
受動喫煙防止対策においての課題

1月21日（火）

多数の者が利用する施設関係
者、施設や事業所等の管理団体
の関係者
地域や職域における健康づくり
支援者　等

◆受動喫煙防止対策普及啓発事業　　参加者30名
 〔受動喫煙防止対策普及啓発講習会の開催〕
１．講演「今、求められる受動喫煙のない環境づくり」
　　講師　京都大学大学院　特任教授　高橋裕子　氏
２．意見交換「どうする？これからの受動喫煙防止対策」
３．情報提供「改正健康増進法について」

令和元年度の受動喫煙防止対策に関する周知啓発について【郡山保健所】

5月17日（金）
管内市町村保健事業担当課長・
リーダー会議出席者

◆改正健康増進法の啓発周知・情報提供
改正健康増進法の啓発周知・ちらしの配布

①食品衛生協会総会出席者
②③④食品衛生責任者養成講
習会受講者

奈良県郡山総合庁舎の来庁者

◆改正健康増進法の啓発周知・情報提供
①50名　　②110名　　③120名　　④120名見込
改正健康増進法の啓発周知・啓発用ちらしの配布

対  象 内   容

1月20日（月）
　　22日（水）
2月3日（月）
　　5日（水）
　　6日（木）

管内市町村健康づくり担当課
管内市町村国保担当課
　　　　　　　　　8市町村

◆県発行「飲食店用ちらし」の周知、喫煙可能室の届出手続きの説明
　市町村へ「飲食店用ちらし」を配布し、関係者への周知を依頼。
　喫煙可能室の届出手続き、必要書類、県疾病対策課ホームページの情報掲載について説
明を行い、飲食店関係者からの問合せ時に対応してもらえるよう依頼する。

◆改正健康増進法の周知
保健所として事業計画に基づいて周知・啓発を行い、更に業務の機会をとらまえ、市町村や病院、関係団体や住民に対し「改正法」の周知・啓発を行っ
てきた。その際に受動喫煙防止対策で改善が必要と思われる施設や関係者には、丁寧に情報提供や具体的に助言することで改善に導くよう努めてき
た。4／1からの第二種施設の法履行に備え、更に周知を図るため1/21講習会開催をした。保健所として可能な限り対応はできていると考えるが、法対
象施設全てに周知ができているか、適切な対策が講じられるかには不安がある。
◆改正健康増進法への対応
電話相談、通告等に対するスピーディーな対応のため、また第二種施設法履行後（R2.4.1以降）の対応に備えて、保健所内における人的、体制的の両
面からスムーズに行えるか不安がある。また、罰則について不明な点も多く疾病対策課との共通認識、連携が必要。
◆現地確認からみた課題
第一種施設における現地確認した結果、一部施設に「特定屋外喫煙場所」の設置要件が満たさない施設あり。特に「人が立ち入らない」の項目が不十
分であり、繰り返し助言を行うことで改善された施設もある。次年度は「第一種は原則敷地内禁煙」に理解を求め、アプローチしていきたい。
【「敷地内禁煙」施設数：R１】・市町村3／8件　　・病院15／19件

①6月5日（水）
　　　　6日（木）
　　　12日（水）
②7月8日（月）
　　　16日（火）
　　　17日（水）
　　　24日（水）
③9月26日(木)

①③管内市町村健康づくり担当
課8市町村
②③管内市町村庁舎管理担当
課8市町村

◆管内市町村健康づくり部門の改正健康増進法に係る取組のヒアリング
①改正健康増進法に係る「啓発周知」「庁舎管理部門との連携」「課題」「住民・施設からの問
合せ」等の確認と助言
◆管内市町村庁舎管理部門の受動喫煙防止対策ヒアリング
②市町村関連施設の「禁煙実施状況」「喫煙場所設置状況」、公用車禁煙対策、各部署との
連携「労働安全衛生」「職員健康管理」「健康づくり」等の確認と助言
③ヒアリング結果をまとめて各市町村庁舎管理担当課及び健康づくり担当課へ送付。

①6月１８日（火）
②7月22日（月）
③7月29日（月）
　 8月5日（月）
④医療監視の実施日

①②④管内医療監視対象病院
19施設
③調査結果から「特定屋外喫煙
場所等設置」の病院４施設

◆管内病院の受動喫煙防止対策の実施状況調査
①調査票を送付。各病院の受動喫煙防止対策の現状・課題・方針を把握。啓発用ちらしを同
封し改正健康増進法の周知を図る。
②調査の集計結果及びまとめを送付。同時に文書にて更なる受動喫煙防止対策強化をお願
いする。
◆「特定屋外喫煙場所設置」病院へ現地ヒアリング
③「特定屋外喫煙場所」設置状況の確認と助言。受動喫煙防止対策の課題・方針の確認と助
言。
◆管内病院の医療監視時に改正健康増進法の周知と助言
④啓発用ちらし配布と情報提供。調査結果（①）に基づく助言。

7月1日（月）～
随時、更新

①5月31日（金）
②１．6月20日（木）
　　　  6月21日（金）
　 ２．11月3日（日）
③9月26日（木）
④1月30日（木）
⑤3月頃予定
⑥⑦随時

◆郡山保健所実施事業に伴う改正健康増進法の啓発周知
①世界禁煙デーイベント：250名
　　改正健康増進法のパネル展示　・啓発用ちらし配布　（天理市コフフン）
②女性の禁煙スタートアップ事業
 １．天理市商工会の健診診断時に実施：472名
　 　改正健康増進法のパネル展示・啓発用ちらし配布・禁煙相談
　 　天理市商工会に加入事業所へ啓発ちらし配布を依頼（100部）
 ２．山添村ふれあいまつりで実施：408名
　　 改正健康増進法のパネル展示・啓発用ちらし配布・禁煙相談
③歯科口腔保健推進講習会（地域保健関係者研修会）：46名
　　改正健康増進法の啓発用ちらし配布と情報提供
④地域職域連携推進協議会：32名
　　改正健康増進法の啓発用ちらし配布と情報提供
⑤健康づくり推進会議：16名見込
　  改正健康増進法について意見交換
　　市町村・病院等の受動喫煙j防止対策の現状報告　等
⑥保健所実習生（保健師・看護師・管理栄養士・歯科衛生士）
　　改正健康増進法の啓発用ちらし配布と情報提供
⑦各課窓口にて啓発用ちらしの設置・配布　　等

郡山保健所実施事業の対象者

◆改正健康増進法の啓発周知　　参加者30名
「世界禁煙デー」と併せ「改正健康増進法に伴う受動喫煙防止対策の強化」を周知啓発。　午
前・午後各1回　計2回放送

◆郡山保健所ホームページに改正健康増進法情報の掲載
改正健康増進法関連情報。リンク情報「禁煙お役立ち情報（県）」「なくそう！望まない受動喫
煙（厚労省）」「啓発用ちらし（県・厚労省）」。

県民

①5月28日（火）
②8月23日（金）
③11月8日（金）
④2月20日（木）予定

5月29日（水）

資料４



平成31年4月25日 明日香村食生活改善推進員
・明日香村食生活改善推進員協議会総会での情報提供（出席者16名）

・推進員に配布：県作成チラシ（16部）

平成31年4月20日 王寺町Get元気21委員
・王寺町Get元気２１総会での情報提供

・委員に配布：県作成チラシ（８０部）

令和元年度の受動喫煙防止対策に関する周知啓発について【中和保健所】

対  象 内   容

平成31年4月19日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（桜井・宇陀支部）での情報提供（参加者98名）

・受講者に配布：県作成チラシ（98部）

令和元年5月20日 かつらぎ在宅栄養士
・かつらぎ在宅栄養士の会での情報提供（出席者15名）

・かつらぎ在宅栄養士に配布：県作成チラシ（15部）

令和元年5月22日 食生活改善推進員中和支部会員
・食生活改善推進員協議会中和支部総会での情報提供（出席者100名）

・会員に配布：厚生労働省リーフレット（100部）

令和元年5月8日 管内31病院
・医療機関受動喫煙防止対策実施状況調査での情報提供

・病院に配布：県作成チラシ（31部）

令和元年5月10日 管内市町村保健事業担当課長等
・市町村保健事業担当課長等連絡会議での情報提供（出席者41名）

・市町村保健事業担当課長等に配布：県作成チラシ（41部）

令和元年6月18日 特定給食施設等関係職員
・特定給食施設等関係職員研修会での情報提供（参加者206名）

・特定給食施設等関係職員に配布：県作成チラシ（206部）

令和元年6月20日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（葛城・御所支部）での情報提供（参加者108名）

・受講者に配布：県作成チラシ（108部）

令和元年5月31日 橿原総合庁舎職員および来庁者

・世界禁煙デー普及啓発時に改正健康増進法と受動喫煙防止の情報提供（館内放送と啓発チラ

シ・ティッシュ配布）

・橿原総合庁舎職員および来庁者に配布：保健所作成チラシ（300部）

令和元年5月31日 河合町肺がん・大腸がん検診受診者
・世界禁煙デー普及啓発時に改正健康増進法と受動喫煙防止の情報提供（参加者180名）

・河合町がん検診受診者に配布：保健所作成チラシ・厚生労働省リーフレット（180部）

令和元年7月11日 地域・職域保健に関係する担当者
・地域職域連携推進協議会企画検討部会での情報提供（出席者34名）

・地域・職域保健に関係する担当者に配布：県作成チラシ（34部）

令和元年7月16日
奈良県立医科大学附属病院受動喫煙対策

担当者

・奈良県立医科大学附属病院受動喫煙防止対策検討会議での情報提供（出席者8名）

・担当者に配布：県作成チラシ（200部）、厚生労働省リーフレット（200部）

令和元年7月9日 高田木材協働組合
・受動喫煙防止対策相談時に情報提供・啓発チラシ配布（21部）

・委員に配布：県作成チラシ（25部）

令和元年7月11日 香芝市健康づくり推進協議会委員
・香芝市健康づくり推進協議会での情報提供（出席者25名）

・委員に配布：県作成チラシ（25部）

令和元年8月29日 大和高田商工会議所　職員
・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

令和元年9月2日 橿原商工会議所　職員

・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(１部))

〇奈良県作成リーフレット及び厚生労働省リーフレット(事業所向け)データ送付(9/3)

令和元年７月22日 御所市がん予防推進員養成講座出席者 ・がん予防推進員養成講座で情報提供（出席者7名）

令和元年8月9日 三宅町健康づくり推進協議会委員
・三宅町健康づくり推進協議会での情報提供（出席者11名）

・委員に配布：県作成チラシ（11部）

令和元年9月２日 三宅町商工会　職員
・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

令和元年9月３日 明日香村商工会　職員
・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

令和元年9月２日 田原本町商工会　職員
・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

令和元年9月２日 川西町商工会　職員

・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

〇奈良県作成リーフレットデータ及び紙ベース(200部)送付(9/3)

令和元年9月10日 上牧町商工会　職員

・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

〇奈良県作成リーフレット及び厚生労働省リーフレット（事業所向け）データ送付（9/10)



令和元年9月1３日 葛城市商工会　職員
・地域職域連携推進協議会企画検討部会の報告時に情報提供

(厚労省リーフレット(事業所向け)配布(1部))

令和元年9月13日 橿原市がん予防推進員 ・がん予防推進員フォローアップ研修にて情報提供　県作成チラシ（30部）

令和元年9月12日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（桜井・宇陀支部）での情報提供（出席者67名）

・受講者に配布：県作成チラシ（67部）

令和元年10月23日 有限会社エム・ディー社員 ・社内の受動喫煙防止対策啓発用に　厚労省リーフレット（5部）、県作成チラシ（5部）配布

令和元年10月28日 御杖村健康づくり推進協議会出席者 ・健康づくり推進協議会にて情報提供　県作成チラシ（10部）

令和元年9月18日 河合町がん予防推進員養成講座出席者 ・がん予防推進員養成講座で情報提供（出席者20名）

令和元年10月20日 まほろばフェスタinかぐやま参加者
・まほろばフェスタinかぐやま参加者に情報提供　（厚労省リーフレット（国民向け）配布（250

部））

令和元年11月10日 御所市肺がん検診受診者 ・がん検診市町村協働啓発事業での禁煙相談時に情報提供（参加者7名）

令和元年11月25日
地域・職域保健に関係する担当者および管

内31病院

・地域職域関係研修会での情報提供（出席者57名）

・地域・職域保健に関係する担当者および管内31病院担当者に配布：県作成チラシ（57部）

令和元年11月8日 橿原市健康づくり推進協議会出席者 ・健康づくり推進協議会にて情報提供　県作成チラシ（30部）

令和元年11月7日
地域・職域連携推進協議会企画検討部会・たば

こ対策分析評価検討会出席者

・第2回中和保健所地域・職域連携推進協議会企画検討部会およびたばこ対策分析評価検討会

で、改正健康増進法を受けて、地域や職域でのたばこ対策について検討（出席者18名）

令和元年11月30日 エコフェスタ2020inまほろば参加者 ・エコフェスタ2019inまほろば参加者に情報提供（厚労省リーフレット（国民向け）配布250部）

令和元年10月11日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（葛城・御所支部）での情報提供（出席者71名）

・受講者に配布：県作成チラシ（71部）

令和元年11月27日 河合町肺がん検診受診者 ・がん検診市町村協働啓発事業での禁煙相談時に情報提供（参加者13名）

令和元年11月29日 大和高田市喫煙対策実務者会議出席者 ・大和高田市　第1回喫煙対策実務者会議で情報提供　県作成チラシ（14部）

令和２年1月17日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（桜井・宇陀支部）での情報提供（出席者68名）

・受講者に配布：県作成チラシ（68部）

令和２年2月3日 管内市町村および商工会
・管内市町村および商工会に県作成チラシ（第二種施設向け）配付

　市町村（5,800部）、商工会（9,300部）

令和元年12月19日 地域・職域保健に関係する担当者
・地域職域連携推進協議会での情報提供（出席者23名）

・出席者に県作成チラシ（第二種施設向け）配付（23部）

令和２年1月15日 葛城市喫煙対策部会出席者
・葛城市喫煙対策部会で情報提供（第二種施設向け）（出席者37名）

・県作成チラシ（第二種施設）（37部）

通年 健康増進法に関する来訪者
・健康増進法に関する窓口来訪者への周知

・県作成チラシ、厚生労働省リーフレット配布

通年 管内医療監視対象31病院 ・医療監視時に病院の受動喫煙防止対策の確認・情報収集

令和２年2月４日
大和高田市第2回喫煙対策実務者会議出

席者

・大和高田市第2回喫煙対策実務者会議で情報提供（出席者13名）

・県作成チラシ（第二種施設向け）配付（13部）

令和２年3月19日 食品衛生責任者養成講習会受講者
・食品衛生責任者養成講習会（葛城・御所支部）での情報提供

・受講者に配布：県作成チラシ

・飲食店および、地域・職域連携推進事業を通じて、商工会への周知はできた。理美容関係等への周知が必要。

通年 生活衛生に関する来訪者
・生活衛生に関する窓口来訪者への周知（必要時）

・県作成チラシ、厚生労働省リーフレット配布

受動喫煙防止対策においての課題

・第二種施設の既存特定飲食提供施設の経過措置として、喫煙可能室を設置することができるが、その要件(20歳未満は保護者同伴でも入店できないこと等)についての

認識が薄いため、周知徹底が必要。

・飲食店へは、HACCPの案内に同封したことで、改正健康増進法について効果的に周知できた。このことにより、問合せが急増したが、専任の受動喫煙相談員を主として、

係全員で対応した。今後も受動喫煙相談員の配置は必須である。

通年
医療法

あはき法に関する来訪者

・医療法、あはき法に関する窓口来訪者への周知（必要時）

・県作成チラシ、厚生労働省リーフレット配布

通年 食品衛生法に関する来訪者
・食品衛生法に関する窓口来訪者への周知（必要時）

・県作成チラシ、厚生労働省リーフレット配布



受動喫煙防止対策においての課題

令和元年度の受動喫煙防止対策に関する周知啓発について【吉野保健所】

対  象 内   容

令和元年５月８日
吉野食品衛生協会
本部役員・支部長

・本部役員・支部長会において情報提供と質疑応答（参加者：15名）
・厚労省事業者向けリーフレット配布（15部）

令和元年５月２０日
管内市町村保健事業担当課長・リーダー
保健師

・管内保健事業担当課長・リーダー保健師会議において情報提供（参加者：23名）
・県作成チラシ配布(23部)

令和元年５月２９日 吉野支部食生活改善推進員
・吉野支部総会において受動喫煙防止および禁煙支援について情報提供（参加者：18名）
・県作成チラシ配布(18部)　・吉野支部会員に世界禁煙デー啓発ティッシュ配布（98個）

令和元年５月３１日 県民
・世界禁煙デー街頭啓発および禁煙相談、受動喫煙防止に関するパネル展示
・啓発ティッシュ(700個)、県作成チラシ配布（20部）

令和元年６月１５日 認定こども園きたの学園 保護者・職員
・女性のための禁煙スタートアップ講習会において情報提供（参加者：保護者23名、職員）
・県作成チラシ配布（保護者23部）

令和元年７月２９日 特定給食施設等関係職員
・特定給食施設等関係職員研修会において情報提供（参加者：47名）
・県作成チラシ配布（47部）

令和元年９月４日
県労働基準協会大淀支部の事業所、管内
市町村保健事業担当者

・地域職域関係研修会において情報提供（参加者：25名）
・厚労省事業者向けリーフレット配布（25部）

令和元年９月５日 大淀町がん予防推進員
・がん検診市町村協働啓発事業のがん予防推進員養成において情報提供（参加者：41名）
・県作成チラシ配布（41部）

令和元年９月２０日
十津川第二小学校　校長、教諭(保健主
事、栄養教諭、養護教諭)、保護者代表

・女性のための禁煙スタートアップ講習会において情報提供（参加者：教職員・保護者10名）
・県作成チラシ配布（10部）

令和元年１１月７日
大淀町がん検診受診者
（がん検診市町村協働啓発事業）

・がん検診受診啓発キャンペーンに於いて情報提供（参加者：48名）
・啓発グッズ配布（県作成チラシ、ティッシュ、禁煙支援パンフレット、禁煙支援医療機関一覧）配布（48
名）

令和元年１２月５日
講習会受講者（歯科医師、保健師、看護
師、管理栄養士、歯科衛生士等）

・歯科口腔保健推進講習会及び慢性腎臓病（CKD）重症化予防学習会にて情報提供（参加者：35名）
・県作成チラシ配布（35部）

令和元年１２月９日 十津川村施設課 課長・主幹
・特定屋外喫煙場所設置市町村に対して設置状況の確認と助言
・受動喫煙防止対策の課題と対策に向けてヒアリング

令和２年１月１４日 無煙まち大淀会議出席者 ・無煙まち大淀会議において情報提供、県作成チラシの配布（23部）

令和２年１月２９日 市町村栄養士連絡会出席者 ・改正健康増進法の周知啓発、県作成チラシの配布（3名）

令和２年２月７日
たばこ対策推進連絡会およびCOPD対策
事業実績報告会出席者

・たばこ対策推進連絡会およびCOPD対策事業実績報告会において情報提供（参加者：21名）
・県作成チラシ、禁煙体験談集、禁煙支援パンフレット、禁煙支援医療機関一覧配布（21部）

令和２年２月２０日予定 歯科衛生士連絡会出席者 ・改正健康増進法の周知啓発、県作成チラシの配布（10名）

令和２年２月１７日～
　　　　　　３月５日予定

管内12市町村健康事業担当課長、担当者 ・市町村保健事業ヒアリング時において情報提供、県作成チラシの配布

令和元年１０月１０日
～
令和２年２月末

管内医療監視対象の５病院 ・医療監視時に「受動喫煙を防止するための措置」の確認と助言

通年
医師、看護師、保健師、管理栄養士、歯科
衛生士等 保健所実習の学生

・学生実習において受動喫煙防止につい情報提供
・県作成チラシの配布

・ 第二種施設において屋内禁煙の場合、屋外に喫煙場所を設置している設置場所に関する具体的な基準がない。

・ 改正健康増進法の施行に関するＱ＆Ａより、喫煙可能室設置施設において、「届出がない喫煙可能室設置施設であっても、 既存特定飲食
提供施設の要件を満たしていれば喫煙可能室の設置は可能」とある為、届出をしない飲食店も多いのではないか。さらに届出は義務ではな
いので理解が得られにくい。

・ 既存特定飲食提供施設の経過措置の期限が決まっていない。

通年 管内市町村健康づくり推進協議会委員
・保健所より健康づくり推進協議会に出席した際に情報提供
・県作成チラシの配布

・ 第一種施設における特定屋外喫煙所の設置に関する指導を行う際、必ず、県庁・分庁舎の喫煙場所が適切なのかという指摘がある。

・ 電子たばこに対する規制がない。


