資料 ３

喫煙に関する県の政策マップ
計画名

かながわ
グランドデザイン
第２期実施計画
かながわ健康
プラン21(第２次)

喫煙

目標年度

喫煙(率)

《柱Ⅰ

健康長寿

プロジェクト２

職場

受動喫煙防止

（参考）国の計画

医療》

「喫煙（受動喫煙、職場での喫煙も含む）」に関する記載（目標設定）等はないが、「柱Ⅰ プロジェクト２」のための取組みとして「がんにならない・がん
H30年度 に負けない神奈川を実現するため総合的ながん対策に取組む」としている。また、県は、グランドデザインの中で示している「いのちが輝き、誰もが元気で長
生きできる神奈川」を実現する個別計画として「かながわ健康プラン２１」を策定している。
※「がんにならない・負けない神奈川づくり」は平成17年３月に策定した「がんへの挑戦、10か年戦略」のスローガンでもある。
【目標】
【目標】
【目標】
H34年度

《第３章

目標》

《第３章

○成人喫煙率の減少
成人男性

30.8%(H22年度)⇒25%(H29年度)

成人女性

8.3%(H22年度)⇒ 6%(H29年度)

○未成年者(15歳以上20歳未満)の喫煙をなくす
未成年男性 8.3%(H22年度)⇒ 0%(H29年度)
未成年女性 5.3%(H22年度)⇒ 0%(H29年度)

目標》

《第３章

－

健康日本２１（第２次）

目標》

【目標】
○喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普
○「減少」(H29年度)
○「減少」(H29年度)
及
※具体的な数値目標はなし
※具体的な数値目標なし
○未成年
喫煙をなくす。
○未成年の喫煙をなくす。
「受動喫煙防止条例により、公共的施設での受動喫 「受動喫煙による健康への悪影響についての普及啓 ○公共の場や職場での分煙の徹底、及び、効果の高
煙に遭遇する機会を減らす。」、「受動喫煙による 発を進め、職場や家庭での遭遇機会を減らす。」と い分煙についての知識の普及
健康への悪影響についての普及啓発を進め、職場や の記載があるのみ。
○禁煙、節煙を希望する者に対する禁煙支援プログ
家庭での遭遇機会を減らす。」との記載があるの
ラムを全ての市町村で受けられるようにする。
み。
【取組】

○妊娠中の喫煙をなくす

○情報提供
消費者に対しては、危険性に関する十分な知識を得
※成年、未成年の目標喫煙率は、県がん対策推進計
た上での選択が行えるよう、たばこの危険性や製品
画で設定した目標値を使用している。（※目標年度
そのものに関する正しい情報を提供する。一般国民
もH29年度としている）
や政策決定者に対しては、これらの情報に加え、諸
【取組】
【取組】
【取組】
外国の対策やその評価についての情報も積極的に提
供する。
○県民に広く、たばこの害について普及啓発をす
○県民に広く、たばこの害について普及啓発をす
○県民に広く、たばこの害について普及啓発をす
○喫煙防止
る。
る。
る。
現場における健康教育を充実させる。また、未成年
○今後も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防 ○たばこをやめたい、減らしたいものへの卒煙サ
○たばこをやめたい、減らしたいものへの卒煙サ
者は たばこの危険性に関する情報を十分に与える
者は、たばこの危険性に関する情報を十分に与える
ポートによる喫煙率の低下に向けた取組みを行う。
ポ
トによる喫煙率の低下に向けた取組みを行う
止条例に基づく受動喫煙防止対策を進める。
止条例に基づく受動喫煙防止対策を進める
ポートによる喫煙率の低下に向けた取組みを行う。
ポ
トによる喫煙率の低下に向けた取組みを行う
ことはもとより、社会環境の整備あるいは規制とい
○未成年者に対しては喫煙防止教育等で広くたばこ
う形で、保護する。
の害を周知し、喫煙防止対策をする。
○非喫煙者の保護
○妊娠中の喫煙は赤ちゃんの健康にも影響するた
不特定多数の集合する公共空間（公共の場所及び歩
め、妊娠中の喫煙及び出産後の再喫煙をなくすよう
行中を含む）や職場では原則禁煙を目指す。家庭内
に禁煙等啓発や保健指導を行う。
における受動喫煙の危険性についても、普及啓発を
図る。
○禁煙支援
保健医療の現場における保健指導や禁煙指導を充実
させる。
妊婦

神奈川県
がん対策推進計画

H29年度

3.5%(H23年度)⇒ 0%(H34年度)

【目標】

《第４章

施設展開》

○成人喫煙率の減少
成人男性

30.8%(H22年度)⇒25%(H29年度)

成人女性

8.3%(H22年度)⇒
8 3%(H22年度)⇒ 6%(H29年度)

○未成年者(15歳以上20歳未満)の喫煙をなくす
未成年男性 8.3%(H22年度)⇒ 0%(H29年度)

【目標】

《第４章

施設展開》

《第４章

※具体的な数値目標なし。
「受動喫煙防止条例により、公共的施設での受動喫
煙
機会
。 、
煙
煙に遭遇する機会を減らす。」、「受動喫煙による
健康への悪影響についての普及啓発を進め、職場や
家庭での遭遇機会を減らす。」との記載があるの
み。

施設展開》

○卒煙サポート

【取組】

【取組】

○受動喫煙防止対策

○卒煙サポート

・「県のたより」やＨＰなどを通じて、たばこによ ・キャンペーンや「県のたより」などを通じて受動 ・「県のたより」やＨＰなどを通じて、たばこによ
る健康への悪影響について普及啓発を図るとともに 喫煙による健康への悪影響についての普及啓発や
る健康への悪影響について普及啓発を図るとともに
卒煙方法を情報提供する。
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」 卒煙方法を情報提供する。
の周知徹底を図る。
・禁煙治療を実施している医療機関及び禁煙相談を ・説明会の開催などにより、施設管理者への条例の ・禁煙治療を実施している医療機関及び禁煙相談を
実施している薬局についての情報を提供する。
さらなる周知徹底を図るとともに条例に関する相談 実施している薬局についての情報を提供する。
に適切に対応する。
・地域の医療機関などと協力して禁煙相談や禁煙教
・地域の医療機関などと協力して禁煙相談や禁煙教 ・分煙設備等を整備する事業者を支援する。
育などを行い 地域における卒煙サポ トを推進す
育などを行い、地域における卒煙サポートを推進す
育などを行い 地域における卒煙サポ トを推進す
育などを行い、地域における卒煙サポートを推進す
る。
る。
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【目標】

※具体的な数値目標なし。
○成人喫煙率 12％(H34年度)
「受動喫煙による健康への悪影響についての普及啓 ○未成年者の喫煙をなくす(H34年度）
、職
家
機会
。
発を進め、職場や家庭での遭遇機会を減らす。」と
○妊娠中の喫煙をなくす(H26年度）
の記載があるのみ。
○受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

未成年女性 5.3%(H22年度)⇒ 0%(H29年度)
【取組】

がん対策推進基本計画

【目標】

・行政機関

0％(H34年度）

・医療機関

0％(H34年度)

・職場
・家庭
・飲食店

受動喫煙の無い職場の実現(H32年度)
3％(H34年度)
15％(H34年度）

【取組】
○喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための
施策等をより一層充実させる。
・企業、団体との連携した普及啓発活動
・禁煙希望者に対する禁煙支援
禁煙希望者に対する禁煙支援

計画名

神奈川県
がん対策推進計画

喫煙

目標年度

喫煙(率)
【取組】
H29年度 ・卒煙サポートを行う保健医療関係者などの資質向
上を図る研修会を開催する。
・「かながわ卒煙サポートネットワーク」を活用し
情報共有や人材育成などを行う。

受動喫煙防止
【取組】
・条例未対応施設への戸別訪問による指導や通報へ
の対応などを行い、条例の適切な施行を図る。
・たばこ対策推進検討会を開催し、受動喫煙防止対
策などのたばこ対策の取組みについて検討する。

職場

（参考）国の計画

【取組】
・卒煙サポートを行う保健医療関係者などの資質向
上を図る研修会を開催する。
・「かながわ卒煙サポートネットワーク」を活用し
情報共有や人材育成などを行う。

がん対策推進基本計画

・他都県市と共同して受動喫煙防止キャンペーンを
実施する。

神奈川県
保健医療計画

神奈川県医療の
グランドデザイン

○未成年者の喫煙防止対策
・県内の児童、学生に向けた喫煙防止啓発リーフ
レットの配布により、たばこによる健康への悪影響
について普及啓発を図る。
・学校からの希望に応じて医師・保健師等を派遣し
喫煙防止教育を実施する。
・地域や学校で未成年者への喫煙防止教育などを行
う保健医療関係者などの資質向上のために研修会を
開催する。
・未成年者に対し禁煙治療を実施している医療機関
及び禁煙相談をしている薬局についての情報を提供
する。
【目標】
H29年度

《第２章

疾病別の医療連携体制の構築》

【目標】

《第２章

【目標】

疾病別の医療連携体制の構築》

○がんによる死亡者の減少

○がんによる死亡者の減少

※喫煙に関する具体的な数値目標なし。

※受動喫煙防止に関する具体的な数値目標なし。

※がんによる死亡者の減少のための施策として「喫 ※がんによる死亡者の減少のための施策として「受
煙」に対する取組みを上げている
煙」に対する取組みを上げている。
動喫煙防止」に対する取組みを上げている
動喫煙防止」に対する取組みを上げている。
【取組】
【取組】
○卒煙サポート、未成年者の喫煙防止対策
○受動喫煙における健康への悪影響についての普及
啓発
○「受動喫煙防止条例」の施行による受動喫煙防止
対策
H24年度
【目標】
【目標】
(制定年度) 《３ 目指すべき姿の実現に向けて推進する取 《３ 目指すべき姿の実現に向けて推進する取

組》

組》

※具体的な数値目標なし。

※具体的な数値目標なし。

「ウ がんなどの予防を目指したたばこ対策の推進」 「ウ がんなどの予防を目指したたばこ対策の推進」
にて、下記の記載がある。
にて、下記の記載がある。
・未成年者の喫煙防止対策の充実

【取組】

医療計画
○医政局長通知にて都道府県知事あてに医療計画作
成を依頼した。(平成24年３月30日付医政0330第28
号）

なし

【取組】

なし
【目標】

なし

・受動喫煙防止条例について県民への周知、事業者
指導を進めるとともに、受動喫煙防止対策の取組状
況を把握し、必要な対応を検討する。
【取組】

【取組】

○卒煙（禁煙）サポート
○受動喫煙防止対策
・卒煙治療等を実施している医療機関等の情報の提 ・施設管理者を対象にした説明会及び戸別訪問の実
供により、卒煙しやすい環境づくりを進める。
施による受動喫煙防止条例の周知の徹底や県民を対
象にしたキャンペーンを行い、条例の着実な施行に
取組む。
・地域と職域が連携した取組みを幅広く展開する
・県民意識調査や施設調査を実施して、県民の意識
「卒煙サポートネットワーク」により職域における の変化や施設の取組状況を把握し、状況に応じた対
取組みを促進する。
策を引き続き進める。
○未成年者への喫煙防止対策
・学校等において、医師・保健師等が喫煙防止教育
を引き続き実施する。
・小学校から大学までの生徒、学生を対象に喫煙を
防止する啓発活動を団体、市町村の協力を得ながら
幅広く展開する
幅広く展開する。
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－

なし

計画名

かながわ子ども
みらいプラン

かながわ青少年
育成・支援指針

喫煙

目標年度

喫煙(率)
【目標】

H26年度

(制定年度) 《２「保護者等が育てる力」を強化するため

受動喫煙防止
【目標】

職場

（参考）国の計画

【目標】

に》

《２「保護者等が育てる力」を強化するため
に》

※具体的な数値目標なし。

※具体的な数値目標なし。

「個別施策４ 子どものたばこ対策及び飲酒・薬物
乱用防止防止対策の推進」にて、下記の記載がある
のみ。
・子どものうちからの喫煙、飲酒等が引き起こす健
康被害等に関する教育を含め、防止の様々な取組み
を推進する。

「個別施策４ 子どものたばこ対策及び飲酒・薬物
乱用防止防止対策の推進」にて、下記の記載がある
のみ。
・妊婦や乳幼児、未成年者等を受動喫煙による健康
への悪影響から保護する取組みを推進する。

なし

【取組】

【取組】

【取組】

○未成年者への喫煙防止対策の推進
県内の小学校６年生全員への喫煙防止啓発リーフ
レットの配布や県立高校等における受動喫煙防止教
育の実施など未成年者の喫煙防止対策の推進を進め
る。
○喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育等の推進
街頭キャンペーン等を通じて防止教育を推進す
る。
【目標】

○受動喫煙防止対策の推進
「受動喫煙防止条例」に基づき、喫煙区域や喫煙
所に未成年者を立ち入らせないルールについて周
知、普及啓発を行うなど、未成年者の受動喫煙防止
対策を進める。

なし

【目標】

【目標】

なし

なし

－

H32年度 《基本目標Ⅰ

すべての青少年の健やかな成長
と自立・参加・共生に向けた支援》

※具体的な数値目標なし。
「施策の方向３ 社会の変化に対応し健全に成長す
る力の育成 として下記の記載があるのみ
る力の育成」として下記の記載があるのみ。
・未成年者の喫煙、飲酒の防止教育と啓発の徹底

神奈川県
観光振興計画

－

【取組】

【取組】

【取組】

○未成年者の喫煙、飲酒の防止教育と啓発の徹底
家庭、学校、地域との連携を図り、心身に悪影響
を及ぼす喫煙、飲酒について、未成年者への教育や
関係業界との協働による普及啓発を推進する。

なし

なし

【目標】

【目標】

【目標】

H30年度

《基本政策１

魅力ある観光地の形成》

※具体的な数値目標なし。

なし

「(2)戦略プロモーションの推進」に下記の記載が
ある。

なし

・ラグビーＷ杯2019の決勝戦や東京2020オリンピッ
ラグビ Ｗ杯2019の決勝戦や東京2020オリンピ
ク・パラリンピックが県内で開催されることから多
くの観光客が訪れることが見込まれ、県は神奈川の
魅力を伝えるため、プロモーションを市町村や観光
業者等と連携して実施する。
【取組】

【取組】

【取組】

○神奈川の観光イメージ向上の取組

なし

・県の施策の普及啓発イベント等と連携することに
より、県の観光イメージの向上を図る。
・県の施策の中で受動喫煙防止対策の取組として
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」
をコラムとして紹介
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なし

受動喫煙防止対策強化検討チーム
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会開催を契機として、健康増進の観点に加え、近年
のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地に
おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、幅
広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化す
るため、2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会関係府省庁連絡会議の下に
受動喫煙防止
競技大会関係府省庁連絡会議の下に、受動喫煙防止
対策強化検討チームを開催する。

