
資料3-1：  都道府県庁の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2014年3月11日時点）

禁煙実施状況 屋内喫煙場所＊ 公用車 勤務中の喫煙 禁煙実施状況 喫煙場所

建物内禁煙 なし すべて禁煙 勤務時間中禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙

禁煙化予定 禁煙化予定 禁煙化予定 議員・会派控え室

検討中 喫煙室 一般車両の禁煙 自粛の呼びかけ 検討中 喫煙室

未検討 喫煙コーナー 規定なし 規定なし 未検討 喫煙コーナー

喫煙場所を残す *：禁煙実施状況の色は、当該団体で最も状況が悪い場所の色を使用 喫煙場所を残す
会議室・委員会室
喫茶店

問1-1 問2 問4 問5 問11 問13-1 問13-2 問7

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 屋外の喫煙場所 禁煙実施状況 禁煙実施状況
一般
庁舎

議会

北海道 建物内禁煙 2008.4.
喫煙室1

すべて禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

青森県 建物内禁煙 2013.1. 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 自粛の呼びかけ 分煙 検討中 喫煙専用室 0 0

岩手県 建物内禁煙 2011.9. 喫煙室1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中 議員･会派控室 0 0

宮城県 建物内禁煙 2010.7.
喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし 規定なし すべて喫煙 検討中 喫煙専用室 0 3

秋田県 建物内禁煙 2010.9. テラス・ベランダ2 すべて禁煙 自粛の呼びかけ わからない 未検討
喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

山形県 建物内禁煙 2005.10. 隣接しない喫煙コーナー1
屋上1 すべて禁煙 規定なし 施設内

（建物内禁煙） 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

福島県 検討中 喫煙室1 なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙ではない 未検討 議員･会派控室 2 9

茨城県 建物内禁煙 2007.4. 喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 未検討 議員･会派控室 0 0

栃木県 建物内禁煙 2009.7. 出入口近傍喫煙コーナー2 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 5

群馬県 喫煙場所を残す 喫煙室6
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ5 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討

議員･会派控室
喫煙コーナー 0 3

埼玉県 建物内禁煙 2004.4.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ3、　屋上1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー 0 0

千葉県 建物内禁煙 2011.5 出入口近傍喫煙コーナー3 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

東京都 喫煙場所を残す 喫煙室31(うち来庁者専用5) なし 規定なし 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 3

神奈川県 建物内禁煙 2005.4. 出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1、屋上2 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 1

新潟県 検討中 喫煙室15 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控室 0 7

富山県 建物内禁煙2008.11. 隣接しない喫煙コーナー３ すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 1

石川県 検討中
喫煙室11（うち来庁者専用
2）

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控室 4 1

福井県 建物内禁煙 2008.10. 隣接しない喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 禁煙ではない 建物内禁煙 2010.6. 0 0

山梨県 建物内禁煙 2005.5. 隣接しない喫煙コーナー3
テラス・ベランダ4 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

長野県 建物内禁煙 2003.9.
喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1

すべて禁煙 勤務時間中禁煙 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 1 0

岐阜県 喫煙場所を残す 喫煙室4 なし すべて禁煙 規定なし 禁煙ではない 喫煙場所を残す 喫煙専用室 4 3

静岡県 検討中 喫煙室13 なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中
一般庁舎フロアの
喫煙専用室 0 0

愛知県 検討中
喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

三重県 検討中 喫煙室6 閉鎖型喫煙1 すべて禁煙 規定なし 禁煙ではない 未検討 議員･会派控室 0 0

滋賀県 建物内禁煙 2009.4. 隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙

自粛の呼びかけ
2012.2

一部禁煙 建物内禁煙 2009.4. 0 0

京都府 建物内禁煙 2008.6. 隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

規定なし
(自粛呼びかけ)

自粛の呼びかけ
2008.6

一部禁煙 未検討 議員･会派控室 0 0

大阪府 敷地内禁煙 2008.5. なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2011.4. 0 0

兵庫県 建物内禁煙 2007.4. 出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ6 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2007.4. 0 0

奈良県 建物内禁煙 2010.9. 隣接しない喫煙コーナー2 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2010.9. 0 0

和歌山県 建物内禁煙 2011.7. 喫煙室4 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中 議員･会派控室 1 0

鳥取県 建物内禁煙 2012.1.
閉鎖型喫煙1
テラス・ベランダ1
屋上1

すべて禁煙
規定なし(必要最小
限、10分程度で)

一部禁煙 建物内禁煙 2012.1. 1 0

島根県 建物内禁煙 2011.5.
隣接しない喫煙コーナ3
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2011.11. 0 0

岡山県 建物内禁煙 2010.10.
隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ3

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2011.4. 0 0

広島県 建物内禁煙 2011.10. 出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ わからない 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

山口県 建物内禁煙 2003.7. 出入口近傍喫煙コーナー10
テラス・ベランダ14 すべて禁煙 規定なし わからない 未検討 議員･会派控室 0 0

徳島県 建物内禁煙 2011.4. 隣接しない喫煙コーナー1
屋上1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中 議員･会派控室 0 0

香川県 建物内禁煙 2010.7. 出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ1、屋上1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

愛媛県 建物内禁煙 2011.4. 出入口近傍喫煙コーナー4 規定なし 規定なし 屋内施設は禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

高知県 建物内禁煙 2005.11.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
(うち来庁者専用1)、屋上1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0
未使用

3

福岡県 建物内禁煙 2011.4.
隣接しない喫煙コーナー5
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ8

すべて禁煙化
の予定
2014.4.1.より

規定なし 一部禁煙 未検討

会議室・委員会室
喫煙コーナー
喫茶店
議員・会派控室

0 0

佐賀県 建物内禁煙 2003.5. 出入口近傍喫煙コーナー4 すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙ではない 未検討 喫煙専用室 0 0

長崎県 喫煙場所を残す
喫煙室7
喫煙コーナー1

出入口近傍喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討
喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

熊本県 喫煙場所を残す
喫煙室6
喫煙コーナー5

なし すべて禁煙 規定なし 喫煙コーナーあり 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控室 13 2

大分県 喫煙場所を残す
喫煙室2
喫煙コーナー11

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

宮崎県 喫煙場所を残す 喫煙室5
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー5

すべて禁煙 規定なし（福祉保健
部のみ自粛）

一部禁煙 未検討 喫煙専用室 5 0

鹿児島県 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー5 すべて禁煙 節度ある喫煙を指示 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

沖縄県 建物内禁煙 2008.4. 出入口近傍喫煙コーナー4 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2008.3. 0 0

空気清浄機

管理公園
議会棟・フロア

公用車
勤務中の
喫煙禁止

都道府県庁：一般庁舎



資料3-2： 道府県庁所在市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2014年3月11日時点）

禁煙実施状況 屋内喫煙場所＊ 公用車 勤務中の喫煙 禁煙実施状況 喫煙場所

建物内禁煙 なし すべて禁煙 勤務時間中禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙

禁煙化予定 禁煙化予定 禁煙化予定 議員・会派控え室

検討中 喫煙室 一般車両の禁煙 自粛の呼びかけ 検討中 喫煙室

未検討 喫煙コーナー 規定なし 規定なし 未検討 喫煙コーナー

喫煙場所を残す *：禁煙実施状況の色は、当該団体で最も状況が悪い場所の色を使用 喫煙場所を残す
会議室・委員会室
喫茶店

問1-1 問2 問4 問5 問11 問13-1 問13-2 問7

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 屋外の喫煙場所 禁煙実施状況 禁煙実施状況
一般
庁舎

議会

札幌市 検討中 喫煙室10 なし 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 喫煙制限区域あり 喫煙場所を残す 喫煙専用室 7 2

青森市 建物内禁煙 2013.4. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1 すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2013.4.

一部看板等で啓発 建物内禁煙 2013.4. 0 0

盛岡市 検討中
喫煙室3
喫煙コーナー1

なし すべて禁煙 規定なし 灰皿は撤去 未検討 議員･会派控室 0 0

仙台市
禁煙化予定
2015.4.

喫煙室7
（うち来庁者専用1）

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中
議員･会派控室
喫煙コーナー 0 1

秋田市 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室1 閉鎖型喫煙室1
庁舎に隣接しない喫煙コーナー3

一般公用車は禁煙 規定なし すべて禁煙 未検討 議員･会派控室 0 0

山形市 建物内禁煙 2005.4. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー4
出入口近傍喫煙コーナー2

大部分禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙 2012.9. 0 0

福島市 敷地内禁煙2011.1. なし すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2011.5

禁煙の表示なし 建物内禁煙 2011.1. 0 0

水戸市 検討中：仮庁舎は建物内禁煙 出入口近傍喫煙コーナー6 すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

未検討 議員･会派控室 0 0

宇都宮市 建物内禁煙 2012.4. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー2

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙 2012.4. 0 0

前橋市 建物内禁煙 2013.4. 出入口近傍喫煙コーナー1
屋上の喫煙コーナー1

すべて禁煙 自粛の呼びかけ わからない 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

さいたま市 喫煙場所を残す 喫煙室2 出入口近傍喫煙コーナー2 規定なし 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

千葉市 建物内禁煙 2012.4. 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2012.4. 0 0

23特別区は別掲

横浜市
禁煙化予定
2014.4.

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す 喫煙専用室 4 2

新潟市 喫煙場所を残す
喫煙室10
(うち来庁者専用3)

なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す

喫煙専用室
議員/会派控え室 0 0

富山市 未検討 喫煙室2 なし 一般公用車は禁煙 規定なし わからない 未検討 喫煙専用室 1 1

金沢市 未検討
喫煙室9
（うち来庁者専用2）

なし 規定なし 規定なし すべて禁煙 未検討
喫煙専用室
議員/会派控え室 0 1

福井市 検討中
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 未検討 議員･会派控室 0 0

甲府市 建物内禁煙 2004.10.
庁舎に隣接しない喫煙コーナー2
（喫煙場所は設けていないが
売店でタバコは販売）

公用車禁煙（一部
除く） 規定なし すべて禁煙 建物内禁煙 2004.6. 0 0

長野市 検討中 喫煙室5 なし 規定なし 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い

検討中 喫煙専用室 0 0

岐阜市 検討中
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 未検討 議員･会派控室 0 3

静岡市 喫煙場所を残す 喫煙室4 出入口近傍喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

名古屋市 建物内禁煙 2013.4. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー3 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2013.4. 0 0

津市 検討中
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中 喫煙専用室 3 1

大津市 喫煙場所を残す
喫煙室2
(うち来庁者専用1)

屋上1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 3 1

京都市 建物内禁煙 20011.8. 屋外の閉鎖型の喫煙室1 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2011.8. 3 0

大阪市 敷地内禁煙	2010.4. なし すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2010.10.

すべて禁煙 建物内禁煙 2012.6. 0 1

神戸市 敷地内禁煙	2011.5. なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙 2011.5. 0 0

奈良市 建物内禁煙 2004.6. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1

一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

和歌山市 喫煙場所を残す
喫煙室7
(うち来庁者専用1)

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー 9 0

鳥取市 検討中
喫煙室1
喫煙コーナー2

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

松江市 建物内禁煙 2011.8. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー2
屋上の喫煙コーナー1

すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 建物内禁 2011.8. 0 0

岡山市 喫煙場所を残す
喫煙室2
(うち来庁者専用2)

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1 すべて禁煙 規定なし わからない 喫煙場所を残す

喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

広島市 建物内禁煙 2008.9. テラス・ベランダ1、屋上1 すべて禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

山口市 建物内禁煙 2011.4. 喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー5

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙 2011.4. 0 0

徳島市 喫煙場所を残す
喫煙室12
(うち来庁者専用1)
来庁者用喫煙コーナー13

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す 議員･会派控室 15 2

高松市 喫煙場所を残す
喫煙室2
(うち来庁者専用1)
喫煙コーナー2

なし 一般公用車は禁煙 規定なし わからない 喫煙場所を残す 喫煙専用室 2 1

松山市 喫煙場所を残す
喫煙室6
(うち来庁者専用2) なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 13 2

高知市 未検討
喫煙室4
(うち来庁者専用1)

なし すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 未検討 議員･会派控室 0 0

福岡市 検討中 喫煙コーナー7 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

検討中 喫煙コーナー 0 0

佐賀市 喫煙場所を残す 喫煙室1 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1
屋上の喫煙コーナー1

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙2003.5 0 0

長崎市 検討中
喫煙室6
(うち来庁者専用1)

出入口近傍喫煙コーナー4 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討 議員･会派控室 0 0

熊本市 建物内禁煙 2012.4.
出入口近傍喫煙コーナー3
　（うち来庁者専用1）
テラス・ベランダ1

すべて禁煙 規定なし 灰皿設置 未検討 喫煙専用室 0 0

大分市 建物内禁煙 2004.4. 出入口近傍喫煙コーナー4
テラス・ベランダ8

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 4

宮崎市 建物内禁煙 2011.4. 庁舎に隣接する喫煙コーナー3
屋上の喫煙コーナー2

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2011.4. 0 0

鹿児島市 建物内禁煙 2010.9. 出入口近傍喫煙コーナー7 規定なし 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙 2010.9. 0 0

那覇市 建物内禁煙 2003.6. 屋上の喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 規定なし わからない 建物内禁煙 2003.6. 0 0

管理公園
議会棟・フロア都道府県庁：一般庁舎 空気清浄機

公用車
勤務中の
喫煙禁止



資料3-3：  23特別区、政令市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2014年3月11日時点）

禁煙実施状況 屋内喫煙場所＊ 公用車 勤務中の喫煙 禁煙実施状況 喫煙場所

建物内禁煙 なし すべて禁煙 勤務時間中禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙

禁煙化予定 禁煙化予定 禁煙化予定 議員・会派控え室

検討中 喫煙室 一般車両の禁煙 自粛の呼びかけ 検討中 喫煙室

未検討 喫煙コーナー 規定なし 規定なし 未検討 喫煙コーナー

喫煙場所を残す *：禁煙実施状況の色は、当該団体で最も状況が悪い場所の色を使用 喫煙場所を残す
会議室・委員会室
喫茶店

問1-1 問2 問4 問5 問11 問13-1 問13-2 問7

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 屋外の喫煙場所 禁煙実施状況 禁煙実施状況
一般
庁舎

議会

千代田区 喫煙場所を残す 喫煙室4 なし 一般公用車は禁煙 規定なし 一部検討中 喫煙場所を残す 喫煙専用室 3 0

中央区 未検討 喫煙室4 なし すべて禁煙 規定なし 公園一部喫煙可 喫煙場所を残す 喫煙専用室 3 1

港区
禁煙化予定
2015.4.

喫煙室1 なし すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2013.4.

一部禁煙（児童遊
園はすべて禁煙） 喫煙場所を残す 喫煙専用室 1 0

新宿区 喫煙場所を残す 喫煙室1 出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 1

文京区 喫煙場所を残す 喫煙室6 出入口近傍喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

喫煙場所を残す 喫煙専用室 6 1

台東区 喫煙場所を残す 喫煙室6 なし 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 10 0

墨田区 検討中 喫煙室1 庁舎に隣接しない喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1

一般公用車は禁煙 規定なし 喫煙場所を残す 議員･会派控室 2 0

江東区 未検討 喫煙室3 テラス・ベランダ5 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控え室 1 0

品川区 喫煙場所を残す
喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

目黒区
敷地内禁煙化予定
2016.4.

喫煙室12 なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙
敷地内禁煙化決定
2016.4.

喫煙専用室 0 0

大田区 未検討 喫煙コーナー10 出入口近傍喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討 喫煙専用室 0 0

世田谷区 未検討 喫煙室1 なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 未検討 喫煙専用室 1 1

渋谷区 喫煙場所を残す 喫煙コーナー4 出入口近傍1
テラス・ベランダ4

一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討 議員･会派控室 1 0

中野区 喫煙場所を残す
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし 規定なし 規定なし 一部禁煙 未検討 議員･会派控室 0 0

杉並区 喫煙場所を残す 喫煙室2 なし すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

喫煙場所を残す 喫煙専用室 3 1

豊島区 喫煙場所を残す 喫煙室1 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

北区 建物内禁煙 	2004.6. 出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙 2012.4. 0 0

荒川区 建物内禁煙 	2012.3. 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 自粛の呼びかけ すべて禁煙 建物内禁煙 	2012.3. 1 0

板橋区
禁煙化予定
2015.4

喫煙室2
（うち来庁者専用1）

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

練馬区 未検討 喫煙室6 なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す
喫煙専用室
議員・会派控え室 7 4

足立区 敷地内禁煙 2012.4. なし すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2011.4.

すべて禁煙 敷地内禁煙 2012.4. 0 0

葛飾区 建物内禁煙 2010.1. 出入口近傍喫煙コーナー1
屋上3

一般公用車は禁煙 規定なし 喫煙場所を残す 議員･会派控室 3 0

江戸川区 喫煙場所を残す 喫煙室5 なし 一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 喫煙場所（屋外）
一般
庁舎

議会

札幌市 検討中 喫煙室10 なし 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 喫煙制限区域あり 喫煙場所を残す 喫煙専用室 7 2

仙台市
禁煙化予定
2015.7.

喫煙室7
（うち来庁者専用1）

なし すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 検討中
議員･会派控室
喫煙コーナー 0 1

さいたま市 喫煙場所を残す 喫煙室2 出入口近傍喫煙コーナー2 規定なし 規定なし 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

千葉市 建物内禁煙 2012.4. 出入口近傍喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙2012.4. 0 0

横浜市
禁煙化予定
2014.4.

喫煙室3
（うち来庁者専用1）

なし 一般公用車は禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す 喫煙専用室 4 2

川崎市 未検討 喫煙室2 屋外の閉鎖型喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 未検討 喫煙専用室 0 0

相模原市 喫煙場所を残す 喫煙室10 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1 すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

未検討 喫煙専用室 10 0

新潟市 喫煙場所を残す
喫煙室10
(うち来庁者専用3)

なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 喫煙場所を残す

喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

静岡市 喫煙場所を残す 喫煙室4 出入口近傍喫煙コーナー1 一般公用車は禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 0

浜松市 建物内禁煙 2011.4. 屋外の閉鎖型喫煙コーナー1
屋上の喫煙コーナー1

すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙2011.4 0 0

名古屋市 建物内禁煙 2013.4. 庁舎に隣接しない喫煙コーナー3 すべて禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙2013.4 0 0

京都市 建物内禁煙 2011.8. 屋外の閉鎖型の喫煙室1 一般公用車は禁煙 規定なし 一部禁煙 建物内禁煙2011.8 3 0

大阪市 敷地内禁煙	2010.4. なし すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2010.10.

すべて禁煙 建物内禁煙2012.6 0 1

堺市 建物内禁煙 2004.4. 出入口近傍喫煙コーナー3 すべて禁煙
勤務時間中禁煙
2011.4.

一部禁煙 喫煙場所を残す 喫煙専用室 0 2

神戸市 敷地内禁煙	2011.5. なし すべて禁煙 自粛の呼びかけ 禁煙とはしていな
い 建物内禁煙2011.5 0 0

岡山市 喫煙場所を残す
喫煙室2
(うち来庁者専用2)

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1 すべて禁煙 規定なし わからない 喫煙場所を残す

喫煙専用室
議員・会派控室 0 0

広島市 建物内禁煙　2008.9. テラス・ベランダ1、屋上1 すべて禁煙 自粛の呼びかけ 一部禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 0 0

福岡市 検討中 喫煙コーナー7 庁舎に隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

すべて禁煙 規定なし 禁煙とはしていな
い

検討中 喫煙コーナー 0 0

北九州市 建物内禁煙 2011.1. 屋外の閉鎖型喫煙コーナー1
庁舎に隣接しない喫煙コーナー1 すべて禁煙

勤務時間中禁煙
2011.1.

一部禁煙 建物内禁煙2011.1 1 2

熊本市 建物内禁煙 2012.4.
出入口近傍喫煙コーナー3
　（うち来庁者専用1）
テラス・ベランダ1

すべて禁煙 規定なし 灰皿設置 検討なし 喫煙専用室 0 0

空気清浄機

管理公園
議会棟・フロア

公用車
勤務中の
喫煙禁止

都道府県庁：一般庁舎

空気清浄機政令市（道府県庁所在市を含む）：一般庁舎
公用車

勤務中の
喫煙禁止

管理公園
議会棟・フロア
禁煙実施状況

議会棟.フロア
喫煙場所
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