
資料１ 

福島市公共施設における受動喫煙防止対策方針（原案） 

１．目  的 

 改正健康増進法が令和２年４月から全面施行されることを受け、誰もが快適に過ごせる施設環境

整備を促進するとともに、市民等の健康保持増進及び健康寿命の延伸を目指すため、福島市の公

共施設における受動喫煙防止対策方針を定めることを目的とする。 
 

２．方針策定の考え方 

 （１）健康増進法の規定により区分される施設の類型・場所ごとに対策を講じる。 

 （２）市のこれまでの取り組みを踏まえるとともに、子どもなど、２０歳未満の者が主として利用する 

   ことを目的としている施設について対策を強化する。 
 

３．対象となる施設 

  多数の者が利用する施設（※）で、市が所有または管理する公共施設及び公用車 

  ※２人以上の者が利用する施設 
 

４．対象となる公共施設と受動喫煙防止対策 

 

第１種施設 ○敷地内禁煙 ○敷地内禁煙

第２種施設 ○原則屋内禁煙
（建物部分）
喫煙専用室は設置しない

○原則敷地内禁煙
（建物敷地内の屋外部分）

【除外施設】

○規制対象外 ○規制対象外

公用車内は、移動中も含め、全て禁煙とする

●対象外施設
市営住宅

住居や入居施設の個室
など、人が居住する場
所、ホテルや旅館の客
室

①屋根がある

○喫煙を行う場合は周囲の状
況に配慮

市役所本庁舎、支所、男女共同
参画センター、保健福祉セン
ター、消防本部、消防署、小学
校、中学校、幼稚園、
保育所、認定こども園　等

特定屋外喫煙場所は設置しない

福島市公設地方卸売市場、
吾妻多目的休憩施設、四季
の里の農村レストランの区
域、斎場、つちゆロード
パーク

○敷地内禁煙

地区農村広場、荒川運動公
園　等

②側壁が概ね半分以上
覆われている

方針（案）

子どもや患者に特に配
慮が必要な施設等

法律上の規制内容

※できるだけ周囲に人がいな
い場所で喫煙するよう配慮

　・遊具のある施設

上記施設の駐車場、福島ス
カイパーク、下水道管理セ
ンター敷地　等

※屋外で受動喫煙を防止する
ために必要な措置がとられた
場所に、喫煙場所を設置する
ことができる（特定屋外喫煙
場所）

福島市

主な対象施設
健康増進法上の
施設等の類型

○喫煙を行う場合は周囲の状
況に配慮

※子どもや患者等、特に配慮
が必要な人が集まる場所や近
くにいる場所等では喫煙をし
ないよう配慮

　・周囲に子どもがいる場合以下２つの条件に該当
しない場所

○屋内禁煙

新浜公園、荒川さくらづつ
み河川公園　等

※喫煙を認める場合は喫煙専
用室（室外への煙の流出防止
措置がとられているもの）の
設置が必要

学習センター、図書館、
クリーンセンター、
こむこむ、福島テルサ、
体育館等

【除外施設】
施設の性質、設置目的及び立
地環境から敷地内に「喫煙場
所」を設置することが必要な
施設については、十分な受動
喫煙防止対策を講じた上で例
外的に喫煙可とする

その他の施設
　　　　（屋外施設）

第１種およ
び喫煙目的
施設以外の
多数の者が
利用する施
設

【屋内】

【敷地内の
屋外】

 
 
 
 
５．実施時期 

令和２年４月１日から実施する。  
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内　容

受動喫煙は、がんや虚血性心疾患、脳卒中等の発症など、健康に悪影響を与え
ることが科学的に明らかとなっており、「望まない受動喫煙」を防止するため
に、健康増進法が平成30年7月に改正され、施設等の類型・場所ごとに講ずべき
対策などが定められた。
また、ＩＯＣとＷＨＯは、たばこのないオリンピックを目指していることか
ら、本市は東京2020オリンピック競技の開催都市として、大会の開催を契機
に、受動喫煙防止対策を強化するとともに、その取組みをレガシーとして継続
していく必要がある。
このような認識の下に、望まない受動喫煙の防止のための取組みを総合的かつ
効果的に推進することで、市民一人ひとりが他人の健康にも配慮し、望まない
受動喫煙を生じさせることのない地域社会の実現を目指してこの条例を制定す
る。

この条例は、健康推進法に定めるほか、受動喫煙の防止に関し必要な事項を定
めることにより、受動喫煙による市民等の健康への影響を未然に防止し、もっ
て市民等の健康増進を図ることを目的とする。

たばこ たばこ事業法に定める製造たばこ又は製造たばこ代用品

喫煙
人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含
む。以下同じ。）を発生させることをいう。

受動喫煙 人が他人の喫煙により発生した煙又は蒸気にさらされることをいう。

市民等
市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をい
う。

保護者
親権を行う者、未成年後見人その他の者で、20歳未満の者を現に監護する者を
いう。

事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

（１）
市は、この条例の目的を達成するため、受動喫煙の防止に必要な施策を推進す
るものとするしなければならない。

（２）
市は、市民等及び事業者の受動喫煙の防止に関する取組を促進するため、情報
の提供、普及啓発その他の必要な支援を行うものとするわなければならない。

（３）
市は、市民等、保護者、事業者、施設等管理者と連携し、及び協力して受動喫
煙の防止に関する施策を推進するものとするしなければならない。

（４）
市は、自ら設置し、又は管理する施設について、受動喫煙が生じないよう適切
な措置を講じなければならない。

４　市の責務

（仮称）福島市受動喫煙防止条例骨子（案）

項　目

１　前文

２　目的

３　定義

※網掛け部分は、市独自性の高い項目
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内　容

（仮称）福島市受動喫煙防止条例骨子（案）

項　目

※網掛け部分は、市独自性の高い項目

（１）
市民等は、受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、他
人に受動喫煙を生じさせないよう努めるものとするめなければならない。

（２）
市民等は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めるも
のとするめなければならない。

保護者は、その監護する20歳未満の者に対し、受動喫煙による健康への悪影響
を未然に防止するよう努めるものとするめなければならない。

（１）
事業者は、受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、事
業活動を行うに当たっては、受動喫煙を生じさせることのない環境の整備に取
り組むよう努めるものとするめなければならない。

（２）
事業者は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めるも
のとするめなければならない。

市は、学校教育その他の場において、喫煙及び受動喫煙の有害性並びに受動喫
煙の防止に関する情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行わなければな
らない。

【福島市公共施設における受動喫煙防止対策方針の規定に基づく】

前条で規定する市立施設を除く幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等
の管理権原者は、当該施設の敷地内において受動喫煙を生じさせることのない
環境を整備するため、敷地内に特定屋外喫煙場所を設置しないように努めるめ
なければならない。

（１）

市長は、多数の者が往来し、特に受動喫煙の防止を図る必要があると認める福
島駅東口駅前広場及びその周辺並びに福島駅西口駅前広場を重点的に受動喫煙
を防止する区域（以下「受動喫煙防止重点区域」という。）として指定するこ
とができる。

（２）
市長は、前項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示しなければな
らない。

８　教育の重要性

９ 市公共施設に
おける受動喫煙の
防止

10 学校、児童福
祉施設等における
受動喫煙の防止

11 受動喫煙防止
重点区域の指定

５　市民等の責務

６　保護者の責務

７　事業者の責務
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内　容

（仮称）福島市受動喫煙防止条例骨子（案）

項　目

※網掛け部分は、市独自性の高い項目

（１）
市長は、必要があると認めたときは、受動喫煙防止重点区域の指定を変更し、
又は解除することができる。

（２）
市長は、前項の規定により受動喫煙防止重点区域の指定を変更し、又は解除を
したときは、その旨を告示しなければならない。

（１）
市長は、受動喫煙防止重点区域内又はその周辺において、受動喫煙を防止する
ために必要な措置が講じられた喫煙することができる場所（以下「指定喫煙
所」という。）を設置することができる。

（２）
何人も、受動喫煙防止重点区域内において喫煙してはならない。ただし、指定
喫煙所で喫煙する場合はこの限りではない。

（３） 加熱式たばこも喫煙の制限の対象とする。

（１）
市長は、前条第２項の規定に違反した者に対し、喫煙の中止を指導することが
できる。

（２）
市長は、前項の規定による指導に従わなかった者に対し、喫煙の中止を命令す
ることができる。

（１）
市長は、前条の規定による指導及び命令を行うために必要があると認めたとき
は、わせるために、受動喫煙防止指導員（以下「指導員」という。）を置くこ
とができる。

（２） 前項に規定するもののほか、指導員について必要な事項は、規則で定める。

受動喫煙防止重点区域内で喫煙し、指導員の命令に従わなかった者に対して
は、2,000円の過料を科す。

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が
規則で定める。

令和２年１０７月１日　（又は９月議会最終日）

令和３２年１７月１日から施行する。
ただし、第14条第２項及び第16条の規定は、規則で定める日から施行する。

16　罰則

17　委任

公布日（予定）

附則
施行日（予定）

12 受動喫煙防
止重点区域の変
更等

13 受動喫煙防
止重点区域にお
ける喫煙の制限
等

14 指導及び命
令

15 受動喫煙防
止指導員
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（仮称）受動喫煙防止重点区域（案）及び
（仮称）指定喫煙所（案）について

【凡 例】
・（仮称）受動喫煙防止重点区域

駅前広場、歩道及び車道
地下歩道

・（仮称）指定喫煙所
設置場所

福島駅前北
地下歩道

福島駅前
地下歩道

福島駅東西
連絡自由通路－
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