
■平成29年度 禁煙週間における取組の概要(福井県）
県
・
市
町
名

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 8．連絡先

1

街頭キャンペーン 県健康増進課
福井健康福祉センター
協会けんぽ福井支部

ＪＲ福井駅西口 5/31（水） 7：00～8：30 http://cms.ain.pref.f

ukui.jp/temp/971022

/10/tabacco.html

県健康増進課
0776-20-0349

県民に対する街頭での啓発冊子等の配
布、着ぐるみによる啓発

2

福井駅周辺店舗での喫煙環
境の表示

県健康増進課
エキマエモール
福井新聞社
ＪＡ

ＪＲ福井駅周辺 5/3１（水）～ 県健康増進課
0776-20-0349

福井駅周辺の店舗が各店舗の喫煙環境
の表示ステッカーを掲示
マップの作成
広報誌で周知

3

福井大学祭での喫煙防止等
の普及啓発

福井県福井健康福祉センター 福井大学文京キャンパス 5/26 （金）～
5/28（日）

10：00～16：
00

福井健康福祉センター
0776-36-3429

5/26.28パネル展示
5/27スモーカーライザーを用いた呼気
Co濃度測定
啓発冊子等の配布

福井健康福祉センター
健康増進課
0776-36-3429

4

街頭キャンペーン 坂井健康福祉センター JR芦原温泉駅 5/31（水） 7：15～8：15 県民に対する啓発冊子等の配布

5

庁舎内の禁煙デーの設定
ポスター掲示

坂井健康福祉センター 坂井健康福祉センター 5/31（水）～
6/6（火）

8：30～17：15 ・職場の喫煙者や来所者の理解と協力を
求め、敷地内完全禁煙デーを設ける。
・健康福祉センター、JR駅等の公共の場
にポスター掲示

6

管内高校へのポスター配布 坂井健康福祉センター 坂井健康福祉センター 管内高校等にポスター・啓発冊子等の配
布

7

街頭キャンペーン 奥越健康福祉センター 勝山サンプラザ（勝山市） 5/31（水） 11：30～12：
30

奥越健康福祉センター
地域保健福祉課
0779-66-2076

県民に対する街頭での啓発冊子等の配
布

奥越健康福祉センター
地域保健福祉課
0779-66-2076

8

街頭キャンペーン 丹南健康福祉センター ①JR鯖江駅
②平和堂アルプラザ
　 鯖江店

5/31（水） ①7:15～8:15
②17:00～
18:00

丹南健康福祉センター
（鯖江）健康増進課
0778-51-0034

ショッピングセンターを訪れる住民
や、JRの利用者や通勤者等に対し禁煙
に関するリーフレット等の配布

丹南健康福祉センター
（鯖江）健康増進課
0778-51-0034

9

街頭キャンペーン 丹南健康福祉センター武生福
祉保健部

協力：越前市健康増進課、
NPO法人越前禁煙友愛会

JR武生駅前 5/31（水） 7:30～8:30 丹南健康福祉センター
（武生）健康増進課
0778-22-4135

JRの利用者や通勤者等に対し禁煙に関
する啓発冊子等の配布

丹南健康福祉センター
（武生）健康増進課
0778-22-4135

10

管内高校へのポスター配布 丹南健康福祉センター 管内高校 6/6（火） 丹南健康福祉センター
（鯖江）健康増進課
0778-51-0034
（武生）健康増進課
0778-22-4135

管内の高校にポスター等を配布し未成
年者の喫煙防止を図る。

丹南健康福祉センター
（鯖江）健康増進課
0778-51-0034
（武生）健康増進課
0778-22-4135

11

街頭キャンペーン 二州健康福祉センター アピタ敦賀店 5/30（月） 11：00～
12：00

二州健康福祉センター
地域保健課
0770－22－3747

啓発冊子等の配布 二州健康福祉センター
地域保健課
0770－22－3747

4．日時

福井県健康増進課
0776-20-0349

坂井健康福祉センター 坂井健康福祉センター
福祉健康増進課
0776-73-0609



12

ケーブルテレビによる普及啓
発

若狭健康福祉センター 5/31（水）～
6/6（火）

住民に対する世界禁煙デーおよび禁煙
週間の周知

13

パネルおよびパンフレットに
よる普及啓発

若狭健康福祉センター ・小浜自動車学校
・福井県立大学　小浜キャ
ンパス
・青池調理師専門学校

5/31（水）～
6/6（火）

学生や利用者を対象とした、喫煙によ
る害および禁煙外来に関する情報提供

14

庁舎内の禁煙週間対策 福井市安全衛生協議会 福井市役所 5/31（水）～
6/6（火）

福井市安全衛生室
℡0776-20-5252

①勤務時間内禁煙の実施（8:30～
17:15（昼休み12:00～13:00を除く）
②たばこ自動販売機の停止（5/31～
6/6）

15

禁煙週間ポスターの掲示 福井市安全衛生協議会
福井市保健センター

5/31（水）～
6/6（火）

福井市安全衛生室
℡0776-20-5252

福井市保健センター
℡0776-28-1256

庁内・施設内の禁煙週間ポスターの掲
示

16

ホームページにて禁煙週間
の周知

福井市保健センター 5/31（水）～
6/6（火）

http://www.city
.fukui.lg.jp/fuku
si/iryou/kenkod
ukuri/tabako.ht
ml

福井市保健センター
TEL　0776-28-1256

保健センターのホームページに禁煙週
間を周知

17

離乳食セミナーでのポスター
掲示、パンフレット配布

健康センター　はぴふる 6/2（金） 13：30～15：
00

保護者に対する禁煙啓発パンフレット
を配布、啓発ポスターの掲示

18

歯の衛生週間行事「歯ッピー
フェア」でのパンフレット配布

福井県敦賀市アピタ 6/4（日） 13：00～14：
00

市民に対する禁煙啓発パンフレットを
配布

19

1歳６か月児健診でのパンフ
レット配布、保健指導

健康センター　はぴふる 6/6（火） 13：00～16：
00

保護者に対する禁煙啓発パンフレット
を配布、啓発ポスターの掲示

20

禁煙週間の周知 小浜市 健康管理センター
各公民館

5/1（月）～ 小浜市健康管理センター
0770-52-2222

ポスター掲示
パンフレット配布

小浜市健康管理センター
0770-52-2222

21

「福祉ふれあいまつり」での
リーフレット配布、健康相談

大野市社会福祉協議会
大野市
県看護協会

大野市　結とぴあ 6/3（土） 9：00～15：00 大野市社会福祉協議会
0779-65-8773

健康相談
禁煙リーフレット配布
がん検診ＰＲチラシ配布

22

歯の健康ひろばでのリーフ
レットの配布

大野市歯科医師会
大野市

大野市　結とぴあ 6/3（土） 13：00～16：
30

幼児とその保護者、一般市民対象
フッ素塗布、歯科検診
禁煙リーフレット配布
がん検診ＰＲチラシ配布

23

健康プラスデーでのリーフ
レットの配布

大野市 大野市　結とぴあ 6/6（火） 9：00～18：00 一般市民対象
禁煙リーフレット配布
がん検診ＰＲチラシ配布

若狭健康福祉センター
地域保健課
0770‐52‐1300

若狭健康福祉センター
地域保健課
0770‐52‐1300

福井市安全衛生室
℡0776-20-5252
E-mail：anzen@city.fukui.lg.jp

福井市役所
福井市保健センター

敦賀市 kenkou@ton2
1.ne.jp

敦賀市健康推進課
（敦賀市健康管理センター）
0770－25－5311

敦賀市健康推進課
（敦賀市健康管理センター）
0770－25－5311

大野市健康長寿課
0779-65-7333

0779-65-7333
大野市健康長寿課



24

健康チャレンジ効果測定での
パネル展示、パンフレット配
布

野向小学校体育館
勝山市福祉健康センター
すこやか
勝山市体育館

5/27(土）

5/28(日）
5/29（月）

10:00～11:00

9:00～12:00
10:00～11:00

健康長寿課
0779－87－0888

健康チャレンジ（ウォーキングでポイ
ントをためる事業）参加者を対象に禁
煙対策についてのパネル・模型展示、
パンフレット配布等を行うコーナーを
設置

25

特定健康診査・がん検診で
のパネル展示、パンフレット
配布

勝山市福祉健康センター
すこやか
北郷公民館

5/25（木）

5/30(水）

8:30～11:00

8:30～11:00

健康長寿課
0779－87－0888

集団健診者対象
禁煙対策についてのパネル・模型展
示、パンフレット配布等を行うコー
ナーを設置

26

無料歯科健診 福井県歯科医師会
勝山市歯科医師会

勝山市福祉健康センター
すこやか

6/4(日） 1:00～4:00 健康長寿課
0779－87－0888

無料歯科健診受診者対象
禁煙対策についてのパネル・模型展
示、パンフレット配布等を行うコー
ナー設置

27

たばこの害に関する展示 文化の館

アイアイ鯖江・健康福祉セ
ンター

5/25(木）～
6/22（木）

鯖江市健康福祉部
健康づくり課
0778-52-1138

利用者対象
たばこの害、受動喫煙防止に関して啓
発する。禁煙作品コンクール入賞者の
作品展示

28

市役所内喫煙ルームにおけ
る受動喫煙等たばこの害の
啓発

市役所内喫煙ルーム 5/25(木）～
6/9（金）

鯖江市健康福祉部
健康づくり課
0778-52-1138

喫煙ルーム利用者
受動喫煙防止、COPDの啓発。禁煙外来
等の紹介

29

健康福祉センターにおける敷
地内禁煙の啓発

アイアイ鯖江・健康福祉セ
ンター

5/25(木）～
6/9（金）

鯖江市健康福祉部
健康づくり課
0778-52-1138

健康福祉センターにおける敷地内禁
煙、COPDの啓発を行う

30

市民健診でのちらしの配布 あわら市保健センター 5/28（日） 8:00～10:00 市民健診にて、喫煙に関する啓発ちら
しを配布

31

市ホームページ、ｆａｃｅｂｏｏｋ あわら市健康長寿課 5/31（水）～
6/6（火）

禁煙週間の周知と禁煙のすすめ

32

禁煙週間の啓蒙 ・JR武生駅前アーケード
・福井鉄道武生新駅前バ
ス停アーケード

5/22（月）～
6/5（月）

kenkou@city.echizen.lg.jp

禁煙啓発用のぼり旗の設置

33

集団検診での禁煙相談 各検診会場(未定)
7会場くらいを予定

5月～6月予
定

集団検診に来られた方対象に禁煙相談
を行う

34

市広報誌「広報さかい」での
啓蒙

5/25発行 広報誌に記事を掲載。
（ホームページからも、閲覧可能）

35

ウォーキング大会でのパンフ
レットの配布

坂井市三国町 6/2（金） 9；30～11：30 参加者対象
ウォーキング大会を実施し、終了後に
パンフレット配布予定(約50名）

健康長寿課 福井県勝山市
担当課：健康長寿課
℡：0779－87－0888
E-mail：
choju@city.katsuyama.lg.jp

鯖江市 鯖江市健康福祉部
健康づくり課
0778-52-1138

あわら市 あわら市健康長寿課
0776-73-8023

あわら市健康長寿課
0776-73-8023

越前市
NPO法人禁煙友愛会

越前市健康増進課
0778－24－2221

越前市健康増進課
0778－24－2221

坂井市 坂井市健康長寿課
0776-50-3067

坂井市健康増進長寿課
0776-50-3067



36

3歳児健診での保健指導等 丸岡保健センター 5/24（金） 13：00～15：
30

健診の対象者で家族に喫煙歴がある者
パンフレットを渡し、保健指導を行
う。

37

町広報「えいへいじ」での啓
蒙

永平寺町 各戸配布 6/2（金）発行 松岡保健センター
0776-61-0111

禁煙週間の周知と禁煙のすすめ 松岡保健センター
0776-61-0111

38

健康診査でのパンフレットの
配布

池田町 東俣集落センター
西角間集落センター
池田町診療所

6/5（月）
6/5（月）
6/1（木）

9：00～11：30
13：00～15：
30
13：30～14：

池田町保健福祉課
0778-44-8000

健診会場での禁煙についてのパンフ
レットの配布

池田町保健福祉課
0778-44-8000

39

パンフレット：「喫煙と健康」の
配布

南越前町 宅良公民館 5/31（水）～
6/6（火）

9：30～11：00 南越前町保健福祉課
0778-47-8007

健康診査や肺がん検診受診者のうち、
喫煙者や喀痰検査の希望者を対象に、
喫煙者本人への健康影響と受動喫煙に
よる健康影響等を紹介するパンフレッ
トを配布。

南越前町保健福祉課
0778-47-8007

40

健康診査・がん検診でのパン
フレットの配布、禁煙指導

越前町 樫津集落センター「隣保館」
岩開集落生活改善センター
宮崎コミュニティセンター
宮崎農村環境改善ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ
（陶の谷）
越前コミュニティセンター
越前町生涯学習センター
平等婦人の家
西三区集落センター

5/31（水）
5/31（水）
5/31（水）
6/1（木）
6/1（木）
6/4（日）
6/5（月）
6/5（月）

9：00～10：00
13：30～14：
00
13：30～14：
00
8：30～9：30
13：00～14：
00
8：00～11：00

http://www.tow
n.echizen.fukui.j
p/kurashi/06/0
3/p002849.html

越前町健康保険課
0778-34-8710

成人の健康診査・がん検診でのパンフ
レットの配布、喫煙者への禁煙指導

越前町健康保険課
0778-34-8710

41

ポスター掲示 公共施設（４カ所） 美浜町健康づくり課
0770-32-6050

美浜町健康づくり課
0770-32-6050

42

禁煙指導 瑞祥苑
保健福祉センター
青郷公民館

5/24（水）
5/29(月）
6/2(金）

8：00～11：00
8：00～11：00
8：00～11：00

・特定健診受診者のうち、喫煙してい
る人に、短時間禁煙指導を実施する
・肺がん受診者で喫煙している者に
COPDリーフレットを配布

43

町広報誌「たかはま」での啓
蒙

5/1（月）～ 広報たかはま5月号に関連記事を掲載

44

受動喫煙防止対策における
施設の出入口付近にある喫
煙場所の取り扱いについて
通知

5/31（水） 多数の人が利用する施設について、入
り口付近の喫煙場所の設置について、
たばこの煙の暴露を受けない配慮を各
施設の管理者に求める文書を依頼

45

町ホームページ及び町広報
誌

おおい町 ホームページ

広報6月号

掲載期間
5/10（水）～
6/6（火）
5月下旬発刊

http://www.tow
n.ohi.fukui.jp/10
01/1206/40/in
dex.html

おおい町保健医療室
0770-77-1155

町のホームページに記事を掲載

広報6月号に記事を掲載

おおい町保健医療室
0770-77-1155

46

がん予防講演会 若狭町 上中庁舎
三方保健センター

4/24（月） 14:00～15:30
19:30～21:00

http://www.t
own.fukui-
wakasa.lg.jp/

対象：保健推進員・一般住民
内容：たばこと健康に関する正しい知
識の普及を含む、医師によるがん予防
講演会

高浜町 高浜町保健福祉課
0770-72-2493

高浜町保健福祉課
0770-72-2493

若狭町健康課
0770-62-2721

若狭町健康課
0770-62-2721



47

イベントでの禁煙週間の啓蒙 若狭町観光交流課 さとうみパーク 5/20（土）、21
（日）

6:00～17:00 http://www.t
own.fukui-
wakasa.lg.jp/

対象：イベント参加者
内容：ポスター貼付
・禁煙に関するパンフレットや禁煙
グッズ等の配布

48

未成年者の喫煙防止や受動
喫煙防止のための、本週間
用ポスター掲示

若狭町 保育所、子育て支援セン
ター、ショッピングセンター
など

5/31（水）～
6/6（火）

8:30～17:15 http://www.t
own.fukui-
wakasa.lg.jp/

対象：未成年者とその保護者、家族
協力：福祉課、事業所など
内容：ポスター掲示依頼

49

分煙状況調査の実施とポス
ター掲示

若狭町 本庁１、分庁１、各公民館
１０

5月～6月 http://www.t
own.fukui-
wakasa.lg.jp/

対象：役場2、公民館10
内容：
①分煙状況調査：施設管理者に確認
し、施設配置図に現喫煙場所を記載、
受動喫煙がないかの確認。調査結果を
もとに、喫煙場所移動の検討等、受動
喫煙防止環境改善のきっかけとする。
②喫煙場所にポスター掲示


