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 2018 年 7月に公布された健康増進法の一部を改正する法律（以下、改正法）が、 

①2019 年 1月に屋外と家庭などにおける配慮 

②2019 年 7月に第一種施設（学校・病院・行政機関等）における敷地内禁煙 

③2020 年 4月に第二種施設（上記以外の施設）における原則屋内禁煙 

の三段階に分けて全面施行された（図 1）。 

 義務違反には、指導、勧告、命令、公表、罰則（過料）の対象となる。 

 

 

図 1. 改正健康増進法の体系（厚生労働省 HP 健康・医療「受動喫煙対策」より） 

 

 2020 年 4 月以後、新たに敷地内全面禁煙（特定屋外喫煙場所を設置しない）を実施したのは 7

団体（福島市、松江市、葛飾区、堺市、高槻市、枚方市、明石市）であった。その中で、葛飾区は

2 箇所の特定屋外喫煙場所を新型コロナウイルス対策のために閉鎖し、今後再開する予定がなく、

敷地内全面禁煙に至った。 

 一方で、敷地内全面禁煙を実施した後に、特定屋外喫煙場所を設置し、対策が後退した自治体は

3 団体（和歌山市、中央区、川越市）であった。鳥取県は、2020年 4月に一旦は敷地内全面禁煙を

決定したが、実施せずに屋外に喫煙室（1箇所）を残した。 
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 屋外の開放式喫煙場所であったとしても、そこを清掃する場合には作業者に職業的な受動喫煙が発生

する。そのため、一般職場における対策について記載された「職場における受動喫煙防止のためのガイ

ドライン（令和元年 7月 1日 基発 0701第 1号）」では、清掃業者の保護についても記載している（図 2）。 

 

図 2. 「4-(3) 20歳以上の労働者に対する配慮」 

（「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」より） 

 

 また、労働者の募集及び求人の申込時に受動喫煙防止対策を明示することも明示されており（図 3）、

一般企業では職業安定法施行規則の一部改正（2020年 4月）にもとづき、事業場の受動喫煙対策の内容

を募集時に明示している（図 4）。「地方公共団体の行為に係わる職業安定法の適用関係等について（平

成 30年 7月 4日）」において、「職員の募集を行う際の労働条件等の明示について」として、「労働者の

募集を行う者は、労働条件等の明示を行わなければならない。地方公務員（一般職）については、地方

公務員法に基づく採用に係る手続の規定が適用され、職業安定法第５条の３の規定は適用されないこと

となりますが、職員の募集を行う際は、求職者等への適切な配慮等の観点から、同条の趣旨についても

十分に留意し、対応をお願いします」とされており、この中には職場の受動喫煙対策を明示することも

含まれていると考えられる。今回の調査では 159団体の 53団体（33.3%）では募集時に受動喫煙対策の

内容を明示していた。認識しているが実施していないのは 60団体（37.8%）、実施していないのは 46団

体（28.9%）であった（資料 2）。 
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図 3. 「3-(2)-カ 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示」 

（「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」より） 

 

 

図 4. 厚生労働省「受動喫煙対策の明示」に関するチラシ 

引用元：https://www.mhlw.go.jp/content/000596100.pdf  

LL020214 需01厚生労働省・都道府県労働局
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（※１）就業場所の一部で喫煙が認められる場合は、実際に喫煙が可能な区域での業務の有無について、
可能な限り、付加的に明示してください。

（※２）記載はあくまで例です。事実に基づき他の情報を記載することも可能です。
（※３）改正健康増進法に基づく経過措置の対象となる既存の営業規模が小規模な飲食店とは、①2020年

４月１日時点で現に存する飲食店等であって、②資本金の額または出資の総額が5,000万円以下で、
③客席面積が100㎡以下、のすべてを満たすものに限られます。

（※４）移動が前提の業務の場合には、恒常的に立ち寄る所属事業所及び業務に従事する場所などに関す
る受動喫煙を防止するための措置に関する事項（バス・鉄道などの内部の状況）の明示が必要で
すが、移動先それぞれの状況についてまで明示することは不要です。

事業主の皆さまへ

労働者の募集や求人申し込みをする際の明示事項が追加されます
ｰ 施行日：2020年（令和２年）４月１日 ｰ

「受動喫煙防止」に向けた取組について

厚生労働省は、国民の健康影響を減らすため、さまざまな法整備を進めています。今回、受
動喫煙対策の一環として、2020（令和２）年４月１日から職業安定法施行規則の一部が改正され
ます。事業主の皆さまが労働者の募集や求人の申し込みを行う際に「就業の場所における受動
喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されるので、ご留意ください。
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資料 1 都道府県庁の一般庁舎における禁煙実施状況の変化（2021年 2月 25日時点） 

  
資料1. 都道府県庁の一般庁舎における禁煙実施状況の変化（2021年2月25日時点）

未検討　→ 検討中　→ 禁煙化決定→ 建物内禁煙→ 敷地内禁煙→
(条件付き)

敷地内全面禁煙

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 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙決定 敷地内禁煙 2020年 6月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 7月 屋上1
近隣所有地喫煙室・喫煙コーナー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 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2018年10月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

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 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2018年 9月 喫煙室2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2009年 7月 テラス・ベランダ1、屋上廃止

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 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 6月 隣接しない喫煙コーナー1

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2004年 4月 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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙決定 敷地内禁煙 2020年 4月 出入口近傍喫煙コーナー廃止

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 喫煙場所を残す 禁煙化決定 禁煙化決定 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年 4月 出入口近傍喫煙コーナー1

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 検討中 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 6月 喫煙室2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年11月
出入口近傍喫煙コーナー1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
屋上1

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 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 7月 隣接しない喫煙コーナー1

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 建物内禁煙
敷地内禁煙

(8:30～12:00）
敷地内禁煙

(8:30～12:00）
敷地内禁煙

(8:30～12:00）
2018年 6月 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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年 5月 喫煙室1
屋上2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2003年 9月
喫煙室1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
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 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2018年 4月
喫煙室1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
隣接しない喫煙コーナー廃止

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 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2018年 4月 屋上2
近隣所有地喫煙室・喫煙コーナー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 検討中 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 7月 隣接しない喫煙コーナー2
屋上1

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2016年 4月 喫煙室1

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 5月 なし

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2008年10月 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 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
(隣の管理地に屋外喫煙スペース2)

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2007年 4月
喫煙コーナー2
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 9月 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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 7月 屋上2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙決定 建物内禁煙 2012年 1月 喫煙室1
（コロナの影響で一時的閉鎖）

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 隣接しない喫煙コーナー1
屋上3

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 9月 屋上1

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年10月 隣接しない喫煙コーナー1
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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 7月 隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2010年 7月 出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 屋上2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2005年11月 隣接しない喫煙コーナー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 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2011年 4月 隣接しない喫煙コーナー2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

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 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 2018年 1月 喫煙室2

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 喫煙場所を残す 検討中 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 7月
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）

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 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 建物内禁煙 2018年 4月 隣接しない喫煙コーナー1
屋上3

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 喫煙場所を残す 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 4月 屋上3

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 喫煙場所を残す 禁煙化決定 建物内禁煙 建物内禁煙 2019年 7月 隣接しない喫煙コーナー2

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 建物内禁煙 建物内禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙 2019年 7月 なし

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した

望ましい変化

望ましくない変化

一般庁舎の禁煙実施状況
禁煙化日

喫煙場所
（屋外）

－4－



 

 
 

資料 2-① 都道府県庁の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021 年 2月 25日時点） 

  
資料2-①. 都道府県庁の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25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 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況

敷地内全面禁煙（決定）  13都道府県 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定）

建物内全面禁煙  34都道府県 勤務時間中禁煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙

建物内全面禁煙化決定 禁煙化決定 建物内全面禁煙化決定 会派控え室のみ 建物内全面禁煙化決定

検討中 敷地内全面禁煙検討中 自粛／節度 売店／コンビニ
認識しているが、
実施していない

検討中 喫煙室 検討中

未検討 敷地内全面禁煙未検討 規定なし 自動販売機 認識していない 未検討 喫煙コーナー 未検討

喫煙場所を残す 屋外喫煙場所設置 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店 喫煙場所を残す

問1 問2 問1 問8 問9 問6 問7-1 問7-2 問12

喫煙場所（屋外） 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所

北海道 敷地内全面禁煙 2020.6. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2020.6.

売店
コンビニ

実施している 敷地内全面禁煙 2019.4.

青森県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2013.7.

売店 認識していない 敷地内全面禁煙 2019.5.

岩手県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2020.7.

売店 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.4.

宮城県 建物内全面禁煙 2010.7.
屋上1
近隣所有地喫煙室・喫煙コーナー1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2020.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

秋田県 敷地内全面禁煙 2018.10. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 売店 実施している 敷地内全面禁煙 2018.10.

山形県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2015.4. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

福島県 建物内全面禁煙 2018.9. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置 節度ある喫煙 2010.4. 売店 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

茨城県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 売店 実施している 建物内全面禁煙 2015.11. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.4.

栃木県 建物内全面禁煙 2009.7. テラス・ベランダ1、屋上廃止 屋外喫煙場所設置 自粛 2019.5. コンビニ
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.3.

群馬県 建物内全面禁煙 2019.6. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.3.

売店 認識していない 建物内全面禁煙 2020.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

埼玉県 建物内全面禁煙 2004.4. 屋上1 屋外喫煙場所設置 節度ある喫煙 コンビニ 実施している 建物内全面禁煙 2016.12 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

千葉県 敷地内全面禁煙 2020.4. 出入口近傍喫煙コーナー廃止 敷地内全面禁煙 節度ある喫煙 コンビニ
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2020.4.

東京都 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2018.4

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.

神奈川県 建物内全面禁煙 2005.4. 出入口近傍喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2008.12.

なし 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室
建物内全面禁煙 2009.3.
敷地内全面禁煙検討中

新潟県 建物内全面禁煙 2019.6. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店
自動販売機

実施している 建物内全面禁煙 2019.6.

富山県 建物内全面禁煙 2008.11.
出入口近傍喫煙コーナー1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
屋上1

屋外喫煙場所設置
節度ある喫煙
2008.11.

売店 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

石川県 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.4.

福井県
敷地内全面禁煙 2018.6.
（半日8：30～12：00）

隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2015.6.

売店
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

山梨県 建物内全面禁煙 2005.5.
喫煙室1
屋上2

屋外喫煙場所設置 規定なし 売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2007.5. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2005.5.

長野県 建物内全面禁煙 2003.9.
喫煙室1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
屋上1

屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙 売店 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.4.

岐阜県 建物内全面禁煙 2018.4.
喫煙室1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
隣接しない喫煙コーナー廃止

敷地内全面禁煙検討中 規定なし コンビニ 認識していない 敷地内全面禁煙決定 2023. 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.4.

静岡県 建物内全面禁煙 2018.4.
屋上2
近隣所有地喫煙室・喫煙コーナー1

屋外喫煙場所設置 規定なし なし 実施している 建物内全面禁煙 2018.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2018.4.

愛知県 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー2
屋上1

屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙 売店 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

三重県 建物内全面禁煙 2016.4. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

滋賀県 敷地内全面禁煙 2019.5. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2012.2.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙
（2019年7月に敷地内全面禁
煙後、2020年3月に屋外喫煙
場所再設置）

京都府 建物内全面禁煙 2008.10.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙
2008.6.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2013.8. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

建物内全面禁煙
（2019年7月に敷地内全面禁
煙後、2020年10月に屋外喫
煙場所再設置）

大阪府 敷地内全面禁煙 2008.5.
なし
(隣の管理地に屋外喫煙スペース2)

敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2008.5

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.4.

兵庫県 建物内全面禁煙 2007.4.
喫煙コーナー2
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
テラス・ベランダ6

屋外喫煙場所設置 規定なし 売店 実施している 建物内全面禁煙 2007.4. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

奈良県 建物内全面禁煙 2010.9. 隣接しない喫煙コーナー2 敷地内全面禁煙検討中 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2010.9. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

和歌山県 建物内全面禁煙 2011.7. 屋上2 敷地内全面禁煙検討中 規定なし 売店 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

鳥取県 建物内全面禁煙 2012.1.
喫煙室1
（コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2012.1. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.1.

島根県 建物内全面禁煙 2011.4.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上3

屋外喫煙場所設置 規定なし 売店 認識していない 建物内全面禁煙 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

岡山県 建物内全面禁煙 2010.9. 屋上1 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2011.4. 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

広島県 建物内全面禁煙 2011.10.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2012.7.

なし 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

山口県 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー2

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.6.（再徹底）

売店 実施している 建物内全面禁煙 2018.10.
本庁舎と共用の屋外喫煙場所
議会専用屋外喫煙場所

敷地内全面禁煙 2019.7.

徳島県 建物内全面禁煙 2011.4. 屋上1 屋外喫煙場所設置 規定なし 売店 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2011.7.

香川県 建物内全面禁煙 2010.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2020.7.

売店
自動販売機

実施している 建物内全面禁煙 2020.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.4.

愛媛県 建物内全面禁煙 2011.4. 屋上2 屋外喫煙場所設置 規定なし
売店
自動販売機

認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.4.

高知県 建物内全面禁煙 2005.11.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1 敷地内全面禁煙検討中

自粛・節度ある喫煙
2005.10.

売店 実施している 建物内全面禁煙 議会専用屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙2019.10.

福岡県 建物内全面禁煙 2011.4. 隣接しない喫煙コーナー2 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2003.5.

コンビニ 実施している 喫煙場所を残す
喫煙室
議会専用屋外喫煙場所

建物内全面禁煙 2019.7.

佐賀県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

コンビニ 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

長崎県 建物内全面禁煙 2018.1. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置 規定なし 売店 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室
建物内全面禁煙 2018.2.
敷地内全面禁煙検討中

熊本県 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
節度ある喫煙
2019.6.

売店
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

大分県 建物内全面禁煙 2018.4.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上3

屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

宮崎県 建物内全面禁煙 2019.4. 屋上3 屋外喫煙場所設置 規定なし
売店
コンビニ

認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

鹿児島県 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー2 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店
自動販売機

実施している 喫煙場所を残す
議員･会派控室
議会専用屋外喫煙場所

敷地内全面禁煙 2019.7.

沖縄県 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2015.12.

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2008.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.4.

都道府県庁：一般庁舎
勤務中の
喫煙禁止

禁煙実施状況

敷地内全面禁煙 2018.10.

議会棟・フロア

タバコの販売

敷地内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙
（敷地内全面禁煙検討中）

募集時の受動
喫煙対策の明示

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した

警察本部の現状

勤務中の喫煙 タバコの販売

敷地内全面禁煙 2018.4.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2008.5.

建物内全面禁煙 2019.8.

敷地内全面禁煙 2019.5.

募集時の受動
喫煙対策の明示

建物内禁煙 2019.7.
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資料 2-② 県庁所在市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021 年 2月 25日時点） 

 

  

資料2-②. 県庁所在市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25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 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況

敷地内全面禁煙（決定）  19県庁所在市 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定）

建物内全面禁煙  27県庁所在市 勤務時間中禁煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙

建物内全面禁煙化決定 禁煙化決定 建物内全面禁煙化決定 会派控え室のみ 建物内全面禁煙化決定

検討中 敷地内全面禁煙検討中 自粛／節度 売店／コンビニ
認識しているが、
実施していない

検討中 喫煙室 検討中

未検討 敷地内全面禁煙未検討 規定なし 自動販売機 認識していない 未検討 喫煙コーナー 未検討

喫煙場所を残す 屋外喫煙場所設置 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店 喫煙場所を残す

問1 問2 問1 問8 問9 問6 問7-1 問7-2 問12

喫煙場所（屋外） 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所

札幌市 敷地内全面禁煙 2019.1. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.1.

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.1.

青森市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2013.4.

なし 実施している 建物内全面禁煙

盛岡市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

仙台市 建物内全面禁煙 2015.4.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2020.11.

コンビニ 実施している 建物内全面禁煙 2015.4.

秋田市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2018.9.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.4.

山形市 建物内全面禁煙 2005.4.
喫煙室1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
屋上1

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2016.7.

売店 実施している 建物内全面禁煙 2005.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2005.4.

福島市 敷地内全面禁煙 2020.4. 喫煙室廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2011.5.

売店 認識していない 敷地内全面禁煙 2011.1.

水戸市 建物内全面禁煙 2019.7.
喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー1

屋外喫煙場所設置
節度ある喫煙
2014.12.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙

宇都宮市 建物内全面禁煙 2012.4. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.6.

自動販売機 実施している 建物内全面禁煙 2012.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2012.4.

前橋市 敷地内全面禁煙 2019.6. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2013.4.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2010.

さいたま市 建物内全面禁煙 2019.4.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2020.3. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

千葉市 敷地内全面禁煙 2018.4. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2004.4.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.4.

横浜市 敷地内全面禁煙 2020.5. 屋上廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2020.4.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.7.

新潟市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2008.4.

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

富山市 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2005.8.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

金沢市 建物内全面禁煙 2019.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし 自動販売機
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

福井市 建物内全面禁煙 2019.7. 屋上1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

甲府市 建物内全面禁煙 2004.10.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2004.10. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 敷地内全面禁煙 2019.7.

長野市 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2004.1.

コンビニ 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7.

岐阜市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2016.6

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7.

静岡市 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2012.6.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2019.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

名古屋市 建物内全面禁煙 2013.4. 屋上2 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2013.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2013.4.

津市 建物内全面禁煙 2019.7.
喫煙室1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし
売店
自動販売機

認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

大津市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2015.4.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

京都市 建物内全面禁煙 2011.8. 屋上1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2020.12.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2011.8. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2017.12.

大阪市 敷地内全面禁煙 2010.4. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 2010.10. コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2010.10.

神戸市 敷地内全面禁煙 2011.5. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2011.5.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2011.5.

奈良市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 2014.10. なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7.

和歌山市 建物内全面禁煙 喫煙室1

2019年7月に敷地内全面禁
煙後、
2021年1月に屋外喫煙場所
再設置

規定はないが、喫煙のた
めの離席は職務専念義務
違反にあたる

コンビニ 実施している 建物内全面禁煙 2019.7. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

鳥取市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2018.4.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

松江市 敷地内全面禁煙 2020.4. 屋上廃止 敷地内全面禁煙 自粛・節度ある喫煙 なし 実施している 敷地内全面禁煙 2020.7.

岡山市 建物内全面禁煙 2019.7. 屋上1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2008.5.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.

広島市 建物内全面禁煙 2008.9. 屋上1 屋外喫煙場所設置 節度ある喫煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 2020.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

山口市 建物内全面禁煙 2011.4. 隣接しない喫煙コーナー1 敷地内全面禁煙検討中 規定なし なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

徳島市 建物内全面禁煙 2018.4. 出入口近傍喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置 規定なし なし 実施している 建物内全面禁煙 2018.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2018.4.

高松市 建物内全面禁煙 2019.4.
隣接しない喫煙コーナー1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）
テラス・ベランダ3

屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙 売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2015.4.

松山市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2014.4.

高知市 建物内全面禁煙 2019.7. 屋上1 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.

福岡市 建物内全面禁煙 2018.2.

喫煙室2
出入口近傍喫煙コーナー3
（↑コロナの影響で一時的閉鎖1）
屋上2

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2018.2.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2018.2. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2018.2.

佐賀市 建物内全面禁煙 2019.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし 自動販売機 実施している 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2000.4.

長崎市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2000.4.

売店
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 敷地内全面禁煙 2019.7.

熊本市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

大分市 建物内全面禁煙 2004.4. 屋上2 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

宮崎市 建物内全面禁煙 2011.4.
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置 規定なし なし 認識していない 建物内全面禁煙 2011.4.

鹿児島市 建物内全面禁煙 2010.9. 喫煙室3 屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙 売店 実施している 建物内全面禁煙 2019.7.

那覇市 建物内全面禁煙 2003.6.
屋上1
（↑コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店 認識していない 建物内全面禁煙 2003.6. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

消防局の現状

禁煙実施状況

敷地内全面禁煙 2019.7.

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した

建物内全面禁煙 2011.4.

建物内全面禁煙 2010.9.

県庁所在市：一般庁舎

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

募集時の受動
喫煙対策の明示

建物内全面禁煙
（敷地内全面禁煙検討中）

建物内全面禁煙 2020.1.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

勤務中の喫煙 タバコの販売

敷地内全面禁煙 2019.1.

議会棟・フロア

敷地内全面禁煙 2020.4.

建物内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2020.5.

建物内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2012.6.

敷地内全面禁煙 2018.4.

敷地内全面禁煙 2011.5.

敷地内全面禁煙 2020.4.

勤務中の
喫煙禁止

タバコの販売
募集時の受動

喫煙対策の明示
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資料2-③  23特別区、政令市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25日時点） 

 

  

資料2-③. 23特別区、政令市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25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 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況

敷地内全面禁煙（決定）  7特別区、3政令市 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定）

建物内全面禁煙  16特別区、2政令市 勤務時間中禁煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙

建物内全面禁煙化決定 禁煙化決定 建物内全面禁煙化決定 会派控え室のみ 建物内全面禁煙化決定

検討中 敷地内全面禁煙検討中 自粛／節度 売店／コンビニ
認識しているが、
実施していない

検討中 喫煙室 検討中

未検討 敷地内全面禁煙未検討 規定なし 自動販売機 認識していない 未検討 喫煙コーナー 未検討

喫煙場所を残す 屋外喫煙場所設置 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店 喫煙場所を残す

問1 問2 問1 問8 問9 問6 問7-1 問7-2

喫煙場所（屋外） 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所

千代田区 建物内全面禁煙 2017.12.
出入口近傍喫煙コーナー廃止
テラス・ベランダ1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2017.12.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

中央区 建物内全面禁煙 屋上1

2019年7月に敷地内全面禁
煙後、
2020年4月屋外喫煙場所再
設置

規定なし
（勤務中に喫煙できない）

なし 認識していない

港区 敷地内全面禁煙 2016.4. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2011.4.

なし 実施している

新宿区 建物内全面禁煙 2019.7. 出入口近傍喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置 自粛・節度ある喫煙 売店 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

文京区 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接した喫煙コーナー1
（コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

コンビニ 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

台東区 建物内全面禁煙 2019.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
（コロナの影響で一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし 認識していない

墨田区 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店
（職員用）

認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

江東区 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室

品川区 建物内全面禁煙 2019.4.
隣接しない喫煙コーナー2
屋上1
（コロナの影響ですべて一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置 規定なし 売店
認識しているが、
実施していない

目黒区 建物内全面禁煙 2019.7.
喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー廃止

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.6.

自動販売機 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

大田区 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.3. 議会専用屋外喫煙場所

世田谷区 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店 認識していない

渋谷区 敷地内全面禁煙 2019.9. なし 敷地内全面禁煙 規定なし コンビニ 実施している

中野区 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.4.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2020.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

杉並区 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

豊島区 敷地内全面禁煙 2015.5. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2011.5.

なし
認識しているが、
実施していない

北区 建物内全面禁煙 2004.6. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2008.11.

なし
認識しているが、
実施していない

荒川区 敷地内全面禁煙 2019.7.
近隣所有地にトレーラー型喫煙室1
（コロナの影響で一時的閉鎖）

敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.6.

なし 実施している

板橋区 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

なし 実施している

練馬区 建物内全面禁煙 2019.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

足立区 建物内全面禁煙 2011.4. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2011.4.

なし
認識していない
（調査後周知した）

建物内全面禁煙 2011.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

葛飾区 敷地内全面禁煙 2020.11.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1
（コロナの影響ですべて永久閉鎖）

敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2016.4.

なし
認識しているが、
実施していない

江戸川区 建物内全面禁煙 2019.7. 出入口近傍喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2015.4.

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所

問1 問2 問1 問8 問9 問6 問7-1 問7-2

喫煙場所（屋外） 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所

札幌市 敷地内全面禁煙 2019.1. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.1.

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.1.

仙台市 建物内全面禁煙 2015.4.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2020.11.

コンビニ 実施している 建物内全面禁煙 2015.4.

さいたま市 建物内全面禁煙 2019.4.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2020.3. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

千葉市 敷地内全面禁煙 2018.4. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2004.4.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.4.

横浜市 敷地内全面禁煙 2020.5. 屋上廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2020.4.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.7.

川崎市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

相模原市 建物内全面禁煙 2019.7.
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

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2016.7.

売店 実施している 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.6.

新潟市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2008.4.

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

静岡市 建物内全面禁煙 2019.7. 喫煙室2 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2012.6.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2019.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

浜松市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2011.3.

なし
認識していない
（今後対応予定）

敷地内全面禁煙 2019.7.

名古屋市 建物内全面禁煙 2013.4. 屋上2 屋外喫煙場所設置 規定なし コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2013.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2013.4.

京都市 建物内全面禁煙 2011.8. 屋上1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2020.12.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2011.8. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2017.12.

大阪市 敷地内全面禁煙 2010.4. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 2010.10. コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2010.10.

堺市 敷地内全面禁煙 2020.4. 出入口近傍喫煙コーナー廃止 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 2011.12. なし
認識しているが、
ナビサイトでのみ実
施

敷地内全面禁煙 2020.4.

神戸市 敷地内全面禁煙 2011.5. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2011.5.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2011.5.

岡山市 建物内全面禁煙 2019.7. 屋上1 屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2008.5.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.

広島市 建物内全面禁煙 2008.9. 屋上1 屋外喫煙場所設置 節度ある喫煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 2020.4. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

福岡市 建物内全面禁煙 2018.2.

喫煙室2
出入口近傍喫煙コーナー3
（↑コロナの影響で一時的閉鎖1）
屋上2

屋外喫煙場所設置 勤務時間中禁煙
2018.2.

なし 実施している 建物内全面禁煙 2018.2. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2018.2.

北九州市 建物内全面禁煙 2011.1.
喫煙室廃止
屋上1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2013.1.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2011.1. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

熊本市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した

敷地内全面禁煙 2018.4.

敷地内全面禁煙 2020.4.

建物内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

消防局の現状

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙 2019.4.

建物内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2015.5.

敷地内全面禁煙 2019.9.

勤務中の喫煙 タバコの販売 募集時の受動
喫煙対策の明示

政令市：一般庁舎
勤務中の
喫煙禁止

敷地内全面禁煙 2012.3.

敷地内全面禁煙 2019.7.

議会棟・フロア

タバコの販売

禁煙実施状況

募集時の受動
喫煙対策の明示

23特別区：一般庁舎
勤務中の
喫煙禁止

議会棟・フロア

タバコの販売

敷地内全面禁煙 2016.4.

建物内全面禁煙 2017.12.

禁煙実施状況

募集時の受動
喫煙対策の明示

敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2020.5.

敷地内全面禁煙 2011.5.

敷地内全面禁煙 2012.6.

敷地内全面禁煙 2019.1.
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資料2-④  中核市（候補市を含む）の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25日時点） 

 

 

  

資料2-④. 中核市（候補市を含む）の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2021年2月25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 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所 禁煙実施状況

敷地内全面禁煙（決定）  18中核市 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定） 敷地内全面禁煙（決定）

建物内全面禁煙  20中核市 勤務時間中禁煙 なし 実施している 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙 建物内全面禁煙

建物内全面禁煙化決定 禁煙化決定 建物内全面禁煙化決定 会派控え室のみ 建物内全面禁煙化決定

検討中 敷地内全面禁煙検討中 自粛／節度 売店／コンビニ
認識しているが、
実施していない

検討中 喫煙室 検討中

未検討 敷地内全面禁煙未検討 規定なし 自動販売機 認識していない 未検討 喫煙コーナー 未検討

喫煙場所を残す 屋外喫煙場所設置 喫煙場所を残す 会議・委員会室、喫茶店 喫煙場所を残す

問1 問2 問1 問8 問9 問6 問7-1 問7-2 問12

喫煙場所（屋外） 敷地内全面禁煙の検討 禁煙実施状況 喫煙場所

函館市 建物内全面禁煙 2018.4. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2018.4.

売店
自動販売機

実施している 建物内全面禁煙 2018.4.

旭川市 建物内全面禁煙 2018.4. 喫煙室1 敷地内全面禁煙検討中
勤務時間中禁煙
2018.4.

売店 認識していない 建物内全面禁煙 2018.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

八戸市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.6.

郡山市 敷地内全面禁煙 2017.12. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2017.12.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2017.12.

いわき市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

なし
認識しているが、
実施していない

敷地内全面禁煙 2019.7.

高崎市 建物内全面禁煙 2011.4.
喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー2

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2009.9.

売店
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

川越市 建物内全面禁煙
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1（職員専用）

2019年7月に敷地内全面禁
煙後、
2020年12月に屋外喫煙場
所再設置

勤務時間中禁煙
2019.7.

なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7.

川口市 建物内全面禁煙 2019.7.
喫煙室1
テラス・ベランダ1
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし なし 認識していない 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

越谷市 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー廃止
テラス・ベランダ2

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

自動販売機 認識していない 喫煙場所を残す 喫煙コーナー 建物内全面禁煙 2019.7.

船橋市 建物内全面禁煙 2013.10. 喫煙室1 屋外喫煙場所設置 勤務時間中禁煙 2013.10. コンビニ 実施している 建物内全面禁煙 2013.10.

柏市 敷地内全面禁煙 2010.5. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2009.4.

売店 認識していない 敷地内全面禁煙 2010.5.

八王子市 建物内全面禁煙 2003.5.
隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2011.4.

売店
認識しているが、
実施していない

消防局なし

横須賀市 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー1 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.

豊橋市 敷地内全面禁煙 2019.4. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.4.

コンビニ 実施している 敷地内全面禁煙 2019.4.

岡崎市 建物内全面禁煙 2011.4.
隣接しない喫煙コーナー2
屋上廃止

屋外喫煙場所設置 勤務時間中禁煙 2010.10. コンビニ 認識していない 建物内全面禁煙 2011.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2011.4.

豊田市 建物内全面禁煙 2019.7. 隣接しない喫煙コーナー2 屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2019.7.

コンビニ 認識していない 喫煙場所を残す予定 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

豊中市 敷地内全面禁煙 2020.4.
隣接しない喫煙コーナー廃止
テラス・ベランダ2

敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2020.4.

なし 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.4.

高槻市 敷地内全面禁煙 2020.4.
テラス・ベランダ廃止
屋上廃止

敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2020.6.

売店 認識していない 敷地内全面禁煙 2020.4.

枚方市 敷地内全面禁煙 2020.4. 出入口近傍喫煙コーナー廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.1.

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2020.4.

八尾市 敷地内全面禁煙 2016.6. なし 敷地内全面禁煙
規定なし
（勤務中に喫煙できない）

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2018.4.

寝屋川市 敷地内全面禁煙 2020.4. 喫煙室廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2018.4.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7.
（屋外喫煙場所は、
夜間のみ使用可能）

東大阪市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 コンビニ 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

姫路市 建物内全面禁煙 2012.10.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ1、屋上2

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.9.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.9. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2013.4.

尼崎市 建物内全面禁煙 2006.7.
喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー廃止
出入口近傍喫煙コーナー1

屋外喫煙場所設置
勤務時間中禁煙
2016.7.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2011.4. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2011.4.

明石市 敷地内全面禁煙 2020.12. 喫煙室廃止 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2013.

コンビニ
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙

西宮市 建物内全面禁煙 2019.7.
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1
（コロナの影響ですべて一時的閉鎖）

敷地内全面禁煙未検討
自粛・節度ある喫煙
2019.6.

なし
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

倉敷市 建物内全面禁煙 2019.7.
テラス・ベランダ1
屋上2

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.11.

売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

呉市 建物内全面禁煙 2019.7. 屋上1 屋外喫煙場所設置 規定なし 売店
認識しているが、
実施していない

建物内全面禁煙 2019.7. 議会専用屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

福山市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙
自粛・節度ある喫煙
2017.7.

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

下関市 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー廃止
屋上1

敷地内全面禁煙未検討 規定なし なし 実施している 建物内全面禁煙 2019.6. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

久留米市 建物内全面禁煙 2019.7.
隣接しない喫煙コーナー1
テラス・ベランダ2

屋外喫煙場所設置 規定なし 売店 実施している 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

佐世保市 建物内全面禁煙 2019.7.
喫煙室廃止
隣接しない喫煙コーナー2
（コロナの影響ですべて一時的閉鎖）

屋外喫煙場所設置
自粛・節度ある喫煙
2019.7.

売店 実施している 建物内全面禁煙 2019.7. 本庁舎と共用の屋外喫煙場所 建物内全面禁煙 2019.7.

つくば市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 なし
認識していない
（調査後周知した）

建物内全面禁煙 2019.7.

藤沢市 敷地内全面禁煙 2018.4. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2018.1.

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2018.1.

松本市 敷地内全面禁煙 2019.7. なし 敷地内全面禁煙 勤務時間中禁煙 2013.10. 売店 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

一宮市 建物内全面禁煙 2019.7.
テラス・ベランダ1
（↑コロナの影響で永久閉鎖）
屋上1

屋外喫煙場所設置 規定なし なし
認識しているが、
実施していない

喫煙場所を残す 喫煙室 建物内全面禁煙 2019.7.

四日市市 敷地内全面禁煙 2019.7.
近隣所有地の
喫煙室・喫煙コーナー1

敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2019.7.

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2019.7.

吹田市 敷地内全面禁煙 2009.4. なし 敷地内全面禁煙
勤務時間中禁煙
2009.4.

なし 実施している 敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2009.4.

勤務中の喫煙 タバコの販売 募集時の受動
喫煙対策の明示

敷地内全面禁煙 2019.4.

敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2016.6.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.11.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2018.4.

敷地内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙 2018.4.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2017.12.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2019.7.

建物内全面禁煙 2013.10.

敷地内全面禁煙 2010.5.

建物内全面禁煙 2003.5.

敷地内全面禁煙 2019.7.

敷地内全面禁煙 2020.4.

敷地内全面禁煙 2020.8.

敷地内全面禁煙 2020.4.

中核市（候補市を含む）：一般庁舎
勤務中の
喫煙禁止

タバコの販売

議会棟・フロア

消防局の現状

禁煙実施状況

募集時の受動
喫煙対策の明示

青文字：昨年度より数が減少した
赤文字：昨年度より数が増加した
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 受動喫煙防止条例について、独自の条例が施行されている自治体は少なくない。受動喫煙対策を

専門とする弁護士で東京都都議会議員の岡本光樹氏は、厚労科研「受動喫煙防止等のたばこ政策の 

インパクト・アセスメントに関する研究」班において、2018 年 7月の改正法の施行前（資料 3-①）、

および、改正法の施行後（資料 3-②）の受動喫煙防止条例、上乗条例（資料 3-③）、公園や路上で

の喫煙禁止を含む条例（資料 3-④）をまとめた。 

 

 

資料 3-① 各地の受動喫煙防止条例～国の健康増進法改正まで 

 

条例
提案

成立時期 罰則 概要 特徴 加熱式タバコに関する規定

神奈川県 2009年3月 あり 飲食店にも罰則 100㎡超の飲食店 平成27年12月の条例改正により、
「喫煙」の定義に「加熱」を加え
た

芳賀町
（北海道）

2010年9月 なし 町有施設の義務 一部の公共施設（保健センター，地域体育館，教育
施設等）で敷地内禁煙

兵庫県 2012年3月 あり 飲食店にも罰則 100㎡超の飲食店

施設管理者に刑事罰

施設を分類して敷地内禁煙や屋内喫煙所禁止

解釈により、加熱式も対象に

広島県 2015年3月 なし 努力義務 がん対策条例の第4章

学校、遊具のある公園、その付近(7ｍ以内)の公道等
の屋外灰皿について子供への配慮の規定

美唄市
（北海道）

2015年12月 なし 努力義務 校門から100m以内の路上又は公園

東京都 議員
提案

2017年10月 なし 子ども特化
努力義務

児童虐待防止法を引用し18歳未満が保護対象

家庭内・車内・屋外（公園・学校周辺・小児医療施
設7ｍ以内）を明示

「喫煙」の定義に「加熱」を明示

「煙」を「肉眼で見える煙に限ら
ず、残留するたばこの臭気その他
の排出物を含む」とする

福山市
（広島県）

議員
提案

2018年3月 なし 子ども特化
努力義務

20歳未満と妊婦が保護対象 「煙」について同上

香芝市
（奈良県）

2018年3月 なし 理念条例

東京都 知事
提案

2018年6月 あり 飲食店にも罰則 従業員を使用する飲食店

保育所～高校は屋外喫煙所を設けない努力義務

禁煙飲食店の掲示

条例上は罰則の適用ないが、健康
増進法により罰則あり

健康増進法
改正

2018年7月 あり 飲食店にも罰則 100㎡超の飲食店

第一種施設は敷地内禁煙・屋外喫煙所可
第二種施設は屋内禁煙・喫煙室可

「加熱」「煙（蒸気を含む）」

違反には罰則あり
第二種施設等では飲食等可能な加
熱式タバコ用喫煙席の設置可
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資料 3-② 各地の受動喫煙防止条例～法改正後、政令指定都市及び道府県 

条例
提案

成立時期 罰則 概要 特徴 加熱式タバコに関する規定

健康増進法
改正

2018年7月 あり 飲食店にも罰則 100㎡超の飲食店

第一種施設は敷地内禁煙・屋外喫煙所可
第二種施設は屋内禁煙・喫煙室可

「加熱」「煙（蒸気を含む）」

違反には罰則あり
第二種施設等では飲食等可能な
加熱式タバコ用喫煙席の設置可

千葉市 2018年9月 あり 飲食店にも罰則 従業員を使用する飲食店が規制対象
ただし風営法接待業は例外

行政機関に屋外喫煙所を設置しない努力義務

静岡県 2018年10月 なし 努力義務を上乗せ 保険者の責務

禁煙飲食店の掲示

保育所～高校は屋外喫煙所を設けない努力義務

山口県 議員
提案

2018年10月 なし 理念条例 教育の推進

山形県 2018年12月 なし 努力義務を上乗せ 保健医療・教育関係者の責務

保育所～高校・医療機関は屋外喫煙所を設けない努
力義務

第二種施設のうち公共性高いものは、喫煙室を設け
ない努力義務

第二種施設のうち公共性高いも
のは、指定たばこ専用喫煙室も
設けない努力義務

大阪府 議員
提案

2018年12月 なし 子ども特化
努力義務

児童虐待防止法を引用し18歳未満が保護対象

大阪府 知事
提案

2019年3月 あり 飲食店にも罰則 30㎡超の飲食店

2025年4月施行

兵庫県改正 2019年3月 あり 各種施設に法規制
上乗せ

保育所～高校の屋外喫煙所、官公庁全般の建物内喫
煙室を禁止

官公庁全般・駅屋外ホーム・観覧場・運動施設・公
園は建物外も原則禁煙（屋外喫煙所可）
以上につき罰則あり

20歳未満・妊婦と同室内・車内の喫煙禁止、妊婦の
喫煙禁止（罰則なし）

法律の「指定たばこ専用喫煙
室」（飲食等可）を認めない。
紙巻タバコと同じ扱い

秋田県 2019年6月 勧告・
公表

各種施設に法規制
上乗せ

従業員を使用する飲食店が対象
違反に対して勧告・公表（5年間の経過措置）

保育所～高校は敷地内禁煙
駅・空港の喫煙室設置禁止
違反に対して勧告・公表

第二種施設で「指定たばこ専用
喫煙室」を設置しない努力義務

広島県改正 2019年7月 なし 法規制上乗せ 保育所～高校は屋外喫煙所を設置してはならない

名古屋市
【資料4-①】

2020年3月 なし 子ども特化
努力義務

18歳未満対象
住居・車内・屋外を明示
禁煙治療の普及

岡山県
【資料4-②】

2020年3月 なし 飲食店に努力義務 従業員を使用する飲食店は屋内の全部を喫煙可能室
としない努力義務

北海道
【資料4-③】

2020年3月 なし 努力義務を上乗せ 20歳未満・妊婦がいる場所で喫煙をしない努力義務

保育所～高校は屋外喫煙所を定めない義務

埼玉県
【資料4-④】

議員
提案

2020年3月 あり 飲食店に罰則 従業員を雇用する飲食店は、全ての従業員の書面に
よる承諾を得た場合でなければ、喫煙可能室を設置
してはならない。
従業員の不利益取扱いの禁止
2021年4月施行
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資料 3-③ 各地の受動喫煙防止条例～法改正後、市による健康増進法への上乗せ 

資料 3-④ 各地の受動喫煙防止条例～法改正後（直前期を含む）、市による路上禁煙 

引用元：https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/Download.do?nendo=2019&jigyoId=192031& 
                                    bunkenNo=201909021A_upload&pdf=201909021A0012.pdf  

成立時期 概要 特徴 加熱式タバコに関する規定

豊橋市
（愛知県）

2019年3月 努力義務を上乗
せ

学校・病院に屋外喫煙所を設けない努力、塾に屋内・屋外
喫煙所を設けない努力義務

禁煙飲食店の掲示

飲食・パチンコ等可の喫煙席
ではなく、飲食等不可の専用
室とする努力義務

蒲郡市
（愛知県）

2019年9月 義務を上乗せ 市民病院の責務として禁煙治療

20歳未満が主に利用する市の管理施設の敷地内禁煙

多治見市
（岐阜県）

2019年9月 努力義務を上乗
せ、路上禁煙
（指導のみ）

第１種施設の敷地内禁煙（努力義務）
禁煙表示の努力義務

公園等の市が管理する施設の原則禁煙
歩きタバコ禁止、違反には指導

加熱式タバコ喫煙室での飲食
等を不可とする努力義務

苫小牧市
（北海道）

2019年12月 義務を上乗せ 市庁舎、学校、病院（精神科を除く）の敷地内全面禁煙、
屋外喫煙所禁止
市の体育館・文化施設の建物内全面禁煙、喫煙室禁止

禁煙飲食店の掲示

寝屋川市
（大阪府）
【資料4-

⑤】

2020年3月 子ども特化
努力義務

路上禁煙
（罰則あり）

18歳未満対象

家庭・車内・路上（学校外周・通学路・公園）を明示

路上禁煙に関して、紙巻タバ
コと同様に罰則対象

成立時期 概要 特徴 加熱式タバコに関する規定

尼崎市
（兵庫県）

2018年6月 路上等に
罰則なし

禁煙支援を明記

指定区域の禁煙、市内歩きたばこ禁止

習志野市
（千葉県）

2018年9月 路上等に
罰則あり

受動喫煙防止のため、指定区域（道路・公園・駅前広場）
の禁煙
罰則あり

責務規定・配慮義務の対象だ
が、罰則の対象外

四条畷市
（大阪府）

2018年12月 道路等に
罰則あり

受動喫煙防止のため、市内すべての道路・公園の禁煙
指定区域は罰則あり

保育所～高校の屋外喫煙所設置不可

紙巻タバコと同様に罰則対象

士別市
（北海道）

2019年2月 路上等に
罰則なし

受動喫煙防止のため、道路・公園・広場など子ども周辺で
喫煙しない努力義務

歩行禁煙
保育所～高校、病院は敷地内禁煙

松本市
（長野県）

2019年3月 路上等に
罰則なし

受動喫煙防止のため、指定区域の禁煙
違反には指導のみ

調布市
（東京都）

2019年3月 路上等に
罰則あり

受動喫煙防止のため、指定区域（路上・駅前広場）の禁煙
罰則あり

教育の推進

罰則（過料）の対象外

多摩市
（東京都）

2019年3月 路上等に
罰則あり

受動喫煙防止のため
指定区域の禁煙
罰則あり

公園内、市施設・教育施設等の隣接路上の禁煙
指導・勧告あり、過料なし

罰則（過料）の対象外

市原市
（千葉県）
【資料4-⑥】

2020年3月 路上等に
罰則あり

受動喫煙防止のため、重点区域（駅周辺）の禁煙
罰則あり

禁止の対象外
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資料 4-① 名古屋市受動喫煙防止条例（令和 2 年 4月 1日施行） 

 
 
引用元：https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000126/126975/joureinokossi.pdf 
 

〇受動喫煙による健康への影響から子どもを守るための措置に関し必要な事項を定めることにより、

子どもの健やかな育ちを支援するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持向上

を図る。

目的

○以下の４つの用語について定義する。

①たばこ②喫煙③受動喫煙④子ども

○市の責務

・子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策の推進

・子どもの受動喫煙の防止に関する施策の実施のための関係機関及び関係団体との連携と必要な協

力の要請

○市民の責務

・受動喫煙による健康への影響に関する理解、いかなる場所においても子どもに受動喫煙をさせな

いための努力

・市が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策への協力

○喫煙をしようとする者は、屋外において、子どもの受動喫煙の防止に努める。

○喫煙をしようとする者は、子どもが居住する住居等の室内において、喫煙をしないよう努める。

○喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車内において、喫煙をしないよう努める。

名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例の骨子≪概要版≫

施行：令和２年４月１日

定義

責務

住居等の室内における子どもの受動喫煙の防止

自動車内における子どもの受動喫煙の防止

屋外における子どもの受動喫煙の防止

○市は、子どもの受動喫煙を防止するため、市民において禁煙に関する治療が普及するよう、必要

な施策を講ずる。

禁煙に関する治療の普及

○市は、子どもの受動喫煙を防止するため、学校教育、社会教育その他の教育の場において、受動

喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進に必要な施策を講ずる。

教育

○市は、子どもの受動喫煙を防止するため、屋外の分煙に関する対策に必要な施策を講ずる。

屋外の分煙に関する対策

○市は、子どもの受動喫煙を防止するため、市民において受動喫煙の有害性及び禁煙の効果に関す

る知識が普及するよう、啓発を行う。

〇市は、市民に対し、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずる。

啓発等
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資料 4-② 岡山県受動喫煙防止条例（令和 2年 4月 1日施行） 

 

引用元：https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/656141_5693335_misc.pdf 
 

  

　

改正健康増進法（2020年4月全面施行）の概要と条例のイメージ
類型 原則 例外的に設置できる喫煙場所

屋内
禁煙

「喫煙専用室」
　（屋内の一部に設置できる）
　（紙巻き・加熱式ともに喫煙可能）
　（喫煙しかできない）

「指定たばこ専用喫煙室」
　（屋内の一部に設置できる）
　（加熱式たばこしか吸えない）
　（喫煙以外のこと（飲食等）もできる）

（喫煙室の基準）
① 出入口において、室外から室内に流入する
　 空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、
   壁、天井等によって区画されていること。
③ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

【特例（経過措置）】※別に法律で定める日までの間
　　　　　　　　　　　（現在定めなし）

「喫煙可能室」
　（屋内の全部または一部に設置できる）
　（紙巻き・加熱式ともに喫煙可能）
　（喫煙以外のこと（飲食等）もできる）

　次の要件をすべて満たすこと
　・R2.4.1時点で営業している
　 飲食店
　・個人又は資本金５千万円
   以下の会社が経営
　・客席面積100㎡以下

喫
煙
目
的
施
設

公衆喫煙所

同上

「喫煙目的室」
　（屋内の全部または一部に設置できる）
　（紙巻き・加熱式ともに喫煙可能）
　（喫煙以外のこと（飲食等）もできる）

喫煙を主目的とするバー等
・たばこの販売許可が必要

第
二
種
施
設

第一種施設及び
喫煙目的施設以外の

多数の者が利用する施設

事業所、工場、小売店、
飲食店、宿泊施設　など

　既存特定飲食提供施設

同上

店内喫煙可能なたばこ販売店

該当する施設

「特定屋外喫煙場所」
（要件）
① 喫煙場所が区画されていること。
② 喫煙場所である旨を記載した標識を掲示すること。
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること。

※管理権原者：施設における取組の方針の判断、決定を行う立場にある者
※管理者：事実上、現場の管理を行っている者

上記施設の管理権原者・管理者
・施設における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう
　努めなければならない。
・喫煙場所に20歳未満を立ち入らせてはいけない。

上記施設の管理権原者

喫煙者

・喫煙場所を定める場合は、望まない受動喫煙を生じさせることがない
　場所とするよう配慮しなければならない。
・上記喫煙場所・喫煙室を設置する場合には、喫煙可能な場所である旨の
　掲示をしなければならない。

・喫煙する場合は、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に
　配慮しなければならない（喫煙禁止場所を除く）。

第
一
種
施
設

学校、児童福祉施設等

敷地内
禁煙

病院、診療所、薬局等

行政機関の庁舎

罰則
施設管理権原者等･･･50万円以下の過料
喫煙者･･･30万円以下の過料

「屋内の全部」を喫煙可能室とした

場合、従業員が受動喫煙にさらされる

【条例で対策】

「屋内の全部」を

喫煙可能室と

しないよう努める

(2020年10月施行)
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資料 4-③ 北海道受動喫煙防止条例（令和 2年 4月 1日施行） 
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引用元：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/jk/joureirife.pdf 
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資料 4-④ 埼玉県受動喫煙防止条例（令和 3年 4月 1日施行） 

 
引用元：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/documents/gaiyou.pdf 

 

 

既存特定飲食提供施設に喫煙可能室を設置する場合は、全ての従業員の承諾書が必要である 
引用元：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/documents/kisoku.pdf 

保 健 医 療 部
令和元年 月 日

望まない受動喫煙を生じさせることのない社会の実現

埼玉県受動喫煙防止条例の概要

※１ 資本金又は出資の総額が5千万円以下、 客席面積100㎡以下の令和2年4月1日時点で既に営業している飲食店

健康増進法 埼玉県受動喫煙防止条例

規制
内容

喫煙可能室の設置可

（設置した場合は、法
に基づく届出を行う）

喫煙可能室の設置不可。ただし、以下の場合は設置可。
（設置した場合は、条例に基づく届出を行う）
（１）従業員（同居の親族等を除く。）がいない場合
（２）全ての従業員から書面による承諾を得た場合（※２）

罰 則 ５０万円以下の過料 ５万円以下の過料

※２ 従業員の承諾が必要な場合
① 新たに喫煙可能室を設置する場合（令和3年4月1日以前に既に喫煙可能室を設置した店舗を含む）
② 喫煙可能室を設置した後に、新たに従業員を雇用した場合
③ 従業員に係る状況の報告を行う場合

県、県民、保護者、事業者に受動喫煙防止対策に係る責務を規定

令和３年４月１日

様式第１号（第１条関係） 

 

承  諾  書 

 

 

 （管理権原者）               

        様 

 

  私は、埼玉県受動喫煙防止条例第２条第５号の喫煙可能室を設置した同条第２号の既 

 存特定飲食提供施設で勤務することを承諾します。 

 

                           

 

 

   

     年  月  日 

 

      住 所 

      氏 名               

 

                           

              

 

                           

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

名 称 

所在地 

既存特定 

飲食提供 

施設 
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資料 4-⑤ 市原市受動喫煙防止条例（令和 2年 4月 1日施行）

引用元：http://www.city.ichihara.chiba.jp/kenko/00_kurasi_top/tobacco/jyudoukitsuen.html



このリーフレットは、

令和 2 年(2020)年度

厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）

受動喫煙防止等のたばこ政策のインパクト・アセスメントに関する研究（19FA1005）

の助成により作られました。

関連する URL
・受動喫煙対策（厚生労働省）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
・なくそう！望まない受動喫煙（厚生労働省）：https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
・職場における受動喫煙防止のためのガイドライン：https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
・岡本光樹．各地の受動喫煙防止条例の制定、並びに、改正健康増進法及び条例の全面施行に

向けた取り組み．厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究

事業）令和元年度分担研究報告書．2020．
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/Download.do?nendo=2019&jigyoId=192031&b
unkenNo=201909021A_upload&pdf=201909021A0012.pdf

・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
Email：yamato@med.uoeh-u.ac.jp （大和 浩）

jiangying@med.uoeh-u.ac.jp（姜 英）
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