
事業者の皆様へ

受動喫煙とは

受動喫煙防止のロゴマーク

なくそう！

望まない受動喫煙

新しい喫煙ルールが始まる。

2020年3月末までに、受動喫煙対策の措置をしなければいけません。

　2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律（改正法）」が成立したことを機に、豊橋市でも

2019年3月に「豊橋市受動喫煙防止条例（条例）」が制定され、各施設や場所ごとに新しい喫煙ルー

ルができました。喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要となり、違反者には罰則が科せられることも

あります。施設の類型・場所に応じて、段階的に施行し、2020年4月1日から全面施行となります。

　自分の意思とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされること

をいいます。

　たばこの煙は、喫煙者が直接吸い込む煙「主流煙」と、火のつい

たたばこの先から立ち上がる煙「副流煙」、喫煙者が吐く煙「呼出

煙」があります。

　特に副流煙には喫煙者が吸う主流煙よりも多くの有害物質が

含まれており、たばこを吸わない人に深刻な健康影響をもたらし

ます。

2020年に向けて、原則屋内禁煙となります。

喫煙には、喫煙室の整備が必要です。

施行時期

義務違反者への対応

支援事業（厚生労働省など）

受動喫煙による健康影響

【大　人】 脳卒中、臭気・鼻への刺激感、
　　　　 肺がん、虚血性心疾患 等

【子ども】 喘息の発症・重症化
　　　　 中耳疾患、虫歯 等

　　　　 乳幼児突然死症候群（SIDS）
　　　　 低出生体重・胎児発育遅延 等

　　　 （平成28年国立がん研究センター発表）

10000

屋内喫煙が認めら

れる施設での喫煙

には、喫煙室の設置

が必要です。

施設に喫煙室があ

る場合、標識の掲示

が義務付けられます。

従業員に対する受

動喫煙対策を行う

ことが必要です。

義務違反時には、

指導・命令・罰則

等が適用されること

があります。

2018年

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料 （※2）

喫煙禁止場所における喫煙禁止 ○ （30万円以下）

○ （50万円以下）

○ （50万円以下）

○ （50万円以下）

○ （50万円以下）

○ （50万円以下）

○ （30万円以下）

○ （20万円以下）

○ （20万円以下）

－

－

－

○ （命令に限る）

－

○○

○

○

○

○

○

－

○

○

○

○

△ （※1）

○

○

－

－

－

－

－

－

○ （公表まで）

全ての者

施設等の管理権原者

紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止

喫煙器具・設備等の撤去等 *

喫煙室の基準適合

施設要件の適合（喫煙目的施設に限る）

施設標識の掲示

施設標識の除去

書類の保存（喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る）

立入検査への対応 *

20歳未満の者の喫煙室への立入禁止 *

広告・宣伝（喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る） *

飲食店等の「禁煙」標識の掲示【条例】

法律公布

条例公布

改正法

条　例

2019年 2020年

7月25日 1月24日

3月27日 4月1日

4月1日

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）

　（公布後6ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校、病院、児童福祉施設等、行政機関）

　（公布後1年6ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校、病院、児童福祉施設等、市の庁舎）

一部施行①（市の責務等）

全面施行（上記以外の施設等）

全面施行（上記以外の施設等）

7月1日

7月1日

9月（ラグビー W杯）

9月（ラグビー W杯）

4月1日

4月1日

7月（東京オリパラ）

7月（東京オリパラ）

（所有者等の、施設等の設

備の改修等を適法に行う

ことができる権原を有す

る者のこと）

 ＊を付した項目は、管理

権原者に加え、施設の管

理者（管理権原者とは別

に、事実上現場の管理を

行なっている者のこと）に

も義務が発生する。

（※1）法律上指導・助言について明記していないが、喫煙を発見した場合、命令をする前に違反者に対して、指導により対応していく。

その上で、繰り返し指導してもなお喫煙を続ける等の改善が見られない場合に、命令をする。

（※2）「過料」とは、秩序罰としての「過料」であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものである。

また、「過料」の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定される。

①　【財政支援】 屋外喫煙所や喫煙室などの設置にかかる費用の助成（受動喫煙防止対策助成金）

②　【相談支援】 受動喫煙防止対策の技術的な相談の受付（電話相談・実地指導）

周知啓発のための説明会の開催、企業・団体の会合への講師派遣

③　【機器貸与】 空気環境の測定機器の貸出し

④　【税制措置】 特別償却または税額控除制度 ④については

こちらから➡➡➡

①～③については

こちらから➡➡➡

市のホームページはこちらから

豊橋市　受動喫煙防止対策

20歳未満の方は、

従業員も喫煙エリ

アに立ち入らせるこ

とはできません。

【問合先】

豊橋市保健所　健康政策課

電話　0532-39-9116

妊　婦
出　産【　　　】



条例の主な内容条例のポイント

受動喫煙対策について

「喫煙禁止」施設

類　　型 対　　策

敷地内は禁煙です

「原則敷地内禁煙」施設 屋外のみ指定された場所を喫煙場所とすることが可能です

「原則屋内禁煙」施設 喫煙専用室などの設置も可能です

「喫煙目的」施設

喫煙をサービスの目的とする施設

＜具体的な施設例＞

①バー、スナック 等

②店内で喫煙可能なたばこ販売店

①と②は、設備や飲食等の提供方法により区分

されます。詳細はHPでご確認ください。

喫煙が可能です

「喫煙選択可能」施設
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより
店内で喫煙可能です〈経過措置〉

【加熱式たばこ専用喫煙室】

豊橋市では、加熱式たばこ専用

の喫煙室内でも、飲食等はしな

いように努めてください。【条例】

【喫煙可能室の設置】

①保健所へ届出が必要です。

②要件に該当していることを証

明する書類の保管が必要で

す。

【喫煙目的室の設置】

①要件に該当していることを証明

する書類の保管

②「たばこ小売販売許可」（対面販

売をしている）等の要件があります。

【喫煙専用室等の設置】

2020年3月末までに、国で定め

る技術的基準を満たした部屋

にしないといけません。

【特定屋外喫煙場所の設置】

喫煙以外で「通常立ち入ること

がない場所」に設置しなければ

なりません。

【喫煙場所の設置不可】

豊橋市では屋外に喫煙場所を

設置しないように努めてください。

【条例】

屋外に喫煙場所を設置する際の配慮義務（「原則敷地内禁煙」施設以外の場所）

【具体例】 ●喫煙場所を設ける場合は、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない。
●喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について、当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙
　が生じない場所とする。

※塾、スクールバスは2020年4月1日施行。

敷地内

敷地内

施行時期

2020年
4月1日

　
7月1日

2019年※

子どもや患者、妊婦等が主に利用する施設

＜具体的な施設例＞

学校、病院・診療所、薬局、児童福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、

市役所本庁舎、上下水道局庁舎、保健所

市の施設

塾※、スクールバス※ 等

喫煙禁止施設、原則敷地内禁煙施設、

喫煙目的施設以外のすべての施設

＜具体的な施設例＞

新規飲食店（2020年4月1日時点）、

既存の大規模飲食店、事務所、工場、

物販店、金融機関、パチンコ店、

ゲームセンター、カラオケ店、スーパー、

コンビニエンスストア、スポーツクラブ、

障害者施設、老人福祉施設、

宿泊施設の共有部分、豊橋競輪場 等

＜具体的な施設例＞

国、県の庁舎 等

豊橋市総合老人ホームつつじ荘

既存の経営規模の小さな飲食店

以下の３点を満たしていること

● 2020年4月1日までに営業

● 客席面積100㎡以下

● 資本金5,000万円以下  等

建物

建物

建物

建物

屋内の「一部」に喫煙可能室設置

屋内の「全部」が喫煙可能

屋内の「全部」または「一部」に
喫煙目的室設置

加熱式たばこ専用の喫煙室設置

喫煙専用室設置

屋内禁煙

建物

豊橋競輪場
豊橋市総合老人ホームつつじ荘を除く

飲食等不可

飲食等可

建物
飲食等不可

（　　　　　　　　　　　　　　）

建物
飲食等可

建物
飲食等可

経営判断等により選択

◆ 施設の類型・場所ごとに対策を実施します。どの類型にあてはまるか確認しましょう。

① 学校、病院、児童福祉施設等を「喫煙禁止」施設とします。

学校・病院

児童福祉施設

★「喫煙禁止」施設

　 屋内は禁煙

　 敷地内も禁煙

★  屋外に喫煙場所を設置し

　  ないよう努めること。

　  【条例】

既存の経営規模の

小さな飲食店

「喫煙選択可能」施設

　 屋内に喫煙可能室を

　 設置可能

＜喫煙可能室＞

　  喫煙が可能

　  飲食等の提供可能

　  屋内の全部、または一部に

　  設置可能

喫煙をサービスの

目的とする施設

「喫煙目的」施設

　 屋内に喫煙目的室を

　 設置可能

＜喫煙目的室＞

　  喫煙が可能

　  飲食等の提供可能

　  屋内の全部、または一部に

　  設置可能

左記以外の

すべての施設

「原則屋内禁煙」施設

　 屋内に喫煙専用室を

　 設置可能

＜喫煙専用室＞

　  喫煙が可能

　  飲食等の提供不可【条例】

　  屋内の一部に設置可能

2019年7月1日～ 2020年4月1日～

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　出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井

　　まで仕切られており、たばこの煙が流出しないこと。

③　たばこの煙が屋外に排気されていること。

喫煙専用室の技術的基準（喫煙可能室、喫煙目的室も同様）

既存の建築物等における経過措置

【問合先】　一般社団法人日本労働安全衛生

コンサルタント会

電話　050-3537-0777

詳しくはこちらから（厚生労働省HP）

喫煙専用室から屋内禁煙

エリアへの煙の流出防止

が必要です。

【喫煙専用室のイメージ】

禁煙エリア

流出防止
専用室

出入口

屋外排気

2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、下記の要件を満た

す機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースの設置でも可能とする。

【たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置】

ア. 総揮発性有機化合物の除去率が95％以上であること。

イ. 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉

　 じんの量が0.015mg/㎥以下であること。

市の庁舎・施設（豊橋競輪場、豊橋市総合老人ホームつつじ荘を除く）及び、受動喫煙により健康影響を受けやすい20歳

未満の者等が主に利用する施設等を「敷地内禁煙（屋外に喫煙場所を設けないよう努める）」としました。

② 喫煙できない飲食店は「禁煙」の標識の掲示が義務付けられます。

屋内禁煙とした飲食店の管理権原者は、出入口の見やすい箇所に、屋内が「禁煙」であるとわかる標識の掲示をしなけれ

ばなりません。

③ 加熱式たばこは紙巻きたばこと同等の規制とし、喫煙専用室では飲食等はできません。

加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様に、加熱式たばこ専用の喫煙室であっても、飲食等はしないように努めてください。


