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広島市子ども会連合会 

○9/8 広島市未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会キャンペーン（広島県総合グランド） 

同日開催の広島市子ども会連合会の球技大会にて、啓発物品 800セットを配布 

広島市 PTA協議会 

 

広島市青少年健全育成連絡協議会 

○地区青少協において、青少年指導員と連携し、街頭補導を実施 

○第 33回広島市青少年健全育成市民大会において、未成年者の飲酒・喫煙防止に関するチラシを配布 

 日時：令和元年 11月 16日（土） 

 場所：広島市青少年センター 

 対象者：各地区青少年健全育成連絡協議会会長・役員、青少年指導員、学校関係者等 約 630人 

セイフティー・レスキュー広島 

○月 2回市内パトロール 

○とうかさん・えびす祭・花火大会において、啓発活動 

広島県少年補導協助員連絡協議会連合会 

〇街頭補導の実施 

 各警察署管内少年補導協助員により、各種祭礼等を通じて街頭補導を実施 

〇犯罪防止教室の実施 

県内の学校において、飲酒・喫煙防止にかかる犯罪防止教室を実施 

○関係団体との協力 

関係団体等と協力して、広島駅等でのキャンペーンに参加 

○キャンペーンの実施 

 ふれあいコンサート、薬物乱用防止キャンペーンを開催 

広島市立高等学校長会 

○生活指導の一環として日常的に指導 

特に長期休業の前などは、全校生徒に向けての講話・プリントの配布により、生徒及び保護者へ注意を

喚起している。実施日や実施方法については、学校毎に異なっている。 

○保健の授業で扱う 

 学習指導要領で、喫煙と飲酒が生活習慣病などの要因となり、個人や社会環境への対策が必要であるこ

とを扱うことになっている。 

広島市公立中学校長会 

○防犯教室を各学校で実施 

酒の害、タバコの害について。対象は全校生徒（学年全生徒対象もあり）。 

○第 3学年保健体育科 保健の授業で扱う 

 「酒やたばこが未成年者に及ぼす健康への悪影響や依存症」について 

○夏祭り等でパトロールを PTAなどと連携して行い、犯罪防止の声かけを実施 

広島市公立小学校長会 

○「第５学年・第６学年 体育科 保健領域」 

未成年の喫煙や飲酒は、法律によって禁止されていること、喫煙や飲酒が健康に与える影響などを学習。学校

によっては、第４学年以下の学年でも学習。学校医・薬剤師等のゲストティーチャーが指導している学校もある。 

広島県私立中学・高等学校協会校長会 

○各学校での取組  
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公益社団法人広島県専修学校各種学校連盟 

○各学校での取組 

広島県禁煙支援ネットワーク 

○禁煙やたばこ問題に関する様々な情報を発信する公開講座「広島県禁煙支援ネットワーク第 17 回研修会」の

開催 

・日時：2019年 10月 12日（土） 13:30～16:10 

・会場：広島県医師会館 

・参加者数：87名 

・主催：広島県禁煙支援ネットワーク  ・共催：ひろしま健康づくり県民運動推進会議 

○スモークフリーピンバッチの提供 

スモークフリーアドバイザーの養成を目的に、関係各位に提供 

（一社）日本フランチャイズチェーン協会 

○未成年者飲酒防止全国統一キャンペーン（国税庁・全国小売酒販組合中央会）への参加 

○未成年者喫煙防止対策協議会への参加及び啓発イベント[ローカルイベント]（全国たばこ販売協同組合連合

会）への参加 

○広島市未成年者の飲酒・喫煙防止啓発キャンペーンへの協賛（ティッシュペーパー） 

○STOP！未成年者飲酒キャンペーン（ビール酒造組合）への参加 

○全国のＣＶＳ約 58,000店舗に「ＳＳ活動通信」を毎月配布し、4月号、7月号、1月号にて未成年者への酒類・た

ばこ販売防止について注意喚起 

広島県小売酒販組合連合会、広島小売酒販組合 

○4/5 広島東税務署管内酒類業連絡協議会・流川地区未成年者飲酒防止キャンペーン（流川・広島仏だん通り

祭り時） 

○4/8 全国小売酒販組合中央会 未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン・（ＪＲ広島駅、ＪＲ

福山駅） 

〇7/19 たばこ組合キャンペーン時、未成年者飲酒防止・飲酒運転防止も啓発（ＪＲ広島駅の予定・雨天のため

中止） 

○9/6 広島県交通安全県民大会時、未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅を啓発（アステールプラザ） 

○9/8 広島市未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会キャンペーン（広島県総合グランド） 

○10/1 広島県酒造組合・日本酒の日イベント時、未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅を啓発（広島市本通商店街

の予定・パレード無しのため中止） 

〇11/2 青少年育成県民運動推進大会（広島県民文化センターホール） 

〇11/17 広島市青少年健全育成連絡協議会・高陽地区青少年意見発表大会（広島市高陽公民館ホール） 

○11/26 広島東税務署管内酒類業連絡協議会・流川地区でのキャンペーン実施検討（第１レックスビル）※Ｒ2 

4/5（日）・4/6（月） 流川・仏だん通り祭時開催を予定 

※ 随時、各団体との委員会や会合等で意見交換、協議を行いキャンペーン協力、実施している。（広島県、広島

市、広島国税局、広島東税務署、酒類業組合、たばこ組合他） 

※ 年間 20～30 回程度開催している酒類販売管理研修時、酒類管理者等へ未成年者への飲酒及び販売防止

の研修（酒販会館他） 
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※ 酒販組合員や研修受講者等への広島県アルコール・チェックカード配布 

広島たばこ販売協同組合 

○未成年者喫煙防止キャンペーン 

7/19にＪＲ広島駅で実施予定であったが、当日早朝に広島市に大雨洪水警報が発令されたため中止とした 

○中国たばこ販売協同組合主催  未成年者喫煙防止推進協議会 

 ・日時：11/22 

・場所：広島市南区民文化センター 

 ・参加：15団体 

広島県スーパーマーケット協会 

〇キャンペーンイベントへの参加 

広島小売酒販組合主催「20歳未満飲酒防止キャンペーン」 

○広島東税務署管内酒類業連絡協議会参加 

  「20歳未満飲酒防止を含めた各団体の取組状況」他  

〇酒類販売管理者講習開催（全国スーパーマーケット協会主催） 

  講義及びＤＶＤ放映等で未成年者の飲酒防止を徹底。特に未成年者と思われる購買客の年齢確認を徹底す

るよう講義。 

受講者数： 4/17：31名、5/22：62名、7/18：29名、10/29：19名 合計 141名 

その他加盟企業内での開催：5回 61名 

広島県カラオケオペレーター協会 

○総会における指導 

・日時：令和元年 6月 25日 

・参加者：カラオケボックス経営者・店長など 

・協力機関：広島県警察本部 

・内容：県警本部 生活安全部 担当官による青少年の健全育成等についての指導 

〇カラオケボックス管理者講習会 

・日時：令和元年 11月 6日 

・参加者：カラオケボックス経営者・店長など 

・協力機関：広島県警察本部、広島県防犯連合会、広島県少年補導協助員連絡協議会、広島県県民活動課 

・内容：未成年者の禁酒・禁煙を含む青少年の健全育成について指導 

（一社）日本アミューズメント産業協会施設営業事業部広島県本部 

〇第 1回広島市未成年者の禁酒禁煙環境づくり事業実行委員会へ参加 

・場所：広島市役所 

・参加者：広島市子ども会連合会 他 

・未成年者の飲酒・喫煙に対し、警察やその他協力機関代表者との意見交換・研修・活動方針について 

広島県社交飲食生活衛生同業組合 

○組合機関誌「ＳＨＡＫＯ」へ未成年者に対する禁酒・禁煙の啓蒙記事の掲載 

○組合員店及び組合員事務局へ啓発ポスターの掲示 

 

広島県飲食業生活衛生同業組合 

○7/19 中国たばこ販売協同組合連同会「未成年者喫煙防止啓発イベント」（ＪＲ広島駅）※雨天中止 

○未成年者の禁酒・禁煙ポスターの掲示 
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広島県喫茶飲食生活衛生同業組合 

〇7/26 第１回広島市未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会へ参加 

〇9/8 未成年者の飲酒・喫煙防止啓発キャンペーン（広島県総合グランド）へ参加  

中国財務局 

○未成年者へのたばこ販売により検挙された小売販売業者に対する処分 

○関係機関が主催する未成年者喫煙防止キャンペーン等への参加 

 ・7/19 未成年者喫煙防止キャンペーン（ＪＲ広島駅） ※雨天中止 

 ・9/8 未成年者の飲酒・喫煙防止啓発キャンペーン（広島県総合グランド） 

○たばこ販売業者に対する指導の強化（新規許可業者） 

広島国税局 

○未成年者の飲酒防止啓発ポスターの配付 

国税庁で作成したポスター約 5,000 枚を管内（中国５県）の各県、市町村、警察署、中学校、高等学校、保健所

等の公共施設及び酒類販売業者に配付。 

○酒類販売業者への販売管理研修で未成年者にお酒を売らないよう周知・啓発 

年間 50回、研修の冒頭に広島国税局のお知らせとして、未成年者飲酒防止の周知・啓発を行っている。 

○小売酒販組合主催 未成年者飲酒防止キャンペーンへの参加 

4/5 流川・薬研堀地区（仏だん通り祭） 

4/8 ＪＲ広島駅、ＪＲ福山駅 

4/16 ＪＲ呉駅 

7/12 東広島市 松尾神社（祇園まつり） 

広島県警察本部少年対策課 

○街頭補導の実施 

警察本部・各警察署において、飲酒・喫煙にかかる不良行為少年を補導 

○犯罪防止教室の実施 

県内の小学校・中学校・高等学校等において、犯罪防止教室を実施し、飲酒・喫煙防止等を啓発 

○研修会における講演 

コンビニエンスストアやカラオケボックス等が開催する自主研修会等において、未成年者へのたばこ・酒類の販売・

提供の防止及び年齢確認等の徹底を依頼 

○関係団体との協力 

関係団体等が実施するキャンペーンに参加 
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こども未来局こども未来調整課 

○乳幼児健診配付用パンフレットに子どもへの受動喫煙の害について掲載し、保護者に周知することにより禁煙

環境づくりに努めた 

配付数（令和元年 12月末現在） 

  4か月児健康相談：6,604人 

  1歳 6か月児健診：6,581人 

      3歳児健診：7,269人 

 

○保育園・認定こども園の園児への喫煙防止教育の実施 

・内容：園児を対象とした紙芝居「タバコのない星のピコからのメッセージ」の読み聞かせによる喫煙防止教育 

・日時：通年 

・場所：各園 

・対象：広島市公私立保育園等の保育園児 

教育委員会育成課 

○地区青少協において、青少年指導員と連携し、街頭補導を実施 

○第 33回広島市青少年健全育成市民大会において、未成年者の飲酒・喫煙防止に関するチラシを配布 

  日時：令和元年 11月 16日（土） 

 場所：広島市青少年センター 

 対象者：各地区青少年健全育成連絡協議会会長・役員、青少年指導員、学校関係者等 約 630人 

教育委員会育成課非行防止・自立支援担当 

○街頭補導活動の実施 

・フラワーフェスティバル 

・とうかさん 

・広島校外教育連盟 

・えびす講 

○青少年指導員街頭活動の実施（月２回以上） 

教育委員会健康教育課 

○未成年者の飲酒・喫煙防止に関するパンフレットの配布 

 ・配布日：平成 31 年 4 月 5 日 

 ・配布先：各市立幼稚園・学校 

 ・対象者：幼稚園、小学校、中学校、高等学校、広島中等教育学校、広島特別支援学校の新入生保護者 

○防煙教育の実施（小・中学校 25 校） 

 ・期間：令和元年 7 月～令和 2 年 2 月 

 ・場所：小・中学校 

 ・対象者：西区・東区の小・中学校の児童生徒 

 ・内容：喫煙や受動喫煙による健康被害、たばこの害について 

 ・指導者：東区医師会・西区医師会に所属する学校医、各学校の学校薬剤師 
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健康福祉局保健部健康推進課 

〇保健センターによる大学、専修学校等と連携した飲酒・喫煙防止の健康教育等の実施 

○市内保育園、幼稚園、こども園及び子育てオープンスペースに対し、紙芝居「タバコのない星のピコからのメッセージ」

を媒体とした防煙教育の実施依頼 

（協力機関） 広島市私立保育園協会、広島市私立幼稚園協会、教育委員会、こども未来局 

（実施率） 

    

 
   H31年度 H30年度 Ｈ29年度 

保育園 101/187 

(54.5%) 

100/190 

(52.6%) 

97/186 

(52.2%) 

幼稚園 23/85 

(25.8%) 

24/87 

(27.6%) 

29/87 

(33.3%) 

こども園 7/39 

(17.9％) 

7/31 

(22.6％) 

9/28 

(32.1％) 

合計 131/311 

(42.1%) 

132/308 

(42.9%) 

135/301 

(44.9%) 

 


