
令和元年度 禁煙週間における取組の概要 栃木県

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
街頭キャンペーンの
実施

栃木県保健福祉部健
康増進課

未定

5月31日 16:00～17:30 栃木県保健福祉部健康
増進課　健康長寿推進
班
TEL: 028-623-3094

栃木県キャラクター
「とちまるくん」・
「ルリちゃん」ととも
に、啓発ポケット
ティッシュを街頭で配
布する。

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
たばこ型バルーンの
設置

栃木県保健福祉部健
康増進課

県庁1Fロビー

5月31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

県庁ロビーにたばこ型
バルーンを設置し、来
庁者や職員に世界禁煙
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
県庁エレベーター液
晶ディスプレイ表示

栃木県保健福祉部健
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

4
受動喫煙防止啓発
DVDの放映

栃木県保健福祉部健
康増進課

県庁1F県政展示コー
ナー

5月31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

県政展示コーナーガイ
ダンスビジョンにて、
来庁者向けに受動喫煙
防止啓発絵本「やくそ
く」の読み聞かせDVD
を放送する。

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 ポスターの掲示
栃木県保健福祉部健
康増進課

県庁各フロア、
本町交差点地下横断
歩道

5月25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

6 パネル展示
栃木県保健福祉部健
康増進課

県庁15Fギャラリー

5月25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

たばこと健康に関する
パネル展示・リーフ
レットの配布等

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．日時
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7 テレビ放送
栃木県保健福祉部健
康増進課

とちぎテレビ

5月30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

とちぎテレビ「県政ひ
とくちメモ」のコー
ナーで、改正健康増進
法や受動喫煙の害に関
する情報提供を行う。

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

8 ラジオ放送
栃木県保健福祉部健
康増進課

栃木包装

5月26日
11:00～

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

栃木放送「県政ナビ」
のコーナーで、改正健
康増進法や受動喫煙の
害に関する情報提供を
行う。

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

9
禁煙普及啓発物の配
布

県西健康福祉セン
ター

鹿沼市・日光市の
スーパー等

5月31日　　　　
6月4日

県西健康福祉センター 一般県民にたいし普及
啓発テッシュ等配布
し、喫煙及び受動喫煙
の健康影響と禁煙につ
いての普及啓発を行
う。（市と共催）

県西健康福祉センター
0289-62-6225　
　　
　　
　　
　
鹿沼市健康課

10 普及啓発・禁煙相談
県西健康福祉セン
ター鹿沼市健康課

まちの駅（鹿沼）

5月31日 県西健康福祉センター　　
　　鹿沼市健康課

一般県民に対して呼気
中一酸化炭素濃度測定
や肺年齢測定を実施し
禁煙相談を行う。パン
フレットやティッシュ
等配布し普及啓発を行
う。（市と共催）

県西健康福祉センター
0289-62-6225　
　　
　　
　　
　
鹿沼市健康課

11 所内放送・普及啓発
県西健康福祉セン
ター

上都賀庁舎

5月31日 県西健康福祉センター 庁内放送やマロニエ回
覧等により、上都賀庁
舎において庁舎敷地内
禁煙を呼びかける。毎
月22日を県西健康福祉
センター禁煙デーとし
て普及啓発を行う。

県西健康福祉センター
0289-62-6225

12
喫煙対策普及啓発事
業

県東健康福祉セン
ター

期間中 県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

真岡新聞、芳賀郡市公
衆衛生協会の「お知ら
せ」に世界禁煙デー及
び禁煙週間の情報掲載
を依頼し管内住民に普
及啓発を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323
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13
喫煙対策普及啓発事
業

県東健康福祉セン
ター

管内医療機関

期間中 県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

管内にある、保険で禁
煙治療のできる医療機
関（19件）や総合病院
(3件）に世界禁煙デー
のポスター掲示依頼を
し、普及啓発を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

14
喫煙対策普及啓発事
業

県東健康福祉セン
ター

栃木県庁芳賀庁舎

期間中 県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

芳賀庁舎内に世界禁煙
デーや禁煙治療、改正
健康増進法のポスター
やリーフレットを設置
し、普及啓発を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

15
喫煙対策普及啓発事
業

県東健康福祉セン
ター

期間中 県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

県東健康福祉センター
ホームページ内に喫煙
や受動喫煙についての
周知ページを作成す
る。

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

16
喫煙対策普及啓発事
業

県東健康福祉セン
ター

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

管内にある医療機関や
県公共施設、事業所等
に改正健康増進法に関
するポスター・リーフ
レットの配布し、普及
啓発を行う。

県東健康福祉センター
健康対策課
0285-82-3323

17
改正健康増進法の周
知啓発

栃木県県南健康福祉
センター

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病
TEL　0285-22-1509

食品衛生協会の協力の
下にチラシ等の配布

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病
TEL　0285-22-1509

18
禁煙チャレンジデーの
実施

栃木県県南健康福祉
センター

栃木県庁小山庁舎

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病
TEL　0285-22-1509

県小山庁舎勤務職員向
け禁煙チャレンジデー
の実施および禁煙相談

県南健康福祉センター
健康対策課栄養難病
TEL　0285-22-1509
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19
来所者にリーフレット
配布

県北健康福祉セン
ター
健康対策課

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　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

来所者に対し、受動喫
煙防止等に関するリー
フレットを配布する。

県北健康福祉センター
健康対策課　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

20

「親と子のよい歯のコ
ンクール」及び「三歳
児よい歯のコンクー
ル」第二次審査

県北健康福祉セン
ター
健康対策課

大田原市大田原保健
センター

6月6日 13:30～15:00 県北健康福祉センター
健康対策課　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

二次審査対象者に、受
動喫煙防止等に関する
リーフレットを配布す
る。

県北健康福祉センター
健康対策課　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

21 パネル展示
県北健康福祉セン
ター
健康対策課

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　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

たばこに関するパネル
を所内に展示する。

県北健康福祉センター
健康対策課　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

22
関係機関にリーフ
レット及びポスター
の配布

県北健康福祉セン
ター
健康対策課

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　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

飲食店、事業所等に受
動喫煙防止等に関する
リーフレット及びポス
ターを配布する。

県北健康福祉センター
健康対策課　栄養難病
０２８７－２２－２６７９

23 普及啓発
安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ターエントランス、足
利庁舎、安蘇庁舎

5月31日～6
月7日

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

センターエントランス
においてブースを設置
しリーフレットやポ
ケットティッシュの配
布により普及啓発活動
を行う。また２つの庁
舎にリーフレット類の

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

24 普及啓発
安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ター足利庁舎、安蘇
庁舎

5月31日 12:00～12:05 安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

安足健康福祉センター
足利庁舎、安蘇庁舎に
おいて、庁内放送で禁
煙週間や喫煙の害につ
いて啓発を行う。

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895
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25 普及啓発
安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ター

5月～随時 安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

安足健康福祉センター
管内の禁煙外来実施医
療機関について一覧を
更新、配布を行う。

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

26 普及啓発
安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ター

6月～随時 安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

食品衛生協会等の総会
で受動喫煙についての
パンフレットの配布を
行い、禁煙・分煙の推
進を呼びかける。

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

27 普及啓発
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7日

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

安足健康福祉センター
ホームページに禁煙
デー及び禁煙週間であ
ることを掲載する。

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

28 普及啓発
安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ター他関係機関

5月 安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

安足健康Ｎet通信によ
り禁煙デー・禁煙週間
であることを掲載し、
関係機関へ配布する。

安足健康福祉センター　　
　　　　　　　　　　　健康対
策課　　　　　　　　　　　Ｔ
ＥＬ：0284－41-5895

29 乳幼児全戸訪問事業 足利市　健康増進課
生後４か月頃までの
児をもつ家庭の自宅

乳幼児全戸
訪問実施時

随時 足利市　健康増進課
℡　０２８４－２２－４５１３

生後４か月頃までの児
を持つ保護者に対し、
喫煙状況の聞き取りお
よび禁煙・分煙の助言

足利市　健康増進課
℡　０２８４－２２－４５１３

30 １歳６か月児健診 足利市　健康増進課 足利市保健センター

2019/6/5
2019/6/6

午後１：３０～ 足利市　健康増進課
℡　０２８４－２２－４５１３

平成３１年６月に１歳
６か月児健診対象とな
る児（平成２９年１１
月生まれ）の保護者か
ら喫煙状況の聞き取り
および禁煙・分煙の助
言を実施

足利市　健康増進課
℡　０２８４－２２－４５１３
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31 母子健康手帳交付 栃木市

栃木市保健福祉セン
ター、栃木市役所本
庁舎健康増進課相談
窓口、栃木市各総合
支所地域包括支援セ
ンター（大平・藤岡・都
賀・西方・岩舟）

通年 栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

妊娠届出に来所した妊
婦や家族に対して、喫
煙がもたらす胎児のへ
の影響や禁煙の重要性
について説明。禁煙啓
発用冊子配布する。

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

32
公共の場、職場にお
ける禁煙啓発、受動
喫煙防止対策

栃木市

栃木市各保健セン
ター（栃木・大平・藤
岡・都賀・西方・岩
舟）、栃木市役所本庁
舎、栃木市各総合支
所（大平・藤岡・都賀・
西方・岩舟）、栃木市

通年 https://www.cit
y.tochigi.lg.jp/s
oshiki/29/570.h
tml
https://www.cit
y.tochigi.lg.jp/s
oshiki/29/571.h

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

市で作成した受動禁煙
防止ポスターを掲示。
窓口来所者で禁煙を希
望する者に「禁煙相談
ができる薬局・禁煙治
療に保険が使える医療
機関」チラシ配布す

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

33 乳幼児健康診査 栃木市

栃木市保健福祉セン
ター、栃木市大平健
康福祉センター（ゆう
ゆうプラザ）

5月31日
6月3日
6月5日
6月6日

13：00～15：
00

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

『健やか親子21全国統
一アンケート』を基に
家族の喫煙状況につい
て聞き取りを行い、受
動喫煙防止や禁煙の必
要性について指導す
る。

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

34
健康相談・栄養相談・
禁煙相談

栃木市
栃木市各保健セン
ター（栃木・大平・藤
岡・都賀・西方・岩舟）

通年 https://www.
city.tochigi.lg.j
p/soshiki/29/
600.html

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

面接による個別相談。 栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

35
世界禁煙デーに係る
ポスター掲示

栃木市

栃木市保健福祉セン
ター、栃木市役所本
庁舎、栃木市各総合
支所（大平・藤岡・都
賀・西方・岩舟）

5月7日～6月
6日

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

来庁者に対するポス
ター周知。

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

36 禁煙サポート事業 栃木市

5月末 栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

昨年度市の集団健診を
受診した喫煙習慣のあ
る者に対して、喫煙に
関するリーフレットを
郵送する。

栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3512

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/600.html
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/600.html
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/600.html
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/600.html
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37 街頭キャンペーン
栃木県県南健康福祉
センター

栃木駅

5月31日 夕方 栃木県県南健康福祉セ
ンター健康対策課
TEL：0285-22-1509

駅前で普及啓発グッズ
を配布し、喫煙の害や
禁煙について普及啓発
を行う。

栃木県県南健康福祉セ
ンター健康対策課
TEL：0285-22-1509
栃木市健康増進課
TEL：0282-25-3012

38
世界禁煙デー周知啓
発

佐野市

佐野市保健センター
田沼保健センター
各地区公民館（11か
所）
佐野市社会福祉協議
会

佐野市健康増進課
℡０２８３－２４－５７７０

各保健センター、各地区
公民館、社会福祉協議
会にて、世界禁煙デーポ
スター掲示とリーフレット
の設置

佐野市健康増進課
℡０２８３－２４－５７７０
E-mail:
shokensenta@city.sano.l
g.jp

39

世界禁煙デー周知啓
発
（佐野市役所職員向
け）

佐野市 佐野市役所

5月31日 佐野市健康増進課
℡０２８３－２４－５７７０

佐野市役所職員対象
に、PC上のインフォ
メーション機能によ
り、世界禁煙デーを周
知啓発

佐野市健康増進課
℡０２８３－２４－５７７０
E-mail:
shokensenta@city.sano.l
g.jp

40 禁煙普及啓発活動
県西健康福祉セン
ター
鹿沼市健康課

ヨークベニマル（西茂
呂店・睦町店・上殿町
店）

5/31　夕方 県西健康福祉センター
0289-62-6225
鹿沼市健康課
0289-63-2819

禁煙啓発パンフレッ
ト、ティッシュ等の配
布

県西健康福祉センター
0289-62-6225
鹿沼市健康課
0289-63-2819

41
禁煙普及啓発活動
禁煙相談

県西健康福祉セン
ター
鹿沼市健康課

まちの駅（鹿沼）

5/31　AM
鹿沼市健康課
0289-63-2819

禁煙啓発パンフレッ
ト、ティッシュ等の配
布
禁煙相談
肺チェッカー、スモー
カライザー

県西健康福祉センター
0289-62-6225
鹿沼市健康課
0289-63-2819

42
世界禁煙デーポス
ター掲示

鹿沼市健康課
鹿沼市役所庁舎他

5/31～6/6 県西健康福祉センター
0289-62-6225
鹿沼市健康課
0289-63-2819

世界禁煙デーポスター
掲示

鹿沼市健康課
0289-63-2819



令和元年度 禁煙週間における取組の概要 栃木県

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4．日時

43
市内幼稚園保育園に
て禁煙啓発絵本の読
み聞かせ依頼

鹿沼市健康課
市内幼稚園、保育園
等

5/31～6/6
鹿沼市健康課
0289-63-2819

禁煙啓発の絵本の読み
聞かせを市内の幼稚
園・保育園に依頼

鹿沼市健康課
0289-63-2819

44

鹿沼市役所１階ロ
ビーモニターにて世界
禁煙週間周知画像放
映

鹿沼市健康課 鹿沼市役所１階

5/24～6/6
鹿沼市健康課
0289-63-2819

鹿沼市役所１階ロビー
モニターにて世界禁煙
週間周知画像放映

鹿沼市健康課
0289-63-2819

45 喫煙防止教室 日光市 市内小学校　２か所

5月31日 10:50～11:35
14:40～15:30

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

小学生及びその保護者
を対象に、パワーポイ
ントを使用した専門医
による喫煙防止に関す
る講話

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

46
成人健診において禁
煙に関するパンフレッ
トを配布

日光市
今市保健福祉セン
ター

6月4日
6月5日

8:00～10:30 日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

成人健診受診者に、タ
バコの害に関するパン
フレットを配布する

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

47
禁煙週間に関するポ
スター掲示

日光市
今市保健福祉セン
ター

5月31日～6
月6日

8:30～17:15 日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

保健センターに禁煙週
間用のポスターを掲示
し、利用者にたばこに
関する正しい知識を普
及する。

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

48

健康づくり推進員総
会において禁煙に関
するパンフレットを配
布

日光市 中央公民館

6月6日 13:30～15:00 日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

健康づくり推進員に、
タバコの害に関するパ
ンフレットを配布し、
地域住民への周知を図
る

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６
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49
ウォーキング教室に
おいて禁煙に関する
パンフレットを配布

日光市 日光体育館

6月3日 10:00～11:30 日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

ウォーキング教室参加
者に、タバコの害に関
するパンフレットを配
布する

日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

50
禁煙に関する普及啓
発グッズ配布

栃木県
かましん今市店　　　　
 かましん日光森友店　
イオン今市店

6月4日 15:00～17:00 県西健康福祉センター
栄養難病
０２８９－６２－６２２５
日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

禁煙に関するグッズ
（ポケットティッ
シュ）を配布する

県西健康福祉センター
栄養難病
０２８９－６２－６２２５
日光市健康課
０２８８－２１－２７５６

51
栃木県県南健康福祉
センター管内街頭
キャンペーン

県南健康福祉セン
ター

JR小山駅

２０１９年５月
３１日（金）

７：３０～８：０
０

小山市健康増進課
0285-22-9607

禁煙および受動喫煙防
止について普及啓発の
強化を図る

0285-22-9607

52
おやま禁煙ジュニア
サポーターズ養成講
座

小山市　健康増進課
市内小中学校・義務
教育学校

通年 小山市健康増進課
0285-22-9607

身近な人へたばこの害
の普及啓発

0285-22-9607

53
おやま禁煙おもてなし
施設

小山市　健康増進課 小山市内施設

通年 小山市ホーム
ページ

小山市健康増進課
0285-22-9607

健康に資するきれいな
空気を提供する施設等
を増やすことで、受動
喫煙による様々な関連
疾病の予防を目指す

0285-22-9607

54
世界禁煙デーポス
ター掲示

小山市　健康増進課 市関連施設

５～６月 小山市健康増進課
0285-22-9607

禁煙デー啓発ポスター
の掲示

0285-22-9607
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55
受動喫煙防止啓発チ
ラシの配布

小山市　健康増進課 市内事業所、市民等

通年 小山市健康増進課
0285-22-9607

受動喫煙防止啓発チラ
シの配布

0285-22-9607

56
市庁舎等でのポス
ター掲示

真岡市 市庁舎、公民館等

期間中 真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

市庁舎や公民館に世界
禁煙デーのポスターを
掲示し、市民に周知す
る

真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

57 窓口での普及啓発 真岡市 健康増進課窓口

期間中 真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

来庁市民に向け、ター
ル量モデルや関連リー
フレットを掲示・配布
する

真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

58 ヤング健診 真岡市
真岡市総合福祉保健
センター

6月3日 真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

対象：30歳代の市民
内容：ヤング健診受診
当日に保健指導や禁煙
に関する情報提供、肺
年齢測定等を行い、禁
煙や受動喫煙防止の意
識を高める

真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

59 女性がん集団健診 真岡市 長沼地域体育館

6月6日 真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

対象：40歳以上の市民
（女性のみ）
内容：タール模型や禁
煙等に関する資料を掲
示・配布する

真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

60 生活習慣病健診 真岡市
真岡市総合福祉保健
センター

6月4日 真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122

対象：40歳以上の市民
内容：タール模型や禁
煙等に関する資料を掲
示・配布する

真岡市健康増進課
　℡0285-83-8122
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61 健診結果説明会 大田原市
大田原東地区公民館
市庁舎
黒羽保健センター

５月３１日
６月　３日
６月　４日
６月　６日

9：00～
12：00

大田原市役所
健康政策課
成人健康係

電話：0287-23-7601

市民健康診査受診者に
対し、禁煙相談を実施
する。必要に応じて肺
年齢測定を行う。リー
フレットにより受動喫
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

電話：0287-23-7601

62
市のフェイスブック、
ポスター、リーフレット
で普及啓発

大田原市 大田原市役所

５月３１日
～
６月　６日

大田原市役所
健康政策課
成人健康係

電話：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

電話：0287-23-7601

63
たばこに関する普及
啓発

大田原市 大田原市役所

5月31日 14：00～
17：15

大田原市役所
健康政策課
成人健康係

電話：0287-23-7601

来庁者に対し、「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

電話：0287-23-7601

64 健康ステーション 大田原市
トコトコ大田原

５月３１日
６月　１日
６月　６日

大田原市役所
健康政策課
健康政策係

電話：0287-23-8704

「世界禁煙デー」「禁
煙週間」についての周
知及びリーフレットを
配布し、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
健康政策係

電話：0287-23-8704

65
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

電話：0287-23-8634

母子健康手帳交付時に
リーフレットを配布す
る。妊婦アンケートを
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

電話：0287-23-8634

66 ポスターの掲示 矢板市

矢板市保健福祉セン
タ-・生涯学習館・市
図書館・市内各公民
館

5月31日～ 終日 矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

対象：市民・職員
禁煙や受動喫煙に関す
るポスターを掲載す
る。

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118
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67
禁煙推進店の登録推
進

矢板市

随時 矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

とちぎ禁煙推進店の登
録を推進する。（5月
広報掲載）

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

68
健診結果説明会での
普及啓発

矢板市 片岡公民館

6月6日 9：30～11：30 矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

矢板市の特定健診受診
者に対し、個別の結果
説明を行うとともに、
禁煙や受動喫煙の正し
い知識に関するリーフ
レットを配布する。ま
た、必要に応じて健康

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

69
まちなか保健室での
普及啓発

矢板市 城の湯温泉センター

6月1日 13：30～16：
00

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

まちなか保健室に訪れ
た方に対し、禁煙や受
動喫煙の正しい知識に
関するリーフレットを
配布する。また、必要
に応じて健康相談（禁
煙支援）を実施する。

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

70 窓口での普及啓発 矢板市
矢板市保健福祉セン
ター健康増進課窓口

随時 矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

禁煙や受動喫煙の正し
い知識に関するリーフ
レットを配布する。

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

71
矢板市健康づくりみど
りの会全体研修会で
の普及啓発

矢板市健康づくりみど
りの会

5月31日 8：30～17：00 矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

全体研修会の際に、
「世界禁煙デー」・
「禁煙週間」について
周知する。また、禁
煙・受動喫煙に関する
リーフレットを配布す
ることで、正しい知識

矢板市健康増進課
ＴＥＬ：0287-43-1118

72 展示 那須塩原市 各保健センター

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

各保健センター内に禁
煙に関するパネルやポ
スター等を展示する。

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100
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73 4カ月児健診 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/
16/003854.html

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

4カ月児健診の問診票
に「喫煙している」と
答えた人に保健師が禁
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

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

74 3歳児健診 那須塩原市
西那須野保健セン
ター

6月5日 13：00～17：
00

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/003854.html

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

3歳児健診の問診票に
「喫煙している」と答
えた人に保健師が禁煙
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

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

75 健康相談会 那須塩原市
黒磯保健センター
西那須野保健セン
ター

6月5日
6月3日

9：00～12：00 http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/000525.html

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：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。

栃木県那須塩原市
健康増進課
電話：0287-63-1100

76
禁煙ポスターを配布
（市独自のもの）

健康づくり推進協議
会

各公民館等の公共施
設

平成29年
５／１５～

常時 なし 那須烏山市健康福祉課 自治会長等に説明を行
い、協力依頼。公共施
設に作成したポスター
を掲示し、禁煙予防を
行う。

那須烏山市健康福祉課
健康増進グループ
0287-88-7115

77
たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

健康福祉課 おしらせ版

５／１５号 なし 那須烏山市健康福祉課 おしらせ版にて禁煙週
間の呼びかけを行う

那須烏山市健康福祉課
健康増進グループ
0287-88-7116

78
たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

健康福祉課
及び
こども課

那須烏山市
保健福祉センター

５／２３
～
５／２８

なし 那須烏山市健康福祉課 乳幼児健診及び相談に
おいて保護者に資料配
付等を行う

那須烏山市健康福祉課
健康増進グループ
0287-88-7117
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79
たばこと健康に関す
る正しい知識の普及

健康福祉課
及び
市民課

那須烏山市
保健福祉センター

5月31日 ７：３０
～
１２：００

なし 那須烏山市健康福祉課 特定健診・がん検診等
受診する方に「世界禁
煙デー」の周知を行う

那須烏山市健康福祉課
健康増進グループ
0287-88-7117

80
日本一周ウォーキン
グ

さくら市 総合公園

6月4日 http://www.city.t
ochigi-
sakura.lg.jp

健康増進課
℡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。

健康増進課
℡028-682-2589

81 妊婦の啓発 さくら市 保健センター

随時
（妊娠届出
時）

http://www.city.t
ochigi-
sakura.lg.jp

健康増進課
℡028-682-2589

妊婦
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。

健康増進課
℡028-682-2589

82
禁煙週間ポスターの
掲示

下野市健康増進課
保健福祉センターゆう
ゆう館

5月31日～6
月6日

終日 なし 下野市健康増進課 禁煙週間ポスターの掲
示

下野市健康増進課
0285-32-8905

83
禁煙週間ポスターの
掲示

下野市健康増進課
保健福祉センターきら
ら館

5月31日～6
月6日

終日 なし 下野市健康増進課 禁煙週間ポスターの掲
示

下野市健康増進課
0285-32-8905

84
健康増進法一部改正
のチラシ配布

下野市健康増進課
きらら館
南河内公民館

6/2・6/3
6/6

午前中 なし 下野市健康増進課 集団検診受診者にチラ
シを配布する

下野市健康増進課
0285-32-8905
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85
広報での禁煙週間の
周知

上三川町 栃木県　上三川町内

5月号 上三川町役場　健康福
祉課
成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３

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

上三川町役場　健康福
祉課　成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３
E-mail：
fukushi01@town.kaminok
awa.ｌｇi.jp

86
禁煙週間ポスターの
掲示

上三川町
栃木県上三川町役場
庁舎内

5月31日～6
月6日

上三川町役場　健康福
祉課
成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３

禁煙週間に関するポス
ターを公共機関に掲示
し、受動喫煙防止につ
いて住民へ周知。

上三川町役場　健康福
祉課　成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３
E-mail：
fukushi01@town.kaminok
awa.ｌｇi.jp

87
禁煙週間ちらしの配
布

上三川町
栃木県上三川町役場

5月31日～6
月6日

上三川町役場　健康福
祉課
成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３

禁煙週間に関するチラ
シを配布し、受動喫煙
防止について住民へ周
知。

上三川町役場　健康福
祉課　成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３
E-mail：
fukushi01@town.kaminok
awa.ｌｇi.jp

88
｢上三川町禁煙さわや
か施設｣登録制度

上三川町 栃木県　上三川町内

通年 https://www.tow
n.kaminokawa.lg.j
p/0098/info-
0000000466-
0.html

上三川町役場　健康福
祉課
成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３

受動喫煙防止対策に取
り組む施設を「上三川
町禁煙さわやか施設」
として登録・公表する
ことにより、禁煙施設
を選択できる環境づく
りを行う。

上三川町役場　健康福
祉課　成人健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
３
E-mail：
fukushi01@town.kaminok
awa.ｌｇi.jp

89
妊産婦及びその家族
に対する禁煙及び受
動喫煙に関する指導

上三川町
栃木県　上三川町
上三川町役場
こども家庭課

通年 上三川町役場　子ども家
庭課
母子健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
２

妊娠届出時及び妊婦教
室等において、妊産婦
とその家族に対し、喫
煙及び受動喫煙に関す
る健康への影響をパン
フレット等を配布して
実施（通年実施）。

上三川町役場　子ども家
庭課　母子健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
２
E-mail：
kodomo01@town.kamino
kawa.ｌｇ.jp

90
乳幼児びその家族に
対する禁煙及び受動
喫煙に関する指導

上三川町
栃木県　上三川町
上三川町役場
こども家庭課

通年 上三川町役場　子ども家
庭課
母子健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
２

乳幼児健診等の母子保
健事業において、乳幼
児とその家族に対し、
喫煙や受動喫煙状況を
把握して、指導を実施
（通年実施）。

上三川町役場　子ども家
庭課　母子健康係
TEL：０２８５－５６－９１３
２
E-mail：
kodomo01@town.kamino
kawa.ｌｇ.jp
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91 健康相談 益子町 保健センター

6月3日（月） 午前9時30分　
　　　～11時

保健センター 禁煙についての相談を
行う　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
育児相談来所者にリー
フレットを配布する

健康福祉課保健予防係
0285-70-1121

92
ポスターの掲示・リー
フレット・肺の模型の
展示

益子町 保健センター

5月31日（金）
～6月6日
（月）

午前8時30分
～午後5時15
分

保健センター ポスターの掲示・リーフ
レット・肺の模型の展示

健康福祉課保健予防係
0285-70-1121

93 広報 茂木町 各家庭

茂木町保健福祉セン
ター「元気アップ館」

ケーブルテレビにて禁
煙週間について周知

0285-63-2555

94 禁煙ポスター掲示 健康福祉課
役場/保健福祉セン
ター

5～6月 市貝町健康福祉課健康
づくり係

世界禁煙デーに係るポ
スターを掲示し、禁煙
啓発を図る

0285-68-1133

95 禁煙の普及啓発 芳賀町 健康増進課窓口

随時 http://www.tow
n.haga.tochigi.jp
/kurashi/kosod
ate/kosodate/k
enkoutechou.ht
ml

芳賀町健康増進課
℡　028-677-6042

対象：妊婦
内容：妊娠届け及び母
子健康手帳交付時に
「にこにこドライブ～
ふたつの禁煙物語～」
という冊子を配布。

芳賀町健康増進課
℡　028-677-6042

96 禁煙の普及啓発 芳賀町
役場庁舎内及び出先
機関

期間中 http://www.tow
n.haga.tochigi.jp

芳賀町健康増進課
℡　028-677-6042

ポスターの掲示 芳賀町健康増進課
℡　028-677-6042
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97
たばこと健康に関す
る知識の普及

壬生町
・壬生町役場
・壬生町保健福祉セ
ンター

5月31日～6
月6日まで

壬生町健康福祉課
健康増進係
0282-81-1885

世界禁煙デー・禁煙週
間のポスター掲示

壬生町役場健康福祉課
健康増進係0282-81-
1885

98 4か月健診 壬生町
壬生町保健福祉セン
ター

6月4日 13時 壬生町こども未来課
母子保健係
0282-81-1887

個別指導にて両親の喫
煙状況を確認し、たば
この害や対策の指導を
行う

壬生町役場こども未来
課
母子保健係
0282-81-1887

99
啓発チラシの配布（母
子手帳交付時）

野木町健康福祉課 野木町保健センター

通年 ― 野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

母子手帳交付時、妊婦
を対象にたばこの胎児
への影響と受動喫煙の
リスクに関しての啓発
チラシを配布

野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

100
フッ素塗布と歯の健
康相談

一般社団法人小山歯
科医師会

野木町保健センター

６月２日（日） 9:00～11:30 ― 野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

保護者とその家族を対
象に禁煙について、受
動喫煙のリスクに関し
てのチラシを配布

野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

101 生活習慣病健診 野木町健康福祉課 野木町保健センター

６月４日（火） 8:30～12:00 ― 野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

生活習慣病健診受診に
たばこに関するチラシ
を配布

野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

102 育児相談 野木町健康福祉課 野木町保健センター

６月５日（水） 9:00～11:30 ― 野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１

乳児から幼児期の保護
者に対し、たばこが体
に及ぼす影響等につい
てチラシの配布と必要
時説明

野木町健康福祉課
℡０２８０－５７－４１７１



令和元年度 禁煙週間における取組の概要 栃木県

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4．日時

103
禁煙週間ティッシュ配
布

塩谷町 旧船生西小体育館

6月4日 8：30～11：00 hoken@town.shioya.lg.jp ０２８７－４５－１１１９ 集団検診時、ティッ
シュを配布

塩谷町保健福祉課　　　
　　　　０２８７－４５－
１１１９

104
禁煙に関するリーフ
レットの配布

高根沢町 町内中学校（２校）

6月上旬 高根沢町保健センター
℡028－675-4559

中学1年生に対し、禁
煙に関するリーフレッ
トを配布する。

高根沢町保健センター
℡　028-675-4559

105
集団検診における普
及啓発事業

那須町保健センター ゆめプラザ・那須

6月2日～4日 ８時～１２時 那須町保健センター℡０
２８７－７２－５８５８

集団検診受診者にポス
ター及びチラシ等を
コーナーを設けて普及
啓発

那須町保健センター

106
４か月児健診受者へ
の普及啓発事業

那須町保健センター ゆめプラザ・那須

5月31日 １３時～１５
時

那須町保健センター℡０
２８７－７２－５８５９

受診者にポスター及び
チラシ等で普及啓発

那須町保健センター

107
ファットレスクラブで普
及啓発

那須町保健センター ゆめプラザ・那須

6月5日 １０時頃 那須町保健センター℡０
２８７－７２－５８６０

受講者にポスター及び
チラシ等で普及啓発

那須町保健センター

108
食生活改善推進員研
修会

那須町保健センター ゆめプラザ・那須

6月6日 午前 那須町保健センター℡０
２８７－７２－５８６１

推進委員にポスターチ
ラシ等で普及啓発

那須町保健センター

mailto:hoken@town.shioya.lg.jp
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109
集団検診案内通知で
普及啓発

那須町保健センター

期間前発送
予定

那須町保健センター℡０
２８７－７２－５８６２

健診お知らせ通知と一
緒にチラシ配布

那須町保健センター

110

禁煙の勧めについて
のポスター掲示、禁煙
と健康についてのパ
ンフレット設置

那珂川町
健康管理センター、那
珂川町役場、近隣施
設

5月31日～6
月6日

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

禁煙の勧めについての
周知　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

111

母子健康手帳交付　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

那珂川町 那珂川町役場

6月 http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/20
kurashi/02ikuji/2
009-0121-1336-
102.html

子育て支援課　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　TEL　

妊娠初期、たばこの胎
児への影響、受動喫煙
による周囲への害、禁
煙の勧めについてのパ
ンフレットを配布す
る。

子育て支援課　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　TEL　

112
健康診査時のパネル
掲示

那珂川町 健診会場

6月 http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/20
kurashi/02ikuji/2
009-0121-1349-
102.html

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

喫煙者に対するタバコ
依存度の認識を深める
ためのパネル掲示

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

113 5月広報 那珂川町 各家庭

5月 http://www.town.
tochigi-
nakagawa.lg.jp/10
kouhou/2017/20
17-0606-1138-
95.html

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

世界禁煙デー、禁煙週
間テーマの周知　
　　
　　
　
特集「受動喫煙につい
て」

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

114 受動喫煙の周知 那珂川町 各家庭

5月 那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

県作成リーフレット
「県民の皆様へ」自治
会回覧

那珂川町役場健康福祉
課
TEL　0287-92-1119

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1336-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/20kurashi/02ikuji/2009-0121-1349-102.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/2017/2017-0606-1138-95.html
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115 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

5/31
～
6/6

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
としたパネル及び模型
の展示を行う。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

116
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
5/31
～
6/6

（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

117
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 5/30
（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

118
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

・県内関係団体に
 配付
・とちぎ健康の森
 内に掲示

5/31
～
6/6

（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関
係団体に配付して掲示
を依頼するとともに、
とちぎ健康の森内に掲
示する。

（公財）栃木県保健衛生
事業団
028-623-8181

119

世界禁煙デーに
関するパネル展示

宇都宮市 宇都宮市役所１階市
民ホール

5月27日～5
月31日

8:30～19:00
（最終日は16
時頃まで）

―

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

喫煙が健康に及ぼす影
響及び受動喫煙の害な
どに関するパネル展

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

120

広報うつのみや５月
号での特集記事の掲
載（世界禁煙デー・禁
煙週間）

宇都宮市 市内 5月1日発行

―

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

禁煙するためのサポー
トに関する記事の掲載

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126
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121

世界禁煙デーポス
ターの掲示

宇都宮市 市内市有施設等 5月下旬から
6月6日

―

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

市有施設等に世界禁煙
デーのポスターを掲示
し，たばこに関する正
しい知識の普及啓発

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

122

宇都宮市禁煙外来
（保険適用）医療機関
一覧の作成・配布

宇都宮市 市有施設，ホーム
ページ，特定保健指
導受託医療機関

通年
http://www.city.u
tsunomiya.tochigi.
jp/kurashi/kenko
/kenkodukuri/10

04469.html

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

・市内の禁煙外来医療
機関一覧を作成し，市
有施設等で配布及び市
HPに掲載
・禁煙に関する健康相
談時などに活用

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

123

うつのみや禁煙応援
薬局一覧の作成・配
布

宇都宮市 市有施設，ホーム
ページ

通年
http://www.city.u
tsunomiya.tochigi.
jp/kurashi/kenko
/kenkodukuri/10

04469.html

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1127

・市内の禁煙応援薬局
一覧を作成し，市有施設
等で配布及び市HPに掲
載
・禁煙に関する健康相談
時などに活用

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

124

たばこに関する健康
教育出前講座

宇都宮市 市内小学校・中学校
（希望校のみ）

6月～2月

―

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

保健師等が希望校に出
向き，たばこに関する
正しい知識の普及啓発
（※小学5･6年，中学1
～3年対象）

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

125

中小企業等への喫煙
による健康影響等に
関するパンフレットの
配布

宇都宮市 市内中小企業，飲食
店，各工業団地組合
加盟企業

5月

―

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

職域へリーフレットで
の情報提供や，保健所
で開催する「食品衛生
管理者研修会」等の機
会を捉え，喫煙による
健康影響等に関するパ
ンフレット配布

宇都宮市保健所健康増
進課
℡028-626-1126

126

健康情報コーナーで
のパネル掲示・リーフ
レットの配布

宇都宮市 宇都宮市保健セン
ター

5月1日～
5月31日

9:00～16:30 http://www.ci
ty.utsunomiya.
tochigi.jp/

宇都宮市保健センター
℡ 028-627-6666

対象：市民

内容：禁煙や受動喫煙
に関するパネルの掲示
やリーフレットの配布

宇都宮市保健センター
TEL　028-627-6666

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
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127

健診コーナーでのポ
スター掲示・リーフレッ
トの配布

宇都宮市 宇都宮市保健セン
ター

5月1日～
6月6日

9:00～16:30 http://www.ci
ty.utsunomiya.
tochigi.jp/

宇都宮市保健センター
℡ 028-627-6666

対象：集団健診受診者

内容：禁煙や受動喫煙
に関するポスターの掲
示やリーフレットの配
布

宇都宮市保健センター
TEL　028-627-6666

128

健康情報コーナー 宇都宮市保健福祉総
務課

宇都宮市役所１階 4月1日～6月
6日

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

タバコによる健康への
影響，禁煙の効果や方
法，禁煙外来等につい
て情報提供

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

129

健康情報コーナー 宇都宮市保健福祉総
務課

北生涯学習センター 4月1日～6月
6日

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

タバコによる健康への
影響，禁煙の効果や方
法，禁煙外来等につい
て情報提供

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

130

健康情報コーナー 宇都宮市保健福祉総
務課

中央生涯学習セン
ター

4月1日～6月
6日

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

タバコによる健康への
影響，禁煙の効果や方
法，禁煙外来等につい
て情報提供

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

131

健康情報コーナー 宇都宮市保健福祉総
務課

豊郷地区市民セン
ター

4月1日～6月
6日

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

タバコによる健康への
影響，禁煙の効果や方
法，禁煙外来等につい
て情報提供

宇都宮市保健福祉総務
課
TEL028-632-2941

132

健康情報提供事業 宇都宮市
保健福祉総務課（東
部）

宇都宮市平石地区市
民センター

5月1～6月28
日

8：30～17：15 保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2369

・たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
・平石地区市民セン
ター常設の健康コー
ナーに禁煙週間を周知
するポスターを掲示
し，たばこの害を訴え
るリーフレット配布

保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2369

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
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133

健康情報提供事業 宇都宮市
保健福祉総務課（東
部）

宇都宮市瑞穂野地区
市民センター

5月1～6月28
日

8：30～17：15 保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2369

・たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
・平石地区市民セン
ター常設の健康コー
ナーに禁煙週間を周知
するポスターを掲示
し，たばこの害を訴え
るリーフレット配布

保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2369

134

健康情報提供事業 宇都宮市
保健福祉総務課（東
部）

宇都宮市平石地区市
民センター

5月1～6月28
日

8：30～17：15 保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2370

・たばこと健康に関す
る正しい知識の普及
・平石地区市民セン
ター常設の健康コー
ナーに禁煙週間を周知
するポスターを掲示
し，たばこの害を訴え
るリーフレット配布

保健福祉総務課保健福
祉相談担当（東部）　　　　
　　TEL：028-661-2369

135

窓口での
普及啓発

宇都宮市 富屋地区市民セン
ター
窓口

8:30～17：15 宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

一般市民
たばこと健康に関する
正しい知識に関する
リーフレットなどを窓
口で配布

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

136

母子教室等での講話 宇都宮市 篠井地区市民セン
ター　

6月20日 10:00～11:30 宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

口と歯の健康教室に合
わせて,たばこと口腔
のミニ講話

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

137

ロビー展示での普及
啓発

宇都宮市 富屋地区市民セン
ター ロビー

6月 各地区市民
センター開館
日

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

一般市民
たばこと健康に関する
パネル展示

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

138

ロビー展示での普及
啓発

宇都宮市 城山地区市民セン
ター　ロビー

6月 各地区市民
センター開館
日

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

一般市民
たばこと健康に関する
パネル展示

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698
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ロビー展示での普及
啓発

宇都宮市 国本地区市民セン
ター　ロビー

6月 各地区市民
センター開館
日

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

一般市民
たばこと健康に関する
パネル展示

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

140

ロビー展示での普及
啓発

宇都宮市 篠井地区市民セン
ター　ロビー

6月 各地区市民
センター開館
日

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

一般市民
たばこと健康に関する
パネル展示

宇都宮市保健福祉部保
健福祉総務課保健福祉
相談担当西部
028－665-3698

141

健康情報提供事業 宇都宮市 姿川地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

一般市民
健康情報コーナーにお
いて，たばこと健康に
関する正しい知識と禁
煙支援に関する知識の
普及（ポスター展示及
びチラシ配布）

宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

142

健康情報提供事業 宇都宮市 横川地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

一般市民
健康情報コーナーにお
いて，たばこと健康に
関する正しい知識と禁
煙支援に関する知識の
普及（ポスター展示及
びチラシ配布）

宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

143

健康情報提供事業 宇都宮市 雀宮地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

一般市民
健康情報コーナーにお
いて，たばこと健康に
関する正しい知識と禁
煙支援に関する知識の
普及（ポスター展示及
びチラシ配布）

宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

144

健康情報提供事業 宇都宮市 陽南出張所 5月31日～6
月6日

終日 宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

一般市民
健康情報コーナーにお
いて，たばこと健康に
関する正しい知識と禁
煙支援に関する知識の
普及（ポスター展示及
びチラシ配布）

宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５
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145

健康情報提供事業 宇都宮市 姿川地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

一般市民
健康情報コーナーにお
いて，たばこと健康に
関する正しい知識と禁
煙支援に関する知識の
普及（ポスター展示及
びチラシ配布）

宇都宮市保健福祉総務
課
保健福祉相談担当（南
部）
０２８－６４５－４５３５

146

健康情報啓発事業 宇都宮市 河内地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 保健福祉総務課　保健
福祉相談担当（北部）
028-671-3205

対象：一般市民
内容：健康情報コー
ナーにおいて，たばこ
と健康に関する正しい
知識や禁煙支援に関す
るポスター掲示及び関
連リーフレット配布

保健福祉総務課　保健
福祉相談担当（北部）
028-671-3205

147

健康情報啓発事業 宇都宮市 上河内地区市民セン
ター

5月31日～6
月6日

終日 保健福祉総務課　保健
福祉相談担当（北部）
028-671-3205

対象：一般市民
内容：健康情報コー
ナーにおいて，たばこ
と健康に関する正しい
知識や禁煙支援に関す
るポスター掲示及び関
連リーフレット配布

保健福祉総務課　保健
福祉相談担当（北部）
028-671-3205


