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【背景】平成28(2016)年5月31日、厚生労働省主催の世界禁煙デーのイベントで、国立がん
研究センターが作成した資料が配布されました。 
・わが国では受動喫煙によって、毎年1.5万人が死亡していること 
・49か国でレストラン、カフェ、居酒屋も含む全面禁煙とする法律が施行されていること 
・それらの国では、受動喫煙に起因する入院数が最大39％減少したこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【リーフレットの目的】諸外国における禁煙化は、まず、官公庁や医療機関、交通機関など
他に選択することができない公共的な施設から始まり、最終的に飲食店等のサービス産業
に拡大されてきました。本研究は2007年以降、47都道府県庁、46道府県庁所在市、23特別
区、5政令市の主要な121の地方自治体の禁煙化をモニタリングし、結果をフィードバックす
ることでその禁煙化を促してきました。今回、通算9回目となる調査結果を公表します。 
 また、地方自治体に限らず、喫煙室を残している一般企業からも、建物内禁煙とする検討
をおこなう際に「空間分煙で良い」という反対意見に苦慮している担当者からの相談がしば
しば寄せられます。そこで、喫煙室に啓発的なポスターを掲示することによる喫煙室廃止の
容認や禁煙企図の改善、喫煙率の低下に関する調査を行いましたので、合わせて報告し
ます。 

アメリカは州単位の規制であるため、 
疾病対策予防センターのデータを示す。 
（2016年9月30日） 
 
一般職場、レストラン、バーのうち 
■：すべてが全面禁煙＝30州 
■：２つが全面禁煙＝ 6州 
■：１つが全面禁煙＝19州 
■：すべてに規制なし＝13州 



資料1. わが国の受動喫煙防止に関する指針・ガイドライン・法律（「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を含む）

人事院
職域（旧労働省、日本産業衛生学会） 公共の場所（旧厚生省） 公務職場

労働基準局　安全衛生部
環境改善室

健康局総務課
生活習慣病対策室

勤務条件局

1992年 「快適職場指針」 ・職場の快適性という観点か
ら受動喫煙対策の必要性が
初めて取り上げられた

・必要に応じ作業場内に喫煙場
所を指定する

1996年 「職場における喫煙対策のためのガイドラ
イン」

1997年 「職場における喫煙対策に関
する指針」

2000年 健康日本21 ・分煙による非喫煙者の保護 ・公共の場や職場での空間分煙
の徹底
・効果の高い空間分煙について
の知識の普及

2002年 「分煙効果判定基準策定検討会報
告書」

「職場における喫煙対策のための新ガイ
ドライン」

「職場における喫煙対策に関
する新指針」

・全面禁煙、もしくは、「一定の要
件を満たす喫煙室」

2005年 「職場における喫煙対策のためのガイドラ
イン」に基づく対策の推進について（基安
発第0601001号）」

・受動喫煙を確実に防止する ・十分な対応を行うことが困難な
場合には、全面禁煙とすること
を勧奨

世界の
動き

・受動喫煙は健康を障害する
・喫煙室や空気清浄機の使
用では受動喫煙を防止するこ
とはできない

・公共施設や一般の事業場だけ
でなく、サービス産業を含めて
建物内を100％全面禁煙とする
立法措置を締約国に求めた

「職場における受動喫煙防止対策に関す
る検討会 報告書」（5月26日）
・安全配慮義務と労働者の健康障害防止
の観点から義務化することを提案

「受動喫煙防止対策について」（健
発0225第2号）（2月25日）
・多数の者が利用する公共的な空
間は、原則として全面禁煙である
べき
・少なくとも官公庁と医療機関は全
面禁煙

日本産業衛生学会「許容濃度等の勧
告」、発がん物質第1群に「タバコ煙」を追
加（5月）

2011年

受動喫煙防止対策助成金制度（10月）
・中小規模の飲食店、旅館業
・経費の4分の1（上限200万）

・「一定の要件を満たす喫煙
室」の設置に助成金

健康局長通知「受動喫煙防止対策
の徹底について」（健発1029第5
号）（10月29日）

2013年

第12次労働災害防止計画
・2017年までに職場で受動喫煙を受けて
いる労働者を15％以下にする
受動喫煙防止対策助成金制度の拡大
・すべての中小企業
・経費の2分の1（上限200万）

・受動喫煙の健康への有害
性の教育啓発
・飲食店、ホテル・旅館業では
換気等により受動喫煙への
曝露を低減

労働安全衛生法の一部を改正する法律
（6月1日施行）
・労働者の受動喫煙を防止するため、適
切な措置をこうずることを事業者の努力
義務とする

・安全衛生部長通達で具体策の
解説（5月15日）において、屋内
全面禁煙、空間分煙、または、
（飲食店等のサービス産業で
は）喫煙可能区域を設定した上
で適切な換気の実施を具体的
に解説

世界禁煙デーイベントにて「受動
喫煙による超過死亡1.5万人（国立
がん研究センター発表）」を配布（5
月31日）

「喫煙と健康（いわゆるタバコ白
書）」発表（8月）

「受動喫煙対策の強化について
（たたき台）」をもとにヒヤリング（10
〜11月）

2017年

2010年

2012年

・喫煙による超過死亡数13万
人（2007年）
・受動喫煙による超過死亡数
6800人（2010年）
・職場で受動喫煙を受けてい
る労働者の割合65％（2009
年）→44％（2011年）
・成人喫煙率の低減に関する
初めて数値目標を設定

2003年

背景・考え方 推奨された対策

閣議決定　「がん対策推進基本計画」（6月8日）、厚生労働大臣告示「健康日本21（第二次）」（7月10日）
・2022年までに成人喫煙率19.5％（2010年）を12％に、未成年者の喫煙率を０％に、妊娠中の喫煙をなくす
・2022年までに受動喫煙を受ける人の割合を行政機関と医療機関では０％にする
・飲食店で「月１回以上」受動喫煙の機会を有する者45％から15％に減らす
・家庭で「毎日」受動喫煙する機会のある人の割合10.7％から3％に減らす

・空間分煙、もしくは、全面禁
煙による非喫煙者の保護

2005年2月27日、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）」が発効
2007年7月、第2回締約国会議、第8条「たばこの煙にさらされることからの保護」に関する政策勧告
　　　　　　　　→第8条履行のためのガイドライン（2011年）
2014年12月、49か国が法律により飲食店等のサービス産業を含め屋内を全面禁煙化

厚生労働省

・新成長戦略を踏まえ、特に職
場の受動喫煙防止対策を強化
・飲食店、家庭における受動喫
煙防止対策にも数値目標を設
定

・全面禁煙、または、「一定の要
件を満たす喫煙室」を設置する
・飲食店等については、禁煙等
とすることを事業者に一律に求
めることは困難、とした
・飲食店等の労働者の受動喫煙
への曝露を低減するための換
気量の目安をを呈示
・ニコチン代替製剤や内服薬等
による禁煙治療の情報を提供を
推奨

・喫煙室もしくは喫煙コーナー
・排気装置もしくは空気清浄機を
用いる

閣議決定、新成長戦略「2020年までに受動喫煙の無い職場の実現」（6月18日）

健康増進法第25条、受動喫煙の防止
・多数の者が利用する施設では、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

・喫煙室に排気装置を設置し、
禁煙区域との境界で0.2m/sの
一定方向の風速を確保する「一
定の要件を満たす喫煙室」を推
奨
・排気装置を設置できない場合
のやむを得ない対策として、空
気清浄装置を容認

・喫煙者と非喫煙者の共存
・喫煙者の利便性を考え、喫
煙場所は執務場所の近くに
設置

・FCTCを背景とし、受動喫煙
防止対策を強化
・タバコ煙は発がん物質
・受動喫煙は他者危害
・受動喫煙の曝露に閾値は存
在しない

塩崎厚生労働大臣が、改正健康増進法（案）を国会に提出予定

閣議決定「2020年東京オリンピック競技大会。東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の
推進を図るための基本方針」（11月27日）

2015年

・近年の大会開催地における法規制を踏まえ、競技会会場と公
共の受動喫煙防止対策を強化することを検討

2016年

「受動喫煙防止対策強化検討チーム」を結成（座長：内閣官房副長官、1月25日）
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資料2: 都道府県庁の一般庁舎における禁煙実施状況の変化（2017年3月10日時点）

望ましい変化 未検討　→ 検討中　→ 禁煙化決定→ 建物内禁煙→ 敷地内禁煙

望ましくない変化 未検討　→ 検討中　→ 喫煙場所を残す

2007年度 2008年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 屋内 屋外

北海道 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年 4月 なし 喫煙室1

青森県 検討中 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2013年 1月 なし 出入口近傍喫煙コーナー1

岩手県 未検討 未検討 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 9月 なし 喫煙室1

宮城県 未検討 未検討 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 7月 なし
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

秋田県 検討中 未検討 建物内禁煙
(試行期間を経て)

建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 9月 なし テラス・ベランダ2

山形県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年10月 なし 隣接しない喫煙コーナー1

福島県 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙室1 なし

茨城県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2007年 4月 なし 出入口近傍喫煙コーナー3

栃木県 禁煙化決定 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2009年 7月 なし 出入口近傍喫煙コーナー2

群馬県 検討中 検討中 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 検討中 検討中 喫煙室6
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ5

埼玉県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2004年 4月 なし
隣接しない喫煙コーナ1
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ2、屋上1

千葉県 検討中 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 5月 なし 出入口近傍喫煙コーナー3

東京都 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 検討中 喫煙室26
(うち来庁者専用5)

なし

神奈川県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年 4月 なし
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1、屋上2

新潟県 未検討 未検討 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙室15 出入口近傍喫煙コーナー1

富山県 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年11月 なし 出入口近傍喫煙コーナー2

石川県 未検討 未検討 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙室11
(うち来庁者専用2)

なし

福井県 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年10月 なし 隣接しない喫煙コーナー1

山梨県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年 5月 なし
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

長野県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2003年 9月 なし
喫煙室1
屋上1

岐阜県 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙室2 なし

静岡県 未検討 未検討 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙室10 屋上1

愛知県 未検討 未検討 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし

三重県 未検討 未検討 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 建物内禁煙 2016年 4月 なし 出入口近傍喫煙コーナー5

滋賀県 検討中 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2009年 4月 なし 隣接しない喫煙コーナー3

京都府 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年10月 なし
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

大阪府 未検討 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2008年 5月 なし なし

兵庫県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2007年 4月 なし
出入口近傍喫煙コーナー5
テラス・ベランダ6

奈良県 未検討 未検討 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 9月 なし 隣接しない喫煙コーナー2

和歌山県 未検討 未検討 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 7月 なし 喫煙室4

鳥取県 未検討 未検討 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2012年 1月 なし
喫煙室1
テラス・ベランダ1、屋上1

島根県 未検討 未検討 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 5月 なし
隣接しない喫煙コーナ1
屋上1

岡山県 未検討 未検討 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 9月 なし
隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ3

広島県 検討中 検討中 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年10月 なし
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

山口県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2003年 7月 なし
出入口近傍喫煙コーナー9
テラス・ベランダ14

徳島県 未検討 未検討 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 なし
喫煙室1
屋上1

香川県 未検討 未検討 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 7月 なし
出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ1、屋上1

愛媛県 未検討 未検討 未検討 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 なし 出入口近傍喫煙コーナー4

高知県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年11月 なし
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍来庁者専用喫煙コーナー1
屋上1

福岡県 未検討 未検討 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 なし
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

佐賀県 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2003年 5月 なし 出入口近傍喫煙コーナー4

長崎県 検討中 検討中 検討中 検討中 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 禁煙化決定 2018年1月 喫煙室7 出入口近傍喫煙コーナー1

熊本県 未検討 未検討 未検討 未検討 未検討 未検討 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙室6
喫煙コーナー5

なし

大分県 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 禁煙化決定 禁煙化決定 2017年度
喫煙室1
喫煙コーナー1

屋上2

宮崎県 未検討 未検討 未検討 未検討 未検討 未検討 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 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4

鹿児島県 未検討 未検討 未検討 未検討 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室1
喫煙コーナー1

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

沖縄県 未検討 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年 4月 なし
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

一般庁舎の禁煙実施状況
禁煙化日

喫煙場所
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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（2017年3月10日時点）

*禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。

禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況 喫煙場所

敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙 建物内禁煙 勤務時間中禁煙 すべて禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 なし

建物内禁煙化予定 禁煙化決定 禁煙化決定 建物内禁煙化予定 会派控え室のみ

検討中 喫煙室 自粛 一般車両は禁煙 検討中 喫煙室 売店／コンビニ

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 自動販売機

喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店

問1-1 問2 問5 問6 問10-1 問10-2 問11

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 喫煙場所（屋外）
タバコ産業から

の提供
禁煙実施状況 喫煙場所（屋内）

北海道 喫煙室1 灰皿 自粛 2009.6. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

青森県 出入口近傍喫煙コーナー1 灰皿 自粛 2013.7. すべて禁煙 検討中 喫煙室 売店

岩手県 喫煙室1 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

宮城県
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし 一般公用車は禁煙 未検討 喫煙室 コンビニ

秋田県 テラス・ベランダ2 規定なし すべて禁煙 未検討
喫煙室（一般庁舎と共用）
議員・会派控室

売店

山形県 隣接しない喫煙コーナー1 不明 自粛 すべて禁煙
売店
自動販売機

福島県 検討中 喫煙室1 なし 自粛 2010.4. 一般公用車は禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 自動販売機

茨城県 出入口近傍喫煙コーナー3 自粛 一般公用車は禁煙 売店

栃木県 出入口近傍喫煙コーナー2 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

群馬県 検討中 喫煙室6
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ5

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー
売店
自動販売機

埼玉県
隣接しない喫煙コーナ1
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ2、屋上1

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー コンビニ

千葉県 出入口近傍喫煙コーナー3 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員･会派控室

売店

東京都 検討中
喫煙室26
(うち来庁者専用5)

喫煙室2 規定なし 規定なし 検討中 喫煙コーナー
コンビニ
自動販売機

神奈川県
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1、屋上2

自粛 2008.12. すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 なし

新潟県 検討中 喫煙室15 出入口近傍喫煙コーナー1
灰皿
喫煙場所 2013.11.

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員･会派控室

売店
自動販売機

富山県 出入口近傍喫煙コーナー2 自粛 2008.11. すべて禁煙 未検討 喫煙室 自動販売機

石川県 喫煙場所を残す
喫煙室11
(うち来庁者専用2)

なし 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員･会派控室

売店
自動販売機

福井県 隣接しない喫煙コーナー1 喫煙場所 2013.3. 自粛 2015.6. 一般公用車は禁煙 売店

山梨県
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

灰皿 規定なし すべて禁煙 売店

長野県
喫煙室1
屋上1

勤務時間中禁煙 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 売店

岐阜県 喫煙場所を残す 喫煙室2 なし 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
議会喫茶店
（ランチタイムのみ禁煙）
喫煙室

コンビニ

静岡県 検討中 喫煙室10 屋上1 規定なし すべて禁煙 検討中
喫煙室（一般庁舎と共用）
議員・会派控室

コンビニ
自動販売機

愛知県 検討中
喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし 規定なし 一般公用車は禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

三重県 出入口近傍喫煙コーナー4 規定なし すべて禁煙 未検討 喫煙室
コンビニ
自動販売機

滋賀県 隣接しない喫煙コーナー3 喫煙場所 2012.7. 自粛 2012.2. すべて禁煙 売店

京都府
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

自粛 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 自動販売機

大阪府 なし 勤務時間中禁煙 すべて禁煙 なし

兵庫県
出入口近傍喫煙コーナー5
テラス・ベランダ6

規定なし すべて禁煙 売店

奈良県 隣接しない喫煙コーナー2 節度 2012.6. すべて禁煙 コンビニ

和歌山県 喫煙室4 規定なし すべて禁煙 検討中 議員･会派控室 売店

鳥取県
喫煙室1
テラス・ベランダ1、屋上1

自粛 2014.6. すべて禁煙 なし

島根県
隣接しない喫煙コーナ1
屋上1

規定なし すべて禁煙 なし

岡山県
隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ3

灰皿 規定なし すべて禁煙 コンビニ

広島県
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

自粛 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 なし

山口県
出入口近傍喫煙コーナー7
テラス・ベランダ7

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室
売店
自動販売機

徳島県
喫煙室1
屋上1

灰皿
喫煙場所 2014.6.

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 売店

香川県
出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ1、屋上1

灰皿 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室
売店
自動販売機

愛媛県 出入口近傍喫煙コーナー4 規定なし 規定なし 喫煙場所を残す 議員･会派控室
売店
自動販売機

高知県
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍来庁者専用喫煙コーナー1
屋上1

自粛 2005.10. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

福岡県
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

節度 2005.4. すべて禁煙 未検討
会議・委員会室、喫茶店
喫煙コーナー
議員・会派控室

売店

佐賀県 出入口近傍喫煙コーナー4 自粛 2001.5. すべて禁煙 未検討 喫煙室 コンビニ

長崎県
建物内禁煙化予定
2018.1.

喫煙室8 出入口近傍喫煙コーナー1 規定なし 一般公用車は禁煙
建物内禁煙化予定
2018.1.

喫煙室
議員･会派控室

売店

熊本県 喫煙場所を残す
喫煙室6
喫煙コーナー5

なし 規定なし 一般公用車は禁煙 喫煙場所を残す
喫茶店、喫煙コーナー、
喫煙室、議員・会派控室

売店

大分県
建物内禁煙化予定
2017年度

喫煙室1
喫煙コーナー1

屋上2 灰皿 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー コンビニ

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4

規定なし すべて禁煙 未検討 喫煙室 売店

鹿児島県 喫煙場所を残す
来庁者専用喫煙室1
喫煙コーナー1

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

節度 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室
売店
自動販売機

沖縄県 隣接しない喫煙コーナー1 節度 2015.12. すべて禁煙 なし

*喫煙場所は喫煙室または喫煙コーナーを指します。

都道府県庁：一般庁舎

勤務中の喫煙禁止 公用車

議会棟・フロア

建物内禁煙 2008.4.

建物内禁煙 2013.1.

建物内禁煙 2011.9.

建物内禁煙 2010.7.

勤務中の喫煙 公用車の禁煙化

建物内禁煙 2011.5.

建物内禁煙 2005.4.

タバコの販売

タバコの販売

建物内禁煙 2008.11.

建物内禁煙 2008.10. 建物内禁煙 2010.4.

建物内禁煙 2005.5. 建物内禁煙 2008.

建物内禁煙 2010.9.

建物内禁煙 2005.10. 建物内禁煙 2015.4.

建物内禁煙 2007.4.

建物内禁煙 2009.7.

建物内禁煙 2004.4.

建物内禁煙 2015.11.

建物内禁煙 2007.4. 建物内禁煙 2007.4.

建物内禁煙 2010.9. 建物内禁煙 2010.9.

建物内禁煙 2011.7.

建物内禁煙 2012.1. 建物内禁煙 2012.1.

建物内禁煙 2003.9.

建物内禁煙 2009.4. 建物内禁煙 2012.4.

建物内禁煙 2008.10.

敷地内禁煙 2008.5. 敷地内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2016.4.

建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2010.7.

建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2005.11.

建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2003.5.

建物内禁煙 2011.5. 建物内禁煙 2011.11.

建物内禁煙 2010.9. 建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2011.10.

建物内禁煙 2003.7.

建物内禁煙 2008.4. 建物内禁煙 2008.4.
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資料3-②　県庁所在市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2017年3月10日時点）

*禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。

禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況 喫煙場所

敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙 建物内禁煙 就業中喫煙禁止 すべて禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 なし

建物内禁煙化予定 禁煙化決定 禁煙化決定 建物内禁煙化予定 会派控え室のみ

検討中 喫煙室 自粛 一般車両は禁煙 検討中 喫煙室 売店／コンビニ

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 自動販売機

喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店

問１−１ 問２ 問５ 問６ 問１０-1 問１０-2 問11

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 喫煙場所（屋外）
タバコ産業から

の提供
禁煙実施状況 喫煙場所（屋内）

札幌市 検討中 喫煙室7 なし 喫煙場所 2015.3. 自粛 2012.10. 一般公用車は禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

青森市 隣接しない喫煙コーナー1 灰皿
勤務時間中禁煙
2013.4.

すべて禁煙 売店

盛岡市 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室3
隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1

灰皿 規定なし 規定なし なし

仙台市
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

灰皿 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

秋田市
喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー1

喫煙場所 2016.4. 規定なし すべて禁煙 コンビニ

山形市
喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー3
出入口近傍喫煙コーナー2

喫煙場所 2013.9. 自粛 2016.7. 一般公用車は禁煙 売店

福島市 敷地内禁煙 2011.1. なし
勤務時間中禁煙
2011.5.

すべて禁煙 売店

水戸市 検討中 なし 出入口近傍喫煙コーナー6 規定なし すべて禁煙 なし

宇都宮市
隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー2

規定なし すべて禁煙
売店
自動販売機

前橋市
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

節度 2013/4/ すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

さいたま市 喫煙場所を残す 喫煙コーナー2 出入口近傍喫煙コーナー2 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

千葉市
隣接しない喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1

灰皿 節度 2004.4. すべて禁煙 なし

横浜市 屋上2
灰皿
（喫煙2カ所のうち1）

規定なし 一般公用車は禁煙 コンビニ

新潟市 検討中
喫煙室9
(うち来庁者専用3)

自粛 2008.4. すべて禁煙 検討中
喫煙室
議員･会派控室

売店

富山市 未検討
喫煙室2
(うち来庁者専用1)

なし 規定なし 一般公用車は禁煙 未検討 喫煙室
売店
コンビニ

金沢市 未検討
喫煙室7
（うち来庁者専用2）

なし 灰皿 規定なし 規定なし 未検討
喫煙室
議員･会派控室

自動販売機

福井市 検討中 来庁者専用喫煙室1 出入口近傍喫煙コーナー1 喫煙場所 2014.10. 節度 1994.4. すべて禁煙 未検討 喫煙室 自動販売機

甲府市 隣接しない喫煙コーナー2 喫煙場所 2013.5. 規定なし すべて禁煙 コンビニ

長野市 検討中 喫煙室4 なし 節度 2005. すべて禁煙 検討中 喫煙室 コンビニ

岐阜市
建物内禁煙化予定
2021.1.

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし 節度 2015.11. 一般公用車は禁煙
建物内禁煙化予定
2021.1.

喫煙室 売店

静岡市 喫煙場所を残す 喫煙室2 テラス・ベランダ1 節度 2012.4. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

名古屋市 隣接しない喫煙コーナー3 規定なし すべて禁煙 コンビニ

津市 喫煙場所を残す
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし 喫煙場所 2013.12. 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室
売店
自動販売機

大津市 喫煙場所を残す
喫煙室3 (うち来庁者専用1)
喫煙コーナー1

隣接しない喫煙コーナー1 節度 すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

京都市 喫煙室1 規定なし 一般公用車は禁煙 なし

大阪市 なし
勤務時間中禁煙
2010.10.

すべて禁煙 コンビニ

神戸市 なし 勤務時間中禁煙 すべて禁煙 なし

奈良市 テラス・ベランダ1
勤務時間中禁煙
2014.10.

すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 なし

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 灰皿 節度 2004.9. 一般公用車は禁煙 未検討
喫煙室
議員・会派控室

コンビニ

鳥取市 喫煙場所を残す 喫煙室2 なし 節度 2015.5. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

松江市
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

自粛・節度 すべて禁煙 なし

岡山市 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室2
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員・会派控室

コンビニ

広島市
テラス・ベランダ1
屋上1

節度 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 なし

山口市
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3

灰皿 規定なし すべて禁煙 自動販売機

徳島市 検討中
喫煙室11
(うち来庁者専用1)
来庁者喫煙コーナー13

なし
灰皿
喫煙場所 2012.9.

規定なし 一般公用車は禁煙 検討中
喫煙コーナー
議員・会派控室

自動販売機

高松市 建物内禁煙化予定
2018.

喫煙室4
(うち来庁者専用1)

なし 喫煙場所 2013.3. 節度 すべて禁煙 検討中 喫煙室
売店
自動販売機

松山市
屋外閉鎖型喫煙室1
テラス・ベランダ1、屋上3

規定なし すべて禁煙
売店
自動販売機

高知市
$ 未検討 喫煙室1 出入口近傍喫煙コーナー1 規定なし すべて禁煙 未検討 喫煙室 なし

福岡市 検討中 喫煙コーナー7
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー2

灰皿 規定なし すべて禁煙 検討中 喫煙コーナー なし

佐賀市 喫煙場所を残す 喫煙室1 屋上1 灰皿 規定なし すべて禁煙
売店
自動販売機

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5 規定なし すべて禁煙 未検討
本庁舎と共用の喫煙室
議員･会派控室

売店
自動販売機

熊本市
出入口近傍喫煙コーナー3
テラス・ベランダ1

灰皿 規定なし すべて禁煙 未検討 喫煙室
売店
自動販売機

大分市
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ8

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

宮崎市
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし すべて禁煙 売店

鹿児島市 出入口近傍喫煙コーナー8 規定なし 規定なし なし

那覇市 屋上1 灰皿 規定なし 一般公用車は禁煙 売店

$本庁舎建替え中につき仮庁舎の状況 *喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。

勤務中の喫煙 公用車の禁煙化

県庁所在市：一般庁舎

勤務中の喫煙禁止

タバコの販売

建物内禁煙 2005.4. 建物内禁煙 2012.9.

建物内禁煙 2011.1.

建物内禁煙

建物内禁煙 2012.4. 建物内禁煙 2012.4.

公用車

議会棟・フロア

建物内禁煙 2013.4. 建物内禁煙 2013.4.

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙 2016.5. 建物内禁煙 2016.5.

タバコの販売

建物内禁煙 2013.4. 建物内禁煙 2013.4.

建物内禁煙 2011.8. 建物内禁煙 2011.8.

敷地内禁煙 2010.4. 敷地内禁煙 2012.6.

建物内禁煙 2013.4.

建物内禁煙 2012.4. 建物内禁煙 2012.4.

建物内禁煙 2014.3. 建物内禁煙 2014.3.

建物内禁煙 2004.10. 建物内禁煙 2004.10.

建物内禁煙 2011.4. 建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2014.4. 建物内禁煙 2014.4.

建物内禁煙 2003.5.

建物内禁煙 2012.4.

敷地内禁煙 2011.5. 敷地内禁煙 2011.5.

建物内禁煙 2004.6.

建物内禁煙 2011.8. 建物内禁煙 2011.8.22.

建物内禁煙 2008.9.

建物内禁煙 2004.4.

建物内禁煙 2011.4. 建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2010.9.
建物内禁煙 2010.9.
（テラス・ベランダに喫煙コーナー）

建物内禁煙 2003.6. 建物内禁煙 2003.6.

－5－



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（2017年3月10日時点）

*禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。

禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況 喫煙場所

敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定） 敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙 建物内禁煙 就業中喫煙禁止 すべて禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 なし

建物内禁煙化予定 禁煙化決定 禁煙化決定 建物内禁煙化予定 会派控え室のみ

検討中 喫煙室 自粛 一般車両は禁煙 検討中 喫煙室 売店／コンビニ

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 自動販売機

喫煙場所を残す 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店

問１−１ 問２ 問５ 問６ 問１０-1 問１０-2 問11

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 喫煙場所（屋外）
タバコ産業から

の提供
禁煙実施状況 喫煙場所（屋内）

千代田区 喫煙場所を残す
喫煙室4
(うち来庁者専用1)

なし 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

中央区 未検討
喫煙室3
喫煙コーナー1

なし 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙コーナー
喫煙室

なし

港区 なし
勤務時間中禁煙
2013.4.

すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙コーナー なし

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

節度 規定なし 喫煙場所を残す 喫煙室 なし

文京区 喫煙場所を残す 喫煙室5 出入口近傍喫煙コーナー1 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

台東区 未検討 喫煙室4 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室
売店
自動販売機

墨田区 検討中 喫煙室1 隣接しない喫煙コーナー2 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙コーナー
本庁舎と共用の喫煙場所
議員･会派控室

売店

江東区 喫煙場所を残す
喫煙室3
(うち来庁者専用1)

テラス・ベランダ3 灰皿 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員･会派控室

売店

品川区 未検討
喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員･会派控室

コンビニ

目黒区 喫煙場所を残す 喫煙室9 なし 節度 規定なし なし

大田区 喫煙場所を残す 喫煙室7 隣接しない喫煙コーナー1 灰皿 規定なし 一般公用車は禁煙 未検討 喫煙室 自動販売機

世田谷区 喫煙場所を残す 喫煙室1 なし 自粛 2011.10. すべて禁煙 未検討 喫煙室 売店

渋谷区
$ 喫煙場所を残す 喫煙コーナー3 規定なし 一般公用車は禁煙 未検討 議員･会派控室 自動販売機

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 未検討 議員･会派控室 なし

杉並区 喫煙場所を残す 喫煙室2 なし 節度 2003.9. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 なし

豊島区 なし 節度 2011.5. すべて禁煙 なし

北区
隣接しない喫煙コーナー3
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上2

規定なし すべて禁煙 未検討 議員･会派控室 なし

荒川区 出入口近傍喫煙コーナー1 自粛 2012.2. すべて禁煙 なし

板橋区 テラス・ベランダ1 灰皿 自粛・節度 一般公用車は禁煙 検討中 喫煙室 コンビニ

練馬区 未検討 喫煙室6 なし 規定なし 一般公用車は禁煙 未検討 喫煙室
売店
自動販売機

足立区 隣接しない喫煙コーナー1 灰皿
勤務時間中禁煙
2011.4.

すべて禁煙 なし

葛飾区
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上3

勤務時間中禁煙
2016.4.

すべて禁煙 未検討 議員･会派控室 なし

江戸川区 喫煙場所を残す 喫煙室3 なし
勤務時間中禁煙
2015.4.

規定なし 喫煙場所を残す 本庁舎と共用の喫煙室 なし

$本庁舎建替え中につき仮庁舎の状況 *喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。

禁煙実施状況 喫煙場所（屋内） 喫煙場所（屋外）
タバコ産業から

の提供
禁煙実施状況 喫煙場所（屋内）

札幌市 検討中 喫煙室7 なし 喫煙場所 2015.3. 自粛 2012.10. 一般公用車は禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

仙台市
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

灰皿 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

さいたま市 喫煙場所を残す 喫煙コーナー2 出入口近傍喫煙コーナー2 規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 コンビニ

千葉市
隣接しない喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1

灰皿 節度 2004.4. すべて禁煙 なし

横浜市 屋上2
灰皿
（喫煙2カ所のうち1）

規定なし 一般公用車は禁煙 コンビニ

川崎市 未検討 喫煙室2 テラス・ベランダ1 節度 すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 なし

相模原市 喫煙場所を残す 喫煙室8 隣接しない喫煙コーナー1 喫煙場所 2012.11. 節度 すべて禁煙 未検討 喫煙室 なし

新潟市 検討中
喫煙室9
(うち来庁者専用3)

自粛 2008.4. すべて禁煙 検討中
喫煙室
議員･会派控室

売店

静岡市 喫煙場所を残す 喫煙室2 テラス・ベランダ1 節度 2012.4. すべて禁煙 喫煙場所を残す 喫煙室 売店

浜松市
喫煙室１
屋上1

節度 2011.3. すべて禁煙 コンビニ

名古屋市 隣接しない喫煙コーナー3 規定なし すべて禁煙 コンビニ

京都市 喫煙室1 規定なし 一般公用車は禁煙 なし

大阪市 なし
勤務時間中禁煙
2010.10.

すべて禁煙 コンビニ

堺市 出入口近傍喫煙コーナー3
勤務時間中禁煙
2011.4.

すべて禁煙
建物内禁煙化予定
2017.4.

喫煙室
(2017年3月末で廃止予定)

なし

神戸市 なし 勤務時間中禁煙 すべて禁煙 なし

岡山市 喫煙場所を残す 来庁者専用喫煙室2
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし すべて禁煙 喫煙場所を残す
喫煙室
議員・会派控室

コンビニ

広島市
テラス・ベランダ1
屋上1

節度 すべて禁煙 喫煙場所を残す 議員･会派控室 なし

福岡市 検討中 喫煙コーナー7
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー2

灰皿 規定なし すべて禁煙 検討中 喫煙コーナー なし

北九州市 喫煙室2 自粛 2013.1. すべて禁煙 売店

熊本市
出入口近傍喫煙コーナー3
テラス・ベランダ1

灰皿 規定なし すべて禁煙 未検討 喫煙室
売店
自動販売機

*喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。

23特別区：一般庁舎

勤務中の喫煙禁止 公用車

議会棟・フロア

建物内禁煙 2014.4.

敷地内禁煙 2015.5. 敷地内禁煙 2015.5.

建物内禁煙 2004.6.

建物内禁煙 2012.3. 建物内禁煙2012.3.

勤務中の喫煙 公用車の禁煙化

敷地内禁煙 2016.4.

タバコの販売

タバコの販売

建物内禁煙 2015.1.

建物内禁煙 2011.4. 建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2010.1.

政令市：一般庁舎

勤務中の喫煙禁止 公用車

建物内禁煙 2011.4. 建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2013.4. 建物内禁煙 2013.4.

建物内禁煙 2011.8. 建物内禁煙 2011.8.

議会棟・フロア

建物内禁煙

建物内禁煙 2012.4. 建物内禁煙 2012.4.

建物内禁煙 2014.3. 建物内禁煙 2014.3.

タバコの販売

建物内禁煙 2011.1. 建物内禁煙 2011.1.

建物内禁煙 2012.4.

敷地内禁煙 2010.4. 敷地内禁煙 2012.6.

建物内禁煙 2004.4.

敷地内禁煙 2011.5. 敷地内禁煙 2011.5.

建物内禁煙 2008.9.
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  資料4：屋内全面禁煙化の良好事例（グッドプラクティス） 
     

福島市役所は敷地内禁煙 

沖縄県庁、平成28(2016)年7月18日より、 
建物に隣接していた喫煙コーナーを遠くに移設。 

本庁舎から十分離れた 
喫煙コーナー 
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  資料4：屋内全面禁煙化の良好事例（グッドプラクティス）、某自治体の事例 

こちらのドアから屋外へ 

このドアのすぐ 外が喫煙コーナー 

喫煙コーナーに近いドアは閉鎖 

、 
 
 
 

喫煙コーナーに近いドアを利用していた頃は以下の原因により受動喫煙が発生していた。 
１）頻繁に開閉されるドアから屋内にタバコ煙が直接流入 
２）喫煙後、すぐに屋内に戻るために肺内のタバコ煙が屋内で呼出 
 
 
平成28(2016)年11月、喫煙室に近いドアが閉鎖され、建物を半周して戻るルールとなった。 

①喫煙所の出口に順路の指示 ②矢印の方向（母屋と反対に）歩く 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 
⑥ 
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  資料4：屋内全面禁煙化の良好事例（グッドプラクティス） 

③階段を降りる               ④通路に沿って、さらに歩く 

⑤横断歩道を渡り              ⑥本館に戻る 
この間に、肺に貯まっていたタバコ煙が吐き出される。今後は、歯磨きと洗面、 
手洗いで口腔粘膜、手指に付着したヤニを落としことも必要。 

清掃業者の受動喫煙は、禁煙時間
帯を設定し、その間に作業をおこな
うことで解決が出来ます。 
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次のページから8枚

資料5：喫煙室に掲示するポスターによる啓発効果の検討

第26回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会にて発表
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あなたは知っていますか？ その１ 本人の健康被害編

喫煙（タバコ）は日本人の死因の第１位であることを！

①喫煙

②高血圧

③運動不足

④高血糖

塩分の高摂取

アルコール摂取

・日本人の死因の第１位はタバコ、第２位が高血圧（厚生労働省、健康日本21より）です

・喫煙による死亡12万8900人の半分が「がん」、3分の1が循環器疾患（心筋梗塞、脳卒中）、
残りが呼吸器の病気＝慢性閉塞性肺疾患（COPD）でした⇒その２で解説

・タバコの煙が直接接触する唇、口腔、咽頭、
喉頭、肺のがんのリスクはもちろん上昇します

・発がん性物質を唾液と一緒に飲み込むこと
で食道、胃、大腸の発がんリスクも上昇します

・肺と胃腸で吸収された発がん性物質は血液
にのって肝臓、腎臓、膀胱にも運ばれ、
すべての臓器の発がんのリスクが上昇

・白血病や女性の子宮、乳がんのリスクも上昇
・海外では、パッケージにがんの写真を印刷して、
発がんリスクの警告が行われています。

タイのパッケージ
左：喉頭がん
中：口唇がん
右：心筋梗塞

上：カナダ、膀胱がん
右：香港、肺がん
下：台湾、肺がん、肺気腫(ＣＯＰＤ)

・禁煙で余った時間にウォーキング
・ウォーキングには血圧と血糖を下げる効果あり
・死因のビッグ４が解消されて健康度がアップ

台湾のパッケージ
上：性的不能
左：受動喫煙

喫煙による本人のリスクが明らかな疾患（米国公衆衛生総監）

癌
・喉頭、咽頭、食道
・気管・気管支
・肺（腺癌も）

・急性骨髄性白血病

・胃、肝、膵
・腎、尿道
・子宮頸
・膀胱
・直腸

慢性疾患
・脳卒中
・失明

・歯周病
・大動脈瘤
・心筋梗塞

・肺炎
・末梢動脈疾患
・糖尿病
・不妊（女性）
・子宮外妊娠

・勃起不全
・慢性関節リウマチ
・全身の健康不良
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あなたは知っていますか？ その３

禁煙すると肺がんのリスクは15年で消失することを！

「黒くなった肺は元に戻らないので
しょ？」とよく聞かれます。

タールで汚染され、黒くなった肺の色
は元には戻りません。

しかし、発がん性物質は自然崩壊す
るので、禁煙したその日から発がん
リスクは減少し始めます。

1.00

4.7
4.0

2.6

1.9

1.2

0.8 0.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

非喫煙者 現喫煙者 4年以内 5〜9年 10〜14年 15〜19年 20〜24年 25年以上

肺
が

ん
発
症

の
相

対
リ
ス
ク

非喫煙者との有意差消失

非喫煙者でも肺がんになるリ
スクを１とします（左端の青い
グラフ）。喫煙者の肺がんリス
クは4.7倍と高率ですが、禁煙

後の期間が長いほど発がん
性は低くなり、禁煙して15年経

つと非喫煙者と有意差がなく
なります。
何歳から禁煙しても15年経て

ば、これまでの健康被害は帳
消しになります。

再喫煙や飲み会の貰いタバコ
をせず、15年間吸わないこと
にトライしてみましょう。
きっと良いことが待っています。

慢性閉塞性肺疾患（COPD:シー・オー・

ピー・ディ、とそのまま読んで下さい）は、
長年喫煙することで、右の写真のように
肺の基本構造が破壊され、酸素を取り
込むことが出来なくなる病気です。

酸素吸入が必要になり、重症者は外出
する時も酸素ボンベを持ち歩きます。

大喜利の司会者だった歌麿さんがこの
病気です。本番の間、酸素吸入なしで頑
張っていましたが、ついに息が続かなく
なりました。
インタビューで「最初にCOPDと診断され

た時に禁煙しておけば良かった」と後悔
していました。

禁煙した時点で肺の破壊＝COPD
の進行はストップして、自然な老
化現象の範囲に収まります。

喫煙し続けると呼吸機能は低下し
続け、将来、酸素吸入が必要にな
ります。そうなると、根本治療は肺
移植しかありません。

ベッドの上で酸素を吸わないとご
飯も食べられない、ある意味、が
んよりも悲惨な最期が待っていま
す。

禁煙後の期間

日本呼吸器学会啓発資材より
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あなたは知っていますか？ その４

喫煙室では受動喫煙を防止できないことを！
三次喫煙の原因となることを！
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喫煙室内

喫煙室外への漏れ

①喫煙室の出入口の内向き風速は0.2m/sに設定さ
れています。しかし、人が歩く速度（0.7m/s）の方が

速いので、体の後にできる空気の渦に巻き込まれて
タバコ煙が持ち出されます。レーザー光線を当てると
喫煙室から持ち出される煙が映し出されます。喫煙
室から出るときは、0.2m/s以下の速度で歩きましょう。

退出する喫煙者の身体の後ろにできる�
空気の渦に巻き込まれて煙が持ち出される。�

壁

壁

喫煙室出入口
開口部分の
風速0 .2 m/sのよりも、
喫煙者の歩く速度
0 .7m/sの方が速い。

②下は喫煙終了後の呼気に含まれるタバコ煙にレー
ザー光線を当てたものです。タバコ煙で充満した喫煙
後の肺からは、約3分間、煙が排出され、廊下や執務
室を汚染します。喫煙後の3分間、深呼吸をして肺の
中の煙を追い出してから喫煙室を出るようにしましょう。

当八幡製鐵所のある喫煙室の内部とそこから
廊下へ漏れるタバコ煙の濃度を測定した結果
です。①と②で示した理由で、禁煙区域が汚
染されています。喫煙室を残している限り、非
喫煙者の受動喫煙を防止することは出来ま
せん。少々の漏れがあっても、喫煙者はタバ
コの臭いに鈍感になっているため、そのことに
気がつきません。

喫煙室を利用すると、洋服や毛髪に大量のヤニが付着
し、そこから強烈なタバコ臭が発生します。
衣服や毛髪から発生するタバコ臭を嗅がされることを
三次喫煙と呼びます。
妊婦や喘息の人は気分不良の原因となります。

三次喫煙の防止対策は、リコーやキャノンのように職場
を全面禁煙とし、勤務時間中の喫煙を禁止する以外に
手段はありません。

もう一つ重要な所見は、喫煙室内部のPM2.5
濃度が6000μg/m3に達していることです。大
気環境基準は35μg/m3ですから、その170倍
です。このような劣悪な環境で吸うことが最も
不健康な喫煙方法です。暑くても寒くても、雨
が降っても、厚生労働省の喫煙コーナーのよ
うな開放空間の方がまだマシです。

喫煙室の廃止が禁
煙のきっかけにな
ることも多い証明さ
れています。

皆さん自身の健康
のために、まずは、
喫煙場所を屋外に
移動しましょう。

換気扇で煙を排気することは、冷暖房された空気を
逃がすことになり、１つの喫煙室で年間で約20万円
の電気代のロスが発生することも見逃せません。
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あなたは知っていますか？ その５ 
ベランダ喫煙（ホタル族）では家族は守れないことを！ 

2016年、厚生労働省は「わが国の受動喫煙による死亡
は年間1万5000人」「受動喫煙で肺がんリスク1.3倍」と
発表しました。受動喫煙は「他者危害」という考えに基
づき、色が濃い49か国は、一般の職場だけでなく、レス
トランや居酒屋も法律で全面禁煙となっています。その
ような国では、国民のタバコ関連疾患（左から心筋梗塞、
突然死などの心臓病、脳卒中、呼吸器疾患）の入院数
が減少しました。しかも、禁煙化の範囲が一般の職場
だけでなく、レストラン、居酒屋・バーを含んでいるほど、
病気の減少の度合いが大きいことも分かりました。つま
り、閉鎖空間の受動喫煙が解消されることで病気が減
る、という事実からも受動喫煙の有害性が証明されたこ
とになります。 
職場の懇親会は吸わない同僚の健康に配慮して喫煙
は屋外のみ、会場内は全面禁煙にしましょう。 
家族と食事をするレストランは全面禁煙のお店を選び
ましょう。 

ベランダで吸えば大丈夫？ 
家族から「外で吸って」と言われ、ベランダで喫
煙するお父さん。ホタル族と呼ばれています。し
かし、窓を閉めていても、サッシとレールの隙間
から屋内にタバコ煙は入り込んでくるため、家族の受
動喫煙をゼロにすることは出来ません。 
換気扇の下で喫煙しても全部の煙が排気されるわけ
ではありません。カレーを作った日には、鍋は換気扇
の真下にあるのに、家中にカレーの香りが拡がるこ
とで容易に理解されます。 

サッシの隙間から 
入り込むタバコ煙 
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あなたは知っていますか？ その６ 
タバコを売れば売るほど、国家財政がマイナスになることを！ 

タバコは医療費を押し上げる要因であることを！ 
 

右のグラフは、福岡県の市町村の男性職員
の年間医療費です。禁煙した人の医療費が
高いのは、禁煙せざるを得ない病気になっ
たからです。その医療費が元に戻るのに10
年が必要です。 
タバコで病気になる前の喫煙者に禁煙治療
費を補助してでも禁煙に誘導することが、本
人も、健保も、国家も助かることなのです。 
なお、このデータは粉じんや有機溶剤の曝
露がない集団で得られました。つまり、喫煙
による医療費増大、禁煙による医療費軽減
を反映したデータとなります。 

ここまで分かっていて、タバコの問題が放置されるのは、タバコの価格や注意文言（警告表示）は財務省が管理
しており、厚生労働省ではタバコ規制が出来ないためです。 
JTの筆頭株主は財務大臣であり、その株から毎年数百億円の配当金が生まれ、特別会計に組み込まれます。 
財務官僚が自由に使える「おいしい財源」になっています。おまけに、JTの社長はほとんどが財務省からの天下
りで、その年収は4000万円もあります。 
財務省とJTの癒着で進まない日本の喫煙対策、皆さんは、その犠牲者にならないで頂きたいと思います。  

タバコ税は１円単位で財務省に計
上されますが、損失は多岐にわた
るため一元管理ができません。上
のイラストのように、タバコにかか
わる収支は損失の方が収入よりも
約2倍大きいのです。 
 
「喫煙で国家に貢献」というのは税
収を見ているに過ぎません。消費
財を購入して税金を払うのは当た
り前のことです。ビールを飲めば酒
税が、自家用車を所有すれば従量
税、運転すればガソリン税を払うの
と同じことです。 
 

JTホームページより 
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あなたは知っていますか？ その７ 
タバコはストレス解消にはならないことを！ 
タバコを吸っても仕事は捗らないことを！ 

30分 30分 イライラ感

満足（いい気持ち）

吸いたくてたまらないタバコによるストレス

タバコが吸いたい
集中しにくくなる

血
中
濃
度

日本循環器学会  :  あなたにもできる禁煙ガイド　第2版  

:

  12 ,

喫煙で「仕事が捗る」と感じるが、本来の能力に戻るだけ

ニコチン濃度が下がっている時にニコチンを補給するとストレスが解消されたように感じます。確かに、ニコチ
ン切れのストレスは解消されますが、仕事や人間関係のストレスが解消されるわけではありません。 
タバコを吸うとアイデアが湧く、仕事が捗る、と感じる人も居ます。ニコチンを補給することで脳が活性するから
です。しかし、その人の本来の能力に戻るだけです。ニコチン切れが発生しない非喫煙者や元喫煙者は常に
最良の状態で仕事をしています。 
ニコチン切れのイライラを乗り越えて禁煙するには、３つの禁煙治療があります。 
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あなたは知っていますか？ その８ 
タバコは労災事故やインフルエンザのリスクであることを！ 

喫煙者は労災事故の発生率が1.58倍高い、というデータがあります。 
ニコチン濃度が低下するとイライラして注意力が散漫になること、一酸化炭素による脳の酸素不足、喫煙者は
睡眠障害のある人が多いため昼間の眠気を感じることなどが原因として考えられます。 
喫煙する人を減らすことは、ゼロ災運動にもつながります。 

喫煙者はインフルエンザにもかかりやすい上に、重症化しやすいことが報告されています。ギリギリの人数で
運営している職場では、朝の電話で「熱があるので出社できません」が一番困ります。さらに、喫煙者はニコチ
ン濃度の変動により気分変化が大きいため、「うつ病」になるリスクが非喫煙者の2.25倍高い、という報告もあ
ります。喫煙する人を減らすことは、スムーズな職場の運営にも貢献します。 

①電子タバコ 
加熱部（アトマイザー）にニコチンを含む液体を垂ら
し、発生する蒸気や霧を吸い込みます。通販等で入
手できる機種の中には、下の写真の様に溶けるほ
ど高熱になる機種があります。リキッドに含まれてい
る成分が高熱によって化学反応を起こし、発がん性
のあるホルムアルデヒドを発生します。 
 

②加熱式タバコ 
フィリップモリス社が販売している「iQOS（アイコス）」はタ
バコ葉を300度に加熱し、ニコチンを含んだ霧を吸いま
す。燃やさないので副流煙は出ませんが、喫煙者の口
の中〜気管までしか吸い込まれなかった霧は肺での吸
収作用を受けないため、下のグラフのように高い濃度
の霧を吐き出します。禁煙の場所で使用は出来ません。 

新型タバコ：世界保健機関は①安全ではない、②禁煙することを推奨 

喫煙者の方が労災事故
発生頻度が1.58倍高い 

アイコス使用中の口の中 
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知識と意識に関する調査票 

 

 喫煙状況・知識についてのアンケート ＊＊＊＊＊＊安全健康室(2017 年 1 月) 
● 職場の喫煙対策に関する状況把握と喫煙者の意識調査を目的としています。それ以外の目的では使用しません。 
● あてはまる選択肢の番号に○をつけるか、数値を記入してください。 

● 講演の前に回答し、講演を聞いて変化した選択肢を赤・青ペンで修正して 

机の上に置いて帰って下さい。 

 

性別（男、 女）、 年齢（   ）歳 

問 1  あなたの今の喫煙状況について、あてはまる選択肢を一つ囲ってください。 

  1. 習慣的にタバコを吸ったことはない→裏面の問 11 に進んでください。 

  2. 以前は吸っていたが、今はやめている→（    ）年前にやめた→問 10 と裏面に進んでください。 

  3. 毎日は吸わないが、時々吸う→以下のすべての問に回答して下さい。 

  4. 毎日タバコを吸っている→以下のすべての問に回答して下さい。  
 

問 2  勤務のある平日に何本ぐらい喫煙しますか。 １日平均（    ）本ぐらい 
 

問 3  普段吸うタバコの銘柄とタール量をパッケージで確認して記載して下さい。 

   銘柄（                         ） タール（     ）mg 
 
 
 

問 4  普段吸うタバコはメンソールの入ったタバコですか。    1. はい  2. いいえ   
 

問 5  朝起きて、最初のタバコはいつ吸いますか。 

    1. 5 分以内    2. 30 分以内  3. 1 時間以内   4. 1 時間以上、経ってから    
 

問 6  タバコを全く吸わずに一日を過ごすことは出来ますか。 

    1. とても難しい  2. 難しい   3. 出来る   4. 試したことがない   
 

問 7  あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか。 

        1. 1 ヵ月以内に禁煙したい  2. 6 ヵ月以内に禁煙したい 

        3. いつか禁煙したい   4. 禁煙するつもりはない 
                                                

問 8  喫煙本数を減らしたいですか。  1. はい   2. いいえ        
 

問 9  これまでに、禁煙をしようと思って１日以上タバコをやめたことがありますか。 1. ある  2. ない 
 

問 10 タバコをやめようと思う理由・やめた時の理由で当てはまるもの全てに○をつけてください。 

 1. 産業医、保健師、看護師から禁煙を勧められたから           （複数回答可） 

 2. （a.上司  b.同僚  c.家族 d.職場以外の知人）から禁煙を勧められた  

 3. 同僚で禁煙する人が増えた 

 4. 将来の自分の健康のため 

 5. 家族の健康のため（＝受動喫煙） 

  6. 他の人の迷惑になるから（＝他者への受動喫煙） 

  7. 社会全体が吸いにくい環境になったから 

  8. お金がかかるから                               

  9. タスポが面倒くさいから 

 10. なんとなく（特別な理由はないが）禁煙しようと思った 

 11. その他の理由（                                             ） 
   

 

裏面に続きます 
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問 11 喫煙によりリスクが上昇する、と思う病気にすべて○をつけて下さい。 

   1. 肺がん   2. 口腔・咽頭がん  3. 食道がん  4. 胃がん  5. 大腸癌 

   6. 肝臓がん    7. 腎臓がん    8. 膀胱がん  9. 白血病  10. 卵巣や子宮のがん 

  11. 心筋梗塞・狭心症 12. 脳卒中  13. 糖尿病   14. うつ病   15. インフルエンザ 
 

問 12 慢性閉塞性肺疾患（COPD：シー・オー・ピー・ディー）という病気のことを知っていますか。 

   1. 知っている   2. 聞いたことがある  3. 知らない   
 

問 13 タバコの煙のサイズは微小粒子状物質（PM2.5）であることを知っていますか。 

   1. 知っている   2. 聞いたことがある  3. 知らない   
 

問 14 禁煙して何年経過すると肺がんのリスクは吸ったことがない人と同レベルに低下すると思いますか。 

   1. 約 5 年  2. 約 10 年  3. 約 15 年  4. 20 年以上  5. 低下しない  6. わからない 
 

問 15 受動喫煙（他者のタバコの煙を吸わされること）で、わが国で毎年何人が死亡していると思いますか。 

   1. 約 2,000 人  2. 約 4,000 人  3. 約 7,000 人    4. 約 15,000 人  5. わからない 
 

問 16 あなたの職場の喫煙室で受動喫煙の防止が出来ていると思いますか。 

   1. 出来ている  2. ほぼ出来ている 3. あまり出来ていない 4. まったく出来ていない 5. わからない 
 

問 17 あなたは、職場で喫煙する人の衣服・毛髪、口臭のタバコのニオイを不快に思ったことがありますか。 

   1. いつも  2. しばしば  3. 時々  4. 感じたことはない  5. わからない 
 

問 18 勤務時間中に喫煙のために離席することについて、今後、どうすれば良いと思いますか。 

   1. 勤務時間中は禁煙とすべき  2. 制限する必要はない    3. どちらでも良い    4. わからない 
 

問 19 あなたの職場を含む会社全体の喫煙について、今後、どうすれば良いと思いますか。 

   1. 敷地内全面禁煙  2. 屋内全面禁煙（＝屋外喫煙）  3. 喫煙室による分煙      4. わからない 
 

問 20 あなたの職場の歓送迎会や飲み会で、タバコのために不快を感じたことがありますか。 

   1. いつも  2. しばしば   3. 時々    4. 感じたことはない  5. わからない  6. 参加しない 
 

問 21 あなたの職場の歓送迎会を貸し切りの個室でおこなう場合、喫煙をどうすれば良いと思いますか。 

   1. 会場内全面禁煙  2. 吸う人と吸わない人の席を分ける   3. 全席で喫煙可      4. わからない 
 

問 22 国全体では、タバコ税の収入と国民全体の医療費や労働力の損失のどちらが大きいと思いますか。 

   1. タバコ税の収入の方が大きい  2. 医療費等の損失の方が大きい   3. ほぼ同じ  4. わからない 
 

問 23 喫煙することによって、その人の仕事がはかどると思いますか。 

   1. そう思う  2. ややそう思う  3. そう思わない  4. まったくそう思わない   5. わからない 

 

問 24 喫煙することによって、その人の仕事のストレスが解消されると思いますか。 

   1. そう思う  2. ややそう思う  3. そう思わない  4. まったくそう思わない   5. わからない 

 

問 25 電子タバコや加熱式タバコ（アイコス、プルーム・テック）を吸ったこと、聞いたことがありますか。 

   1. 日常的に吸っている  2. 吸ったことがある  3. 聞いたことがある  4. 聞いたことがない    5. わからない 

 

問 26 電子タバコや加熱式タバコ（アイコス、プルーム・テック）は禁煙の場所でも使用できると思いますか。 

   1. そう思う  2. ややそう思う  3. そう思わない  4. まったくそう思わない   5. わからない 

＊自由意見がある方は、以下の余白にご記入ください。  ご協力ありがとうございました 
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資料6：新型タバコに関する情報 
①フィリップモリス社：iQOS（アイコス） 
  

タバコを一旦粉末にしてシートに織り込み、細く裁断したものを充填したヒートスティックに加熱板
を挿入し、約300度に熱すると蒸し焼き状態になり、ニコチンを含むエアロゾル（霧・ミスト）が発生
する。その際、強い発がん性物質であるタバコ特異的ニトロソアミン、多環芳香族炭化水素類、 
ホルムアルデヒドなども発生することが国立保健医療科学院の調査で判明している。 
（日本公衆衛生雑誌. 第63巻第10号,433頁） 

 

解剖学的死腔（口腔〜気管・気管支）までしか吸入されなかったエアロゾルは、次の呼気で何も吸収
されずに呼出される。呼気に含まれる微小粒子状物質（PM2.5）は瞬間的に2000μg/m3を超えた。
平面レーザーでもハッキリと呼出されるエアロゾルが視認できた。 
屋内はもちろん、屋外であっても禁煙の場所での使用は禁止すべきである。 
動画のダウンロードはこちら ⇒ http://www.tobacco-control.jp/  

口の中に充満したエアロゾルに含まれる 
微小粒子状物質（PM2.5）を口元30cmで測定 

バッテリー 加熱板 

挿入 

バッテリー 
蒸し焼きになっ
た葉タバコの 
成分を吸引 

ヒートスティック 

葉タバコ 

葉タバコ 加熱板 

葉タバコ フィルター 
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このリーフレットは、平成28(2016)年度日本医療開発機構研究費 
「公共的な空間におけるたばこ等から生じる有害物質による健康障害の予防法の開発に関する研究」 
の助成により作られました。 
 
関連するURL 
喫煙対策全般：http://www.tobacco-control.jp/ 
  各種資料、スライド、動画等のダウンロードが出来ます 
日本禁煙推進医師歯科医師連盟： http://www.nosmoke-med.org/ 
 
問い合わせ先： 
807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘１−１ 
       産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 
       ダイヤルイン：093-691-7473、FAX: 093-602-6395 
       電子メール（大和 浩）： yamato@med.uoeh-u.ac.jp 


