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（目的） 

第１条 この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らかであることに鑑み、県民、

保護者、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、禁煙環境の整備及び県民が自らの意思

で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、並びに未成年者を受動喫煙による健康

への悪影響から保護するための措置を講ずることにより、受動喫煙による県民の健康への悪影

響を未然に防止することを目的とする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（以下「本条例」という。）の

目的を明らかにすることにより、本条例の性格及び規定し得る範囲を定め、次条以下の規定の解

釈について、基本的な指針を与えるものである。 

なお、本条例の立法事実（本条例を制定する際の基礎を形成し、その合理性を支える社会的・

経済的事実）は次のとおりである。 

① 健康増進法（平成14年８月２日法律第103号）の立法以降においても、受動喫煙の健康影響に

関する科学的知見の集積が図られたことによって、受動喫煙による健康への悪影響（以下「受

動喫煙の健康リスク」という。）が、より明確に認識されるようになったため、これを未然に

防止することが急務となっていること。 

② 受動喫煙の健康リスクに対する社会的な理解が進み、これまで、喫煙に対して寛容であった

社会認識が、受動喫煙にさらされることを容認しない方向にシフトしていること。 

③ 健康増進法制定当初、第25条の「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用す

る者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」

という努力義務の規定は、実効のある規制内容となっておらず、現に、神奈川県において、受

動喫煙を避けることができる環境は整備されていないこと。また、受動喫煙防止対策を強化す

る方向での新たな立法措置がなされ、又は健康増進法が改正される見込みがなかったこと。 

（※ 平成30年７月25日法律第78号により一部改正がなされ、令和２年４月１日から多数の者が

利用する施設における受動喫煙防止対策が強化されたが、本条例がなお法を上回る規制を一部

有していることから、本条例には引き続き存在意義がある。） 

 

【解説】 

１ 受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らか 

「受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らか」とは、平成15年５月１日の健康増進法施

行後に発表された①国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）のモノグラフ第83巻「たばこ煙と不随意喫

煙」（平成16年）、②カルフォルニア州環境保護局（庁）報告「有害環境汚染物質としての環

境中たばこ煙の証明」（平成17年）及び③アメリカ公衆衛生長官（総監）報告「たばこ煙の不

随意曝露の健康影響」（平成18年）により明らかとなった疫学的研究の成果をいうものであり、

具体的には、次の受動喫煙による慢性影響をいうものである。 

・ 大人への影響：虚血性心疾患、肺がん、乳がん、呼吸器疾患等 

・ 子どもへの影響：呼吸器疾患、気管支喘息、肺の発達不全等 

・ 乳幼児への影響：乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）等 

 

２ 県民、保護者、事業者及び県の責務を明らかにする 

本条例は、３で述べるとおり、受動喫煙を防止するための環境を整備することを目的とする

ものであり、受動喫煙を避けて健康増進（積極的に健康状態を改善することにより、健康に生

活することができる期間（健康寿命）を延伸させるとともに、生活の質の向上を図ること）を

図ることができるか否かは、一義的には県民自身の意思や行動にかかっているものである。 

このため、県民の責務規定を最初に置き（第３条）、次に、受動喫煙の健康リスクが高い未
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成年者を保護することの重要性に鑑み、保護者の責務規定を置き（第４条）、事業者及び県の

責務については、県民・保護者が、それぞれの責務を果たすための環境を整備することである

から、これらの責務規定は、県民・保護者の責務規定より後置（第５条及び第６条）すること

としたものである。 

なお、健康増進法も、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備を図るため

の法律であるが、国民の責務規定（第２条）が、国及び地方公共団体の責務規定（第３条）よ

り前に置かれているところである。 

 

３ 禁煙環境の整備及び県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し 

本条例の直接の目的は、受動喫煙を避けることができる環境の整備と、４で述べる未成年者

を受動喫煙から保護することの２つであるが、ここにいう受動喫煙とは、非喫煙者の意に反す

る受動喫煙（不随意喫煙）であり、喫煙者の受動喫煙や、たばこの煙にさらされることを合意

した非喫煙者の受動喫煙（以下これらの受動喫煙のすべてを含む受動喫煙を「二次喫煙

（second-hand smoke）」という。）ではない。 

したがって、ここにいう環境の整備とは、すべての環境中からたばこの煙を取り除くことで

はなく（二次喫煙による健康リスクをすべて排除しようとすれば、生活が営まれている環境か

ら、すべてのたばこの煙を取り除かなければならないので、全面禁煙という選択しか残らない

ことになる。）、受動喫煙を避けたいと思っている県民が、たばこの煙のない環境を選択でき

るようにするため、禁煙又は健康増進法に定める要件を満たした喫煙室設置の措置を推進し、

喫煙禁止区域の拡大を図ることである。 

このため、受動喫煙を避けるか否かについては、結局のところ、本人の意思に委ねられるこ

ととなるので、例えば、指定たばこ専用喫煙室や喫煙可能室が設置されているレストランにお

いて、喫煙区域で飲食することを選択した非喫煙者についてまで、本条例によって保護するも

のではない。 

なお、健康増進法第28条に規定する「受動喫煙」の意義も、「他人の喫煙によりたばこから

発生した煙にさらされること」であるから、本条例における受動喫煙の意義と、「意に反す

る」あるいは「不随意の」という意味合いが含まれている点において同じであり、そうすると、

「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる」ということに関しては、本条例は健康増進

法と目的を同じくすることとなる。 

したがって、受動喫煙を防止するための環境を整備するという目的を達成する上では、本条

例の性格は、健康増進法の上乗せ条例（努力義務→義務化）ということができる。 

 

４ 未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するための措置を講ずる 

未成年者喫煙禁止法（明治33年３月７日法律第33号）では、その第１条において、「満二十

年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定して未成年者の喫煙を禁止しているが、そ

の趣旨は、平成14年10月の財政制度等審議会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」によれ

ば、「未成年者は、喫煙のリスクについて多くの場合、適切な判断を期待できない」からであ

ると説明されている。 

そして、前記１のとおり、受動喫煙の健康リスクは、喫煙（能動喫煙）の健康リスクと同様

に、既に科学的な証明がなされているのであるが、そうであるにもかかわらず、現行法令にお

いては、未成年者を受動喫煙の健康リスクから保護する規定は置かれていない。このため、本

条例においては、未成年者喫煙禁止法の考え方に沿って、未成年者を受動喫煙の健康リスクか

ら保護することを目的の二つ目として掲げたものである。（※令和２年４月からの改正健康増

進法においても、喫煙区域への立入制限違反に対して罰則の適用がないが、本条例では罰則の

適用があり、実効性が担保されている。） 

また、ここにいう「保護するための措置」とは、具体的には、施設管理者及び保護者の義務

として、喫煙区域への20歳未満の者及び未成年者の立入りを制限するものであるが（第10条）、
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このような規制手法は現行法令にも例があり、 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年７月10日法律第122号。以下 

「風営法」という。）第22条第５号では、風俗営業を営む者は、18歳未満の者を営業所に客

として立ち入らせてはならない旨を規定し、 

② 児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号）第34条第４号の３では、何人も、満15歳に満

たない児童を、物品販売や役務の提供を行うために、風営法に規定する接待飲食等営業、店

舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせて

はならない旨を規定しているところである。 

そして平成30年７月25日法律第78号により健康増進法が改正され、第33条第５項などで施設

の管理権原者は20歳未満の者を喫煙区域に立ち入らせてはならないと規定された。 

なお、風営法が18歳未満としているのは、前記規定が追加された昭和39年当時において「風

俗営業やいわゆる深夜喫茶等が、少年の非行を誘発し、非行少年のたまり場となっているよう

な事例が増加傾向」にあったからであり（昭和39年３月19日の衆議院地方行政委員会における

江口警察庁長官（当時）の提案趣旨説明）、また、児童福祉法が15歳未満としているのは、

「年少者の深夜の労働というものを保護しよう、深夜の勤めから救っていきたいというのが第

一点であり、第二点は風俗営業のような所に年少者を出入りさせることは青少年の教育上非常

に面白くない」（昭和27年６月３日の参議院厚生委員会における吉武惠一厚生大臣兼労働大臣

の改正趣旨説明）からであると説明されており、本条例とは、その保護の目的を異にするもの

である。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 受動喫煙 室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ（たばこ事業法（昭和59年

法律第68号）第２条第３号に規定する製造たばこ（喫煙用に供し得る状態に製造されたもの

に限る。）をいう。以下同じ。）の煙（蒸気を含む。以下同じ。）を吸わされることをい

う。 

(2) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又はこれに準ずる環境

（居室、事務室その他これらに類する室内又はこれに準ずる環境であって、専ら特定の者が

出入りする区域並びに喫煙関連研究場所（健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」と

いう。）第28条第14号に掲げる喫煙関連研究場所をいう。以下同じ。）、喫煙専用室（法第

33条第３項第１号に規定する喫煙専用室をいう。以下同じ。）、法第40条第１項各号に掲げ

る場所及び健康増進法施行令（平成14年政令第361号）第４条第１号に該当する施設を除

く。）をいう。 

(3) 公共的施設 公共的空間を有する施設（車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。以

下同じ。）のうち、次に掲げる施設をいう。 

ア 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別表第１に掲げる

もの（以下「県第１種施設」という。） 

イ 受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別表第２に掲げるもの

（以下「県第２種施設」という。） 

(4) 施設管理者 公共的施設の管理について権限を有する者をいう。 

(5) 喫煙 たばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることをいう。 

(6) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。 

 (7) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項

に規定する児童福祉施設の長その他の者で未成年者を現に監督保護する者をいう。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、用語の定義を行って、次条以下の用語の解釈の統一を図るものである。 

なお、本条例においては、公共的空間（第２号）、公共的施設（第３号）、施設管理者（第４

号）といった用語に特別の意義を与えているので、本条例を適切に運用していくためには、これ

らの用語の意義を正確に理解することが求められる。 

 

【解説】 

１ 受動喫煙（第１号） 

本条例は、科学的な知見に基づき、受動喫煙の健康リスクを排除しようとするものであるか

ら、たばこの煙を取り除こうとする範囲を「室内又はこれに準ずる環境」、すなわち、たばこ

の煙が拡散しない室内や、意のままに身動きをとることが困難な環境としたものである。 

さらに、受動喫煙の範囲を限定し、健康増進法制定当初の第25条と同じく「他人のたばこの

煙を吸わされること」と定義して、広義の受動喫煙（二次喫煙）のうち、本人の意に反するも

の（不随意喫煙。involuntary exposure to tobacco smoke）としたものである。 

なお、たばこ事業法（昭和59年８月10日法律第68号）第２条第３号では、「製造たばこ」と

は、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造さ

れたものをいうものとしているが、かみたばこ（処理した葉たばこに甘味料や香料を加えて加

工したたばこを頬に含んだり、噛むことにより使用するもの※）と、かぎたばこ（鼻腔内に乾

燥嗅ぎたばこを塗りつけ、又は吸い込み、若しくは口腔内で頬の内側と歯肉の間に湿性嗅ぎた

ばこを入れて使用するもの※）」は、使用してもたばこの煙を発生しないので、本条例の目的

（受動喫煙を防止するための環境整備＝環境中たばこ煙の排除）に照らし、その使用を制限す
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る必要がないことから、これらを除外することとしたものである。また、いわゆる電子たばこ

も製造たばこには該当しない。 

※ 厚生労働省ウェブサイト（http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/qa/detail6.html） 

 

２ 公共的空間（第２号） 

「公共」とは、「社会一般。おおやけ」をいい（広辞苑第６版）、現行法令における用例を

みてみると、軽犯罪法（昭和23年５月１日法律第39号）第１条第13号では、「公共の場所にお

いて多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、

電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待

ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票

を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」について、拘留又は

科料に処する旨を規定している。 

そして、ここにいう公共の場の意義は、「公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は

出入りすることができる場所をいい、道路、公園、駅、興行場、公会堂、社寺の境内などが、

これに含まれ得る。」（法令用語辞典第８次改訂版）とされている。 

このほか、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律（昭和36年６月１日法

律第103号）第３条第１項では、「警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その

他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物（略）におい

て、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周

囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由がある

と認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保

護しなければならない。」と規定している。 

また、2007年（平成19年）の「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第８条履行のた

めのガイドライン」では、Public places（公共の場(所)）の定義について、「『公共の場』の

正確な定義は管轄区域によってさまざまであるが、法律においては本用語をできる限り広く定

義することが重要である。使用する定義は、一般市民が立ち入ることのできる場所又は所有権

若しくはアクセス権にかかわらず、集団使用される場所のすべてを対象とすべきである。」と

している。 

本号の公共的空間という用語も、これらの法律やガイドラインにおける「公共の場」と同様

の意義を有しており、ここにいう「不特定又は多数の者が出入りすることができる」とは、家

庭以外のおよそすべての環境を包含するものであるが（本号では、確認的に家庭（＝場所とし

ての住居）を除いている。）、本条例の性格から「室内又はこれに準ずる環境」に限定した上

で、さらに、後述の事情から、専ら特定の者が出入りすることができる事務室（以下「専用事

務室」という。）を除くこととしたものである（喫煙関連研究場所、喫煙専用室及び喫煙目的

室における喫煙を制約することはできないので、それらは当然に除外）。 

したがって、本号の公共的空間の範囲は非常に広く、トンネル、地下通路といった工作物や

公衆便所、電話ボックス、ＡＴＭ（現金自動預払機）ボックスといった一人の利用を前提とす

る空間であっても、一定の時間をとれば、不特定の者が出入りすることができるので、本号の

公共的空間に該当することとなる。 

その一方で、宿泊施設の客室や福祉施設の居室は、住居と同様にプライベート空間に該当し、

公共的空間には該当しないこととなる。 

さらに、学習教室などのうち住居の一部を利用し事業を行っている施設について、その事業

の用に供する区域が住居と一体であり明確に区分できない場合は、当該区域は住居に該当する

こととなり、公共的空間には該当しない。これに対し、一時的に住居として利用することがあ

るとしても、当該区域が専ら事業の用に供する目的で整備されている場合は、公共的空間に該

当する。 

また、共同住宅の共用部分（集会場等）については、家庭の延長にあるものと理解すること

http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/qa/detail6.html
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ができるので、住居に類する室内環境にあるものとして、本号の公共的空間には該当しないこ

ととなる。ただし、当該共用部分が、共同住宅の居住者以外の者へ貸し出すことを目的として

整備されている場合は、公共的空間に該当する。 

なお、本号の公共的空間から専用事務室を除くこととしたのは、専用事務室にあっては、労

働安全衛生法（昭和47年６月８日法律第57号）第３条第１項の規定により、事業者に対して、

快適な職場環境の実現を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する旨の努力義務が課

され、同法第71条の３第１項の規定に基づき、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のため

の措置に関する指針（平成４年７月１日労働省告示第59号）が公表され、さらに、職場におけ

る喫煙対策のガイドラインが、平成15年５月９日基発第0509001号の厚生労働省労働基準局長通

達によって示され、また、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインが令和元年７月１

日基発0701第１号によって示され、こうした枠組みに沿って、既に労働者の意見を反映した喫

煙対策及び受動喫煙防止の取組みが進められていることから、本条例が競合的に適用されるこ

とによって、混乱が生ずることを回避する必要があったことによるものである。 

そして、この点については、制定当初の健康増進法第25条の規定に基づく受動喫煙防止措置

においても、「労働者のための受動喫煙措置は、『職場における喫煙対策のためのガイドライ

ン』・・・に即して対策が講じられることが望ましい」（受動喫煙防止対策についての平成15

年４月30日厚生労働省健康局長通知）とされていたところである。 

また、令和２年４月からの改正健康増進法による受動喫煙防止対策の義務が、専用事務室に

対しても効力を有することとなるため、これまでの経緯を踏まえ、本条例でさらに上乗せ規制

を設ける必要性はないと判断し、従来どおり専用事務室を除くこととしている。 

ここで、例えば「中に利用者が使用するための応接部分がある事務室」や「そもそも利用者

のためのスペースが明確化されていない事務室」のように、「専ら特定の者が出入りする区

域」と判断するのが難しいものについては、 

① 当該区域が、当該施設の利用者が通常利用する目的で整備されたものか 

② 又は、利用者が出入りすることが社会通念に照らして想定される区域か 

という観点から判断する。なお、ここにいう利用者には、他の業務に従事する者は含まない

（取引先の従業者、集配や清掃の従事者など）。 

これは、本条例の目的が「県民が自らの意思で受動喫煙を避けられることができる環境の整

備」にあるため、当該施設の利用者（不特定又は多数の者）にとって、当該区域で「意に反す

る受動喫煙」が生じる可能性があるか否かによって、判断すべきだからである。また、労働安

全衛生の観点から、専用事務室を本条例の対象外としたことも考慮している。 

具体的には、オフィスにおける応接・会議スペースについて、利用者が日常的に出入りする

目的で整備され、又は利用せざるを得ない構造である場合、①又は②に該当するため、公共的

空間であると判断する。一方で、応接・会議スペースが別にあり、当該区域の利用は限定的で、

しかも、利用者が別の応接・会議スペースを選択できる場合、①及び②に該当しないため、専

用事務室であると判断する。 

ところで、本条例は、科学的な知見によって受動喫煙の健康リスクが証明されている環境、

換言すれば、たばこの煙が十分に拡散されないため曝露量が多くなる環境に対して規制を施そ

うとするものであるから、その規制対象は、「室内又はこれに準ずる環境」に限定したもので

ある。 

そして、ここにいう「室内」とは、天井や壁によって外気を遮断しうる環境にある場所をい

い、また、「これに準ずる環境」とは、室外（屋外）であっても、その利用者が、十分に拡散

されていないたばこの煙に曝露するおそれがある環境にある場所をいう。具体的には、階段状

の客席（スタンド）を有し、観戦のために一度に多数の者が集合して利用する野球場や陸上競

技場、あるいは、競馬・競輪場、水族館のイルカショーなどの観覧席が該当する。なお、条例

では、施設が仮設か常設かは問わないため、仮設の花火観覧席やサーカス小屋の観覧席も該当

することとなる。 
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その理由は、これらの施設が 

①たばこの煙が十分に拡散する前に、その拡散する方向に利用者が存在し、たばこの煙に曝

露するおそれのある構造を有する施設である（たばこの煙の拡散先）。 

②観覧のため一度に多数の者が集合して利用する施設であり、たばこの煙を容易に避けるこ

とができない構造である（たばこの煙への曝露回避性）。 

ためであり、さらに、これらの施設に限定したのは、多様な施設がある中、個々に受動喫煙

可能性について合理的な判断を行うことが現実的ではないためである。 

ここで、例えば、ビル内から発着するバスターミナルのうちバスの出入り口が開放されてい

るものや、ゴルフ練習場の打席のように、構造的に外気を完全に遮断できない（一部開放面が

ある）建造物は、室外（屋外）であり、条例規制の対象としない。 

これは、複雑な構造を持つ施設に対し、これを統一的に線引きする合理的な基準を見出すこ

とは不可能であり、また、何らかの基準を設定したとしても、適正な運用は著しく困難である

ためである。 

また、例えば、前面シャッターを開けて営業している八百屋や鮮魚店のように、建造物の構

造上は外周のすべてを閉じることができ得るが、当該施設の利用時間において、その一部を開

放して営業している店舗等は、室内である。 

これは、その開放部分については、建築物の構造上、閉じることができるのであるから、閉

じることができる程度に気密性が高く、たばこの煙が拡散しにくい環境にあるとみなすことが

できるためである。また、同一の施設において、現に一部が開放されているか否かで取扱いが

異なるのでは、恣意的な取扱いが可能となってしまい均衡を失するためである。 

なお、健康増進法においては「外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であっ

て、かつ側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」が「屋内」とされており、例えば屋根

がないスタジアムは「屋外」となり、法の規制対象外となる。 

 

３ 公共的施設（第３号） 

受動喫煙が生ずるおそれがある環境は、前号の公共的空間のすべてといってもよいのである

が、本条例では、次号の施設管理者に対して、受動喫煙防止のための措置を講ずる義務（第９

条）や立入調査等に当たっての受忍義務（第12条）を課した上で、これらを罰則により担保し

ているので、こうした規制の対象となる物的範囲を明確にしなければならない。 

そして、本号では、この物的範囲について、「公共的空間を有する施設（車両、船舶、航空

機その他の移動施設を含む。）」と定義したものであり、ここにいう施設とは、建築物その他

の工作物であって、観覧のための工作物、地下の工作物、高架の工作物等や車両、船舶等を含

むものであるが、その具体的な範囲は、別表第１及び別表第２に掲げるものに限定していると

ころである。 

ところで、本条例による規制の対象とすべき施設は、不特定又は多数の者が出入りすること

ができる公共的空間を有する施設、換言すれば、人が、日常生活や社会生活を営む上で、物品

の購入やサービスの提供を求めて訪れる施設ということになる。 

このため、別表第１及び別表第２には、いわゆる第３次産業（サービス業）に分類される事

業の用に供する施設を掲げたものである。 

なお、別表第１及び別表第２の各備考欄にあるとおり、風営法第２条第６項に規定する店舗

型性風俗特殊営業（いわゆるソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデ

オ店、ラブホテル、アダルトショップ等）又は同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業

を営む店舗（いわゆるテレホンクラブ）については、これらの表に掲げる施設には該当しない

こととしているが、これは、こうした店舗にあっては、その利用実態が宿泊施設の客室などと

同様に極めてプライベートなものであり、また、通常の日常生活や社会生活を営む上で、その

利用が必要不可欠とまでいえないと判断されたことによるものである。 

また、本条例にいう公共的空間は、「室内又はこれに準ずる環境」であり、さらに、住居や
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専用事務室を除外しているので、別表第１又は別表第２に該当する施設（例えば、陸上競技場

におけるトラックや、ホテルにおける客室）であっても、その構内（敷地内）のすべての場所

が、公共的空間に当たるわけではないことに留意する。 

 

４ 施設管理者（第４号） 

管理とは、物の性質を変更しない範囲内において、その保存、利用又は改良を図る行為をい

うものであり、その権限を有する者は、所有権や賃借権などの施設についての権原によって定

まり、事業者が組織である場合の具体的な権限を有する者は、契約や職務命令といった内部的

な法律関係によって定まることとなるのであるが、具体的な判断に当たっては、実質的な管理

の状況に着目することとなり、その者が施設に常駐しているか否かは問わないものであり、ま

た、法律関係については、黙示の授権でも足りることとなる。 

例えば、店舗であれば、店長やマネージャーといった職にある者が、これに該当するのであ

るが、契約や職務命令の内容によっては、店長やマネージャーが限定的な範囲の権限しか有し

ていない場合もあり、この場合、店長が、施設の維持・運営に関しては職務命令を受けている

ものの、施設の整備（改良）に関する職務命令は受けていないというケースでは、第10条＜20

歳未満の者又は未成年者の立入りの制限＞及び第11条＜表示等＞に規定する施設管理者の義務

は、この店長が負うこととなり、一方、第８条＜指定たばこ専用喫煙室の規制＞及び第９条＜

喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出防止＞に規定する措置を講ずる義務については、施設の整

備（改良）に関する権限を有する者が負うので、この店長が負うものではない。 

そして、この場合の措置を講ずる義務を誰が負うのという点については、一概に判断するこ

とはできないが、当該公共的施設に常駐していない本社の担当役員や代表取締役が義務を負う

こともあり得ることとなる。いずれにしても、管理権限を有している者が存在しないというこ

とはあり得ないので、必ず誰かが義務を負わなければならないこととなる。 

なお、健康増進法においては、義務を負う施設管理者を「管理権限者等」としている。 

 

５ 喫煙（第５号） 

喫煙とは、一般に、たばこを吸うことをいうものであるが、本条例における喫煙とは、たば

こに火をつけ、又はこれを加熱し、たばこの煙を発生させる行為をいうものであることに留意

する。 

受動喫煙は、環境中たばこ煙（Environmental Tobacco Smoke。ＥＴＳ）を不随意に吸い込む

ことにより発生するものであるが、環境中たばこ煙には、口腔内に達した主流煙が吐き出され

た呼出煙と点火部から立ち昇る副流煙とがあり、副流煙の方が、主流煙より有害物質の含有量

が多いとされていることから、本条例の目的に照らし、副流煙を発生させる行為をも含めて規

制することとしたものである。 

平成27年12月28日付けの条例改正により、条文に「、又はこれを加熱し」を加え、加熱式の

たばこの使用が、本条例における喫煙にあたることを明確にした。 

なお、本条例におけるたばこの煙は、加熱式のたばこの製造販売事業者が「たばこベイパ

ー」等と称しているものを含む。 

 

６ 事業者（第６号） 

事業者とは、施設を設けて事業を行う者をいい、本条例の規制対象となる公共的施設におい

て事業を行う者に限定されるものではない。 

すなわち、ここにいう事業者とは、県内に事業所を設けて事業を行うすべての事業者のこと

を指し、その事業所が公共的施設には該当しない農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業と

いった事業を行う者や、公共的空間を有さない専用事務室のみで構成される事業所において事

業を行う者も、ここに含まれる。したがって、第５条の事業者の責務は、こうした事業者にも

課されることとなる。 
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７ 保護者（第７号） 

未成年者喫煙禁止法第３条では、未成年者に対して親権を行う者及び親権を行う者に代わっ

て未成年者を監督する者が、未成年者の喫煙を制止しなかったときは、科料に処する旨を規定

し、また、神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例（平成18年神奈川県条例第66号）では、第２条第

２号において本号と同様の定義規定を置き、その第４条において「保護者は、その監督保護に

係る青少年の喫煙及び飲酒を未然に防止するよう努めなければならない。」と規定している。 

本条例においても、これらと同様の考え方の下で、保護者の責務を定めるとともに（第４

条）、保護者に対して一定の義務を課すこととしている。（第10条第２項） 

なお、 

・ 「親権を行う者」とは、民法（明治29年４月27日法律第89号）第818条＜親権者＞、第819

条＜離婚又は認知の場合の親権者＞又は第833条＜子に代わる親権の行使＞の規定に基づき親

権を行う者を、 

・ 「未成年後見人」とは、同法第839条＜未成年後見人の指定＞又は第840条＜未成年後見人

の選任＞の規定による未成年後見人を、 

・ 「児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設」とは、助産施設、乳児院、母子生活

支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施

設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センタ

ーを 

それぞれいうものである。 

また、「その他の者で未成年者を現に監督保護する者」には、親権を行う者に代わって現に

未成年者を監護する者が含まれ、例えば、未成年者の母親と内縁関係にある者や、未成年者の

監護について親権を行う者から委託を受けた者がこれに該当する。 
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（県民の責務） 

第３条 県民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、他人に受動喫煙

をさせることのないよう努めなければならない。 

２ 県民は、県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なければならない。 

 

（保護者の責務） 

第４条 保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然

に防止するよう努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防

止するための環境の整備に取り組むとともに、県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

 

（県の責務） 

第６条 県は、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する

総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、県民及び事業者の自主的な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よう努めなければならない。 

３ 県は、受動喫煙の防止に関する施策について、県民、事業者及び市町村と連携し、及び協力し

て実施するよう努めなければならない。 

４ 県は、自ら設置し、又は管理する施設について、受動喫煙による県民の健康への悪影響が生じ

ないよう適切な措置を講じなければならない。 

 

【趣旨】 

第３条から第６条までの規定は、受動喫煙を防止するために果たすべき、県民、保護者、事業

者及び県それぞれの責務を明らかにしたものであって、これらの者については、本条例の規制が

及ばない領域においても、受動喫煙を防止するための対策を講じるよう努めなければならないこ

ととなる。なお、これらの責務規定の順序については、第１条の解説を参照のこと。 

 

【解説】 

１ 県民の責務（第３条） 

本条は、受動喫煙を防止することによって、自らの健康のみならず、県民全体の健康を守る

努力をすべき県民の責務を定めるもので、県民自身が、受動喫煙を防止する意思を有していな

ければ、本条例の目的を達成することはできないこととなるので、これを、最も重要な責務と

して位置付けることとしたものである。 

(1) 県民は、自らの健康を守るため、受動喫煙の健康リスクについて理解を深め、正しい行動

をとるとともに、この条例に規定する公共的空間のみならず、路上、家庭、職場その他の他

人と共有する空間においても、喫煙マナーを守ることにより、他人に自分のたばこの煙を吸

わせることのないよう、努力しなければならない（第１項）。 

(2) 県民は、県が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力することを通じて、受動喫煙によ

る県民の健康リスクを未然に防止するとともに、受動喫煙を防止するための意識の向上を図

らなければならない（第２項）。 
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２ 保護者の責務（第４条） 

本条は、未成年者の受動喫煙を防止するためには、本条例の規制が及ぶ領域にとどまらず、

日常生活全般における監護が重要であることに鑑み、保護者が果たすべき責務を明らかにした

ものである。 

このような保護者の責務に関する規定と同旨の現行法令の規定としては、インターネット異

性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年６月13日法律第83

号）、いわゆる出会い系サイト規制法があり、第４条では、児童（※18歳に満たない者）の保

護者の責務について規定している。 

なお、本条による保護者の責務の内容を具体的に示せば、次のとおりである。 

(1) 保護者は、未成年者が、受動喫煙の健康リスクについて、適切な判断ができないことを認

識し、その監督保護する未成年者が、公共的空間のみならず、家庭や職場においても、受動

喫煙を避けるため正しい行動をとることができるよう監護・指導に努めなければならない。 

(2) 保護者は、家庭をはじめとする日常生活全般において、未成年者をたばこの煙にさらすこ

とのないよう、自らも正しい行動をとるよう努めなければならない。 

 

３ 事業者の責務（第５条） 

本条は、公共的施設のみならず、社会全体として、受動喫煙を防止するための環境を整備す

るためには、事業者における取組みが不可欠であることに鑑み、事業者が果たすべき責務を明

らかにしたものである。 

(1) 事業者（公共的施設において事業を行っているかどうかを問わない。）は、本条例の趣旨

を理解し、事業所を訪れ、又は事業所において仕事に従事するすべての者について、受動喫

煙の健康リスクを防止することができる環境の整備に取り組むとともに、県が実施する受動

喫煙防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(2) 事業者（公共的施設において事業を行っているかどうかを問わない。）は、労働安全衛生

の観点からの「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」（平成

４年７月１日労働省告示第59号）、「職場における喫煙対策のガイドライン」（平成15年５

月９日基発第0509001号の厚生労働省労働基準局長通達）及び「職場における受動喫煙防止の

ためのガイドライン」（令和元年７月１日基発0701第１号の厚生労働省労働基準局長通知）

に基づく取組みを進めるに当たっては、本条例の趣旨を踏まえ、労働者、とりわけ20歳未満

である労働者を受動喫煙の健康リスクから保護することができるよう、職場環境の整備に努

めなければならない。 

 

４ 県の責務（第６条） 

本条は、受動喫煙の防止について、そのための環境の整備や意識の向上が、社会全体の取組

となるよう、県の果たすべき責務を明らかにしたものである。もとより、県は、事業者として、

前条に規定する事業者の責務を十全に果たすべきことは言うまでもない。 

(1) 県は、本条例の目的を達成するため、受動喫煙の健康リスクを防止するための環境整備に

関する総合的な施策（喫煙マナーの向上を図るための施策や受動喫煙の健康リスクに関する

普及啓発を含む。）を策定し、これを着実に実施しなければならない（第１項）。 

(2) 県は、受動喫煙の健康リスクについて、県民及び事業者の理解が深まり、その防止に向け

た自主的な取組が促進されるよう、公衆衛生に関する情報や環境整備のための技術的な情報

の継続的な提供、計画的な普及啓発のためのキャンペーンその他の必要な支援に努めなけれ

ばならない（第２項）。 

(3) 県は、受動喫煙の防止に関する施策の実施に当たっては、多様な意見を反映し、施策の効

果を確実なものとするため、県民、事業者及び市町村と連携・協力するよう努めなければな

らない（第３項）。 

(4) 県は、本条例の趣旨を踏まえ、受動喫煙を防止するための環境整備に率先して取り組むと
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ともに、その取組みが社会の範となるよう、県が設置し、又は管理する施設における受動喫

煙防止対策をさらに徹底するなど、受動喫煙の健康リスクが生じないよう適切な措置を講じ

なければならない（第４項）。 
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（推進体制の整備） 

第７条 県は、県民、事業者及び市町村と連携し、及び協力して、受動喫煙の防止に関する普及啓

発その他の必要な施策を推進するための体制を整備するものとする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、本条例による受動喫煙防止対策を実効のあるものとするためには、まずは、普

及啓発活動を重点的に行うことによって、受動喫煙防止対策の必要性について正しく理解しても

らうことが重要であることに鑑み、県に対し、その普及啓発を重点的に行うための推進体制を整

備することを義務付けるものである。 

 

【解説】 

本条例による規制の円滑導入及び実施という観点からは、受動喫煙の防止に関する普及啓発を

図るための場として、行政と県民・事業者がそれぞれの立場から議論を行い、意見を表明する場

を設けることが重要となる。 

このため、県の責務については、前条において包括的に規定しているところであるが、その中

でも推進体制の整備については、その重要性に鑑み、本条において明確に規定することとしたも

のである。 
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（指定たばこ専用喫煙室の規制） 

第８条 県第１種施設の施設管理者は、その管理する公共的施設に指定たばこ専用喫煙室（健康増

進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号。以下「改正法」という。）附則第３条第１項

の規定により読み替えられた法第33条第３項第１号に規定する指定たばこ専用喫煙室をいう。以

下同じ。）を設置してはならない。 

２ 県第２種施設の施設管理者は、その管理する公共的施設に指定たばこ専用喫煙室を設置した場

合においては、喫煙禁止区域（公共的空間のうち、法及びこの条例の規定により喫煙することが

できない区域をいう。以下同じ。）の面積の合計を、当該県第２種施設における公共的空間の面

積の合計のおおむね２分の１以上とするよう努めるものとする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、公共的施設の利用者が、その自らの選択によって、たばこの煙にさらされるこ

とを避けることができる環境を整備するため、公共的施設の施設管理者に対して、県第１種施設

への指定たばこ専用喫煙室の設置禁止及び県第２種施設における指定たばこ専用喫煙室の面積要

件充足への努力を義務付けるものである。 

 

【解説】 

１ 本条例の対象となる施設 

本条例では、受動喫煙の健康リスクを取り除く必要がある施設として、客（利用者）に対し

て物品を販売し、又は役務の提供をするための設備を有する施設、すなわち、サービスを提供

する施設をその対象とすることとしており（別表第１(17)に該当する施設を除く。）、それ故、

別表第２(4)では、「前各項又は別表１の(1)の項から(15)の項までに該当しないサービス業を

営む店舗」として、その旨を明確にしているのである。 

そして、サービス業とは、論者によってその範囲は様々であるが、ここにいう「サービス

業」とは、例えば、平成20年６月の産業構造審議会（経済産業大臣の諮問機関）新成長政策部

会・サービス政策部会・サービス合同小委員会中間取りまとめ「『攻めのサービス産業』に向

けて生産性向上を『点』」から『面』へ」において、「本報告書でサービス産業という場合、

小売業や情報サービス業を含めた広義のサービス産業を指す」（１頁欄外の備考）とされてい

ることと同様に、卸売業や小売業を含む広義の概念、換言すれば、第三次産業と同義の概念と

して用いているものである。 

 

２ 公共的施設の単位 

令和２年４月からの改正健康増進法全面施行により、別表第１及び第２に掲げる施設はすべ

て原則屋内禁煙となるが、本条例が制定当初、第１種施設を禁煙、第２種施設を禁煙か分煙か

施設管理者の選択に委ねていたことに鑑み、県第１種施設では喫煙（指定たばこに限る）しな

がらのサービス享受を可とする指定たばこ専用喫煙室の設置を禁止し、県第２種施設では指定

たばこ専用喫煙室の設置については引き続き施設管理者の選択に委ねることとしている。 

ここにいう「施設」とは、経済活動等（利用者又は客に対してサービスを提供する活動をい

う。以下同じ。）の場所的単位をいうものであり、経済活動等が、単一の主体の下において、

一定の場所を占めて行われ、かつ、サービスの提供が、人及び設備を有して継続的に行われて

いることが要件となるので、いわゆる無人店舗については、利用者（客）と直接対面してサー

ビスを提供するための人的設備を有していないので、ここからは除かれることとなる。ただし、

別表第１(17)に該当する施設は、もともと人を介したサービスを提供するものではないことか

ら、除かれないこととなる。 

（１）複数の公共的施設として取り扱う場合 

一の構内（全体の建物や敷地）であっても、その構内において複数の主体が経済活動等を
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営んでいれば、各主体が、一定の場所を占めて経済活動等を営んでいるものとして、それぞ

れを一の公共的施設として取り扱うものである。 

また、一の構内（全体の建物や敷地）において、単一の主体が経済活動等を営んでいる場

合であっても、互いのサービス提供に当たり、主たるサービス内容及びサービス提供区域が

重なり合わないものは、当該場所においては別の経済活動等が営まれているものとして、こ

の場所を、独立した公共的施設として取り扱うこととなる。 

例えば、日帰り入浴施設（県第１種施設）内に、同一経営者による飲食店（県第２種施

設）が営まれている場合、飲食店は、独立した施設として認識することとなる。 

※ 別の公共的施設として取り扱う例 

・ホテル内のレストラン、ブティック、フィットネスクラブ 

・スーパー銭湯内のレストラン、理・美容所 

・ゴルフ場内のレストラン 

さらに、一の構内（全体の建物や敷地）において、単一の主体が経済活動等を営んでいる

場合であっても、その中に経営諸帳簿を別にするなど（単に売り上げを別に計上するのみで

はなく、事業毎の申告が可能な程度のもの）、独立した経済活動を行う場所があれば、別の

公共的施設として取り扱うこととなる。ただし、病院内のレストランやフラワーショップな

ど、健康増進法の第一種施設内にある施設については、健康増進法において第一種施設の規

制が適用されることとなるため、注意が必要である。（改正健康増進法の施行に関するＱ＆

Ａ（最終改正：令和元年６月28日版）９－４） 

（２）一の公共的施設として取り扱う場合 

（１）に対して、サービス内容及びサービスの提供区域が重なり合う場合は、一の施設と

して取り扱うこととなる。 

例えば、宿泊施設内にある飲食店であっても、宿泊客のみに食事を提供し、宿泊料金に食

事代も含まれる料金設定が行われている場合は、別の施設ではなく、一の宿泊施設として取

り扱うこととなる。 

※ 一の公共的施設として取り扱う例 

・ 宿泊施設内のダイニング（食堂）でランチ営業を行っている場合、宿泊施設と飲食

店（食堂）とはならない。 

・ 宿泊施設が日帰り入浴客を受け入れている場合、宿泊施設と公衆浴場とはならない。 

・ 前号で記述した「病院内のレストランやフラワーショップ」のように、健康増進法

の第一種施設の場所に法第二種施設がある場合、当該場所は法第一種施設の場所とし

て規制が適用される。（各施設の機能や利用者が明確に区分されている場合はこの限

りではない。） 

 

４ 解説 

(1) 県第１種施設における措置（第１項） 

本項は、県第１種施設について、施設の性格や利用形態に照らして、特に受動喫煙の健康

リスクを取り除く必要がある施設であることに鑑み、その施設管理者に対して喫煙（指定た

ばこに限る）しながら飲食等のサービス提供を受けることを可能とする指定たばこ専用喫煙

室の設置禁止を義務付けるものである。 

なお、「指定たばこ専用喫煙室（中略）を設置してはならない」とは、単に、当該喫煙室

を設置しなければよいというものではなく、施設管理者は、禁煙とした区域において喫煙を

させないように適切に管理しなければならない趣旨をも含むものであって、例えば、施設の

利用者が、自らが持ち込んだ喫煙器具を用いて喫煙する行為を事実上黙認しているような場

合には、本項の規定に違反するものとして、指導・勧告（第13条）、公表（第14条）、命令

（第15条）及び罰則（第18条）の対象となり得るものである。 

なお、「喫煙」とは、主流煙を吐き出す行為のみならず、副流煙を発生させる行為を含む
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ものであるから（第２条第５号の解説を参照）、紙巻きたばこはもちろん、加熱式たばこを

加熱し、煙が発生した時点で「喫煙」に該当することとなる。 

(2) 県第２種施設における喫煙禁止区域の割合（第２項） 

本項は、受動喫煙を避ける意思があれば、その施設を利用しないことができる施設（代替

性が高い施設）、受動喫煙の健康リスクが相対的に低い者が主に利用する施設（大人向けの

施設）である県第２種施設について、過去認められていた分煙措置を一律に禁止することに

よって事業者が受ける経済的影響や喫煙者の自由にも配慮し、指定たばこ専用喫煙室の設置

を認めているが、当該措置が実効性のあるものとなるよう、指定たばこ専用喫煙室を設置し

た場合における喫煙禁止区域の面積割合を、努力義務として示すものである。 

喫煙禁止区域の面積割合については、本条例の制定当初、平成18年度の喫煙率調査（平成

18年厚生労働省国民健康栄養調査による成人喫煙率は、全体で23.8％、男性で39.9％、女性

で10.0％）による非喫煙者の割合（76.2％）を一定程度下回る数値を設定することが、努力

目標としては適当であると判断されたことから、「おおむね２分の１以上」としたものであ

るが、「神奈川県がん対策推進計画」で掲げる「成人喫煙率減少」の目標※を達成していない

ことから、引き続き「おおむね２分の１以上」の努力義務としている。 

※ 神奈川県がん対策推進計画（平成25年～平成29年） 

  目標：成人喫煙率を、男性25.0％、女性6.0％とする。 

  平成28年度時点実績：男性26.9％、女性9.7％ 

また、「喫煙禁止区域」とは、本条の規定のかっこ書きにあるとおり、法及び本条例の規

定によって喫煙することができないこととされている区域を指していることから、事業者等

による管理権の行使により自主的に喫煙を禁止している宿泊施設の客室等の区域や、県内の

市町で制定されている、路上喫煙を規制する条例（環境美化条例）の規定によって設けられ

た路上の喫煙を禁止された区域は、ここにいう喫煙禁止区域には該当するものではない。 

そして、これらの自治体の定める路上喫煙を規制する条例の目的は、例えば、 

   ・「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」にあっては、清潔で安全な

街をつくり、もって快適な都市環境を確保すること、 

   ・「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」にあっては、身体及び財産の安全の確保を図り、

もって生活環境の向上に資すること、 

   ・「平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例」にあっては、快適で清潔な暮らしを阻害する

行為の禁止により豊かで住みよい地域社会を実現すること、 

   ・「鎌倉市路上喫煙の防止に関する条例」にあっては、快適な生活環境を保持すること、 

   ・「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」にあっては、快適な生活環境を確保すること、 

   ・「大和市路上喫煙の防止に関する条例」にあっては、身体及び財産の安全及び安心を確保

し、もって快適な生活環境の保持に資すること 

   とされているのであるが、これは、路上喫煙については、その吸い殻が環境悪化の原因とな

り、また、その火が身体及び財産の安全の確保を阻害するので、こうした環境保全や安全確

保に対する阻害要因を取り除くための規制を施すということであると思われる。 

    したがって、本条例とは目的や規制の対象を異にするものであるから、本条例とこれらの

路上喫煙を規制する条例は競合関係にはなく、また、目的及び効果を阻害するものではない

ので、両者の間には、何らの矛盾・抵触も生じないのである。 

 

 

 



 - 17 - 

 

（喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止） 

第９条 施設管理者は、喫煙区域（指定たばこ専用喫煙室、喫煙専用室、法第35条第３項第１号に

規定する喫煙目的室又は改正法附則第２条第１項の規定により読み替えられた法第33条第３項第

１号に規定する喫煙可能室をいう。以下同じ。）を設けたときは、当該喫煙区域から喫煙禁止区

域へのたばこの煙の流出を防止するために必要な措置として規則で定める措置を講じなければな

らない。その管理する公共的施設における公共的空間以外の区域が喫煙禁止区域に隣接する場合

の当該公共的空間以外の区域についても、同様とする。 

 

「施行規則」 

（喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防止するための措置） 

第２条 条例第９条に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合す

る措置又は当該措置と同等以上の効果を有する措置とする。 

 (1) 喫煙区域と喫煙禁止区域との境界に、たばこの煙を通過させない構造を有する壁、仕切り

等を設けること。 

(2) 出入口において喫煙禁止区域から喫煙区域の方向に0.2メートル毎秒以上の気流を生じさ

せること。 

 (3) 喫煙区域に、当該喫煙区域において発生したたばこの煙を屋外に排出することができる設

備を設けること。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、第８条第２項に定める喫煙禁止区域のうち、健康増進法の技術的基準が適用対

象外となる場所及び代替措置により義務が軽減されている場所（例：複数階にわたる施設の１ま

たは２以上の階すべてを指定たばこ専用喫煙室にした場合、天井等による区画のみでよいとされ

ている）について、たばこの煙のない環境を実現するためには、その区域内でたばこの煙を発生

させないことに加え、外部からのたばこの煙の流入も防止する必要があることから、喫煙区域を

設けた公共的施設の施設管理者に対して、これらの喫煙できる環境からたばこの煙が流出するこ

とのないよう、規則で定める必要な措置を講じることを義務付けるとともに（本条前段）、あわ

せて、本条例の対象区域とはならない専用事務室等（第２条第２号かっこ書）からの流出防止の

ための措置も義務付けるものである（本条後段）。 

 

【解説】 

たばこの煙は環境中に拡散することから、喫煙禁止区域を設け、そこでの喫煙を禁止したとし

ても、それだけではたばこの煙のない環境を実現することはできないので、隣接する区域のすべ

てからのたばこの煙の流入も防止しなければならないこととなる。 

また、健康増進法では「屋外」として適用対象外となる「屋根のない（あるいは一部にしか屋

根がない）スタジアム」や、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に関する経過措置の

対象施設など、健康増進法によるたばこの煙の流出防止措置だけでは、本条例が施行以来整備し

てきた環境の維持に不十分な場合がある。 

このため、本条では、健康増進法で設置が認められた喫煙専用室等の喫煙区域のみならず、本

条例の規制対象区域とはならない専用事務室等（第２条第２号かっこ書）を含む公共的施設内の

すべての喫煙できる環境から喫煙禁止区域へとたばこの煙を流出させないよう、これらの隣接区

域の施設管理者に対して、必要な措置を講ずることを義務付けることとしたものである。 

したがって、本条の規定の対象となる施設は、健康増進法の対象外となる施設のうち本条例が

対象としている施設（第２条第２号の解説を参照のこと）のほか、健康増進法では天井等による

区画のみでよいとされる、複数階にわたる施設の１または２以上の階すべてを指定たばこ専用喫

煙室とした場合及び健康増進法が技術的基準の経過措置の適用を認める施設（法第二種施設のう
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ち改正健康増進法施行時点で既存の建物内にあり、管理権原者の責めに帰することができない事

由によって技術的基準を満たすことができない施設）であり、その他の施設は、まず健康増進法

上の技術的基準（出入口における室内へ流入する0.2ｍ毎秒以上の気流、壁や天井等による区画、

たばこの煙の屋外または外部の場所への排気）を満たすことが求められる。 

なお、本条の規定の対象となる施設について、前段でフロアすべてを指定たばこ専用喫煙室と

した場合を挙げているが、これは「健康増進法では天井等による区画のみでよいとされる」ため、

健康増進法の規制のみでは、出入口における空気の流れや排気設備の設置（屋外排気）が不問と

されるおそれがあることから、本条の規定対象としたものである。「健康増進法では天井等によ

る区画のみでよいとされる」場合には、フロアすべてを指定たばこ専用喫煙室とした場合のほか、

屋内全部を喫煙可能室とした施設（喫煙可能店）や屋内全部を喫煙目的室とした施設（喫煙目的

施設）も含まれるが、喫煙可能店及び喫煙目的施設については、本条例第16条により「特例県第

２種施設」となるため、本条の規定の対象外（努力義務）となり、健康増進法の規制を満たすこ

とで足りることとなる。 

また、条例上、「あらゆる喫煙禁止区域への流出を防止する」旨の明示は無いが、本条例施行

規則における煙の流出防止措置の考え方として、後述のとおり、「発生したたばこの煙をすべて

屋外に排気すること」としているため、他の施設管理者が管理する喫煙禁止区域へのたばこの煙

の流出防止は担保されている。 

 

次に、規則で定める措置とは以下のとおりである。 

 

（１） 壁、仕切りの設置（第１号） 

喫煙区域と喫煙禁止区域との境界に壁や仕切りを設けなくてはならない。 

これは、仕切りを設けることで、喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防ぐと同時に、施

設利用者が喫煙区域と喫煙禁止区域を明確に判別できるようにするためである。 そのため、

ここでいう仕切りとは、建物の構造の一部としての壁のほか、空間を分けるための間仕切り

（パーティション、障子、襖など、たばこの煙を通さない構造・材質）を指す。 

なお、複数階を使用している県第２種施設が、上階を喫煙区域、下階を喫煙禁止区域とし

た場合、たばこの煙が通常、上昇するものであることを考慮して、床・天井を仕切りとみな

すことができる。その際、階段室に開口部分があるかどうかは問わない。 

 

（２） 空気の流れ（第２号） 

出入口において、喫煙禁止区域から喫煙区域の方向に、毎秒0.2メートル以上の気流を生じ

させなければならない。 

なお、毎秒0.2メートル以上の気流を確認するための目安は以下のとおりである。 

仮に、隣接する喫煙禁止区域に排気設備が無く、また、喫煙区域に外気の給気口が無い場

合、出入口の面積0.1平方メートルごとに、毎時72立方メートル以上の排気能力を備え、出入

口において、喫煙禁止区域から喫煙区域の方向に気流を生じさせる排気設備を設置すること

で、毎秒0.2メートル以上の気流を生じさせることができることとなる。 

   

＊開口面積と排気風量の対応表 

開口面積(㎡) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

排気風量(㎥/h) 720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 

 

例えば、出入口の面積が2.0㎡の場合、毎時1,440㎥の排気風量をもつ排気設備を設置する

ことで、毎秒0.2メートル以上の気流を生じさせることができることとなる。この場合、羽の

直径が25cmの換気扇１台の排気風量が毎時700㎥から900㎥であるため、かかる換気扇を２台
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設置することがめやすとなる。 

なお、出入口の面積を、のれん、ロールスクリーン、エアカーテンなどで狭めることで、

必要な排気風量を減らすことができる。これは、出入口の面積が小さくなると、気流が速く

なり、喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出をより防ぐことができるためである。 

例えば、出入口の面積が2.0㎡の場合、上記のとおり、羽の直径が25cmの換気扇を２台設置

する必要があるが、のれん等で面積を半分に狭めた場合、設置する換気扇は１台で済むこと

になる。 

 

（３） 排気設備の設置（第３号） 

喫煙区域の中に発生したたばこの煙を、喫煙禁止区域へ流出させず、すべて屋外に排気す

るような排気設備を設けなくてはならない。すべて屋外に排気するのは、空調によるたばこ

の煙への二次的曝露や、他の施設管理者の管理する喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防

止するためである。 

具体的には換気扇や天井扇があるが、空気清浄機は、たばこの煙に含まれる有害なガス状

成分を除去できないため、ここでいう排気設備には当たらない。 

効果的にたばこの煙を排気する方法としては、排気設備を喫煙区域の出入口と対面になる

ように設置すること、たばこの煙が拡散する前に排出できるように設置することが挙げられ

る。また、定期的にメンテナンスを行うことや、排気設備の屋外側にカバー（ウェザーカバ

ー）を設置することにより、排気能力の維持を図ることができる。 

なお、排気設備は、喫煙区域に利用者がいる間は常に稼動していなくてはならない。 

 

（４） 規則に定める措置と同等以上の効果を有する措置 

    今後、技術の進歩によって、規則には無い、新たなたばこの煙の流出を防ぐ措置ができる

可能性がある。かかる措置については、下記のとおり、「仕切り」「空気の流れ」「排気設

備」等について同条の各号で定める措置と同等以上の効果が認められれば、本要件を満たし

たことになる。 

    ・物理的な仕切りがなくても、たばこの煙を遮断できる装置やシステム 

    ・換気扇等の排気設備がなくても、たばこの煙の有害物質（ニコチン、一酸化炭素等）を

除去できる装置やシステム 

・出入口に空気の流れがなくても、喫煙禁止区域にたばこの煙の流出を防止できる装置や

システム 

・その他、これらのいずれの方法にもよらずに受動喫煙を防止できる装置やシステム 

 そして、これらの措置のたばこの煙の流出防止効果は、厚生労働省が定めた分煙効果判定

基準に基づいて、検証することとなる。 

 なお、本条については、同様の規制が健康増進法で規定されており、まず法が優先的に適

用されることから、本条が適用対象となる施設は基本的に健康増進法における技術的基準の

対象外であることが前提となるが、新たな装置が開発された場合に、条例上は適合となった

としても、健康増進法の規制（物理的な仕切り、空気の流れ、外部排気）を満たさなければ

ならない。 
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厚生労働省「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)抜粋 

● 判定条件１（受動喫煙を防止する）の場合 

1) 屋内における有効な分煙の条件 

(1) 喫煙場所から非喫煙場所に環境たばこ煙成分(粒子状物質及びガス状物質)が漏れ出な

いこと（非喫煙者の受動喫煙防止） 

(2) 喫煙場所における空気環境を良好な状態に保つこと（喫煙者の受動喫煙の軽減） 

ａ 屋外への排気装置による喫煙場所の場合 

(a) 喫煙場所と非喫煙場所との境界における分煙効果の判定基準 

(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し、漏れ

状態を確認すること。すなわち非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しない

こと（強制排気の場合はガス状物質も粒子状物質と同様に排気されるので、粒子状

物質の測定のみで代表できる） 

(2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ（0.2 m/s以上）があること 

 

また、本条後段の「その管理する公共的施設における公共的空間以外の区域」とは、本条前段

の施設管理者が管理する「公共的空間以外の区域」、すなわち、本条例において公共的空間の範

囲から除いている「居室、事務室その他これらに類する室内又はこれに準ずる環境であって、専

ら特定の者が出入りする区域」（第２条第２号かっこ書）をいうものであるから、当該施設管理

者は、喫煙できる環境にある専用事務室等（例えば、飲食店における厨房、帳場、従業員の更衣

室・休憩室や、店舗住宅併用型の商店における住居部分等）と隣接する喫煙禁止区域との境界に

おいても、たばこの煙の喫煙禁止区域への流出を防止するため、条例設置の喫煙環境と同様に、

規則で定める必要な措置を講じなければならない。 

もっとも、施設管理者が、その管理権の行使により喫煙を禁止している場合など、専用事務室

等が喫煙できる環境になければ、こうした措置を講ずる必要はないのであるが、これを逆にいえ

ば、たばこの煙の流出を防止のための措置を講じない限りは、施設管理者は、その管理する公共

的施設内で、喫煙禁止区域に隣接する専用事務室等を事実上禁煙としなければならない。 

そして、公共的施設の敷地も、「公共的空間以外の区域」ということができるが、本条後段の

規定では、「公共的施設における」として、その範囲を限定していることから、施設管理者は、

屋外（ただし、屋外のテラス等について公共的施設の一部として認識されることはあり得る。）

からのたばこの煙の流入を防止のための措置を講ずる義務までも負うものではない。 

なお、本条に違反した施設管理者は、指導・勧告の対象となり（第13条）、この勧告に従わな

い場合は、その違反事実等の公表及び命令の対象となり（第14条及び第15条）、さらに、この命

令に従わない場合は、罰則（５万円以下の過料）が適用される。（第18条第２号） 
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（二十歳未満の者又は未成年者の立入りの制限） 

第10条 施設管理者は、その管理する喫煙区域に、二十歳未満の者を立ち入らせてはならない。 

２ 保護者は、喫煙区域に、その監督保護に係る未成年者を立ち入らせてはならない。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、本条例の未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するという目的を

達成するための手段として、喫煙環境への未成年者の立ち入りを制限することとし、施設管理者

及び保護者に、そのための義務を課すものである。ただし、健康増進法においては二十歳未満の

者について喫煙区域への立入りを規制していること、平成30年６月13日に成立した改正民法によ

り平成34年（令和４年）４月１日から成年年齢が十八歳に引き下がること、未成年者喫煙禁止法

（令和４年４月１日より「二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律」に改正）では20歳未満の

者の喫煙を禁止（令和４年４月１日の改正後も同様）していることから、施設管理者については

引き続き「二十歳未満の者」に対する責務を負わせることとしている。 

 

【解説】 

１ 施設管理者の義務（第１項） 

本項は、二十歳未満の者の立入制限に関して施設管理者の義務を定めるもので、施設管理者

は、条例設置の喫煙環境に二十歳未満の者を立ち入らせてはならない義務、具体的には次の義

務を負う。 

・ 二十歳未満の者を条例設置の喫煙環境に案内してはならない。 

・ 二十歳未満の者が条例設置の喫煙環境を自発的に利用しようとした場合には、その利用を

制止しなければならない。 

・ 二十歳未満の者が条例設置の喫煙環境に立ち入った場合には、そこからの立ち退きを求め

なければならない。 

なお、本条の「立ち入らせる」とは、施設の本来目的による利用のために立ち入ることを指

し、単に通過することは含まないため、喫煙禁止区域からトイレまでの経路中に独立した廊下

が無く、喫煙区域が含まれている施設において、二十歳未満の者がトイレに行くのに喫煙区域

を通過することまでを規制するものではない。 

そして、本項の趣旨は、二十歳未満の者（特に未成年者）は、受動喫煙の健康リスクについ

て適切な判断を必ずしも期待できないことから、本人の意思や二十歳未満の者を同伴する者の

意思にかかわらず、二十歳未満の者を強制的に保護しようとするものであるから、二十歳以上

の者が二十歳未満の者を伴って条例設置の喫煙環境を利用しようとした場合においても、その

二十歳未満の者（たとえ乳幼児であっても）を条例設置の喫煙環境には立ち入らせてはならな

いこととなる。このため、レストランの場合では、施設管理者は、二十歳未満の者を同伴する

客については、喫煙禁止区域にしか案内をすることができないこととなるのである。 

こうした立入制限に関する現行法令の規定には、エコツーリズム推進法（平成19年６月27日

法律第105号）第10条第２項、南極地域の環境の保護に関する法律（平成９年５月28日法律第61

号）第19条、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年６月５日法律

第75号）第38条第４項、自然環境保全法（昭和47年６月22日法律第85号）第19条第３項などが

あり、そこでは、その趣旨が場所（環境）の保護ということもあり、おおむね「〇〇は（何人

も）、〇〇に立ち入ってはならない」と規定している。 

一方、立入制限の対象が年少者である児童福祉法第34条や風営法第22条の場合では、「（何

人も）行為をしてはならない」と規定している。 

本項の立入制限に関する規定も、その対象が、受動喫煙の健康リスクについて適切な判断が

期待できない未成年者であることから、これらの法律の例に倣い、立入制限に関する義務を負

うのは、利用者である未成年者自身ではなく、施設管理者としたものである。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%93%f1&REF_NAME=%95%97%91%ad%89%63%8b%c6%93%99%82%cc%8b%4b%90%a7%8b%79%82%d1%8b%c6%96%b1%82%cc%93%4b%90%b3%89%bb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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なお、本条に違反した施設管理者は、指導・勧告の対象となり（第13条）、この勧告に従わ

ない場合は、その違反事実等の公表及び命令の対象となり（第14条及び第15条）、さらにこの

命令に従わない場合は罰則（５万円以下の過料）が適用されることとなる。（第18条第２号） 

 

２ 保護者の義務（第２項） 

本項は、施設管理者と同様の義務を保護者にも課すものであり、本項の規定により、保護者

は、次の義務を負う。 

・ その監督保護する未成年者を伴ってこの条例に基づく喫煙区域を利用してはならない。 

・ その監督保護する未成年者に対してこの条例に基づく喫煙区域に立ち入らせるような役務

（用事）を依頼してはならない。 

・ その監督保護する未成年者がこの条例に基づく喫煙区域を自発的に利用しようとした場合

には、その利用を制止しなければならない。 

・ その監督保護する未成年者がこの条例に基づく喫煙区域に立ち入った場合には、そこから

連れ出さなければならない。 
 
このように保護者に対して義務を課す規定は、未成年者喫煙禁止法にもあり、第３条第１項

において「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処

ス」として、罰則担保により、保護者の喫煙制止義務を規定している。 

また、本県の条例をみても、青少年保護育成条例（昭和30年神奈川県条例第１号）第24条に、

深夜に青少年を外出させてはならない旨の義務を保護者に課している例がある。 

なお、保護者が本項の規定に違反したとしても、施設管理者の場合とは異なり、指導・監督、

公表、命令及び罰則の規定は適用されないことに留意する。 
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（表示等） 

第11条 施設管理者は、公共的施設について禁煙（公共的施設の全部（喫煙関連研究場所及び法第

40条第１項各号に掲げる場所を除く。以下この項において同じ。）を喫煙することができない区

域とすることをいう。）の措置を講じたときは、規則で定めるところにより、当該公共的施設の

入り口に、当該公共的施設の全部が喫煙禁止区域である旨の表示をしなければならない。 

２ 前項の規定によるもののほか、施設管理者は、受動喫煙を防止するために講じた措置につい

て、その管理する公共的施設の利用者に周知させるよう努めるものとする。 

 

「施行規則」 

（表示） 

第３条 条例第11条第１項に規定する規則で定める表示は、第１号様式とする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、公共的施設の利用者が、自らの意思で受動喫煙を避けることができるよう、そ

の選択に資するため、施設管理者に対して、当該施設内が禁煙である旨を表示することを義務付

けるとともに、利用しようとする者がそうした情報に容易にアクセスできるよう周知を行う努力

義務を課すことでその保護の徹底を図ろうとするものである。 

 

【解説】 

健康増進法及び本条例第８条の規定によって、受動喫煙を避けることができる環境が整備され

たとしても、日常生活や社会生活を営むすべての環境からたばこの煙が取り除かれるわけではな

いので、受動喫煙を防止したいと考えている公共的施設の利用者は、自らの意思で、たばこの煙

を回避する行動をとらなければならないこととなる。また、二十歳未満の者（特に未成年者）に

あっては、受動喫煙の健康リスクについて適切な判断を必ずしも期待することができず、それ故、

たばこの煙を回避するための正しい行動をとることも難しい。 

このため、本条では、公共的施設の利用者が、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環

境を整備する一環として、施設管理者に対して、たばこの煙の環境に関する表示（禁煙である旨

の表示）を施設の入り口に掲げることを義務付けることによって、当該表示が掲示されている施

設内では受動喫煙のリスクがないことを明らかにし、施設利用の判断に資する情報を提供するこ

ととしたものである。 

表示は、建物の入り口付近の見やすい位置に掲示し、複数の入り口がある場合は、そのすべて

の入り口に表示を行う必要がある。（ただし、従業員専用の入り口は除く。） 

なお、複数の公共的施設が入居するテナントビルにおいては、複合施設が管理する区域（共用

部分等）に喫煙区域がない場合、建物内の各店舗における喫煙区域の有無に関わらず建物入口に

「禁煙」の表示を行う。 

ちなみに、このように立入制限に関する表示を義務付けた法令には、風営法第18条がある。 

なお、本条に違反した施設管理者は、指導・勧告の対象となり（第13条）、この勧告に従わな

い場合は、その違反事実等の公表及び命令の対象となり（第14条及び第15条）、さらに、この命

令に従わない場合は、罰則（５万円以下の過料）が適用されることとなる。（第18条第２号） 

 

 

１ 禁煙施設である旨の表示（第１項） 

公共的施設のすべてを禁煙とした施設管理者は、当該公共的施設の入り口付近の見やすい位置

に、規則で定める第１号様式により、禁煙の標識を掲げなければならない。 
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２ 施設管理者による利用者への周知（第２項） 

公共的施設の利用者が、受動喫煙を避ける選択をするためには、第１項に掲げる表示が効果的

であるが、その情報に事前にアクセスすることができれば、利用者の選択の幅が広がり、本条の

趣旨を更に徹底することができる。 

このため、本項では、施設管理者に対し、当該施設のたばこの煙の環境を利用者に周知させる

ための努力義務を課すこととしたものであるが、これは、自らの施設の広告等（ホームページや

雑誌の掲載）をする際に、禁煙の措置を講じている状況について記載することを求めるものであ

って、新たに周知のための手段をとることまでを求めるものではないことに留意する。 
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（立入調査等） 

第12条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施設管理者に対し、受動喫煙の防止に関

する取組の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定した職員に、公共的

施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 

 

「施行規則」 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（平成21年神奈川県条例第27号。以下

「条例」という。）に基づく次に掲げる事務のうち、横浜市及び川崎市の区域以外の区域に

おける事務は、保健福祉事務所長に委任する。 

 (1) 条例第12条第１項の規定により、施設管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、

又は知事が指定した職員に、公共的施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、

若しくは関係人に質問させること。 

（身分証明書の様式） 

第４条 条例第12条第２項の証明書は、第２号様式とする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、本条例の適切な運用を確保するため、知事が職員に対して、立入調査のための

権限を付与するとともに、その行使について、施設管理者等に対して一定の受忍を求めようとす

るものである。 

 

【解説】 

１ 立入調査権（第１項） 

本項は、職員に対して立入調査のための権限を付与し、一方、その行使の相手方となる関係

人に対して一定の受忍を求める規定であるが、この立入調査は、昭和48年７月10日最高裁判所

第三小法廷判決に示されている税務調査と同種の調査であり、罰則（第18条第１号。５万円以

下の過料）により担保されているとはいえ、あくまで、相手方となる関係人の承諾を得て行う

任意調査（罰則担保による間接強制の任意調査）であるから、同人の承諾を得ないままに、公

共的施設に立ち入ることはできない。 

すなわち、相手方となる関係人が立入調査を拒否すれば、職員は、その者が管理する公共的

施設に立ち入ることはできないのであるから、この場合には、立入調査を拒否した相手方に弁

明の機会を付与した上で、過料処分を行うこととなる（第18条第１号の解説を参照のこと）。 

なお、本項にいう「この条例の施行に必要な限度において」とは、上記判例が述べるように、

「客観的な必要性があると判断される場合」、すなわち、立入調査を必要と認めるに足る合理

的な理由がある場合において、その調査の目的を達成するために必要最小限の範囲内という意

味を有するものであるから、合理的な理由もないのに、本項の規定に基づく立入調査を実施す

るとして漫然と公共的施設に立ち入り、調査を実施したような場合には、調査権限の濫用と判

断される可能性があることに留意する。 

また、本項に規定する施設管理者の受忍義務に違反し、報告・資料の不提出若しくは虚偽報

告、立入拒否・妨害・忌避又は質問に対する不答弁若しくは虚偽答弁をした者に対しては、罰

則（５万円以下の過料）が適用されることがある（第18条第１号）。 
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２ 身分証明書の携行及び提示義務（第２項） 

本項は、立入調査を実施する職員に対して、その権限を有することを証する書面（規則で定

める第２号様式による証票）を携行し、調査の相手方となる関係人に、これを提示することを

義務付けることで、正当に立入調査権限を行使し得る者であることを明らかにし、もって、相

手方となる関係人の理解（受忍義務や罰則が適用されることがあること）に資するとともに、

職員による立入調査権限の濫用の防止を図ろうとするものである。 

 

３ 権限濫用防止のための注意喚起（第３項） 

第１項の解説のとおり、立入調査は、あくまで任意調査なので、相手方となる関係人は、罰

則が適用されることはあっても、これを強制されるものではない。 

本項は、立入調査権限の濫用によって、相手方となる関係人の自由が侵害された場合の事案

の重大性に鑑み、これを防止するため、強制調査を行うことができる犯罪捜査のための権限と

して認められたものではないことを確認的に明らかにしたものである。 
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（指導及び勧告） 

第13条 知事は、施設管理者が第８条第１項、第９条（法第34条第１項又は法第36条第１項による

勧告をする場合を除く。）、第10条第１項（業務に従事する者が立ち入る場合を除く。）又は第

11条第１項の規定に違反していると認めるときは、当該施設管理者に対し、必要な措置を講ずべ

きことを指導し、又は勧告することができる。 

 

「施行規則」 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（平成21年神奈川県条例第27号。以下

「条例」という。）に基づく次に掲げる事務のうち、横浜市及び川崎市の区域以外の区域に

おける事務は、保健福祉事務所長に委任する。 

 (2) 条例第13条の規定により、施設管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを指導し、又

は勧告すること。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、施設管理者が、第８条第１項＜指定たばこ専用喫煙室の規制＞、第９条＜喫煙

禁止区域へのたばこの煙の流出の防止＞、第10条第１項＜二十歳未満の者の立入りの制限＞又は

第11条第１項＜表示＞の規定に違反したと認められる場合の当該施設管理者に対する指導及び勧

告の行政指導について、明文の根拠を与えることによって、その適切な発動を図ろうとするもの

である。 

 

【解説】 

本条の指導・勧告とは、 

・ 行政手続法（平成５年11月12日法律第88号）第２条第６号において「行政機関がその任務又

は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為

を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と、 

・ 神奈川県行政手続条例（平成７年３月14日神奈川県条例第１号）第２条第１項第７号におい

て「県の機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定

の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって行政庁の処分そ

の他公権力の行使に当たる行為に該当しないものをいう。」 

と、それぞれ定義されている行政指導であるので、条例中に明文の根拠がなくても、これらを

発動できないというものではない。 

しかしながら、本条例では、次の理由により、本条に明文の規定を置くこととしたものであ

る。 

① 施設管理者に対して、受動喫煙を防止するための措置を講ずることを促すためには、直ちに

罰則を適用（第18条第２号）よりも、むしろ徹底した行政指導が望まれること。 

② 施設管理者の任意の協力を得るためには、神奈川県行政手続条例第４章の規定の適用がある

行政指導であることを明確にした上で、その適切な発動を図る必要があること。 

③ 指導から勧告、勧告から公表（第14条）というステップを本条例に明確に位置付けることに

よって、各段階に応じた実効のある行政指導を発動することが可能となること。 

かかる指導は期限を定めて行われ、当該期限までに指導内容が履行されない場合は、期限を定

めて勧告を行う。 

ただし、第９条への違反については、煙の流出防止措置の技術的基準が健康増進法とほぼ同様

であることから、法に基づく勧告を行う場合、条例に基づく指導勧告と重複することとなり、施

設管理者に対して過剰な行政指導となるおそれがある。特に保健所設置市においては健康増進法

の施行主体は市であり、同一の違反に対して県と市からそれぞれ指導を受けることは、施設管理
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者側の負担が大きいことを考慮し、法に基づく勧告を行う場合は（その後の罰則適用まで）法に

委ねることとしたものである。 

なお、指導・勧告は行政指導であるため、弁明の機会の付与など、神奈川県行政手続条例の不

利益処分に関する規定は適用されない。 
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（公表） 

第14条 知事は、必要があると認めるときは、前条の規定による勧告に従わない施設管理者が管理

する公共的施設の名称、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。 

２ 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該施設管理者に意見を述べ

る機会を与えなければならない。 

 

「施行規則」 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（平成21年神奈川県条例第27号。以下

「条例」という。）に基づく次に掲げる事務のうち、横浜市及び川崎市の区域以外の区域に

おける事務は、保健福祉事務所長に委任する。 

 (3) 条例第14条第１項の規定により、公共的施設の名称等を公表すること。 

 (4) 条例第14条第２項の規定により、施設管理者に意見を述べる機会を与えること。 

（公表） 

第５条 条例第14条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 公共的施設の名称 

 (2) 公共的施設の所在地 

 (3) 違反の事実 

 (4) 勧告の内容 

 (5) その他知事が必要と認める事項 

２ 条例第14条第１項の規定による公表は、神奈川県公報に登載するほか、広く県民に周知さ

せる方法により行うものとする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、前条の勧告によっても、施設管理者が受動喫煙防止のための措置の是正を図ら

ない場合において、県民に対してその事実を公表し、受動喫煙を避けるために必要な情報提供す

ることによって、県民が不意の受動喫煙に遭遇することを回避しようとするものである。 

 

【解説】 

施設管理者が前条の規定による勧告に従わない場合は、その後の手続は処分となり、次条に規

定する命令、命令に従わない場合の罰則（第18条第２号）に移行することとなる。 

しかしながら、このようにして施設管理者に罰則を適用することとしても、そのことによって、

当該施設管理者が管理する公共的施設において、受動喫煙を防止するための措置が講じられると

いうものではないから、当該公共的施設の利用者が、不意の受動喫煙に遭遇する可能性が生ずる

こととなるので、施設管理者が、前条に規定する勧告に従わないことが明らかになった段階で、

県民に対して受動喫煙を避けるために必要な情報を提供することとしたものである（第１項）。 

そして、公表によって、施設管理者（事業者）が、世間の注目を集めるということも事実（平

成18年12月14日東京地方裁判所判決にいう事実上の不利益効果）であるので、この公表に先立つ

勧告の内容に誤りがないことを確認するという観点も踏まえ、前条の規定により勧告を受けた施

設管理者に対して、不利益処分における弁明の機会の付与（神奈川県行政手続条例第13条第１項

第２号）に準じて、意見を述べる機会を与えることとしたものである。（同条例第30条第２項） 

なお、神奈川県行政手続条例では、こうした公表について、第30条第２項において、「行政指

導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをし

てはならない。ただし、他の条例で定めるところにより、その相手方に意見を述べる等の機会を

与えた上で、行政指導の事実その他当該条例で定める事項を公表することを妨げない。」と規定

しているところである。 
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（命令） 

第15条 知事は、第13条の規定による勧告を受けた施設管理者が当該勧告に従わないときは、当該

施設管理者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 

「施行規則」 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（平成21年神奈川県条例第27号。以下「条

例」という。）に基づく次に掲げる事務のうち、横浜市及び川崎市の区域以外の区域における事

務は、保健福祉事務所長に委任する。 

 (5) 条例第15条の規定により、勧告に従わない施設管理者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべ

きことを命ずること。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、施設管理者が、第８条第１項＜指定たばこ専用喫煙室の規制＞、第９条＜喫煙

禁止区域へのたばこの煙の流出の防止＞、第10条第１項＜二十歳未満の者の立入りの制限＞又は

第11条第１項＜表示＞の規定に違反するとして第13条の規定による勧告を受けたが、その勧告に

従わない場合において、当該施設管理者に対し、勧告内容に基づく是正措置をとることを促すた

め、命令の処分ができることとしたものである。 

 

【解説】 

本条の命令は、神奈川県行政手続条例第２条第１項第５号に定義する不利益処分（行政庁が、

条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限

する処分）であるから、同条例第３章に規定する不利益処分の手続が適用されることとなる。 

すなわち、本条の命令をしようとする場合には、同条例第28条の規定に基づき、予定される不

利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項（同条第１号）、不利益処分の原因となる事実（同

条第２号）並びに弁明書の提出先及び提出期限（同条第３号）を記載した書面により、弁明の機

会を付与する旨を施設管理者に通知し、当該施設管理者に意見陳述をさせた上で、同条例第14条

の規定に基づき、不利益処分の理由を示した書面により、受動喫煙防止のための措置について、

施設改善命令等を発することとなるのである。 

なお、本条の命令に違反した場合には、罰則（５万円以下の過料）が適用される（第18条第１

号）。 
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（特例県第２種施設） 

第16条 県第２種施設のうち次に掲げる施設の施設管理者は、第９条の規定にかかわらず、法に規

定する措置を講ずることで足りるものとする。ただし、当該措置を講じない場合は、当該措置に

準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

第１号から第４号までに掲げる営業又は同条第11項に規定する営業の用に供する施設 

(2) 事業の用に供する床面積から食品の調理の用に供する施設又は設備に係る部分を除いた部

分の床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店 

(3) 事業の用に供する床面積の合計が700平方メートル以下のホテル、旅館その他これらに類す

る施設 

(4) 法第28条第７号に規定する喫煙目的施設 

(5) 改正法附則第２条第２項に規定する既存特定飲食提供施設のうち屋内全部を喫煙可能室と

した施設（第２号に掲げる施設を除く。） 

 

【趣旨】 

本条の規定は、本条で掲げる施設において煙の流出防止措置を講ずることの物理的な困難性や

利用の実態等に配慮し、また、たばこ販売店等の喫煙目的施設や喫煙可能店（既存特定飲食提供

施設のうち屋内全部を喫煙可能室とした施設）について、条例で健康増進法を上回る規制を行う

必要性と影響の大きさを考慮し、第９条＜喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止＞に規定す

る措置の実施について、健康増進法に規定する措置を講ずることで足りるものとする特例措置を

定めるものである。 
 
【解説】 

１ 特例対象施設（第１項） 

(1) 風俗営業施設 

次の表に掲げる風俗営業を営む施設については、次の理由から、特例措置を講ずることと

したものである。 

① これらの施設において営業するためには、風営法上の構造及び設備の技術上の基準を満 

たす必要があり、これまでの厳しい経済状況も鑑みると、分煙への対応が困難な場合が想

定されること。 

② これらの施設の利用者には喫煙者が多いという実態があり、また、喫煙が許容されてい

る場所という社会的風潮もあることから、現段階で一律の規制を施すよりも、県による指

導と、施設管理者や業界団体の自主的努力によって、利用者の理解を得つつ、段階的に受

動喫煙を防止するための環境整備を図っていくことが適当と考えられたこと。 

風俗営業 

の 区 分 

説    明 

主な構造及び設備の技術上の基準（風営法第２条） 

風営法第２条第

１項第１号営業 

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をし

て客に遊興又は飲食をさせる営業 

第２号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委

員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下とし

て営むもの（いわゆる低照度飲食店） 

第３号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通

すことが困難であり、かつ、その広さが５平方メートル以下である客席を

設けて営むもの（いわゆる区画席飲食店） 

第４号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそ

れのある遊技をさせる営業 
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第11項営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさ

せる営業（客に酒類を提供して営むものに限る。）で、午前６時後翌日の

午前０時前の時間においてのみ営むもの以外のもの（いわゆる特定遊興飲

食店営業） 
 

(2) 小規模飲食店 

小規模飲食店については、施設の構造やレイアウトの自由度が低いという関係上、煙の流

出防止の措置を講ずることには難しい面があると考えられるほか、その利用者に喫煙者が多

いという実態があり、とりわけ、喫煙者である固定客（実質的な意味における公共性が低い

ということができる。）を中心とした小規模な飲食店にあっては、禁煙とした場合の経済的

影響は大きいものと思料されることから、特例措置を講ずることとしたものである。 

そして、この特例措置は、こうした工事を施工する際の技術的困難性及び利用実態によっ

て生ずる経済的影響に着目して講ずるものであるから、本来であれば、個々の飲食店の営業

内容を反映する基準を設けることが適当であるが、すべての営業内容を網羅した基準を設け

ることは技術的に不可能であるといわざるを得ない。 

そこで、事業所の床面積（店舗総面積）から食品の調理の用に供する施設又は設備（いわ

ゆる調理場）に係る部分を除いた部分の面積を基準にすることとしたものであるが、店舗総

面積を基本としたのは、効率的な流出防止措置の可能性は、店舗全体としてのレイアウトの

自由度や空調の在り方によって左右され、また、一般に、店舗総面積によって客席数を推計

することが行われているように、施設の規模を測る上で最も客観的な指標となり得るからで

ある。 

また、そこから調理場部分の面積を除くこととしたのは、飲食店の業態によって必要とさ

れる調理場の面積が異なることから、この点に配慮することで、業態間の不均衡を是正しよ

うとするものである。 

また、この特例措置が適用となる床面積の基準を100平方メートルとしたのは、 

① 同程度の規模以上の店舗においては、現に流出防止の措置が講じられている事例を確認

することができ、同規模以上の店舗では、効果的に区域を分割できると考えられること。

また、専門の施工業者からは、この規模であるならば、工事を施工する上で、技術的な問

題点はなく、効率的な流出防止措置が可能であろうとの回答を得ていること。 

② 本県内に存する飲食店について、店舗面積の分布状況から、店舗面積が100平方メートル

以下の飲食店はおよそ７割にあたり、利用実態によって生じ得る深刻な経済的影響に配慮

すべき飲食店は、この面積基準の中に包含されると考えられること。 

などを、総合的に勘案した結果によるものである。 

 

(3) 小規模ホテル、旅館等 

ホテル、旅館等は、飲食店に比して規模が大きく、また、客室内は本条例による規制の対

象外となるため、禁煙又は煙の流出防止の措置を講ずることが困難というほどではないが、

こうした宿泊施設の利用者は、喫煙に関し、滞在期間中、長時間（期間）の受忍を強いられ

ることとなるので、禁煙の措置が、利用者の選択（利用の意思決定）に与える影響を勘案し、

経済的影響に配慮する観点から、特例措置を講ずることとしたものである。 

なお、この特例措置の対象となるホテル、旅館等の規模を、床面積を基準として700平方メ

ートルとしたのは、ホテル、旅館等における経済的影響を考慮して設定したものである。 

 

(4) 喫煙目的施設 

喫煙目的施設については、健康増進法の規定により公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とする

バー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店の３類型がある（健康増進法施行令（平

成14年政令第361号）第４条）が、いずれも喫煙が主目的であることから、利用者が自らの判
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断で当該施設に立ち入ることや、施設の一部を禁煙とすることが想定されない。また、特に

たばこ販売店は過去（令和２年３月31日以前）知事認定施設として条例の適用除外であった

ことなどを踏まえ、特例措置を講ずることとしたものである。 

そもそも、本条例が受動喫煙（合意の上での二次喫煙は含まれない。）の健康リスクから

県民を保護するものであるところ、専ら特定の者のみが利用する施設にあっては、これら特

定の者すべてが当該施設内における喫煙を認め、非喫煙者もたばこの煙にさらされることを

許容していることもあり得るわけであり、喫煙を主目的としている以上、客に喫煙させるこ

とによって営業が成り立っていることから、法の規制に加えて条例で煙の流出防止措置を求

めることはしないこととしたものである。 

 

(5) 喫煙可能店 

喫煙可能店については、健康増進法の要件により客席面積が100㎡以下とされ、本条第２号

と同様に一定規模以下の小さな飲食店であり、経済的影響等に配慮する妥当性があることに

加え、法で求められる煙の流出防止措置は、壁や天井等による区画のみとなっている。店内

すべてが喫煙可能な施設である以上、屋内における煙の流出による受動喫煙は発生しないこ

ととなるため、法の規制に加えて条例の技術的基準の措置を求める必要性は低く、一方、求

めた場合の経済的影響は大きいことから、特例措置を講ずることとしたものである。 

 

なお、第１号から第５号において、法が求める措置は努力義務ではなく義務である。 
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（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第15条第１項の規定に基づき、本

条例の施行に関し必要な事項については、規則で定めることとしたものである。 

 

【解説】 

本条例では、個別の条において、次のとおり規則に委任する旨を定めている。 

① たばこの煙の流出防止措置の内容（第９条） 

（喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止） 

第９条 施設管理者は、喫煙区域（指定たばこ専用喫煙室、喫煙専用室、法第35条第３項第

１号に規定する喫煙目的室又は改正法附則第２条第１項の規定により読み替えられた法第

33条第３項第１号に規定する喫煙可能室をいう。以下同じ。）を設けたときは、当該喫煙

区域から喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防止するために必要な措置として規則で定

める措置を講じなければならない。その管理する公共的施設における公共的空間以外の区

域が喫煙禁止区域に隣接する場合の当該公共的空間以外の区域についても、同様とする。 

 

② 表示の方法及び標識の様式（第11条第１項） 

（表示等） 

第11条 施設管理者は、公共的施設について禁煙（公共的施設の全部（喫煙関連研究場所及び

法第40条第１項各号に掲げる場所を除く。以下この項において同じ。）を喫煙することがで

きない区域とすることをいう。）の措置を講じたときは、規則で定めるところにより、当該

公共的施設の入り口に、当該公共的施設の全部が喫煙禁止区域である旨の表示をしなければ

ならない。 

２ (略) 

 

③ 公表する事項（第14条第１項） 

（公表） 

第14条 知事は、必要があると認めるときは、前条の規定による勧告に従わない施設管理者が

管理する公共的施設の名称、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができ

る。 

２ (略) 

 

本条では、上記の個別の条による規則委任事項のほか、保健福祉事務所長への事務の委任、立

入調査等をする職員の身分証明書の様式（第12条第２項関係）その他の本条例の施行に関し必要

な事項についての定めについては、規則に委任することとしたものである。 
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（罰則） 

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

(1) 第12条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは

資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

(2) 第15条の規定による命令に違反した者 

 

「施行規則」 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（平成21年神奈川県条例第27号。以下

「条例」という。）に基づく次に掲げる事務のうち、横浜市及び川崎市の区域以外の区域に

おける事務は、保健福祉事務所長に委任する。 

 (6) 条例第18条に規定する過料処分に関すること。 

（弁明の機会の付与の方式等） 

第６条 条例第18条の規定による過料処分に係る弁明は、弁明を記載した書面を提出してする

ものとする。 

２ 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 

第７条 条例第18条の規定による過料処分に係る地方自治法（昭和22年法律第67号）第255条の

３の規定による告知及び弁明の機会の付与は、当該過料処分の名宛人となるべき者に対し、

弁明書の提出期限の７日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければなら

ない。 

 (1) 予定される過料処分の内容及び根拠となる条例の条項 

 (2) 過料処分の原因となる事実 

 (3) 弁明書の提出先及び提出期限 

２ 前項の規定により書面の交付を受けた者（以下「弁明者」という。）は、やむを得ない理

由があるときは、弁明書の提出期限の変更を知事、保健福祉事務所長又は指導員（以下「行

政庁」という。）に申し出ることができる。 

３ 行政庁は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。 

４ 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知

しなければならない。 

（弁明書が提出されない場合等の措置） 

第８条 行政庁は、弁明者が、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は弁明書の

提出期限の到来する日前に弁明を行わない旨を申し出た場合は、改めて弁明の機会の付与を

行うことを要しない。 

（過料処分の通知） 

第９条 知事又は保健福祉事務所長は、条例第18条の規定による過料処分を行う場合は、当該

過料処分の名あて人となるべき者に対し、当該過料処分の理由を示した書面により、その旨

を通知するものとする。 

 

【趣旨】 

本条の規定は、本条例の義務規定のうち、一定のもの（第12条第１項の立入調査等受任義務及

び第15条の命令遵守義務）に違反した者に対し、地方自治法第14条第３項の規定に基づく過料を

科すことを定めるものである。 

 

【解説】 

本条は、本条例の各義務規定に違反した者に対する罰則を規定するものであるが、保護者の未
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成年者の立入制限に関する義務（第10条第２項）違反に対しては、本条の罰則の適用はなく、ま

た、施設管理者に対して課した次の義務の違反については、指導・勧告（第13条）を経て、命令

（第15条）を発し、それでもなお施設管理者が施設等の改善を行わない場合に、初めて本条の罰

則が適用されることとなるものである（本条第１項第２号）。 

① 県第１種施設に指定たばこ専用喫煙室を設置してはならない義務（第８条第１項） 

② 喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防止する義務（第９条） 

③ 喫煙区域に二十歳未満の者を立ち入らせない義務（第10条第１項） 

④ 禁煙に関する表示義務（第11条第１項） 

したがって、直接に本条の罰則が適用（直罰）されるのは、第12条第１項の報告・資料の不提

出若しくは虚偽報告、立入拒否・妨害・忌避又は質問に対する不答弁若しくは虚偽答弁をした者

（本条第１項第１号）ということになる。 

なお、こうした過料は、行政上の秩序に障害を与える義務違反に対して科される罰であると解

されており、過料を徴収するための手続は、次の地方自治法の規定によることとなる。 
 

（過料処分の場合の手続） 

第255条の３ 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分

を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならな

い。 
 

そして、この地方自治法の規定にいう「告知」とは、過料の処分をしようとする旨を過料の処

分を受ける者に了知せしめることをいい、口頭によることも差し支えないが、文書によることが

適当とされているものであり、また、「弁明の機会」とは、過料の処分を受けることについての

意見を表明する機会をいい、口頭であると、文書であるとを問わないとされているものである。 

なお、弁明の機会は、告知後相当の期間内に与えるべきこととされ、また、告知をせず、又は

弁明の機会を与えずになした過料処分は無効となることに留意する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。ただし、第23条の規定（第２種施設に係る部分

に限る。）は平成23年４月１日から、次項及び附則第３項の規定は公布の日から起算して５月を

超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第20条第１項の規定による認定を受けようとする者は、この条例の施行の日（以下｢施行日｣と

いう。）前においても、同条第２項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。 

３ 知事は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、第20条第１項

の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、同項の規定の例により認

定を受けたときは、施行日において同項の規定により認定を受けたものとみなす。 

（検討） 

４ 知事は、施行日から起算して３年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

「施行規則」 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(1)  附則第３項から第５項までの規定 平成21年８月１日 

(2)  第１条第１項第６号及び同条第２項並びに第10条から第13条までの規定（第２種施設に係

る部分に限る。） 平成23年４月１日 

 

【趣旨】 

本則に付随する必要事項を定めるものである。 

 

【解説】 

１ 施行期日（第１項） 

本条例は、原則として平成22年４月１日に施行するものであるが、一部の規定については、

次のとおり施行期日が異なるので留意する。 

(1) 第２種施設に係る罰則規定 平成23年４月１日 

既に禁煙環境の整備が図られている第１種施設に比して、第２種施設における受動喫煙

防止対策は遅れており、また、第２種施設には多様な営業形態が含まれており、利用者の

喫煙に対する認識も様々である。 

このため、本条例による規制を円滑に実施する観点から、この点について配慮すること

とし、第２種施設に係る罰則規定については、規制の施行から１年経過後に施行すること

としたものである。（令和元年度の改正により「第１種施設」は「県第１種施設」に、

「第２種施設」は「県第２種施設」へと改正） 

(2) 適用除外認定施設の認定手続 公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規

則で定める日 

第20条第１項の適用除外認定施設の認定手続を円滑に実施するため、原則の施行日前か

ら認定申請を受け付けることとし（附則第２項）、施行日前においても認定できることと

したため（附則第３項）、これらの経過措置の規定を、原則の施行日前の平成21年８月１

日から施行することとしたものである。（令和元年度の改正により第20条削除） 
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２ 経過措置（第２項及び第３項） 

１⑵の解説を参照のこと。（令和元年度の改正により第20条削除） 

３ 見直し規定（第４項） 

受動喫煙を巡る環境は、ここ数年で著しく変化しており（第１条の解説を参照のこと）、今

後も、受動喫煙の健康リスクに対する社会的認識が高まりや、このことに伴う喫煙率の低下な

ど、その変化が加速していくことが予想されている。 

このため、本条例の見直しについては、今後の社会情勢に応じて受動喫煙防止対策をなお一

層推進していく観点から、通例では５年であるところ、施行日から３年ごとに見直しをするこ

ととしたものである。 

したがって、本条例の見直しは、受動喫煙を巡る環境の変化や社会的要請に適切に対応しつ

つ（立法事実）、施行状況（本条例の定着状況、規制の遵守状況等）について、別に設ける検

討組織（県民、有識者等で構成）において検討を加えた上で、必要な見直しを行う。 
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別表第１（第２条関係） 

(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学

校、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 

(2) ア 病院、診療所又は助産所  

イ 薬局  

ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の施術所 

(3) 劇場、映画館又は演芸場 

(4) 観覧場 

(5) ア 集会場又は公会堂  

イ 火葬場又は納骨堂  

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

(6) 展示場 

(7) 体育館、水泳場、ボーリング場その他の運動施設 

(8) 公衆浴場 

(9) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

(10) 銀行その他の金融機関 

(11) 郵便事業、電気通信事業、水道事業、電気事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所 

(12) ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設 

イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両又は船舶（運行する路線又は就航

する航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。） 

(13) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

(14) 動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの 

(15) 老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センターその他これらに類するもの 

(16) 官公庁施設 

(17) 前各項又は別表第２の各項に掲げる公共的施設が所在する建築物又は工作物（出入口、

廊下、階段、エレベーター、便所その他の一般公共の用に供される区域に限る。） 

備考 この表に掲げる公共的施設には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条

第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業

（以下「店舗型性風俗特殊営業等」という。）を営む店舗を含まないものとする。 

 

 

別表第２（第２条関係） 

(1) ア 飲食店  

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、待合、料理店その他これらに類するもの 

(2) ホテル、旅館その他これらに類するもの 

(3) ア ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの  

イ ダンスホール、マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類するもの  

ウ 競馬場外の勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売場その他これらに

類するもの 

(4) 前各項又は別表第１の(1)の項から(15)の項までに該当しないサービス業を営む店舗 

備考 この表に掲げる公共的施設には、店舗型性風俗特殊営業等を営む店舗を含まないものとする。 
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【趣旨】 

別表第１及び別表第２は、公共的施設を、各施設の性格ごとに区分して掲げることにより、本

条例の規制の対象となる施設の特定に資するようにしたものである。なお、同じ表の項間におい

て、規制の内容が異なるものではないので、例えば、ある施設について、集会場（別表第１(5)

ア）に該当するにしても、展示場（別表第１(6)）に該当するにしても、本条例の適用に差異が生

じるものではない。 

【解説】 

本条例の対象となる施設を第１種施設と第２種施設のいずれに区分するかについては、施設に

対する社会的評価や社会通念を加味しつつ、次の表に示す判定基準に沿って総合的に評価したも

のである。 

なお、公共的施設の範囲については第２条第３号、公共的施設の単位（判断基準）については

第８条の解説を参照のこと。 
 

判定基準 第１種施設 第２種施設 

① 利用しないとすることがで

きるか。（施設の代替性） 

・代替性が低い。 

・施設の数が少ない。 

・第１種施設に比較して代替

性が高い。 

・施設の数が比較的多い。 

② 未成年者、とりわけ、子ど

もの利用はあるか。（健康リ

スクが高い者の利用） 

受動喫煙の健康リスクが高い

者の利用が多い。 

利用者に未成年者が少なく、

第１種施設に比して、受動喫

煙の健康リスクは高くない。 

③ 人が通常の日常生活や社会

生活を営む上で利用不可欠

か。（利用の頻度・目的） 

・日常的に利用する。 

・健康の回復や維持のために

利用する。 

日常的というよりも、趣味や

嗜好によって利用する。 

④ 利用者がたばこの煙に曝露

する量や時間はどの程度か。

（たばこの煙の曝露範囲） 

一度に多数の者が利用するの

で、たばこの煙に曝露する者

の範囲は広い。 

施設の規模、利用時間から、

たばこの煙に曝露する者の範

囲はそれほど広くない。 
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１ 別表第１に掲げる施設 

(1) (1)の項に掲げる施設（教育施設） 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、 

専修学校、各種学校その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、教育施設である。 

【解説】 

・「幼稚園」とは、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、

幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的

とする」ものをいう。（学校教育法（昭和22年３月31日法律第26号）第22条） 

・「小学校」とは、「心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的

なものを施すことを目的とする」ものをいう。（学校教育法第29条） 

・「中学校」とは、「小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育と

して行われる普通教育を施すことを目的とする」ものをいう。（学校教育法第45条） 

・「高等学校」とは、「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、

高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」ものをいう。（学校教育法第50

条） 

・「中等教育学校」とは、「小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じ

て、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す

ことを目的とする」ものをいう。（学校教育法第63条） 

・「大学」とは、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授

研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」ものをいう。（学

校教育法第83条） 

・「特別支援学校」とは、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱

者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に

準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを目的とする」ものをいう。（学校教育法第72条） 

・「専修学校」とは、学校教育法「第１条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実

際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として（中略）組織的な

教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居

住する外国人を専ら対象とするものを除く。）」をいう。（学校教育法第124条） 

・「各種学校」とは、学校教育法「第１条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教

育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定

する専修学校の教育を行うものを除く。）」をいう。（学校教育法第134条） 

・「その他これらに類するもの」には、《学校教育法に規定する学校以外のもので、学校と

同様な用途に供される、学習塾、そろばん塾、華道教室、編物教室、料理教室等が該当す

る。》（消防法施行令逐条解説） 
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(2) (2)の項に掲げる施設（医療施設） 

ア 病院、診療所又は助産所 

イ 薬局 

ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の施術所 

本項に掲げる施設は、医療施設である。 

【解説】 

・「病院」とは、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行

う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」をいう。（医療

法（昭和23年７月30日法律第205号）第１条の５第１項） 

・「診療所」とは、病院と同様の施設であるが、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数

人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しない

もの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」をいう。（医療法第１条

の５第２項） 

・「助産所」とは、「助産師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院又は診療所におい

て行うものを除く。）を行う場所」をいう。（医療法第２条第１項） 

・「薬局」とは、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所（その開設者が医

薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。）をいう。ただし、

病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設（獣医療法（平成４年５月20日法律第46号）第

２条第２項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を

行わせる者の住所を含む。）の調剤所を除く。」（医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（昭和35年８月10日法律第145号）第２条第12項） 

・「施術所」とは、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれ

らの施術所」（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年12

月20日法律第217号）第７条）及び「柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所」をいう。

（柔道整復師法（昭和45年４月14日法律第19号）第２条第２項） 

 

(3) (3)の項に掲げる施設（文化系の興行を主とする興行場） 

劇場、映画館又は演芸場 

本項に掲げる施設は、興行場（「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に

見せ、又は聞かせる施設」（興行場法（昭和23年７月12日法律第137号）第１条）のうち、主

に芸能・芸術に関する興行を行う施設である。 

【解説】 

・「劇場」とは、《主として演劇、舞踏、音楽等を鑑賞する目的で公衆の集合する施設であ

って、これらの用に供する客席を有するものをいう。》（消防法施行令逐条解説） 

・「映画館」とは、《主として映画を鑑賞する目的で公衆の集合する施設であって、これら

の用に供する客席を有するものをいう。》（消防法施行令逐条解説） 

・「演芸場」とは、《落語、講談、漫才、手品等の演芸を鑑賞する目的で公衆の集合する施

設であって、これらの用に供する客席を有するものをいう。寄席等はこれに該当すると解

される。》（消防法施行令逐条解説） 

・その施設での催物が芝居であったり、映画であったり、あるいはショーダンスであったり

して一定しないものが、上のいずれに属するかは、主たる催物の頻度によって決定するこ

とになるが、いずれの結果になっても規制は同一である。 
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(4) (4)の項に掲げる施設（スポーツ系の興行・多目的利用を主とする興行場） 

観覧場 

本項に掲げる施設は、興行場のうち、スポーツやコンサート等の多目的な用途に利用でき

る施設であって、例えば、スタンド（階段状の客席）を有する野球場、陸上競技場、競馬場、

競輪場等のスポーツ施設や、格闘技、コンサート、サーカスといった多彩な興行が開催され

るアリーナがこれに該当する。 

【解説】 

・「観覧場」とは、《スポーツ、観せ物等を観覧する目的で公衆の集合する施設であって、

これらの用に供する客席を有するものをいう。競馬場、競輪場、運動施設（野球場、相撲

場、各種競技場、体育館、拳闘場等）で公衆を収容する客席を有するものがこれに属する。

動物園の獣舎、植物園の温室、水族館等、観覧のための客席を有しないものは含まれな

い。》（消防法施行令逐条解説） 

・野球場やサッカー場など、専ら競技等に使用するための施設でも客席を有しないものは含

まれない（(7)の運動施設に該当）。 

 

(5) (5)の項に掲げる施設（集会施設） 

ア 集会場又は公会堂 

イ 火葬場又は納骨堂 

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、集会、会議、社交、冠婚葬祭等の目的で公衆の集合する施設である。 

【解説】 

・「集会場」とは、集会、会議、社交等の目的で公衆の集合する施設であって、これらの用

に供する客席を有するもののうち、公会堂に該当しないものをいう。公民館（社会教育法

（昭和24年６月10日法律第207号）第20条）などがこれに属する。専門結婚式場の用に供さ

れる場合は、これに属する。 

・「公会堂」とは、《集会、会議、社交等の目的で公衆の集合する施設であって、これらの

用に供する客席を有するもののうち、通常国又は地方公共団体の管理に属するものをいう。

公会堂と称するもののほか、市民会館、福祉会館等でこれに属するものがある。》（消防

法施行令逐条解説） 

・「火葬場」とは、「火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設」

をいう。（墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年５月31日法律第48号）第２条第７項） 

・「納骨堂」とは、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知

事の許可を受けた施設」をいう。（墓地、埋葬等に関する法律第２条第６号） 

・「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」とは、宗教法人の境内建物をいい、「本

殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務

院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物

（附属の建物及び工作物を含む。）」（宗教法人法（昭和26年４月３日法律第126号）第３

条第１号）と定義される。これらの境内建物のうち、主に公衆が集合して宗教上の礼拝を

行う施設が条例の対象となり、宗教の名称は問わない。 
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(6) (6)の項に掲げる施設（展示場） 

展示場 

本項に掲げる施設は、主に見本市（商品見本を展示して宣伝、紹介を行い、大量取引をな

すための場）のため会場（展示ホール）として利用される施設である。 

【解説】 

・「展示場」とは、見本市、博覧会、画廊、ギャラリー等の会場の用に供される施設であっ

て、特定の催事等に利用する施設である。 

 

(7) (7)の項に掲げる施設（運動施設） 

体育館、水泳場、ボーリング場その他の運動施設 

本号に掲げる施設は、ボーリング場や屋内アイススケート場などのように、競技性のみな

らず、娯楽性をも兼ね備えた施設を含む運動施設である。 

なお、これら運動施設の中には屋外部分と屋内部分を併せ持つ施設もあるが、当該施設内

における公共的空間は、クラブハウス、ロッカールーム等の屋内部分（施設内のレストラン

については、飲食店に該当する場合が多いものと考えられる。）に限られる。 

【解説】 

・「体育館」とは、『各種のスポーツを必要に応じて室内で行うことができるように多目的

に設備された施設を提供する事業所』をいう。（日本標準産業分類） 

・「水泳場」とは、水泳競技を行うための施設をいう。 

・「ボーリング場」とは、『ボウリング競技を行うための施設を提供する事業所』をいう。

（日本標準産業分類） 

・「その他の運動施設」には、ゴルフ場（『ゴルフ競技を行うための施設を提供する事業

所』（日本標準産業分類））、ゴルフ練習場（『ゴルフの練習施設を提供する事業所』

（日本標準産業分類））、テニス場（『テニス競技を行うための施設を提供する事業所』

（日本標準産業分類））、バッティング・テニス練習場（『バッティング及びテニスの練

習施設を提供する事業所』（日本標準産業分類））、フィットネスクラブ（『室内プール、

トレーニングジム、スタジオなどの運動施設を有し、会員に提供する事業所』（日本標準

産業分類））などが該当する。 

 

(8) (8)の項に掲げる施設（公衆浴場） 

公衆浴場 

本項に掲げる施設は、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設（公

衆浴場法（昭和23年７月12日法律第139号）第１条第１項）である。 

【解説】 

・公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」（公衆

浴場法第１条第１項）と定義され、銭湯だけでなく、サウナ、スーパー銭湯なども含まれ

る。 
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(9) (9)の項に掲げる施設（百貨店・商店） 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

本項に掲げる施設は、陳列棚やショウケース等に物品を陳列して、これを商品として販売

する卸売業、又は小売業の店舗である。 

なお、商品を収納した自動販売機のみが設置してある施設は、人的設備がなく、客と直接

対面して販売するものではないので、本項に掲げる施設には該当しない。 

【解説】 

・「百貨店」とは、《物品販売業を営む大規模な店舗をいう。百貨店は、旧百貨店法におい

て「物品販売業であって床面積の合計が千五百平方メートル（大都市区域にあっては三千

平方メートル）以上のもの」と定義されていた。昭和48年、旧百貨店法は廃止されたが、

「百貨店」という名称が一般に定着していたためにそのまま残されたものである。》（消

防法施行令逐条解説） 

・「マーケット」とは、《通常、多数の種類の物品を販売する施設であって、経営主体を異

にする複数の店舗が一の建築物又は工作物の内部にあって集団的な店舗の態様をなし、か

つ、通常、共通の出入口及び通路を有するものをいう。》（消防法施行令逐条解説） 

 

(10) (10)の項に掲げる施設（金融機関） 

銀行その他の金融機関 

本項に掲げる施設は、銀行業、協同組織金融業、金融商品取引業又は保険業を営む金融機

関の営業店舗である。 

なお、現金自動預払機（ＡＴＭ）のみが設置してあるいわゆる無人店舗については、本項

に掲げる施設には該当しない。 

【解説】 

・次に掲げる、金融業又は保険業を営む事業所が分類される。 

・「中央銀行」：日本銀行を指し、「我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、

通貨及び金融の調節を行うことを目的」とする。（日本銀行法（平成９年６月18日法律第

89号）第１条第１項） 

・「銀行」：「内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者」をいう。（銀行法（昭和56年

６月１日法律第59号）第２条第１項） 

この「銀行業」とは、「次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 

一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。  

二 為替取引を行うこと。」と定義される。（銀行法第２条第２項） 

・「信託銀行」：金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年３月11日法律第43

号）第１条に規定する業務を行う金融機関であり、「他の法律の規定にかかわらず、内閣

総理大臣の認可を受けて、信託業法第２条第１項に規定する信託業及び次に掲げる業務を

営むことができる」（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項）とされる。 

・「信用金庫」：信用金庫法（昭和26年６月15日法律第238号）第53条に規定する業務を行う

金融機関であり、『会員及び会員外から広く預金を受け入れ、主として会員である中小企

業者に資金を融通する金融機関』（日本標準産業分類）をいう。 

・「信用協同組合」：中小企業等協同組合法（昭和24年６月１日法律第181号）第９条の２に

規定する業務を行う金融機関であり、『原則として組合員のみから預金を受け入れ、主と

して組合員である中小企業者に資金を融通する組合』（日本標準産業分類）をいう。 

・「商工組合中央金庫」：株式会社商工組合中央金庫法（平成19年６月１日法律第74号）第

21条に規定する業務を行う金融機関であり、『債券を発行し、主として出資者である組合

及びその構成員等から預金を受け入れ、これらに対し資金を融通する金融機関』（日本標

準産業分類）をいう。 
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・「労働金庫」：労働金庫法（昭和28年８月17日法律第227号）第58条に規定する業務を行う

金融機関であり、『労働組合、消費生活協同組合等からの預金の受け入れを行い、これら

団体の行う福利共済活動を推進するための資金を融通する金融機関』（日本標準産業分

類）をいう。 

・「農林中央金庫」：農林中央金庫法（平成13年６月29日法律第93号）第54条に規定する業

務を行う金融機関であり、『農林水産系統組合の中央機関として、組合等から預金を受け

入れるとともに債券を発行し、組合等に金融上の便益を供する機関』（日本標準産業分

類）をいう。 

・「信用農業協同組合連合会」：農業協同組合法（昭和22年11月19日法律第132号）第10条に

規定する業務を行う金融機関であり、『農林中央金庫と信用事業を営む農業協同組合の中

間にあって、地域的親金融機関として農業協同組合に金融上の便益を供する機関』（日本

標準産業分類）をいう。 

・「農業協同組合」：農業協同組合法第10条に規定する業務を行うものであり、『組合の事

業所のうち、組合員である農業者に金融上の便益を供することを専業とする事業所』（日

本標準産業分類）をいう。 

・「信用漁業協同組合連合会」、「信用水産加工業協同組合連合会」：それぞれ水産業協同

組合法（昭和23年12月15日法律第242号）第87条及び第97条に規定する業務を行うものであ

り、『農林中央金庫と信用事業を営む漁業協同組合及び水産加工業協同組合の中間にあっ

て、地域的親金融機関として漁業協同組合及び水産加工業協同組合に金融上の便益を供す

る機関の事業所』（日本標準産業分類）をいう。 

・「漁業協同組合」、「水産加工業協同組合」：それぞれ水産業協同組合法第11条及び第93

条に規定する業務を行うものであり、『組合の事業所のうち、組合員である漁業者又は水

産加工業者に金融上の便益を供することを専業とする事業所』（日本標準産業分類）をい

う。 

・「政府関係金融機関」：『特別の法律により設置された政府が出資する法人で、設置目的

のための貸付け、資産管理等の業務を行う公庫等、独立行政法人の事業所』をいう。（日

本標準産業分類） 

・「株式会社日本政策金融公庫」：株式会社日本政策金融公庫法（平成19年５月25日法律第

57号）第11条に規定する業務を行う金融機関であり、政策金融改革の一環として、平成20

年10月1日に、国民生活に深くかかわる国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金

融公庫と、国際協力銀行の国際金融等業務部門の、合わせて4つの政策金融機関が統合され

て発足した。 

・「株式会社日本政策投資銀行」：株式会社日本政策投資銀行法（平成19年６月13日法律第

85号）第３条に規定する業務を行う金融機関であり、政策金融改革の一環として、平成20

年10月1日に、特殊法人で特殊銀行の日本政策投資銀行（旧DBJ）を解散し、特殊会社たる

株式会社日本政策投資銀行（新DBJ）として新たに発足した。 

・「独立行政法人住宅金融支援機構」：独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年７月６

日法律第82号）第13条に規定する業務を行う金融機関であり、住宅金融公庫の業務を継承

した独立行政法人である。現在、神奈川県に支店・営業所等は設置していない。 

・「貸金業を営む店舗」：「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保そ

の他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の

媒介を含む。）で業として行うもの」をいう。（貸金業法（昭和58年５月13日法律第32

号）第２条第１項） 

・「金融商品取引業を営む店舗」：金融商品取引法（昭和23年４月13日法律第25号）第35条

に規定する業務を行う金融機関であり、『金融商品取引法に基づき主務大臣の登録を受け、

主として流動性の高い有価証券の売買等、店頭デリバティブ取引、流動性の低い権利（み

なし有価証券）の売買等を行う事業所』（日本標準産業分類）をいう。 
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・「保険業を営む店舗」：「人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保

険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補すること

を約し保険料を収受する保険その他の保険の引受けを行う事業」をいう。（保険業法（平

成７年６月７日法律第105号）第２条） 

 

(11) (11)の項に掲げる施設（公益事業の営業所） 

郵便事業、電気通信事業、水道事業、電気事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所 

本項に掲げる施設は、公益事業の営業所である。 

【解説】 

・「郵便事業」とは、主に郵便法（昭和22年12月12日法律第165号）の規定により行う郵便の

業務及び「国の委託を受けて行う印紙の売りさばき」（郵便事業株式会社法第３条第１項

第２号）を行う事業をいう。 

・「電気通信事業」とは、「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する」事業（電

気通信事業法（昭和59年12月25日法律第86号）第２条第４号） 

・「電気事業」とは、「一般の需要に応じ電気を供給する」事業（電気事業法（昭和39年７

月11日法律第170号）第２条第１項第１号）をいう。 

・「ガス事業」とは、「一般の需要に応じ導管によりガスを供給する」事業（ガス事業法

（昭和29年３月31日法律第51号）第２条第１項）をいう。 

・「水道事業」とは、「一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、

給水人口が百人以下である水道によるものを除く。」（水道法（昭和32年６月15日法律第

177号）第３条第２項）及び「給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道

事業をいう。」（水道法第３条第３項） 

・「熱供給事業」とは、「一般の需要に応じ熱供給を行なう事業（使用するボイラーその他

の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もっぱら一の建物内の

需要に応じ熱供給を行なうものを除く。）」をいう。（熱供給事業法（昭和47年６月22日

法律第88号）第２条第２項） 

 

(12) (12)の項に掲げる施設（公共交通機関） 

ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設 

イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両又は船舶（運行する路線又は就航する

航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。） 

本項アに掲げる施設は、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合その他の用に供する施

設である。 

本項イに掲げる「電車、自動車その他の車両又は船舶」とは、公共交通機関を利用する旅

客の運送の用に供される鉄道及び軌道（モノレール、新交通システム等もこれに該当す

る。）の電車の車両、一般乗合バス、タクシー又は乗合運行されるシーバス、遊覧船、観光

船等の船舶である。 

なお、その路線等の起点及び終点の所在地が県内にあるものに限定したのは、条例の属地

主義の観点及び本条例の円滑な運用を総合的に勘案したことによるものである。 

【解説】 

・アは「旅客施設」であり、「次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗

降、待合いその他の用に供するものをいう。 

イ 鉄道事業法（昭和61年12月４日法律第92号）による鉄道施設 

ロ 軌道法（大正10年４月14日法律第76号）による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法（昭和34年４月15日法律第136号）によるバスターミナル 

ニ 海上運送法（昭和24年６月１日法律第187号）による輸送施設（船舶を除き、同法によ
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る一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。）」（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成18年６月21日法律第91号）第２条第５号（二）） 

・「電車」とは、単独、または複数の客・貨車（運搬具）に動力となる電動機を装備し、か

つ、それらを制御する運転台を有し、急勾配線区などを除く通常の運転に際し、機関車な

どの動力車を必要としない鉄道車両である。 

主電動機を備えた客車・貨車及びこれと連結運転される客車などの総称。これに軌道あ

るいは空中に架した電線から電流を伝えて運転する。（広辞苑） 

・「自動車」とは、旅客自動車運送事業（「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して

旅客を運送する事業」（道路運送法（昭和26年６月１日法律第183号）第２条第３項））の

用に供されるものをいい、バス、タクシーなどが該当する。 

・「その他の車両」には、鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する車両の

ほか、モノレール、新交通システムなど軌道法第３条に規定する運輸事業の用に供する車

両、さらに、ロープウェー、ケーブルカーなどの索道もこれに該当する。（鉄道事業法第

２条第５項） 

・「船舶」とは、海上運送法第２条第４項に規定する旅客定期航路事業の用に供する船舶の

うち、神奈川県内の海上（内水面を含む）を航行するものをいう。 

 

(13) (13)の項に掲げる施設（社会教育施設） 

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、資料を収集し、保存する社会教育施設である。 

【解説】 

・「博物館、美術館」とは、「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、

保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業」を行う施設をいう。

（博物館法（昭和26年12月１日法律第285号）第２条第１項） 

・「図書館」とは、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆

の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施

設」をいう。（図書館法第２条第１項）図書館法第29条第１項の図書館同種施設もこれに

該当する。 

・「その他これらに類するもの」には、博物館法で規定する博物館に該当しない郷土館、記

念館、見学コースを常設する工場等が該当する。 

 

(14) (14)の項に掲げる施設（レクリエーション施設） 

動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、動植物を展示し、又は遊具を設置して一般公衆の利用に供するレク

リエーション施設であり、動物園、植物園、水族館、児童公園、遊園地等の名称の如何は問

わないものであるが、博物館法の規定が適用される動物園、植物園、水族館等については前

項の施設に該当する。いわゆるテーマパークもここに該当する。 

なお、遊具が屋外のみに設置してある施設（屋外の遊び場として整備された公園等）につ

いては、公共的空間を持たないので本項のレクリエーション施設に該当しない。 

ただし、公園内に運動施設、飲食店等が所在する場合は、それぞれの施設ごとに条例を適

用することとなる。 

【解説】 

・「動物園、植物園」は、博物館法の適用を受けることから、その定義は博物館と同じく

「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成を含む。以下

同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レ
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クリエーション等に資するために必要な事業」を行う施設（博物館法第２条第１項）とさ

れる。 

・「遊園地」とは、「メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設

け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場につい

て料金を徴するもの」をいう。（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行

令（昭和59年11月７日政令第319号）第１条第３項） 

・「その他これらに類するもの」には、テーマパークが該当する。 

 

(15) (15)の項に掲げる施設（福祉施設） 

老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター 

その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、福祉施設である。 

【解説】 

・「老人ホーム」とは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又

はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの（以下「介護等」とい

う。）の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援

助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」をいう。（老人福祉法（昭

和38年７月11日法律第133号）第29条第１項） 

・「保育所」とは、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行う

ことを目的とする施設」をいう。（児童福祉法第39条第１項） 

・「福祉ホーム」とは、「現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の

設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設」をいう。（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（（平成17年11月７日法律第123号。以下、

「障害者総合支援法」という。）第５条第28項） 

・「老人福祉センター」とは、「無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずると

ともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合

的に供与することを目的とする施設」をいう。（老人福祉法第20条の7） 

・「児童厚生施設」とは、「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進

し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設」をいう。（児童福祉法第40条） 

・「身体障害者福祉センター」とは、「無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相

談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエー

ションのための便宜を総合的に供与する施設」をいう。（身体障害者福祉法（昭和24年12月

26日法律第283号）第31条） 

・「その他これらに類するもの」には、次に掲げる施設が該当する。 

ア 児童福祉施設（児童福祉法第７条第１項） ※法の区分では「第一種施設」 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施

設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自

立支援施設及び児童家庭支援センター 

イ 身体障害者社会参加支援施設（身体障害者福祉法第５条第１項） 

身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供

施設 

ウ 保護施設（生活保護法（昭和25年５月４日法律第144号）第38条第１項） 

救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設  

エ 隣保館（社会福祉法（昭和26年３月29日法律第45号）第２条第３項第11号） 

オ 婦人保護施設（売春防止法（昭和31年５月24日法律第118号）第36条） 

カ 母子・父子福祉施設（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年７月１日法律第129号）

第39条第１項） 
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母子・父子福祉センター及び母子・父子休養ホーム 

キ 母子健康包括支援センター（母子保健法（昭和40年８月18日法律第141号）第22条第２

項） ※法の区分では「第一種施設」 

ク 障害者支援施設（障害者総合支援法第５条第11項） 

ケ 地域活動支援センター（障害者総合支援法第５条第27項） 

コ 福祉ホーム（障害者総合支援法第５条第28項） 

サ 老人福祉施設（老人福祉法第５条の３） 

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター 

シ 有料老人ホーム（老人福祉法第29条第１項） 

ス 介護老人福祉施設 ※当該施設のうち、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」は、

法の区分では「第一種施設」 

特定施設（介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第８条第11項）、介護専用型特

定施設（同条第21項）地域密着型介護老人福祉施設（同条第22項）、介護保険施設（同条

第25項）、介護老人福祉施設（同条第27項）、介護老人保健施設（同条第28項）及び介護

医療院（同条第29項） 

セ その他 

地域障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年７月25日法律

第123号）第19条第１項第３号）、障害者就業・生活支援センター（同法第28条）、共同生

活援助を行う住居（障害者総合支援法第５条第17項）、小規模多機能型居宅介護を行う施

設（介護保険法第８条第19項）及び認知症対応型共同生活介護を行う住居（同条第20項） 

 

 (16) (16)の項に掲げる施設（官公庁施設） 

官公庁施設 

本項に掲げる施設は、前各項に掲げる施設に該当しない公共的空間を有する官公庁施設、

典型的には、県民や事業者からの申告や申請、届出を受け付ける窓口、申請のあった書類を

交付する窓口、相談のための窓口その他行政サービスを提供するための窓口を有している官

公署をいうものである。 

【解説】 

・「官公庁施設」とは、『国又は地方公共団体の機関のうち、裁判所、中央官庁及びその地

方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行政事

務を行う官公署』をいう。（日本標準産業分類） 

 
 

(17) (17)の項の施設（一般公衆用屋内通路） 

前各項又は別表第２の各項に掲げる公共的施設が所在する建築物又は工作物（出入口、廊下、

階段、エレベーター、便所その他の一般公共の用に供される区域に限る。） 

本項に掲げる施設は、公共的施設がテナント（借主）として入居している建物や地下街の

一般公衆用の通路部分である。 
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２ 別表第２に掲げる施設 

(1) (1)の項に掲げる施設（飲食・遊興店） 

ア 飲食店 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、待合、料理店その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、飲食物の提供又は従業員が客を接待する施設である。 

【解説】 

・「飲食店」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第52条第１項の許可

を受けて営むもの」をいう。（風営法第２条第13項第４号） 

・ただし、この営業許可を受けている施設であっても公共的空間を持たない施設と、主たる

事業の目的が、他の公共的施設に該当する施設は、飲食店には該当しない。 

・たとえば、仕出し弁当営業の施設や自動販売機は、客に飲食というサービスを提供する公

共的空間を持たないことから、飲食店には該当しない。 

・また、食品を調理して販売するコンビニエンスストアは、飲食店営業の許可を受けている

が、主たる事業の目的は物品販売業に該当するので、飲食店には、該当しない。 

・「キャバレー」「カフェー」「待合」「料理店」とは、「設備を設けて客の接待をして客

に遊興又は飲食をさせる営業」をいう。（風営法第２条第１項第１号） 

・「ナイトクラブ」とは、「設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

（客に酒類を提供して営むものに限る。）で、午前６時後翌日の午前０時前の時間におい

てのみ営むもの以外のもの」をいう。（風営法第２条第11項） 

・「その他これらに類するもの」には、低照度飲食店、区画席飲食店等が該当する。 

「低照度飲食店」とは、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、

国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として

営むもの（第１号に該当する営業として営むものを除く。）」をいう。（風営法第２条

第１項第２号） 

「区画席飲食店」とは、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、

他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが５平方メートル以下である客席を設

けて営むもの」をいう。（風営法第２条第１項第３号） 

 

▼ 参考 

飲食店営業許可施設と、本条例における飲食店の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店営業許可を受けている施設 

 
コンビニエ
ンスストア

等 

 

仕出し弁当、自販機等 

別表第２ 

(1)の項アの飲食店 

に該当 

 
接待飲食
店営業等 

 

飲食店 

別表第２ 

(1)の項イに該当 

公共的空間を有する施設 公共的空間のない施設 

別表第２ 

(1)の項以外の項

に該当 
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(2) (2)の項に掲げる施設（宿泊施設） 

ホテル、旅館その他これらに類するもの 

本項に掲げる施設は、宿泊施設である。 

なお、宿泊施設の客室については、公共的空間から除外されていることに留意する（第２

条第２号の解説を参照）。 

【解説】 

・「ホテル」「旅館」とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易

宿所営業及び下宿営業以外のもの」をいう。（旅館業法第２条第２項） 

・「その他これらに類するもの」には、民宿、ペンション、カプセルホテル等の「簡易宿

所」が該当する。これは、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施

設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」をいう。（旅

館業法第２条第３項） 

 

(3) (3)の項に掲げる施設（娯楽施設） 

ア ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの 

イ ダンスホール、マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類するもの 

ウ 競馬場外の勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売場その他これらに類す

るもの 

本項に掲げる施設は、娯楽施設である。 

なお、本項イに掲げる施設のうち次の施設については、第16条に規定する特例県第２種施

設の要件を満たすことに留意する。 

・ マージャン屋 風営法第２条第１項第４号該当 

・ ぱちんこ屋      〃    第４号該当 

【解説】 

・「ゲームセンター」とは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の

用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの（国家

公安委員会規則で定めるものに限る。）を備える店舗その他これに類する区画された施設

（旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除

く。）において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」の用に供する施設をいう。

（風営法第２条第１項第５号） 

・「カラオケボックス」とは、『個室において、主としてカラオケを行うための施設を提供

する事業所』（日本標準産業分類）、「遊興のための設備又は物品を個室（これに類する

施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗」（消防法施行令

（昭和36年３月25日政令第37号）別表第１(2)ニ）をいう。 

・アの「その他これらに類するもの」には、スロットマシン場、ビンゴゲーム場、ダーツ場

等が該当する。 

・「ダンスホール」とは、『ダンスを行うための施設を提供する事業所』（日本標準産業分

類）をいう。 

・「マージャン屋」及び「ぱちんこ屋」とは、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれの

ある遊技をさせる営業」（風営法第２条第１項第４号）の用に供する施設をいう。 

・イの「その他これらに類するもの」には、ビリヤード場、将棋所、碁会所等が該当する。 

・「競馬場外の勝馬投票券発売所」とは、「競馬場外の勝馬投票券発売所」をいう。（競馬

法施行令（昭和23年８月19日政令第242号）第２条第１項） 

・「場外車券売場」とは、競輪場外に設置された「車券の発売等の用に供する施設」をいう。

（自転車競技法（昭和23年８月１日法律第209号）第５条第１項） 

・「場外勝舟投票券発売所」とは、競走場外に設置された「舟券の発売等の用に供する施
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設」をいう。（モーターボート競走法（昭和26年６月18日法律第242号）第５条第１項） 

・ウの「その他これらに類するもの」には、競馬場外の払戻金交付所が該当する。 

 

(4) (4)の項に掲げる施設（その他のサービス業を営む店舗） 

前各項又は別表第１の(1)の項から(15)の項までに該当しないサービス業を営む店舗 

本項に掲げる施設には、別表第１及び別表第２に個別に掲げるサービス業の施設以外のす

べてのサービス業を営む店舗が該当する。 

【解説】 

・本項に該当する施設の例は次のとおりである。 

▼洗濯・理容・美容業 

・洗濯業、洗張・染物業、理容業、美容業、浴場業などの主として個人に対して身の回り

の清潔を保持するためのサービスを提供する事業所が該当する。 

・洗濯物取次業（洗濯物の受取り及び引渡しを行う事業所をいう。）【例】洗濯物取次

所；クリーニング取次所 

・理容業（主として頭髪の刈り込み、顔そりなどの理容サービスを提供する事業所をい

う。）【例】理容店；理髪店；バーバー；床屋 

・美容業（主としてパーマネントウェーブ、結髪、化粧などの美容サービスを提供する事

業所をいう。）【例】美容室；美容院；ビューティサロン 

・エステティック業（手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整え

るなどの指導又は施術を行う事業所をいう。）【例】エステティックサロン；美顔術

業；美容脱毛業 

・他に分類されない洗濯・理容・美容（他に分類されない洗濯・理容・美容など主として

個人に対して身の回りの清潔を保持するためのサービスを提供する事業所をいう。）

【例】寝具消毒・乾燥業；コインランドリー業；マニキュア業；ペディキュア業；ネイ

ルサロン 

 

▼不動産取引業 

・主として不動産の売買、交換又は不動産の売買、貸借、交換の代理若しくは仲介を行う

事業所が該当する。 

・建物売買業（主として建物の売買を行う事業所をいう。）【例】建売業（自ら建築施工

しないもの）；事務所売買業；マンション分譲業；中古住宅売買業 

・土地売買業（主として土地の売買（分譲を含む）を行う事業所をいう。土地を売るため

に土地の開発を行う事業所は本分類に含まれる。）【例】土地売買業；土地分譲業 

・不動産代理業・仲介業（主として不動産の売買、貸借、交換の代理又は仲介を行う事業

所をいう。駐車場の貸借の仲介を行う事業所も本分類に含まれる。）【例】土地ブロー

カー；建物仲介業；不動産代理業；不動産仲介業；貸家仲介業 

 

▼不動産賃貸業・管理業 

・主として不動産の賃貸又は管理を行う事業所が該当する。 

・貸事務所業（主として事務所、店舗その他の営業所を比較的長期（通例月別又はそれ以

上）に賃貸する事業所をいう。）【例】貸事務所業（短期のものを除く）；貸店舗業

（店舗併用住宅を除く）；貸倉庫業 

・土地賃貸業（主として土地を賃貸する事業所をいう。）【例】土地賃貸業；地主（土地

の賃貸を業とするもの） 

・その他の不動産賃貸業（主として比較的短期（通例時間別、日別又は週別）に事務所、

店舗その他の営業所又は土地に定着する施設を賃貸する事業所をいう。）【例】貸事務

所業（短期のもの）；貸会議室業 
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・貸家業（主として住宅（店舗併用住宅を含む）を賃貸する事業所をいう。住宅とは、世

帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物及び独立して家庭生活

を営むことができるように区画され設備された建物の一部をいう。）【例】貸家業；住

宅賃貸業；アパート業；ウィークリーマンション賃貸業；貸別荘業；住宅協会；住宅公

社；住宅供給公社；貸店舗業（店舗併用住宅のもの） 

 

▼物品賃貸業 

・主として産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、映画・演劇

用品などの物品を賃貸する事業所が該当する。 

・総合リース業（産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者にかわって調達し、それ

を賃貸する事業のうち、賃貸するものが他の小分類３項目以上にわたり、かつ、賃貸す

る期間が１年以上にわたるもので、その期間中に解約できる旨の定めがない条件で賃貸

する事業所をいう。）【例】総合リース業 

・その他の各種物品賃貸業（物品賃貸業のうち、他の小分類３項目以上にわたる各種の物

品を賃貸する性格を有するものであって、他に分類されない事業所をいう。）【例】各

種物品レンタル業 

・産業用機械器具賃貸業（建設機械器具を除く）（主として各種産業の用に供する機械器

具（建設機械器具を除く）を賃貸する事業所をいう。）【例】農業機械器具賃貸業；通

信機械器具賃貸業；電話交換機賃貸業；医療機械器具賃貸業；鉱山機械器具賃貸業；金

属工作機械賃貸業；金属加工機械賃貸業；プラスチック成形加工機械賃貸業；電動機賃

貸業；計測器賃貸業；自動販売機（コインオペレータ）賃貸業；冷蔵陳列棚賃貸業；荷

役運搬機械設備賃貸業；コンテナ賃貸業；パレット賃貸業；ボウリング機械設備賃貸業 

・建設機械器具賃貸業（主として各種の建設工事に用いる建設機械器具を賃貸する事業所

をいう。主な賃貸物品は、掘さく機械、整地機械、ロードローラ、ランマ、アスファル

ト舗装機械、建設用クレーン、鋼矢板などである。）【例】堀削機械器具賃貸業；建設

用クレーン賃貸業；整地機械賃貸業；基礎工事用機械賃貸業；仮設資材賃貸業 

・事務用機械器具賃貸業（電子計算機を除く）（主として事務用機械器具を賃貸する事業

所をいう。主な賃貸物品は、タイプライタ、会計機械、複写機、タイムレコーダ、金銭

登録機、電動計算機などである。）【例】事務用機械器具賃貸業；電子式複写機賃貸

業；会計機械賃貸業；金銭登録機賃貸業；ファイリングシステム用器具賃貸業 

・電子計算機・同関連機器賃貸業（主として電子計算機及び同関連機器を賃貸する事業所

をいう。）【例】電子計算機賃貸業；電子計算機関連機器賃貸業 

・自動車賃貸業（主として自動車を賃貸する事業所をいう。主な賃貸物品は、乗用車、ラ

イトバン、バス、トラック、タンクローリー、二輪自動車などである。）【例】レンタ

カー業；自動車リース業 

・スポーツ・娯楽用品賃貸業（主としてスポーツ用品及び娯楽用品を賃貸する事業所をい

う。）【例】スポーツ用品賃貸業；スキー用品賃貸業；スケート靴賃貸業；貸自転車

業；運動会用具賃貸業；貸テント業；貸ヨット業；貸モータボート業；貸馬業 

・映画・演劇用品賃貸業（主として映画・演劇用物品を賃貸する事業所をいう。）【例】

映画用諸道具賃貸業；演劇用諸道具賃貸業；映写機賃貸業；映画フィルム賃貸業；貸衣

しょう業（映画・演劇用のもの） 

・音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）（主としてコンパクトディスク、ビデオテープ

などの音楽・映像記録物を賃貸する事業所をいう。）【例】レンタルビデオ業；レコー

ド賃貸業；ミュージックテープ・ＣＤ賃貸業 

・貸衣しょう業（別掲を除く）（主として冠婚葬祭用、パーティ用などの衣しょうを賃貸

する事業所をいう。）【例】貸衣しょう業（映画・演劇用を除く）；レンタルブティッ

ク 
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・他に分類されない物品賃貸業（他に分類されない物品を賃貸する事業所をいう。）

【例】貸テレビ業；貸本屋；貸楽器業；貸美術品業；貸ふとん業；貸植木業；貸花環

業；貸ピアノ業；医療・福祉用具賃貸業 

 

▼専門サービス業（他に分類されないもの） 

・法務に関する事務、助言、相談、その他の法律的サービス、財務及び会計に関する監査、

調査、相談のサービス、税務に関する書類の作成、相談のサービス及び他に分類されな

い自由業的、専門的なサービスを提供する事業所が該当する。 

・法律事務所（訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議の申立て、再審査請求などの法律

事務を行う事業所をいう。）【例】法律事務所；弁護士事務所；弁護士法人事務所；法

律相談所 

・特許事務所（特許、実用新案、意匠又は商標に関する登録申請、異議の申立てなどの代

理及び鑑定などの業務を行う事業所をいう。）【例】特許事務所；特許業務法人事務

所；弁理士事務所；特許出願代理業 

・公証人役場、司法書士事務所（公正証書の作成、私署証書の認証を行う事業所及び司法

官署に提出する書類の作成、登記又は供託に関する手続の代理を行う事業所をいう。）

【例】公証人役場；司法書士事務所；司法書士法人事務所 

・土地家屋調査士事務所（不動産の表示に関する登記について必要な土地、家屋に関する

調査又は測量、登記の申請手続き及び筆界特定の手続きについての代理を行う事業所を

いう。）【例】土地家屋調査士事務所；土地家屋調査士法人事務所 

・行政書士事務所（官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類など

の作成を行う事業所をいう。）【例】行政書士事務所；行政書士法人事務所 

・公認会計士事務所（財務書類の監査、証明、調整又は財務に関する調査、立案、相談な

どの業務を行う事業所をいう。）【例】公認会計士事務所；監査法人事務所；外国公認

会計士事務所；会社設立決算事務引受業 

・税理士事務所（税務代理、税務書類の作成及び税務相談などの業務を行う事業所をい

う。）【例】税理士事務所；税理士法人事務所 

・社会保険労務士事務所（労働・社会保険諸法令に基づく申請書等・帳簿書類の作成、提

出手続の代行、申請等に関する事務代理、労務管理その他の労働・社会保険に関する事

項の相談・指導を行う事業所をいう。）【例】社会保険労務士事務所；社会保険労務士

法人事務所 

・探偵事務所（「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当

該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他

これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する

業務」（探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18年６月８日法律第60号）第２条第

１項）の用に供する施設をいう。） 

・古物商（「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換す

る営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から

買い受けることのみを行うもの以外のもの」（古物営業法（昭和24年５月28日法律第108

号）第２条第２項第１号）の営業の用に供する施設をいう。）【例】中古車販売店、リ

サイクルショップ、古書店 

・質店（「物品（有価証券を含む。）を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される

債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭

を貸し付ける営業」（質屋営業法（昭和25年５月８日法律第158号）第１条第１項）の用

に供する施設をいう。） 
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▼技術サービス業（他に分類されないもの） 

・獣医学的サービス、土木建築に関する設計や相談のサービス、商品検査、計量証明及び

写真制作などの技術的なサービスを提供する事業所が該当する。 

・獣医業（獣医学上の内科的、外科的、歯科的サービスを提供する事業所をいう。）

【例】獣医業；家畜診療所；動物病院；ペットクリニック 

・写真業（商業写真業を除く）（主として肖像撮影、フィルム現像、焼付、引伸を行う事

業所及びフィルム複写を行う事業所をいう。）【例】写真撮影業；写真館 

 

▼その他の生活関連サービス業 

・主として個人を対象としてサービスを提供する他に分類されない事業所が該当する。 

・旅行業（旅行業者代理業を除く）（運送又は宿泊等のサービスの提供について、提供者

又は旅行者のいずれか一方を代理して契約を締結する等の行為を行う事業所をいう。）

【例】第一種旅行業；第二種旅行業；第三種旅行業 

・旅行業者代理業（旅行業を営む者を代理して契約を締結する行為を行う事業所をい

う。）【例】旅行業者代理業 

・結婚相談業、結婚式場紹介業（主として結婚相手の紹介、婚礼のための相談などを行う

事業所及び婚礼のための施設の紹介、あっせんを行う事業所をいう。）【例】結婚相談

所（営利的なもの）；結婚紹介業；結婚式場紹介業 

・写真現像・焼付業（主としてフィルム現像、焼付、引伸及びフィルム複写を行う事業所

をいう。フィルム現像、焼付、引伸の取次を主として行う事業所も本分類に含まれ

る。）【例】写真現像・焼付業；写真修整業；ＤＰＥ取次業 

・複合サービス業（同一の事業者が一の施設において、複数のサービスを複合的に提供し

ている事業所をいう。）【例】複合アミューズメント施設、インターネットカフェ、ま

んが喫茶 

・他に分類されないその他の生活関連サービス業（主として他に分類されない個人サービ

スを提供する事業所をいう。）【例】易断所；観相業；観光案内業（ガイド）；靴磨き

業；ペット美容室；犬猫霊園管理事務所；運転代行業；古綿打直し業；綿打直し仲介

業；チケット類売買業；宝くじ売さばき業；飲食を伴う会合も可能な貸しスペース業 

 

 


