
第３章 

  資　料　編 



1　たばこに関する法律等

（1）健康増進法

第2章　受動喫煙の防止  

　第25条　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

官公庁施設、飲食店その他多数が利用する施設を管理する者は、これらを利用す

る者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけ

ればならない 

公布：平成14年8月2日法律第103号　施行：平成15年５月1日 

（2）未成年者喫煙禁止法

【 親権を行なう者及び監督者に対する罰則 】  

　第三条 　未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルト

キハ科料ニ処ス  

【  販売者に対する罰則 】  

　第四条　満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙

草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 

［明治三十三年三月七日 法律第三十三号　改正 昭和二二・一二 法二二三　 改正 平成一二・一二 法一三四］ 

（3）たばこ事業法

広告に関する勧告等  

　第40条　製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造た

ばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたること

がないように努めなければならない。 

昭和59・8・10・法律　68号 
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※「たばこ事業法施行規則の一部を改正する省令について  

　「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」と

いう文言をたばこの包装に表示することを義務付けています。今回の改正では、

この文言に代えて、財政制度審議会たばこ事業等分科会で了承された新たな8種

類の文言を以下のとおり表示することを義務付けます。 

 

ア　表示する文言は、紙巻たばこについては、直接喫煙による病気（肺がん、心筋

梗塞、脳卒中、肺気腫）に関する4種類の文言を1グループ、それ以外（妊婦、受

動喫煙、依存、未成年者）の4種類の文言を1グループとし、それぞれのグルー

プから1つずつ、計2つ（包装の形状によっては２つ以上）とする。 

　　また、グループ内の各文言は、ほぼ均等な頻度で表示されるものとする。なお、

たばこ包装には、20本入りのパッケージや50本入りの缶のみならず、それら

を包むカートンなども含まれる。 

 

イ　上記アの文言は、大きく、明瞭で、読みやすいものとする。表示場所について

は、たばこ包装の主要な面の面積の30％以上を占め、かつ、枠で囲むなど他の

部分と明瞭に区分された部分とし、その部分には上記アの文言以外の文言を

表示してはならない。 

　　なお、主要な面とは、たばこ包装の最大面積の面及び正面と認められる面を

いう。　 

 

ウ　紙巻たばこ以外のたばこ（葉巻、パイプたばこなど）の包装に表示される文

言について、文言の種類を減らすこと等の特例を設ける。 

 

　また、マイルド、ライト、ロータール等の用語を表示するたばこについては、こ

れらの用語によって消費者がそのたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこと

比べ小さいと誤解するおそれがあるため、消費者がこのような誤解をすること

のないよう、たばこ包装に消費者の注意を促す文言を表示することを義務付け

ることとします。 

2005年7月 

からの予定です。 
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（4）労働安全衛生法

昭47年10月1日　施行　最終改正　平11－法87

（5）分煙効果判定基準策定検討会報告書概要

平成14年6月厚生労働省 

第二三条  

　事業者は、労働者を就業させる建物その他の作業場について、通路、床面、階段な

どの保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難および清潔に必要な措置そ

の他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。  

第七一条の二（事業者の講ずる措置）  

　事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続

的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなけ

ればならない。 

一、 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 

二、 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 

三、 （省略） 

四、 （13字省略）快適な職場環境を形成するため必要な措置  

第七一条の三（快適な職場環境の形成のための指針の公表など）  

　労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

　現在、分煙を実施する施設が増えているが、その形態は、様々である。 

　本検討会では、分煙効果の評価方法や今後の分煙のあり方等について検討を行い、新

しい分煙効果判定基準を取りまとめた。 

　分煙効果をより高め、かつその効果を評価するためのまとめと今後の課題は以下の

通りである。 

1　　屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去につ

いては有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その

使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。 

2　　受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する

方法を推進することが最も有効である。 

3　　受動喫煙防止及びきれいな空気環境を保持する観点から、環境たばこ煙成分をす

べて処理できる空気清浄機の機能強化が求められるが、現在においてたばこ煙成分

すべてを処理できるものはないのが現状であり、より有効なガス状物質を除去でき

る適切な機器の開発が今後の課題である。　　　　　　　 

4　　環境たばこ煙の適切な指標となるガス状成分の除去率を定量できる手法

を確立する必要がある。 
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（6）職場における
　　   喫煙対策のためのガイドラインの策定について

基本的考え方  

1　　喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、全員参

加の下に確実に推進すること。 

2　　本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示し

たものであり、事業者は、本ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即し

て職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましいこと。 

3　　適切な喫煙対策の方法としては、全面禁煙と空間分煙があり、本ガイドラ

インは、空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものであること。  

・・・・・・・略・・・・・・・・  

施設・設備の対策  

1　　喫煙室又は喫煙コーナー（以下、「喫煙室等」という。）の設置に当たっては、

可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、

喫煙コーナーを設置すること。 

2　　喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式で

ある喫煙対策機器を設置すること。　やむを得ない措置として、たばこの煙

を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、喫

煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。 

職場の空気環境  

1　　浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下

とするように必要な措置を講ずること。 

2　　非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を

0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること。 

　 　なお、職場の空気環境の測定は、喫煙対策実施の効果を把握するために喫

煙対策の実施の前後に行う他、その効果を維持管理するために定期的に行う

こと。 
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（7）健やか親子２１検討会報告書
　　   －母子保健の2010年までの国民運動計画－

平成12年11月 

第３節 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備  

事故等の予防 

　子どもを取り巻く育児環境を考えると、本人だけではなく、周囲の人の喫煙や飲酒

等も問題となる。特に20歳代、30歳代の男女の喫煙率が諸外国に比べ高い状況であ

り、妊婦及びその周囲の人の喫煙は早産や低出生体重児の出産につながったり、乳幼

児突然死症候群（SIDS）、気管支炎、気管支喘息等へも影響している。また、子どもの

たばこの誤飲・誤食等も起こっている。これらの好ましくない育児法についての知識

の普及を行い、女性本人の禁煙と周囲の人への分煙等を働きかける必要がある。 

　また、妊娠中の習慣的な飲酒は、死産や低出生体重児等の出産の可能性が高ま

ることから、妊娠中の飲酒を控えるよう指導する必要がある。 

　さらに、乳幼児が家庭の風呂場で溺死する事故や児童生徒の交通事故による死亡

も多く発生しており、家庭と学校、地域が一体となって小児期の事故防止対策を進め

る必要がある。   

＜2010年までの目標＞ 

妊娠中の喫煙率　　　　　　　　　　　　　　なくす 

育児期間中の両親の自宅での喫煙率　　　　　なくす 

（8）東京都受動喫煙防止ガイドラインの改定について

平成16年6月 

　東京都では、受動喫煙の影響を減少させることを目的に、平成9年5月に「東京

都分煙化ガイドライン」を策定し、分煙化の推進に努めてきたが、健康増進法の

趣旨及び国が示した新しい分煙基準を踏まえ、｢東京都分煙化ガイドライン」を見

直し、「東京都受動喫煙防止ガイドライン」を改定した。   

＜概要＞ 

1　　受動喫煙防止対策の方法を全面禁煙又は空間分煙とする。 

2　　公共の場所の受動喫煙防止対策の推進にあたっては、「分煙効果判定基準

策定検討会報告書」（厚生労働省、平成14年6月）を参考にする。 

3　　職場の受動喫煙防止対策の推進にあたっては、｢職場における喫煙対策のた

めのガイドライン｣（厚生労働省、平成15年5月改定）を参考にする。 

4　　喫煙場所、非喫煙場所の表示を明確に行い、来客者等にも理解を求める。 

5　　施設の新築、増改築の際は、設計の段階から計画的に受動喫煙防止対策を行う。 

6　　受動喫煙による健康への影響を受けやすい、妊婦、子ども、病弱者等

が多く利用する施設では、特に配慮する。 
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2　禁煙意識を高めるグッズ

　呼気中の一酸化炭素濃度を測定できる。 

測定結果が数値で見え、禁煙指導のきっ

かけになるため、禁煙意識がない人に有

効な手段。 

スモーカーライザー

3　禁煙補助剤

　禁煙時のニコチンの禁断症状を緩

和する。これを使用することでたば

この心理的な依存を回復するとともに、

徐々に減らすことでニコチン依存か

らの回復を図る。 

　ニコチンガムは、薬局で購入可。禁

煙相談を実施しているところもある。

　ニコチンパッチは禁煙外来などで

処方して使用する。 

ニコチンガム・ニコチンパッチ
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4　世界のたばこの警告表示

カナダ

シンガポール

諸外国では、このように喫煙の害を

警告する表示が義務づけられていま

す。日本でも平成17年から義務づけ

られる予定です。 
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5　地域の分煙状況

空港では、国内（写真上）でも、

かなり分煙化が進んでいます

が、完全な分煙ではありません。

海外では、(写真下）で煙が流

れないような完全な喫煙室が

できているところも多く、分

煙化がすすんでいます。 

カナダでは、学校内は全面禁煙

となっています。 

日本でも、学校での分煙化が進

んできています。 

学校

空港 隙間があいています。 
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6　その他の情報

禁煙外来  

東京都の禁煙外来は、下記ホームページで検索することができます。 

http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/news/13/image/gairai.pdf 

 

 

建築物空気環境測定  

東京都における建築物の空気環境測定は、下記ホームページから検索することができま

す。建築物空気環境測定業を選び、検索してください。 

料金については、各業者にお問い合わせください。 

http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kankyo/k_touroku/tourokusearch.htm 

 

 

助産師さんのホームページ～禁煙したい女性のために～  

たばこに関する知識や妊婦さんの禁煙日記など女性のためのホームページです。 

http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/̃f-yukiko/

かかりつけ歯科医禁煙支援推進医療機関  

圏域内（立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市）にも禁煙支援をする

歯科医がいます。詳しくは、保健所にお問い合わせください。 
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7　分煙方法の考え方

効果的な分煙方法（保健所提案版） 

ベランダや庭も含め禁煙とする。

敷地そのものでたばこを吸えない。 

1　敷地内全部を禁煙にする 2　建物内を禁煙にする 

家屋の中を禁煙にする。煙を家の

中に入れない。 

喫煙する専用の部屋をつくる。他

の部屋に煙が流れないようにする。 

3　喫煙場所を設置する 4　同室内で分煙する 

部屋の中で、たばこを吸う場所と吸

わない場所を分ける。ただし、煙を吸

わない人の方に流れないようにする 

★ポイント★ 

◎分煙の効果は1から4の順になります。 

◎3または4の方法で分煙するときは、煙の流れに気をつけ、非喫煙者が風下に

ならないようにしましょう。 

◎空気清浄機は、煙を十分に取り除けません。また、換気扇も近くで喫煙しな

い限り煙はひろがってしまいます。なるべく室内では吸わないようにしまし

ょう。 

喫煙部屋 
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8　これまで作成したポスター・パンフレット等

◆住民向けのパンフレット 
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◆妊婦用の禁煙啓発ポスター 
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◆健康増進法啓発ポスター 

　平成15年5月1日より健康増進法が施行され、官公庁・学校・病院・飲食店・デパートなど多くの人が利用

する施設では、たばこの受動喫煙を防ぐために、「完全な分煙」または「禁煙」の対策を講ずるように努める

ことが定められました。「副流煙」などによる「受動喫煙」はたばこを吸わない人に、たばこの害が及ぶもの

で、肺がんや心臓病の危険性が高くなることが科学的に証明されています。そのため、この健康増進法で受

動喫煙の防止が規定されました。 

　「完全な分煙」とは喫煙コーナーを仕切りガラスや扉で完全に区切り、換気扇などで煙を屋外へ排出する

か、喫煙所を屋外に設置することで、非喫煙者に煙の害が及ばないようにするものです。保健所では、施設

の「禁煙」「分煙」対策のご相談をお受けし、必要な情報を提供しています。また、たばこの煙は特に胎児に

影響が大きいので「妊産婦の喫煙をゼロにする」対策を実施しています。 

たばこの煙の行方に注意して、煙害のない社会になるよう、ご協力ください。 
 

　　　　　　　　　　　　　　※ 受動喫煙：室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。 

　　　　　　　　　　　　　　※ 副 流 煙：たばこの先から立ち上る煙のことで、周囲の人へも色々な病気の害が及ぶ。 

  健康増進法 （抜粋） 
公布：平成14年8月2日法律第103号 

施行：平成15年5月1日 

第2章　受動喫煙の防止 

　　第二十五条　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、

飲食店 その他の多数の者が利用する施設 を管理する者は、これらを利用する者について、受

動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。  

※ 「その他の施設」とは鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融

機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽

施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタ

クシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。（平成15年4月

30日厚生労働省健康局長通知） 
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9　引用・参考文献

平間敬文 子供たちにタバコの真実を かもがわ出版 

齋藤麗子 たばこがやめられる本 女子栄養大学出版部 

個別健康教育ワーキンググループ 法研 

 個別健康教育禁煙サポートマニュアル（改訂版）  

厚生省編 喫煙と健康（第1版） 保健同人社 

厚生省編 喫煙と健康（第2版） 保健同人社 

厚生労働省 喫煙と健康（新版） 保健同人社 

中村正和他 タバコについて考えてみませんか？ 法研 

齋藤麗子 きょうからはじめるNOスモーキング 現代社会保険 

保健衛生ニュース 

厚生省 健康づくりのためのたばこ対策行動指針 （財）日本食生活協会 

大竹修一 タバコと健康（スライド）公立学校共済組合東北中央病院 

雫石聰ほか 喫煙に関連した口腔疾患のスクリーニングガイド 二紀出版 

 　－患者自身に直接見せることができる－  

10　引用・参考ホームページ

厚生労働省　厚生労働省の最新たばこ情報 

 http://www.health-net.or.jp/tobacco/front.html 

厚生労働省　報道発表資料 

 http://www.mhlw.go.jp/houdou/ 

東京都健康局　たばこプレス 

 http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kensui/tobacco/index.html 

健康・体力づくり事業財団　健康ネット 

 http://www.health-net.or.jp/index.html 

産業医科大学　産業医学資料展示室　喫煙対策・分煙事例  

 http://tenji.med.uoeh-u.ac.jp/smoke.html 

国立がんセンター　がんの統計 

 http://www.ncc.go.jp/jp/statistics/1999/index_i.html 

東京消防庁　災害統計 

 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/saigai/toukei/index.html 

YAHOO！JAPAN　ヘルスケア 

 http://health.yahoo.co.jp/column/index.html
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