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　厚生労働省による「国民健康・栄養調査（平成28

年）」では、国民の喫煙率は18.3%であり、その内訳は、

男性30.2%、女性8.2%です。受動喫煙については、図

１にあるように、家庭では10%を切っていますが、職

場では30%以上、飲食店では40%以上が受動喫煙を

受けている現状があります。厚生労働省が進める「健

康日本21」で、2020年に職場では受動喫煙のない職

場の実現、2022年に受動喫煙を受ける割合を家庭で

は3％、飲食店では15％にすることが目標となってい

ます。これらのことから、健康増進法の改正案では、

①「望まない受動喫煙」をなくす、②受動喫煙による健

康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮、③施設

の類型・場所ごとに対策を実施、の３つの基本的考

え方が盛り込まれ閣議決定されました。また、労働安

全衛生法第68条の２において「事業者は、労働者の

受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の

実情に応じ適切な措置を講ずるよう務めるものとす

る。」として事業者の努力義務が明記されていることに

特に注意が必要です。

　2016年に公表された厚生労働省の喫煙の健康影響

に関する研究班報告では、わが国において年間約

１万５千人が受動喫煙により死亡しているという推計

を報告しました。また、図２にあるように、肺がん、

虚血性心疾患（狭心症や心筋梗塞など）、脳卒中（脳出

血、脳梗塞など）、鼻への刺激・不快感、小児喘息、

乳幼児突然死症候群のリスクが上がることが確実であ

り、乳幼児突然死症候群では、妊娠中の受動喫煙に

よりリスクが上がることが確実です。これらは、喫煙

者本人ではなく、喫煙者の煙の影響を受ける受動喫

煙による健康リスクのことであり、喫煙者本人の健康
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1. 受動喫煙をめぐる状況

　2014年の労働安全衛生法の改正により、事業者に職場での受動喫煙防止対策が努力義務として
課せられました。また、2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることを
踏まえ、健康増進法の改正案が閣議決定され、望まない受動喫煙をなくすこと、受動喫煙の影響が
大きい子どもや患者などに特に配慮すること、施設・場所ごとに対策を実施することが盛り込まれ、
議論されています。今回は職場における受動喫煙とその対策について振り返ります。

2. 受動喫煙と健康影響

図１.受動喫煙の現状

出典：厚生労働省 「平成28年国民健康･栄養調査」をもとに作成出典：厚生労働省 「平成28年国民健康･栄養調査」をもとに作成
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リスクはさらに幅広く、リスクも高いことは忘れてはな

らないといえます。

　事業場における受動喫煙対策の推進には、経営幹

部、管理職、労働者が受動喫煙対策の必要性と意

義を理解し、それぞれの役割を認識し、協力して推

進することが必要です。経営幹部は特に喫煙率が高

い年齢層であることが多く、経営幹部の無理解や認

識不足がある場合、事業場の受動喫煙対策の推進に

多大な悪影響を及ぼすことがあります。

　わが国において労働者の人材不足が顕在化してきて

おり、近年「健康経営」が重要なキーワードとなってきて

いることもあり、経営幹部はむしろ率先して働きやす

い職場づくりも含め、事業場の実情に合わせて適切な

受動喫煙対策を推進していく立場にあるといえるで

しょう。特に、妊娠している労働者（妊娠可能性のある

労働者）、呼吸器や循環器等に疾患を持つ労働者、

及び未成年である労働者については、健康への影響を

より受けやすいことから、格別の配慮が必要です。

　組織的に進めるためには、①事業場の受動喫煙対

策推進計画を策定すること、②受動喫煙防止対策の

担当部署や担当者等を指定すること、が最初のステッ

プとなります。①については、事業場で策定する年間

の労働衛生計画に盛り込むことが有効であり、事業

場の実情を考慮して、

衛生委員会等の場で

労使双方の意見を聴取

しつつ事業者として進

めることが望ましいで

しょう。②については、

担当部署や担当者を

明確にして周知するこ

とで、受動喫煙防止に

関する相談への対応や

実情把握のための環

境評価・測定などを定

期的計画的に推進する

ことができるでしょう。

　具体的な受動喫煙防止のための措置としては、①

屋外喫煙所の設置（屋内全面禁煙）、②喫煙室の設置

（空間分煙）、③喫煙可能区域を設定した上で当該区

域における適切な換気の実施、などがあります。なお、

先行する事業者において、すでに事業場内全面禁煙

や就業時間内全面禁煙を実現し、受動喫煙防止対策

も同時に完了している事業者もあります。

　屋外喫煙所の設置（屋内全面禁煙）については、図

３にあるように、一部の囲いのみの開放系と屋外排

気装置を備えた閉鎖系があります。開放系は、たば

こ煙が速やかに退出する反面、設置場所や気流によ

り周囲への影響が大きい場合もあり、注意を要します。

設置場所と建物の出入り口や人の往来区域からの距

離を可能な限りとることが大切です。閉鎖系は、気流

の影響は受けにくい反面、設置費用、屋外喫煙所内

のたばこ煙濃度が上昇しやすいこと、建築基準法な

どの各種法令との関係などが注意点です。

　喫煙室の設置（空間分煙）については、出入り口と

給気口以外に非喫煙区域との接点が極力少ない構造・

場所とする必要があるでしょう。また、たばこ煙を屋

外に排出ができる屋外排気装置の設置や出入り口か

ら喫煙室内に向けての気流を確保し、たばこ煙を非

喫煙区域に拡散させないようにすることが大切です。

3. 受動喫煙対策の組織的進め方
4. 受動喫煙防止のための措置

図２.受動喫煙と健康影響で関連が確実なもの

出典：「禁煙と健康　厚生労働省禁煙の健康影響に関する検討会報告書（平成28年8月）の概要を知りたい人のために」
（国立がん研究センター）
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特に、出入り口の構造は重要であり、扉を開放した際

の開口面において、喫煙室内に向かう気流が0.2m/s

以上確保されていることが求められます。このために

は、屋外排気装置の性能確保とともに、給気口の大

きさ、位置を適正に確保することでスムースな気流を

確保できます。

　また、出入り口にのれん等の設置やエアカーテンの

活用も考えられます。空気清浄機は、たばこ煙のうち

粒子成分はよく除去しますが、ガス状成分への有効

性は乏しい面があるので注意を要します。

　喫煙室の運用では、可能な限り屋外排気装置の近

くで喫煙すること、同時に喫煙可能な人数の目安を

掲示して遵守すること、出入りにおいてはできる限り

ゆっくり入退出すること、気流の乱れが生じるため窓

を開放しないこと、喫煙後は速やかにたばこの火を消

すこと、メンテナンス中は喫煙しないこと、などが大

切です。

　顧客が喫煙できることをサービスに含めている宿泊

業や飲食店等でこれらの対策が難しく喫煙可能地域

を設定する場合には、十分な換気を実施するとともに、

労働者は少なからず受動喫煙の害にさらされるため、

ローテーション制の導入等、受動喫煙の低減策を組み

合わせること等が望ましいといえるでしょう。これらの

事業場では、労働安全衛生法の適用対象となるとと

もに、多数の者が利用する空間を兼ねている場合は、

施設管理者が施設を利用する者の受動喫煙防止対策

に努めねばならないことを規定する健康増進法の適

用を受けることにも留意を要します。

図３. 閉鎖系と開放系の屋外喫煙所の留意点

（厚生労働省　平成27年５月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」をもとに作成）

参考
平成27年５月15日付け基安発0515第1号：労働安全衛生法の一部を改
正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

天井部分の傾斜について（閉鎖系）

壁の上部と下部に開口面を作った事例（開放系）
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　受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が喫

煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置する

などの取組を助成するものです。

　まず、対象事業主については、表１の全てに該当する

必要があります。

　また、助成対象については、表２のとおり、受動喫煙

防止対策として実施する措置により違いがありますので

注意が必要です。助成率と助成額は、喫煙室の設置な

どに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装

置費などの ２分の１（飲食店は３分の２）かつ上限100万

円となります（平成30年度）。

　さらに、助成金申請における注意事項として、喫煙室

の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点

から妥当であることが必要です。必要以上の性能を有す

る機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の

対象となります。他の注意点として、工事の実施前の申

請が必要であること（事後申請は認められないこと）、交

付決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする

場合や、助成を受けて取得した機械設備や不動産につ

いて、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、

速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局に相談

が必要なこと（減額や返還の対象となりうること）などが

あります。申請する中小企業事業主は、助成金の交付

要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容

を理解してから申請すること、申請する事業の内容を十

分に把握して申請することが大切です。

　受動喫煙防止対策の技術的支援として、受動喫煙防

止対策に係る相談支援があり、職場で受動喫煙防止対

策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相

談に応じてくれます（希望によって、事業場を訪問して助言

してくれます）。また、受動喫煙防止対策に関する職場内

環境測定支援（たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸

与）があり、職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉

じん計と風速計の無料貸し出しがあります（希望に応じて、

事業場訪問の上、機器の使用方法の説明を行います）。

　いずれも詳細は、厚生労働省ウェブサイト及び都道府

県労働局に相談してください。

受動喫煙防止対策助成金について (厚生労働省)コラム 

参考
厚生労働省：受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
http://www.mhlw.go.jp/st f/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

○労働者災害補償保険の適用事業主であること。
○中小企業事業主であること（下表参照）。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業主と
　なります。

表１. 対象事業主

業  種 常時雇用する
労働者数※

小売業、飲食店、
配達飲食サービス業

        卸売業

物品賃貸業、宿泊業、
娯楽業、医療・福祉、
複合サービス
（例：協同組合）など

農業、林業、漁業、
建設業、製造業、運
輸業、金融業、保険
業など

小売業

卸売業

サービス業

その他の
業種

資本金※

5,000万円以下

１億円以下

３億円以下

5,000万円以下

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置・改修に必要な経費
○ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修に必要な経費
○ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費 

表２. 助成対象について

各措置 事業場の
業種

措置を講じた区域で喫煙
以外（飲食など）が可能か

出入り口が
面している場所

入り口における風速が 0.2m/s 以上
（かつ非喫煙区域と隔離された室）

屋外喫煙所における喫煙により、当
該喫煙所の直近の建物の出入り口等
における浮遊粉じん濃度が増加しない

措置を講じた区域において、①必要
換気量70.3×（席数）㎥/h以上、また
は②粉じん濃度が申請前0.15mg/
㎥以上の時、措置を講じて0.15mg/
㎥以下とする

すべて

すべて

宿泊業
飲食業のみ

喫煙室 

屋外喫煙所

喫煙室・屋外喫煙所以外の
措置（換気措置など）

要  件

不可

不可

可能

屋内

屋外

ー


