
保健所 市町村 区　分 名　称 実施（開始）日 概　要

札幌 札幌市 ３　宣言・スローガンの制定 さっぽろ受動喫煙防止宣言 R2.2.28

　市民・各団体や事業者、行政が連携協力し、札幌市全体
の運動として受動喫煙対策を推進する決意を表す「さっぽ
ろ受動喫煙防止宣言」を表明。また、宣言や受動喫煙防止
の考えに賛同していただける方・各団体や事業者から宣言
賛同の登録を受付。

札幌 札幌市
５　事業者向けハンドブック等の作
成

札幌市受動喫煙地対策ハンド
ブック

R2.3
　市民や事業者に改正健康増進法について理解してもら
い、受動喫煙対策の取り組みを推進してもらう。ホーム
ぺージにハンドブックのデータを掲載。

札幌 札幌市 ６　その他 札幌市禁煙外来治療費助成事業 R4.4～
　健康保険が適用される禁煙外来治療を受診した者に対
して、札幌市が当該禁煙外来治療に係る自己負担額の一
部を助成することにより、禁煙に取り組む市民を支援する。

札幌 札幌市 ６　その他
飲食店禁煙化工事費等補助金事
業

R4.4～

　喫煙可能店又は、喫煙可能室設置施設を対象として、全
面禁煙化するにあたり改装等の経費の一部を札幌市が補
助することにより、受動喫煙対策に積極的に取り組む「禁
煙施設」を支援する。

札幌 札幌市 ６　その他 禁煙施設普及推進事業 R2.4～

　企業等と連携し、健康増進法に基づく受動喫煙対策に積
極的に取り組む「禁煙施設」の普及推進を図り、市民に情
報提供することを目的に「禁煙施設」を募集し、ホームペー
ジに企業名等を掲載。

令和４年度 受動喫煙防止対策に係る市町村独自の取組一覧

ホームページ（ＵＲＬ）

１　条例の制定　　２　計画の策定　　３　宣言・スローガンの制定　　４　ガイドライン（指針）の策定　　５　事業者向けハンドブック等の作成　　６　その他　　　
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保健所 市町村 区　分 名　称 実施（開始）日 概　要 ホームページ（ＵＲＬ）

札幌 札幌市 ６　その他
喫煙可能室設置施設届出受付の
際に喫煙可能店等のステッカー
を交付

R1.11～
　喫煙可能室設置施設届出を行った事業者に対し、札幌
市が作成した喫煙可能店等の標識ステッカーを交付。

札幌 札幌市 ６　その他
さっぽろ受動喫煙防止宣言ロゴ
マーク及び札幌市たばこ対策推
進マスコットキャラクターの作成

R2.8～

　さっぽろ受動喫煙防止宣言について、より広く市民の関
心を集め、宣言のイメージを印象づけるロゴマークとたばこ
対策の推進のため、幅広い世代への訴求効果が期待でき
るマスコットキャラクターを作成。

札幌 札幌市 ６　その他
札幌市路面電車及び札幌市営地
下鉄車内へのポスター掲示

R4.5.31～6.6
　禁煙週間及びたばこ対策の周知のため、市電、地下鉄
車内にポスターを掲示。

札幌 札幌市 ６　その他 禁煙週間パネル展 R4.5.26～6.7
　札幌市中央図書館で、禁煙支援や受動喫煙対策等のた
ばこ対策に関するパネルやポスター等の掲示と啓発品の
展示。

旭川 旭川市 ６　その他 受動喫煙防止に関する普及啓発 通年

健康増進法の改正内容及び受動喫煙防止について
・市ホームページ等を通じた周知
・食品衛生協会、商工会等の関係団体を通じた周知
・飲食店の営業許可申請時にリーフレットを配布
・母子健康手帳交付時や新生児訪問においてリーフレット
を配布

旭川 旭川市 ６　その他 未成年者喫煙防止講座 通年
　小・中学校等からの依頼により、喫煙や受動喫煙の害な
どについての講話及び喫煙を誘われた時の断り方につい
てのロールプレイを実施。
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旭川 旭川市 ６　その他 禁煙外来MAPによる普及啓発 通年 市内の禁煙外来MAPをホームページに掲載

函館 函館市 ６　その他 たばこ対策事業 通年
　出前講座形式で、町会や事業所、子育てサロン利用者等
幅広い世代へ、たばこによる健康被害や受動喫煙等、た
ばこの正しい知識の普及啓発を図る。

渡島 北斗市 ６　その他 ホームページの掲載 R3.5.21 受動喫煙の影響や禁煙外来の紹介

渡島 福島町 ６　その他 福島町禁煙・分煙対策登録制度 H20.4.1

　町内で飲食店等を経営している事業者及び事業所を所
有している事業者で、店舗及び事務所内を「全面禁煙」か
「完全禁煙している事を登録。登録におうじて。禁煙・分煙
の表示ステッカーを配布。

江差 江差町 ６　その他 受動喫煙防止に係る周知 R3.4.6～ 受動喫煙防止についてホームページ上で周知

江別 江別市 ６　その他 喫煙予防教室 通年
　市内小学校に対して、喫煙が体に与える悪影響等を模型
やサンプルを用いて説明している。

江別 石狩市 ６　その他 ホームページによる啓発 H31.3～
　受動喫煙防止に関する内容をホームページに掲載。R2
には道条例・ポータルサイト、R3には北海道のきれいな空
気の施設登録事業について内容を追加掲載。
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千歳 千歳市 ６　その他
千歳市公共施設における受動喫
煙対策

R4.4.1
　千歳市公共施設の第二種施設の受動喫煙対策を第一種
施設と同等とした

千歳 千歳市 ６　その他
市内公共交通機関でのポスター
掲示

R3.11
（R4も11月頃予

定）

　市内公共交通機関（バス会社）に依頼し、車内や乗車券
売り場、バス停等にポスター掲示をして受動喫煙防止を呼
び掛けた

千歳 千歳市 ６　その他
小中学生への喫煙防止リーフ
レットの配布

R4.7月
　市内の小中学生を対象に、喫煙防止リーフレット（受動喫
煙防止の内容含む）を配布

千歳 恵庭市 ６　その他
公共の場・職員等における受動
喫煙防止の取り組みのための禁
煙ポスターの掲示

通年
　各施設にポスターを掲示し、たばこの健康影響について
の知識普及を行う。

千歳 恵庭市 ６　その他
妊婦及び母親・父親への喫煙・受
動喫煙防止教育

通年
　母子健康手帳交付時や妊婦教室・両親教室、乳幼児健
診時に受動喫煙や禁煙などについて助言・相談対応を行
う

倶知安 島牧村 ６　その他
広報しままき５月号
たばこに関する情報掲載

R4.5.25

　子どもの頃から、たばこについて学ぶ機会を作り、将来、
喫煙しないことを選択する、もしくは喫煙する際はマナーを
守った喫煙ができるよう、児童等を対象とした健康教育を
毎年実施している。その内容を世界禁煙デー、禁煙週間の
ある５月に広報で紹介し住民全体への啓発を行っている。

https://www.vill.shimamaki.lg
.jp/

https://www.city.eniwa.hokk
aido.jp/kurashi/kenko_fukush
i/kenko/oshirase/5193.html

https://www.city.chitose.lg.jp
/docs/11191.html
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倶知安 古平町 ６　その他
妊婦用受動喫煙防止リーフレット
の作成、配布

R3～

　住民の喫煙率が高く、妊婦自身や家族の禁煙の動機付
けとなれるよう、受動喫煙が妊娠期、育児期の母子に与え
る影響についてまとめたリーフレットを作成、妊娠届出時に
配布している

岩見沢 美唄市

岩見沢 美唄市

岩見沢 美唄市 ６　その他 禁煙相談支援事業 Ｒ１年4月1日～

　喫煙習慣のある妊産婦と同居家族、市民を対象に、医療
機関で医師から受動喫煙が及ぼす健康、胎児や子どもへ
の影響と受動喫煙防止、禁煙について説明と相談を無料
で受けることのできるクーポン券を交付。市内２か所の医
療機関で相談を受けることができる。

岩見沢 美唄市 ６　その他 禁煙外来治療費助成事業 R4.6.1～
　禁煙外来治療を終了した方を対象に、保険適用となった
禁煙外来治療費に対し20、000円を上限に助成を行う。

岩見沢 美唄市 ６　その他
美唄市基金条例(美唄市受動喫
煙防止健康づくり基金)

R3
　受動喫煙を生じさせることのないまちづくりと市民の健康
づくりの推進を図る。

岩見沢 美唄市 ７　その他
タバコに関する子どもメッセージ
募集、メッセージ展

R１～

　市内小中学校の児童生徒から、タバコや健康に関する
メッセージを募集し、応募作品から10作品を選考し、表彰を
行う。美唄市医師会と協働で実施。
　応募作品によるたばこメッセージ展を開催

１　条例の制定
美唄市受動喫煙防止条例（Ｒ２年
3月改正、Ｒ２年4月施行）

　妊産婦及び子どもたちを中心とした市民の健康を受動喫
煙の影響から守るための対策の推進と健康増進を目的と
して条例を改正。
【改正内容】
①紙巻きたばこ、加熱式たばこのほか、電子たばこを規制
の対象にしている
②屋内・車内の対策として、妊産婦、子どもたちがいる場
合、喫煙の禁止
③屋外の対策として、学校・保育所・公園などの敷地100ｍ
以内の路上の喫煙の禁止、歩きたばこ、自転車走行中の
喫煙の禁止

Ｒ２年4月～

https://youtu.be/s3PNRP6fi
JU

https://www.city.bibai.hokkai
do.jp/soshiki/11/1283.html
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岩見沢 美唄市 ７　その他 HPによる周知 R3.11～
　HPに「北海道受動喫煙ポータルサイト」及び「ほっか
いどう健康づくりツイッター」を紹介

岩見沢 岩見沢市 ６　その他 HPによる周知 R4.4

　HPに「受動喫煙の防止について」のページを作成し、健
康増進法改正、厚生労働省サイト（なくそう！望まない受動
喫煙、受動喫煙対策）、北海道受動喫煙ポータルサイトを
掲載。

岩見沢 三笠市 ６　その他 ホームページによる周知 R2.5.1
　ホームページにて北海道受動喫煙防止ポータルサイト及
びほっかいどう健康づくりツイッターを周知

岩見沢 長沼町 ６　その他 妊婦及び同居家族に対する周知 R3.4.1
　母子手帳交付時の面接や両親学級に参加した時
などに妊婦や夫に受動喫煙や禁煙などについて
助言・情報提供を行う

岩見沢 長沼町 ６　その他 受動喫煙防止に係る周知 Ｒ4．5 受動喫煙防止に関する内容をホームページに掲載

６　その他 HPによる周知 R3.1
　HPに「北海道受動喫煙ポータルサイト」及び「ほっかいど
う健康づくりツイッター」を紹介

https://www.city.bibai.hokkai
do.jp/soshiki/11/10077.html

https://www.city.yubari.lg.jp/
kenkofukushiiryo/kenkoiryo/
hokenc2021010.html

https://www.city.yubari.lg.jp/
kenkofukushiiryo/kenkoiryo/
hokenc20210107.html

https://www.maoi-
net.jp/kenko_fukushi/ninshin
/kenkosodan.html

夕張市

https://www.city.iwamizawa.
hokkaido.jp/soshiki/kenkozu
kurisuishinka/kenko_iryo_fuk
ushi/1/2/1/4647.html

https://www.city.mikasa.hok
kaido.jp/hotnews/detail/000
09826.html

岩見沢
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岩見沢 長沼町 ６　その他 受動喫煙防止に係る周知 Ｒ４．９ 受動喫煙防止に関する記事を広報誌に掲載

岩見沢 長沼町 ６　その他
受動喫煙防止のための禁煙ポス
ターの掲示

通年
　施設にポスターを掲示し、たばこの健康影響について知
識普及を行う

岩見沢 栗山町 ６　その他
ホームページを活用した啓発活
動

R3.2.15～
・北海道喫煙防止ポータルサイトの紹介（リンク）
・北海道健康づくりツイッターの紹介（リンク）
・なくそう！望まない受動喫煙

滝川 赤平市 ６　その他 受動喫煙防止対策に関する周知 R1.8.20
　市のホームページにて、健康増進法改正により受動喫煙
防止対策が強化されること、市内公共施設の対応等を周
知

滝川 赤平市 ６　その他
妊婦と子どもを守るための禁煙
支援給付事業

R3.4.1
　妊婦、3歳までのお子さんと同居する家族の喫煙者に対
し、禁煙補助薬の費用の一部を助成。

滝川 滝川市 ６　その他 未成年喫煙防止教室 通年

　H24年より滝川市の独自事業として市内の小中学校で煙
草に関する健康教育を実施。
　たばこの基本的知識の講義をとおして煙草に関する正し
い知識の普及を、誘われたときに断るワークを通じてコミュ
ニケーションスキルの獲得を目指す。また、得た知識を家
庭に持ち帰ることでの大人への波及効果も狙っている。

https://www.city.akabira.hok
kaido.jp/docs/201906190001
1.html

https://www.maoi-
net.jp/files/koho/pdf/500_00
701614.pdf

http://www.city.takikawa.hok
kaido.jp/

http:www.town.kuriyama.hokk
aido.jp/soshiki/38/8953.html
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保健所 市町村 区　分 名　称 実施（開始）日 概　要 ホームページ（ＵＲＬ）

滝川 砂川市 １　条例の制定 砂川市がん対策推進条例 H29.4.1

　がんが市民の生命及び健康にとって重大な問題となって
いる現状に鑑み、がん対策に関し市、市民、保健医療福祉
関係者、事業者、教育関係者及びがん診療連携拠点病院
の責務等を明らかにするとともに、がんの予防及び早期発
見並びにがん医療の充実その他のがん対策に関する施策
の基本となる事項を定める。

室蘭 室蘭市 ６　その他
「室蘭市がん対策推進条例」にお
いて受動喫煙による健康被害防
止を規定

H27.3.23
(R元.7.1)

　条例中、がん予防の推進ため、受動喫煙による健康被害
を防止するため、健康増進法その他の法令に基づき、受
動喫煙対策に関し必要な施策の推進に努めるものとする。
条項を規定。

室蘭 室蘭市 ６　その他
「受動喫煙対策のための標示ポ
スター」の希望者への配布

H30.6

　受動喫煙防止のため施設での禁煙・分煙状況を知らせる
ために、希望する店舗や事業所等に「受動喫煙防止にご
協力下さい」(敷地内禁煙・建物内禁煙・分煙の3種類)を配
布

室蘭 室蘭市 ６　その他 公共施設の敷地内を禁煙とした。 H31.4.1

　望まない受動喫煙を防止するため、市役所本庁舎
のほか、市体育館などのスポーツ施設、市民会館な
ど文化施設や道の駅などの観光施設も敷地内禁煙と
した。

室蘭 伊達市 ６　その他 市のホームページに掲載 通年
　市のホームページに受動喫煙についての情報及び道の
ホームページのリンクを掲載。

室蘭 伊達市 ６　その他 市の広報紙に掲載 R4.5
　受動喫煙の影響について世界禁煙デーに合わせて投
稿。

室蘭 伊達市 ６　その他 がん教育 通年
　市内の小・中学校からの依頼によるがん教育で、喫煙や
受動喫煙の害についての情報を周知。

https://www.city.sunagawa.h
okkaido.jp

http://www.city.muroran.lg.jp
/main/org4600/ganjourei.ht
ml

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/detail_sp/000
05302.html

http://www.city.muroran.lg.jp
/main/org4600/tabaccopost
er518.html

https://www.city.date.hokkai
do.jp/kouhou/
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室蘭 伊達市 ６　その他 リーフレットの配布 通年
　母子手帳交付や乳幼児健診の際に禁煙や受動喫煙の
害についてリーフレットを配布。

室蘭 豊浦町 ６　その他 広報誌の掲載 R4.6
　R3.6の町の広報誌に「受動喫煙ってそんなに害なの？」
という見出しで啓発。

室蘭 豊浦町 ６　その他 保護者への禁煙指導事業 R4年度
　妊娠届出や乳児健診等の際に、妊婦や子供の受動喫煙
防止のため、禁煙するよう指導。

苫小牧 苫小牧市 １　条例の制定 苫小牧市受動喫煙防止条例

（公布）
R1.12.23
（施行）
R2.4.1

　受動喫煙を生じさせることのない環境の整備を促進し、
受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止する
ため条例を制定。条例概要版のリーフレットを作成し配布。
また、飲食店経営者や各種市民団体の会合で説明を実施
し普及啓発を図っている。

苫小牧 苫小牧市 ４　ガイドライン（指針）の策定
苫小牧市受動喫煙防止対策ガイ
ドライン

R2.3～

　R2.4.1に「健康増進法の一部を改正する法律」および「苫
小牧市受動喫煙防止条例」が施行されたことに基づき、市
民・事業者へ受動喫煙防止のルールを定めたガイドライン
を策定。

苫小牧 苫小牧市 ６　その他
苫小牧市受動喫煙防止対策助成
金

R1.4～

　市内の事業場を運営する中小企業事業者等を対象に受
動喫煙防止対策に係る費用の一部を助成。国の『受動喫
煙防止対策助成金』と（公財）全国生活衛生営業指導セン
ターの『生衛業受動喫煙防止対策事業助成金』の上乗せ
助成となり、これらの助成金の交付決定を受けていること
が条件。

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kenko/iryo/boshi
kenko/nonsmoking/jorei.htm
l

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kenko/iryo/boshi
kenko/nonsmoking/guideline
.html

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kenko/iryo/boshi
kenko/nonsmoking/joseikin.h
tml
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苫小牧 苫小牧市 ６　その他
苫小牧市飲食店全面禁煙化補助
金

R2.4～
　市内の既存特定飲食提供施設が店舗を全面禁煙化する
場合に、店内のクリーニング費用等の一部を助成。

苫小牧 苫小牧市 ６　その他 苫小牧市空気もおいしい施設 R1.8.1
　敷地内または屋内を全面禁煙している市内の施設を「空
気もおいしい施設」として認定。認定施設は市ホームペー
ジでの紹介・「空気もおいしい施設ステッカー」を交付。

苫小牧 苫小牧市 ６　その他
苫小牧市受動喫煙防止条例及び
禁煙の日（毎月22日）の周知

R4.7.22
～

R5.3.22

　市内のショッピングモール店内で受動喫煙防止条例及び
禁煙の日（毎月22日）の周知のスポット放送を実施。

苫小牧 白老町 ４　ガイドライン（指針）の策定
白老町受動喫煙防止対策ガイド
ラン

H31.4.1

　白老町における受動喫煙防止の取り組みを推進するた
め、平成31年4月にガイドラインを策定後、北海道受動喫
煙防止条例の全面施行に基づき、令和3年4月にガイドラン
を一部改正。

苫小牧 白老町 ６　その他
白老町受動喫煙防止シールの配
布

第1種R1.10
第2種R2.8

　白老町受動喫煙防止シールは、第1種施設と第2種施設
の禁煙区分を明確にすることで、「喫煙者と非喫煙者とも
に快適な町内施設の利用」「受動喫煙を防止する」ことを目
的とし作成した。
　令和2年度に第１種施設へシールを配布、第2種施設へ
は商工会を通して会員に周知。現行、ホームページやガイ
ドラインにて周知し、申請者へシールを配布。

苫小牧 厚真町 ４　ガイドライン（指針）の策定
厚真町受動喫煙防止対策ガイド
ライン

Ｒ１年７月

　厚真町健康増進計画「健康あつま21（第二次）計画」にお
いても、「受動喫煙への曝露状況の改善」の重要性を認め
ていることを踏まえ、健康増進法の改正内容の整理、庁内
の関係者の意見を集約している。

http://www.town.shiraoi.hok
kaido.jp/docs/202005250002
8/

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kenko/iryo/boshi
kenko/nonsmoking/kinenkah
ojo.html

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kenko/iryo/boshi
kenko/nonsmoking/kukimois
hi.html

http://www.town.shiraoi.hok
kaido.jp/docs/201904260002
2/
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苫小牧 安平町 ２　計画の策定 健康あびら21 H21年3月
　喫煙と受動喫煙のリスクを挙げ、喫煙率12％以下の目標
を掲げている。

苫小牧 安平町 ６　その他 母子手帳交付 H31年4月1日
　母子手帳交付時に町独自の利用計画を用いて、妊婦お
よび家族の喫煙状況を確認。喫煙者がいた場合、受動喫
煙によるリスクを説明し、禁煙を促す。

苫小牧 安平町 ６　その他 健診事後の結果報告会 H18.3.1
　健診結果でハイリスク者に対して保健指導を実施する。
その場において、喫煙者には喫煙や受動喫煙のリスクを
説明、禁煙勧奨を実施。

苫小牧 安平町 ６　その他 広報による周知 H18.3
　広報にて、不定期だがタバコについての記事を掲載し、
喫煙・受動喫煙についての情報の周知を図っている。

上川 愛別町 ６　その他
第3次愛別町健康増進計画
愛いっぱいすこやかプラン

H31.3

　健康づくり戦略の一つとして喫煙を設定。喫煙による健
康への悪影響を防止することを目標とし、目標を達成する
ための町民と町が行う取り組みを記載。
具体的には、数値目標として喫煙する父親の分煙率100％
（妊娠中・産後3～4カ月）やおいしい空気の施設登録数の
増加をあげている。
　目標達成するための主な取り組みとしては、町民の取組
で「受動喫煙による健康への影響を理解する」「家庭や職
場、地域において分煙などに取り組む」、町の取組で「妊産
婦や育児中の家族の分煙指導」「町民が受動喫煙を防止
する施設を選択することができるよう、禁煙・分煙の施設等
の登録を推進する」などを記載。

上川 上川町 ３　宣言・スローガンの制定
町の方針「受動喫煙防止対策に
係る健康増進法改正に伴う町対
応について」の町民周知

R2.4.1

　「受動喫煙防止対策に係る健康増進法改正に伴う町対
応について」
①法改正に伴う町の受動喫煙防止対策
②施設管理者の講ずべき措置の基本的考え方　第1、第
2、第3
③対象公共施設及び受動喫煙防止対策

https://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp

https://www.town.aibetsu.ho
kkaido.jp/town_administratio
n/07/08/468
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名寄 士別市 １　条例の制定 士別市受動喫煙防止条例 H31.4.1
　士別市における受動喫煙防止の取組を推進するため条
例を施行している。

名寄 名寄市 ６　その他
名寄市公共施設における受動喫
煙防止対策基本方針

R元年7月1日
　本市の公共施設における受動喫煙防止の取組を推進す
るため、R元年７月1日に「名寄市公共施設における受動喫
煙防止対策基本方針」を策定。

富良野 中富良野町 ６　その他
禁煙及び受動喫煙に関する保健
指導

R4.5.1より随時
　各種健康診査、特定健診の場面において、禁煙について
の指導や受動喫煙についてその人の身体状況や生活状
況に合わせて保健師、栄養士より保健指導を実施。

留萌 留萌市 ６　その他 ・市ホームページでの普及啓発 R3.2.25
　喫煙や受動喫煙による健康への影響等を市ホームペー
ジに掲載。

留萌 留萌市 ６　その他
・「たばこの害について知ろう！」
移動パネル展の開催

2022/5/25～
6/3

　毎年5月31日の「世界禁煙デー」、5月31日～6月6日の
「禁煙週間」に合わせ、たばこの害について（受動喫煙等）
のパネルを展示している。留萌保健所と共催。

稚内 利尻富士町 ４　ガイドライン（指針）の策定
利尻富士町屋外観光施設におけ
る受動喫煙対策ガイドライン

令和2.4.1
　国立公園を有する本町の屋外観光施設における受動喫
煙対策として、ずべての利用者が快適に町内の観光施設
を利用できることを目的としたガイドラインを制定。

北見 津別町 ２　計画の策定 第2次津別町健康づくり計画 H26.3
　計画の一部に「たばこ」の項目を作成。子供の前で喫煙
する親の割合減少や喫煙率の減少などの指標を掲げ受動
喫煙防止を目指している。

http://www.city.shibetsu.lg.jp
/www/index.html

https://www.e-
rumoi.jp/hokeniryou/page20_
00093.html

https://www.e-
rumoi.jp/hokeniryou/page20_
00114.html

https://www.town.rishirifuji.h
okkaido.jp/rishirifuji/item/18
71.htm#itemid1871

https://www.town.tsubetsu.h
okkaido.jp/20machizukuri/40
keikaku/2014-0409-1047-
2.html
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北見 美幌町 ６　その他 子育て世帯禁煙サポート事業 H27.6開始
　妊婦とその同居の夫、高校生までの子どもと同居する父
母等が禁煙に成功した場合、禁煙外来診療費・禁煙治療
薬の自己負担額の1/2を助成する。上限1万円。

紋別 佐呂間町 ６　その他 妊婦及び同居家族に対する周知 H27.4.1
　妊娠届提出のため来庁した妊婦に対し、作成したリーフ
レットを配付し内容について説明。

紋別 佐呂間町 ６　その他 産婦及び同居家族に対する周知 R2.4.1
　新生児訪問時に産婦に対し、作成したリーフレットを配布
し内容について説明。

紋別 滝上町 ４　ガイドライン（指針）の策定
滝上町受動喫煙防止対策ガイド
ライン

R2.1（改訂）
　受動喫煙防止のため、公共施設における受動喫煙防止
対策を定めたガイドラインを策定。

紋別 興部町 ６　その他
受動喫煙防止についての普及啓
発事業

R4.9.1

　興部町における受動喫煙防止の取組を推進するため、
公共施設へのリーフレット設置、広報紙やポスターを使っ
た啓発活動、町ホームページへの掲載と北海道受動喫煙
防止ポータルサイトへのリンク先を掲載。

帯広 帯広市 ６　その他
市のホームページにおける周知
啓発

令和元年
6月19日

　帯広市における受動喫煙防止の取り組みを推進するた
め、市ホームページにおいて周知啓発を実施。

帯広 帯広市 ６　その他
「帯広市における受動喫煙対策
の手引」の作成

令和2年
１月15日

　改正法の規定や具体的な対応のポイントについて、手引
を作成。(ホームページに掲載)

https://www.city.obihiro.hok
kaido.jp/kenko/kenko/10073
58/1004904.html

http://www.town.bihoro.hokk
aido.jp/docs/201507280003
6/

https://town.takinoue.hokkai
do.jp/kurashi/fukushikenko/
otonanokenko/judokitsuenbo
shi/guidelines.html

https://www.town.okoppe.lg.j
p/cms/section/fukusi/opbvt
10000002yzr.html

13

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kenko/kenko/1007358/1004904.html
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kenko/kenko/1007358/1004904.html
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kenko/kenko/1007358/1004904.html
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015072800036/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015072800036/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015072800036/
https://town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/fukushikenko/otonanokenko/judokitsuenboshi/guidelines.html
https://town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/fukushikenko/otonanokenko/judokitsuenboshi/guidelines.html
https://town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/fukushikenko/otonanokenko/judokitsuenboshi/guidelines.html
https://town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/fukushikenko/otonanokenko/judokitsuenboshi/guidelines.html
https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/fukusi/opbvt10000002yzr.html
https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/fukusi/opbvt10000002yzr.html
https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/fukusi/opbvt10000002yzr.html


保健所 市町村 区　分 名　称 実施（開始）日 概　要 ホームページ（ＵＲＬ）

帯広 士幌町 ６　その他
受動喫煙防止のため、公共施設
内のポスター掲示

H31.4.1
　禁煙及び分煙を促進するため、受動喫煙防止ポスターを
公共施設内に掲示

帯広 幕別町 ６　その他 タバコ対策パネル展 11/15～12/9
　町の集団検診の時期にあわせて受動喫煙による影響や
禁煙について町内5会場で開催する。

釧路 釧路市 ６　その他 市ホームページでの普及啓発 R3.1.6

　望まない受動喫煙を防止するため、受動喫煙の健康被
害についての記事と改正健康増進法についての記事を掲
載。
また、事業者向けの受動喫煙対策に関する記事を併せて
掲載。

釧路 釧路町 ６　その他
デジタルサイネージによる記事掲
載

R4.5.1～R4.5.31

　ショッピングセンターに設置してあるデジタルサイネージ
での記事掲載
（世界禁煙デー・禁煙週間の周知、受動喫煙も含めた禁煙
による影響、禁煙相談）

釧路 釧路町 ６　その他
令和4年度釧路町母子保健・子育
て支援のしおり

通年 たばこの害について掲載

釧路 標茶町 ４　ガイドライン（指針）の策定
町有施設の建物及び敷地内の全
面禁煙に係る啓発

R1.7.1

　標茶町における受動喫煙防止の取組を推進するため、
令和元年７月１日から原則として全ての町有施設の建物
内とその敷地内を全面禁煙とし、共通の禁煙標識（ポス
ター）を作成し普及啓発を実施した。

釧路 鶴居村 ６　その他 未成年喫煙防止講座 Ｒ4実施予定

　村内の小学校高学年を対象に、役場保健福祉課健康推
進係主体のもと喫煙防止講座を実施し、未成年の喫煙防
止意識の向上および児童から家族へ情報提供できる資料
配布し、受動喫煙防止の普及啓発を図る。

https://www.city.kushiro.lg.jp
/kenfuku/kenkou/1005027/
1005034/1005036.html

https://www.town.shibecha.h
okkaido.jp
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釧路 白糠町 ６　その他 未成年喫煙防止講座 R4実施予定

　
　町内の児童や教員、保護者を対象に、町が主体となって
喫煙防止講座を実施し、学校や家庭における継続的な喫
煙防止や受動喫煙防止の取り組みを促進し、未成年の喫
煙防止の意識の向上を図っている。

根室 根室市 ６　その他 公共施設の敷地内禁煙 R1.8.1
　「望まない受動喫煙」をなくすため、公共施設における敷
地内での喫煙（加熱式タバコを含む）を禁止する取り組み
を進めている。

中標津 中標津町 ６　その他
第2次中標津町健康づくり推進計
画

R3.3
　健康づくりの取り組みの一つとして「たばこ」を設定。受動
喫煙防止に努めることを目標として、町民、地域、行政が
目標達成のため取り組みを行う。

中標津 標津町 ６　その他 受動喫煙に関する普及啓発 令和4年6月
　禁煙週間にあわせ、受動喫煙に関する記事を町広報紙
に掲載し、受動喫煙に関する普及啓発を実施

https://www.city.nemuro.hok
kaido.jp/lifeinfo/kakuka/sou
mubu/soumu/2/8910.html

https://www.nakashibetsu.jp
/kurashi/kosodate_fukushi/k
enkou/kenkoudukuri/
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