員に対し、禁煙週
間および禁煙外来の紹
介等について、職員
メールを活用して周知
する。

鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

49

禁煙週間PR事業
（窓口でのパンフレッ
ト配布）

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町役場内 5月31日～ 鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

役場窓口で禁煙につい
てのパンフレットを配
布する。

鰺ヶ沢町健康ほけん課

電話：0173-72-2111

50

深浦町たばこ対策強
化月間（5月）

深浦町 5月17日
5月31日

深浦町健康推進課

電話：0173-82-0288

・町広報紙に掲載し世
界禁煙デーを周知し、
禁煙を勧奨。
・喫煙予防、禁煙推
進、受動喫煙防止につ
いての普及啓発を行
う。
・禁煙啓発及び受動喫
煙防止ポスター掲示。
各事業所等へ受動喫煙
防止のチラシを配布。

深浦町健康推進課

電話：0173-82-0288


