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１ 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）新旧対照表
改

正

現

行

第１条 (略)

第１条 (略)

（定義）

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

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。

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

(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

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号に掲げる製造たばこ

法律第68号）第２条第３号に掲げる製造たばこ

であって、同号に規定する喫煙用に供されるも

であって、同号に規定する喫煙用に供されるも

の及び同法第38条第２項に規定する製造たばこ

の及び同法第38条第２項に規定する製造たばこ

代用品をいう。以下同じ。）の煙（蒸気を含

代用品をいう。以下同じ。）の煙を吸わされる

む。以下同じ。）を吸わされることをいう。

ことをいう。

(２) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入り

(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

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

（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

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

入りする区域及び喫煙所を除く。）をいう。

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

(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

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。

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

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

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。）

もの（以下「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

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

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。）

（以下「第２種施設」という。）

(４)・(５) （略）

(４)・(５) （略）

（削除）

(６) 禁煙 公共的施設における公共的空間の全
部を喫煙することができない区域（以下「喫煙
禁止区域」という。）とすることをいう。

（削除）

(７) 分煙 第２種施設における公共的空間を、
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規則で定めるところにより、喫煙することがで
きる区域（以下「喫煙区域」という。）と喫煙
禁止区域とに分割することをいう。
（削除）

(８) 喫煙所 専らたばこを吸う用途に供するた
めの区域をいう。

(６)・(７) （略）

(９)・(10) （略）

第３条～第７条 （略）

第３条～第７条 （略）

（指定たばこ専用喫煙室の規制）

（禁止行為）

第８条 県第１種施設の施設管理者は、その管理す

第８条 何人も、喫煙禁止区域（次条第１項又は第

る公共的施設に指定たばこ専用喫煙室（健康増進

２項の規定による措置により設けられたものに限

法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号。

る。以下同じ。）内においては、喫煙をしてはな

以下「改正法」という。）附則第３条第１項の規

らない。

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。
（削除）

（公共的施設における措置）
第９条 第１種施設の施設管理者は、その管理する
第１種施設について、禁煙の措置を講じなければ
ならない。
２ 第２種施設の施設管理者は、その管理する第２
種施設について、禁煙又は分煙の措置を講じなけ
ればならない。
３ 第２種施設の施設管理者は、前項の規定により
分煙の措置を講じた場合においては、喫煙禁止区
域の面積の合計を、当該第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。

（削除）

（喫煙所）
第10条 施設管理者は、その管理する公共的施設に
喫煙所を設けることができる。

（喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止）

（喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止）
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第９条 施設管理者は、喫煙区域（指定たばこ専用

第11条 施設管理者は、第９条第２項の規定により

喫煙室、喫煙専用室、法第35条第３項第１号に規

分煙の措置を講じ、又は前条の規定により喫煙所

定する喫煙目的室又は改正法附則第２条第１項の

を設けたときは、当該分煙の措置により設けられ

規定により読み替えられた法第33条第３項第１号

た喫煙区域又は当該喫煙所から喫煙禁止区域への

に規定する喫煙可能室をいう。以下同じ。）を設

たばこの煙の流出を防止するために必要な措置と

けたときは、当該喫煙区域から喫煙禁止区域への

して規則で定める措置を講じなければならない。

たばこの煙の流出を防止するために必要な措置と

その管理する公共的施設における公共的空間以外

して規則で定める措置を講じなければならない。

の区域が喫煙禁止区域に隣接する場合の当該公共

その管理する公共的施設における公共的空間以外

的空間以外の区域についても、同様とする。

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。
（削除）

（喫煙器具又は設備の設置の禁止）
第12条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域
に吸い殻入れ、灰皿その他の喫煙の用に供する器
具又は設備を設置してはならない。

（二十歳未満の者又は未成年者の立入りの制限）

（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、

第13条 施設管理者は、その管理する喫煙区域（第

二十歳未満の者を立ち入らせてはならない。

９条第２項の規定による分煙の措置により設けら
れたものに限る。以下同じ。）及び喫煙所（第10
条の規定により設けられたものに限る。以下同
じ。）に、未成年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

２ 保護者は、喫煙区域及び喫煙所に、その監督保

成年者を立ち入らせてはならない。

護に係る未成年者を立ち入らせてはならない。

（削除）

３ 前２項の規定は、業務に従事する者として未成
年者を立ち入らせる場合には、適用しない。

（削除）

（喫煙の中止の求め）
第14条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域
において現に喫煙を行っている者を発見したとき
は、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は当
該喫煙禁止区域から退出するよう求めなければな
らない。

（表示等）

（表示等）

第11条 施設管理者は、公共的施設について禁煙

第15条 施設管理者は、次の各号に掲げる区分に応

（公共的施設の全部（喫煙関連研究場所及び法第

じ、規則で定めるところにより、当該各号に定め

40条第１項各号に掲げる場所を除く。以下この項

る表示をしなければならない。

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
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る旨の表示をしなければならない。
（削除）

(１) 第１種施設及び禁煙の措置を講じた第２種
施設 当該公共的施設の入り口に、当該公共的
施設における公共的空間の全部が喫煙禁止区域
である旨

（削除）

(２) 分煙の措置を講じた第２種施設 当該第２
種施設の入り口に、当該第２種施設における公
共的空間の一部が喫煙禁止区域である旨

（削除）

(３) 喫煙区域 当該喫煙区域の入り口に、喫煙
区域である旨及び未成年者の立入りを禁止する
旨

（削除）

(４) 喫煙所 当該喫煙所の入り口に、喫煙所で
ある旨及び未成年者の立入りを禁止する旨

（削除）

(５) 第20条第１項第１号の規定による認定を受
けた第２種施設 当該第２種施設の入り口に、
特定の者以外の者及び未成年者の立入りを禁止
する旨

（削除）

(６) 第20条第１項第２号の規定による認定を受
けた第１種施設 当該第１種施設の入り口に、
たばこ又は喫煙具の販売を目的とする喫煙が許
されている旨及び未成年者の立入りを禁止する
旨

２ 前項の規定によるもののほか、施設管理者は、

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、

第９条第１項又は第２項の規定により講じた措置

その管理する公共的施設の利用者に周知させるよ

について、その管理する公共的施設の利用者に周

う努めるものとする。

知させるよう努めるものとする。

第12条 （略）

第16条 （略）

（指導及び勧告）

（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

第17条 知事は、施設管理者が第９条第１項若しく

条（法第34条第１項又は法第36条第１項による勧

は第２項、第11条、第12条、第13条第１項（第20

告をする場合を除く。）、第10条第１項（業務に

条第３項において準用する場合を含む。以下この

従事する者が立ち入る場合を除く。）又は第11条

条において同じ。）又は第15条第１項（第９条第

第１項の規定に違反していると認めるときは、当

２項、第12条及び第13条第１項を除き、これらの

該施設管理者に対し、必要な措置を講ずべきこと

規定を第22条第２項の規定により読み替えて適用

を指導し、又は勧告することができる。

する場合を含む。）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。

第14条 （略）

第18条 （略）
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（命令）

（命令）

第15条 知事は、第13条の規定による勧告を受けた

第19条 知事は、第17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

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

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。

措置を講ずべきことを命ずることができる。

（削除）

（知事が認定する公共的施設）
第20条 次の各号のいずれかに該当する施設として
知事が認めるものについては、第９条及び第11条
の規定は、適用しない。
(１) 専ら特定の者のみが利用することができる
第２種施設であって、当該特定の者以外の者に
ついて受動喫煙が生ずるおそれがないもの
(２) 専らたばこ又は喫煙具の販売業を営む店舗
であって、当該店舗内において客に喫煙をさせ
る方法により、これらの商品を販売するもの
２ 前項の規定による認定を受けようとする公共的
施設の施設管理者は、規則で定めるところによ
り、知事に認定の申請をしなければならない。
３ 第13条の規定は、第１項の規定による認定を受
けた公共的施設について準用する。この場合にお
いて、同条第１項中「喫煙区域（第９条第２項の
規定による分煙の措置により設けられたものに限
る。以下同じ。）及び喫煙所（第10条の規定によ
り設けられたものに限る。以下同じ。）」とある
のは「第20条第１項の規定による認定を受けた公
共的施設」と、同条第２項中「喫煙区域及び喫煙
所」とあるのは「第20条第１項の規定による認定
を受けた公共的施設」と読み替えるものとする。

（特例県第２種施設）

（特例第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

第21条 第２種施設のうち次に掲げる施設（次項に

管理者は、第９条の規定にかかわらず、法に規定

おいて「特例第２種施設」という。）の施設管理

する措置を講ずることで足りるものとする。ただ

者は、第９条第２項及び第３項、第11条、第12

し、当該措置を講じない場合は、当該措置に準ず

条、第13条第１項、第14条並びに第15条第１項の

る措置を講ずるように努めなければならない。

規定にかかわらず、これらの規定に規定する措置
を講ずることを要しない。ただし、これらの措置
を講じない場合は、これらの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)～(３) （略）
(４) 法第28条第７号に規定する喫煙目的施設

(１)～(３) （略）
（新規）
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(５) 改正法附則第２条第２項に規定する既存特

行

（新規）

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。）
（削除）

２ 第15条第２項、第16条から前条まで及び第24条
の規定は、特例第２種施設については、適用しな
い。

（削除）

（特定施設の特例）
第22条 健康増進法（平成14年法律第103号）第25条
の４第４号に規定する特定施設（以下「特定施
設」という。）にあっては、第８条、第10条及び
第12条の規定は、適用しない。
２ 特定施設に係る第９条第１項、第11条及び第15
条第１項の規定の適用については、第９条第１項
中「禁煙の」を「公共的空間（健康増進法第25条
の４第６号に掲げる喫煙関連研究場所及び同法第
25条の11第１項各号に掲げる場所を除く。）の全
部を喫煙することができない区域とする」と、第
11条中「における公共的空間」を「における公共
的空間（健康増進法第25条の４第６号に掲げる喫
煙関連研究場所及び同法第25条の11第１項各号に
掲げる場所を除く。）」と、第15条第１項第１号
中「公共的空間」を「公共的空間（健康増進法第
25条の４第６号に掲げる喫煙関連研究場所及び同
法第25条の11第１項各号に掲げる場所を除
く。）」とする。

第17条 （略）

第23条 （略）

（罰則）

（罰則）

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万

第24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。

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

(１) 第16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

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

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

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

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

した者

した者

(２) 第15条の規定による命令に違反した者
（削除）

(２) 第19条の規定による命令に違反した者
２ 第８条の規定に違反して喫煙禁止区域において
喫煙をした者は、２万円以下の過料に処する。
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