
Ⅰ　調 査 概 要

１．調査の目的

　都内の民営事業所における受動喫煙防止対策の実施状況及び課題、取組事例等を把握し、今後の職場

における受動喫煙防止対策の推進方策検討のための基礎資料とすることを目的として調査を実施した。

２．調査の方法

１．事業所調査

（１）アンケート調査

① 調査の対象者　都内の民営事業所4,000事業所

② 標本の抽出　　平成18年事業所・企業統計調査（総務省）から以下の条件に該当する事業所を

　　　　　　　無作為抽出

　　　　　　　・常時雇用者数10人以上

　　　　　　　・産業分類で農業・林業、漁業、公務は除外

　　　　　　　・事業所形態で、店舗、飲食店、旅館等は除外

③ 調査方法　　　郵送法（郵送配布－郵送回収）

④ 調査期間　　　平成２２年９月３日～平成２２年９月２７日

（２）ヒアリング調査

① 調査の対象者　アンケート調査回答者のうち５０事業所

② 調査方法　　　個別訪問による聞き取り調査

③ 調査期間　　　平成２２年１１月中旬～平成２２年１２月中旬

２．従業員調査

① 調査の対象者　アンケート調査で抽出された事業所のうち、400事業所の従業員4,000人

　　　　 　　（各事業所10人）

② 調査方法　　　郵送法（郵送配布－郵送回収）

③ 調査期間　　　平成２２年９月３日～平成２２年９月２７日

３．アンケート調査回収状況

１．事業所調査

標　本　数　４，０００事業所

有効回収数　１，９３０事業所

有効回収率　４８．３％

２．従業員調査

標　本　数　４，０００標本

有効回収数　１，３７４人

有効回収率　３４．４％

Ⅱ　調 査 結 果

１．事業所アンケート調査

（１）業種 

　事業所の業種をみると、「卸売業、小売

業」が14.2％と最も多く、続いて「製造業」

が13.1％、「複合サービス事業及びその他

のサービス業」が10.2％と続いている。

（２）労働者数

　事業所の常時労働者数をみると、「10～

29人」の事業所が28.0％と最も多く、続い

て「50～99人」の事業所が17.6％、「100～

299人」の事業所が16.6％と続いている。

（３）受動喫煙の健康影響の認知度

　受動喫煙により健康に悪影響が生じるこ

とについての認知度をみると、「ある程度

知っている」が81.0％を占め、「詳しい内

容を知っている」は18.2％となっている。

「知らない」は0.5％にとどまり、９

割以上はある程度以上、健康への悪影響に

ついて知っている。
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（４）受動喫煙防止対策の実施状況 

　受動喫煙防止対策の実施状況をみると、

「建物内は全面禁煙」の事業所が約４割

（41.0％）と最も多く、続いて「空間分煙

で、屋外排気装置を設置した喫煙場所があ

る」事業所が約３割（31.6％）となってい

る。

（５）受動喫煙防止対策の実施状況

     （総労働者数別）

　受動喫煙防止対策の実施状況を常時労働

者数別にみると、労働者数が少ないほど「

建物内は全面禁煙」の事業所の割合は高く

なり、一方で「特に対策をしていない」事

業所の割合も高くなる。

　また、「空間分煙で屋外排気装置を設置

した喫煙場所がある」事業所の割合は、労

働者数が多いほど高くなる傾向があり、

「1,000人から4,999人」の事業所では７割

近く（68.8%）になっている。

※「N数が20未満の属性」についてはコメントせず

※総労働者数が「不明・無回答」（N=63）は、作図せず

（６）受動喫煙防止対策の実施状況

     （事業所形態別）

　受動喫煙防止対策の実施状況を事業所形

態別にみると、「建物内は全面禁煙」の事

業所の割合は、「工場・作業所」で低く、

26.0％となっている。

　「特に対策をしていない（どこでも吸え

る）」事業所の割合は、「工場・作業所」

で特に高く（14.2％）、最も割合が低い

「輸送センター・配送センター」における

2.0％の７倍以上となっている。

　「喫煙場所を限定している」事業所と「

特に対策をしていない（どこでも吸える）」

事業所を合わせた割合が高いのは、「工場 ※事業所形態が「不明・無回答」（N=11）は、作図せず

・作業所」（32.3％）と「輸送センター・

配送センター」（27.5％）である。
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図５ 受動喫煙防止対策の実施状況（総労働者数別） （N=1,930）
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（７）受動喫煙防止対策の実施状況

     （敷地・建物の形態別）

　受動喫煙防止対策の実施状況を敷地・建

物の形態別にみると、「建物内は全面禁煙」

の事業所の割合は、「自社ビルでない（テ

ナントとして入居等）」で46.8％と最も高

くなっている。

　また、「空間分煙で屋外排気装置を設置

した喫煙場所がある」事業所の割合は、「

自社ビルで自社所有の屋外敷地あり」の事

業所で37.9％と高くなっている。

  「喫煙場所を限定している」事業所と「

特に対策をしていない（どこでも吸える）」

事業所を合わせた割合が高いのは、「自社

ビルで自社所有の屋外敷地なし（又はほと

んどなし）」の事業所で25.6％となっている。 ※敷地・建物の形態が「不明・無回答」（N=5）は、作図せず

（８）屋外の喫煙場所の設置状況

　建物内全面禁煙の事業所に屋外での喫煙

場所の設置状況をみると、「屋外での喫煙

場所を指定している」が65.2％を占め最も

多く、続いて「自社所有の屋外部分はない」

の19.0％となっている。

（９）建物内を全面禁煙にしていない理由 

　建物内全面禁煙ではない事業所に、建物

内を全面禁煙にしない理由を聞くと、「分

煙ができているので、建物内を全面禁煙に

する必要を感じない」が最も多く、53.1％

を占めている。続いて、「事業所内の合意

が得られない」（23.9％）、「自社ビルで

ないため自社の判断で禁煙にできない（テ

ナント等）」（14.0％）となっている。
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（10）空間分煙をしていない理由

　屋外排気装置ありの空間分煙を実施して

いない事業所に、屋外排気装置のある喫煙

場所を設けて空間分煙にしない理由を聞く

と、「建物の構造やスペースの問題で、屋

外排気装置を設置することができない」が

最も多く、25.6％を占めている。続いて、

「自社ビルでないため自社の判断でできな

い（テナント等）」（17.7％）となってい

る。

（11）対策を実施した理由・きっかけ

　建物内全面禁煙及び屋外排気装置ありの

空間分煙を実施している事業所に、対策を

実施した理由やきっかけを聞くと、「従業

員の健康を守るのは事業主の責務であると

思ったため」が最も多く、44.3％を占めて

いる。続いて、「従業員から苦情・要望が

あったため」（26.0％）、「報道など世の

中の流れを感じて、必要だと思ったため」

（25.3％）、「本社の方針のため」

（22.8％）となっている。

（12）実施にあたり工夫が必要だったこと 

　建物内全面禁煙及び屋外排気装置あり

の空間分煙を実施している事業所に、対

策を実施するにあたり工夫が必要だった

点を聞くと、「事業所内の合意に関する

こと」が最も多く、22.6％となっている。

続いて、「喫煙室又は喫煙コーナーを設

ける際の建物の管理権限や構造・スペー

スに関すること」（19.0％）となってい

る。

※「上記以外のこと」の回答の中から「特にない」を独立して設置
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　建物内全面禁煙及び屋外排気装置ありの空間分煙を実施している事業所に、対策を実施するにあたり工夫

が必要だった点について、回答のあった具体的な内容のうち、代表的なものを、以下に抜粋する。

※文末の（）内は、受動喫煙防止対策の実施状況/業種を示している。

ア．経営トップの説得に関すること

・ 会社だけでなく社員自身の健康管理の問題として、法令や社会情勢、快適な職場環境構築等を挙げ

て説明した。（建物内全面禁煙/情報通信業）

・ 従業員の健康は会社の業績にも影響を及ぼすことを経営トップへ説明。

（空間分煙・屋外排気装置あり/その他）

・ 法令や社会情勢の説明、またレイアウト変更と同じタイミングで行うことで個別に実施するよりも

コストを抑えることができることを説明した。（建物内全面禁煙/その他）

・ 健康面だけでなく火災のリスクや来客者へのイメージアップを盛り込んだ。

（建物内全面禁煙/卸売業、小売業）

・ 健康増進法の施行により事業者に受動喫煙防止が義務付けられたこと。非喫煙者からの苦情・要望

が極めて多く、労働組合からも対応が求められていること。禁煙が世界的潮流であり、先進的に取

り組むことが必要であること。（建物内全面禁煙/建設業）

・ 主要得意先等が先行して全面禁煙を実施している等の事実を挙げ、説得に努めた。

（空間分煙・屋外排気装置あり/複合サービス事業及びその他のサービス業）

イ．事業所内の合意に関すること

・ 経営トップによる禁煙宣言を行った。猶予期間を設け、また時間禁煙等を経て、全面禁煙を実施

した。（建物内全面禁煙/情報通信業）

・ 幹部から禁煙をすすめ、模範となった。（建物内全面禁煙/不動産業、物品貸借業）

・ 従業員の意見を取り入れながら、ある程度トップダウンの形で行った。（建物内全面禁煙/製造業）

・ 喫煙者、非喫煙者の代表が集まり、検討した。（建物内全面禁煙/卸売業、小売業）

・ ビル運営委員会で各社にアンケートを実施して、実態や要望を把握した。また、衛生委員会での

検討内容・要望を発表し、検討した。（空間分煙・屋外排気装置あり/金融業、保険業）

・ 規則重視で、規則を守らない場合はすべての場所で禁煙の条件をつけた。（建物内全面禁煙/建設業）

ウ．喫煙室又は喫煙コーナーを設ける際の建物の管理権限や構造・スペースに関すること

・ 喫煙室を設けるスペースが少なく苦慮した。煙が漏れないようビニールカーテンを設置した。

（空間分煙・屋外排気装置あり/運輸業、郵便業）

・ 運用責任を当社で持つことで、ビル管理会社の了承を得た。（建物内全面禁煙/情報通信業）

・ 喫煙ルームにはエアコンがないので夏場は特に暑くなるため、窓を開けられるようにした。

（空間分煙・屋外排気装置あり/情報通信業）

・ 喫煙者の席をベランダに即出られる位置にレイアウトすることで、喫煙者からも納得を得られた。

（建物内全面禁煙/学術研究、専門・技術サービス業）

・ 喫煙室減少に伴う喫煙者集中による副流煙防止策として換気機器の分解清掃による換気性能の向上

と入り口ドアの変更（観音開→スライドドア）による空気の流出抑制。

（空間分煙・屋外排気装置あり/複合サービス事業及びその他のサービス業）

・ スペースの問題で個室が取れないのでエアーカーテン等を設置した。

（空間分煙・屋外排気装置あり/製造業）
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エ．上記以外に関すること

・ 喫煙場所に長居させないため、椅子は置かないこと、ポスターを掲示して健康管理意識を上げる

ことが必要であった。（空間分煙・屋外排気装置あり/運輸業、郵便業）

・ 禁煙デーの設置。毎月月末の午前中は喫煙所を含め、建物内喫煙禁止。

（空間分煙・屋外排気装置あり/その他）

・ 禁煙権、喫煙権の共有で、喫煙者には喫煙室、禁煙者にはリフレッシュコーナーを設置しました。

（空間分煙・屋外排気装置あり/卸売業、小売業）

・ 喫煙所の整備のみで予算を確保するのがむずかしいため、社内のレイアウト変更にあわせて煙漏れ

のない喫煙スペースにリニューアルしました。（空間分煙・屋外排気装置あり/金融業、保険業）

・ 禁煙のための医療費等の負担、禁煙グッズの無料配布。（建物内全面禁煙/卸売業、小売業）

・ 吸い殻も各自で処理するように灰皿を撤去した。ただし、お客様に関しては、ポケット灰皿を渡

した。内装改修に伴い、室内ではなく屋外で吸うようにした。（建物内全面禁煙/無回答）

・ 屋外スペースなので近隣幼稚園の通学時間帯を使用不可にするなど、近隣への配慮をした。

（建物内全面禁煙/建設業）

・ 喫煙時間帯を勤務時間外に制限している。（建物内全面禁煙/情報通信業）

（13）対策を実施した結果

　建物内全面禁煙及び屋外排気装置あり

の空間分煙を実施している事業所に、対

策を実施した結果について聞くと、「従

業員から好評を得た」が最も多く、

43.7％を占めている。

　続いて、「喫煙するのが不便になった

という苦情があった」（19.1％）、「従

業員のうち喫煙者が減少した」（18.1％）

となっている。

43.7 

19.1 

18.1 

8.9 

7.8 

4.6 

3.2 

5.1 

16.5 

18.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従業員から好評を得た

喫煙するのが不便に

なったという苦情があった

従業員のうち喫煙者が減少した

従業員が喫煙のために

離席する回数が減った

対策をもっと進めてほしい

という意見があった

社外から好評を得た

建物外で喫煙することに

より周囲から苦情があった

その他

特に変化はない

不明・無回答

図13 対策を実施した結果 （ｎ=1,401）

２．従業員アンケート調査

（１）職場における受動喫煙の頻度

（職場における受動喫煙防止対策の現状別）

　職場での受動喫煙の頻度をみると、

「全くない」が37.3％を占めて最も多

く、続いて「あまりない」（24.3％）、

ほとんど毎日ある（22.4％）、「毎日

ではないがときどきある」（15.9％）

の順となっている。

　職場における受動喫煙の頻度を、職

場における受動喫煙対策の実施状況別

にみると、職場で実施している受動喫

煙対策が「喫煙場所は決められている

が、壁やついたて等で区画されていな

い」や「どこでも吸える」といった分 ※受動喫煙対策の実施状況で「不明・無回答」（N=14）は、作図せず

煙ができていない事業所では、受動喫

煙の頻度が「毎日ある」の割合が高く、「どこでも吸える」事業所では60.6％と６割にものぼる。　また、

「建物内は全面禁煙」や「空間分煙になっていて、喫煙場所が区画されている」事業所では、受動喫煙の

頻度が「あまりない」「全くない」の割合が高く、「建物内は全面禁煙」の事業所では「全くない」の割

合が51.4％にのぼっている。

（２）職場における受動喫煙防止対策として望むこと

　職場での受動喫煙防止対策として望まし

いと思うものについては、「敷地内は屋内

も屋外も全面禁煙」と「建物内全面禁煙

（敷地内の屋外に喫煙所を設置）」を合わ

せると、約５割（51.7％）となっている。
敷地内は屋内も

屋外も全面禁煙

16.7%

建物内全面禁煙

（敷地内の屋外に

喫煙所を設置）

35.0%

建物内空間分煙

（建物内に喫煙場

所を設置して、非

喫煙場所に煙が流

れないようにす

る）

41.9%

対策は必要ない

3.8%

その他

0.6%

わからない

1.7% 不明・無回答

0.3%

図１4 職場における受動喫煙の頻度
（職場における受動喫煙防止対策の現状別） （N=1,374）

図15 職場における受動喫煙防止対策として望むこと （N=1,374）
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（３）職場における受動喫煙防止対策として

望むこと（喫煙習慣の有無別）

　職場における受動喫煙防止対策として望

むものを、喫煙習慣の有無別でみると、「

敷地内は屋内も屋外も全面禁煙」を望む従

業員の割合は、「吸わない」従業員で最も

高く、6.3％となっている。

　「建物内全面禁煙（敷地内の屋外に喫煙

所を設置）」を望む従業員の割合は、「以

前吸っていたが、今は吸わない」従業員で

最も高く、42.2％となっている。

　「建物内空間分煙（建物内に喫煙場所を

設置して、非喫煙場所に煙が流れないよう ※敷地・建物の形態が「不明・無回答」（N=5）は、作図せず

にする）」を望む従業員の割合は、「吸う」従業員で最も高く、約６割（59.6％）にのぼる。

　「吸う」従業員だけでみても、「敷地内は屋内も屋外も全面禁煙」を望む従業員と「建物内全面禁煙

（敷地内の屋外に喫煙所を設置）」を望む従業員で３割を占め、「建物内は空間分煙（建物内に喫煙場

所を設置して、非喫煙場所に煙が流れないようにする）」の59.6％も含めると、全面禁煙又は空間分煙

の対策を望む従業員が約９割となっている。

（４）喫煙習慣の有無（性別）

　現在の喫煙習慣の有無については、「吸

わない」が45.7％で最も多く、続いて「吸

う」（35.2％）、「以前吸っていたが今は

吸わない」（18.6％）となっている。

　喫煙習慣の有無を、性別でみると、たば

こを「吸う」従業員の割合は、男性の従業

員で女性の従業員よりも高く、45.8％と４

割を超えている。 ※性別で「不明・無回答」（N=2）は、作図せず

　また、男性の従業員では、たばこを「吸

う」と「以前吸っていたが、今は吸わない」をあわせた、喫煙経験率も70.0％と女性よりも高くなって

いる。　一方、「吸わない」従業員の割合は、女性の従業員で74.3％と７割を超えている。

（５）職場で主に喫煙する場所

　職場で喫煙する喫煙者に職場で主に喫煙

する場所について聞いてみると、「事業所

内の定められた喫煙場所」が最も多く、６

割を超えている。続いて「事業所の敷地内

の屋外」（24.6％）、「自席」（6.9％）

となっている。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

吸う 以前吸っていたが、今は吸わない 吸わない 不明・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

敷地内は屋内も屋外も全面禁煙

建物内全面禁煙（敷地内の屋外に喫煙所を設置）

建物内空間分煙（建物内に喫煙場所を設置して、非喫煙場所に煙が流れないようにする）

対策は必要ない

その他

わからない

不明・無回答

図16 職場における受動喫煙防止対策
として望むこと（喫煙習慣の有無別） （N=1,374）
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図17 喫煙習慣の有無 （性別） （N=1,374）
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図18 職場で主に喫煙する場所 （ｎ=435）
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（６）禁煙意欲の有無

　喫煙者に禁煙したい意向の有無について

聞いてみると、「この１ヶ月以内に禁煙す

る予定」（14.9％）、「今後６ヶ月以内に

禁煙しようと考えているが、１ヶ月以内に

禁煙する予定はない」（17.2％）、「禁煙

したいが、今後６ヶ月以内に禁煙しようと

は考えていない」（29.8％）をあわせた、

禁煙意向のある人の割合は61.9％となり、

６割を超えている。

　一方で、「禁煙するつもりはない」喫煙

者も35.0％にのぼっている。

（７）節煙意欲の有無

　喫煙者にたばこの本数を減らす意向があ

るかどうかを聞いてみると、「減らしたい」

が67.1％を占め、「減らすつもりはない」

の29.8％を大きく上回っている。

（８）保険適用の禁煙治療の認知度

　保険適用の禁煙治療については、喫煙者

の半数が「知らなかった」と回答している。

知っていた

47.6%知らなかった

50.1%

不明・無回答

2.3%

図19 節煙意欲の有無 （ｎ=483）

図20 保険適用の禁煙治療の認知度 （ｎ=483）
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図18 禁煙意欲の有無 （ｎ=483）
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