
取組の経緯

進め方のポイント

全面禁煙

1211

〒135-8110　東京都江東区豊洲3-2-20
約1,800名
事業拠点、システム・ソフトウェア開発と販売の拠点
システム開発、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO、ITハード・ソフト販売

［お話をうかがった方］
　経営企画・人事グループ
　人事第一部
　健康管理センター
　課長　　永瀬　潤 氏

ＳＣＳＫ（株）　本社DATA
所 在
従業員数
事業所用途
事業概要

禁煙キャンペーン（2010年11月～2011年4月）を実施。
　従業員の健康増進を目的に、ウォーキングキャンペーンと組み合わせて実施しまし
た。禁煙を希望する従業員は「チャレンジャー」とされ、6ヶ月の禁煙に成功した従業
員には報奨（5万円相当のポイント）の対象となります。このキャンペーンには約500
名の従業員が参加し、約300名が「禁煙成功者」と認定されました。

企業の取組紹介企業の取組紹介

再喫煙の防止対策を推進
　これまでの施策の効果もあり、禁煙にチャレンジする人は増えています。しかし、せっかく禁煙したに
もかかわらず宴席などで喫煙を再開してしまう人もいるため、再喫煙の防止が今後の課題となってい
ます。また、これからは社内だけではなく、地域社会や家庭においても受動喫煙を防ぐため「ＳＣＳＫ
社員は喫煙習慣を持たない」ことを最終目的として、今後も禁煙推進策に取り組んでいく予定です。

具体的な対策

今後の目標

●社内の喫煙室をすべて廃止！
●社内SNSを活用した充実の禁煙キャンペーン！
●社内の喫煙室をすべて廃止！
●社内SNSを活用した充実の禁煙キャンペーン！

　ＳＣＳＫは、2011年10月1日、住商情報システム(株)と(株)CSKが合併し、誕生した会社です。旧・住商
情報システムは従業員の健康増進について深い関心を有しており、受動喫煙防止の取組も積極的に展
開してきました。

喫煙コーナーのたばこ自動販売機を撤去。

心臓病や脳血管障害などの健康被害から従業員を守るためには、さらなるたばこ対策が必要
と判断。
社長と産業医の共同声明により、「健康増進施策の実施」を通達し、以下のことを周知。
　・2008年1月より「禁煙支援プログラム」を実施する。
　・2009年4月より「社内全面禁煙」にする。

禁煙支援プログラム開始。（1月）
　【禁煙を希望する従業員に産業医の禁煙治療を提供する（一部会社負担）。
　または、ニコチンガムを支給する（全額会社負担）。】
内服薬による禁煙治療開始。（9月）

2006年

すべての喫煙エリアを排煙装置のついた喫煙室に改築。社内完全分煙化。2007年

2008年

喫煙に関するアンケートを実施。　（4月）
禁煙キャンペーンスタート。（11月）

2010年

社内全面禁煙（4月）2009年

喫煙に関するアンケートを実施。合併によりＳＣＳＫ(株)誕生。（10月）　2011年

目的を明確化
　喫煙対策の目的は「従業員の健
康増進」であると明確にすること
で、従業員の理解を得て、スムーズ
な合意形成を行っていきました。

連携により、取組を強力に推進
　経営層や産業医、保健師、人事部が着実に連携する
ことで、取り組みを進めやすい環境を作りました。特に
社長が産業医とともにメッセージを発信するなど、経
営層の姿勢が取組の推進に大きく作用しました。

社内SNSとして専用サイトを創設
　参加者が登録すると、禁煙の記録や日記を書き
込める「個人ページ」が提供されます。チャレン
ジャーの禁煙継続を促すため、個人ページには
「我慢したタバコの本数」や「節約できた金額」が表
示され、日記コメント欄にはサポーターや事務局
(喫煙対策の担当部署)が応援メッセージを書き込
みます。また日記や写真のコンテストなどをサイト
上で行い、参加者の関心を高めました。

非喫煙者もサポーターとして参加
　禁煙に挑戦するチャレンジャーは、上司を含む身近
な従業員5名以上を「サポーター」として募り、禁煙の様
子について確認を受けると共に成功の認定を受ける仕
組みとしました。禁煙成功者のサポーターにも2万円相
当のポイントが報奨として授与されます。この制度を通
じ、非喫煙者のキャンペーン参加を促しました。

従業員の禁煙治療費を会社
が全額負担
　キャンペーン期間中、社内での
禁煙治療（産業医の診察や禁煙
治療薬の処方）に関する費用に
ついて、全額会社が負担しまし
た。

キャンペーン参加を促す社長からの手紙
　従業員の健康増進について、従来より強い関心を抱いてい
た社長が、全従業員の家庭に向けて手紙を送付。
　キャンペーンを告知すると共に、目的は従業員の健康増進
であること、目標を達成した場合は報奨が出て家族旅行など
に活用できることを、社長自身の言葉で伝えました。

社内で配布された、
キャンペーン告知チ
ラシ。

禁煙チャレンジャー
の個人ページ。禁煙
を継続させるため
の工夫が数多く盛り
込まれている。

キャンペーン参加者
全体の「成果」も表
示。

A4判の便せん3枚に渡り、従業員の健康維
持・増進に対する想いや、家族の励ましの
大切さなどを社長が綴った手紙。

ＳＣＳＫ株式会社（本社）ＳＣＳＫ株式会社（本社）
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建屋内全面禁煙 株式会社トプコン（本社）株式会社トプコン（本社）

1413

〒174-8580　東京都板橋区蓮沼町75-1
約1,300名
事業、研究開発、生産等の拠点
ポジショニング（測量機器・GPSなど）、アイケア（眼科用検査・治療機器など）、
ファインテック（半導体関連装置など）等の製造・販売

（株）トプコン　本社DATA
所 在
従業員数
事業所用途
事業概要

喫煙場所の拡充でなく、喫煙者の減少を目指す
　「喫煙スペースの数が少ないため、一つの場所に多くの喫煙者が集まり、利用しづらい」という声が
寄せられることがありますが、今後は喫煙スペースを拡充するのではなく喫煙率の減少を図ることで
この課題を解決していきます。
　喫煙対策をはじめた2008年当時と比べ、喫煙率は2011年現在では男女とも10％近く減少するな
ど、順調に低下しています。2013年度の喫煙率をさらに男性10％減、女性3％減とすることを当面の目
標とし、喫煙率の動向を踏まえて、近接する喫煙スペースの統合、縮小なども行っていく予定です。

具体的な対策

今後の目標

●喫煙所に屋上を有効利用！
●従業員密着型の禁煙推進イベントを展開！
●喫煙所に屋上を有効利用！
●従業員密着型の禁煙推進イベントを展開！

　トプコンでは、「労働生産性の向上や医療費抑制のためには従業員の健康が重要」という経営トップ
の考えや、「タバコの煙で部屋がにおい、気分が悪くなる」という非喫煙者の意見を背景に、従業員の健
康向上施策の一環として受動喫煙防止の取組を行っています。

屋外に2箇所、建屋屋上に2箇所の喫煙スペースを整備。建屋内部の喫煙スペースについては、
各フロアを使用する部署が自主的に管理。換気扇の設置などの配慮はあったものの、屋内通路
に灰皿が置かれているなど、分煙が不十分な状況もあった。

担当部署（総務・法務グループ人事勤労部）が、製薬企業のセミナーに参加して、他社における
事例等について情報収集を行い、喫煙対策について研究。

世界禁煙デーに合わせて「禁煙推進週間」のイベントを実施。禁煙啓発ポスターの掲示や禁煙
補助薬の実物展示、禁煙相談窓口の開設やたばこクイズなど。（5月）

『トプコングループ安全健康基本方針』および『職場における喫煙対策ガイドライン』を制定。
ガイドラインにおいて、「事業場の屋内全体を常に禁煙とする『全面禁煙』」とすることを明記。
（1月）

～
2008年

屋外・屋上に喫煙スペースを増設。（2～3月）
建屋内全面禁煙を実施。（4月）
禁煙推進イベント、マナー向上施策スタート。（6月）

社内診療所での禁煙補助薬の無料処方開始。（8月）
構内でのタバコ販売の全廃。（12月）

2010年

2011年

2009年

イントラネットを活用した情報共有
　イントラネットに、安全衛生に関する会議の議事
録をアップし、更新の都度、全従業員に議事録のURL
を記載した告知メールを送付しています。従業員へ
の情報の共有に漏れがないよう配慮しています。

マナー遵守の呼びかけ
　張り紙や巡回により、マナー遵守の呼びかけを行い、喫煙
スペースの適正な利用を促しています。従業員の声を通じて
マナー違反の事例が確認された場合は、違反にあたる理由
を添えて指導し、繰り返されることがないようにしています。

　トプコン本社では、現在、喫煙スペースを屋外に5箇所、建屋屋上に4箇所設置しています。非喫煙者
が受動喫煙することがないよう、建屋内に煙が流入せず、非喫煙者が活用する機会があまりない場所
が喫煙スペースとして選ばれています。
　建屋内全面禁煙に先立ち2009年に追加設置された喫煙スペースについては、市販のカーポートを
利用し、雨や日差しを防いでいます。

①禁煙講習会セミナー･･･タバコの害について周知。
②らくらく禁煙コンテスト･･･2週間の準備期間（タバコの害を学
び、喫煙しない生活習慣を身につける）を経て、4週間完全禁煙
する。禁煙補助薬を無料処方。
③ポスター掲示･･･禁煙成功者の声を紹介。

●　屋上の喫煙エリア

●　禁煙キャンペーン（2009～）

①スモーカライザーの実演･･･呼気中の一酸化炭素濃度を測定
②「たばこクイズ」の実施･･･回答者全員に粗品をプレゼント
③禁煙相談窓口の開設･･･産業医による面談を実施
④ポスターと禁煙補助薬の実物展示

●　禁煙推進週間（2011）

［お話をうかがった方］
　（左）総務・法務グループ
　　　人事勤労部
　　　主査　坂本　章 氏
　（右）総務・法務グループ
　　　人事勤労部
　　　計盛　範啓 氏

非喫煙者の利用機会が少ない場所に、喫煙スペースを設置

従業員に密着した禁煙推進イベントを展開

●　屋外の喫煙エリア

2010年
キャンペーン第一弾結果

禁煙成功率
７６％

（参加者25名。禁煙成功者19名）

屋外の喫煙エリア。食堂に最も近い喫煙エリアの
ため喫煙者が集まる場所であり、喫煙できる範囲
をラインで明確にしています。

建屋屋上に設置されている喫煙エリア。非喫煙者
が屋上を利用することはあまりないため、十分な
広さが確保されています。

多くの職員が利用する食堂前のスペース
を利用してイベントを行うことにより、多
くの職員が参加。

喫煙エリアにはマナー遵守を
呼び掛ける張り紙を掲示して
います。
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空間分煙 日本ヒューレット・パッカード株式会社（八王子事業所）日本ヒューレット・パッカード株式会社（八王子事業所）

1615

〒192-8585　東京都八王子市明神町4-9-8　京王八王子明神町ビル
約1,200名
カスタマーサービス、首都圏バックオフィス
コンピューター、コンピューターシステム、コンピューター周辺機器、
ソフトウェア製品の開発・製造・輸入・販売・リースおよびITサービス

日本ヒューレット・パッカード　八王子事業所DATA
所 在
勤務者数
事業所用途
事業概要

喫煙者数を減少し、オフィスの全面禁煙を目指す
　喫煙は喫煙者本人だけでなく、家族など周辺の人々の健康にも害を及ぼします。社会的にみても喫
煙者数は減少傾向にありますし、今後も引き続き社員に禁煙を勧めていきたいと思います。
　また、喫煙の動向を見ながら、最終的には喫煙場所が不要になるよう、努力していきます。

具体的な対策

今後の目標

●喫煙室に厳しい自社基準を設定！
●取組前後の調査を徹底！
●喫煙室に厳しい自社基準を設定！
●取組前後の調査を徹底！

　日本ヒューレット・パッカード（日本HP）社は、米国ヒューレット・パッカード（米国HP）社の日本法人で
す。米国HP本社では早くから禁煙への取組を推進していたこともあり、日本HPも他企業に先駆けた取組
を行ってきました。

各事業所に喫煙所を設けるなどの取組を行う。

米国HP社にて、「オフィスでの受動喫煙を防ぐ」ことを全世界的な方針として定める。
それに伴い、日本HP社では、空間分煙を本格的に進め、顧客が利用する応接室などのスペース
についても、灰皿を撤去。

日本HP社の八王子事業所となる京王八王子明神町ビルが竣工。業務スタート時には、7階建て
の2階、4階、5階、6階、7階に1箇所ずつ喫煙室が準備されていた。

日本HP社は、コンパックコンピューターと合併。日本国内で双方が所有していた事業所が合計
で70～80箇所となる。

米国HP社のガイドラインを踏まえながら、日本HP社における喫煙室設置基準を定める。
　それに沿って、各オフィスの喫煙室のアセスメントを行い、改修を検討。（3月）

各オフィスの喫煙室の存続・廃止・設置を決定。（7月）
　八王子事業所においても喫煙室を従来の7箇所から3箇所へと絞りこむ。

社員に喫煙室の利用法を周知（8月）

廃止対象となった喫煙室の撤去。
改修・新設喫煙室の工事。内部の設備もリニューアルし、受動喫煙のリスクをより軽減。（9月）

2001年

2002年

2003年

取組前後に調査を実施
　他企業と合併後、すべての喫煙室についてアセスメ
ントを実施。日本HP社の基準に達していないものに
ついては廃止や改修を行いました。
　改修後には、3ヶ月以内に従業員に対してアンケー
トを実施し、従業員の声の吸い上げを行っています。

明確な組織体制を組む
　EHS（Enviroment Health Safety）という、労働安全衛生を担当す
る部署が喫煙対策を主管。EHSは労働安全衛生において経営トッ
プと同等の権限を有しています。
　EHSが喫煙室の自社基準を設定。喫煙室の評価については、総
務及び施設管理を担当するGRE本部と連携して実施しています。

　京王八王子明神町ビルは、7階建ての全館を日本HP社が「八王子事業所」として利用しています。喫
煙室は7階・5階・2階の3カ所に設置されています。
　日本HP社の喫煙室設置基準には「喫煙室入口を主動線から8m以上離す」「煙の流れを防ぐための
前室を設ける」などの項目があり、八王子事業所の喫煙室もこれらの項目に沿って設けられています。
また、喫煙室では月に1度、空気環境を計測しています。

前室と長い廊下で、喫煙室からの煙やにおいをシャットアウト

～90年代

2000年
前後

［喫煙室設置基準の
　　　　　概念図］

喫煙室喫煙室

前室前室 通行スペース通行スペース

労
働
エ
リ
ア

労
働
エ
リ
ア

8m以上の距離

給
気
口

給
気
口

排
気
口

排
気
口

最も広い、7階の喫煙室。天井には
給気口と排気口が設けられて基準
に沿った空気管理が行われ、喫煙
所ながら壁の白さが保たれてい
る。
イスはなく、喫煙者が長く滞在す
ることがないよう配慮されている。

前室の出口から通行スペースを望
む。長い廊下により「労働エリアから
8m以上離す」という設置基準が守
られている。

喫煙室の排気口。空気の
流れを目視できるよう工
夫も。

気流を確保するためドア
上部にガラリを設置する
など、喫煙室を密閉しな
いよう留意。

2階喫煙エリアの外観。窓のない空
間のため、壁面に透明ガラス板を使
用し開放感のあるデザインに。

［お話をうかがった方］
　（左）管理総括GRE本部
　　　総務部長
　　　髙山　源一 氏
　（右）コーポレートコミュニケーション本部
　　　コーポレート広報マネージャ
　　　岸良　百子 氏

喫煙室喫煙室

通行スペース通行スペース前室前室

ガラリガラリ

排気口排気口
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空間分煙 花王株式会社（すみだ事業場）花王株式会社（すみだ事業場）

1817

〒131-8501　東京都墨田区文花2-1-3
約3,000名（派遣・委託社員含む）
事業、研究開発、生産等の拠点
花王グループビューティケア製品（化粧品・スキンケア・ヘアケア製品）、ヒューマン
ヘルスケア製品（健康機能飲料・サニタリー製品）、ファブリック＆ホームケア製品
（衣料用洗剤・住居用洗剤）等の製造・販売

花王（株）　すみだ事業場DATA
所 在
従業員数
事業所用途
事業概要

喫煙スペースを「1棟1箇所」にし、さらなる集約を目指す
　現段階の最終目標は「建屋1棟につき喫煙スペース一箇所」と定め、2011年度中の実現を目指しま
す。実現後は、意識調査を行い、その結果を踏まえて喫煙スペースのさらなる絞込みを検討していき
ます。

具体的な対策

今後の目標

●段階的な喫煙対策を推進！
●喫煙ルームをリフレッシュルームへ転換！
●段階的な喫煙対策を推進！
●喫煙ルームをリフレッシュルームへ転換！

　花王株式会社すみだ事業場は、コーポレートやマーケティング等を担当する事業部門のほか、研究開
発部門、生産部門が集まる、花王グループ唯一の「複合事業場」です。
　花王グループはヘルスケアやホームケア製品を製造・販売するなど「健康」に関わりの深い企業であ
ることから社員の健康に対しても関心が強く、2005年度に健康づくり活動「KAO健康2010」をスタートす
るなど、これまでも社員の健康維持・増進に関する取組が積極的に行われてきました。

「働きがいのある職場づくり」の一環として「花王グループ健康宣言」を作成し、会社として行う
べき「健康管理」のほか、「健康づくり」として社員自らが健康の維持増進に取り組むことを定め、
５つのテーマを提示しました。このうちの一つに「禁煙」が取り上げられ、禁煙しやすい環境づく
りと、禁煙するための支援を会社が行うことが示されました。

食堂と喫煙コーナーでのタバコの販売を中止。
ロビー喫煙室での社員利用禁止。

敷地内建屋7棟の各フロアにあった喫煙スペース（約50箇所）を、半数まで集約。2フロアにつき
1箇所に。喫煙機会の減少を図る。

2009年

2010年

早めの告知と段階的な推進
　喫煙対策の推進に際して、社員に早めに告知を行う
ことと、取り組みを急がず段階的に進めることを重視し
ました。喫煙スペースの集約については、まず事業場の
トップが集まる会議で承認を受け、その後、環境推進
リーダーの定例会議やイントラネット、掲示ポスターな
どを利用して、速やかな周知を図りました。そして十分
に周知されたことを確認したうえで、喫煙スペースの集
約に着手しました。

「環境推進リーダー」を軸に合意形成
　すみだ事業場では、各部署に1人「環境推進リー
ダー」を配置しています。喫煙スペースの集約にあたっ
ては、この環境推進リーダーを通じて社員の「声」を吸
い上げ、取り組みに反映していきました。また、研究や
生産など、部門ごとに環境推進リーダーが集まる月1回
の定例会議に、喫煙対策担当部署のスタッフや保健師
も参加して今後の取り組みなどについて話し合い、円滑
な合意形成を図っていきました。

　すみだ事業場には7棟の建屋があり、現在、各棟の2フロアごとに1カ所ずつ、また屋外に2カ所の喫
煙スペースが設けられています。建屋内の喫煙スペースには天井に給気口と排気口が設けられ、常に
換気が行われています。さらに、扉と壁の間には若干の隙間があり、外からの空気を流入させて換気
効率を下げないよう配慮されています。
　定期的に環境推進リーダーが喫煙スペースを見回って、書類などの可燃物が放置されていないか
などを確認するほか、月に1回産業医が巡回し、健康維持・増進の観点から喫煙スペース内と周辺環境
のチェックを行っています。

パーティションなどを活用した喫煙スペースを創出

　喫煙スペースの集約にあたって、「業務効率の向上
には、喫煙者も非喫煙者も公平にリフレッシュできる
機会が必要」であることを訴求。
　廃止が決定した喫煙スペースは、希望を踏まえな
がら喫煙を伴わないリフレッシュルームなどに改修
しました。

非喫煙者も利用するリフレッシュルームを設置

2008年

喫煙スペースを各棟１ヵ所に集約。（予定）2011年

オープンスペースの一角に設けられた喫煙エリア。天井まで達する
パーティションで空間を仕切り、煙の流出を防いでいます。

喫煙スペースの内部。タバコの消し忘れによるく
すぶりや出火を防止するため、灰皿には水が張
られています。

喫煙スペースの排気
口。空調は常に稼働
させています。

廃止された喫煙エリア
をリフレッシュルームに
改修した例。

［お話をうかがった方］
　すみだサービスセンター
　人事総務グループ
　課長　柳内　佳子 氏
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