
■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１

・啓発ポスターの掲示 2月～ ・多言語版も作成予定

・都民向けリーフレット・事業者向けリーフレットの配布 2月～ ・多言語版も作成予定

・未成年者向け普及啓発 －

・小中高ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ啓発ﾎﾟｽ
ﾀｰ掲示
・小中高生向け禁煙教育副教
材の配布

・関係団体と連携した個別説明会 －
・2/13（木）協会けんぽ
・2/26（水)東京都食品衛生協
会など

・広報東京都掲載 2月号

・啓発グッズの配布 2月～ ・ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ等

・東京都・港区協同キャンペーン（知事・区長出席） 2/11（火） 別紙2参照

・日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会（知事出席） 2/16（日）

・区市町村・都保健所説明会 2/20（木）

・東京都・中央区協同キャンペーン（知事・中央区長出席） 2/22（土） 別紙2参照

・施設管理者向け説明会（烏山区民会館ホール） 2/26（水）

・区内掲示板（６０箇所）でポスター掲示 2月中

・区内飲食店向けチラシ配布 2月中

・食品衛生更新講習会（月２回）、食品衛生講習会で説明及び区作成
チラシ、標識、ハンドブック配布

2～3月中

・区内飲食店の喫煙状況の店頭表示確認（未表示店に区作成チラシ、
標識、ハンドブック配布。2,600店程度）

2～3月中

・広報千代田2月20日号特集記事掲載 2/20（木）

・コールセンター開設（９月～） －

・専門アドバイザー派遣（９月～） －

・区のお知らせ　ちゅうおう
（受動喫煙防止対策説明会案内）

2/11（火）

・食品衛生講習会参加者へ説明（受動喫煙防止対策）
2/19（水）
2/20（木）

・受動喫煙防止対策説明会（区主催）
2/21（金）
2/27（木）

・東京都・中央区協同キャンペーン（知事・中央区長出席） 2/22（土） 別紙2参照

・食品衛生講習会参加者へ説明（受動喫煙防止対策）
3/17（火）

～3/19（木）

・指定喫煙場所改善工事 2～3月中

・区内事業者向け受動喫煙防止対策啓発 2月中旬
・飲食業・環境・健康・医療関係
事業者へ啓発資料送付

・東京都・港区協同キャンペーン（知事・区長出席） 2/11（火） 別紙2参照

・町会への説明会 2/19（水）

・新聞折込チラシの封入、港区コミュニティバス、お台場レインボーバス
車内ポスター掲示

3月中旬
～下旬

令和2年1月31日時点

自治体名

東京都

千代田区

中央区

実施内容 時期 備考

港区



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・区内飲食店全店舗向け周知チラシ配布 2月上旬～中旬

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（高田馬場駅周辺） 2/3（月）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（新宿駅東口周辺） 2/7（金）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（新宿駅西口周辺） 2/13（木）

・区報掲載 3/5（木）

・区役所内デジタルサイネージ放映 3月中旬～下旬

・全中学生に啓発リーフレット配布 2月中（予定）

・区役所区民ひろば大型ビジョンで都作成動画放映（毎日）／啓発チラ
シ配架（毎日）／啓発ポスター掲示等

2～3月中

・区設掲示板でポスター掲示

2/24（月）
～3/2（月）
3/16（月）

～3/23（月）

・コミュニティバス車内チラシ配架
3/9（月）

～3/16（月）

・区報ぶんきょう掲載 3/10（火）
・ツイッター・フェイスブックも連
動

・「区長に聞く」CATV番組（たばこ対策について放映） 3月下旬

・他事業イベント等でのチラシ配布等 2～3月中

・キャンペーン（保健所・保健センター内パネル展示、チラシ等配布）
2/3（月）

～2/13（木）

・がん・禁煙講演会（パネル展示・チラシ等配布） 2/8（土）

墨田区 ・区内飲食店の喫煙状況の店頭表示状況調査 ～3月中

・区設掲示板でポスター掲示
2/7（金）

～2/21（金）

・施設管理者向け説明会（豊洲文化センター） 2/28（金）

・食品衛生講習会で説明
3/4(水）

3/25（水）

・食品衛生責任者実務講習会でチラシ配布 2/25（火）

・区報掲載 3/21（土）

・区内飲食店向けチラシ配布 2～3月中

・区内飲食店に啓発チラシ・標識シール郵送 2月上旬

・商店街への説明会（チラシ・標識シール配布）
2/6（木）
2/7（金）

・広報しながわ3月11日号 3/11（水）

・庁内デジタルサイネージＰＲ ～3月中

・地域健康フェスティバル（チラシ・グッズ配布） 2/16（日）

大田区 ・施設管理者向け説明会
３月上旬
～中旬

台東区

目黒区

新宿区

文京区

江東区

品川区



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・区のお知らせ2月1日号 2/1（土）
・喫煙可能室設置の届出につ
いて

・区内中小企業の事業主等を対象としたセミナーでの普及啓発等
（三茶しゃれなぁどホール）

2/6（木）

・食品衛生関係施設を対象とした講演会での普及啓発等
（世田谷区民会館）

2/19（水）

・区のお知らせ3月15日号 3/15（日）
・改正法・都条例全面施行につ
いて

・区内飲食店の喫煙状況の店頭表示状況調査及び啓発　 ～3月中
・店頭表示のない飲食店への
個別訪問による啓発等

・グッズ作成（ポケットティッシュ・チラシ・ポスター等） 2月～3月

営業許可更新講習会（区役所）
2/26日（水）
3/18（水）

区ニュース掲載 3/1（日）

・チラシ配布（区内指定エリア） 2月中

・チラシ配布（商店街加盟飲食店） 2月中

・庁内デジタルサイネージによるPR 3月中

・なかの区報掲載 3/20（金）

・広報すぎなみ3月1日号（受動喫煙防止特集記事） 3/1（日） ・全面施行、展示会の案内

・区役所ロビー展示（ポスター、パネル展示等）
3/16（月）

～3/19（木）

・飲食店等事業者に対する個別相談会 3/19（木）
・労働衛生コンサルタントによる
個別相談（予約制）

豊島区 ・広報としま3月1日号（特集版掲載） 3/1（日） ・改正法・都条例啓発について

食品衛生更新講習会 2/13（木） 　

・事業者向け説明会（赤羽会館） 2/19（水） ・条例周知・啓発

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（JR田端駅） 3/3（火）

・食品衛生更新講習会 3/4（水）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（JR十条駅） 3/5（木）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（JR東十条駅） 3/6（金）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（JR赤羽駅） 3/10（火）

・ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン（JR王子駅） 3/11（水）

・北区ニュース特集号発行 3/20（金）
・条例周知・啓発目的の区報特
集号

・コールセンター開設（１１月～） －

・喫煙室設置等に関するアドバイザー派遣（１２月～） －

荒川区 ・西日暮里駅（駅高架下ガラス張り掲示板）でポスター掲示
3/2（月）

～3/31（火）

杉並区

北区

世田谷区

中野区

渋谷区



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・区内路線バス（コミュニティバス含む）に区作成ポスター掲示 ～3月中

・飲食店・事業者向け説明会 2/4（火）

・母子向けフリーペーパーまみたん（記事掲載） 2/14（金）

・広報いたばし（受動喫煙防止特集号） 2/15（土）

・町会掲示と公衆浴場に区作成ポスター掲示
2/16（日）

～2/29（土）

・板橋区環境衛生協会向け講習会 2/18（火）

・全飲食店への一斉送付（標識パンフレット・喫煙可能室届出おしらせ） 2/21（金）

・駅頭キャンペーン（チラシ・ウェットティッシュ配布） 2/26（水）

・区内のJRと私鉄駅に区作成ポスター掲示 3月中 14日間

・受動喫煙防止セミナー（一般区民向け） 3/3（火）

・フリーペーパーぱど（記事掲載） 3/6（金）

・喫煙者のための肺年齢測定会 3/11（水）

・練馬駅前街頭キャンペーン（チラシ・グッズ配布） 2/5（水）

・石神井公園駅前街頭キャンペーン（チラシ・グッズ配布） 2/6（木）

・施設管理者向けセミナー 2/19（水）

・区報特集記事（路上喫煙も併せた内容） 3/1（日）

・区内の鉄道駅にポスター掲示（１週間） 3月中旬

・新聞折り込みチラシ 3月中旬 ・飲食店以外施設向け

・北千住駅に横断幕の設置 3月上旬

・街頭キャンペーン（北千住駅ほか（毎回2駅）でティッシュ配布）
3/16（月）
～4/4（土）

・「あだちスマイルビジョン」等での放映
3/18（水）

～4/16（木）
・映像を新規作成

・施設(総合庁舎・保健所)でのキャンペーンブース設置 2～3月中

・食品衛生更新講習会で説明
2/27（木）
3/26（木）

・総合庁舎電光掲示板によるPR
2/1（土）

～3/29（日）

・広報かつしか掲載 3/19（木）

・街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（ティッシュ等啓発グッズ配布） 3月中

・イベントを活用した普及啓発 3月中

・区公式フェイスブック・ツイッターによるPR 3月中

葛飾区

板橋区

練馬区

足立区



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・江戸川区食品衛生協会と連携した制度周知（チラシ配布等） ～3月中

・食品関連業者へチラシ一斉配布 2月上旬

・事業者向け説明会（タワーホール船堀）
　　　　　　　　　　　　　（総合文化センター）

2/3（月）
2/27（木）

・食品衛生実務講習会で制度説明（東部区民館） 2/19（水）

・広報えどがわ掲載 3/10（火）

・食品衛生実務講習会で制度説明（総合文化センター） 3/11（水）

・食品衛生実務講習会で制度説明（小岩アーバンプラザ） 3/19（木）

・コールセンター開設（令和元年10月開始） －

・喫煙室設置等に関するアドバイザー派遣（令和元年10月開始） －

・受動喫煙防止対策に係る周知啓発動画配信（オリジナル作成） ～3月中
・ツイッター、ホームページ及び
八王子駅で配信

・九都県市受動喫煙防止対策啓発ポスター掲示（市役所本庁舎・保健
所で掲示）

～2/17（月）

・小規模飲食店への周知啓発個別訪問 ～3月中

・食品衛生講習会など関係者を対象にした周知啓発 ～3月中

・全飲食店へのチラシ一斉配布 2月初旬

・食品衛生実務講習会でのチラシ配布（市民センター等）

2/4（火）
2/18（火）
2/27（木）
3/9（月）
3/25（水）

・肺年齢測定会・パネル展示等（立川市本庁舎多目的プラザ）
3/16（月）
3/18（水）

・路上喫煙防止キャンペーンと合同の街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（立川駅前） 3/23（月）

・広報たちかわ掲載 3/25（水）

・デジタルサイネージによるポスター・動画放映 未定

・医師会主催講演会 3/19（木）

青梅市 ・ポスター等、パネル展示等 未定

・神社での節分行事でのイベント（チラシ配布等） 2/3（月） ・多摩府中保健所と合同実施

・窓口等でのチラシ配布による制度周知 2～3月中

昭島市 ・受動喫煙対策パネル展示
2/25（火）
～3/1（日）

調布市 ・窓口等でのチラシ配布による制度周知 2～3月中

・街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（チラシ・グッズ配布） 未定 ・南多摩保健所と協働

・市役所・支所でのデジタルサイネージ動画放映・パネル展示等 3月中 ・南多摩保健所と協働

国分寺市
・喫煙等マナーアップキャンペーン（チラシ・ティッシュ配布）
（国分寺駅前）

2/18（火）（予定）
3/17（火）（予定）

・多摩立川保健所と連携

国立市
・講演会「禁煙と受動喫煙防止」及び肺年齢測定
（くにたち市芸術小ホール）

2/5（水）

江戸川区

八王子市

町田市

日野市

立川市

武蔵野市

府中市



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・健康づくり講演会（福生市市民会館） 2/1（土）

・桜まつり（ティッシュ・チラシ配布） 3月下旬

狛江市 ・都作成ポスター等展示による啓発 2/3（月）～

東大和市
・喫煙等マナーアップキャンペーン（玉川上水駅でのチラシ・ティッシュ
配布）

3月下旬

・街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（チラシ・ティッシュ配布）（清瀬駅周辺） 2月下旬

・市役所庁内モニター放映予定
3/15（日）

～3/31（火）

武蔵村山市 ・窓口・がん検診実施時にグッズ配布 2～3月中

・不妊・不育症セミナー（グッズ配布）（市立健康センター） 2/2（日）

・たま食育フェスタ（グッズ配布）
（京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター）

2/15（土）
2/16（日）

・健康まちづくりシンポジウム（グッズ配布）
（サンリオピューロランド）

2/21（金）

稲城市 ・チラシ全戸配布（稲城市路上等喫煙制限条例チラシに掲載） 3月中

三宅村 ・三宅島イキイキウォーキング（グッズ配布） 3/1（日）

・東京2020公認プログラム「健康づくり講演会」でのチラシ等配布（福生
市健康課配布）（福生市民会館）

2/1（土） ・福生市と連携

・第2回羽村市官公署等連絡協議会での説明 2/4（火）

・青梅マラソンでのチラシ・グッズ配布 2/16（日）

・ほけんじょだより3月号及び3月臨時増刊号（受動喫煙防止対策号） 2月下旬

・福生食協・役員会での説明 2/21（金）

・理容所衛生管理講習会での説明 3/9（月）

・広報はむら（2月15日号）への記事掲載 3月 ・市町村との協働

・管内市町村コミュニティバスへの中づり広告掲示 3月中 ・市町村との協働

・管内市町村での各種イベントや市町村施設等でのチラシ等の配布 3月中 ・市町村との協働

・全面施行チラシ送付（商工会・飲食店・環境衛生関係施設等） ～3月中
・日野市、多摩市、稲城市、各
市商工会と連携

・ホームページトップ画面等への掲載 ～3月中
・日野市、多摩市、稲城市、各
市商工会と連携

・各市商工会部会等における受動喫煙防止対策に係る普及啓発 ～3月中
・日野市、多摩市、稲城市、各
市商工会と連携

・喫煙可能室の届出に関する普及啓発 ～3月中
・日野市、多摩市、稲城市、各
市商工会と連携

・駅前キャンペーンの実施（資材設置）（日野市内２か所）～ショーウィ
ンドウでのポスター掲示、動画放映、グッズ配布

3月中 ・日野市と連携

・保健所駅前キャンペーンの実施（プラカードの掲示、グッズ配布）
（多摩市永山駅前）

3月中

・市広報への記事掲載 3月中
・日野市、多摩市、稲城市と
連携

福生市

多摩市

東京都
（西多摩
保健所）

東京都
（南多摩
保健所）

清瀬市



■ カウントダウンキャンペーン実施自治体等一覧 別紙１
令和2年1月31日時点

自治体名 実施内容 時期 備考

・管内市でのイベント等での普及啓発（国立市講演会でチラシ・ポケット
ティッシュを配布）

2/5（水） ・国立市と連携

・街頭キャンペーン（ＪＲ国分寺駅でチラシ・ポケットティッシュを配布）
2/18（火）
3/17（火）

・国分寺市と連携

・立川シティハーフマラソンでの普及啓発（チラシ・ポケットティッシュを
配布）

3/8（日）

・街頭ビジョンでの動画放映（立川駅南口アレアビジョン） 2～3月中

・飲食店への周知（喫煙可能室届出・全面施行チラシを送付） 2～3月中

・保健所ホームページでの情報提供（店頭表示ステッカー、喫煙可能
室届出様式等を掲載）

2～3月中

・保健所展示コーナーで受動喫煙防止対策について掲示 2～3月中

・Ｊ:ＣＯＭデイリーニュースでの情報提供 3月

・大國魂神社の節分行事でのイベント（府中市参加）でチラシ・グッズ配
布等

2/3（月） ・府中市と連携

・事業者向け説明（東京都府中環境衛生協会　衛生管理講習会） 2/17（月）

・事業者向け説明（食品衛生推進会議） 3/5（木）

・東京競馬場、京王閣競輪場の大型スクリーンで動画放映 2～3月中

・確定申告時期に併せて税務署内で全面施行チラシを配布 2～3月中

・府中合同庁舎入口のサイネージで動画放映 2～3月中

・飲食店向け周知（喫煙可能室届出、全面施行） 2～3月中

・ローカルFM局（FM西東京）にて受動喫煙防止対策について放送 3月中

・保健所内情報ルームに受動喫煙防止対策PRコーナー設置 2～3月中

・東村山税務署でのPR(チラシ配布） 2～3月中

・圏域内で実施されるイベントで受動喫煙防止対策をPR 2～3月中

・保健所ホームページトップページで受動喫煙防止対策をPR 3月中

・保健所大型看板で受動喫煙防止対策をPR 3月中

・コミュニティバス内にチラシを設置、法・条例の全面施行をPR（小平市
コミュニティバス、東村山市コミュニティバス、清瀬市コミュニティバス）

3月中

・行政機関窓口等でのグッズ等配布による普及啓発 2～3月中

・講習会等でのグッズ配布による普及啓発（八丈出張所） 3月上旬

・入港時のグッズ等配布（小笠原出張所） 3月下旬

※　都作成の都民向けポスターの掲示、事業者向けリーフレット及び都民向けリーフレットの配布については、
　都内全域で実施
※　コールセンター設置、広報誌掲載等については、記載のない自治体でも実施している場合あり

東京都
（島しょ
保健所）

東京都
（多摩立川
保健所）

東京都
（多摩府中
保健所）

東京都
（多摩小平
保健所）
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