
No. 団体名 受動喫煙防止対策の内容

1 （一社）北海道医師会 敷地内禁煙、受動喫煙を含めた禁煙の啓発

2 （一社）北海道歯科医師会 2019年より敷地内禁煙とし、ホームページで周知

3 （一社）北海道薬剤師会 喫煙防止に関する作成資材の活用

4 （公社）北海道看護協会
敷地内禁煙（2003～）、「看護学生のたばこ対策」講習会、禁煙支援講演会（禁煙を
サポートするための援助等）、看護職の喫煙関連状況等の把握(予定)

5 （公財）北海道健康づくり財団

・禁煙サポート啓発リーフレット配布、ホームページでの公開
・禁煙サポート啓発ホームページの公開（ニコチン依存度チェックTDS、禁煙相談窓
口、禁煙外来検索、禁煙治療に保険が使える医療機関、禁煙週間実行委員会（リン
ク））

6 (一社)北海道商工会議所連合会 当団体の職場内における終日禁煙

7 北海道生活衛生同業組合 団体事務所完全禁煙、受動喫煙防止対策に係る助成金制度等の周知

8 北海道対がん協会 敷地内禁煙（H19～）、施設内に受動喫煙防止に係るポスターを掲示

9 北海道バス協会 敷地内完全禁煙を実施

10 北海道ハイヤー協会
タクシードライバーの乗務中禁煙（H19.11）、タクシー車内の全面禁煙（H20.7）、北海
道ハイヤー会館の敷地内全面禁煙（R2.7）

11 JAM北海道 屋内全面禁煙、関連ポスター掲示

12 （一社）釧路地方自動車整備振興会 事務所内完全禁煙

13 北海道左官業組合連合会 組合事務室内の完全禁煙、会議・打合せでの完全禁煙

14 （一社）北海道ビルメンテナンス協会
地下１階と３階にあった喫煙所を撤去、分煙機２台を廃棄処分、館内全室で喫煙禁
止

15 （社福）北海道社会福祉協議会
かでる２・７は敷地内禁煙（H23）、本会の衛生委員会にて受動喫煙防止について職
員周知

16 全国健康保険協会北海道支部

広報誌の配付、禁煙・分煙の映像コンテンツを作成し、HP公開及びDVD配付、禁煙
ポスターを作成し、事業所に配付、禁煙外来案内パンフレットを作成し、加入者に配
付、禁煙啓発に係る個別通知を加入者に送付、協会けんぽが実施する生活習慣病
予防健診における医師による簡易禁煙指導、執務室内及び勤務時間中の完全禁煙

17 全国建設労働組合総連合北海道建設労働組合連合会 館内禁煙

18 北海道社会保険労務士会 団体本部事務室・会議室の完全禁煙

19 北海道森林組合連合会
事務所建物内は全面禁煙、敷地内に喫煙用簡易建物を設け、受動喫煙防止対策を
実施

20 北海道中小企業団体中央会 事務所内全面禁煙、館内基本的禁煙・屋外喫煙所廃止について管理組合に実施

21
独立行政法人
労働者健康安全機構北海道産業保健総合支援センター

敷地内完全禁煙

22 （一社）室蘭地方自動車整備振興会 敷地内完全禁煙

23 （一社）北海道建設業協会 屋内全面禁煙

24 （公社）全国有料老人ホーム協会北海道連絡協議会　 館内全面禁煙

25 （一社）日本病院会北海道ブロック支部
病院敷地内全面禁煙かつ、その旨を各所にポスター掲示、職員の見回り、ＨＰでも
周知を実施

26 福島町商工会 館内禁煙
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27 知内商工会 全面禁煙

28 森商工会議所
令和３年７月会報に、フィリップモリスジャパン協力のもと、改正健康増進法及び喫
煙課題サポートに対するチラシを同封

29 （一社）七飯大沼国際観光コンベンション協会
七飯町から提供のあったポスターを館外に掲示。
屋外にあった灰皿を撤去。

30 上ノ国町商工会 敷地内における屋内完全禁煙

31 厚沢部商工会 建物内の完全禁煙

32 (株)上ノ国観光振興公社 館内禁煙

33 厚沢部町観光協会 屋内禁煙、屋外喫煙所を通常人が通らないところに設置

34 せたな商工会 施設内全面禁煙

35 石狩商工会議所 屋内・屋外完全禁煙

36 当別町商工会 屋内・屋外完全禁煙

37 当別町観光協会 施設内禁煙（ステッカーの貼出）

38 千歳商工会議所
喫煙室を会館外に設置。設置場所は館内に表記。また、喫煙室の定期的な換気と
受動喫煙に関するポスターを表示。

39 恵庭商工会議所 職員に対し、リーフレット等によるたばこの害に関する普及・啓発の実施

40 北広島商工会 商工会館敷地内（屋内・屋外）完全禁煙

41 千歳地方食品衛生協会 一般向けの講習会(養成講習会・実務講習会)において啓発を実施

42 （一社）千歳観光連盟

団体本部の屋内を禁煙にし、敷地内に本部の建物から離れた人の来ない場所に灰
皿を設置。
団体所有の公用車（レンタカー含む）５台全てを禁煙にし、社内にステッカー（厚生労
働省：受動喫煙のない社会を！）を掲示。

43 倶知安商工会議所 敷地内感染禁煙、貼紙で周知

44 真狩村商工会 事務所及び施設内の禁煙

45 仁木町商工会 屋内完全禁煙

46 赤井川村商工会 施設内禁煙。禁煙の貼り紙を掲示。

47 （一社）寿都観光物産協会 運営管理している「道の駅みなとま～れ寿都」敷地内を全面禁煙

48 （一社）積丹観光協会 建物内完全禁煙

49 （一社）仁木町観光協会 敷地内完全禁煙

50 黒松内町商工会 会館内禁煙

51 泊村商工会 全館内・全室禁煙

52 神恵内村観光協会 庁舎敷地内（屋内・屋外）完全禁煙

53 美唄商工会議所 屋内禁煙（屋外にプレハブ小屋を設置）

54 夕張商工会議所 館内全面禁煙

55 南幌町商工会 館内全面禁煙

56 由仁町商工会、（一社）由仁町観光協会 館内完全禁煙

57 江部乙商工会 屋内禁煙

58 芦別商工会議所 会館内の完全禁煙
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59 赤平商工会議所 屋内禁煙

60 奈井江町商工会 屋内、屋外禁煙

61 上砂川商工会議所 屋内禁煙

62 芦別地方食品衛生協会
協会が入っている市施設（芦別市総合福祉センター）は全館禁煙。屋外には喫煙所
あり。

63 （一社）芦別観光協会
令和２年度より建物内禁煙。令和４年９月より、当協会が管理委託を受けている「道
の駅」の灰皿撤去

64 雨竜町観光協会、雨竜町商工会 建物内禁煙

65 妹背牛商工会 屋内禁煙。総会時に会員へ周知。

66 （一社）深川観光協会 事務所内禁煙

67 秩父別町商工会 屋内禁煙

68 沼田町商工会 施設内禁煙

69 （一社）室蘭観光協会
室蘭市が所有する施設内に事務局があり、敷地内禁煙の貼り紙をしている。（室蘭
市条例に基づく対応）

70 NPO法人だて観光協会 屋内完全禁煙

71 （一社）噴火湾とようら観光協会 建物内を完全禁煙

72 NPO法人そうべつ観光協会 道の駅敷地内の禁煙、張り紙での「敷地内禁煙」の表示

73 （一社）洞爺湖温泉観光協会 事務所内完全禁煙

74 NPO法人とうやまちづくり観光協会 建物内禁煙、屋外喫煙所の集約（２⇒１）

75 室蘭商工会議所 事務所内の禁煙

76 豊浦町商工会 施設内禁煙、ホームページに受動喫煙防止ポータルサイトを掲載

77 室蘭地方食品衛生協会 食協だより・講習会にて道条例の説明・各会合にて説明

78 白老町商工会 屋内・屋外完全禁煙

79 安平町商工会 屋内禁煙、掲示板にポスター掲示、入口ドアに禁煙ポスター掲示

80 苫小牧地方食品衛生協会 団体（協会）敷地内（屋内・屋外）完全禁煙

81 (一社)あびら観光協会 屋内は禁煙、喫煙場所は外に設けてある。

82 むかわ町観光協会 建物内禁煙

83 むかわ町商工会 建物内禁煙

84 (一社)厚真町観光協会 建物内禁煙

85 (一社)苫小牧観光協会 入居施設内完全禁煙、事務所内完全禁煙

86 苫小牧商工会議所 館内完全禁煙

87 (一社)白老観光協会 屋内完全禁煙

88 様似町商工会 事務所内完全禁煙

89 えりも町商工会 館内全面禁煙

90 様似町観光協会 屋内禁煙

91 新ひだか町商工会 館内全面禁煙
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92 新ひだか観光協会 新ひだか町観光情報センター内にA４～A3サイズで館内禁煙を表示。

93 鷹栖町商工会、食品衛生協会、観光協会 屋内完全禁煙

94 東神楽町商工会、東神楽町観光協会、食品衛生協会 屋内完全禁煙

95 比布商工会、比布町観光協会、食品衛生協会比布支部 会館内全面禁煙、対策助成制度の会員周知（食協比布支部）

96 愛別商工会、愛別町観光協会 建物内禁煙

97 上川町商工会 事務所内禁煙

98 東川町商工会、食品衛生協会東川支部 敷地内禁煙

99 美瑛町商工会、旭川地方食品衛生協会美瑛部会
全館完全禁煙、館内掲示で周知、会員事業者へ行政が作成したリーフレット等を配
付

100 幌加内町商工会、旭川地方食品衛生協会幌加内支部、観光協会
管理施設は敷地内禁煙（R1.10.1）、傘下会員等へも制度内容等周知（会報等）、特
に接客業（飲食・宿泊業者）には、巡回を含め実施。会報（R2.1月）、禁煙ステッカー
を食協会員へ配付

101 旭川地方食品衛生協会愛別支部 建物内禁煙

102 旭川地方食品衛生協会上川支部 建物内禁煙

103 当麻町観光協会
建物内（物産館）完全禁煙、敷地内にプレハブ小屋を建て喫煙所を設置（以前は出
入口付近に喫煙スペースあり）

104 （一社）ひがしかわ観光協会 建物内禁煙

105 剣淵商工会
商工会館と観光交流センターが併設されており、施設内を全面禁煙。また、加盟飲
食店に受動喫煙防止の周知を行った。飲食店へのリーフレットの配付。

106 音威子府村商工会 敷地内完全禁煙

107 NPO法人　なよろ観光まちづくり協会 敷地内（屋外）で完全禁煙を実施

108 （一社）ふらの観光協会 館内禁煙

109 （一社）かみふらの十勝岳観光協会 敷地内完全禁煙

110 留萌商工会議所 留萌産業会館の館内禁煙、敷地内禁煙

111 増毛町商工会 会館内禁煙

112 留萌観光協会
団体本部の敷地内完全禁煙、灰皿の撤去、屋内施設内に「禁煙POP」を独自作成・
掲示、観光施設敷地内全面禁煙を実施

113 浜頓別町商工会
飲食店からの問い合わせが多数あったため、禁煙表示用ステッカーを作成し、会員
の飲食店に対し、説明と依頼を行った。

114 利尻町商工会 事務所内完全禁煙。禁煙ポップを貼り出し

115 幌延町商工会 敷地内完全禁煙

116 （一社）なかとんべつ観光まちづくりビューロー 敷地内完全禁煙

117 （一社）豊富町観光協会
団体入居施設の完全禁煙（職員、施設理利用者全員）、委託管理の観光情報セン
ターでの完全禁煙

118 オホーツク観光連盟 会議や交流宴会の場は禁煙

119 （一社）小清水町観光協会 屋内完全禁煙

120 北見商工会議所 敷地内禁煙

121 （一社）北見市観光協会おんねゆ温泉支部 施設内禁煙

122 置戸町観光協会 敷地内禁煙

123 紋別商工会議所 会館内の全面禁煙
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124 滝上町商工会 建物敷地内禁煙（屋内・屋外）

125 雄武町商工会 道の駅館内完全禁煙

126 佐呂間町観光物産協会 団体本部の敷地内禁煙

127 遠軽商工会議所 敷地内禁煙

128 （一社）滝上町観光協会 禁煙のポスター、案内看板を独自に作成・設置

129 十勝観光連盟 職場内禁煙

130 （一社）帯広観光コンベンション協会 事務所内禁煙

131 音更町十勝川温泉観光協会 施設内全面禁煙

132 （一社）新得町観光協会 屋内完全禁煙、敷地外に喫煙所設置

133 清水町観光協会 事務局敷地内禁煙を実施

134 更別村観光協会 観光協会事務局庁内の屋内完全禁煙を実施

135 広尾町観光協会 団体事務局の敷地内（屋内・屋外）完全禁煙、道が作成したリーフレットの設置。

136 豊頃町観光協会 役場庁舎内を禁煙

137 本別町観光協会 敷地内禁煙とし、屋外には禁煙を促すポスター等を掲示

138 浦幌町観光協会 施設内禁煙

139 帯広商工会議所
新ビル移転に伴い、当所所有の階層（東館３～５階）の室内すべてを禁煙。
※喫煙室は別途あり（西館２階、４階）

140 音更町商工会 屋内完全禁煙

141 士幌町商工会 会員事業者向けのリーフレット作成、団体施設内での禁煙の実施

142 上士幌町商工会 商工会館（建物）内、禁煙

143 鹿追町商工会 商工会館の敷地内(屋内・屋外)完全禁煙を実施

144 清水町商工会 施設館内禁煙を実施

145 芽室町商工会 商工会館の敷地内（屋内、屋外）完全禁煙を実施

146 中札内村商工会 全面禁煙とし、令和2年7月から館内に禁煙ポップを貼り出し

147 大樹町商工会 事業所敷地内（屋内）完全禁煙

148 広尾町商工会 館内全面禁煙（館内禁煙の表示）

149 池田町商工会 建物内完全禁煙

150 幕別町商工会 事務所（屋内）完全禁煙。会員に対し受動喫煙防止のリーフレット配布

151 本別町商工会 商工会館（建物）内禁煙

152 足寄町商工会 事務室内完全禁煙

153 帯広地方食品衛生協会

帯広市内６支部において、指導員会議時にパンフ配付及び読み合わせ、質問事項
等があれば十勝総合振興局保健環境部企画総務課に確認するなど周知徹底を
図っており、会員への巡回指導においてもパンフ配付を行い周知している。なお、郡
部10支部においても指導員により巡回指導時に会員へのパンフ配付を行い、周知し
ている。

154 新得地方食品衛生協会 講習会や郵送において、会員へリーフレット等を配付し周知
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155 白糠町商工会 施設内禁煙

156 （一社）釧路観光コンべンション協会 屋内完全禁煙。指定管理施設において、受動喫煙防止の掲示を見出し。

157 NPO法人　阿寒観光協会まちづくり推進機構 執務室内の完全禁煙。まりむ館２階屋外に喫煙小屋を設置し、喫煙場所を指定

158 根室市観光協会
観光インフォメーションセンター敷地内及び館内完全禁煙。館内に独自周知看板で
掲示。

159 羅臼町商工会 館内禁煙

160 （一社）定山渓観光協会 屋内禁煙・屋外喫煙場所なし、受動喫煙防止のポスター掲示

161 札幌商工会議所 館内全面禁煙を実施（R3.5～）

162 旭川商工会議所
屋外完全禁煙（屋内は喫煙室（5階）以外は完全禁煙）※喫煙室は、完全密閉と喫煙
設備を設けている。

163 旭川地方食品衛生協会
各種会議及び講習会等での禁煙実施、各種講習会でチラシを配付、会費の請求と
一緒にチラシを送付

164 （一社）旭川観光コンベンション協会 団体本部等の敷地内（屋内・屋外）完全禁煙を実施

165 函館東商工会
飲食業の会員へ、独自に作成した受動喫煙防止のチラシを配付。商工会ホーム
ページにポータルサイト紹介記事を掲載。

166 （一社）函館国際観光コンベンション協会 敷地内完全禁煙

167 （一社）小樽観光協会 事務所庁舎内の完全禁煙、運河プラザ内の完全禁煙


