
令和元年度 禁煙週間における取組の概要 鳥取県

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

中部世界禁煙デーイ
ベント

鳥取県中部世界禁煙
デーイベント実行委員
会

倉吉パークスクエア
ふれあい広場

5月26日（日） 9：00～12：00 中部総合事務所福祉保
健局健康支援課
電話：0858-23-3146

対象：県民、禁煙希望
者
内容：啓発チラシ等配
布、禁煙標語コンクー
ル一般投票

中部総合事務所福祉保
健局健康支援課
電話：0858-23-3146

2

世界禁煙デーパネル
展示

中部総合事務所福祉
保健局

中部総合事務所地域
県民室

5月30日（木）
～6月14日
（金）

8：30～17：15 中部総合事務所福祉保
健局健康支援課
電話：0858-23-3146

対象：県民
内容：パネル展示、禁
煙標語展示等

中部総合事務所福祉保
健局健康支援課
電話：0858-23-3146

3

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）

6月2日 13:00～15:00 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、血圧測定、体
脂肪測定、禁煙紙芝
居、禁煙に関するヒー
ローショー、小中学
生・一般の方の禁煙標
語/ポスターの展示等

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.lg.jp

4

禁煙の普及啓発 西部総合事務所福祉
保健局

イオン米子駅前店、
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

イオン米子駅前店及び
庁舎内でのポスター等
掲示、電子メール等に
よる職員への啓発、禁
煙希望者への情報提供
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.lg.jp

5

世界禁煙デー及び禁
煙週間のポスター展
示

岩美町 鳥取県岩美町役場 2019/5/27か
ら6/6

鳥取県岩美町役場　健
康長寿課　☎（0857）73-
1322

役場町民ホール、すこ
やかセンターにてパネ
ル展示。

鳥取県岩美町役場　健
康長寿課　☎（0857）73-
1322

6

世界禁煙デー及び禁
煙週間ケーブルテレ
ビ放送

岩美町 鳥取県岩美町役場 2019/5/27か
ら6/6

鳥取県岩美町役場　健
康長寿課　☎（0857）73-
1322

ケーブルテレビ文字放
送にて、町民に対して
世界禁煙デー及び禁煙
週間について啓発。

鳥取県岩美町役場　健
康長寿課　☎（0857）73-
1322

4．日時
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7

庁舎内、町内公共施
設を１日禁煙

若桜町保健センター 町内公共施設 5月31日 若桜町保健センター
０８５８－８２－２２１４

庁舎内、町内公共施設
において1日禁煙とす
る

若桜町保健センター
０８５８－８２－２２１４

8

ポスター掲示 若桜町保健センター 若桜町内全体 5月31日～
6月6日

若桜町保健センター
０８５８－８２－２２１４

庁舎、町内公共施設、
各事業所において禁煙
に関するポスター等を
掲示

若桜町保健センター
０８５８－８２－２２１４

9

広報5月号掲載 智頭町福祉課 広報5月号 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

10

告知端末放送 智頭町福祉課 5月31日 6：45～7：00 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

11

ホームページ掲載 智頭町福祉課 5月31日～6
月6日

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

12

資料掲示 智頭町福祉課 智頭町保健・医療・福
祉総合センター「ほの
ぼの」

5月31日～6
月6日

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

http://www1.town.chizu.tottori.jp/
http://www1.town.chizu.tottori.jp/
http://www1.town.chizu.tottori.jp/
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13

職員啓発 智頭町福祉課 5月31日 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

14

保健師による禁煙相
談

智頭町福祉課 智頭町保健・医療・福
祉総合センター「ほの
ぼの」

随時 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

15

広報（たばこと健康に
関する正しい知識の
普及）

八頭町 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

16

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（無線放
送）
朝（無線放
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

17

広報（公共の場・職場
におけるたばこと健康
にかんする正しい知
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

18

｢５月26日世界禁煙
デーイベント」チラシ
の
掲示

倉吉市保健センター 倉吉市役所本庁舎
倉吉市保健センター
市立図書館

５月 倉吉市保健センター
0858（26）5670

市民を対象に「５月26
日世界禁煙デーイベン
ト」及び｢禁煙週間」
の紹介と意識啓発を行
う。

倉吉市保健センター
0858（26）5670
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19

ホームページ掲載 倉吉市保健センター ５～６月 http://www.city.k
urayoshi.lg.jp/

倉吉市保健センター
0858（26）5670

市民を対象に｢５月26
日世界禁煙デーイベン
ト」及び｢禁煙週間」
の紹介と意識啓発を行
う。

倉吉市保健センター
0858（26）5670

20

市報掲載 倉吉市保健センター ５月号 倉吉市保健センター
0858（26）5670

市民を対象に｢５月26
日世界禁煙デーイベン
ト」の紹介と意識啓発
を行う。

倉吉市保健センター
0858（26）5670

21

職員に対しての普及
啓発

倉吉市安全衛生委員
会

5月31日 倉吉市職員課
0858（22）8164

倉吉市職員に対して、
禁煙デー関連イベント
及び県内の禁煙指導医
の周知を行う。職員の
喫煙率を把握するため
のアンケートを実施。

倉吉市職員課
0858（22）8164

22

町報掲載 湯梨浜町健康推進課 湯梨浜町役場 4月26日 湯梨浜町健康推進課
ＴＥＬ（０８５８－３５－５３
７５

喫煙とがんのリスク等
禁煙啓発。禁煙標語募
集周知。

湯梨浜町健康推進課
ＴＥＬ（０８５８－３５－５３
７５

23

世界禁煙デー（週間）
の防災無線周知

湯梨浜町健康推進課 湯梨浜町役場 5月30日予定 湯梨浜町健康推進課
ＴＥＬ（０８５８－３５－５３
７５

世界禁煙デー（週間）の
防災無線周知し禁煙の
必要性を意識づけする。

湯梨浜町健康推進課
ＴＥＬ（０８５８－３５－５３
７５

24

受動喫煙防止・禁煙
啓発についての広報

琴浦町 ５月 琴浦町すこやか健康課
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、禁煙治療の勧
めについて記事掲載

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705
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25

母子保健事業での情
報提供と禁煙指導

琴浦町 通年 琴浦町子育て応援課
電話　0858-52-1709

母子手帳交付時や赤
ちゃん訪問時、乳幼児
健診・各種相談事業に
おいて、喫煙者及び家
族への健康被害などの
情報提供をし、禁煙指
導を実施。

琴浦町子育て応援課
電話　0858-52-1709

26

役場庁舎の敷地内全
面禁煙の実施と広報

琴浦町 琴浦町役場本庁舎・
分庁舎

2019/04/01
～

通年終日 琴浦町総務課
電話　0858-52-2111

既存の喫煙スペースを
廃止し、建物内・敷地
内全面禁煙を実施。

琴浦町総務課
電話　0858-52-2111

27

一日禁煙デー 琴浦町 町内町有施設 2019/05/31
のみ

終日 琴浦町総務課
電話　0858-52-2111

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

世界禁煙デーに合わ
せ、町内施設における
敷地内全面禁煙を町民
に呼びかける。

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

28

禁煙啓発チラシの配
布

琴浦町 琴浦町内全部落
町内事業所
飲食店
宿泊施設

５月下旬 琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

受動喫煙防止のチラシ
を町内全部落の健康づ
くり推進員を通じて配
布し、各公民館などで
の掲示を依頼。町内の
事業所等へもチラシを
配布。

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

29

健康づくり講演会 琴浦町 琴浦町役場分庁舎・
保健センター

ふれあい交
流会館
2019/05/16
まなびタウン
とうはく
2019/07/18

どちらも
19：30～20：
30

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

「PM2.5と呼吸器疾
患」というテーマで、
喫煙・受動喫煙の影響
や禁煙治療ついての話
題にも触れた講演を医
師に依頼して実施。

琴浦町すこやか健康課
電話　0858-52-1705

30
世界禁煙デーイベ
ントに関するチラシ
による啓発

境港市福祉保健部
健康推進課
成人保健係

鳥取県境港市保健相
談センター

4月23日～
6月2日

なし 境港市福祉保健部
健康推進課
成人保健係
0859-47-1042

施設内でのチラシ掲載、
及び、配布を行う。

境港市福祉保健部
健康推進課
成人保健係
0859-47-1042
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31

周知・啓発 日吉津村福祉保健課 日吉津村福祉保健課
TEL0859-27-5952

・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
ツシュを配布。

日吉津村福祉保健課
TEL0859-27-5952

32

広報掲載 大山町役場健康対策
課

0859-54-5206

http://www.d
aisen.jp/

大山町役場健康対策課

0859-54-5206

広報５月号に世界禁煙
デーと鳥取県の実施す
る世界禁煙デーイベン
トについて掲載

大山町役場健康対策課

0859-54-5206

33

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室 南部町 健康管理センターす
こやか

6月2日 10:00～12:00 http://town.n
anbu.tottori.jp
/kosodate/

子育て支援課
TEL：0859-66-5525

妊娠期の女性とその夫
に対する妊娠期の健康
や食事やついての両親
学級

子育て支援課
TEL：0859-66-5525

34

法勝寺地区
まちの保健室
「口からはじめる健康
長寿」

南部町 南部町高齢者自立訓
練センター

6月5日 9:30～11:30 健康福祉課
TEL：0859-66-5524

一般住民を対象とす
る、歯科衛生士による
歯科教育。

健康福祉課
TEL：0859-66-5524

35

広報掲載
ポスター・チラシ配布

伯耆町 町内施設、町内企業 ６月２日
（世界禁煙
デーIN米子）

伯耆町役場健康対策課 対象：町民全体
内容
世界禁煙デーIN米子の
周知（広報）
受動喫煙防止
（ポスター、チラシ）

０８５９－６８－５５３６

36

・町内ケーブルテレビ
無線による普及啓発

日南町福祉保健課 5月31日～
6月6日

終日 日南町福祉保健課
0859-82-0374

・｢6月2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

http://www.daisen.jp/
http://www.daisen.jp/
http://town.nanbu.tottori.jp/kosodate/
http://town.nanbu.tottori.jp/kosodate/
http://town.nanbu.tottori.jp/kosodate/
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37

・禁煙ポスターの掲示

・｢6月2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
健康福祉センター

5月 日南町福祉保健課
0859-82-0374

・｢6月2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

38

・｢6月2日世界禁煙
デーin米子」のへ啓発

日南町福祉保健課 町報5月号 日南町福祉保健課
0859-82-0374

・町報5月号に掲載。
｢6月2日世界禁煙デー
in米子」及び｢禁煙週
間」の紹介。
町内全戸配布。

日南町福祉保健課
0859-82-0374

39

特定健診・がん検診 日野町健康福祉セン
ター

鳥取県日野町「山村
開発センター」

6月3日
6月4日

8：30‐12：00 日野町健康福祉セン
ター
TeL0859－72－1852

特定健診受診者へ禁煙
外来、加熱式タバコの
害について啓発

日野町健康福祉セン
ター
TeL0859－72－1852

40

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 江府町福祉保健課
TEL:0857-75-6111

住民に防災無線を活用
し禁煙・分煙について
啓発する。

江府町福祉保健課
TEL:0857-75-6111

41

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 役場 6月庁内会 江府町福祉保健課
TEL:0857-75-6111

役場職員に禁煙・分煙
について啓発する。

江府町福祉保健課
TEL:0857-75-6111

42

チラシ・ポスター設置 鳥取市 中央保健センター
鳥取東健康福祉セン
ター
各総合支所

5月31日～6
月6日

8：30～17：15 なし 鳥取市中央保健セン
ター

一般
窓口にチラシ設置
（たばこと健康に関す
る知識の普及）

鳥取県鳥取市
担当課：中央保健セン
ター成人保健係
℡：0857-20-3194



令和元年度 禁煙週間における取組の概要 鳥取県

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

母子手帳交付時に呼
びかけとポスター設置

鳥取市 中央保健センター
鳥取東健康福祉セン
ター
各総合支所

5月31日～6
月6日

8：30～17：15 なし 鳥取市中央保健セン
ター

一般
窓口にチラシ設置
（たばこと健康に関す
る知識の普及）

鳥取県鳥取市
担当課：中央保健セン
ター成人保健係
℡：0857-20-3194

44

チラシ・ポスター設置 鳥取市 鳥取市保健所 5月31日～6
月6日

8：30～17：15 なし 鳥取市保健所健康支援
課

一般
窓口にチラシ設置
（たばこと健康に関す
る知識の普及）

鳥取県鳥取市
担当課：鳥取市保健所
健康支援課
℡：0857-22-5695

45

街頭キャンペーン 鳥取市 鳥取駅周辺 5月31日 7：15～8：15 なし 鳥取市保健所健康支援
課

一般
ポケットティシュ等の
啓発物配布・パネル等
の展示

鳥取県鳥取市
担当課：鳥取市保健所
健康支援課
℡：0857-22-5695

46

街頭キャンペーン 鳥取市 イオン鳥取店 6月1日 10：00～11：
30

なし 鳥取市保健所健康支援
課

一般
ポケットティシュ等の
啓発物配布・パネル等
の展示

鳥取県鳥取市
担当課：鳥取市保健所
健康支援課
℡：0857-22-5695

47

講演会 とっとり喫煙問題研究
会

鳥取県東部医師会館 6月2日 13：00～14：
00

なし とっとり喫煙問題研究会 一般
講演会「知って得するタバコ
の話」
体験コーナー（肺年齢測定・
呼気中Co₂濃度測定）
健康相談

とっとり喫煙問題研究会
torikinn2019@gmail.com


