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本県におけるこれまでの受動喫煙防止対策の取組み状況（平成 27年度以降） 
 

【平成２７年度】 

１ 「やまがた受動喫煙防止宣言」の普及 

 （１）やまがた受動喫煙防止県民大会の開催 

    日 時  平成２７年５月２２日（金）１４：００～１６：１５  

 場 所  国際交流プラザ 山形ビッグウィング ２Ｆ大会議室 

参加者  一般参加者、市町村、関係団体等 約４００名 

 内  容  ・受動喫煙防止の取組みの紹介と宣言 

         ・記念講演 講師 産業医科大学 教 授 大和 浩 氏 等 
 
 （２）「やまがた受動喫煙防止宣言実行委員会」の開催 

      第１回 平成 27年４月 21日（火） 

第２回 平成 27年９月３日（木） 

・ 中間目標を前倒して取り組むことを確認 

○子どもが主に利用する施設及び医療機関における敷地内禁煙の実施率 100％と

する目標を平成２７年度中に前倒し 

○公共性の高い施設における敷地内禁煙又は建物内禁煙の実施率 100％とする目

標を平成２８年度中に前倒し 
 
（３）イベント等における普及啓発イベント等における普及啓発 

 

 

 

 

 
 
 
 

（４）ホームページ等を活用した普及啓発 

・県ホームページ掲載（通年）・フェイスブック掲載（５月） 

・ラジオ（５月 20日～６月６日、県政ラジオ・地域ＦＭラジオ） 

・受動喫煙防止宣言の記事広告掲載（５月 31日、山形新聞） 

・県民のあゆみ掲載（平成 28年３月号） 
 
（５）「わたしたちの受動喫煙防止宣言」の募集 ホームページへの掲載 

     平成 28年３月 31日現在   宣言数 １,１３０  

 

２ 施設等における受動喫煙防止対策の推進 

（１） 受動喫煙防止対策説明会の開催（保健所による開催 42回） 

（食品衛生責任者講習会において、飲食店食品衛生責任者に対し説明  計2,298名） 

 

区  分 開催回数 対象人数 内容の例示 

イベント 11回 17,333人 
日本一さくらんぼ祭り、モンテ
ディオホームゲームなど 

メインテーマを「たばこ」とし
た職員出前講座 

 9回 
 

414人 
理美容組合、建設会社等民間企
業 

メインテーマを「健康」等たば
こ以外とした職員出前講座等、
各種説明会や会議等 

115回 3,992人 
民間企業、各種組合や協会から
の依頼による出前講座、子育て
支援者養成講座 

資料１－２ 
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（２） 民間施設(飲食店等)への巡回訪問による啓発（保健所による訪問 274件） 
 

（３）関係機関等への個別訪問による対策実施の依頼（健康福祉部による訪問 23件） 

 

３ 子どもや妊産婦等を受動喫煙から守る対策の推進 

・県内全幼稚園・保育園・児童館・認定子ども園・認可外保育施設に対し、全園児 

数分（約 36,000部）の受動喫煙防止普及啓発用リーフレットを送付 

・保健所職員が学校で未成年の喫煙防止等に関する出前講座を実施 

 

４ 受動喫煙防止対策実施状況調査の実施 

     ○ 市町村及び県公共施設            ５月依頼 ６月回収 

     ○ 学校・幼稚園・児童福祉施設・社会福祉施設等 ７月依頼・回収 

     ○ 病院・国の施設               10月依頼・回収 

 

 

【平成２８年度】 

１ 「やまがた受動喫煙防止宣言」の普及 

（１）「やまがた受動喫煙防止宣言実行委員会」の開催 

第３回 平成 28年５月 18日(水) 

第４回 平成 29年 1月 26日（木） 

    ・建物内禁煙未実施の市町村役場等の公表を確認 
 
（２）受動喫煙防止対策を講じた病院及び市町村名の公表 

禁煙週間（5/31～6/6）に合わせて、敷地内禁煙を実施した５１病院名（対象 68  

病院）及び敷地内禁煙又は建物内禁煙の実施率 100％となった 17 市町村名(対象 35

市町村)を公表 
 
（３）イベント等における普及啓発 

 

（４）ホームページ等を活用した普及啓発 

・県ホームページ掲載（通年）・フェイスブック掲載（５月） 

・ラジオ（５月 20日～６月６日、県政ラジオ・地域ＦＭラジオ） 

・受動喫煙防止宣言の記事広告掲載（５月 31日、山形新聞） 
 
（５）病院及び福祉施設向けメッセージの作成・配布 

敷地内禁煙の病院や建物内禁煙の福祉施設から取組んだ契機や実施内容、これか

区  分 開催回数 対象人数 内容の例示 

イベント 34回 22,400人 
日本一さくらんぼ祭り、日本一芋
煮会、モンテホームゲームなど 

メインテーマを「たばこ」とし
た職員出前講座 

 16回 473人 
美容業生活衛生同業組合、建設会
社等民間企業 

メインテーマを「健康」等たば
こ以外とした職員出前講座等、
各種説明会や会議等 

75回 5,348人 
山形県ＰＴＡ連合会研修大会、民
間企業、各種組合や団体等からの
依頼による出前講座 
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ら取り組む施設へのメッセージ等について情報収集のうえ、各病院、施設に配布 
 
（６）その他の普及啓発 

やまがた社会貢献基金を活用した NPO 法人山形県喫煙問題研究会の「やまがた受

動喫煙防止宣言コンテスト」を支援（大賞・優秀賞等合わせて 16の宣言が選定） 
 
（７）「わたしたちの受動喫煙防止宣言」の募集 ホームページへの掲載 

     平成 29年 3月 31日現在   宣言数 １,６８６  

 

２ 施設等における受動喫煙防止対策の推進 

（１）受動喫煙防止対策説明会の開催（保健所による開催 43回） 

（食品衛生責任者講習会において、飲食店食品衛生責任者に対し説明  計2,606名） 
 
（２）民間施設(飲食店等)への巡回訪問による啓発（保健所による訪問 328件） 

 
（３）関係機関等への個別訪問による対策実施の依頼（健康福祉部による訪問 6件） 

 

３ 子どもや妊産婦等を受動喫煙から守る対策の推進 

・県内全幼稚園・保育園・児童館・認定子ども園・認可外保育施設に対し、全園児 

数分（約 36,000部）の受動喫煙防止普及啓発用リーフレットを送付 

・保健所職員が学校で未成年の喫煙防止等に関する出前講座及び学校に出向いて啓発

物品を配布しながら受動喫煙防止の説明を実施 

○学校における出前講座 11回 1,245人  

・平成 28年３月に庄内保健所で『庄内地域サポートプログラム～子育て期～（妊娠時

から乳幼児期）』を作成し、市町・医療機関が連携した禁煙支援体制の強化の取組み

を実施 

 

４ 受動喫煙防止対策実施状況調査 

○市町村及び県公共施設    ３月依頼 ４月回収 

○高齢者及び障害者施設    ８月依頼 ９月回収 

○ＪＲ及び山形鉄道駅・道の駅   ９月依頼 10月回収 

○県政アンケートによる受動喫煙機会の調査  ７月調査 12月公表 

 

 

【平成２９年度】 

１ 「やまがた受動喫煙防止宣言」の普及   

（１）「やまがた受動喫煙防止宣言実行委員会」の開催  

第５回 平成 29年５月 18日(木) 

・中期目標達成に向けた取組み等を確認 

第６回 平成 29年 12月 21日(木) 

・中期目標達成に向けた緊急対策の実施を確認 
 

（２）受動喫煙防止対策を講じた病院及び市町村名（対象施設名含む）の公表 
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禁煙週間（5/31～6/6）に合わせて、敷地内禁煙を実施した５９病院名（H28 は 51

病院）及び敷地内禁煙又は建物内禁煙の実施率 100％となった 28 市町村名（H28 17

市町村）(対象 35市町村)を公表 
 

（３）イベント等における普及啓発 
 

 

（４）ホームページ等を活用した普及啓発 

・県ホームページ掲載（通年）・フェイスブック掲載（５月） 

・ラジオ（５月 10日、17日地域ＦＭラジオ） 

・受動喫煙防止宣言の記事広告掲載（５月 31日、山形新聞） 
 

（５）「わたしたちの受動喫煙防止宣言」の募集 ホームページへの掲載 

     平成 30年３月 31日現在   宣言数 ２，０５５ 

 

２ 施設等における受動喫煙防止対策の推進 

（１）受動喫煙防止対策説明会の開催（保健所による開催 47回） 

（食品衛生責任者講習会において、飲食店食品衛生責任者に対し説明  計1,811名） 
 

（２）民間施設(飲食店等)への巡回訪問による啓発（保健所による訪問 258件） 
 

（３）関係機関等への個別訪問による対策実施の依頼（健康福祉部による訪問 73件） 

 

３ 子どもや妊産婦等を受動喫煙から守る対策の推進 

・県内全幼稚園・保育園・児童館・認定子ども園・認可外保育施設に対し、全園児 

数分（約 41,000部）の受動喫煙防止普及啓発用リーフレットを送付 

・保健所職員が学校で未成年の喫煙防止等に関する出前講座及び学校に出向いて啓発

物品を配布しながら受動喫煙防止の説明を実施 

○学校における出前講座 10回 624人  

・保健所において、市町村における母子健康手帳交付から妊産婦・乳幼児健診等にお

いて受動喫煙防止に関する取組みや市町・医療機関が連携した禁煙支援体制の強化

の取組みを実施 

 

４ 受動喫煙防止対策実施状況調査 

○市町村公共施設        ３月依頼 ４月回収 

1111    11111111111111111111111111111111111111111111110月依頼 11月回収 

     ○受動喫煙防止対策実態調査（アンケート調査）  概要は、資料１－３のとおり       

○病院 111111111111111111111111111111111111111111 10月依頼 11月回収 

区  分 開催回数 対象人数 内容の例示 

イベント 28回 21,100人 
日本一さくらんぼ祭り、日本一芋
煮会、モンテホームゲームなど 

メインテーマを「たばこ」とし
た職員出前講座 

 26回 481人 民間企業、各団体等 

メインテーマを「健康」等たば
こ以外とした職員出前講座等、
各種説明会や会議等 

72回 2,471人 民間企業、各種組合や団体等 


