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受動喫煙防止対策
について

滋賀労働局健康安全課
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受動喫煙防止対策の経緯

⚫ 平成 8年

⚫ 平成15年

⚫ 平成23年

⚫ 平成27年
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「職場における喫煙対策のための
ガイドライン」制定

ガイドライン見直し

受動喫煙防止対策助成金新設

労働安全衛生法第68条の2の新設
により受動喫煙対策の努力義務化

基安発第0515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」



受動喫煙防止対策の経緯

⚫ 平成30年 健康増進法改正

受動喫煙の健康影響、一定の喫煙ニーズが存
在する現状を踏まえ、「望まない受動喫煙」の
防止を基本とする法改正が行われたもの。

受動喫煙防止対策として、各施設、事業場に
求められる事項は、利用者に対する健康影響度
を踏まえたものとなっている。

なお、経営規模の小さい既存の飲食店につい
ては、経過措置が設けられている。

⚫ 令和元年 「職場における受動喫煙防止のた
めのガイドライン」
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改正健康増進法による禁煙措置

⚫ 学校、病院、福祉施設、行政機関、旅客自動
車内、航空機内

- 敷地内全面禁煙 -

⚫ 上記以外の多数が利用する施設（商業施設、
飲食店等）、鉄道内、船舶内

- 原則屋内禁煙 –

(喫煙専用室内での喫煙可能)

施行日はいずれも令和2年4月1日から
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経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店(※)について
は、喫煙可能な場所であることを掲示すること
により、店内で飲食を提供するとともに、喫煙
が可能となる。

ただし、労働者、客ともに、20歳未満の者の
喫煙可能区画への立入を禁止しなけらばならな
くなるもの。

※ 既存特定飲食提供施設

条件に該当するかどうかの具体的な判断につ
いては、保健所等に確認されたい。
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受動喫煙防止対策は安衛法上の努力義務

⚫ 労働安全衛生法第68条の2

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
を講ずるよう努めるものとする。

➢ 受動喫煙とは？

室内(準ずる環境を含む)において、他人の煙
草の煙を吸わされることをいう。
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職場における受動喫煙防止対策

平成30年7月の健康増進法の改正を受けて、労
働現場における受動喫煙防止対策を防止するた
め、従来の「職場における喫煙対策のためのガ
イドライン」が廃止され、新たに、「職場にお
ける受動喫煙防止のためのガイドライン」が制
定された。

このガイドラインでは、改正健康増進法で義
務付けられる事項が順次施行されることに伴い、
労働安全衛生法による努力義務により、事業者
が実施すべき事項を一体的に示すことを目的と
している。
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事業場が行うべき事項

⚫ 事業者の役割

事業者は、衛生委員会等を通じて、労働者の
受動喫煙防止対策についての意見、事業場の実
情を十分に把握し、適切な措置を決定すること。

受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会の調査
審議事項とし、衛生管理者、産業医の職場巡視
の際は、対策実施状況に留意すること。

⚫ 推進計画の策定

事業者は、事業場の実情に合わせて、受動喫
煙防止対策を推進するための計画（推進計画）
を策定し、その担当部署を決定すること。
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事業場が行うべき事項

⚫ 喫煙専用室等

工場、事務所等においては、原則、屋内禁煙
であるが、喫煙専用室等を設置した場合は、そ
の室内でのみ喫煙が可能となる。

⚫ 立入禁止

喫煙専用室等の喫煙可能場所には、20歳未満
の者を立ち入らせてはならない。（労働者、外
来者を問わず）

このため、20歳未満の労働者に喫煙専用室等
の清掃作業をさせることはできない。
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事業場が行うべき事項

⚫ 標識の設置、維持管理

事業場内に喫煙専用室等の喫煙可能場所を定
める場合は、喫煙専用室等の出入口等に標識を
掲示しなければならない。

⚫ 意識の高揚、情報提供等

事業者は、労働者に対して、受動喫煙による
健康影響、受動喫煙防止対策の内容等に関する
教育を行うことで、意識の高揚を図ること。

受動喫煙防止担当部署は、他事業場での対策
の事例、健康影響に関する知見等の情報収集に
努め、衛生委員会に提供すること。
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受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金は、平成23年に新設
された制度であり、中小企業事業主が、その事
業場の室内等の環境において、労働者の受動喫
煙を防止するために実施する喫煙室の設置等の
事業に対して助成を行うことによって、事業場
における受動喫煙防止対策を推進することを目
的としています。
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助成金交付実績
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平均交付額は
約１０2万円

（29年度以前は上限額が200万円、
それ以降は上限額が100万円）



助成対象となる事業主

助成対象となるには以下の全ての事項を満た
す事業主である必要があります。

① 労働者災害補償保険の適用事業主

② 下表のいずれかに該当する中小企業事業主

③ 措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
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業 種
常時雇用する

労働者数
資本金又は
出資金総額

小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5000万円以下

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

100人以下 5000万円以下

卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下

その他
の業種

農業、林業、漁業、建設業、製造業、
運輸業、金融業、保険業 など

300人以下 3億円以下

or



助成対象となる措置

助成対象となる受動喫煙防止措置は下表のい
ずれかであり、これらを新たに導入し、喫煙区
域と定めた場所以外を禁煙とする必要がありま
す。(宿泊業の場合、客室内に限り、例外的に喫
煙が認められます。)

既に導入、施工されている措置は助成対象に
なりません。
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種 類 必要な性能等

喫煙専用室
喫煙室の入口で喫煙室内に向かう風速が0.2[m/秒]以上
（加熱式たばこ専用喫煙室も同等の性能を要する）

屋外喫煙所 直近の建物の出入口等において粉じん濃度が増加しないこと

換気装置
（宿泊業、飲食店のみ）

喫煙区域の粉じん濃度が0.15[mg/㎥]以下 または
70.3×(席数)[㎥/時間]以上の換気量



喫煙区画

受動喫煙防止対策の例
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喫煙専用室

既設建屋内に喫煙
可能な部屋を設け、
その出入口での制
御風速0.2[m/s]を
満たす換気扇を設
置するもの

喫煙
専用室

0.2[m/s]

排気

屋外
喫煙所

0.2[m/s]
(目安)

排気

屋外喫煙所

粉
じ
ん
濃
度

が
増
加
し
な
い

屋外に出入口を持
つ、密閉系の喫煙
可能区画を設け、
直近の建屋出入口
での粉じん濃度が
増加しないもの

喫煙区画

換気装置等

喫煙区画内の粉じ
ん濃度が0.15[mg/
㎥]以下になる、も
しくは、客席当た
り70.3[㎥/時]以上
の排気量の換気装
置を設置するもの

排気



助成内容

前頁の受動喫煙防止措置の導入経費(工費等)
に対して、その1／2(飲食店の場合は2／3)に相
当する金額を助成金として支給します。

ただし、助成金額の上限は総額で100万円とし、
また、屋内、屋外喫煙室の場合は1㎡当たり60万
円、換気装置等の場合は1㎡当たり40万円を超え
る部分を経費として計上することは、合理的な
理由がある場合を除き、認められません。

また、助成金交付は事業場単位とし、1事業場
につき1回しか助成を受けることはできません。
同一事業場内で複数の措置を講じる場合は、1件
にまとめて申請することになります。
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申請手続の流れ
手引等の参考資料を確認し、助成金制度の把握
を行いましょう。不明な点等については、滋賀
労働局雇用環境均等室もしくは健康安全課まで
お問い合わせ下さい。
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申請内容の検討

交 付 申 請

交付決定通知書受領

工事の開始

工事費用の支払い

申請書類を正副２部作成し、滋賀労働局雇用環
境均等室に提出する。

審査期間は原則１か月程度です。

申請内容が適切と認められれば「受動喫煙防止
対策助成金交付決定通知書」を交付します。

交付決定通知書を受けた後、申請内容に沿って
工事を開始して下さい。内容変更を行いたい場
合は「交付決定内容変更承認申請書」を提出す
る必要があります。

工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細
書を受領して下さい。

事業実績報告

報告書類を正副２部作成し、滋賀労働局健康安
全課あて提出して下さい。交付決定通知書で報
告期限を指定しています。



申請手続の流れ

助成金の交付が適当であると認められた場合、
「受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書」
を交付します。
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交付額確定通知書受領

請求書の提出

助成金の受領

消費税仕入控除税額の
確定に伴う助成金の返還

実施状況報告

所定様式の請求書に、助成金振込先口座等を記
載し、滋賀労働局健康安全課に提出して下さい。

指定された口座に助成金が振り込まれます。

助成金に係る仕入控除税額が確定したら、遅く
とも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6
月30日までに、所定の様式を滋賀労働局健康安
全課に提出して下さい。

運用開始後

設置した設備の運用状況や帳簿、書類の保管状
況について、報告を求めることがあります。



交付申請に必要な書類

① 受動喫煙防止対策助成金交付申請書 ＊

② 受動喫煙防止対策についての事業計画 ＊

③ 交付要件、不交付要件の申立書 ＊

④ 工事前の写真(申請日から3か月以内)

⑤ 図面等の助成事業の詳細を確認できる資料

⑥ 講じる措置が要件を満たしていることが確認できる
資料

⑦ 措置区域以外を禁煙とする旨を説明する資料

⑧ 見積書（2業者以上から）

⑨ その他都道府県労働局長が必要と認める資料

＊印は所定様式があるもの
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事業実績報告に必要な書類

① 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書＊

② 事業結果概要報告書 ＊

③ 受動喫煙防止対策助成金交付決定書の写し

④ 受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知
書の写し（交付決定内容の変更を行った場合）

⑤ 工事に関する領収書、経費内訳の写し

⑥ 工事終了後の措置を講じた場所等の写真

⑦ 交付決定を受けた内容と実際に実施した内容が相違
ないことを説明する資料

⑧ 措置が要件を満たしていることが確認できる資料

⑨ その他都道府県労働局長が必要と認める資料

＊印は所定様式があるもの 21



申請に当たっての注意事項

この助成金は「補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律」の対象のため、厳格な運
用が求められる制度となっていますので、制度
の内容を理解した上で申請を行って下さい。

また、不正行為により助成金を受けた場合や、
交付決定の内容や付された条件に違反した場合、
助成金の返還を求めることがあります。さらに、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せ
られることがあります。
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参考資料

⚫ 職場における受動喫煙防止対策関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

⚫ 受動喫煙防止対策助成金関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
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～問合せ先～
滋賀労働局健康安全課
TEL:077-522-6650


