
 

飯田市が管理権原者となる施設における受動喫煙防止対策調査結果報告について 

 

 １ 調査の趣旨 

   望まない受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第

78号）では、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を

禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定め

られている。 

   原則敷地内禁煙となる対象施設では 2019 年 7 月 1 日より法律の適用となることを受け、市

所管となる施設について、現状と今後の対応について調査を実施した結果がまとまったので報

告する。 

 

 ２ 施設等の類型に応じた受動喫煙対策の義務付けについて 

  Ａ 「第一種施設」 （2020年 4月 1日改正法全面施行日より第一種施設とされる）  

   (1) 対象施設：ア  学校、児童福祉施設、病院、診療所、介護老人保健施設等、受動喫

煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設とし

て政令（平成 31年 2月 22日公布）で定めるもの 

           イ  行政機関の庁舎（政策や企画立案が行われている施設） 

   (2) 施行日： 2019年 7月 1日 

   (3) 対  応： 原則敷地内禁煙 （ただし「特定屋外喫煙場所」の設置が可能） 

   (4) 特定屋外喫煙場所を設置する場合の措置 

     ・ 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること 

     ・ 喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること 

     ・ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること（建物の出入り口の前では

なく、建物の裏や屋上等に設置する等） 

※ 市の所有でない他機関の施設内に設置されている部課等については、施設の管理権原

者でないため対応不要。事務所内は第一種として扱われる。 

※ 政令では「行政機関の庁舎」について、「庁舎のみならず国及び地方公共団体に設置が

義務付けられている施設」も該当する旨が明記されている。消防団施設等が該当する

可能性があり、今後国等による判断により区分を行う。 

 

  Ｂ 「第二種施設」 （2020年４月１日施行日より第二種施設とされる） 

   (1) 対象施設： 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設・喫煙目的施設以外の施設 

         （「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用

する施設を意味する。） 

   (2) 施行日： 2020年 4月 1日 

   (3) 対応： 原則屋内禁煙 （必要な場合は、法律の基準を満たす喫煙専用室」の設置が可能） 

※ 第二種施設内に設置されている第一種施設については、事務所内のみ第一種として扱

われる。 

 

 ３ 調査結果による主な対象施設の受動喫煙対策の現状及び今後の対応 

  ・ 受動喫煙対策については法律の趣旨に沿い、市の関連施設に於いて受動喫煙にさらされ

るような状況に置かれることのないように、各主管部局にて環境を整えていただく対応

をお願いする。 

令和元年６月 20日 

社会文教委員会協議会 資料№３ 
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各施設における対応 
 
 

（1）第一種施設【原則敷地内禁煙となる施設】 
 

施設名 主管部局 今後の対応 備考 

飯田市役所本庁舎 総務部 

総務文書課 

現在の専用喫煙室を廃止

し、敷地内禁煙としていく 

当分の間、特定屋外喫煙場所を

設置する 

飯田市役所りんご庁舎 総務部 

総務文書課 

敷地内禁煙 （継続） 飯田市こども家庭応援センター

（子育て支援課子育て支援係）、

保健課保健指導係、南信州広域

連合介護保険係 

飯田市リニア関連事業 

現地事務所 

リニア推進部 敷地内禁煙 （継続）  

自治振興センター 市民協働環境部 敷地内禁煙へ 

（センター事務所内） 

第二種施設である公民館敷地内

の場合は、第一種適用は事務所

内のみ 

公立保育園 健康福祉部 

子育て支援課 

敷地内禁煙 （継続）  

市内診療所・ 健康福祉部 

保健課 

敷地内禁煙 （継続） 休日夜間、三穂、千代、上村 

市立病院 市立病院 敷地内禁煙 （継続）  

介護老人保健施設ゆうゆう 市立病院 敷地内禁煙 （継続）  

小中学校 教育委員会事務局 

学校教育課 

敷地内禁煙 （継続）  

児童クラブ・児童センター 教育委員会事務局 

学校教育課 

敷地内禁煙 （継続）  

他施設内に設置の 

各課事務所 

 施設管理権原なし 

（事務所内禁煙） 

農業課、工業課、林務課、観光

課、商業･市街地活性課 等 

消防分団本部及び各班詰所 

※一種施設に該当の可能性あり 
危機管理室 

屋内禁煙で屋外に喫煙場

所を設置 

 

 

 

（2）第二種施設【原則屋内禁煙となる施設】 
 

施設名 主管部局 今後の対応 備考 

域学連携交流施設 

（簡易宿所） 

総合政策部 

企画課 

屋外喫煙場所設置 
 

下久堅ふれあい交流館 市民協働環境部 

ムトスまち推進課 

敷地内禁煙 （継続）  

飯田市 21世紀環境共生型 

モデル住宅 

市民協働環境部 

環モ推進課 

敷地内禁煙 （継続）  

飯田市旧飯田測候所 市民協働環境部 

環モ推進課 

敷地内禁煙 （継続）  

飯田市斎苑 市民協働環境部 

環境課 

専用喫煙室を設置（継続） 喫煙室が基準を満たさない場合

は屋外指定喫煙所等対応可 

各福祉企業センター 健康福祉部 

福祉課 

屋外喫煙場所設置  
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施設名 主管部局 今後の対応 備考 

飯田市障害者生活ケアセン

ター 

健康福祉部 

福祉課 

敷地内禁煙 （継続）  

飯田市福祉会館 健康福祉部 

福祉課 

敷地内禁煙 （継続）  

南信濃福祉研修センター 健康福祉部 

福祉課 

敷地内禁煙 （継続）  

南信濃障害者等活動支援

センター 

健康福祉部 

福祉課 

敷地内禁煙 （継続）  

小規模通所授産施設 健康福祉部 

福祉課 

敷地内禁煙 （継続）  

各デイサービスセンター 健康福祉部 

福祉課 

屋外喫煙場所設置 敷地内禁煙とするセンターあり 

各特別養護老人ホーム 健康福祉部 

長寿支援課 

屋外喫煙場所設置 敷地内禁煙とするホームあり 

設置場所検討中のホームあり 

各福祉センター・交流セン

ター 

健康福祉部 

長寿支援課 

屋外喫煙場所設置  

飯田市健康増進施設 健康福祉部 

保健課 

屋外喫煙場所設置 ほっ湯アップル等 

各観光施設 
産業経済部 

観光課 
屋外喫煙場所設置 

かぐらの湯、ロッジ下栗、天竜峡

温泉交流館、ハイランドしらびそ、

各販売所等 

天竜川総合学習館 

かわらんべ 

建設部管理課 屋外喫煙場所設置 設置場所検討 

飯田こどもの森公園 

おいで館等 

建設部土木課 屋外喫煙場所設置 設置場所検討 

飯田動物園 建設部土木課 屋外喫煙場所設置 設置場所検討 

浄水場・浄化管理センター 上下水道局 屋外喫煙場所設置  

各防災センター・消防セン

ター 

危機管理室 屋外喫煙場所設置  

各共同調理場・給食センタ

ー 

教育委員会事務局

学校教育課 

敷地内禁煙 （継続）  

各体育館・運動場・武道場

等 

教育委員会事務

局生・スポ課 

屋外喫煙場所設置  

各公民館 教育委員会 

屋外喫煙場所設置 

（市公・鼎公民館は喫煙室

設置） 

設置場所検討中 

市公は喫煙室基準不適合の場

合敷地内禁煙に 

各図書館 教育委員会 敷地内禁煙 （継続）  

文化会館・人形劇場 教育委員会 
専用喫煙室を設置 

（文化会館施設のみ・共用） 

喫煙室基準不適合の場合屋外

喫煙場所設置 

各人形館・伝承館・保存館 教育委員会 屋外喫煙場所設置  

川本喜八郎人形美術館 教育委員会 施設管理権原なし 敷地より喫煙所撤去済 

美術博物館 教育委員会 屋外喫煙場所設置 記念館等と共有 

歴史研究所 教育委員会 敷地内禁煙 （継続）  
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